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本日の講習・実習内容

• H-InvDBとは？
– H-InvDB画面紹介

– ID、 データダウンロード、ウェブサービス

– サイトマップ、ドキュメント、問合せ

• H-InvDBを使ってみる
– 簡易検索 → 検索結果表示 → 画面閲覧

• H-InvDBの新検索システム
– 新詳細検索（複合検索）

– 実習
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H-InvDB リリース 6.2 (2009年3月公開)

URL: www.h-invitational.jp (hinv.jp)

H-InvDBの主なアノテーション項目
遺伝子構造

スプライシング変異体

機能性RNA

タンパク質の機能

機能ドメイン

細胞内局在

代謝パスウェイ

タンパク質立体構造

疾患との関連

遺伝的多型（SNPs）

遺伝子発現パターン

分子進化学的特徴

タンパク質間相互作用

遺伝子ファミリー・グループ

ヒトの全遺伝子と転写産物を対象とした統合データベース。
54,927件の完全長cDNAと、162,395件のDDBJ/EMBL/GenBankに登録されたmRNAを含む。

公式サイト

トップページ
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H-InvDB画面紹介
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HH--InvDBInvDB画面構成画面構成
２種類のメイン・ビューアと２種類のメイン・ビューアと66種類のサブ・データベース種類のサブ・データベース, , 多数のリンク多数のリンク

*Human FLcDNA sequence data providers

UniProtMutation viewLEGENDAH-GOLD (GDBS)GenAtlasDDBJ/EMBL/GenBank*MGC/NCI

UniGeneMINTKEGGHGNCEntrezGenedbSNP*KDRI

UCSCMGIInterProGTOPEnsemblCCDS*IMSUT

OMIMRefSeqLSBMIntActGeneCardsDNA Probe LocatorBodyMap*DKFZ/MIPS

NC-IUBMB (EC)PubMedLIFEdbHPRDGene ontology (GO)DIPBIND*CHGC

リンクしているデータベース
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HH--InvDBInvDBのメイン・ビューアのメイン・ビューア(1)(1) Locus viewLocus view

◆ 転写産物リスト（Tran-

script viewへのリンク）

◆ 代表配列（represen-

tative transcript）

◆ 代表スプライシングバリ

アント（RASV）

◆ 遺伝子構造

◆ cDNAおよびORFのマル

チプルアラインメント

◆ 遺伝子発現パターン

◆ 疾患関連情報

◆ データベースへのリンク

43,15943,159クラスター（遺伝子座）のアノテーションを提供クラスター（遺伝子座）のアノテーションを提供
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◆ タンパク質の機能

◆ 染色体上の位置

◆ ORF

◆ InterProモチーフ

◆ 分子進化学的特徴

◆ タンパク質の構造予測

◆ タンパク質の細胞内局
在

◆ SNPとマイクロサテライト
多型

◆ データベースへのリンク

HH--InvDBInvDBのメイン・ビューアのメイン・ビューア(2)(2) Transcript viewTranscript view

219,765219,765件の転写産物のアノテーションを提供件の転写産物のアノテーションを提供
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H-InvDBサブデータベース

◆G-integra： ゲノム地図と遺伝子構造を表示するゲノムブラウザ

◆H-ANGEL： 遺伝子発現プロファイルのデータベース

◆Evola： モデル生物のオルソログ情報の分子進化データベース

◆DiseaseInfo Viewer： 疾患関連遺伝子のデータベース

◆PPI view： タンパク質間相互作用の情報を表示するビューア

◆Gene family/group： ４つの遺伝子ファミリーに関する詳細なアノテーション

G-integra（ゲノムブラウザ） H-ANGEL（遺伝子発現） Evola（分子進化）

特定のアノテーションに特化した、特定のアノテーションに特化した、66つのサブデータベースつのサブデータベース
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GG--IntegraIntegra：：
ゲノムブラウザ

ヒト、マウス、チンパンジー、ラッ
トなど14生物種のゲノム地図

ゲノム上の位置

遺伝子構造

RefSeq＆Ensemblの参考データ

オルソログ情報

リピート配列

EST

SNPs

マイクロサテライト

他データベースへのリンク

ゲノム上の位置・構造ゲノム上の位置・構造
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HH--ANGELANGEL：：
ヒト遺伝子の発現プロファイルデータベース

遺伝子発現ライブラリ

発現パターン検索

10および40の組織・細胞

3種の実験手法、 7つのプラッ
トフォーム由来の発現データ

・iAFLP

・SAGE

・DNA array   etc.

遺伝子発現情報遺伝子発現情報
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DiseaseInfo ViewerDiseaseInfo Viewer：：
疾患情報データベース

既知疾患関連遺伝子情報

原因遺伝子が不明な遺伝
性疾患情報

他DBへのリンク：

・EntrezGene

・OMIM

疾患情報疾患情報
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EvolaEvola：：
分子進化データベース

分子進化情報分子進化情報

モデル生物との

オルソログ情報

系統樹

アラインメント

検索機能
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PPI view：
蛋白質相互作用データベース

PPI viewPPI view：：
蛋白質相互作用データベース

ヒト蛋白質間相互作用
（PPI)

ヒト蛋白質間相互作用
（PPI)

ヒト蛋白質相互作用

・既存PPI dbリンク

・２００６年１２月公開
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遺伝子ファミリー・グループ
「H-InvDB遺伝子ファミリー・グループ」は文献に基づくゲノム位置や既知
タンパク質との配列相同性、遺伝子名の記述を基に精査を行った４つの
遺伝子ファミリー・グループについてアノテーション情報を提供しています。

・T細胞レセプター(T-cell receptors: TCR)
Gene symbols: TRBC1, TRAC, TRD@

・免疫グロブリン(Immunoglobulin: Ig) 
Gene symbols: IGKC, IGHA1, IGHE, etc

・主要組織適合性複合体(MHC/HLA) 
Gene symbols: HLA-A, HLA-B, HLA-C, etc

・嗅覚受容体(Olfactory receptors: OR) 
Gene symbols: OR1C1, OR2C3, OR3A1, etc
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新規ページ

“アノテーション・トピックス”ページ

新規アノテーション等のトピックデータを提供していきます！
http://www.h-invitational.jp/hinv/topic_annotation/
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各ビューアのアイコン

遺伝子のアノテーション

転写産物のアノテーション

ゲノムブラウザ

遺伝子発現

分子進化データ

疾患関連遺伝子

タンパク質間相互作用

遺伝子ファミリー
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H-InvDBの
ID、 データダウンロード、Webサービス
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H-InvDBで使われるID番号

• HIT (H-Invitational transcript): 

形式：HIT + 9桁の数字 + version番号 例）HIT000000001.1 転写産物（cDNA, 
mRNAなど）配列のアノテーション情報をデータベース化し、H-Invitational 
transcripts（HIT）ナンバーというIDを付与しました。

• HIX (H-Invitational cluster): 

形式：HIX + 7桁の数字 + version番号 例）HIX0000001.1

ヒトゲノム上の重複を除く遺伝子クラスター遺伝子クラスターをH-Invitational 
cluster（HIX）と定義し各遺伝子座単位にIDを付与しました。

• HIP (H-Invitational protein): 

形式：HIP + 9桁の数字 + version番号 例）HIP000000001.1

転写産物配列の予測CDSアノテーション情報をデータベース化し、ユニークなア
ミノ酸配列に対しH-Invitational protein（HIP）ナンバーというIDを付与しました。

INSD (DDBJ/EMBL/GenBank)のID等も利用可能。
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データダウンロード
H-InvDBデータの取得

データを一括してダウンロードできます

HTTP

FTP

H-InvDB トップページ
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H-InvDB ウェブサービス

H-InvDB ウェブサービスでは、H-InvDBのデータをプログラムで利用するこ
とができる２０種類以上のAPI(SOAPおよびREST）を提供しています。

http://jbirc.jbic.or.jp/hinv/hws/doc/index_jp.html

APIリスト
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H-InvDBの
サイトマップ、ドキュメント、問合せ
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サイトマップ

クイックガイドとサイトマップ

クイックガイド
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サイトマップ

クイックガイド
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・プロジェクトの概要
・データベースの利用方法

日本語/英語で提供

Helpドキュメント

1. H-Invitationalプロジェクト

2. ヘルプドキュメント

1. H-InvDB概要説明

2. アノテーション内容説明

3. 検索システム使用方法

4. 画面説明

5. ファイル形式

6. FAQ

7. H-InvDB引用方法

H-InvDB トップページ
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H-InvDB トップページ

ご質問等の問い合わせ

お気軽にお問い合わせ下さい。

ご指摘・ご質問等
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H-InvDBを使ってみる

簡易検索の方法

データのみかた
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H-InvDB 検索機能
トップページに６つの検索機能

①簡易検索
ID/キーワード検索
eg. galactose

③染色体マップ
対応するゲノムマップへリンク

②複合検索
16の検索コンテンツ
詳細なテキスト
キーワード、ID検索

④BLAST検索
配列の相同性による検索

⑤H-InvDB ナビ
検索ナビゲーション

⑥サイト内検索
ドキュメント等検索
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①簡易検索
キーワードを入力して
”GO”ボタンをクリック
例）”galactose”
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HIX IDのリンクをクリックして、
Locus view画面へ

HIT 833件、HIX 27件がヒット

XML, フラットファイル、fastaファイル

のダウンロードも可能

ヒットした遺伝子リスト

H-InvDB画面

へのリンク
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各ビューアのアイコン

遺伝子のアノテーション

転写産物のアノテーション

ゲノムブラウザ

遺伝子発現

分子進化データ

疾患関連遺伝子

タンパク質間相互作用

遺伝子ファミリー
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遺伝子構造、ゲノム位置、遺伝子機能
に関するアノテーション情報

アイコンをクリックして、
Transcript view画面へ
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タブをクリックして、
機能性モチーフ画面へ

各転写産物についての詳細な
アノテーション情報
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IPR011043
Galactose oxidase/kelch, beta-propeller [Domain]

機能性モチーフの詳細情報



34

H-InvDBの新検索システム

検索ナビゲーション

新詳細検索

その他、H-InvDB検索
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新詳細検索メニュー
（検索ナビゲーション）

⑤検索ナビゲーション
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検索ナビゲーション画面
…検索可能な全項目

新詳細検索メニュー
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②H-InvDB新詳細検索

検索条件 実行画面

検索実行例

X染色体上にあり、筋肉系組織で強く発現し、ミトコン
ドリアに局在するタンパク質 → ３個。
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検索コンテンツ
１．キーワード・ID検索

…プルダウンメニューから選択可能な31種類の
キーワードまたはIDによる検索が可能。
IDリストのアップロードも可。
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検索コンテンツ
２．遺伝子構造
３．選択的スプライシング
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検索コンテンツ
５．遺伝子機能
６．機能性ドメイン
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検索コンテンツ
７．細胞内局在
８．代謝パスウェイ
９．タンパク質立体構造
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検索コンテンツ
10．多型情報
11．遺伝子発現
12．疾患との関連
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検索コンテンツ
13．分子進化解析
14．タンパク質相互作用
15．遺伝子ファミリー
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④BLAST検索

BLAST検索

：配列の相同性検索
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BLAST検索
→検索の種類を選択する
→塩基配列またはアミノ酸配列fastaファイルを入力
→フィールド内にcopy&pasteまたはファイルアップロード

→”検索実行”ボタンをクリック
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⑥サイト内検索

サイト内検索
→キーワードを入力して“サイト内検索”ボタンをクリック
→H-InvDB内のページやドキュメントを検索（日本語・英語）
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サイト内検索例
“遺伝子”で検索した場合
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実習

実際に

検索システムを使用してみましょう！
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H-InvDBの検索システム

使用例
• サイト内のページやドキュメントを検索したい

– ⑥サイト内検索

• キーワードまたはIDでデータベースを検索したい
– ①簡易検索

• 配列の相同性を検索したい
– ④BLAST

• ゲノム地図の位置からデータを探したい
– ③染色体マップ

• 検索条件の組み合わせでデータベースを検索したい
– ④詳細検索：16の検索コンテンツの複合検索

• 検索ガイドを参照したい
– ⑤検索ナビ:全種類の検索を実行できる検索ナビゲーション
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H-InvDB 検索機能
トップページに６つの検索機能

①簡易検索
ID/キーワード検索
eg. galactose

③染色体マップ
対応するゲノムマップへリンク

②複合検索
16の検索コンテンツ
詳細なテキスト
キーワード、ID検索

④BLAST検索
配列の相同性による検索

⑤H-InvDB ナビ
検索ナビゲーション

⑥サイト内検索
ドキュメント等検索
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サンプルデータ
：講習会サイト（HOME）参照

サンプルデータ画面へリンク
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H-InvDBのURLは、こちら。

hinv.jp
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終了

ご静聴ありがとうございました。
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H-InvDBの詳細アノテーション例

選択的スプライシング

多型（SNP)
タンパク質立体構造

タンパク質間相互作用（PPI）
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選択的スプライシング（AS）のアノテーション

◆ 代表スプライシング・バリアントの定義（Representative alternative splicing 
variants; RASV）

◆ 各RASVの構造と機能

代表配列(Representative transcript) 代表スプライシング変異体（RASV）
（遺伝子座にひとつ） （ASごとにひとつ）
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ヒトの選択的スプライシングに関する
データベース H-DBAS

提供する情報

• 代表スプライシング・バリアント
（RASV）

• 選択的スプライシング・バリアントの
構造と機能

• タンパク質の機能に影響のある選択
的スプライシング

• 進化的に保存されたRASV

Takeda J, Suzuki Y, et al. (2007) NAR 35:D104-D109.
Takeda J, Suzuki Y, et al. (2008) NAR (in press).

12,318遺伝子に対し合計で41,287
個の代表スプライシング・バリアン
ト（RASV）が定義されている。 -->約65,000種類のタンパク質が可能。
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ヒト遺伝子多型のデータベースVarySysDB

提供する情報： 遺伝子上のSNP、indel、ハプロタイプ、リピート多型、構造多型
表示形式： 表、フラットファイル、ゲノムブラウザ

Shimada, et al. NAR (2009)http://h-invitational.jp/varygene/home.htm
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H-InvDB版GTOP：タンパク質立体構造データベース
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情報源：BIND, DIP, 
MINT, HPRD, IntAct

PPI view ー タンパク質間相互作用情報

PPI viewは、ヒトのタンパク質間相互作用 (PPI:Protein-Protein Interaction) 情報を
提供するサブデータベース。ヒト転写産物から予測されるタンパク質に対して、文
献に記載されているタンパク質間相互作用情報の割り当てを行った。
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H-InvDBを使いこなす

高度な検索機能を使う

創薬ターゲット分子候補を探す
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H-InvDB新詳細検索ツール（検索ナビ）

検索条件 実行画面

検索実行例

X染色体上にあり、筋肉系組織で強く発現し、ミトコン
ドリアに局在するタンパク質 → ３個。
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H-InvDBウェブサービス

• ウェブサービスとは、計算機のプログラムでH-InvDBのデータの呼び出しを可能に
するしくみ。IDやキーワードによるデータベース検索や、データの取得ができる。

• ウェブサービスのメリットは、いつでも最新のデータを自動で入手できること。

No.  API名  概要  

1 acc2hit Accession No.から該当するHIT IDを取得する。 

2 hit2acc HIT IDからAccessionNo.を取得する。 

3 hit_cnt 全HIT件数を取得する。 

4 hit_definition HITのDEFINITION情報を取得する。。 

5 hit_pubmedid HITのPUBMED IDを取得する。 

6 hit_xml HIT IDのXMLデータをそのまま出力する。 

7 hix2hit HIX IDからHIT IDを取得する。 

8 hix_cnt 全HIX件数を取得する。 

9 hix_represent クラスタの代表配列を取得する。 

10 hix_xml HIX IDのXMLデータをそのまま出力する。 

11 id_search ID検索を実行してHITのリストを取得する。 

12 keyword_search キーワード検索を実行してHITのリストを取得する。 

H-InvDB画面に説明書ありウェブサービス機能例（20種類以上）
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新詳細検索メニュー
（検索ナビゲーション）

H-InvDB ウエブサービス
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H-InvDB（統合DB)
経産省プロジェクトの成果のうち
ヒトに関する分子データの統合

MEDALS（ポータル）

成果物情報の整理
各種サービスの提供

本プロジェクト実施内容

経済産業省ライフサイエンス
統合データベースプロジェクト
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METI:統合データベースPJ
：WSを介したヒト遺伝子の分子情報統合
糖鎖、機能性RNAデータベースと連携
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当フォーラムの関連発表

• ポスター展示
– ブース番号 ： A-08、 A-16

・講演
「MEDALS：経済産業省ライフサイエンスデータベース

のポータルサイト」
村上勝彦、松矢明宏、他

口頭発表日時 ： 2009年07月01日(水) 11:30 - 12:00
口頭発表会場 ： ACA-4会場

是非、ポスター展示ブースへお立ち寄り下さい！！
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H-InvDBのURLは、こちら。

hinv.jp
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産総研・JBIC「ゲノム情報統合プロジェクト」

・「経済産業省統合データベースプロジェクト」（経産省、H20-H22）

・「ゲノム情報統合プロジェクト」（経産省、H17-H19）

・「バイオインフォマティクス関連データベース整備事業」（経産省、H12-H16）

・バイオ産業情報化コンソーシアム（JBIC）

・産業技術総合研究所バイオメディシナル情報研究センター（BIRC, AIST）

謝辞 謝辞
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（参考資料）
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3

4

5

6

MEDALSの内容

統合データベースへ
リンク

サイト内検索

MEDALSツールダウンロードページ
（データアーカイブ）

1

2 ツール便覧

データベース便覧
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対象：データベースと解析ソフト
対象期間：1989年度～2009年度

経済産業省関連の成果物と便覧の件数

成果物 9件

NITE
（独）製品評価
技術基盤機構MEDALS

合計 １５８件(候補）成果物 51件

成果物 20件

JBiC
（社）バイオ産業情報化コンソーシアム

成果物 78件

AIST
（独）産業技術総合研究所

解析ソフト 34件

DB 40件

便覧掲載済 全74件

NEDO
（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構
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遺伝情報の伝達様式

genomic DNA

pre-mRNA

mRNA

protein

transcription

maturation

translation

転写

成熟

翻訳

タンパク質に翻訳
される情報を持つ領域

ゲノム

タンパク質

遺伝子

エクソン イントロン

メッセンジャーRNA
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完全長cDNA (FLcDNA)

• 全長の成熟mRNAからクローニングされる。

• FLcDNAsはイントロンを含まない。

• Open reading frames (ORFs)の予測が比
較的容易である。

• 選択的スプライシングバリアントに対応す
るFLcDNAが入手可能である。
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H-Invitational プロジェクト

◆ Human Full-length cDNA Annotation Invitational (H-Invitational)

◆ 世界のヒト完全長cDNAクローン情報を収集し、包括的なアノテーション（注釈
付け）を行うことにより、トランスクリプトームの統合データベース構築を目標
とする。

◆ 生物情報解析研究センター（JBIC、産総研）およびＤＤＢＪ（遺伝研）が主催し、
世界の４４研究機関からの１２０人以上の研究者が参加した。

H-Invジャンボリー風景
（2002年8月）

統合データベース: H-InvDB

2004年4月公開

ミレニアム
ゲノム

プロジェクト
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H-InvDB画面紹介
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ヒト遺伝子
統合アノテーションデータベース

H-InvDB

山崎 千里

産業技術総合研究所 バイオメディシナル情報研究センター

分子システム情報統合チーム

BioExpo2009 アカデミックフォーラム
2009年7月1日
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本日の講演内容

• H-InvDBとは？
– H-InvDBのアノテーション
– H-InvDBデータベース
– ID、 データダウンロード、ドキュメントなど

• H-InvDBを使ってみる
– 検索 → 検索結果表示 → 画面閲覧

• H-InvDBの詳細アノテーション例
– スプライシング、多型、タンパク質立体構造、PPI

• H-InvDBを使いこなす
– 新詳細検索（複合検索）
– ウェブサービス

• 経済産業省ライフサイエンス統合データベースプロジェクト
とポータルサイト（MEDALS）
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H-InvDB リリース 6.0 (2008年12月公開)

URL: www.h-invitational.jp (hinv.jp)

H-InvDBの主なアノテーション項目
遺伝子構造

スプライシング変異体

機能性RNA

タンパク質の機能

機能ドメイン

細胞内局在

代謝パスウェイ

タンパク質立体構造

疾患との関連

遺伝的多型（SNPs）

遺伝子発現パターン

分子進化学的特徴

タンパク質間相互作用

遺伝子ファミリー・グループ

ヒトの全遺伝子と転写産物を対象とした統合データベース。
54,927件の完全長cDNAと、162,395件のDDBJ/EMBL/GenBankに登録されたmRNAを含む。

公式サイト

トップページ
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H-InvDBアノテーションの概要

大量の転写産物の配列データを対象に、
(1) 24項目にわたる大規模な計算機解析
(2) 20名以上のアノテータによる文献確認・データ精査（マニュアルキュレーション）

の両方を実施して、データベースに格納する。

専任スタッフで約2ヶ月PCクラスタで約2ヶ月

(1)計算機解析 (2)データ精査
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H-InvDB_6.0構築
データ整備

2008年5月9日時点の最新のヒト転写産物データセット
DDBJ release 73

54,305 H-Inv2ヒト完全長cDNA
189,033 human mRNAs

RefSeq release 29
26,277 genes :NM_*, NR_*

Ensembl release 49
56,155: Ensembl transcripts

ヒトゲノム（NCBI build 36.2）

タンパク質データベース
RefSeq human protein database: release 23 
UniProt Knowledgebase Release 13.3

モチーフデータベース InterPro Release 15.1

反復配列データベース Repbase (20061006)

合計 325,830 件の

最新のヒト転写産物

78,159件の新規配列

合計 325,830 件の

最新のヒト転写産物

78,159件の新規配列
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Genome
NCBI b36.2

ヒト転写産物
(219,765 HITs)

H-InvDB_6.2構築

ヒトタンパク質
(133,629 HIPs)

遺伝子座1 遺伝子座2

ヒト遺伝子座
(43,159 HIXs)

435 UM clusters

CDS

Mapping transcript nucleotide sequence 
onto human genome

Determine gene locus for transcript with 
>=1bp overlap in genome location

Predict CDS 相同性検索(ProteinDB)
モチーフ予測(InterPro)

各種解析を実施し、多数の
アノテーション情報を付与

予測されたタンパク質の
遺伝子機能推定
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H-InvDB_6.2 機能アノテーション

タンパク質コード遺伝子

35,303 

901

5,446

5,203

4,584

2,584

3,380

13,314

遺伝子数

機能未知遺伝子

（20-79aa のショートプロテイン）

VI

転写型偽遺伝子候補 (pseudogene)VII

機能未知遺伝子V

定義Category

機能未知遺伝子（未知タンパク質で保存）IV

合計

InterProドメインによって遺伝子機能推定III

既知タンパク質に相同性を有するII

ヒト既知タンパク質に完全に一致するI

非タンパク質コード遺伝子: 7,747

機能が精査された、Category I, II, III の19,278件は

信頼性の高いヒト遺伝子セットと考えられる

タンパク質データベースに対し
相同性解析（FASTY, 

BLASTX)実行

InterProドメインにより遺伝子
機能を推定(III)

文献を確認し、たんぱく質の
発現が実験的に報告されてい

るかどうか精査(I, II)

アノテーションフロー
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HH--InvDBInvDB画面構成画面構成
２種類のメイン・ビューアと２種類のメイン・ビューアと66種類のサブ・データベース種類のサブ・データベース, , 多数のリンク多数のリンク

*Human FLcDNA sequence data providers

UniProtMutation viewLEGENDAH-GOLD (GDBS)GenAtlasDDBJ/EMBL/GenBank*MGC/NCI

UniGeneMINTKEGGHGNCEntrezGenedbSNP*KDRI

UCSCMGIInterProGTOPEnsemblCCDS*IMSUT

OMIMRefSeqLSBMIntActGeneCardsDNA Probe LocatorBodyMap*DKFZ/MIPS

NC-IUBMB (EC)PubMedLIFEdbHPRDGene ontology (GO)DIPBIND*CHGC

リンクしているデータベース
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HH--InvDBInvDBのメイン・ビューアのメイン・ビューア(1)(1) Locus viewLocus view

◆ 転写産物リスト（Tran-

script viewへのリンク）

◆ 代表配列（represen-

tative transcript）

◆ 代表スプライシング変異

体（RASV）

◆ 遺伝子構造

◆ cDNAおよびORFのマル

チプルアラインメント

◆ 遺伝子発現パターン

◆ 疾患関連情報

◆ データベースへのリンク

43,15943,159クラスター（遺伝子座）のアノテーションを提供クラスター（遺伝子座）のアノテーションを提供
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◆ タンパク質の機能

◆ 染色体上の位置

◆ ORF

◆ InterProモチーフ

◆ 分子進化学的特徴

◆ タンパク質の構造予測

◆ タンパク質の細胞内局
在

◆ SNPとマイクロサテライト
多型

◆ データベースへのリンク

HH--InvDBInvDBのメイン・ビューアのメイン・ビューア(2)(2) Transcript viewTranscript view

219,765219,765件の転写産物のアノテーションを提供件の転写産物のアノテーションを提供
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H-InvDBサブデータベース

◆G-integra： ゲノム地図と遺伝子構造を表示するゲノムブラウザ

◆H-ANGEL： 遺伝子発現プロファイルのサブ・データベース

◆Evola： モデル生物のオルソログ情報の分子進化データベース

◆DiseaseInfo Viewer： 疾患関連遺伝子のサブ・データベース

◆PPI view： タンパク質間相互作用の情報を表示するビューア

◆Gene family/group： ４つの遺伝子ファミリーに関する詳細なアノテーション

G-integra（ゲノムブラウザ） H-ANGEL（遺伝子発現） Evola（分子進化）

特定のアノテーションに特化した、特定のアノテーションに特化した、66つのサブデータベースつのサブデータベース
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各ビューアのアイコン

遺伝子のアノテーション

転写産物のアノテーション

ゲノムブラウザ

遺伝子発現

分子進化データ

疾患関連遺伝子

タンパク質間相互作用

遺伝子ファミリー
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H-InvDBで使われるID番号

• HIT (H-Invitational transcript): 

形式：HIT + 9桁の数字 + version番号 例）HIT000000001.1 転写産物（cDNA, 
mRNAなど）配列のアノテーション情報をデータベース化し、H-Invitational 
transcripts（HIT）ナンバーというIDを付与しました。

• HIX (H-Invitational cluster): 

形式：HIX + 7桁の数字 + version番号 例）HIX0000001.1

ヒトゲノム上の重複を除く遺伝子クラスター遺伝子クラスターをH-Invitational 
cluster（HIX）と定義し各遺伝子座単位にIDを付与しました。

• HIP (H-Invitational protein): 

形式：HIP + 9桁の数字 + version番号 例）HIP000000001.1

転写産物配列の予測CDSアノテーション情報をデータベース化し、ユニークなア
ミノ酸配列に対しH-Invitational protein（HIP）ナンバーというIDを付与しました。

INSD (DDBJ/EMBL/GenBank)のID等も利用可能。
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データダウンロード
H-InvDBデータの取得

データを一括してダウンロードできます

HTTP

FTP

H-InvDB トップページ
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・プロジェクトの概要
・データベースの利用方法

日本語/英語で提供

Helpドキュメント

1. H-Invitationalプロジェクト

2. ヘルプドキュメント

1. H-InvDB概要説明

2. アノテーション内容説明

3. 検索システム使用方法

4. 画面説明

5. ファイル形式

6. FAQ

7. H-InvDB引用方法

H-InvDB トップページ
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H-InvDB トップページ

ご質問等の問い合わせ

お気軽にお問い合わせ下さい。

ご指摘・ご質問等
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H-InvDB リリース 6.0 (2008年12月公開)

URL: www.h-invitational.jp (hinv.jp)

H-InvDBの主なアノテーション項目
遺伝子構造

スプライシング変異体

機能性RNA

タンパク質の機能

機能ドメイン

細胞内局在

代謝パスウェイ

タンパク質立体構造

疾患との関連

遺伝的多型（SNPs）

遺伝子発現パターン

分子進化学的特徴

タンパク質間相互作用

遺伝子ファミリー・グループ

ヒトの全遺伝子と転写産物を対象とした統合データベース。
54,927件の完全長cDNAと、162,395件のDDBJ/EMBL/GenBankに登録されたmRNAを含む。

公式サイト

トップページ



93

HH--InvDBInvDB画面構成画面構成
２種類のメイン・ビューアと２種類のメイン・ビューアと66種類のサブ・データベース種類のサブ・データベース, , 多数のリンク多数のリンク

*Human FLcDNA sequence data providers

UniProtMutation viewLEGENDAH-GOLD (GDBS)GenAtlasDDBJ/EMBL/GenBank*MGC/NCI

UniGeneMINTKEGGHGNCEntrezGenedbSNP*KDRI

UCSCMGIInterProGTOPEnsemblCCDS*IMSUT

OMIMRefSeqLSBMIntActGeneCardsDNA Probe LocatorBodyMap*DKFZ/MIPS

NC-IUBMB (EC)PubMedLIFEdbHPRDGene ontology (GO)DIPBIND*CHGC

リンクしているデータベース
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HH--InvDBInvDBのメイン・ビューアのメイン・ビューア(1)(1) Locus viewLocus view

◆ 転写産物リスト（Tran-

script viewへのリンク）

◆ 代表配列（represen-

tative transcript）

◆ 代表スプライシング変異

体（RASV）

◆ 遺伝子構造

◆ cDNAおよびORFのマル

チプルアラインメント

◆ 遺伝子発現パターン

◆ 疾患関連情報

◆ データベースへのリンク

43,15943,159クラスター（遺伝子座）のアノテーションを提供クラスター（遺伝子座）のアノテーションを提供
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◆ タンパク質の機能

◆ 染色体上の位置

◆ ORF

◆ InterProモチーフ

◆ 分子進化学的特徴

◆ タンパク質の構造予測

◆ タンパク質の細胞内局
在

◆ SNPとマイクロサテライト
多型

◆ データベースへのリンク

HH--InvDBInvDBのメイン・ビューアのメイン・ビューア(2)(2) Transcript viewTranscript view

219,765219,765件の転写産物のアノテーションを提供件の転写産物のアノテーションを提供
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H-InvDBサブデータベース

◆G-integra： ゲノム地図と遺伝子構造を表示するゲノムブラウザ

◆H-ANGEL： 遺伝子発現プロファイルのサブ・データベース

◆Evola： モデル生物のオルソログ情報の分子進化データベース

◆DiseaseInfo Viewer： 疾患関連遺伝子のサブ・データベース

◆PPI view： タンパク質間相互作用の情報を表示するビューア

◆Gene family/group： ４つの遺伝子ファミリーに関する詳細なアノテーション

G-integra（ゲノムブラウザ） H-ANGEL（遺伝子発現） Evola（分子進化）

特定のアノテーションに特化した、特定のアノテーションに特化した、66つのサブデータベースつのサブデータベース
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GG--IntegraIntegra：：
ゲノム情報統合データベース

ヒト、マウス、チンパンジー、ラッ
トのゲノム地図

ヒトゲノム上の位置

遺伝子構造

RefSeq＆Ensembl

オルソログ情報

リピート配列

EST

SNPs

マイクロサテライト

他データベースへのリンク

ゲノム上の位置情報ゲノム上の位置情報
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H-ANGEL：
ヒト遺伝子の発現プロファイルデータベース

HH--ANGELANGEL：：
ヒト遺伝子の発現プロファイルデータベース

遺伝子発現ライブラリ

発現パターン検索

10および40の組織・細胞

3種の実験手法、 7つのプラッ
トフォーム由来の発現データ

・iAFLP

・SAGE

・DNA array   etc.

遺伝子発現情報遺伝子発現情報
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DiseaseInfo ViewerDiseaseInfo Viewer：：
疾患情報データベース

既知疾患関連遺伝子情報

原因遺伝子が不明な遺伝
性疾患情報

他DBへのリンク：

・Entrez Gene

・OMIM

疾患情報疾患情報



100

Evola：
分子進化データベース

EvolaEvola：：
分子進化データベース

分子進化分子進化

モデル生物との

オルソログ情報

系統樹

アラインメント

検索機能
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PPI view：
蛋白質相互作用データベース

PPI viewPPI view：：
蛋白質相互作用データベース

蛋白質相互作用
（PPI)

蛋白質相互作用
（PPI)

・ヒト蛋白質相互作用

・既存PPI dbリンク

・２００６年１２月公開



102

遺伝子ファミリー・グループ

「H-InvDB遺伝子ファミリー・グループ」は文献に基づくゲノム位置や既知
タンパク質との配列相同性、遺伝子名の記述を基に精査を行った４つの
遺伝子ファミリー・グループについてアノテーション情報を提供しています。

・T細胞レセプター(T-cell receptors: TCR)
Gene symbols: TRBC1, TRAC, TRD@

・免疫グロブリン(Immunoglobulin: Ig) 
Gene symbols: IGKC, IGHA1, IGHE, etc

・主要組織適合性複合体(MHC/HLA) 
Gene symbols: HLA-A, HLA-B, HLA-C, etc

・嗅覚受容体(Olfactory receptors: OR) 
Gene symbols: OR1C1, OR2C3, OR3A1, etc
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新規ページ

“アノテーション・トピックス”ページ

新規アノテーション等のトピックデータを提供していきます！
http://www.h-invitational.jp/hinv/topic_annotation/
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H-InvDB 検索機能
５つのデータアクセス

#1  簡易検索
キーワード検索

eg. BC003551

#3  染色体マップ
対応するゲノムマップへリンク

#2  詳細検索
詳細なテキスト
キーワード
ID検索

#4  BLAST検索
配列の相同性による検索

#5  H-InvDB ナビ
検索ナビゲーション
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データダウンロード
H-InvDBデータの取得

データダウンロード
H-InvDBデータの取得

データを一括してダウンロードできます

HTTP

FTP

H-InvDB トップページ
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遺伝子座、転写物ごとのデータも取得可能遺伝子座、転写物ごとのデータも取得可能

4種のファイル形式で
データを提供

Flat File DDBJ-
format

XML File
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H-InvDB webサービス

H-InvDB Web serviceでは、H-InvDBのデータを利用することができる

12種類のAPI(ＲＥＳＴ方式）を提供しています。

http://jbirc.jbic.or.jp/hinv/hws/doc/index_jp.html

APIリスト
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APIリスト@H-InvDB webサービス

キーワード検索を実行してHITのリストを取得する。keyword_search12

ID検索を実行してHITのリストを取得する。id_search11

HIX IDのXMLデータをそのまま出力する。hix_xml10

クラスタの代表配列を取得する。hix_represent9

全HIX件数を取得する。hix_cnt8

HIX IDからHIT IDを取得する。hix2hit7

HIT IDのXMLデータをそのまま出力する。hit_xml6

HITのPUBMED IDを取得する。hit_pubmedid5

HITのDEFINITION情報を取得する。。hit_definition4

全HIT件数を取得する。hit_cnt3

HIT IDからAccessionNo.を取得する。hit2acc2

Accession No.から該当するHIT IDを取得する。acc2hit1

概要API名No.

http://jbirc.jbic.or.jp/hinv/hws/doc/index_jp.html
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・プロジェクトの概要
・データベースの利用方法

日本語/英語で提供

Helpドキュメント

1. H-Invitationalプロジェクト

2. ヘルプドキュメント

1. H-InvDB概要説明

2. アノテーション内容説明

3. 検索システム使用方法

4. 画面説明

5. ファイル形式

6. FAQ

7. H-InvDB引用方法

H-InvDB トップページ
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H-InvDB トップページ

ご質問等の問い合わせ

お気軽にお問い合わせ下さい。

ご指摘・ご質問等
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H-InvDB_6.0更新
（2008年12月下旬）

www.h-invitational.jp

1. 全アノテーションデータ更新！
*ヒトゲノム配列: NCBI_b36.2 (UCSC hg18)
*配列データ凍結 2008年5月9日

2. 新詳細検索（New Advanced Search)公開：16の検
索コンテンツの自由な組み合わせで検索を実行できる
新詳細検索（New Advanced Search)を公開いたしま
す。#現在プレ公開中

3. Webサービス機能拡張！より広いユーザの方からの
ニーズに応えるため、RESTおよびSOAPプロトコール
によるWebサービスの提供を開始いたします。
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H-InvDB_6.0メジャー更新
（2008年12月18日公開）

- NCBI B36.2.に基づく全HIT, HIXアノテーションデータ更新
- アノテーショントピックページ新規公開

URL:http://www.h-invitational.jp/hinv/topic_annotation/
- 機能性RNAデータベース(fRNAdb)との連携
- RSSによる更新情報提供開始
- 日本語公式サイト公開

URL: http://www.h-invitational.jp/index_jp.html

今回の更新では、特にタンパク質をコードする遺伝子と機能性RNAの区別
をより正確にアノテーションすることを目標に、機能性RNAデータベース
(fRNAdb)との対応をヒトゲノム上の位置の重なりを基に判定し、各データ
画面での連携とID対応表の公開を行いました。

今回の更新では、特にタンパク質をコードする遺伝子と機能性RNAの区別
をより正確にアノテーションすることを目標に、機能性RNAデータベース
(fRNAdb)との対応をヒトゲノム上の位置の重なりを基に判定し、各データ
画面での連携とID対応表の公開を行いました。
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新規ページ

“アノテーション・トピックス”ページ

新規アノテーション等のトピックデータを提供していきます！
http://www.h-invitational.jp/hinv/topic_annotation/
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新規ページ

日本語公式サイト

最新情報を日本語でわかりやすく提供します！

http://www.h-invitational.jp/index_jp.html
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選択的スプライシングのパターン

Takeda et al. (2006)H-InvDB 4.6のデータを使用

6,945 24,284

3,773 13,097

3,793 12,699

723 2,267

4,343 7,881
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タンパク質の機能に影響する選択的スプライシング

１．機能ドメインの変化

２．細胞内局在の変化

３．膜タンパク質の変化
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選択的スプライシングによって

タンパク質の機能に影響がある遺伝子

Takeda et al. (2006)H-InvDB 4.6のデータを使用

7,719 25,012

4,754 15,368
2,805 10,171
5,649 19,209
1,353 4,468
1,683 5,817

456 2,211
1,264 3,776

236 584
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①

③
④

②

⑤

画面－ヒトのタンパク質間相互作用情報－


