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本日の内容

• ライフサイエンス統合データベースプロジェクト

背景– 背景

– プロジェクトの実施内容

• ポータルサイトMEDALS
成果物便覧– 成果物便覧

• アーカイブ活動

横断検索– 横断検索

– 文献お知らせツール：PubMedScan
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大量データを駆使する時代

• 異なるタイプのデータの統合的利用

異なるレベル（遺伝型から表現型）のデ タ• 異なるレベル（遺伝型から表現型）のデータ
の統合的利用

疾患関連SNPの

マルチレベルの

オミックスデータ

発現データの比較

疾患関連SNPの

同定

多型デ タ

ネットワーク同定

Nature, 7266号 （2009年10月15日、supp. 神経科学技術）

多型データ
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公共バイオデータベースの統合整備の動向

• 海外
– ELIXIR （European Life Sciences Infrastructure for BiologicalELIXIR （European Life Sciences Infrastructure for Biological 

Information）プロジェクト：
• EMBL-EBIが調整、13ヶ国32機関のコンソーシアム
• 欧州生物情報の長期的基盤を構築 管理する• 欧州生物情報の長期的基盤を構築、管理する
• 有用データベースを、恒久的に
• 資金を配布、データベースの選別

2008/8 2010/12 準備フ ズ 6 8億円• 2008/8-2010/12: 準備フェーズ 6.8億円

• 国内
– バイオインフォマティクス関連データベース整備 (2000-2004)バイオインフォマティクス関連デ タベ ス整備 (2000-2004)

• 代表：五條堀（産総研、遺伝研）
• ヒト全遺伝子・転写産物に情報をつけてDB化→ H-InvDBの構築

ゲノム情報統合(2005 2007) の拡張– ゲノム情報統合(2005-2007) → H-InvDBの拡張

– 統合データベースのための調査研究（H17年度）
– 文科省ライフサイエンスデータベース統合PJ (H18年～）文科省ライフサイエンスデ タベ ス統合PJ (H18年 ）
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バイオデータベースに関する国際的な動き

International Society for Biocuration (ISB)
国際バイオキュレーター学会の発足 (2009～)

• International Biocurator Meeting が前身

• 活動例
シ 標準化

http://www.biocurator.org/

– アノテーション標準化

– 出版社とデータベースとの連携

– 新規アノテーションの試み

• 学会メンバー：
– 世界の主要DBのアノテーター：Gene Ontology (MGI, RGD, TAIR, etc), 

EBI (UniProt etc) NCBI (RefSeq etc) DDBJ-EMBL-GenBank KEGGEBI (UniProt, etc), NCBI (RefSeq, etc), DDBJ-EMBL-GenBank, KEGG, 
H-InvDB.

– 出版社：Nature, Science, PLoS.
第 回 i f• 第1回 Biocurator conference, 
2010年10月（お台場）

大会主催：五條堀（産総研）– 大会主催：五條堀（産総研）、

今西チームリーダー （産総研）
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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（平成２０年度～）

中核機関中核機関 文部科学省文部科学省

総合科学技術会議総合科学技術会議

中核機関中核機関 文部科学省文部科学省

ライフサイエンス統合データベースセンター（ライフサイエンス統合データベースセンター（DBCLSDBCLS））

厚生労働省

統合ＤＢ

経済産業省

統合ＤＢ

農林水産省

統合ＤＢDB DB 統合ＤＢ統合ＤＢ 統合ＤＢ

DB
DB DB DB DB DB DBDB

DB

DB DB

DB

DB DB

DB

DB

経済産業省の関連機関・プロジェクトのデータベースの統合
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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統合デ タ スプロジェクト

テーマ１ テーマ２

はMEDALSは、METI Database 
portal for Life Scienceの略

H-InvDB（統合DB)

経産省プロジェクトの成果のうち

MEDALS（ポータル）

成果物情報の整理

ヒトに関する分子データの統合各種サービスの提供

（詳細は別の発表で） 6



成果物の便覧

5 統合データベース1

便覧

データベース便覧62件→

6 検索

プロジェクト便覧

2 ツール便覧45件→

3

4 ダウンロードページ

プロジェクト便覧 7

8

MEDALSツール

リンク集

51件→

4 ダウンロ ドペ ジ

（データアーカイブ）
8 リンク集
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経産省関連のプロジェクト・成果物の例

プロジェクト名称（成果物） 開始 終了 概要

遺伝子多様性モデル解析事業
（遺伝子多様性データベースなど）

2000 2005
ヒトのモデル疾患における
遺伝子多型情報の取得と解析

生体高分子立体構造情報解析
（myPresto)

2000 2006
膜タンパク質及び関連複合体の
立体構造・機能解明

タンパク質機能解析事業
(Human Gene and Protein Database 
（HGPDなど)）

2000 2002
ヒト完全長cDNAを活用、
蛋白質の機能解析

植物の物質生産プロセス制御基盤
技術開発（KaPPA-Viewなど）

2002 2009
ゴム、紙、お茶などの原料を生産
する植物の生産プロセスを解析

有用データは数多く、多岐に渡る

しかしどこに何があるか どうや て知るのか？しかしどこに何があるか、どうやって知るのか？

まとめられていない
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成果物調査：選定から便覧掲載まで

対象外調査（関連機関･Web等）

①選定

②伺い中 ③非優先

④非公開

②伺い中 ③非優先

⑤公開可能（公開中･公開予定）

⑥便覧掲載済 アーカイブ 横断検索
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便覧の内容：データベース・ツールの場合

説明説明

入力例

データ総量

更新頻度更新頻度

利用ID

論文等
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プ ジ ク 成果物名年度

便覧の内容：プロジェクトの場合

プロジェクト 成果物名年度
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プロジェクトから複数の成果物へ

プロジェクト詳細

関連成果物要約

↓ つづく
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成果物から複数のプロジェクトへ

関連プロジェクト
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アーカイブの内容

5 統合データベース1

便覧

データベース便覧

6 検索

プロジェクト便覧

2 ツール便覧

3

4 ダウンロードページ

プロジェクト便覧 7

8

MEDALSツール

リンク集4 ダウンロ ドペ ジ
（データアーカイブ）

8 リンク集
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成果報告書ダウンロードページの作成

機能性RNAプロジェクト
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アーカイブ内容（２０1０年9月時点）

myPresto：医薬品開発支援用
分子シミュレーション計算ソフト
およびデ タベ スの集合体

PubMedScan：新規関連文献
お知らせツール(local版)

およびデータベースの集合体 PMID-Extractor: PDFから
PubMed IDの取得ツール

報告書
経産省統合DBプロジェクト （H20-21）
ゲノム情報統合プロジェクト （H17ｰH19）
遺伝子多様性モデル解析事業 （H13-H17）
バイオインフォマティクス関連データベース
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バイオインフォマティクス関連デ タ ス
整備（H12-H16)
機能性RNAプロジェクト（H18-20の中間報告書）



2-3. アーカイブ関連の公開･維持活動

「ア カイブ関連活動 デ タベ ス公開に関する作業 般「アーカイブ関連活動」＝データベース公開に関する作業一般

(B)W b公開（本家） (C)W b公開（ミラ ）

公開

(A)未公開

(B)Web公開（本家）

(D) MEDALSから (E)文科省統合DBセ

(C)Web公開（ミラー）

(D) MEDALSから
ダウンロード可能

(E)文科省統合DBセ
ンター（DBCLS）から
ダウンロード可能

当初はここだけを予定

ダウンロ ド可能

当初はここだけを予定

17



データ公開化・公開維持活動の例

1. DIAM （NEDOプロジェクトで開発）
– 組み替え微生物の産業利用の際に、役に立つ「文献」や「セイフティ情報」

デ タベのデータベース

– 公開費用の点から、公開存続が不透明

– アーカイブ公開中(DBCLSから）ア カイブ公開中(DBCLSから）

2. ProLINT
– タンパク質ーリガンド反応のデータベース

– JBICでバイオDBとして有償で公開していたが、現在閉鎖中

– ユーザの問い合わせをきっかけにテープを捜索、発見

– アーカイブの公開へア カイブの公開へ

3. GenoBase （NEDOプロジェクトで開発）
– 大腸菌K-12(W3110)を総合的に理解するためのデータベース

– 奈良先端大学で公開しているが、公開費用、更新予定なし。

– ミラーサイト構築、アーカイブ公開へ
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検索および統合DBへリンク

⑤統合DBへリンク⑤統合 リンク

H-Invitational database

⑥横断検索/

サイト内全文検索

H Invitational database

サイト内全文検索 文部科学省統合データベース

農林水産省統合データベース
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3.1 データベースの横断検索

20



MEDALS横断検索の画面
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横断検索のプレス・リリース

発表資料の冒頭部分
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MEDALSツール

5 統合データベース1

便覧

データベース便覧

6 検索

プロジェクト便覧

2 ツール便覧

3

4 ダウンロードページ

プロジェクト便覧 7

8

MEDALSツール

リンク集4 ダウンロ ドペ ジ
（データアーカイブ）

8 リンク集
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成果物便覧のアクセス数トップ２０

2009年度（10ヶ月）
成果物（詳細情報ページ） 内容 ページビュー

1 PubMedScan 文献ニュース 450
2 CentroidFold ２次構造予測 323
3 ラットの脳断面図 脳画像 251
4 ID一括変換システム ID変換 185
5 リンク自動管理システム IDへのリンク 136
6 WoLF PSORT 細胞内局在予測 135

7 ARCHAIC
古細菌ゲノムDNAの配列
とその遺伝子情報

111

8
遺伝子多様性データベース

遺伝子多様性 1108
公開システム（H-GOLD）

遺伝子多様性 110

9 G-compass 比較ゲノム 76
10 myPresto 分子シミュレーション計算 70
11 Evola 分子進化 64
12 PPI view タンパク質間相互作用 64
13 HEAT 遺伝子セットの統計解析 63
14 ALN 配列アラインメント 60
15 HGPD ヒト遺伝子、タンパク質 57

16 LEGENDA
文献、遺伝子、疾患、化
合物

55

17 SNP-system DNA多型 46
18 KaPPA-View 植物代謝 44
19 H-InvDB ヒト遺伝子、転写産物 42

20 SEVENS
7本膜貫通ヘリックス型タ
ンパク質のGPCR遺伝子

41
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新規文献お知らせツール(PubMedScan)

http://medals jp/pubmedscan/

• PubMedScanの特徴

http://medals.jp/pubmedscan/

– キーワードからでなく、手持ちの文献から似たものを探す
（キーワードの検討不要、キーワードだけでは漏れがある）
文書間類似度の指標は PubMed Related Articles文書間類似度の指標は、PubMed Related Articles

似た文献のリスト

– 新規文献中から手持ちの文献に近いものを毎日レポート
– ウェブ・ブラウザ上で利用ウ ブ ブラウザ で利用
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PubMedScanの使い方（ユーザ登録）
http://medals jp/pubmedscan/

名

http://medals.jp/pubmedscan/

Login名、

Emailアドレス、

パスワード

を入れるを入れる

ボタンを押す
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PubMedScanの使い方（文献登録）
http://medals jp/pubmedscan/http://medals.jp/pubmedscan/

関心のある論文をPubMedIDで登録する

PMIDリスト取得ツール

「PMID-Extractor」
手持ちの論文PDFファイルを入力

PubMedでキーワードを入力

PMID-Extractorの画面
MEDALSの便覧からダウンロード可能
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PubMedScanのレポート画面
http://medals jp/pubmedscan/

PubMedへリンク
タイトル 著者 出版日

http://medals.jp/pubmedscan/

タイトル, 著者, 出版日

TOPIC PMID PubMed登録日TOPIC, PMID, PubMed登録日

雑誌名, ヒットスコア
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PubMedScanの絞り込み機能

文献表示画面で、文献をキーワードやスコア等で絞れる

• Preferred（ユーザが登録した文献を見る時）

• Recommended（システムが推薦した文献を見る時）
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文科省統合DBプロジェクトとの連携
総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議

 月1回ほど打ち合わせ
厚生労働省

統合ＤＢ
経済産業省

統合ＤＢ
農林水産省

統合ＤＢDB DB

中核機関中核機関 文部科学省文部科学省
ライフサイエンス統合データベースセンター（ライフサイエンス統合データベースセンター（DBCLSDBCLS））

総合科学技術会議総合科学技術会議

厚生労働省
統合ＤＢ

経済産業省
統合ＤＢ

農林水産省
統合ＤＢDB DB

中核機関中核機関 文部科学省文部科学省
ライフサイエンス統合データベースセンター（ライフサイエンス統合データベースセンター（DBCLSDBCLS））

総合科学技術会議総合科学技術会議

 月1回ほど打ち合わせ

 検討している主な内容

統合ＤＢ統合ＤＢ 統合ＤＢ

DB
DB

DB

DB DB

DB

DB DB

DB

DB

統合ＤＢ統合ＤＢ 統合ＤＢ

DB
DB

DB

DB DB

DB

DB DB

DB

DB

– 両サイトの便覧の項目と記述内容の統合

各DBを 共通の番号で管理– 各DBを、共通の番号で管理

– データ寄託の方法共通化 （商業利用を予定す
る場合を除く）る場合を除く）

– 横断検索の索引相互利用

（2010年5月に実現）
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まとめ

経済産業省ライフサイエンス統合データベース
プロジェクトプロジェクト

MEDALSとH-InvDBの2本柱で実施

ポータルサイトMEDALS
成果物の便覧

データベース62件、解析ソフト45件、プロジェクト51

アーカイブ関連活動で公開化および公開維持ア イ 関連活動 公開化および公開維持

横断検索

利便性を図るサービスの提供利便性を図るサ ビスの提供
自動リンク管理システム、PubMedScan
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御清聴、有り難うございました

http://medals jp/http://medals.jp/
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