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生命科学における「標準的」なデータベース �
  ＤＮＡ塩基配列 - - - - 	DDBJ/EMBL/GenBank	
  タンパク質配列 - - - - 	UniProt	
  タンパク質立体構造 - -	PDBj	
  遺伝子発現 - - - - - - 	GEO (NCBI)	
  パスウェイ - - - - - - -	KEGG	
  ゲノム多型 - - - - - - -	dbSNP (NCBI)	
  文献情報 - - - - - - - 	PubMed (NCBI)	

これだけで満足ですか？	
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「発見競争」に勝つには？ �

•  生物学は大量の情報が利用できる状況にあ
り、"data-driven science"が盛んである。 

•  標準的なデータベースは誰でも使っている。 

•  他の人と同じデータベースを使っていても、「発
見競争」に勝てないかもしれない。 

•  ではどうすればいいか．．．�



4 

解決策�

他の誰よりも多くのデータを集め、調べよ。 

ステップ1：�データベースを探す 

ステップ2：�有用なデータを探す 
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データベースのポータルサイト・リンク集 �
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Nucleic Acids Research, Database Categories List 

http://www.oxfordjournals.org/nar/database/c/	
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NAR, Database Listに掲載されている 
データベースの件数 �

2011 NAR Database Summary Paper Category List 
•  Nucleotide Sequence Databases  145 
•  RNA sequence databases  79 
•  Protein sequence databases  209 
•  Structure Databases  147 
•  Genomics Databases (non-vertebrate)  295 
•  Metabolic and Signaling Pathways  145 
•  Human and other Vertebrate Genomes  121 
•  Human Genes and Diseases  152 
•  Microarray Data and other Gene Expression Databases  73 
•  Proteomics Resources  20 
•  Other Molecular Biology Databases  54 
•  Organelle databases  27 
•  Plant databases  117 
•  Immunological databases  30 

 Total  1614 



8 

BioMed Central, Databases on the web 

http://databases.biomedcentral.com/browsecatalog	
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BioMed Central, Databases on the webに 
掲載されているデータベースの件数 �

•  Biochemistry  305 
•  Bioinformatics  202 
•  Biotechnology  12 
•  Blood disorders  23 
•  Cancer  43 
•  Cardiovascular disorders  5 
•  Cell biology  73 
•  Chemical biology  30 
•  Clinical pathology  13 
•  Clinical pharmacology  2 
•  Complementary and alternative medicine  2 
•  Dermatology  4 
•  Developmental biology  45 
•  Ear, nose and throat disorders  4 
•  Ecology  19 
•  Endocrine disorders  8 
•  Evolutionary biology  27 
•  Gastroenterology  4 
•  Genetics  446 
•  Genomics  476 
•  Health services research  12 
•  Immunology  40 

•  Infectious diseases  39 
•  Medical education  9 
•  Medical genetics  231 
•  Medical imaging  6 
•  Microbiology  143 
•  Molecular biology  287 
•  Musculoskeletal disorders  4 
•  Nephrology  4 
•  Neurology  13 
•  Neuroscience  28 
•  Ophthalmology  5 
•  Pediatrics  12 
•  Pharmacology  20 
•  Physiology  12 
•  Plant biology  129 
•  Pregnancy and childbirth  1 
•  Proteomics  86 
•  Public health  3 
•  Pulmonary medicine  2 
•  Structural biology  158 
•  Urology  1 

 Total  2988 
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バイオサイエンスデータベースセンターNBDC 
データベースカタログ（http://biosciencedbc.jp/） 

収録データベース：896件	



NBDCデータベースカタログ（H-InvDBの例）	
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経済産業省統合データベース・ポータルサイト MEDALS 
http://medals.jp/ 

収録：66件	



13 

農林水産省ゲノム情報統合データベース AgriTOGO 
http://togo.dna.affrc.go.jp/ 

収録：47件	
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データ検索システム�
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Googleによる分子情報の検索�

"RNA polymerase II" 	
で約623,000件のヒット	
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NCBI, Entrezによる[All Databases]検索�

"RNA polymerase II"	
で228,672件のヒット	
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Bioinformatics Harvesterによる検索 
http://harvester.fzk.de/harvester/ 

→	
"RNA polymerase II”	
で210件のヒット（human）	



18 

NBDCによる生命科学データベース横断検索 
http://biosciencedbc.jp/dbsearch/ 

"RNA polymerase II" 	
で77,618件のヒット	



ID の統合データベース�

日本語名 「リンク自動管理システム」	





IDを統合するためのネットワーク �
ヒト分子情報	

マウス分子情報	

化合物情報	

ヒト分子情報へ	
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全データベース検索�All Database Search�
IDによる「芋づる式」検索ができるツール �

POLR2Aを入力�
押す�
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全データベース検索�All Database Search�
新着データのハイライト機能 �

New�

New�

New�



ID一括変換システム�ID Converter�
さまざまな種類のIDを変換・表示するツール �

AK096628, 
BC053657を入力	

押す�

入力したID � 変換後のID �

Accession Numberから 
UniProt Accession Number 
への変換例	



ID対応表のダウンロード�Download�
最新のID対応表をダウンロードするツール �

IDの種類を選ぶ �

押す�

IDの種類を選ぶ �
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ID識別システム�ID Resolver �
指定されたIDの種類を判定し、リンクを表示するツール �

OCT3 OCT4 SOX2 
KLF4 C-MYC	
（山中因子）を入力	

押す�

データベース
へのリンク�

IDの種別� 検索ページへ
のリンク�



実習（１）	
IDの統合データベース「リンク自動管理シス
テム」を使って、iPS細胞の作成に必要とされ
る「山中因子」の最新情報を取得してみよう。	

ヒント	

•  URLは http://biodb.jp/	
•  All Database Searchの画面で、HUGO 
Gene Symbolの「OCT3, OCT4, SOX2, 
KLF4, C-MYC」を検索する。	
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ヒト遺伝子の統合データベース 

H-InvDB	
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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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トランスクリプトーム	

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（転写領域）	 

エクソン	 イントロン	 

メッセンジャーRNA	

cDNA"



31 

H-InvDB リリース 7.5 (2010年9月公開) 
www.h-invitational.jp (hinv.jp) 

H-InvDBの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	

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。"
完全長cDNAとDDBJ/EMBL/GenBankに登録されたmRNAの情報を含む。	

トップページ	

データベース構成	



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

H-InvDB トップページ�
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H-InvDBで使われるID 

•  HIT (H-Invitational transcript): ヒト転写産物ID 

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): ヒト遺伝子座ID 

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): ヒトタンパク質ID 

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等へも対応	
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各画面のアイコン	

遺伝子のアノテーション	

転写産物のアノテーション	

タンパク質アノテーション	

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機能アノテーション　　　 
タンパク質コード遺伝子の分類	

Category	 定義� 遺伝子数�
I	 ヒト既知タンパク質に完全に一致する� 14,175  
II	 既知タンパク質に相同性を有する� 5,004  
III	 InterProドメインによって遺伝子機能推定� 1,786 
IV	 機能未知遺伝子（未知タンパク質で保存）� 5,057 
V	 機能未知遺伝子� 4,059 
VI	 機能未知遺伝子	

（20-79aa のショートプロテイン）�
6,274  

VII	 転写型偽遺伝子候補�(pseudogene)	 759  
合計� 37,114 

非タンパク質コード遺伝子: 7,692 

機能が精査された、Category I, II, III の20,965件は、
特に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)を実行	

InterProドメインにより遺伝子
機能を推定(III) 

文献を確認し、タンパク質の発
現が実験的に報告されている
かどうかを精査(I, II) 

アノテーションフロー	
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ヒト遺伝子のエクソン上のSNPの分類�

a: Representative transcripts in 23,717 genes. 
b: Representative transcripts in 36,712 protein-coding genes. 
c: Densities of polymorphisms. 
d: SNPs causing changes between amino acids and stop codons. 

53,754個の非同義SNPと、1,258のナンセンスSNPを同定。	

Yamaguchi-Kabata, et al. (2008)!



実習（２）	
ヒト遺伝子の統合データベースH-InvDBを
使って、アルデヒド分解酵素（ALDH）の多型
（SNP）を探してみよう。	

ヒント	

•  URLは http://hinv.jp/	
•  ALDHをキーワードにしてカテゴリー１の遺
伝子を探し、代表配列（赤フラッグつき）を
選ぶ。	

•  Transcript viewのPolymorphismタグを選ぶ。	
38 



H-InvDB新詳細検索ツール（ナビ検索）�

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。	

16種類の条件でH-InvDBに対する複合検索ができるツール �



実習（３）	
ヒト遺伝子の統合データベースH-InvDBを
使って、アルツハイマー病の創薬ターゲット
を探してみよう。	

ヒント	

•  URLは http://hinv.jp/	
（正解はありません。例として）	

•  脳で発現の高い膜タンパク質を絞り込む。	
•  「growth factor」や「apotosis」をキーワード
にする。	 40 



H-InvDB遺伝子リスト特徴抽出ツール 

HEAT	



H-InvDB遺伝子リスト特徴抽出ツール 
��-InvDB Enrichment Analysis Tool (HEAT)	

入力された遺伝子セットに	
共通な特徴を探すツール。	

解析対象となるアノテーション項目：	
InterPro 	
Gene Ontology (GO) 	
KEGG pathway 	
Chromosomal band 	
Gene family 	
SCOP（立体構造ドメイン） 	
細胞内局在予測（Wolf PSORTによる） 	
組織特異的遺伝子発現（H-ANGELに） 	
プロモータ領域の配列モチーフ（JASPAR） 	
タンパク質間相互作用（PPI view）	

統合データベースからの 
知識発見支援ツール �

http://hinv.jp/heat/	

（ここに遺伝子リストを投入）	

実行ボタン	



HEATの検定対象のアノテーション項目	
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遺伝子リスト特徴抽出ツールの実行例 �
投入した遺伝子名：　糖尿病関連遺伝子６個	
（ ADIPOQ, CAPN10, PPARG, TCF7L2, HNF4A, HHEX ）	

＊Fisherの正確確率	

＊	

知識発見支援ツール �

アノテーション項目	

ダウンロード	

頻度・スコア	

＊	



実習（４）	
Enrichment AnalysisのためのHEATを使って、
iPS細胞の作成に必要とされる「山中因子」
のタンパク質に共通な特徴を調べてみよう。	

ヒント	

•  URLは http://hinv.jp/heat/	
•  HUGO Gene Symbolの「OCT3, OCT4, 
SOX2, KLF4, C-MYC」を入力して、実行ボ
タンを押す。	

•  さらに「GLIS1」も追加してみよう。	
45 



H-InvDBのサテライトデータベースおよびツール群	


