
微生物ゲノムデータベースMBGDのデータ構築戦略	

　MBGDは多様な微生物のゲノム情報をオーソログ関係に基づいて整理し比較するた
めのデータベースである。近年の爆発的なゲノム情報の蓄積により、利用可能なゲノ
ムすべてを同時に比較することは非現実となりつつあり、データ構築戦略の練り直し
が求められている。MBGDでは、全系統をカバーする代表生物種から作成される「標
準オーソログ表」と、系統群ごとのより詳細な「系統群特異的オーソログ表」を事前計
算して保持しており、これに利用者の選んだゲノムを追加していくことにより、様々な
用途に耐えうるデータベースとすることを目指している。特に、近年ドラフト状態のゲノ
ムデータが急速に蓄積しているので、利用者自身が決定したものも含め、不完全なゲ
ノムを取り込んで比較する機能を作成している。一方、不完全なデータを含む比較ゲ
ノム解析を行うにあたり、標準オーソログ表の品質も重要になってくるので、自動的な
オーソログ分類の精度を改善する手続きの作成も行っている。	
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マルチプルアライメントに基づく	  
ドメイングループの評価	

ドメイン分類スコアの定義	

ドメイン分類再構成のパイプライン	

ドメイン境界の修正例	
TIGRFAMsをリファレンスとした分類評価	

腸内細菌科のオーソログ表　サマリページ	

MBGDでは、ゲノムの決まった微生物の多様性全体をカバーする標準オーソログ表に加えて、各系統群ごとに系統群特異的なオーソロ
グ表を作成している。これらの事前計算されたオーソログ表、および利用者が独自に作成したオーソログ表は、オーソログテーブルブラウ
ザによって、全体のサマリ、オーソログテーブルの一部、および個々のオーソロググループに関する情報を確認できる。特に、系統群特
異的オーソログ表は、タキソノミーブラウザによって興味のある系統群を選択して見ることができる。	
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Target rank	 Rank for 
representative 
selection	 

CoreAlign	 Num. of 
taxa*	 

all (default)	 genus	 No	 1	 
all (extended)	 genome	 No	 1	 
superkingdom	 genus	 No	 2	 
phylum	 genus	 No	 16	 
class	 genus	 No	 22	 
order	 species	 No	 57	 
family	 species	 Yes	 78	 
genus	 species	 Yes	 40	 
species	 genome	 Yes	 55	 
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GTPS	 RefSeq	

染色体レベルの統合	

遺伝子レベルの統合	

sp_id	 sp_code	 GenBank	 RefSeq	

gm00001	 hin	 L42023.1	 NC_000907.1	

gm19792	 gm1979	 CP003122.1	 -‐	

name	 from	 to	 GTPS	 GenBank	 RefSeq	

hin:HI0001	 2	 1021	 HINF_KW20:ST73	 AAC21680.1	 NP_438174.1	

hin:HI0002	 1214	 3013	 HINF_KW20:ST725	 AAC21681.1	 NP_438175.1	

hin:PL6	 5707	 6273	 HINF_KW20:PL6	 -‐	 -‐	

GenBank	

MBGDでは、GTPS,	  RefSeq,	  GenBank	  の微生物ゲノムデータを統合したも
のを用いている。オリジナルのGenBankデータに対して、RefSeqはそれ
にNCBI独自の注釈を加えたもの、GTPSはDDBJによって一律のプロトコ
ルによって再アノテーションが加えられたもので、MBGDではこれらを統
合することにより、最新かつ網羅的な遺伝子セットに基づくオーソログ解
析を可能にすることを狙っている。さらにデータの網羅性を上げるため、
ドラフトとして公開されたデータも取り込めるよう準備を進めている。	

MBGDでは、DomClust	  プログラムを用いて、総当たりのホモロジー
検索結果から自動的にオーソロググループを構築するが、常にはじ
めから分類をやり直すのは、効率が悪いことに加えて、分類が不安
定になるという問題がある。そこで、標準のオーソロググループに対
して差分的にデータを追加することによって、より多くの生物種をカ
バーするオーソロググループを構築する戦略をとっている。
MergeTreeプログラムは、DomClustを差分的に行い、ドメイン単位で
の階層的クラスタリング結果を出力する。	  

MBGDのオーソログ分類(DomClust)では、ドメイン融合・分裂を考慮したドメ
イン単位のオーソログ分類を行うが、ペアワイズアライメントに基づいてい
るため、ドメイン分割処理が不正確であることが少なくない。そこで、マルチ
プルアラインメントに基づいてドメイン分割を改善する手続きDomRefineを
作成し、手作業を交えて作成されたCOGなどと同等以上の品質の分類とす
ることを目指した。この目的のため、ドメイン分類結果を評価するスコア体
系を設計し、スコアを最大化することによって分類を改善していくパイプライ
ンを構築した。この結果をTIGRFAMsデータベースを基準として評価したとこ
ろ、各ステップでの改善の効果が認められた。また、同じ評価基準を用い
て比較すると、COG/eggNOGより高い精度で分類できることも示された。	  

MBGDでは、利用者が持つゲノムデータをサーバにアップロードして、
オーソログ解析の対象に加えることができる MyMBGD	  機能を提供し
ている。従来からあるDomClustによるオーソログクラスタリングに加え
て、MergeTreeを用いて標準オーソログ表や系統特異的オーソログ表
に利用者ゲノムを追加する機能を現在作成している。	
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改善前	 改善後	

 	 No. of clusters	 

 	 Total	 Split	 

DomClust	 60,775	 15,879	 

Refinement	 57,644	 10,942	 

eggNOG	 64,983	 2,333	 

ドメイン分割されたクラスター数	

境界の移動	

新たな分割	

mbgd	  ver.2013-‐02	

コアゲノムアライメント	  (CoreAligner)	

オーソログ表	

オーソロググループ情報	

ゲノム比較ビューア	

Complete	 Dra?	  only	

superkingdom	 2	 0	

phylum	 38	 4	

class	 64	 9	

order	 131	 23	

family	 267	 53	

genus	 685	 382	

species	 1439	 2079	

total	 2636	 7088	

RefSeqにおける原核生物の完全ゲノムと	  
ドラフトゲノムの多様性	
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MBGDの遺伝子エントリの	  
ソースの内訳（x1000遺伝子）	


