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統合データベースプロジェクトの沿革

• H13 JSTバイオインフォマティクス推進事業(BIRD)

• H18 文科省統合データベースプロジェクト

• H19 ROISライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS)

• H23 JSTバイオサイエンスデータベースセンター(NBDC)



ファンディングによる分野別のデータベース統合
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NBDCの主要な取組み：４つ柱

戦略の立案

データベース統合

ポータルサイト
運用

基盤技術開発

整理する・探す・つなげる技術

戦略・ガイドライン

NBDCヒトデータベース（H25～）

分野を超えた統合のための技術開発

事
業
の
４
本
柱

省間連携の推進（文科省、厚労省、農水省、経産省 等）
国内外の機関との連携促進

ヒトデータ共有ガイドラインの策定

カタログ・横断検索・アーカイブ・再構築
※4省連携はH24～



主なサービスのデータベース収録数

生命科学系データベースカタログ

生命科学系データベースアーカイブ

生命科学データベース横断検索

カテゴリー別
ツリー表示

サムネイル

名称

属性

概要説明

詳細説明

カテゴリー別
ツリー表示

検索結果

遺伝子リスト

外部リンク

アーカイブの概要説明

アーカイブデータベース一覧

サムネイル、名称
運用場所、代表者
カテゴリー、生物種
要約、利用許諾条件など

619 DB1,629 DB

133 DB

NBDCヒトデータベース

公開（制限公開含む）63件（Studies）

※データ提供申請
126 Studies,251Data sets, 
289,198 Samples



DBCLSとの共同研究による基盤技術開発

GA4GH - Beacon Project
ヒトゲノムの変異情報検索

例： 12番染色体の34567番目の塩基が
Aのデータはあるか → yes or no

TogoGenome
- RDFによるゲノム情報の統合DB

RDF化ガイドライン/RDFポータル
✓ RDF化ガイドラインを策定

✓ それに準拠したRDF化データベースを集約

RefEx FANTOM5 RDF (発現)
NBDC NikkajiRDF (化合物)
wwPDB/RDF (タンパク質立体構造)
MBGD RDF (微生物ゲノム)
GlycoEpitope (糖鎖)
Linked ICGC (がん変異データ)など

BioHackathon
✓国際的な標準化の取り組み

✓ RDFモデルとオントロジーの整備

RDFサミット
✓ゲノムRDF規格化

公共オミックスデータ検索・解析技術、教育教材
テキストマイニング技術、質問応答システム
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分野別統合と分野を超えた統合のための技術開発

分野別統合データベース 分野を超えた統合のための技術開発

・RDF化等による高度な検索の実現
・データベース関連ツール開発
・データベース統合化の国際的標準化

など

ライフサイエンスにおける
ビッグデータ基盤の構築

国際的なデータアーカイブ拠点の形成
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AMEDとの連携、技術供与

http://www.biobank.amed.go.jp/itc/
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４省連携の４つのステップ

カタログ

横断検索

アーカイブ

データベース再構築

データベースの所在情報を提供
国内の公開データベースは、ほぼ網羅。

複数データベースを横断的に検索
Google検索での埋没リスクを回避。
国内の実施可能分は、ほぼ網羅。

「統一フォーマット」でのダウンロードの実現
各省データベースをガイドラインに沿って
ライセンスを明確に整理しアーカイブ化。

意味づけされた用語を整備し

より高度な検索を実現
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FAIR principles

カタログ

横断検索

アーカイブ

データベース再構築

データベースの所在情報を提供
国内の公開データベースは、ほぼ網羅。

複数データベースを横断的に検索
Google検索での埋没リスクを回避。
国内の実施可能分は、ほぼ網羅。

「統一フォーマット」でのダウンロードの実現
各省データベースをガイドラインに沿って
ライセンスを明確に整理しアーカイブ化。

意味づけされた用語を整備し

より高度な検索を実現

Findable!

Accessible!

Interoperable!

Re-usable!

FAIR principlesの考えを先取りする形で早い時期からDB統合を実施

データ共有を推進する国際コミュニティFORCE11が提唱
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「作る」から「使う」へ

当初の目的であるデータの基盤整備は実現に近づきつつある
FAIRの実現、生命科学分野のオープンサイエンスの基盤構築

それがどうした！どういう役に立ったの？
実現したならもう統合プロジェクトは終わっていいね？

予算は減額してもいいね？

データ駆動型研究の実践は道半ば
統合DBの普及、活用もまだ不十分

種類も量も増え続けるデータの整理統合を効率よく継続しながら

DBの利活用のさらなる促進、自ら実践
よりユーザの視点に立ったDB構築、アプリ開発

活用事例の蓄積
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事業評価

・外部有識者による委員会を組織して評価を実施

・事業全体として優れた成果を出しており今後も継続して事業を推進することが望まれる、との評価

・今後強化・改善すべき点についての意見として、

（1）医科学、医療、創薬の分野に加え、食、環境、バイオマスエネルギー（グリーンバイオ）などの分野における
データベース整備も重要である。

（2）整備されたデータベースをより活用するために、高度な知識処理、データマイニング、人工知能研究、ソフト
ウェアの開発、大量のデータを扱うための技術、HPC（high-performance computing）関連技術の開発、など

に取り組む必要があると考えられ、ライフサイエンス分野以外の情報科学研究者および組織との連携をより
一層強化してほしい。

（3）ライフサイエンス分野の研究開発には、構造化データだけではなく、画像、テキストなどの非構造化データ、
さらに、RDF化が困難な膨大なデータ等も重要であり、引き続きそれらデータの取扱いについての検討を進
めてほしい。

（4）ポータルサイトや、統合化推進プログラムにより支援されたデータベースについて、より多くのユーザーから

利用されるための改善・見直しを続けるとともに、さらに、データベースの利用状況をよりよく把握する取組
みも考えるべきである。

（5）ライフサイエンス研究におけるインフォマティックス人材の育成は重要な課題であるが、NBDC単独で行える

ことには限界もあるため、事業全体における位置づけや役割、取組みの推進方法を検討して進める必要が
ある。

（6）NBDCは今まで、「統合データベースタスクフォース報告書」(平成21年5月27日)で取りまとめられた内容を踏

まえて事業を推進してきたが、今後の進め方については、研究の動向等の変化も踏まえて、事業が推進す
べき取組み、さらに、人的資源や予算配分・優先度等の再検討が必要ではないか。
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NBDC運営委員会からの提言

・今後5年をめどに取り組むべき内容として、

1.支援対象を、公開済みデータだけでなく未公開データまで拡大する

我が国のライフサイエンス研究データを網羅的に把握・可視化し、大型プロジェクト研
究のデータが関係者間でいち早く最大限に利活用されるように支援する

2. データベース構築者の視点から、利用者の視点に転換する

ヒト由来データの共有と利活用は喫緊の課題であり、ヒトとモデル動物の研究データ
をゲノムから表現型まで統合し、利用者の要請に応えられるデータ基盤を確立する

3. 新たな知識やイノベーションを生み出すデータベースを構築する

世界に伍する研究開発が実現するように、大規模データ解析や人工知能を含む多
様な分野の研究者と共に、データベースの戦略的統合と利活用に取り組む

4. データ整備・統合の継続性を保障する体制の整備

恒久的な財源措置（国の研究開発費予算のうち一定割合を確保するなど）

バイオインフォマティクス人材の育成とキャリアパス設計

5.我が国の顔としての求心力・発信力の強化

継続性のある一元的な統合データベース機関の設立

我が国を代表する統合データベースとしての国際活動
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応用につながる領域に焦点をあて、基礎研究データの統合を行う

様々な利用者との協業により、統合データの利活用に取り組む

大型プロジェクト研究と連携し、未公開データのプロジェクト内共有を支援

14

NBDCの今後の取組み：「作る」から「使う」へ
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今後に向けた考え方：統合への2つのルート

公開されているが、
活用しにくいデータ

検索困難、表記や語彙の不統一

データベース
統合

統合データベース
（国際推奨レポジトリを含む）

表記や語彙を統一

公開予定のデータ

その他の
公開

NBDCヒトデータベース

ファンディングで構築支援

カタログ、横断検索

H28年度にAMED
CRESTとの連携を開始

公開

（推奨レポジトリ ）
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AMEDとの連携で構築した枠組みを
他の大型PJ研究に拡大していく

大型PJ内共有データ

統合化推進P
（ファンディング）

既存の取組み

厚労省PJ

農水省PJ

経産省PJ

オープンデータ
の共有支援

公開前データの
プロジェクト内共有

も支援

文科省PJ

カタログ
（1,597 DB）

4省連携 横断検索
（601 DB）

アーカイブ
（125 DB）

NBDCヒトDB
（約42,000人分）

基盤技術開発

植物

ﾀﾝﾊﾟｸ質 微生物

ﾌｪﾉｰﾑ

・・・ ・・・ ・・・

大型PJ内共有データ

新規の取組み

AMED 制限共有

省庁間連携

ライフ
イノベーション

グリーン
イノベーション

データ駆動型研究開発の加速

医薬基盤研
（厚労省）

農研機構
（農水省）

産総研
（経産省）

統合DBの実現

ライフ分野の
「ビッグデータ」整備

分野毎にDBをまとめて
使いやすく整備

個々のDBを
使いやすく提供

分野を超えたDB統合利用を実用化
するための基盤ICT技術を開発

文科省

大規模かつ統一した様式
で利活用しやすいデータ

大型PJ内共有データ

有
用
デ
ー
タ
の
充
実

順次
公開系へ
移行

ゲノム医療
実現化PJ 等

＜NBDC＞
システム構築のノウハウ

＜AMED＞
データ利活用
の働きかけ

連携

連携

連携

連携

連携

大型PJ内共有データ

CREST関連領域
やCOI等と連携

大型プロジェクトとのデータ公開前からの連携



DBCLS データコア構想

データソース整備

既存データのリンクトデータ化支援および

そのための基盤技術開発

データベース整備

リンクトデータ・コンテンツの生成および

そのための基盤技術開発

ミドルウェア開発

リンクトデータへの効率的、安定的な

アクセスのための基盤技術開発

アプリケーション開発

ゲノムデータ・オミックスデータ解析支援および

そのための基盤技術開発

エンドユーザ
実験科学者
医療従事者

アプリケー
ション開発者

TPP
AMED
ToMMo

データ科学者
国際連携
人工知能
機械学習

データベース
構築者

TPP
AMED
ToMMo

国際/国内
協力

広報

想定ユーザ 想定ユーザに応じた開発の４階層



日本版変異統合DB：TogoVar（2018年3月公開予定）
（webサイトならびにDockerイメージ配布）

【想定ユーザ】
変異情報

変異→文献対応

…

変異情報＋注釈

文献DB
（PubMed、PMC等）

検索

•医学研究者
•製薬企業
• DTC   など

公的個人ゲノムデータベース
（NBDCヒトDB /JGA(DDBJ)等）

ゲノムプロジェクト
（先進ゲノム支援、AMED関連プロジェクト等）

国内外変異DB
(ExAC、ClinVar等)

研究者からの
データ

NGS、GeneChipデータ

２次（変異）データ作成
1. 同一パイプラインで変異解析
2. データセットの再構成・統合
（全データ合計、疾患群別（次年度以降）等）

NGS、GeneChipデータ

変異解釈のための参照情報の自動収集
1. RDFによるデータ統合
2. 文献からの変異情報抽出

変異解釈のための参照情報

NBDC/DBCLS開発資産を最大限活用して、参照情報をわかりやすく提示

１
次
（個
人
ゲ
ノ
ム
）
デ
ー
タ
へ
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
利
用
促
進

TogoVar (日本版変異統合DB）の開発
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NBDC運営委員会からの提言

・今後5年をめどに取り組むべき内容として、

1.支援対象を、公開済みデータだけでなく未公開データまで拡大する

我が国のライフサイエンス研究データを網羅的に把握・可視化し、大型プロジェクト研
究のデータが関係者間でいち早く最大限に利活用されるように支援する

2. データベース構築者の視点から、利用者の視点に転換する

ヒト由来データの共有と利活用は喫緊の課題であり、ヒトとモデル動物の研究データ
をゲノムから表現型まで統合し、利用者の要請に応えられるデータ基盤を確立する

3. 新たな知識やイノベーションを生み出すデータベースを構築する

世界に伍する研究開発が実現するように、大規模データ解析や人工知能を含む多
様な分野の研究者と共に、データベースの戦略的統合と利活用に取り組む

4. データ整備・統合の継続性を保障する体制の整備

恒久的な財源措置（国の研究開発費予算のうち一定割合を確保するなど）

バイオインフォマティクス人材の育成とキャリアパス設計

5.我が国の顔としての求心力・発信力の強化

継続性のある一元的な統合データベース機関の設立

我が国を代表する統合データベースとしての国際活動



ＪＢＩポータルサイトの立ち上げ
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大型プロジェクトとの連携（未公開データのDB化統合化支援）

民間企業研究者を含む様々な利用者との連携

人工知能研究者、データサイエンティストなどとの連携強化

利用者ニーズ、応用を指向したDBやアプリの開発

応用事例の積み上げ

統合データベース：「作る」から「使う」へ


