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背景：植物ゲノム研究の現状
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Plant Genome DataBase Japan

リソース オルソログDB

DNAマーカー他

http://pgdbj.jp

多種多様な
植物ゲノム関連情報

様々な目的をもった
幅広いユーザー

平成23年度から28年度の統
合化推進プログラムにおい
て統合化のハブとして構築

したポータルサイト

Global Engageのサイトで
The Top 10 Plant Genome 
Databases
の一つとして紹介されている。



遺伝子オルソログDB

・配列類似性に基づくDBエントリ間の対応付け

・情報インフラとしてのオルソログDB

- 対応付けのための「ハブ」

- 階層化された横断検索
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PGDBj 横断検索

CyanoBase（ラン藻）

TAIR（シロイヌナズナ）
RARGE（シロイヌナズナ）

RPOPDB（ポプラ）
PHYSCObase（ﾋﾒﾂﾘｶﾞﾈｺﾞｹ）

KEGG/GENES（植物のみ）

TriFLDB v2（ムギ）

TriFLDB v3（ムギ）

SALAD（イネ他）

配列類似性による
対応付け

RAP-DB（イネ）

RiceXPro（イネ他）
Rice TOGO Browser（イネ他）

緑色植物
オルソログ

DB



オルソログDB 

・類似アミノ酸配列のクラスターの生成

– NCBI RefSeq (Release 66)

緑色植物40種（約100万配列）

ラン藻213種（約80万配列）

・横断検索やゲノムブラウザとの連携

– キーワードやゲノム中の位置情報で検索可能

– 文献から取得したデータとの統合

– データのハブや検索の起点としての役割

・全てを関係データベースに蓄積

– 全ての検索結果にユニークなURLを付与

– データベースと通信する解析ソフトの開発

系統関係に沿ったクラスターの情報

類似関係の整理

データの階層化

検索のインデクス

オルソログDBと連携する解析ソフト



1. 配列情報を有する14 生物種・
約150万件に理研 SABRE2を
介してリンク（ BRC, NBRP）

3. カンキツ
リソース情報約66万件
(近畿大学, 果樹研)

植物リソースDB

2. 6 生物種・約85万
遺伝子にリンク
(かずさDNA研)

NBRP
(遺伝研)

BRC
(理研)

オランダイチゴ
カーネーション等
(かずさDNA研)

カンキツ
リソースDB

4. PGDBj 横断検索
システムへの統合



DNAマーカー情報の収集

DNAマーカーやQTL情報の文献キュレーション

・PubMed および育種系雑誌4誌(Breeding Science, Plant Breeding,

Euphytica, Molecular Breeding)が対象

・2001年以降の文献が対象

65種の植物について、文献約1200報より収集したDNAマー
カー約26万件、QTL約16500件を公開

育種向けDNAマーカー検索

・対象：10植物種（キャベツ、キュウリ、スイカ、セイヨウナシ、タマネギ、
トウガラシ、ナス、ハクサイ、メロン、リンゴ）

登録されている約20万件のDNAマーカーから形質と連鎖
しているDNAマーカーを抽出、一覧および検索機能を作成



・多種多様な植物について信頼度の高いゲノム関連情報を

入手できる。

・自分が調べたいアミノ酸配列が何の遺伝子ファミリーに

属するか（＝どのような機能を持っているか）を調べられる。

・特定の遺伝子の、植物種・属・科...間における分布範囲

（有無）を調べられる。

・特定の遺伝子ファミリーに属する配列情報を取得できる。

PGDBjの利用例

・DNAマーカーやQTLに、オルソログで他の種（系統群）の

既知情報（位置情報も）を結びつけて機能を推定できる。

→植物種名, 染色体番号や領域など位置情報, 形質タイプの複数の条件を

組み合わせた検索から可能



・複数の生物種にまたがってDNAマーカーを検索できる。

→検索可能な対象生物種が豊富（26生物科65生物種）。植物種の

絞り込み等も可能

・検出法を指定してDNAマーカーを検索できる。

→検出法（Agarose, Metaphor, PAGE, 蛍光アナライザー等）の情報

・キーワード検索によって、形質連鎖マーカーやQTLの絞り

込みができる。

PGDBjの利用例

・遺伝子単離やマッピングされている有用・不良形質に
関わる座位の染色体上の位置・分布を一括して調査できる。
→形質連鎖マーカー一覧の染色体上の位置により、形質ごとなど

個別に検索しなくても一括して把握可能



今後の開発に向けて

次世代型シークエンサー（NGS）の普及

品種、系統などの個体ゲノム解析
による多型・ハプロタイプ検出

品種間や自然変異がもつゲノムワイドな
多型情報を迅速安価に収集

新たな植物種で全ゲノム情報が次々と公開

異種間でのゲノム関連情報を比較

増え続けるゲノム関連情報の統合



研究開発の内容

（１）ゲノム横断的関連情報表示サイトの開発
JBrowseによるゲノムビューアをプラットフォームとして、個々の生物種の

ゲノム塩基配列に対し、互いのゲノム配列情報、遺伝子、転写産物, 多型、

DNAマーカー等さまざまな情報を合わせて閲覧、比較できるサイトを構築する。

（２）種を超えたゲノム情報統合のためのデータリンク基盤
の構築

上記サイトの基礎となる遺伝子間の配列類似性を大規模に探索するシステムを

新たに開発する。

（３）カスタム型多型・ハプロタイプ検出システムの構築
ユーザが独自で取得したNGSデータをシステムに投入し、多型（SNP、InDel、

CNV、SV）やLD、ハプロタイプを検出するシステムを構築する。

（４） PGDBjコンテンツの更新
これまで対象とした植物種を中心にDNAマーカーやバイオリソース情報に加え、

GWASやRAD-Seq、QTL-Seq等のゲノムワイドな多型に関するデータマニュアル

キュレーションにより収集し、整理、公開する。
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リファレンスを選択 → 読み込むデータ選択（データの種類・検出法）

JBrowse上に情報を集約

（１）ゲノム横断的関連情報表示サイトの開発

JBrowseによるゲノムビューアをプラットフォームとして、

個々の生物種のゲノム塩基配列に対し、互いのゲノム配列情報、

遺伝子、転写産物, 多型、DNAマーカー等さまざまな情報を合

わせて閲覧、比較できるサイトを構築する。



遺伝子間の配列類似性を大規模に探索するシステムを開発

（２）種を超えたゲノム情報統合のためのデータリンク基盤の構築

(Matsunaga & Nakaya, 2017)

トウモロコシの1番染色体上の遺伝子群

イネの1〜12番染色体上の遺伝子群

アミノ酸配列に基づく対応関係

• 異なる生物種ゲノムにおいて機能が類似する遺伝子候補の検索

• シンテニー様領域の検出

例）トウモロコシーイネ間の遺伝子群について

類似したアミノ酸配列と染色体上の位置を対応付け

↓
シンテニー様領域の検出



（２）種を超えたゲノム情報統合のためのデータリンク基盤の構築

• 植物別に主要なゲノムDBのエントリーIDと配列の情報を導入

• 遺伝子配列の追加や修正の作業を軽減する手法の検討

配列間の関係性：全生物種間→２生物種間として扱う（下図）
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生物種5

生物種6

生物種の数＝５ 生物種の数＝６

生物種６のみとの
関係情報を追加

２生物種間の関係に分解

生物種6生物種1

生物種2

生物種3

生物種4

生物種5

生物種6

生物種6

生物種6

生物種6

6番目の生物種
を追加

全体像の
再構築



植物も個体ゲノム時代に本格的に突入

SNP検出

・多検体処理（例：分離集団）に
対応していない

ハプロタイプ検出

・GUI付きは利用できるリファレンス
が限られている。

・植物ではあまり整備されていない
(倍数性種への対応なし）

ユーザーが取得したデータを投げ込み、DNA多型（SNP、Indel、

CNV 、SV等)やハプロタイプを検出するシステムを構築

GalaxyDDBJ FlexQTL Haploview

（３）カスタム型多型・ハプロタイプ検出システムの構築

既存のGUIベースのパイプライン



想定している解析の流れ：プロジェクト前半

SNP検出用
サーバー

SNP CNV SV ハプロタイプ

リファレンス配列

（３）カスタム型多型・ハプロタイプ検出システムの構築

植物ゲノム配列情報

想定している解析の流れ：プロジェクト後半

植物ゲノム配列情報
解析ツール

SNP CNV SV

ダウン
ロード

ユーザーがローカルで処理

結果ファ
イルの
Upload

ハプロタイプ

他系統との比較
など

リード配列
ユーザー



（４）PGDBjコンテンツの更新

・対象植物種を整理・拡大する。新たに解読された植物ゲノムの情報や

関連情報については、外部DBからの情報取得や文献のマニュアル

キュレーションによって収集し、適宜追加し公開する。

・主流となりつつあるGWASやRAD-Seq、QTL-Seqといったゲノムワイドな

マーカーに関する文献を収集する。

・キュレーションの省力化を目指して、NCBIのPubTator、DBCLSの

PubAnnotationに加えて、センテンスキュレーションをローカルで

実施するためのツールを開発する。

・語句のオントロジー化は専門家やユーザーの意見を聞きながら進める。

新たに収集したコンテンツについて統合化推進プログラムの他課題との

連携をさらに深める。

・文献から収集した情報は、項目（１）で開発するゲノムブラウザ上に

掲載する。2010年以降の文献を対象としてキュレーションを行う。


