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オミクス解析の結果は通常、FDR (False Discovery Rate) を用いてその品質が表されるが、これは
「結果の中に一定比率でfalse positiveが混入している」ことを意味する。しかしtrue positiveが有限個
であるのに対しfalse positiveは確率的に発生するものであるため、どのような配列に対してもヒット
すると考えられる。この結果、「false positiveが混入している」結果を集積するとtrue positiveは重複
して“真の値”に近づいていくのに対し、false positiveはいくらでも増加し続けることになり、結果的に
集積データ中のFDRは上昇する。
　そこでプロテオーム統合データベース『jPOST』計画では、タンパク質同定結果リストではなく、生
データであるマススペクトルデータをjPOSTリポジトリから収集し、独自に再解析して、その結果を
データベースに収録することにしている。そのために、false negative 及びfalse positiveの両者を
最大限抑制することが必要であり、我々はその手法の開発を行っている。
　前者 (false negative) に対しては、「ピーク検出」と「データベース検索」の両方の段階で複数の
アルゴリズムを併用する戦略を採用し、単一アルゴリズムに基づく場合と比べてタンパク質同定数を
増加させることに成功した（昨年度発表）。
　しかし当然、この結果には多くのfalse positiveが含まれる筈である。そこで次にfalse positive低減
のための手法を開発し、サーチエンジンに依存しない形でマススペクトル解釈結果をスコア化して、
これを用いて検索結果をソートし直す手法を考案した。この手法をtarget-decoy法によって検証した
結果、同一のFDR値に於いて、通常の検索結果に比べてアサイン結果が1割以上増加することが確認でき
た。これは検索結果の質的向上を反映しており、今後は大規模データベース構築のためにパラメータの
最適化を行う予定である。

概要
 As is now widely known, accumulating search results from multiple 
projects and institutions leads to linear increase of false positive hits. 
To avoid this problem, our jPOST (Japan ProteOme STandard 
Repository/Database) repository as a member of ProteomeXchange 
Consortium has accepted MS raw data files in addition to the search 
results to minimize the false discovery rates for the accumulated 
datasets. Multiple search engines as well as multiple peak picking 
algorithms are employed for the raw files to reduce the false negative 
hits in the first step. As the next step, we attempted to minimize the 
false positive identifications. For this purpose, we employed annotated 
peak information of mass spectra, such as the correspondence between 
ions and asssigned amino acid residues, to create a new index, “jPOST 
score,” tentatively. This index can be calculated as the post-processing 
of database search. By using this index, we successfully reduced FDR 
in protein/peptide identification.
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（結果数の増加、取りこぼし
戦略 1

（データベース検索で）探知可能な配列数を増加
させる



 （第2種エラー）の減少）

 偽陽性の結果(false positive assignment)を減少
させる
（結果品質の向上、誤った同定（第1種エラー）の減少）

戦略 2

基本戦略 Basic Strategies

• To decrease false positive assignments
• To improve the quality of results (to decrease 

Type 1 error)
Strategy
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• To increase the number of detectable sequences
• To decrease missing sequences (Type 2 error)

Strategy
1
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For this strategy, we adopt two methodologies:
 Using multiple peak detection (peak picking)
 Using multiple search engines (Recent 
 popular technique)

Figure 2. 
(a) Using multiple software for peak picking and database search nearly doubles the number of assigned peptides.
(b) Differences in assignments by peak picking algorithms with common search engines. 
(c) Differences in assignments by search engines with common peak picking algorithms. 

 Reducing False Negatives
(a)

(b) (c)

Whole Cell Proteome
Human Fibroblast_cell_aHDF1388-P9 
analyzed by AB SCIEX TripleTOF 5600
proteomeXchange ID: 000071
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この戦略のために，以下の 2 手法を用いた：
ピーク検出 (peak picking) を複数の手法で行う
サーチエンジンを複数種類用いる（近年、 採用が増加
している手法）

Figure 1. 
(a) ピーク検出とデータベースサーチで複数ソフトを使うことでアサイン数は 2 倍近くになる
(b) サーチエンジン共通の場合の、ピーク検出アルゴリズムの違いによるアサイン数の差
(c) ピーク検出アルゴリズム共通の場合の、サーチエンジンの違いによるアサイン数の差

 偽陰性（取りこぼし）の減少
(a)

(b) (c)

Whole Cell Proteome
Human Fibroblast_cell_aHDF1388-P9 
analyzed by AB SCIEX TripleTOF 5600
proteomeXchange ID: 000071

 Effect of Down-Ranking of False Positives
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Proposed protocol

 Proposed General Protocol for Database Search

Figure 4. Diagrams of the entire protocol. 
(a) Conventional database search protocol. 
(b) Our proposed protocol. The correspondence information 
between ions and amino acid residues (including PSTs) can
be obtained from search engine results; the jPOST score can
calculate based on this information independently from
used search engines.  

(a)

(b)

Employed the correspondence of peaks and amino acids in the 
assigned peptide; the assignment scores/Expects (E-values) by 
the search engine(s), and original rank values are discarded.

We applied the concept of peptide sequence 
tags (PSTs) to the peptides identified both 
from the forward and the decoy databases to 
evaluate the quality of MS/MS spectra.  In the 
result, it was very rare for decoy hits to have 
sufficient sequence tags even when the original 
peptide score is high enough for identification. 
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Figure 3. Suppose that ranks of decoy assignments in a search result list shown 
in (a) are somehow down-ranked and the result list are changed into (b); then 
true positive assignments will be increased at the same false discovery rate (FDR) 
level and the FDR can be reduced correspondingly. We focused on the procedures 
of manual evaluation of search results, and we have considered a novel index 
(jPOST score) for this purpose. 
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我々のプロトコル

 考案した新規プロトコルの概要

Figure 3. プロトコル全体の説明図。
(a) 従来のデータベース検索プロトコル
(b) 我々のプロトコル。イオンとアミノ酸 (PST を
含む ) の対応情報は検索エンジンの結果から得る。
jPOST スコアはどの検索エンジンを使用したかとは
無関係に、この情報から計算可能である。 

(a)

(b)

イオンピークと、 アサインされたペプチド中のアミノ酸の対応関係を利用する。
検索エンジンによるスコア ・ Expect (E-value) や元々の順位は用いない。

forward・decoy 両データベースから同定され
たペプチドに対して peptide sequence tags 
(PSTs) の概念を適用し、MS/MS スペクトルの
品質を検証した。ペプチドスコアが同定に足る
くらい高い場合には、decoy ヒットでは PST
が測定される頻度が極めて低かった。

� Assignment
� Assignment
� Decoy Assignment
� Assignment 
� Decoy Assignment
� Decoy Assignment
� Assignment 
� Assignment
� Assignment 
� Decoy Assignment
� Assignment

� Assignment
� Assignment
� Assignment 
� Decoy Assignment 
� Assignment 
� Assignment
� Decoy Assignment 
� Assignment 
� Decoy Assignment
� Decoy Assignment
� Assignment

Decoy ヒットの順位が
ダウンすると

Figure 2. (a) に示されるようなサーチ結果中の decoy ヒットの順位を
何らかの方法でダウンさせ、(b) のような結果になったとする。この場合、
同一 FDR (false discovery rate) の条件では真陽性結果が増加する。即ち FDR
を減少させることができる。この考えに基づき、サーチ結果を手作業で
検証するときのプロセスを反映させることで、新規の指標 (jPOST Score)
を考案した。

(a) (b)

Threshold

Threshold

3 target
assignments

6 target
assignments

0

5

10

15

20

25

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Mascot (Ion Score)

jPOST Score

FDR(%)

Rank of peptide assignment

Human Fibroblast_cell_aHDF1388-P9 
by AB Sciex TripleTOF 5600
proteomeXchange ID: 000071

HeLa tryptic peptides by Thermo
Q-Exactive with C18 silica
monolith LC column (200 cm, 8h)
proteomeXchange ID: PXD005159

Mouse Hepa tryptic phosphopeptides
analyzed by Thermo Q-Exactive
proteomeXchange ID: 001792

sorted by jPOST score

Mouse Hepa tryptic phosphopeptides
analyzed by Thermo Q-Exactive
proteomeXchange ID: 001792

1%

1% 1%

1% 1% 1%

Figure 5. Relation of the rank in the result list and FDR with the comparison of original search engine 
scores and the jPOST score. (a) shows the results of dataset differences, and (b) shows the results of
search engine differences. In every graph, the horizontal axis shows the rank of a result in the sorted 
result list of the phosphoproteome data, and the vertical axis shows the FDR at the corresponding rank. 
The result of which graph is shifted to more right is favorable for our purpose (down-rank of decoy 
assignments); as shown in all graphs, the graphs with the jPOST score are shifted more to the right 
compared to the original scores.

(a) With one search engine, for different datasets

(b) With different search engines, for one dataset

 FDR Reduction by jPOST score

In all graphs, FDR(%)

Rank of each peptide assignment

 jPOSTスコアによるFDRの低下

(b) 同一データセットを用いた検索エンジンの差

(a) 同一検索エンジンを用いたデータセットの差 Figure 4. データベース検索結果中の順位と FDR の関係を、検索エンジンのオリジナルの
スコアを用いた場合と jPOST スコアを用いた場合について示す。 (a) はデータセットの差に
よる結果の差を示し、(b) は検索エンジンの差による結果の差を示す。全てのグラフで、
横軸はソート結果中の順位を示し、縦軸はその順位に於ける FDR の値を示す。「decoy ヒット
の順位を下げる」という目的のためには、グラフが右にシフトしているのが望ましい。
全てのグラフで、jPOST スコアを用いた場合はオリジナルのスコアを用いた場合に比べて
グラフが右にシフトしている。

全てのグラフで FDR(%)

各ペプチド・ヒットの順位

 Summary
 We are developing and have tentatively defined a 
novel index (jPOST score) based on the manual 
examination procedure of the correspondence of ions 
and amino acid residues.

 The current implementation of this index can reduce 
FDRs in database search results. This index is 
calculated independently from search engine scores; 
this index thus can be utilized for the integration of 
results from multiple search engines.

 We will continue to optimize this index for the 
reductionof false positive assignments.

 まとめ
イオン・ピークとアミノ酸の対応関係を手作業

で確認するプロセスを基に、新しいスコア
（jPOST スコア ) を定義した。

　現在の実装では、データベース検索の結果の
FDR を低下させることができている。このスコア
は検索エンジンによるスコアとは独立に計算でき、
従って複数の検索エンジンの結果を統合するのに
用いることができる。

　false positive ヒットを ( 特に大規模データに
於いて ) より効率よく減少させられるように、
今後も最適化を継続する。
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