2. DDBJ –登録データの拡充大城戸利久・小菅武英・児玉悠一・真島 淳
要約
DDBJ (DNA Data Bank of Japan)は、米国のNCBI及び、欧州のEBIと協力して30年以上、世界の公共財としての『国際塩基配列データベース・コラボ
レーション(INSDC)』を維持し、塩基配列アーカイブと解析サービスを提供している。また日・韓・米・欧の各特許庁と協力し、特許出願された塩基配列
とアミノ酸配列も公開している(DDBJは日本と韓国の特許庁データを担当)。2013年には、科学技術振興機構(JST)バイオサイエンスデータベースセン
ター (NBDC) と連携し、個人に由来する遺伝学的データと匿名化された表現型情報を登録するデータベース(JGA)の運用を開始し、2018年からライフ
サイエンス統合データベースセンター(DBCLS)との連携により、遺伝子発現量等の機能ゲノミクスデータのリポジトリとなるGenomic Expression
Archive (GEA)の運用をスタートした。学術研究の進展や時代の要請に応じて、DDBJは生命科学研究の基盤となるデータベースを開発・提供している。

INSDCの構成並びにDDBJで運用しているデータべース
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INSDC (国際塩基配列データベース共同事業)

DDBJで運用

NBDC、DBCLSとの連携
・Genomic Expression Archive (GEA) : https://www.ddbj.nig.ac.jp/gea/index.html
特徴
• 遺伝子発現・エピジェネティクスなどの定量的なデータを提供
• マイクロアレイと次世代シークエンサ両方のデータが対象
• EBI ArrayExpress と同じ MAGE-TAB 形式でデータを登録
• 二種類のメタデータ: 実験概要とプロトコールを表す IDF とサ
ンプルとデータの関係を示す SDRF
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登録方法
• DDBJ submission portal D-way から GEA に登録
• プロジェクトとサンプル情報は BioProject と BioSample を利用
• マイクロアレイ: 生データと解析データの両方を登録
登録順序: BioProject -> BioSample -> GEA IDF -> GEA SDRF
• 次世代シークエンサ: 生データは DRA に登録.解析データのみを GEA
に登録
登録順序: BioProject -> BioSample -> DRA -> GEA IDF -> GEA SDRF
• Experiment (E-GEAD-n) とアレイデザイン (A-GEAD-n) にアクセッション
番号を発行
• 論文査読者に非公開データへの匿名アクセスを提供するレビューアー
アクセスシステムを運用

・Japanese Genotype-phenotype Archive (JGA) : https://www.ddbj.nig.ac.jp/jga/index.html
個人レベルの遺伝学的なデータ、匿名化表現型情報を保存・提供.
• データの登録・利用のためには JST NBDC への申請、審査と承認が必要
• アクセス制限が必要なマイクロアレイ・次世代シークエンスなどあらゆる種類のデータを受付
• NBDC に承認された利用者は自機関サーバだけではなく NIG 個人ゲノム解析用スパコンで
の JGA データ利用が可能（要事前申請）

国立遺伝学研究所 (NIG) スーパーコンピュータシステム
(https://sc2.ddbj.nig.ac.jp/index.php)

NIG 個人ゲノム解析用スパコンと機関外サーバ
2018年9月よりサービスを開始

国際塩基配列データベース(INSD)、JGAの構築
生命・医学系研究における情報処理のための大
規模計算基盤
DNAデータの解析環境を無償提供 (30TBまで無
料)。大規模利用者には課金も開始 （2017年より）
生命科学研究に特化
当スーパーコンピュータシステムを利用した論文
が採択された際には謝辞への記載をお願いします

自機関サーバ
従来の NBDC ガイドラインは JGA データ利用を利用者所属機関のサーバのみで認め
JGA データ利用を申請
てきた
利用申請審査・承認
↓
JGA
データ
ヒトデータ審査委員会
JGA データサイズの増大により以下の問題が顕在化
利用者
• JGA から自機関サーバへのダウンロードに時間がかかる
• 十分な保存容量と計算能力を持ったセキュアな計算機環境を利用者自身で
個人ゲノム解析用スパコン
• 準備するのが困難
アカウント申請
アカウント発行
↓
2018年9月に NBDC ガイドラインが改訂
従来
利用者所属機関サーバに加え
利用承認されたデータをダウンロード
NIG 個人ゲノム解析用スパコンが「機関外サーバ」（利用者所属機関以外という意
味）として JGA データ利用の場として認められるようになった
2018年9月から可能に
利用承認されたデータをダウンロード

アクセス制限データベース JGA

NIG 個人ゲノム解析用スパコン
• 課金サービス（無料枠無し）
• JGA データをダウンロード・解析する「機関外サーバ」としても利用できる

Bulk sequence data (WGS/TLS/TSA）、conventional data のアクセッション番号と/protein_idの書式拡張
2018 年末までに INSDC はaccession number 拡張書式の使用を開始する予定。bulk sequence data：6文字の prefix、2桁の set version を示す数値
と 7、 8 または 9 桁の数値 。conventional sequence data: 数字を8桁に拡張した “2+8” format 。/protein_id は 、数字を7桁に拡張した “3+7” format 。

International Protein Nomenclature Guideline の紹介
INSDCは、DDBJ、ENA、GenBank の登録者に the international protein nomenclature guideline
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/doc/internatprot_nomenguide) を推奨することに合意。このガイドラインは、命名のみについての指針。
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