STN アラート No.7

DGENE ホモロジー検索のアラート
特許の配列を網羅的に検索できます

また，核酸配列を検索するのか，タンパク質配列を検索す

本稿は STN アラートに関するシリーズ記事の 7 回目で

るのかを指定するため，以下の検索フィールドを利用します．

す．今回のテーマは DGENE ファイルのホモロジー検索のア

核酸をホモロジー検索する場合は，配列質問式として塩基配

ラートです．

列のほかにアミノ酸配列も使用できます．

STN にはバイオシーケンス（核酸・タンパク質の配列デー
タ）を配列コードから検索できる配列データベースが 4 つあ

核酸ホモロジー検索の検索フィールド

ります．いずれのファイルにも特許由来の配列が収録されて

検索フィールド

おり，特許の配列調査には最適の検索システムと言えます．

/SQN

塩基配列の質問式に類似した核酸
塩基配列
を検索

/TSQN

データベース中の塩基配列をアミ
ノ酸に翻訳した配列を対象に，ア
アミノ酸配列
ミノ酸配列の質問式に類似した配
列を検索

STN の配列データベース
ファイル名
DGENE
PCTGEN
USGENE

検索タイプ

収録されている配列

WPI に収録された世界中の特許 ・完全配列検索
（ベーシック特許）の配列
・完全配列
PCT 出願の配列
ファミリー検索
米国の公開特許・登録特許の配列
・部分配列検索

REGISTRY

CAplus ファイルに収録された雑誌
・部分配列
論文と世界中の特許（ベーシック特
ファミリー検索
許）の配列
・ホモロジー検索

また，調査テーマに応じてさまざまな検索タイプのアラー
トを登録できます．とりわけ配列の特許性を調査する場合は，
多少コードの並びが異なる配列も含めて網羅的に検索できる
ホモロジー検索がお勧めです．

DGENE ファイルのホモロジー検索
配列データベースのうち，DGENE / PCTGEN / USGENE の
3 ファイルでは，配列検索やアラート登録などの利用方法が
同じです．ホモロジー検索においては，以下の 2 種類のプロ
グラムを利用することができます．

検索機能

配列質問式

タンパク質ホモロジー検索の検索タイプ
検索フィールド
/SQP

検索機能

配列質問式

アミノ酸配列の質問式に類似した
アミノ酸配列
タンパク質・ペプチドを検索

DGENE ホモロジー検索のアラート
ホモロジー検索のアラートでは，回答はオンラインで入手
し類似度から適当な配列を選択します．回答はシステム側に
自動的に保存されますが，一定期間を過ぎると削除されます．
DGENE/PCTGEN/USGEN ホモロジー検索のアラートの概要
項 目

内 容

登録方法

・RUN コマンド行の最後に ALERT と入力する

配列質問式

・BLAST：10,000 コードまで

の長さ

・GETSIM：2,000 コードまで

実行頻度

・DGENE：隔週
・PCTGEN，USGENE：毎週

登録可能件数 ・16 件

BLAST
最もよく利用されています．他のプログラムに比べて高速処理でき
ます．ギャップを考慮しないため，検出感度や選択性が低いと考え
られがちですが，実際には他と比べてそれほど遜色はありません．

回答の保存

・回答を呼び出さなかった場合は，3 ヶ月後にシス
テムより自動的に削除される

GETSIM
FASTA 系列のプログラムです．FASTA のように近似を行うことな
く，データベース中のすべての配列との間で忠実にアラインメント
を行ってホモロジースコアを算定します．
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・回答を呼び出した場合，削除しない限り次の検索
まで自動的に保存される．さらに保存しておきた
い場合は，SAVE コマンドで保存する

保存可能件数

・合計 96 セットまで自動的に保存される．97 番
目の回答セットが作成される場合は，最も古い回
答セットが削除される

料金体系もユニークです．アラート実行時には課金されず，

アラート活用例

回答を呼び出す（回収する）際に「SDI 検索結果回収料」が

それでは，DGENE ファイルのホモロジー検索のアラート

課金されます．回答が 0 件の場合は，回答を回収する前に 0

活用例をご紹介します．今回は，ある塩基配列の相補鎖につ

件であることがわかります．つまり，1 件以上の回答があり

いて，類似性の高い配列を GETSIM ホモロジー検索でモニ

それを回収した場合のみに課金が発生するしくみです．

タリングします．インターフェースは STN Express V8.3 を用

アラートを登録する場合は，RUN コマンドで以下のよう

います．

に指定してください．
調査テーマ：以下の塩基配列の相補鎖について，類似性の高い
配列をモニタリングする

アラート登録方法
GAGCCCTCCCAGCCTCCCAACAGCAGTTGGCCCCTAAGTCAGAATGGGAC

=> RUN プログラム名 配列質問式 / 検索フィールド
オプション パラメータ ALERT
PLEASE ENTER ALERT IDENTIFIER（MAX. 8 CHARS）：登録名
PLEASE ENTER ALERT TITLE（MAX. 40 CHARS）：タイトル
プログラム名

・GETSIM

検索フィールド

・/SQN

・BLAST
・/TSQN

・/SQP

・SIN：入力した配列コードについてホモ
ロジー検索します（GETSIM 利用時の
デフォールト）
オプション
（核酸ホモロジー検索
の場合）

パラメータ
（BLAST 利用の場合）

TAACACTGAGGCCACCCCGGCTACAAACCTCACCTTCTCCTCCTACTATC
AGCACACCTCCCCTGTGGCGGCCATGTTCATTGTGGCCTATGCGCTCATC
TTCCTGCTCTGCATGGTGGGCAACACCCTGGTCTGTTTCATCGTGCTCAA

１．アラートを登録します
① 以下のルールに従い，配列質問式のテキストファイルを作
成します．

・COM：入力した配列コードの相補鎖に
ついてホモロジー検索します

・配列コードのみを入力します．

・BOTH：入力した配列コードとその相補
鎖についてホモロジー検索します
（BLAST 利用時のデフォールト）

・スペースは含まれていてもかまいません．

・曖昧コードは利用できますが，ギャップ記号・特殊記号は利用で
きません．
・一行 300 文字以内に分割します．

・フィルタや期待値など，9 種類のパラ
メータを指定できます
・詳しくは以下をご参照ください
www.jaici.or.jp/stn/pdf/para.pdf

また，アラートの登録内容を確認したり，回答を回収する
場合も，以下のように RUN コマンドを用います．
② DGENE ファイルで配列質問式をアップロードします．
アラート登録の確認，または回答の回収方法
=> FILE DGENE

=> RUN ALERT
Enter "R" to process alert results
or "Q" to process alert queries
or alert id to retrieve results
or enter . for (end)
ALERT REQUEST: 項目
項 目

目

的

Q

アラートの登録内容を確認する

R

アラートの回答を確認または回収する

END

指定を中断し => プロンプトに戻る

← DGENE ファイルに入ります

Discover! ウィザードウィン
ドウの「検索」タグを選択
し「質問式のアップロード」
をクリックします．
Discover! ウィザードウィン
ドウが開いていない場合は，
セ ッ シ ョ ン 画 面 上 の
アイコンをクリック
してください．
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③ 「参照」をクリックし
て配列質問式のファイ
ルを選択し「次へ」を
クリックします．
④ 「DGENE」 を選 択し
「終了」をクリックす
ると配列質問式がアッ
プロードされます．

=> UPL R BLAST
UPLOAD SUCCESSFULLY COMPLETED
L1
GENERATED

← 配列質問式の内容は表示確認できます

=> D LQUE L1
L1
LQUE

ANSWER 1 DGENE COPYRIGHT 2008 THOMSON REUTERS on STN
GAGCCCTCCCAGCCTCCCAACAGCAGTTGGCCCCTAAGTCAGAATGGGACTAACACTGA
GGCCACCCCGGCTACAAACCTCACCTTCTCCTCCTACTATCAGCACACCTCCCCTGTGG
CGGCCATGTTCATTGTGGCCTATGCGCTCATCTTCCTGCTCTGCATGGTGGGCAACACC
CTGGTCTGTTTCATCGTGCTCAA

⑤ RUN コマンドでアラートを登録します．
=> RUN GETSIM
← GETSIM ホモロジー検索の指示
PLEASE ENTER SEQUENCE QUERY OR ?:L1 /SQN COM ALERT ← COM で相補鎖検索，ALERT でアラート登録を指示
PLEASE ENTER ALERT IDENTIFIER (MAX. 8 CHARS):ALERTN1
← 登録名
PLEASE ENTER ALERT TITLE (MAX. 40 CHARS):Similarity Search of sequence 1 ← タイトル
NEW ALERT CREATED
← アラート登録の完了

２．アラートの回答を受け取ります
=> RUN ALERT
Enter "R" to process alert results
or "Q" to process alert queries
or alert id to retrieve results
or enter . for (end)
ALERT REQUEST:R
← R を入力するとアラートの回答リスト

が表示されます
CURRENT RESULTS AVAILABLE
NAME
RUN DATE
1) ALERTN1
20081022 (getsim) ← ALERTN1 の 2008 年 10 月 22 日
2) ALERTN2
20080808 (getsim)
検索実行分
3) ALERTN2
20080822 (getsim)
4) ALERTN2
20080905 (getsim)
ALERTN2 のように回答を回収しない
5) ALERTN2
20080920 (getsim)
場合は 3 ヶ月後に自動的に削除され
6) ALERTN2
20081003 (getsim)
ます
7) ALERTN2
20081022 (getsim)
8) ALERTN3
20080808 (getsim)
:
13) ALERTN3
20081022 (No answers - getsim) ← 回答がない場合は
:
リストに表示されます
35) DGGETSIM 20081022 (getsim)
-----------------------------
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アラートを登録した後は，隔週ごとに
GETSIM ホモロジー検索が自動検索さ
れ，システム側に回答が保存されます．
回答は一度呼び出す（回収する）と次
の自動検索時に削除されます．回収しな
かった場合も 3 ヶ月後に自動的に削除
されます．このため必要な回答は自動削
除される前に SAVE コマンドで保存す
ることをお勧めします．
回答を回収する場合は RUN ALERT
コマンドを実行します．R と入力すると
回答リストが表示されます．
（No answers）の表記のある回答は 0
件の場合です．この回答は回収できませ
んし，課金も発生しません．

Enter Number of result to be selected
or "-" before Number to delete result
or "Q" to process alert queries
or enter . for (end)
RESULT REQUEST:6
← 回答番号を指定すると回答が呼び出されます

後に入力すると，グラフが表示されます．
ています．回答には類似度のかなり低い
配列も含まれますので，調査目的に応じ
て類似度の高い配列に限定する必要が
あります．

類
似
度
の
高
さ

回答数

20

30

40

50

ENTER EITHER THE NUMBER OF ANSWERS YOU WISH TO KEEP
OR ENTER MINIMUM PERCENT OF SELF SCORE FOLLOWED BY %
(BEST ANSWER PERCENTAGE IS 12%)
ENTER (ALL) OR ? :ALL
← ALL と入力すると今回のアラートで得られた

配列全件の回答セットが作成されます
L1
L1

号を選択して RESULT REQUEST: の
これは，類似度別に配列の分布を表し

7 ANSWERS FOUND ABOVE A THRESHOLD OF 93
QUERY SELF SCORE VALUE IS 1000
BEST ANSWER SCORE VALUE IS 124
Similarity
Score
124 |
||
||
|||
||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
62 |||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
Answer Count
10

回答リストの中から目的の回答の番

RUN STATEMENT CREATED
7 GAGCCCTCCCAGCCTCCCAACAGCAGTTGGCCCCTAAGTCAGAATGGGAC
TAACACTGAGGCCACCCCGGCTACAAACCTCACCTTCTCCTCCTACTATC
AGCACACCTCCCCTGTGGCGGCCATGTTCATTGTGGCCTATGCGCTCATC
TTCCTGCTCTGCATGGTGGGCAACACCCTGGTCTGTTTCATCGTGCTCAA
/SQN.COM

グラフ表示の後に，呼び出す（回収す
る）配列件数の入力が促されます．ALL
と入力すれば全ての配列が回収されま
す．
また，5 などのように数字を入力する
と類似度順に上位 5 位までの配列が回
収されます．このほか，最低スコア値
（%）で限定することもできます．
回答が回収されると回答セットの L

Answer set arranged by accession number; to sort by descending
similarity score, enter at an arrow prompt (=>) "sor score d".

番号（L1）が作成されます．この時点で
「SDI 検索結果回収料」が課金されます．

CURRENT RESULTS AVAILABLE
NAME
RUN DATE
1) ALERTN1
20080808 (getsim)
2) ALERTN1
20080822 (getsim)
:
Enter Number of result to be selected
or "-" before Number to delete result
or "Q" to process alert queries
or enter . for (end)
RESULT REQUEST:END
← END を入力すると表示モードが終了します
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=> SOR SCORE D
PROCESSING COMPLETED FOR L1
L2
7 SOR L1 SCORE D

← 回答レコードを類似性の高い順に並べ替ます

=> D ALL SCORE ALIGN

← 類似性の最も高い 1 番目の回答を表示します

L2
AN
TI

IN
PA
PI
AI
PRAI
PSL
DED
DT
LA
OS
DESC
KW
ORGN
AB

NA
SQL
SEQ

標題
ANSWER 1 OF 7 DGENE COPYRIGHT 2008 THOMSON REUTERS on STN
← レコード番号
↓
AFU80617 DNA
DGENE
New nucleic acid array, for expression profiling of human protease and/or
osteoarthritis genes and for identifying or evaluating compounds that can
=> SOR SCORE D
modulate the expression or function of human protease or osteoarthritis genes.
← 発明者
Mounts W M
← 特許出願人
(MOUN-I)
MOUNTS W M.
← 特許情報
US 2005118625
A1 20050602
17
← 出願情報
US 2004-956157
20041004
← 優先権出願情報
US 2003-507511P
20031002
← 特許上の記載位置
Disclosure; SEQ ID NO 6044
18 OCT 2007 (first entry)
Patent
← 言語
English
← WPI のレコード番号
2005-395015 [40]
← 配列の定義
Human protease/osteoarthritis gene DNA sequence - SEQ ID 6044.
DNA microarray; gene expression; protease; osteoarthritis; antiarthritic;
← キーワード
osteopathic; ds.
← 配列の起源
Homo sapiens.
← 配列に関する抄録
The invention comprises a nucleic acid array containing one or more
substrate supports that are stably associated with polynucleotide probes.
The probes are capable of hybridizing to human protease genes and genes
which are differentially expressed in osteoarthritic human cartilage
cells compared to osteoarthritis free cartilage cells. The nucleic acid
array of the invention is useful for expression profiling human protease
and/or osteoarthritis genes, it is also useful for identifying or
evaluating compounds that can modulate the expression or function of
human protease or osteoarthritis genes. The present nucleic acid
represents a human protease/osteoarthritis gene DNA sequence of the
invention. NOTE: The present sequence is not shown in the patent, but has
been retrieved from the USPTO website.
← 各塩基の数
362 A; 372 C; 401 G; 265 T; 0 U; 0 Other
← 配列長
1400
← 配列コード
1
51
101
151
201
251
301

ggtgtggaga
cacttaccag
tggtggacga
gccaccaacg
gaaggccctg
tctgggccta
catggcgagg
:
1351 ggaggggctg ggaaaataaa gtccaaggtc

tggccaaccc
atcctggacc
gatcgtggtg
cagatgtgaa
gtggacatga
cgggaattac
tggagaagcg

actgctgacg
tcacccagaa
gccgggcgcc
gggccatggg
aggagatgga
attgagcggc
caagaacgcc

tggagtaccc
cacttctacg
ggacatgaac
acctgacctt
caggagcggg
cctcaccatt
agaaggagaa

cgagaacgct
atggctctga
agctttaagg
cacagaggag
actacatctt
gagcagctgc
cctcacggcc
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← 質問式の相補鎖に類似した配列部分
（134 番目から始まる 92 塩基）

gagccagaaa aaaaaaaaaa

SCORE 124
12% of query self score 1000
ALIGN Smith-Waterman score: 124
92 na overlap starting at 1176 (134 in complement)
ccttctcctcctactatcagcacacctcccctgtggcggccatgttcattgtgg_cctat
:::::::: :: ::
: ::::::: ::::: :: :: ::
: :::: :: ::
ccttctccatctccttcatgtccacctcctctgtgaaggtcaggtcgttggtggccccat
g__cgct__catcttcct____gctctgcatg
: : : ::::: :::
::: : ::::
ggcccttcacatctgccttaaagctgttcatg
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回答セット（L1）の
配列レコードは，レ
コード番号の新しい順
に並んでいます．
類似性の高い順に並
べ 替 え る に は SORT
コマンドで以下のよう
に入力してください．

←
←
←
←

類似度
スコア
配列中の位置
質問式

← 回答の配列に対応する相補鎖配列（92 塩基）
← : は同一の塩基

STN on the Web の Sequence Search Assistant

④ 配列質問式がアップロードされ，L 番号が付与されます．

STN on the Web では，配列検索が簡単に行えるようユー

ここで，検索オプションと検索モードを以下のように指定

ザーをサポートする Sequence Search Assistant 機能がご利用

して「Search」ボタンをクリックします．これで登録は完

いただけます．特に DGENE / PCTGEN / USGENE の 3 ファ

了します．

イルについては，すべての検索タイプの配列検索をサポート
しており，メニュー方式で簡単に検索していくことができま
す．また，アラートの登録や回答表示についてもホモロジー
検索の場合は Sequence Search Assistant 機能を利用できます
（ホモロジー検索以外の検索タイプのアラートを登録する場
合は Alert Assistant 機能がご利用いただけます）
．

- Select the search option: compl. Strands（入力した配列の
相補鎖のみを検索）
- Select search mode: Alert（SDI）
（アラートを登録）
- Enter an identifier: アラート登録名
- Enter a title: タイトル

STN on the Web の Sequence Search Assistant 機能を利用し
てホモロジー検索をアラート登録する手順を簡単にご紹介し
ま す ． 詳 し く は 「 STN on the web 配 列 検 索 ガ イ ド 」
（www.jaici.or.jp/stn_web/webseq.pdf）をご覧ください．
① STN on the Web に接続後，画
面左のツールバーから
「Search Assistants」をクリッ
クし「Sequence Asst.」をク
リックします．
② Sequence Search Assistant
画面が表示されたら使用する
ファイル（DGENE）とプログ
ラム（GETSIM），核酸検索す
る旨を指定し「Continue」をク
リックします．

補足情報
DGENE フ ァ イ ル ホモ ロジ ー 検索 の 詳細 や各 イン ター
フェースの操作方法にてついては以下をご参照ください．ま
た，お気軽にヘルプデスクにお問い合わせください．
DGENE/PCTGEN/USGENE BLAST ホ モロ ジー検 索の パ ラ
メータ
www.jaici.or.jp/stn/pdf/para.pdf

③ 「参照」をク
リックし，予め
用意しておい
た配列質問式
のファイルを
選 択 し て
「Upload File」
をクリックし
ます．

STN on the web 配列検索ガイド：
www.jaici.or.jp/stn_web/webseq.pdf
STN の配列検索関連資料
www.jaici.or.jp/stn/stn_doc_02.html#06
ヘルプデスク：
www.jaici.or.jp/helpdesk/index.htm
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