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水に溶けやすくなる タンパク質分解酵素から守る 

レクチンやホルモン、 
増殖因子と結合する 

行き先を明確にする 

糖鎖の機能 

糖タンパク質の代謝を決定する 

病原菌やウィルスの受容体となってしまう 

細胞と細胞を接着させる 

タンパク質の品質管理 



糖鎖関連データベース1989 



糖鎖関連データベース 2014 



本プロジェクトの目標 

1.   国際糖鎖構造データリポジトリシステムを開発する 

2.   全糖鎖構造データの標準化を行う 

3.  糖鎖関連データベースの標準化ならびにセマン
ティックウェブ対応によって、ライフサイエンスデータ
ベース全般との統合を目指す 

– 新しい実験解析技術によって生産されるデータに
対応するために新規開発するデータベースも含め
る（糖ペプチド、レクチンマイクロアレイなど） 



JCGGDBについて 



JCGGDB Alliance 
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立命館大学 
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• データの拡充 
• 検索機能強化 
• 統合化推進 

LipidBank構築委員会 

野口研究所 



Lectin frontier DataBase 



GlycoProtDB (AIST) 

GeneSymbols 
Caenorhabditis elegans : 701 
Mus musculus : 1830 
                        : 937 (GalT-/- KO mouse) 
Homo sapiens : 447 (HCC) 
Human-derived cultured cell : 842 (Supernatants) 



GlycoProtDB 



JCGGDBのセマンティッくウェブ化 

オントロジー開発 RDF化 スタンザ（UI）開発 
GlycoProtDB: 糖タンパク
質の糖鎖結合部位情報 

完了 完了 完了 

LfDB: レクチンの糖鎖結合
親和性データ 

完了 完了 開発中 

GlycoEpitope: 糖鎖抗原と
それを認識する抗体 

完了 完了 開発中 

GDGDB: Glyco- Disease 
Genes DB 

完了 完了 完了 

PacDB: Pathogen 
adherence DB 

開発中 開発中 開発中 

GlycoSite: 糖タンパク質の
糖鎖情報 

開発中 開発中 ー 



国際糖鎖構造リポジトリシステムの構築と
運用 



この糖鎖についての情報は？ 

   
 
 
  

糖鎖関連データベース 

検索方法: 
 描画が難しい．．．書き方が統一していない．．． 
  
一つの糖鎖構造についての情報を一カ所に統合できないか？ 
 
糖鎖構造や関連情報をデータベースに追加するのにどうしたら良
いか？ 



第４回Warren Workshop （2012年夏） 
 (slide by Will York＠CCRC) 
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glyspace 

• Stable and maintained over the long term (NCBI) 

• Limited in scope (structures and IDs only) 

• Minimally Curated 

• Searchable 

• Organized 

http://en.wikipedia.org/wiki/Namespace_(computer_science) 
 
A namespace (sometimes also called a name scope) is an abstract container or 
environment created to hold a logical grouping of unique identifiers or symbols 
(i.e., names). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Identifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Symbol


GYCO22のACGG-DB会議 
 (2013年６月、中国にて)  



国際糖鎖構造データ
リポジトリ 

(WURCS形式) 

研究者 
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糖鎖リポジトリー”GlyTouCan”の構想 
 
糖鎖→Glycan→糖缶→TouCan→GlyTouCan 



リポジトリの構成 

GlyTouCan  
ブラウザー上のウェブ 

インターフェース 
（GlySpace のウェブサービス

を利用） 
 

GlySpace  
データベースサーバー 

データベースと双方向データ通信を 
行うウェブサービス  

GlycoInfo  
セマンティックウェブの 

エンドポイント 



トップ画面: www.glytoucan.org 



糖鎖構造の登録画面 



糖鎖構造登録確認画面 



閲覧画面 



表示プロパティ 



閲覧(Oxford 形式) 



検索方法 

• 糖鎖構造の検索: 
– ID番号より（accession number search) 
– 構造より（完全一致、部分構造一致） 
– 単糖組成より 
– モチーフより 
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まとめ 

• 国際糖鎖構造リポジトリ GlyTouCanが公開された 
• 今後の予定： 

– GlyTouCanの機能の改善： 
• GlycoCT以外の形式による登録 
• 描画ツールによる登録・検索 
• 言語の選択（日本語、中国語、ロシア語、ドイツ語など） 

– GlyTouCanのデータの自動RDF化 
• UniProt（タンパク質）やPubChem（化合物）データとのリンク 

– JCGGDBのRDFデータをGlycoInfoのエンドポイントに公開 
– ジャーナルや海外データベースとの連携 

• セマンティックウェブを通して、遺伝子やタンパク質などの関連情報
との統合が可能になる 
 
 
 



糖鎖関連データベース 2017? 
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