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DDBJ / ENA / GenBank 

DRA / ENA / SRA 

シークエンシング 
Quality value 

アライメント 

アセンブリ 

アノテーション 

INSDC*の塩基配列データベースには、大きく２種類 

2014-08-20 

(Sequence Read Archive) 

* INSDC:  
    DDBJ center,  EMBL-EBI, NCBI  
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DDBJセンターの中には、DDBJ と DRA の2種類 

DDBJ 

DRA 
シークエンシング 

Quality value 

アライメント 

アセンブリ 

アノテーション 

BioProject 
BioSample 

データベースを 
横断してまとめるための 

データベース 
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2014-08-20 

BioSample 1 BioSample 2 

data 

Umbrella BioProject 

Genome 
BioProject 

Transcriptome 
BioProject 

Epigenome 
BioProject 

data data data data data 

BioProject と BioSample は、「プロジェクト」 と 
 「サンプル」 という切り口で、多様なデータを組織化する 

同じIDを引用しデータを関連付ける 
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DRA は、次世代シーケンサ由来の1次データを格納する 

@HWI-
ST132:683:D1RDYACXX:6:2316:20294:
100841#12/2 
GATGTTCAAGGACAAGAAGCACCCAGC
ACTGGAGAAAGAT 
+ 
FBGIIIIIGGGHIIEJHFEBEHGGHGHEHFHF
HDDDDD=1 

DDBJ Sequence Read Archive (DRA) 

※ ヒト由来データの 
制限公開は、JGAへ。 
http://trace.ddbj.nig.ac.jp/jga/index.html 
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DRA 登録には、メタデータとデータファイルが必要 

メタデータ データファイル 
metadata = "data about data" 

＊サブミッション情報   Submission 
 Submitter, Organization etc. 
＊研究情報 Study (=BioProjct) 
 Title, Purpose, Grant etc. 
＊サンプル情報  Sample (=BioSample) 
 Scientific name, Location etc. 
＊実験情報 Experiment 
 platform, spot length etc. 
＊ラン情報   Run 
 file name, MD5 value etc. 

データベースで公開する 

シークエンスデータ 
  Roche 454 : .sff もしくは .fastq 
  Illumina : .fastq もしくは .qseq  
  Applied Biosystems : .csfasta と .QV.qual   
  Ion Torrent : .sff もしくは .fastq   
  Helicos Heliscope : .sms もしくは .fastq  
  Complete Genomics : .fastq  
  Pacific Biosciences : .fastq  
 

アライメントデータ （3点セット） 
  1) BAM  
    2) リファレンス配列  
    3) SN-リファレンス配列の対応表 

シークエンスデータ もしくは アライメントデータ 

.sra 
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BioProject PRJD  
• プロジェクト情報 
• 研究費情報 
• 文献情報 

データファイル (fastq, BAMなど) 
赤字: アクセッション番号プレフィックス 

Sequence Read Archive 

BioProject BioSample 

BioSample SAMD 
BioSample SAMD 

• サンプル情報 
• Taxonomy ID 

BioSample SAMD 

Run DRR 

Run DRR 

• ファイル指定 
Run DRR 

 
• ライブラリー情報 
• シークエンサの機種 

Experiment DRX 

（従来の DRA Sample） （従来の DRA Study） 

アクセッション番号は各オブジェクトに割り振られる 

メタデータは、複数のオブジェクトで構成される 
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experiment N - biosample 1  

1 study - N experiment - N run 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<EXPERIMENT_SET> 
    <EXPERIMENT accession="DRX0xxxxxx" center_name=“NIG" alias=“furuya-0001_Experiment_0001"> 
        <TITLE>WGS of Musa balbisiana var. liukiuensis</TITLE> 
        <STUDY_REF accession="DRP00xxxx" refcenter=“NIG" refname=“furuya-0001_Study_0001"/> 
        <DESIGN> 
            <DESIGN_DESCRIPTION></DESIGN_DESCRIPTION> 
            <SAMPLE_DESCRIPTOR accession="DRS0xxxxxx" refcenter=“NIG" refname=“furuya-0001_Sample_0001"/> 
            <LIBRARY_DESCRIPTOR> 
                <LIBRARY_STRATEGY>WGS</LIBRARY_STRATEGY> 
                <LIBRARY_SOURCE>GENOMIC</LIBRARY_SOURCE> 
                <LIBRARY_SELECTION>RANDOM</LIBRARY_SELECTION> 
                <LIBRARY_LAYOUT> 
                    <PAIRED/> 
                </LIBRARY_LAYOUT> 
                <POOLING_STRATEGY>multiplexed libraries</POOLING_STRATEGY> 
            </LIBRARY_DESCRIPTOR> 
            <SPOT_DESCRIPTOR> 
                <SPOT_DECODE_SPEC> 
                    <SPOT_LENGTH>250</SPOT_LENGTH> 
                    <READ_SPEC> 
                        <READ_INDEX>0</READ_INDEX> 
                        <READ_CLASS>Technical Read</READ_CLASS> 
                        <READ_TYPE>Adapter</READ_TYPE> 
                        <BASE_COORD>1</BASE_COORD> 
                    </READ_SPEC> 
                    <READ_SPEC> 
                        <READ_INDEX>1</READ_INDEX> 
                        <READ_CLASS>Application Read</READ_CLASS> 
                        <READ_TYPE>Forward</READ_TYPE> 
                        <BASE_COORD>5</BASE_COORD> 
                    </READ_SPEC> 
                </SPOT_DECODE_SPEC> 
            </SPOT_DESCRIPTOR> 
        </DESIGN> 
        <PLATFORM> 
            <ILLUMINA> 
                <INSTRUMENT_MODEL>Illumina MiSeq</INSTRUMENT_MODEL> 
            </ILLUMINA> 
        </PLATFORM> 
        <PROCESSING> 
            <PIPELINE> 
                <PIPE_SECTION> 
                    <STEP_INDEX>1</STEP_INDEX> 
                    <PREV_STEP_INDEX>NIL</PREV_STEP_INDEX> 

メタデータは、機械処理に適した XML ファイルで管理 

2014-08-20 

Spot Descriptor には、 
アダプター配列などの
technical read も設定可能 

※ <SPOT_DESCRIPTOR> の記載例 
  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/example.html 

8 

インターフェース上でメタデータを作成後、
XMLファイルを出し入れすることで、
technical reads を表現することが出来ます。 

http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/example.html
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登録開始・再開 
“D-way” ログイン 

DRA登録マニュアル 

DRASearch 

まずは、DRA ウェブサイト を CHECK ! 

メンテナンスなど
のNEWS 

DRA HP:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/index.html 
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PDF版 

登録開始前に、マニュアルをご一読ください 

クリックすると、
動画や画像が
拡大表示 

DRA Handbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/submission.html 

解説 

登録手順 
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DRA登録の流れ 

2014-08-20 

1. 新規 D-way アカウントの作成 
↓ 

2. BioProject の登録 
↓ 

3. BioSample の登録 
↓ 

4. 新規 DRA Submission の作成 
↓ 

5. データファイルの転送 
↓ 

6. メタデータの作成 
↓ 

7. Validation 成功 
↓ 

8. アクセッション番号の受領 

支援依頼者       

 
作業 
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作業 
 
 
 

D-wayアカウントと 
Password を共有 

D-wayで、アクセッ
ション番号を共有 作業 

登録実務担当者 

・・・・・・・・・・・・・ 

DRA 
「登録者情報」  
実務担当者 

BP/BS/DRA 
「登録者情報」  
支援依頼者 

に変更 

・・・・・・・・・・・・・ 

案 
作業 

 
作業 

 

BP/BS 
「登録者情報」  
実務担当者 

 



Submission Portal “D-way” 

BioSample 

BioProject 

traditional DDBJ 

Register center 
name and 
public key  

DRA 

1. 新規 D-way アカウントの作成 (1) 
D-way: https://trace.ddbj.nig.ac.jp/D-way/ 

DRA に登録するためには、”Center 
name” と ”公開鍵”の登録が必要 

Center name 

公開鍵の登録 

登録アカウントHandbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/book/account.html 
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公開鍵/秘密鍵:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/book/account.html#DRA_への登録権限を追加 

データ転送 

秘密鍵 

公開鍵 

登録者 

ペア 
認証 

1. 新規 D-way アカウントの作成 (2) 
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2. BioProject の登録 (1) 
BioProject Handbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/bioproject/submission.html 
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D-way: https://trace.ddbj.nig.ac.jp/D-way/ 

[Submit new Project] ボタンから、
新規作成 
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2014-08-20 

2. BioProject の登録 (2) 

Submitter > General info > Project type > Target > Publication > Overview の順。 
赤色のアスタリスク記号 (＊)は、必須項目。英語入力。 

Description: 
研究の目的やゴールにつ
いて、100文字以上、記述 

Grant 
Agency : Japanese Ministry of 
Education, Culture, Sports, 
Science and Technology   
Agency abbreviation  : MEXT  
Grant ID :   221S0002  
Grant title:  Genome Science  
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2014-08-20 

2. BioProject の登録 (3) 

最後に [Submit]ボタンをクリックした後、D-way上で修正は出来ません。アノテータにメー
ル (bioproject@ddbj.nig.ac.jp)  で知らせてください。 
アノテータが査定を行ってから、BioProject IDを発行するので、少しお時間がかかります。 

新学術「ゲノム支援」拡大班会議 神戸 

青文字にカーソルを当て
ると、解説文がポップアッ
プで表示。 
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2014-08-20 

3. BioSample の登録 (1) 
BioSample Handbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/biosample/submission.html 
D-way: https://trace.ddbj.nig.ac.jp/D-way/ 

“General Sample”  
=  主に、transcriptome 

“Genome, metagenome 
or marker sequences”  
=   WGSやメタゲノムなど 

16S rRNA, 18S rRNA などのマーカー 
配列の場合は、”Survey related” 

[Submit new Sample] ボタンから、新規作成。 
左から右に向かって、順にタブを移動。 
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2014-08-20 

3. BioSample の登録 (2) 
BioSample Handbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/biosample/submission.html 
D-way: https://trace.ddbj.nig.ac.jp/D-way/ 

[Download BioSample worksheet] 
をクリック。 

”template.tsv” が 
ダウンロードされる。 
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2014-08-20 

3. BioSample の登録 (3) 
BioSample Handbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/biosample/submission.html 
D-way: https://trace.ddbj.nig.ac.jp/D-way/ 

必須項目で該当しない場
合は、”NA”などを記入 

TSV（タブ区切り）ファイルは、Excelなどの表計算ソフトで開くと、編集が便利です。 
アスタリスク記号 (＊)は、必須項目。 

必須でない空欄項目列も、
削除せずに残す 

DRA登録に必要なサンプルが、31個であれば、
ここで、31サンプルについて、記述します。 
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2014-08-20 

Attributeの項目定義が分からない時は、
ウェブで、「サンプル属性」を参照。 

該当項目を選択後、
[DEFINITION] ボタンをクリック 

BioSample ---  Sample Attribute:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/biosample/attribute.html 

サンプル条件ごとに、
異なる項目が表示 

20 
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2014-08-20 

3. BioSample の登録 (4) 

最後に [Submit]ボタンをクリックした後、D-way上で修正は出来ません。アノテータにメー
ル (biosample@ddbj.nig.ac.jp) で知らせてください。 
アノテータが査定を行ってから、 BioSample ID を発行するので、少しお時間がかかります。 
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クリックして、 
新規 DRA Submission 

を作成 

4. 新規 DRA Submission の作成 
DRA Handbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/submission.html#DRA_へのデータ登録方法 

ステータス 状態 
new メタデータの投稿前 

metadata_submitted メタデータが投稿された 

data_validating データファイルの Validation 中 

data_error データファイルの Validation エラー 

submission_validated メタデータとデータファイルの Validation が完了 

completed アクセッション番号が発行された 

confidential 非公開 

public 公開 

DRA 登録のステータス一覧 
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5. データファイルの転送 
DRA Handbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/submission.html#シークエンスデータのアップロード 

SCP（Secure Copy）転送 
sshの機能を使ってセキュリティの高いファイル転送を行う。 
認証情報と、やり取りされるデータとの両方が、暗号化されてネットワーク上を流れる。 

  
   $ scp <Your Files> <D-way Login ID>@dradata.ddbj.nig.ac.jp:~/<Submission ID> 
           Enter passphrase for key '/home/you/.ssh/id_rsa':  
 $ ssh <D-way Login ID>@dradata.ddbj.nig.ac.jp  
                : 
                : 
                : 

Windows 
WinSCP (http://winscp.net/eng/download.php)  

Mac OS X 
Cyberduck (http://cyberduck.ch)  

Linux / Mac OS X 
ターミナル  

新DRA登録システム（2014-05-12開始）

technical reads を残したまま登
録したい場合は、XMLの修正が
必要になりました。(P. 8 参照)  
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6. メタデータの作成  --- object の構成 --- 
DRA Handbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/submission.html#メタデータの作成 

最もシンプルなケース ３つの菌株の比較ゲノム解析のケース 
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公開日を、2年後
まで選択可能 

Submission > Study > Sample > Experiment > Run > (Analysis) の順に、英語で入力 
赤色のアスタリスク記号 (＊)は、必須項目 

6. メタデータの作成   --- Submission --- 

2014-08-20 

この段階では、登録者情
報は、登録実務担当者。 



該当する BioProject ID を 1つ 選択する。 

該当する BioSample ID を 1つ以上 選択する。 

Ctrl キーを押しながらクリックすると、
複数の BioSample ID を選択可能 

6. メタデータの作成  --- Study/Sample --- 

    BioProject ID/BioSample ID が 
発行されていないと、表示されません。 

登録はお早目に。 
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指定数の Experiment を 
一度に作成可能 

Experimentのメタデータを、順に設定する。 
横長な画面に注意。 

6. メタデータの作成  --- Experiment (1) --- 
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タブ区切りテキストファイル (.tsv) とし
てダウンロードし、Excel© などの 

表計算ソフトでメタデータを作成可能 

6. メタデータの作成  --- Experiment (2) --- 
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Run のメタデータを、順に設定する。 

① を設定後、② [Select data files for Run] のページへ JUMP ! 

6. メタデータの作成  --- Run (1) --- 
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② [Select data files for Run] で、データファイルの詳細を設定する。 

MD5値については、 
次ページで紹介 

転送済みのファイルが、 
自動表示される 

6. メタデータの作成  --- Run (2) --- 
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リード長が一定ではない fastq 
ファイルに対応しました。 

“generic_fastq” を 
選択してください。 



補足: MD5 値 http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/submission.html#補足__MD5_値 

MD5 (Message Digest Algorithm 5)  
32桁の英数字から成るハッシュ関数。ファイルが破損していると、ファイルのMD5値が変
化する。  
DRA では，到着したファイルの MD5 値の一致をチェックすることで、ファイルの破損がな
いかどうか確認している。 

Windows 
Fsum Frontend (http://fsumfe.sourceforge.net/)   

Mac OS X 
ターミナル  

Linux 
ターミナル  

 $ md5 file1 file2  
    9F6E6800CFAE7749EB6C486619254B9C file1    
    B636E0063E29709B6082F324C76D0911 file2 
 

 $ md5sum file1 file2 
    9F6E6800CFAE7749EB6C486619254B9C file1    
    B636E0063E29709B6082F324C76D0911 file2 
                

6. メタデータの作成  --- Run (3) --- 
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クリックして、 
Validation を開始 

7. Validation 成功 (1) 
DRA Handbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/submission.html#データファイルの_Validation 

メタデータとデータファイルの整合性を検証し、アーカイブ用 SRA ファイルを作成する作業。 
ファイルサイズが大きかったり、混雑していると、長時間かかることがあるので注意。 
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Validation で、"data_error" が発生したら・・・ 

お困りの際は、DRAチーム （trace@ddbj.nig.ac.jp） へご連絡ください。  

fastq-load.2.3.5 err: data excessive while validating formatter within short read archive module - cumulative length of reads 
data in file(s): 500 is greater than spot length declared in experiment: 400 in spot 'M00424:28:000000000-
A2G79:1:1101:18351:2171‘ 
fastq-load.2.3.5 warn: data excessive while validating formatter within short read archive module - 
file="Cxxx_L001_R2_001.fastq" line="5" spot_name="M00424:28:000000000-A2G79:1:1101:18351:2171“ 
fastq-load.2.3.5 warn: data excessive while validating formatter within short read archive module - bad spot 
M00424:28:000000000-A2G79:1:1101:18351:2171 

Validation に成功し、ステータスが “submission_validated” になると・・・ 

アノテータが、査定を開始します。そのままお待ちください。  

＜エラーログの例＞  
 spot length をメタデータでは400 と設定したが、実際のデータは 500 だったケース 

7. Validation 成功 (2) 

 [Stop validation] をクリックして Validation 処理を停止した後、メタデータを修正、も
しくは、データファイルを再アップロードし、再度 validation を開始します。  
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8. アクセッション番号の受領 
DRA Handbook:  http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/submission.html#アクセッション番号の発行 

Dear Hanako Mishima and Taro Shizuoka,   
 
Thank you for your submission to the DDBJ Sequence Read Archive. 
 
** Accession numbers and hold date of your submission are listed below. 
------------------------------------------------------------------- 
[Submission ID] 
dradev-0018 
 
[Hold date] 
2016-08-07 
 
[Accession number] 
Object       Accession number (Alias) 
SUBMISSION:  DRA000xxxx (dradev-0018_Submission) 
EXPERIMENT:  DRX000xxxx (dradev-0018_Experiment_0001) 
RUN:         DRR000xxxx  (dradev-0018_Run_0001) 
------------------------------------------------------------------- 
 
You can update metadata, change hold date and add published papers in D-way. 
 
At the hold date, your data will be automatically released and indexed 
in DRA search. 
Please see the following website for details. 
http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/submission_e.html#release 
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DRA000xxx 
DRX000xxx 
DRR000xxx 

「登録者情報」を、 
へと変更

するのを忘れずに。 

アクセッション番号
が表示される 

アクセッション番号は、メールおよ
び D-way 上でお知らせします。 
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DBCLS SRA (http://sra.dbcls.jp/) も  
どうぞご利用ください。 

公開済みデータは、DRASearch からダウンロード 

DRASearch: 
http://trace.ddbj.nig.ac.jp/D
RASearch/ 
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☑ 論文が受理されたら、文献情報を 追加して下さい。 

☑ 公開日の変更は、D-wayから、ご自身で。 

の皆様へのお願い 

DDBJ データ公開原則: http://www.ddbj.nig.ac.jp/sub/hold_date-j.html 

2014-08-20 

PubMed ID もしくは DOI を BioProjectチーム へ連絡 

☑ ご登録は、お早目に。一定期間、非公開に出来ます。 
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