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１． はじめに 

 
国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下、AMED）が推進する「疾病克服に向けたゲノム医療実

現化プロジェクト」では、「ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー」（以下、AMED デー

タシェアリングポリシー）を策定し、平成 28 年度以降に開始する「疾病克服に向けたゲノム医療実現プ

ロ下クト」、平成 30 年度以降に開始する「難病克服プロジェクト」、平成 31 年度以降に開始する「脳と

こころの健康大国実現プロジェクト」、「新興・再興感染症制御プロジェクト」、肝炎等克服実用化研究事

業及びエイズ対策実用化研究事業に適用している。 

AMED データシェアリングポリシーでは、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）バイオサイエン

スデータベースセンター（以下、NBDC）が構築、運用する NBDC ヒトデータベースでの「制限公開」

「非制限公開」に加え、「制限共有」という新たなデータシェアリングの方法を定め、より早い段階での

データシェアリングを可能としており、この制限共有データの登録先として、『AMED が指定する公的デ

ータベース』を定め、その内容について紹介する。本データベースがゲノム医療研究におけるデータシェ

アリングを促進し、それにより研究そのもの、ひいてはゲノム医療実現化の加速に貢献することを祈念

する。 
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２． データベース概要 

 
（１）データベース概要 

このデータベースは『AMED ゲノム制限共有データベース』（AMED Genome group sharing 

Database, 以下、AGD）という名称で、NBDC と AMED の連携の下、制限共有データを登録するデー

タベースとして構築、運用される。実際のデータベースインフラは国立遺伝学研究所 DNA Data Bank 

of Japan（以下、DDBJ）のスーパーコンピュータシステム上に構築されるi。 

AGD の利用にかかる費用は、DDBJ の個人ゲノム解析区画料金表に基づき、当該年度において AGD

の利用を予定している事業の課題管理費により負担しているためii、年度当初より AGD の利用を予定

していた事業の研究課題については、原則、当該事業が継続している間、無料で AGD を利用可能とす

る。年度当初に AGD の利用を予定していなかった事業の研究課題や終了した事業の研究課題について

は AGD の利用は可能であるが、AGD のデータの提供・登録の費用負担については、AGD の利用にか

かる費用を負担している事業間で協議の上決定する。 

AMED データシェアリングポリシーに記載されているように、制限共有データはデータマネジメン

トプランに記載された研究者、及びデータアクセス申請を承認された研究者間で共有するデータであ

り、データの共有は原則的に研究者間の合意に基づき行われる。 

対象となる研究者は以下の通り。 

● 当該研究グループの既存データの拡充・充実等に資するデータを提供する、又は今後提供し

得る研究者等 

● データ生産や品質向上、付加価値付け等に貢献・協力できる研究者等 

● その他、データの蓄積、活用等に貢献・協力を期待できる研究者等 

AGD では、これら制限共有データの定義に基づき、データの提供・利用が正しく行われるよう、い

くつかの仕組みが構築されている。研究者は定められた手続きに沿って AGD を使用することにより、

制限共有データの運用を図ることができる。 

AGD は、NBDC が運用する「NBDC ヒトデータベース」と同じセキュリティレベルを有し、安全な

環境下での研究者の貴重なデータの保管・活用を可能としている。 

 

（２）NBDC における考え方 

NBDC では公開を前提として、ヒト試料由来データの共有を可能とする枠組み「NBDC ヒトデータ

ベース」を構築、運用してきたが、データ共有を加速するため、一般公開に先駆け、より早い段階から

のプロジェクト内やグループ内における共有を可能とする枠組みへの取組みを開始した。この取組み

                                                   
i 2019 年度は 1.4PB のストレージ容量を確保している。 
ii 2019 年度は 37 百万円 
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は AMED ゲノムプロジェクトに限定されない広い枠組みで、「NBDC ヒトデータグループ共有データ

ベース」という概念で整理し、その一般的な運用ルールとして「NBDC ヒトデータグループ共有ガイ

ドライン」（以下、ガイドライン）を策定している。 

NBDC は、「NBDC ヒトデータグループ共有データベース」の具現化の最初の例として、AMED と連

携し、「疾病克服に向けたゲノム医療実現化プロジェクト」の制限共有に対応した AGD を構築、運用

を開始した。AGD 特有の運用ルールについてはガイドラインの「別表」にまとめ、AMED データシェ

アリングポリシーとの整合を図っている。 例えば、「NBDC ヒトデータグループ共有データベース」

では公開を前提としているが、AMED データシェアリングポリシーでは制限共有から公開への移行は

定義していないため、別表にて AGD の場合は公開への移行時期を延期する権利を有する旨記載してい

る。（ただし、積極的に公開しようとする研究者の意思を妨げるものではない。） 
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３． 各種手続き 

 
（１）ガイドラインと別表 

AGD へのデータ提供、及びデータ利用を行う研究者の方々向けに、NBDC にて「NBDC ヒトデータ

グループ共有ガイドライン」を用意している。このガイドラインには、運用の原則や対象データの定義

から、データ提供者及び利用者の要件・権利・責務と手順等について記載されている。また、前述のよ

うに、AGD 特有の運用ルールについては別表にまとめられている。 

ガイドライン、別表、及びデータ提供・利用申請関係書類は、AMED 及び NBDC の関係ホームペー

ジよりダウンロードすることができる。 

NBDC グループ共有データベースホームページ： https://gr-sharingdbs.biosciencedbc.jp/ 

NBDC ヒトデータグループ共有ガイドライン： https://gr-

sharingdbs.biosciencedbc.jp/group-data-sharing-guidelines 

別表： https://gr-sharingdbs.biosciencedbc.jp/files/Guidelines/AGD̲appendix̲v2.0.pdf 

AMEDゲノム医療研究支援ホームページ： https://www.amed.go.jp/site/biobank/index.html/ 

 

（２）データ提供の流れ 

AGD にデータを提供しようとする研究者の方は、ガイドライン及び別表を参照し、権利や責務につ

いて確認しておくこと。実際の提供手続きは以下の流れとなる。 

データ提供者 NBDC DDBJ AMED 

データ提供申請書作成 受理 

 

cc 
Cc 

（IC、倫理審査承認書等を添付） 

（“AMED Policy” と記載） 
↓   

データ準備 

（アップロードツールで暗号化） 
↓ アカウント申請・登録  

データアップロード 

↓ 

データ復号化 
セキュリティチェック 

 

データ格納 

 

 
NBDC ヒトデータ審査委員会

による審査 
↓  

 
審査結果通知 

（承認の場合、認証情報を通知） 
  Cc   ↓ 

Cc 

  データ登録  

 
Cc 

データ登録完了通知 Cc 

    

※ データフォーマットは、３（５）記載のデータモデルにしたがうこと。 
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※ アカウント申請・登録は DDBJ（Email: agd”AT”ddbj.nig.ac.jp）に対して行う。データアップ

ロードツールは DDBJ より提供される。 

※ データ提供手段として、ディスク郵送を希望する場合は、データ提供者が暗号化ツールでデータ

を暗号化し、ウィルスチェックしたディスクにコピーした上で DDBJ に郵送する。 

 

（３）データ利用の流れ 

AGD に提供された制限共有データは、共有促進のため、４（１）記載のように登録データの概要を

公開する。その情報を見たり、あるいは他の手段で研究内容に興味を持ち、制限共有データの利用を希

望する研究者は、ガイドライン及び別表を参照し、権利や責務について確認しておくこと。実際の利用

手続きは以下の流れとなる。 

データ利用者 NBDC DDBJ AMED データ 
提供者 

データ利用の可否問合せ 

（データ利用問合せ書作成） 
  

（仲介） 
 

承諾 

（署名） 

↓     

データ利用申請書作成 受理    

（データ提供者承諾書添付） 

（倫理審査承認書等も添付） 
↓    

 NBDC ヒトデータ審査委員会

による審査 
   

 ↓ アカウント登録   

 

↓ 

審査結果通知 

（承認の場合、認証情報を通知） 
 

Cc 

 
Cc 

データダウンロード 

復号化して利用 
 

 
  

※ データ提供者と利用者の間でのデータ共有に関し、AMED が仲介する場合がある。 

※ データフォーマットは、３（５）記載のデータモデルにしたがう。 

※ データダウンロードツールは DDBJ より提供される。 

※ データ利用手段として、ディスク郵送を希望する場合は、データ利用者がウィルスチェックした

ディスクを用意し DDBJ に送付する。DDBJ で暗号化等セキュリティ措置を施し、ディスクにデ

ータをコピーしデータ利用者に返送する。 

 

（４）データ審査について 

データ提供時及びデータ利用時には NBDC ヒトデータ審査委員会による審査が行われる。この審査

では主に以下の点について確認を行う。 



 

6 

 インフォームド・コンセント説明・同意文書の確認 

- データを公的データベースに提供し、国内外の研究者間でのデータ共有についての記載等 

 倫理審査委員会の承認及び機関の長の許可内容の確認 

- データ提供時、データベースへの登録・共有について許可されているか等 

- データ利用時、利用を希望するデータを含めて実施する研究内容について、倫理審査委員会

の承認及び機関の長の許可を受けているか等 

データ提供申請については、計画的に研究を進めるため事前申請を可能とする。研究開始時等に、研

究計画書（倫理審査申請書）、インフォームド・コンセント説明・同意文書（書式（フォーム）、実際に

署名されたものではない）、所属機関長の研究実施許可書、および、わかる範囲で記載したデータ提供

申請書を、事前に NBDC へ申請することにより、データベースを介したデータ共有の視点でインフォ

ームド・コンセント内容が十分かどうかの確認ができるとともに、実際のデータ提供時の手続きを省

略・簡略化することができる。 

 

（５）データモデル 

AGD に登録されるデータは、NBDC ヒトデータベースで採用しているデータモデル（下図参照）を

使用する。 

なお、AGD では管理用 ID は発行されるが論文に記載・引用することはできない。制限公開又は非

制限公開データとして NBDC ヒトデータベースにデータ移行（３．（６）参照）し、アクセッション番

号を取得することにより、論文への記載・引用が可能となる。 

 

 Submission 登録者の氏名、連絡先、所属組織、登録日付等 
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 Study 研究・データセット概要、研究対象疾患、研究費、関連する文献情報等 

 Sample 表現型情報、試料についての情報 

 Experiment 実験機器、手法、データの取得方法等 

 Data 実験データファイル、ファイルの種類等 

 Analysis 解析方法、解析データ、集計情報等 

 Dataset 同一の利用制限事項が適用されるデータセット 

 Policy 利用制限事項 

 

（６）制限公開データ／非制限公開データへの移行 

AGD に登録したデータは、そのデータを活用した研究の成果が論文化される際、あるいはガイドラ

インにしたがった NBDC からの要求があった際には、NBDC ヒトデータベースの制限公開又は非制限

公開データへの移行、あるいはグループ共有期間の延長手続きを行う必要がある。制限共有データから

制限公開又は非制限公開データへ移行することにより、論文に記載可能なアクセッション番号を取得

でき、さらに他の研究への活用や同様の研究の母数拡大による精度向上等、本格的なデータシェアリン

グが期待される。 

AGD から NBDC ヒトデータベースへの移行手続きは以下の流れとなり、NBDC ヒトデータベース

へ登録する際必要な手続きが、AGD 登録の際に終了しているため、簡単な手続きで迅速な公開が可能

となる。 

データ提供者 NBDC DDBJ AMED 

 

データ移行申請書作成 受付・確認 確認  

（相談）   

 

 

↓ 

データ移行処理 

↓ 

Cc 

 

 

 

   Cc 

データ移行完了通知 

↓ 

Cc 
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４． その他 

 
（１）登録概要の情報公開 

データシェアリングポリシーの主旨にしたがい、制限共有データとして提供される AGD のデータを

活用する研究者の範囲を広げていく必要がある。そのため、AGD に登録されるデータの概要一覧と個々

のデータの内容を一般に公開する。公開する情報は、NBDC ヒトデータベースの項目に準じる。 

（例：概要一覧） 

ID 研究題目 公開日 データの

種類 

研究方法 手法 参加者 

（対象集団） 

提供者 

XXX000101 xx 患者のゲノム解

析データ 

201x/1/1 NGS 

(WGS) 

配列決定 HiSeq xx xx 症例 

（日本人） 

AAA 

XXX000102 xx 患者及び健常人

における HLA 領域

の塩基配列解析 

201x/1/2 NGS 

（ターゲ

ット） 

HLA 領域 

配列決定 

HiSeq xx xx 検体 

（日本人） 

BBB 

  ： 

（例：データの内容） 

研究内容の概要 

目的：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

方法：HiSeqXXXX を利用して長さ xxx 塩基の DNA 断片を解読 

対象：△△△△△ 

データ ID 内容 アクセスレベル 公開日 

XXX000101 NGS (WGS) 制限共有 201x/1/1 

分子データ 

対象 △△△△△△ 

規模 WGS 

対象領域（Target Capture の場合） - 

Platform HiSeqXXXX 

ライブラリソース 末梢血から抽出した DNA 

検体情報（購入の場合） - 

ライブラリ作製方法（キット名） TrueSeq DNA Sample Prep Kit 

断片化の方法 超音波断片化 

ライブラリ構築方法 xxxxxxx 

リード長（除：バーコード、アダプター、プライマー、リンカー） xxx bp 

総データ量 xxx GB 

コメント（利用にあたっての制限事項） AMED policy 

提供者情報 

研究代表者：○○○○ 

所属機関： ○○○○○○○○○○○○  

AMED 事業名 研究課題 研究課題番号 

ゲノム医療実現推進プラットフォーム ○○○○○○○○○○○○○○○○○ XXXXXXX 

   

 

これらの登録概要情報は、データ提供の都度、AMED 関連ホームページに掲載される。 
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（２）その他 

AMED では、ゲノム医療研究支援情報ポータルにて、前項の AGD 登録データ概要一覧の公開や、各

種申請書類やガイドライン等のダウンロードを可能としている。 

今後、Web 上から直接データ提供やデータ利用手続きを行なえるようにする等、AGD 利活用の仕組

みを整備し、研究者の方々の積極的なデータシェアリングを支援していく計画である。 

 

（３）問い合わせ先 

AGD に関する各種問合せは AMED（下記）にてまとめて対応する。 

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 

基盤研究事業部 バイオバンク課（支援機能担当） 

03-6870-2228 genome-support@amed.go.jp 

 

（４）関連資料・URL 

ガイドライン： 

NBDC ヒトデータグループ共有ガイドライン 

https://gr-sharingdbs.biosciencedbc.jp/guidelines/data-sharing-guidelines 

NBDC ヒトデータグループ共有データ取扱いセキュリティガイドライン 

 

申請書類等： 

（データの提供） https://gr-sharingdbs.biosciencedbc.jp/agd-data-submission 

AGD データ提供申請書 https://gr-sharingdbs.biosciencedbc.jp/files/AGD̲forms/NBDC-

AGDform1̲deposit.xls 

（データの利用） https://gr-sharingdbs.biosciencedbc.jp/agd-data-use 

AGD データ利用申請書 https://gr-sharingdbs.biosciencedbc.jp/files/AGD̲forms/NBDC-

AGDform2̲access.xls 

 

 

URL： 

NBDC ヒトデータグループ共有サイト https://gr-sharingdbs.biosciencedbc.jp/ 

DDBJ Group Cloud サイト https://trace.ddbj.nig.ac.jp/agd/index.html 

AMED ゲノム医療研究支援サイト https://www.biobank.amed.go.jp/  
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