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パーソナルゲノム時代の到来

ヒトゲノム
計画
（1990～

2003）

NGSの
市場投入

Sanger sequencer

High-throughput 
sequencer

Length of HG: 3・10^9
http://www.genome.gov/sequencingcosts
/

$1K$3B



個人ゲノムデータの増大

•シークエンシングコストの低下等により，個人
ゲノムデータの取得が非常に容易に．
•世界各地でコホート研究が活発化．

•東北メディカル・メガバンク機構：150K人規模

• Genomics England (英国)： 100K人規模
• Precision Medicine（米国）

•DTC（消費者直結型）遺伝子検査
• 23andMe： 1M 人規模
•国内でも多数企業が遺伝子検査産業に参入
• OpenSNP: DTC 遺伝子検査の結果を収集するSNS
≒2700 genotypes (June, 2016)

•プライバシ保護問題が顕在化



ゲノムというデータの特殊性

 仮名化 ≠ 暗号化

 仮名化： データの中身は守っていない

 暗号化： データの中身を守る

 ゲノムは，それ自身が，IDとなりえるため，
仮名化では個人情報を守れない可能性
がある．

公共のＤＢのみを用いて，パーソ
ナルゲノムから個人の苗字を特
定することが可能と指摘

サンソウ ハナコ
ATGCTAGCTAC
GTACATCGATC
AC…

サンソウ ハナコ
ATGCTAGCTAC
GTACATCGATC
AC…

仮名化

暗号化



個人ゲノムとプライバシ
学術的• な指摘

独立• な約80カ所のSNPにより個人を識別可能と試算（Lin+2004）

公共• のＤＢのみを用いて，パーソナルゲノムから個人の苗字を特定することが可能と
指摘(Gymrek+2013)

ゲノム• 情報の統計値から個人に関する情報が漏れる可能性を指摘（Homer+2008）

産業界• での動き

明治安田生命• は遺伝情報を活用したサービスについて研究を開
始 (2016/4/2 毎日新聞)

個人遺伝情報取扱協議会• (CPIGI)では自主的な基準（CPIGI認定）
を設ける（2016/5/31 個人遺伝情報取扱協議会プレスリリース）

国内• の法整備の動向

改正個人情報保護法• が成立（9/3,2015）．「個人識別符号」を含む情報は個
人情報と定義．政令により40塩基以上のSNPは個人識別符号と定義

遺伝子差別禁止法• の議論はない．

米国• ： Genetic Information Nondiscrimination Act
適用例• : Fabricut, Inc. (2013), Atlas Logistics Group Retail Service (2015)

非適用例• : Lindor (2012) ←軍職に就けず

倫理指針に影響す
るため，研究者に
も影響あり



よくあるジレンマ

利用者
（研究者）

しかし！！
検索ワード（ゲノム配列）は秘密

研究者は，保有するゲノム配列を
データベースと照合したい．
（例えば，疾患リスクなどが算出
できる．）



データベース
（ゲノムバンク）

よくあるジレンマ

利用者
（研究者）

検索ワード
（ゲノム配
列）は秘密

保有する多数
のゲノム配列

は秘密

互いのゲノム配列
を秘密にしたま
ま，検索できない
のか.



プライバシ保護データマイニング
（Privacy-preserving datamining）

•個別のデータの中身を見ないまま解析を行い必要
な情報のみを抽出する技術の総称 (Agrawal & 
Srikant, 2000, Lindell & Pinkas, 2000)

•例: 学科の教員の給与の平均値を，個人の給与額を見ない
まま算出．

a円 b円 c円 z円

…

average(a,…,z) 円



プライバシ保護データマイニングを
実現する方法

•準同型暗号

•秘密分散
• データを複数の断片に分割して元データを復元せずに計算を行
う方法．3者以上

•Garbled Circuit
•暗号技術等によって入力や出力がわからないように工夫された
回路上で互いの値を見ないまま目的の計算を行う方法．

•差分プライバシ
•統計量を解析によって個々のデータを推論できる可能性がある
が，適切なノイズを加えることでその攻撃を制限する仕組み
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加法準同型暗号
➢平文（元の値）同士の加算を暗号化した値と，

暗号文同士に対して特殊な演算を行った値が同じになる．
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必要となる代数演算は暗号系
に依存．Paillierの場合は乗算．

暗号化したまま加算が可能



)1(mEnc
m1

user’s data

server’s data

m2Secret key :
For Decryption only

server’s data

m2

Secure additive operation based on 
additive homomorphic encryption

Computing m1 + m2 on the server, 
without leaking m1 to the server.

Public key:
For Encryption only



)1(mEnc

Secure additive operation based on additive 
homomorphic encryption

server’s data

m2
server’s data

m2

m1
user’s data

Secret key :
For Decryption only

Public key:
For Encryption only



Secure additive operation based on additive 
homomorphic encryption

server’s data

m2
server’s data

m2

m1
user’s data

Secret key :
For Decryption only

Public key:
For Encryption only

m1 is invisible 
from Server.



)21()2()1( mmEncmEncmEnc 

Secure additive operation based on additive 
homomorphic encryption

server’s data

m2
server’s data

m2

m1
user’s data

Secret key :
For Decryption only

Public key:
For Encryption only

m2 )2(mEnc



Secure additive operation based on additive 
homomorphic encryption

)21( mmEnc 

server’s data

m2
server’s data

m2

m1
user’s data

Secret key :
For Decryption only

Public key:
For Encryption only

m2 )2(mEnc



)21( mmEnc 

m1
user’s data

Secure additive operation based on additive 
homomorphic encryption

Secret key :
For Decryption only

Public key:
For Encryption only

server’s data

m2
server’s data

m2



21 mm 

Secure additive operation based on additive 
homomorphic encryption

server’s data

m2
server’s data

m2



21 mm 

Secure additive operation based on additive 
homomorphic encryption

server’s data

m2
server’s data

m2

Additive operation is performed on the server 
without leaking client’s value to the server.



準同型暗号による情報解析技術の
開発

•Beacon検索

•ゲノム配列解析

•医療関連文書検索

•決定木の評価

•化合物検索



GA4GHでの取り組み

The privacy problem hinders access to many data resources potentially •
useful for a variety of scientific researches.

Global Alliance for Genomics & Health•
Consortium aims for sharing genetic information for research purposes.•

Established in • 2013. 375 institutions has been participated so far.

Yes or No

3rd, A?

http://genomicsandhealth.org/



Query: (2, ‘A’) 

Beacon Index Yes: 1
No: 0

1, ‘A’ 1 1

1, ‘T’ 2 0

1, ‘G’ 3 0

1, ‘C’ 4 1

2, ‘A’ 5 0

… … …

3000000000, ‘A’ 11999999997 1

Public Private

Enc(5)

Enc(0)

プライバシ保護 Beacon Search

暗号化したまま特定の
アリル情報のみを
ダウンロードする．



より高度な機能を有する
秘匿ゲノム検索技術の開発

(Shimizu et al., 2015)

s1: ATGCA…AGCTA

s2: ATGTC…TATGT

s3: TTGCA…AGCGA

s4: TTGTC…TATGT

s5: GTGCA…GACTA

s6: CTGTC…TATGT

…

sM: CTGTC…TATGT

query: GCA…GAAA

最長prefixマッチ

GCA,...,GAAA
from 3rd SNP

クエリ

• クエリの長さに対して線形の計算量と通信量で
部分文字列/接頭辞の最長一致を検索することができる．

• 文字の置換や挿入削除を許す拡張などが可能．



Our Approach

• To combine 
• An efficient data structure such as (P)BWT

• Cryptographic technique (Recursive Oblivious Transfer)

• (P)BWT stores string information very efficiently and still allows 
computations (Ferragina+2005, Durbin2014)

• k-prefix match b/w a query and DB is reported as an interval [fk, gk] on 
the data structure.

• An efficient algorithm is known to  compute fk+1 from fk and q[k+1].

• Those values are precomputable.

1 0 0

x0 1 0 0 1 0 1 0 …

x1 1 1 0 1 0 0 1 …

x2 1 0 0 0 0 0 1 …

x3 0 0 0 0 1 1 1 …

x4 1 0 1 1 1 1 0 …

f1

g1

f2

g2

f3

g3

query = 
x3 x3 x3 x3 x2 x2 …

x0 x0 x0 x2 x0 x1 …

x1 x2 x2 x0 x1 x0 …

x2 x4 x1 x1 x3 x3 …

x4 x1 x4 x4 x4 x4 …

(a) Genotype matrix X (b) Positional prefix arrays A (c) PBWT matrix P

0 0 0 1 0 1 …

0 0 1 0 1 1 …

1 0 0 0 0 0 …

0 1 1 0 1 1 …

0 0 1 1 1 0 …



Searching PBWT by Lookup tables

• The updates can be written in 
the form of referring a large, 
static look-up table v. 00 ,
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Experimental setup

• Implementation of PBWT-sec
• C++ using AISTCRYPT (Open source C++ library of EC Elgamal).

•2,184 haploid genomes from the chrom. 1 of the 1,000 
Genomes Project (phase 1 data release).

•Tested on: 
• Laptop 

(Intel Core(TM) i7 3.00GHz CPU; total 4 cores with HT)
• A compute node 

(Intel Xeon 2.40GHz CPU; total of 32 cores with HT)



Performance on laptop computers

The observed run time and data transfer size of PBWT• -sec is 
linear in the query length, while that of the exhaustive 
approach is exponential.



Run time

• Combined user’s and server’s run time was 15 sec for searching 
on 2,184 genomes by laptop (D=1)

• A compute node took between 7 and 132 seconds depending 
on the level of privacy.

Laptop Compute node

Parallel Compute Cores 4 4 8 16
Run time (sec) with D = 1 15 22 15 7
Run time (sec) with D = 5 43 47 39 18
Run time (sec) with D = 10 78 84 68 31
Run time (sec) with D = 20 141 154 113 56
Run time (sec) with D = 50 338 386 260 132

D is a parameter for privacy level of the server. 



医療テキストの全文検索
技術の開発

•大きいアルファベットサイズのテキストでも効率よく
扱う事の出来るデータ構造(Claude+2012)と暗号技
術を効果的に組み合わせた手法．

(Sudo et al, in submitting)28

M. Jimbo H. Sudo



実験結果

29

提案手法• は文字種数が増加しても高速に動作する。
文字種数• が1024の時、従来手法と比べおよそ30倍の速度

文字種数• が多いとき通信量が従来手法よりも少なくなる。

シミュレーションデータを用いた実験の結果

シミュレーションデータ : 𝑁 = 10000 Σ = 4, … , 1024 𝑙 = 10

0.1

1

10

100

1000

2 8 32 128 512 2048

実
行

時
間

[S
]

文字種類数 |Σ|

sWM PBWT-sec Naïve

0.1

1

10

100

2 8 32 128 512 2048通
信

量
[M

B
]

文字種類数 |Σ|

sWM PBWT-sec Naïve

提案手法

提案手法

従来手法

従来手法

単純な手法 単純な手法



実験結果

30

タンパク質配列 : 𝑁 = 9826 |Σ| = 21 𝑙 = 10

タンパク質配列のデータを用いた実験の結果

医療データ (ひらがな) : 𝑁 = 77712 |Σ| = 170 𝑙 = 10

医療データ (ひらがな)を用いた実験の結果

サーバ側実行時間 ユーザ側実行時間

提案手法 8.28 秒 2.56 秒

従来手法 12.5秒 1.27 秒

サーバ側実行時間 ユーザ側実行時間

提案手法 75.9 秒 9.32 秒

従来手法 857 秒 9.65 秒

医療データ (漢字)を用いた実験の結果

サーバ側実行時間 ユーザ側実行時間

提案手法 103.7 秒 15.2 秒

従来手法 計測無し (12時間以上)

医療データ (漢字) : 𝑁 =53560   |Σ| = 21207 𝑙 = 10



学習器の安全な利用

決定木の出力を秘匿計算する効率的手法の提案．
ユーザー• は決定木の出力のみを得る

サーバー• は何も情報を得ない

31

学習

H. Sudo



性能評価

32

表 従来手法と提案手法の計算量・通信量(全体)

時間計算量 通信量

提案手法 𝑂(𝑙(𝑛 + 𝑚) + 𝑑𝑁) 𝑂(𝑙(𝑛 + 𝑚) + 𝑑𝑁)

従来手法 𝑂(𝑙(𝑛 + 𝑚) + 2𝑑) 𝑂(𝑙(𝑛 + 𝑚) + 2𝑑)

𝑙, 𝑚, 𝑛はそれぞれビット長,比較回数, 特徴ベクトルの次元



プライバシ保護化合物検索

類似• する化合物を高速に検索する技術を開発．
ユースケースの• 例（特許化合物の検索）：
ユーザーは– 自分の開発している薬が特許化合物と類似し
ているか知りたい．しかし，特許申請中で未公開のものは
調べることができない．

サーバーに– 置いてあるデータは未公開のため，化合物の
構造そのものは外部には公開したくないが，類似している
か否かは教えてもよい．

・・・

？

クエリ

○○個類似

類似している
化合物の個数は？

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Oseltamivir-3D-balls.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Aspirin-B-3D-balls.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/L-ascorbic-acid-3D-balls.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Isoflavone-3D-balls.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/D-glucose-chain-3D-balls.png


ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備事業（ライフデータ解析を用いた健康増進モデル事業）
「ライフデータを用いた健康増進モデル実証事業」

実証事業②
ライフデータの秘密計算技術の社会実装に向けた実証

医療・健康情報の安全な利用に向けた
秘匿検索機能の実証事業

http://www.garuda-alliance.org/



様々な情報解析ツール，DB

を搭載可能．医療・健康情報
解析の現場に広く普及

秘匿検索のベンチマークテス
ト

通常検索と秘匿検索で
のパフォーマンス比率測定

①秘匿検索機能の実装
化合物DB ChEMBLへの
化合物の類似検索

医療・健康情報の安全な利用に向けた秘匿検索機能の実証事業

③秘匿検索機能のプロト実装

層別化された患者群から秘匿
検索への連携

C 情
報
DB

A 解析
ツール

秘匿検索モジュール

検索表示UIモジュール

②秘匿検索

モジュールの
Garuda対応

Static
DB

暗号化の
状態での
類似検索

化合物構造情報

ChEMBL

秘匿検索モジュール

秘匿検索モジュール

統合情報解析プラットフォーム

B 解析
ツール

D 情
報
DB

幅広い利用者層で実証実験可能

シーケンスの部分一致検索
ガジェットを試作

実証実験より技術・制度的
な課題を洗い出す

35

Static
DB DB

健康情報
+ゲノム
データ等

秘匿検索モジュール

秘匿検索モジュール

シーケンス・
モチーフ検索DB

等



化合物類似構造秘匿検索
システム構成
System Structure

研究者
Researcher

DB所有者
DB owner

暗号化されたクエリ
Encrypted query

Encrypted results
暗号化された結果

解読された結果
Decrypted results

暗号化されたデータ上でクエリ
Query over encripted data

ガルーダガジェットからのクエリが
あったことだけを知っている。
Only knows there was a query from
the garuda gadget

クライアント
ガジェット

サーバ

アプリケー
ション

類似度係数
Similarity 
index

Similarity index

化合物構造データ
Compound structure data

化合物の構造データと類似性係数を知っている。
dbの所有者から、1）化合物の構造データと、2）誰が
質問しているということを隠そうとしている。
Knows compound structure and similarity index.
He wants to hide 1) compound structure data and 2) 
fact that he is querying from the db owner.

36



ChemCryptガジェット

① SDF ファイルを入力

② SDF ファイルの構造を表示
(2D/3D)

③構造類似検索
パラメータの設定

④プロトコルの
パラメータの設定

⑤検索対象の
化合物DBを指定

⑦コンソール
検索中のログを表示

← ⑥検索開始ボタン

⑧検索結果表示パネル

37



検索対象の化合物構造DBリスト
Current Databases Integrated in PPQ gadget

データベース 登録化合物数 内容 Status

DrugBank 6,032 FDA-approved small molecule drugs. Working

CTD: The Comparative 

Toxicogenomics

Database

9,502

Compound with curated scientific data describing 

relationship between chemicals, genes, and 

human diseases.

Working

Kinase SARfari 54,189 Compounds with focus on kinases. Working

GPCR SARfari 141,990 Compounds with focus on GPCRs. Working

ChEMBL 1,583,896 Publicly available database. Working

J-GLOBAL NIKKAJI 3,230,122 Publicly available database. Working

SureChEMBL 16,301,180 Database of patented compounds. (Working)*

PubChem 91,413,758 Publicly available database. Not working

(Working)* : because of technical issues pertaining to memory leak SureChEMBL database was divided in 4 parts viz
SureChEMBL-0, SureChEMBL-1, SureChEMBL-2 (5 M compounds each) and SureChEMBL-3( 1.3 M compounds).

38



ChemCrypt検索結果例

クエリーに用いた化合物
クエリー化合物と90％の類似性を有する
化合物の数を見出す秘匿検索の結果

平均検索数: 6,000 ~ 9,000 化合物/秒

Database Compounds # Hit # Time Span (sec)

DrugBank 6,032 1 1

CTD 9,502 2 1

Kinase SARfari 54,189 0 9

GPCR SARfari 141,990 0 17

ChEMBL 1,583,896 7 191

J-GLOBAL NIKKAJI 3,230,122 7 401

SureChembl-0 5,000,000 41 587

SureChembl-1 5,000,000 40 572

SureChembl-2 5,000,000 30 599

SureChembl-3 1,301,180 16 156

39



まとめ

ゲノム• 等をはじめとして，医療分野では多様な個人
情報を扱う．

個人情報• はその扱いの難しさから囲い込みが行わ
れており，データの死蔵化が起きている．

データの• 中身を保護しながらゲノム情報，テキスト情
報などを解析する効率の良い手法を開発し，実証実
験を実施した．
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