
RDFによるデータベース設計

RDFゲノムデータベースを構成する技術階層

ゲノムデータベースをRDF化する意義

1) UI レイヤー：TogoGenome

2) 可視化レイヤー：TogoStanza

3) API レイヤー（Future Work）

4) 検索レイヤー

5) データレイヤー

目的 背景 付録

結果

TogoGenome/TogoStanza
データ統合と再利用性向上のためのゲノム情報デザイン
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1) UI レイヤー 

2) 可視化レイヤー 

3) API レイヤー  

4) 検索レイヤー  

5) データレイヤー 
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検索結果の統合

HTML + JSON

 SPARQL result

可視化パーツの
組合せ

TogoGenome

Genome RDF

生物環境ビュー・ゲノムビュー・遺伝子
ビューなどのパーツの組み合わせ

URIによる要素アクセス、パーツ用デー
タ生成（JSON）

生物学意味単位ごとの複合クエリ、
分散クエリ(SPARQL 1.1)

RefSeq, GFF, GVF等に互換性の
あるデータモデルとオントロジー

絞り込み、配列検索、IDマッピング
全文検索などのユーザインターフェイス

TogoStanza

http://togogenome.dbcls.jp/<Stanza名>/<ID>.<フォーマット>

PREFIX obo: <http://purl.obolibrary.org/obo/>
PREFIX faldo: <http://biohackathon.org/resource/faldo#>
PREFIX insdc: <http://rdf.insdc.org/>
SELECT DISTINCT ?description ?genename ?aaseq ?location ?begin ?end ?up
WHERE {
 ?s insdc:feature_locus_tag "slr1311" .
 ?s insdc:feature_product ?description .
 ?s insdc:feature_translation ?aaseq .
 ?s insdc:feature_gene ?genename .
 ?s rdfs:seeAlso ?x .
 ?x rdf:type insdc:Protein .
 ?x rdfs:seeAlso ?up .
 ?s faldo:location ?l .
 ?l insdc:location_string ?location .
 ?l faldo:begin ?b .
 ?b faldo:position ?begin .
 ?l faldo:end ?e .
 ?e faldo:position ?end .
 ?s obo:so_part_of+ ?seq .
 ?seq rdf:type ?seqtype .
 ?seq rdfs:seeAlso ?tax .
 ?tax rdfs:label "taxon:1148" .
 ?tax rdf:type insdc:Taxonomy .
 FILTER (?seqtype IN (obo:SO_0000988, obo:SO_0000155))
}

4. Transcript attributes

RDF
DB1

RDF
DB2

RDF
DB3

SPARQL
問い合わせ言語

生物学的な意味単位
再利用可能

     gene            7229..8311
                     /gene="psbA2"
                     /locus_tag="slr1311"
                     /db_xref="GeneID:951890"
     CDS             7229..8311
                     /gene="psbA2"
                     /locus_tag="slr1311"
                     /codon_start=1
                     /transl_table=11
                     /product="photosystem II D1 protein"
                     /protein_id="NP_439906.1"
                     /db_xref="GI:16329178"
                     /db_xref="GeneID:951890"

LOCUS       NC_000911            3573470 bp    DNA     circular BCT 21-DEC-2012
DEFINITION  Synechocystis sp. PCC 6803 chromosome, complete genome.
ACCESSION   NC_000911
VERSION     NC_000911.1  GI:16329170
DBLINK      Project: 57659
            BioProject: PRJNA57659
KEYWORDS    .
SOURCE      Synechocystis sp. PCC 6803
  ORGANISM  Synechocystis sp. PCC 6803
            Bacteria; Cyanobacteria; Chroococcales; Synechocystis.

FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..3573470
                     /organism="Synechocystis sp. PCC 6803"
                     /mol_type="genomic DNA"
                     /strain="PCC 6803"
                     /db_xref="taxon:1148"

リファレンスゲノムデータ RDF

5. 座標アノテーションには FALDO 
オントロジーを使用 

２. 配列アノテーションには 
Sequence オントロジー (SO) を使用 

4. 外部データベースのURIに
identifires.orgを使用

3. FetaureとQualifierには INSDC 
オントロジーを開発

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix obo: <http://purl.obolibrary.org/obo/> .
@prefix faldo: <http://biohackathon.org/resource/faldo#> .
@prefix insdc: <http://ddbj.nig.ac.jp/ontologies/sequence# > .

### SO:chromosome, SO:circular

<urn:uuid:182f171a-7928-4324-8d41-f3e820a872fd>
    rdf:type obo:SO_0000340, obo:SO_0000988 ;
    rdfs:label "Synechocystis sp. PCC 6803 chromosome, complete genome." ;
    insdc:sequence_date "2012-01-19"^^xsd:date ;
    insdc:sequence_length 3573470 ;
    insdc:sequence_version "NC_000911.1" ;
    insdc:source_organism "Synechocystis sp. PCC 6803" ;
    insdc:source_mol_type "genomic DNA" ;
    insdc:source_strain "PCC 6803" ;
    insdc:sequence_fasta <http://togows.dbcls.jp/entry/nucleotide/
NC_000911.1.fasta> ;
    faldo:location <urn:uuid:3b7e843c-bc24-4b63-a1bb-595591ff8e57> ;
    rdfs:seeAlso <http://identifiers.org/bioproject/57659>, 
                 <http://identifiers.org/ncbigi/16329170>, 
                 <http://identifiers.org/pubmed/8590279>, 
                 <http://identifiers.org/pubmed/8905231>, 
                 <http://identifiers.org/pubmed/9724772>, 
                 <http://identifiers.org/refseq/NC_000911.1>, 
                 <http://identifiers.org/taxonomy/1148> .

<urn:uuid:3b7e843c-bc24-4b63-a1bb-595591ff8e57>
    a faldo:Region ;
    faldo:begin <urn:uuid:3c0f2422-67a4-417e-8326-3672b0263e19> ;
    faldo:end <urn:uuid:57d42465-1747-4f64-bb3d-18c43616622c> ;
    insdc:location_string "1..3573470" .

<urn:uuid:3c0f2422-67a4-417e-8326-3672b0263e19>
    a faldo:ExactPosition, faldo:ForwardStrandPosition ;
    faldo:position 1 ;
    faldo:reference <urn:uuid:182f171a-7928-4324-8d41-f3e820a872fd> .

<urn:uuid:57d42465-1747-4f64-bb3d-18c43616622c>
    faldo:position 3573470 ;
    faldo:reference <urn:uuid:182f171a-7928-4324-8d41-f3e820a872fd> ;
    a faldo:ExactPosition, faldo:ForwardStrandPosition .

<http://identifiers.org/bioproject/57659>
    a insdc:BioProject ;
    rdfs:label "BioProject:57659" .

<http://identifiers.org/ncbigi/16329170>
    a insdc:GI ;
    rdfs:label "GI:16329170" .

<http://identifiers.org/pubmed/8590279>
    a insdc:PubMed ;
    rdfs:label "PubMed:8590279" .

<http://identifiers.org/pubmed/8905231>
    a insdc:PubMed ;
    rdfs:label "PubMed:8905231" .

<http://identifiers.org/pubmed/9724772>
    a insdc:PubMed ;
    rdfs:label "PubMed:9724772" .

<http://identifiers.org/taxonomy/1148>
    a insdc:Taxonomy ;
    rdfs:label "taxon:1148" .

<http://identifiers.org/refseq/NC_000911.1>
    a insdc:RefSeq ;
    rdfs:label "RefSeq:NC_000911.1" .

### SO:Gene

<urn:uuid:8683a33d-e496-43da-a4ce-a454faeb228c>
    rdf:type obo:SO_0000704 ;
    rdfs:label "slr1311" ;
    insdc:feature_gene "psbA2" ;
    insdc:feature_locus_tag "slr1311" ;
    faldo:location <urn:uuid:d90ec492-6164-4f68-b47c-d89e19506302> ;
    obo:so_part_of <urn:uuid:182f171a-7928-4324-8d41-f3e820a872fd> ;
    rdfs:seeAlso <http://identifiers.org/ncbigene/951890> .

<urn:uuid:d90ec492-6164-4f68-b47c-d89e19506302>
    a faldo:Region ;
    faldo:begin <urn:uuid:d4ef395d-5117-4843-9837-7a413337931b> ;
    faldo:end <urn:uuid:478522ca-2de7-463f-9138-ce61868ddb0b> ;
    insdc:location_string "7229..8311" .

<urn:uuid:d4ef395d-5117-4843-9837-7a413337931b>
    a faldo:ExactPosition, faldo:ForwardStrandPosition ;
    faldo:position 7229 ;
    faldo:reference <urn:uuid:182f171a-7928-4324-8d41-f3e820a872fd> .

<urn:uuid:478522ca-2de7-463f-9138-ce61868ddb0b>
    a faldo:ExactPosition, faldo:ForwardStrandPosition ;
    faldo:position 8311 ;
    faldo:reference <urn:uuid:182f171a-7928-4324-8d41-f3e820a872fd> .

### SO:CDS

<urn:uuid:aaf399d2-f84a-4feb-a689-966311a3b116>
    a obo:SO_0000316 ;
    rdfs:label "slr1311" ;
    insdc:feature_codon_start 1 ;
    insdc:feature_gene "psbA2" ;
    insdc:feature_locus_tag "slr1311" ;
    insdc:feature_product "photosystem II D1 protein" ;
    insdc:feature_transl_table 11 ;
    faldo:location <urn:uuid:3114165b-ffee-4816-b9bf-811dbbcb9b06> ;
    obo:so_has_part [
        rdf:first <urn:uuid:ec546652-e2fa-4be8-99f3-ee5c5eb76a27> ;
        rdf:rest rdf:nil
    ] ;
    obo:so_part_of <urn:uuid:8683a33d-e496-43da-a4ce-a454faeb228c> ;
    insdc:feature_translation 
"MTTTLQQRESASLWEQFCQWVTSTNNRIYVGWFGTLMIPTLLTATTCFIIAFIAAPPVDIDGIREPVAGSLLYGNNIISG
AVVPSSNAIGLHFYPIWEAASLDEWLYNGGPYQLVVFHFLIGIFCYMGRQWELSYRLGMRPWICVAYSAPVSAATAVFLIY
PIGQGSFSDGMPLGISGTFNFMIVFQAEHNILMHPFHMLGVAGVFGGSLFSAMHGSLVTSSLVRETTEVESQNYGYKFGQE
EETYNIVAAHGYFGRLIFQYASFNNSRSLHFFLGAWPVIGIWFTAMGVSTMAFNLNGFNFNQSILDSQGRVIGTWADVLNR
ANIGFEVMHERNAHNFPLDLASGEQAPVALTAPAVNG" ;
    rdfs:seeAlso <http://identifiers.org/ncbigene/951890>, <http://
identifiers.org/ncbigi/16329178>, <http://identifiers.org/ncbiprotein/
NP_439906.1> .

<urn:uuid:3114165b-ffee-4816-b9bf-811dbbcb9b06>
    a faldo:Region ;
    faldo:begin <urn:uuid:1bbecb99-bd82-4640-9db8-f1e4b1e1dbbe> ;
    faldo:end <urn:uuid:19af97a9-344f-4437-b313-d35eaf8b4ff3> ;
    insdc:location_string "7229..8311" .

<urn:uuid:1bbecb99-bd82-4640-9db8-f1e4b1e1dbbe>
    a faldo:ExactPosition, faldo:ForwardStrandPosition ;
    faldo:position 7229 ;
    faldo:reference <urn:uuid:182f171a-7928-4324-8d41-f3e820a872fd> .

<urn:uuid:19af97a9-344f-4437-b313-d35eaf8b4ff3>
    a faldo:ExactPosition, faldo:ForwardStrandPosition ;
    faldo:position 8311 ;
    faldo:reference <urn:uuid:182f171a-7928-4324-8d41-f3e820a872fd> .

<http://identifiers.org/ncbigene/951890>
    a insdc:Gene ;
    rdfs:label "GeneID:951890" .

<http://identifiers.org/ncbigi/16329178>
    a insdc:GI ;
    rdfs:label "GI:16329178" .

<http://identifiers.org/ncbiprotein/NP_439906.1>
    a insdc:Protein ;
    rdfs:label "Protein:NP_439906.1" .

1. 全ての要素に URI (URL or URN) で ID (UUID) を付与 

1. General summary of organisms
  http://togogenome.dbcls.jp/organism/1148.json
2. General summary
  http://togogenome.dbcls.jp/gene_attributes/1148.json
3. Genomic context
  http://togogenome.dbcls.jp/genomic_region/1148:7229,8311.json
4. Transcript attributes
  http://togogenome.dbcls.jp/transcript_attributes/1148:slr1311.json
5. Protein attributes
  http://togogenome.dbcls.jp/protein_attributes/1148:slr1311.json
6. Protein-protein interactions
  http://togogenome.dbcls.jp/interactions/1148:slr1311.json
    : 

• 生命科学の情報基盤 リファレンスゲノム情報の整備
– 多種多様な知識をゲノム配列上に統合して整理可能

• オミクス実験の高速化技術革新 データ統合が低コスト
– DBセンターや研究機関においてゲノム情報の増加に対応するコスト削減の要求
– 研究者が自分のデータやアノテーションをゲノム基本情報と併せて閲覧したいと
いう要求

• 幅広いユーザ像が設定できる データの網羅性, 均質性, 再利用性
– 生物学者：プログラミングしない
– 生物学者：簡単なプログラミングをする
– 情報生物学者：網羅的で均質なデータを利用する
– データベース管理者：データベースの管理運営をする
– アノテーター：知識をデータベースに付加する

NCBI: BioProject/RefSeq -- 既存のリファレンス配列
DDBJ: Annotation pipeline/GTPS -- 新規ゲノム配列

ゲノム配列

UniProt: Protein functions and links 
Formats: GFF3, GTF, GVF, DAS, BED ... 
Tools: Cufflinks, BLAST, InterProt ...

アノテーション

NCBO: BioPortal, OBO (GO, SO ...)
DBCLS: MEO, GMO, MCCV ...

オントロジー

INSDC, NCBI: SRA, GEO
DBCLS: RefEx, Kusarinoko
GOLD, GSC: 環境メタデータ
Bulk data: 文献, 画像 ...

実験・メタデータ

db:organism_id

db:sequence_id

db:gene_id

db:transcript_id

db:exon_id

db:generic_id

db:protein_id

db:ncRNA_id

db:tss_id, db:tes_id

ncRNA

tRNA rRNA

NCBI BioProject ID, Taxonomy ID

SO:chromosome, contig etc.

SO:gene

SO:transcript

SO:exon

SO:region

SO:TSS, TES

UP:Protein

SO:rRNA, tRNA etc.

→URI によるゲノム情報要素の識別とオントロジーの利用

rdfs:label, taxonomy, statistics, references etc.

UniProtのRDFモデルを利用
したタンパク質機能アノテー
ション

テーブル型スタンザ
地理情報スタンザ

棒グラフスタンザ

新規オントロジーを開発してRDFデータをつなげる

ゲノムRDFデータモデルの構造

{
  "genename": "psbA2",

 "description": "photosystem II D1 protein",
 "nucseq": "tcaagatcttccattatgtattcacgaaatttctcaaagga...",
 "location": "7229..8311",
 "location_start": 7229,
 "location_end": 8311,

       :
}

生育環境 生物種 遺伝子

大量のゲノム情報や実験データは、ゲノム配列の位置情報上に集約されている。ゲ
ノムデータベースは、様々なデータソースを統合するプラットフォームとして、世
界中で繰り返し開発されている。ゲノムデータベースを構成するパーツの再利用性
を高めることで、データベース開発のコストが下がり、研究の情報基盤整備が加速
されることが期待される。

既存 DB モデルの利点
・運用実績

・豊富なソリューション

・スケーラビリティ

既存 DB モデルの欠点
・初期スキーマ設計が大変

・設計変更も大変

・新データへの対応が困難

・Semantics なし

RDF モデルの利点
・高い拡張性

・W3C による標準仕様

・共通の RDF データ構造

・ID (URI) がグローバル

・分散検索に対応

・Semantics あり

　・データの意味が明確

ゲノムの配列情報と多種多様なアノテーション
データを個別のコンバータを開発するなどして 
RDF 形式に変換し一元的（もしくは分散 SPARQL
エンドポイント）に統合

各 Stanza をつくるために必要なデータを分散した RDF データ
ベースから取得するための問い合わせ文を設計する
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NCBI
Taxonomy

mccv:Strain

mccv:Culture gmo:Medium

RefSeq

pH

gmo:Constituent

PubChem

ChEBI

SNOMED

NCIt

Temperature

'

UniProt

生育環境情報
物理化学パラメータ情報

化合物情報

塩基配列情報アミノ酸配列情報

菌株情報

TogoGenome

ゲノム情報

系統情報

培地情報

SRS entry

meo:Habitat

GOLD entry

ゲノムメタ情報メタゲノム
メタ情報

生育場所

微生物・メタゲノム統合化推進グループとの協同開発　→ ポスター 17, 18, 19

微生物・メタゲノム統合化推進グループとの協同開発　→ ポスター 16, 20

微生物・メタゲノム統合化推進グループとの協同開発　→ ポスター16, 20

ゲノムRDFデータモデル開発とRDF化

パーツ（Stanza）を組み合わせてさまざまな概念のページを作成可能　→　付録参照

TogoStanzaを組み合わせて構成した
TogoGenomeの遺伝子ページの例

データレイヤーのモデル化と整備

オントロジーの知識構造を利用した絞り込み検索の例

絞り込み、配列、IDマッピングなど多様な検索手法を提供

ライフサイエンス分野のオントロジー
を絞り込み検索に適応する際の問題点
・オントロジーのサイズが大きい

・階層性が深い

1. 複数の大規模なオントロジーの高速読み込み 

　システムの開発

 ・オントロジーデータの非同期的な読み込み

 ・ユーザー行動を予測してデータの先読み

 ・データのキャッシュ

2.  検索を支援するユーザインターフェイス

 ・インクリメンタルサーチ

 ・ライブサジェスト

 ・オートコンプリート

典型的なゲノムデータベースを構成するパーツ（Stanza）の調査および整理

典型的なスタンザの例
1. General summary of organisms
2. General summary of a gene
3. Genomic context
4. Transcript attributes
5. Protein attributes
6. Protein-protein interactions
7. Visual annotation format
8. Table annotation format
9. Homologs (in NR)
10.Homologs (in selected orgs)
11.Gene annotation (GO etc.)
12.References
13.External links
14.Mutants
15.Revision history
16.API

+
生物環境・メタゲノム・遺伝子発現・
ゲノム変異・疾病・比較ゲノム解析・
進化系統など、様々なファセットに
対応した新規スタンザのデザイン

数行のコードを記述するだけで
任意のStanzaを自分のWebページで
再利用できる

対応するStanzaに必要なデータが
JSON形式取得できる

可視化までのデータのながれ

散布図型スタンザ

RDF化の課題
データ変換
→ 各種形式に対応

→ クレンジング

→ Semantics 付与

→ 要ツール開発

URI 設計
→ リソースURI や
　RESTful な Cool URL 
　を推奨
→ UUID の使用で
　グローバルかつ
　ユニークなIDを
　ローカルに生成

オントロジー
→ 不足

→ 要ガイドライン

{
  "genename": "psbA2",

 "description": "photosystem II D1 protein",
 "nucseq": "tcaagatcttccattatgtattcacgaaatttctcaaagga...",
 "location": "7229..8311",
 "location_start": 7229,
 "location_end": 8311,

       :
}

PREFIX obo: <http://purl.obolibrary.org/obo/>
PREFIX faldo: <http://biohackathon.org/resource/faldo#>
PREFIX insdc: <http://rdf.insdc.org/>
SELECT DISTINCT ?description ?genename ?nucseq ?location ?begin ?end ?up
WHERE {
 ?s insdc:feature_locus_tag "slr1311" .
 ?s insdc:feature_product ?description .
 ?s insdc:feature_translation ?nucseq .
 ?s insdc:feature_gene ?genename .

HTML

REST API

SPARQL

AJAX

検索結果の統合

RDF問合せ

HTML + JSON

可視化パーツの
組合せ

http://togogenome.dbcls.jp/nucleotide_attributes/1148:slr1311.json

2) 可視化レイヤー 

3) API レイヤー  

4) 検索レイヤー  

STANZA

STANZA

STANZA

<script src="http://togogenome.org/assets/stanza.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/assets/stanza.js" type="text/javascript"></script>
<div data-stanza-gene-id='slr1311' data-stanza-tax-id='1111708' data-stanza='http://togogenome.org/stanza/protein_attributes'></div>
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