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RDFゲノム：セマンティックウェブによる
リファレンスとしてのゲノム知識基盤の構築

片山俊明[1]・岡本忍[1]・川島秀一[1]・藤澤貴智[2]・森宙史[3]

3 東京工業大学大学院生命理工学研究科ゲノム情報があらゆる生物医学研究の基盤となって久しいが、次世代シーケンサによる大量配列情
報が近い将来にラボや個人のレベルでも次々と生産されるようになることは間違いない。現状でも
メタゲノム研究やコホート研究などで得られる大量の配列からどのように結果を解釈できるかが問
われており、既存の知識を集積した共通基盤としてのデータベース整備と、その利用のためのイン
ターフェイス開発が急務といえる。NCBIやEBIによるゲノムデータベースの他、ヒトやモデル生物
のためのUCSCやGMODをはじめとした個別のデータベースが乱立する中で、今後ますます必要と
される統一的なリファレンスとしての知識基盤を借り物のデータベースで賄うことは困難である。
ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS)ではDDBJと連携して、ゲノム情報と関連情
報の RDFによるモデルの標準化を推進し、再利用可能で高度な検索レポートシステムの構築、アノ
テーションシステムの開発を目指している。今後は国内外の研究コミュニティやBioHackathonに
よる国際連携などを通じて、将来にわたって世界的にも利用される次世代のゲノムデータベースと
ツール開発を行い、微生物からヒトまで研究者や一般の利用者が配列データを容易に解釈できるプ
ラットフォームを構築したい。
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Functional annotations and links by UniProt model

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

Genome sequences

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

Ontologies

NCBO: BioPortal, OBO (GO, SO, ...)
DBCLS: MEO, CMO
GOLD: Environmental metadata

Samples and metadata

INSDC, NCBI: SRA, GEO
DBCLS: RefEx, Kusarinoko
Bulk data: Literatures, Images, ...

Annotations

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

RDFによるデータベース設計

•全てのオブジェクトに URI (URL or URN) で ID (UUID) を付与
•配列アノテーションには Sequence オントロジー (SO) を使用
•座標アノテーションには FALDO オントロジーを使用
•機能アノテーションには UniProt オントロジーを使用

URI によるオブジェクトの識別とオントロジー

要旨

DBCLS/DDBJ 連携によるデータレイヤーの整備とモデル化

ゲノムデータベースの要素ごとに再利用可能なパーツ（スタンザ）を提供

既存 DB モデルの利点
• これまでの運用実績
• 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
• 設計変更もまた大変
• 新データへの対応が困難
• Semantics がない

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 つき

• データの意味が明確

RDFゲノムデータベースを構成する技術階層

Facet UI

Report HTML

REST API

SPARQL

RDF データレイヤー ← GFF3/DAS, RefSeq 等に互換性のあるモデルとオントロジー

検索レイヤー ← スタンザ用の複合クエリ、分散クエリ (SPARQL 1.1)

API レイヤー ← PURL による要素アクセス、スタンザ用 JSON データ生成

可視化レイヤー ← 生物環境ビュー・ゲノムビュー・遺伝子ビューなどのスタンザ

ウェブレイヤー ← 検索インターフェース、ファセットブラウザ、統計情報サマリー

リファレンスゲノムデータの RDF 化

現状と今後の計画

•済：GTPS と UniProt の RDF データを利用したプロトタイプ開発 (H23年度)
•済：国際会議 BioHackathon で座標情報のオントロジー FALDO を策定 (H24年度)
•済：微生物ゲノム DB 用に全ゲノムの RefSeq エントリ RDF 変換を完了 (42GB, 4億トリプル)
•中：スパコンを活用したトリプルストアでのスケーラブルな運用と更新体制 (DDBJ 連携)
•中：他のデータソースやツール出力の RDF 化とインポート (BioHackathon, Open Bio* 国際連携)
•中：SPARQL 開発、API 開発、スタンザ開発 (DBCLS, DDBJ, 東工大, ベンダー 連携)
•未：ユースケースに応じたコレまでにない柔軟な UI とファセットブラウザの提供 (国内各研究機関連携)

再利用可能な HTML/CSS テンプレートに REST API で JSON データをインジェクション

アプリ開発(に必要な情報基盤)
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RDFによるデータ統合

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

毎秒10億個のUUIDを100年間生成し続けても
同じIDが１つ生じる確率は 50% くらいだとか

Chromosome 7
1501717 bp1 bp

PfCRT

459003 bp
(A→C)

Plasmodium falciparum

X

NCBI BioProject ID, Taxonomy ID

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix obo: <http://purl.obolibrary.org/obo/> .
@prefix faldo: <http://biohackathon.org/faldo/> .
@prefix genome: <http://purl.jp/bio/10/genome/> .

# Chromosome 7
<urn:uuid:25dce279-29b5-4da9-a2e7-54dd9ad22726>
    rdf:type obo:SO_0000340, obo:SO_0000987 ;  # SO:chromosome, SO:linear
    rdfs:label "Chromosome 7" ;
    rdfs:comment "Plasmodium falciparum 3D7 chromosome 7." ;
    genome:organism "Plasmodium falciparum 3D7" ;
    genome:taxid 36329 ;
    genome:molecular_type "genomic DNA" ;
    genome:feature_chromosome 7 ;
    genome:feature_isolate "3D7" ;
    genome:version "NC_004328.2" ;
    genome:length 1501717 ;
    genome:location <urn:uuid:ebba4863-51c9-4a8e-ae6a-bf5539fb95b9> ;
    genome:sequence <http://togows.dbcls.jp/entry/ncbi-nucleotide/NC_004328.2.fasta> ;
    dcterms:modified "2010-07-29"^^xsd:date ;
    rdfs:seeAlso <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/148>, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/296004920>,
      <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_004328.2>, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/36329> .

# PfCRT gene
<urn:uuid:639bd602-f49c-4158-b6f3-2ace4108df37>
    rdf:type obo:SO_0000704 ;  # SO:gene
    rdfs:label "MAL7P1.27" ;
    dcterms:isPartOf <urn:uuid:25dce279-29b5-4da9-a2e7-54dd9ad22726> ;  # Chromosome 7
    genome:feature_locus_tag "MAL7P1.27" ;
    genome:feature_gene "PfCRT" ;
    genome:feature_gene_synonym "CRT; digestive vacuole transmembrane protein" ;
    genome:feature_db_xref "GeneID:2655199" ;
    genome:location <urn:uuid:35b042a7-3431-422e-87c5-c3bccfad2b63> .

# PfCRT CDS
<urn:uuid:0a1e50c6-4206-4713-963c-c3390fc774c3>
    rdf:type obo:SO_0000316 ;  # SO:CDS
    rdfs:label "MAL7P1.27" .
    dcterms:isPartOf <urn:uuid:639bd602-f49c-4158-b6f3-2ace4108df37> ;  # PfCRT gene
    genome:feature_locus_tag "MAL7P1.27" ;
    genome:feature_gene "PfCRT" ;
    genome:feature_gene_synonym "CRT; digestive vacuole transmembrane protein" ;
    genome:feature_protein_id "XP_001349004.1" ;
    genome:feature_db_xref "GI:124511742", "GeneID:2655199", "InterPro:IPR017258", "UniProtKB/TrEMBL:Q8IBZ9" ;
    genome:feature_codon_start 1 ;
    genome:join (<urn:uuid:97b19e4d-c892-4530-af5b-1efc41225510> <urn:uuid:075644f9-5f06-4856-a5b2-4a63beb88245>
      <urn:uuid:9c8bca16-ecf2-48b7-8cbc-3b8194a29251> <urn:uuid:df9c752d-def4-4d76-aa6d-1d3f80fa5b98>
      <urn:uuid:45ccaf74-3d32-4a0b-b05d-3725596b3702> <urn:uuid:6130ed88-476c-4d4a-b8f9-99f64acad334>
      <urn:uuid:20130183-7706-4b83-9fd6-0be1213e24ff> <urn:uuid:a8344710-455a-4aff-8ec4-2e6152cd12f7>
      <urn:uuid:18d939c9-1fa4-4661-8175-51747bc83507> <urn:uuid:295591d0-d9b2-441c-bf90-8089adf192c2>
      <urn:uuid:0823c1fe-bee1-4b50-bc4d-3dfcea45ea7f> <urn:uuid:153734ed-6602-4311-81c2-ced4b0b48237>
      <urn:uuid:c50e6fa1-5910-4400-8545-cbae247dbf47>) ;
    genome:location <urn:uuid:01f3a780-1d38-46f3-bc95-7374ad7894c4> .

# PfCRT CDS location
<urn:uuid:01f3a780-1d38-46f3-bc95-7374ad7894c4>
    faldo:end <urn:uuid:d32b7a10-1d76-4b28-a8b8-48ed466ae668> ;
    faldo:start <urn:uuid:7b9f367e-8822-4eed-ab83-5a3566fc2465> ;
    genome:position "join(458600..458690,458868..459136,459316..459488,459661..459793,459947..460018, ...

# exon 1
<urn:uuid:97b19e4d-c892-4530-af5b-1efc41225510>
    rdfs:type obo:SO_0000147 ;  # SO:exon
    dcterms:isPartOf <urn:uuid:01f3a780-1d38-46f3-bc95-7374ad7894c4> ;  # PfCRT CDS location
    faldo:start <urn:uuid:7d595051-3e6d-4868-829e-4322578efc64> ;
    faldo:end <urn:uuid:7fb5ec47-f160-4542-b064-5c892f929f9a> .

# exon 1 start
<urn:uuid:7d595051-3e6d-4868-829e-4322578efc64>
    rdf:type faldo:ExactlyKnownPosition, faldo:ForwardStrandPosition ;
    faldo:position 458600 ;
    faldo:reference <urn:uuid:25dce279-29b5-4da9-a2e7-54dd9ad22726> .  # Chromosome 7

# exon 1 end
<urn:uuid:7fb5ec47-f160-4542-b064-5c892f929f9a>
    rdf:type faldo:ExactlyKnownPosition, faldo:ForwardStrandPosition ;
    faldo:position 458690 ;
    faldo:reference <urn:uuid:25dce279-29b5-4da9-a2e7-54dd9ad22726> .  # Chromosome 7
 :

•DB 間は分散 SPARQL クエリによるバーチャルな統合
•RDF データ間は URI によるリンクが結合
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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
→ リソースや REST

　 Cool URL 希望
→ 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
→ まだまだ不足
→ 要ガイドライン

LOCUS       NC_004328            1501717 bp    DNA     linear   INV 29-JUL-2010
DEFINITION  Plasmodium falciparum 3D7 chromosome 7.
ACCESSION   NC_004328
VERSION     NC_004328.2  GI:296004920
DBLINK      Project: 148
            BioProject: PRJNA148
KEYWORDS    complete genome.
SOURCE      Plasmodium falciparum 3D7
  ORGANISM  Plasmodium falciparum 3D7
            Eukaryota; Alveolata; Apicomplexa; Aconoidasida; Haemosporida;
            Plasmodium; Plasmodium (Laverania).
  :
FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..1501717
                     /organism="Plasmodium falciparum 3D7"
                     /mol_type="genomic DNA"
                     /isolate="3D7"
                     /db_xref="taxon:36329"
                     /chromosome="7"
  :
     gene            458600..461695
                     /gene="PfCRT"
                     /locus_tag="MAL7P1.27"
                     /gene_synonym="CRT; digestive vacuole transmembrane
                     protein"
                     /db_xref="GeneID:2655199"
     CDS             join(458600..458690,458868..459136,459316..459488,
                     459661..459793,459947..460018,460142..460217,
                     460314..460396,460524..460574,460712..460768,
                     460917..461009,461203..461247,461395..461449,
                     461619..461695)
                     /gene="PfCRT"
                     /locus_tag="MAL7P1.27"
                     /gene_synonym="CRT; digestive vacuole transmembrane
                     protein"
                     /codon_start=1
                     /protein_id="XP_001349004.1"
                     /db_xref="GI:124511742"
                     /db_xref="InterPro:IPR017258"
                     /db_xref="UniProtKB/TrEMBL:Q8IBZ9"
                     /db_xref="GeneID:2655199"
  :
ORIGIN      
        1 tgaaccctga accctaaacc ctgaacccta aaccctaaac cctgaaccct aaaccctaaa
       61 ccctgaaccc taaaccctga accctaaacc ctaaacccta aaccctaaac cctgaaccct
      121 aaacctaaac cctgaaccct aaaccctaaa ccctaaaccc taaaccctaa accctaaacc
  :

RefSeqデータ変換の例
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