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(A) 他データベースのリンク情報により
関連付けられる菌株とタクソノミー

(B) 配列検索により関連付けられる菌株
とタクソノミー

(C) 生物種名の類似性で関連付けられる菌株
とタクソノミー

Virtuoso/OWLIM
Triplestore server 

Genome RDF data
ゲノム・遺伝子配列／座標基盤情報

タンパク配列・アノテーション基盤情報

スタンザの生成
（裏でSPARQLによる問い合わせ発

LinkDB
未定

EdgeStore β
DBエントリーのリンク基盤情報

MEO
メタゲノム・ゲノム環境オントロジー

マニュアルマッピング

ゲノムメタ情報
菌株情報

MCCV <MCL@
菌株情報記述言語

構築中

GMO
培地オントロジー

構築中
菌株とTaxonomyとの関連付け

ruby bin/sparql.rb query "
SELECT ?taxid ?nbrc ?low_tmp ?high_tmp ?species
WHERE {
  GRAPH <http://dbcls.rois.ac.jp/lsdb/> {
    ?taxid ?p ?nbrc .
    ?nbrc <http://purl.jp/bio/10/mccv/minimalGrowthTemperature> ?low_tmp .
    ?nbrc <http://purl.jp/bio/10/mccv/maximalGrowthTemperature> ?high_tmp .
    FILTER ( REGEX(?taxid, 'ncbi', 'i') && (?low_tmp > 30) && (?high_tmp < 100) )
  }
  GRAPH <http://genome.db/> {
    ?s1 ?p1 ?taxid .
    ?s1 <http://genome.db/sw/organism> ?species .
  }
} LIMIT 100" SPARQLthon 1 (10/30-31), 2 (11/14) での例 

培養温度30℃以上, 100℃以下の菌株について、NCBI Taonomy と 
NBRC No および、生物種名をGenomeRDFから取得せよGTPS

CyanoBase NCBI Gene

MPO
微生物表現型オントロジー

自動マッピング

ゲノムメタ情報

エントリーIDを対応付けたLOD

微生物データ統合を目指した
オントロジーの開発
◯川島秀一1  岡本忍1  片山俊明1  藤澤貴智2  森宙史3
(1) ライフサイエンス統合データベースセンター (2) 国立遺伝学研究所 (3) 東京工業大学大学院生命理工学研究科

DBCLSでは、生命科学分野にこれまで蓄積されてきた大量データに対して、メタデータの付与、フォー
マットや用語の統一等を行うことで再構築し、利用者がより効率的にデータを活用できる環境の構築に取
り組んでいる。具体的には、実証実験として細菌を中心とした微生物に焦点を絞り、既存データのLinked 
Open Data (LOD) 化や、そのために必要なオントロジーの整備を行い、この目標を実現しようとしてい
る。
本発表では、昨年度から開発を始めた、Microbial Culture Collection Vocabulary (MCCV) と、Microbial 
Phenotype Ontology（MPO）に関して報告する。生物リソース・センターでは、保存している菌株に関し
て、菌株名や対応するタクソノミーID、分離源、来歴、生育温度等の情報を整理しているが、MCCVは、
そのような菌株データを記述するためのオントロジーである。MPOは、微生物の表現型を記述するための
オントロジーで、Genome Online Database のようなデータベースや、研究論文に記載された、表現型情
報のLOD化の際に利用することを想定している。菌株情報、表現型情報ともに、統制された語彙で記述し
LOD化することで、ゲノム情報のLODと統合することができ、高度なゲノム情報検索が可能になると考えて
いる。

要旨

Organism information

Genome project information

External Links

Sequencing information

Environmental metadata

Host metadata

Organism metadata

学名・株名等

ステータス・連絡先等

外部データベースへのリンク

シーケンシング手法・ベクター・アセンブル
手法・染色体数等

分離源・地理情報・緯度経度等

宿主の系統分類・性別・年齢・種族等

生物のメタ情報（表現型情報等）

GOLD ontology

MEO/EnvO/GAZETTEER

LinkDB/EdgeStore

Taxonomy/MCCV

Taxonomy

GOLD ontology

MPO/PDO/CSSO/
MEO/EnvO

GMO: Growth Medium Ontology の開発

DB統合の現状

MCCV: Microbial Culture Collection Vocabularyの開発

菌株リソース・センターの菌株データをRDF化するために必要なオントロジーMCCV（Microbial Culture Collection Vocabrary）
を開発した（BioPortalにサブミット済）。例として上図には、MCCVの中の、菌株データを菌株IDとタクソノミーIDを対応付け
るための語彙の構造を示した。我々のプロジェクトでは、RefSeq 等のゲノムデータと、各種メタデータとの統合を重視している
ため、このような語彙は重要である。

NBDCとJCMの微生物培養培地の情報から、培地の内容を記述するオントロジーを開発した。両センターの培地情報
（1,575培地）から、1,677種の培地成分を抽出、最終的に691種の培地の成分を整理し、オントロジーの語彙（OWL 
Class）とした。それぞれの培地成分には、アノテーションとして、対応する、MESH、SNOMED、PubChem、
CHIBI、Wikipedia 等のURIをリンクした。さらに成分ごとに、Defined （化学化合物等）/ Undefined （エキス等の天然
物由来成分）に分類した。これにより各培地を自動的に合成培地か半合成／天然培地かを判別できるようになった。

MPO: Microbial Phenotype Ontology の開発

オントロジーの活用例

上図は、GOLDエントリーの7セクションに記載されている情報をRDF化するにあ
たって、利用できるオントロジーを記載した。MPO（Microbial Phenotype 
Ontology）は、現在は、主としてOrganism metadata に記載されている生物メタ情報
のうち、表現型に関する情報を記述するために開発している。

MPO 最上位階層とGrowth 
関連およびCell arrangement 
関連のオントロジー

TogoGenomeのオーガニズムビューでは、MPOおよびGMOを
利用した、各微生物の表現型および、培養培地の情報を表示す
るスタンザが閲覧できる。また、遺伝子ビューで表示される
Pfamプロットスタンザでは、プロットされる点（各生物種）
に、選択した表現型情報を、色をつけることでマップすること
ができる。

MPOは、現在クラス数が
157。 GOLDの情報から、
29,726 トリプル (taxonomy 
ID と表現型の関係を記述し
たトリプルの数)を生成した

NCBI や StrainInfo と
いったデータベースの
記述をそのまま利用

菌株名とタクソノミーDB
に記載された種名を文字
列比較。様々な比較の
ルールが考えられる

16S rRNA 等の配列
データをクエリーとし
てDB検索を行う

657 media

918 media

735 terms

942 terms

691 terms / 691 GMO ID

:GMO_001109
      rdf:type owl:Class ;
      rdfs:label "Sodium citrate"@en ;
      rdfs:seeAlso ndf:N0000145851 ,
                   snomed:412546005 ,
                   chebi:CHEBI_53258 , # Link to CHEBI
                   pubchem:6224 , # Link to Pubchem
                   mesh:C102006 ,
                   rxnorm:56466 ,
                   wikipedia:Sodium_citrate ,
                   ncit:Sodium_Citrate ;
      rdfs:subClassOf :GMO_000017 , # Defined simple ingredient
                      :GMO_000006 ; # Organic compound
      skos:prefLabel "Sodium citrate"@en .

657 media
108 defined media
540 undefined media

培地スタンザ

表現型スタンザ

Pfamプロットスタンザ
生物種がプロットされている。横軸はゲノムサイズ、
縦軸は、PINドメインの数。生育温度域による生物分類
を色でマップしている。


