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MSV (Metagenome Sample Vocabulary) 
メタゲノムサンプルのメタデータの種類についてのオントロジー 

“salinity” msv:salinity 

“salinity (PSU)” 

msv:concentrationOf 
ChemicalSubstance 

rdfs:subClassOf rdfs:label 

skos:altLabel 

MSVクラス 親MSVクラス 

ラベル名 

Synonym 

・値となるべき語句がカテゴリ名になっている 
　　例）0.1 um、CTACAG、Amylax triacantha 
・カテゴリ名や値がIDや意味不明な文字列 
　　例）Sampling Site ID、BBAY34 
・カテゴリ名と値の両方が意味不明 

カテゴリ名と値の組合せから 
同一の意味と判断したものをグループ化 

MEO	  (Metagenome	  Environmental	  Ontology)	  ver0.6	

微生物の生息環境についてのオントロジー 
　クラス数：782、プロパティ数：19 

大気圏 

地圏 

人間活動環境 

水圏 

生物関連環境 

トリプル数：34,428 

Environmental term 
MEO 

MSVターム 

トリプル数：3,929,815 
メタデータ値の単位 

メタデータ値 
msv:value 

msv:units 

　自然環境、人工環境、生物より単離された菌株のゲノム解析や、メタゲノム解析が 
盛んに行われている。配列データに付随して記述されるメタデータ（特にサンプルを 
取得した環境および、宿主の健康状態のメタデータ）は、微生物の生息環境を表す 
重要な記述である。自らの解析データを他のデータと比較する際、既存のデータの 
選択はメタデータを用いて行われる。しかし、公共データベースでは用語や記述が 
統一されていないため、目的データの探索が困難となっている。 
　本研究では、微生物の生息環境データ探索のため、それぞれの語句の意味や、 
語句間の関係性を表すオントロジーを複数構築した。さらに開発したデータベース 
MicrobeDB.jpの検索システムに利用することとした。 

研究背景と目的 まとめと課題 

各オントロジーの概略と構築手法 

RDF化、MicrobeDB.jpへの実装 

21 has PubMed ID, sample title 
6 altitude, depth 
9 cellNumbers, cellKaryotype 
49 COD, pH 
70 calcium concentration, salinity 
29 humidity, air temperature 
63 sample day, target gene 
37 BMI, age 
8 latitude, longitude 

3 contained ortholog,  MBGD Ortholog Count 

語句を発生部位により分類　　　 

課題 
・地名およびホストとメタゲノムデータのマッピング 
・メタゲノムデータへのマッピング（PDO/CSSO） 
・ヒト以外の他生物の感染症データへの対応 
・メタゲノムデータのメタデータ値、単位の整理（文字列データ、数値データ） 

Disease term 
PDO 

Symptom term 
CSSO 

pdo:hasSymptomOf 

Host 
NCBI Taxonomy ID 

Taxonomy 
NCBI Taxonomy ID 

Bacterial name 

Meta data 
GOLD ID 

Genome data 
GTPS/RefSeq ID 

Gene data 
GTPS/RefSeq ID 

Metagenome data 
SRS ID 

pdo:hasHost 

NCBIからSRSメタデータをダウンロード 

PDO（Pathogenic Disease Ontology） 

CSSO（Clinical Signs and Symptoms Ontology） 

MEO (Metagenome/Microbes Environmental Ontology) ver 0.6 

“Shigellosis” 

PDO_000210 

“Bacillary 
dysentery” 

rdfs:label 

skos:altLabel 

主な感染症（131種）について 
以下のデータベース・辞書を検索 
　　medical dictionary (http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/) 
　　Google scholar検索（case数が多い論文等） 
　　CDC、WHO、難病情報センターのHP 
　　The Gale Encyclopedia of Medicine 
　　Merck manual Home health handbook 
 
→main/commonの単語がついた症状を選択 
→データベース間で共通している症状を選択（1-10種） 
→CSSO語句とマッピング、RDF化 

pdo:mayCaused 
pdo:isRelatedTo 

既存オントロジーを再構築し、新規タームを追加してオントロジーを構築 
　　　　　　ENVO（環境）、NCBI（ホスト）、GAZ（地名）、FMA（臓器） 

整理可能：655　　　 整理困難：284 

整理後の261語句を用いて 
オントロジー構築 

〈オントロジーの構造〉 

メタデータ 
カテゴリ名 

メタデータのカテゴリ検索に対応 

ターム数 クラス例 

〈オントロジーの構造〉 

ヒトの細菌感染症および関連疾病についてのオントロジー 

患者が示す症状についてのオントロジー 

〈オントロジーの構造〉 
PDO 

CSSO 

〈疾病-症状の関連づけ〉 

GOLDデータからメタデータを取得（complete genome） 

BacteriaでDisease記載あり：707 
                 うちHostがヒト：591 

菌株名/菌名で論文検索、疾病語句の表記ゆれ、 
無毒株、日和見感染の別を調査 

pdo:strainType 

Hemorrhagic 
colitis 

Abdominal 
cramp 

Bloody 
diarrhea 

Symptoms 
(CSSO) 

pdo:hasSymptomOf 

症状から関連する疾病、 
微生物の情報を取得可能 

DOID:12385 

Disease 
(PDO) 

疾病の原因菌株：558 
疾病に間接的に関連する菌株：28 
 
日和見感染菌株：71	  
無毒菌株：12 

既存オントロジーを基礎に語句追加、階層を再構築 
疾病語句：Human disease ontology (DOID) 
症状語句：Symptom ontology (SYMP) 

関連度により菌株ー疾病間の 
表現を区別 
 
 

データ解析に有用な情報として表現 

pdo:isAssociatedTo 

“Opportunistic 
infection” 

meo:sampledFromEnv 
meo:sampledFromOrgan 
meo:sampledFromHost 
meo:sampledFromPlace 

pdo:infectiousType 

“Avirulent strain” 
トリプル数：8,809 

5つの大分類 
23の中分類 

UMLS_CUI:C0013
371 

SNOMEDCT_2011
_7_31:36188001 rdfs:seeAlso 

rdfs:seeAlso 

rdfs:seeAlso 

医療系DBとの 
対応関係も表記 
・DOID（PDO） 
・SO（CSSO） 
・SNOMED 
・UMLS など 

疾病関連語句 
による 
検索に対応 

クラス数：266 

クラス数：272 

クラス数：306 

　ゲノム/メタゲノムデータの環境および疾病メタデータに着目し、これらの 
メタデータ検索のため、複数のオントロジー（MEO：生息環境、PDOおよび 
CSSO：疾病）を構築した。 
また、メタデータのカテゴリを記述するオントロジーMSVの構築により、 
メタデータの種類でデータを絞り込むことが可能となった。 
 
さらにこれらのオントロジーを、開発した統合データベースMicrobeDB.jpの 
検索システムに利用することで、同義語検索や推論検索による高度な情報検索 
が実現した。 
 

マッピング例 

〈各データへのマッピングRDFとトリプル数〉 

例）Pseudomonas aeruginosa：Cystic fibrosis（遺伝的疾患）患者に感染 

サンプル
数 

メタデータの
カテゴリー数 

ヒト共生細菌群集 72,236 
(18,224) 

85 

環境共生細菌群集 6,356 
(5,827) 

627 

Age Body 
Habitat 

Body Site Collection Date 
 

Country Disease Stage 

Sample 1 22 Feces 2008 Obese 
Sample 2 Japan 
Sample 3 Intestine 
Sample 4 Skin USA 
Sample 5 1years Gut 2011/8/8 Healthy 

メタデータの記載例 

通常の語句検索ではデータを同時に得られない 

〈各オントロジーを用いた検索例〉 
・PDO/CSSOを用いた検索 

症状 

ゲノム解読済株 

“lake” 

MEO_0000024 

rdfs:label 

“salt lake” 

“Lake” 
“tarn” 

rdfs:subClassOf 

MEO_0000027 

Age  18 
age  3 months 
Salinity (PSU)   32 
sal  1  PSU 
sainity  0.060433 
library vector  pCR 2.1-TOPO 

（前バージョンからの主な変更点） 
・FMA（臓器語句）を追加：203語 
・Synonymを追加：748語 
　　ENVO、類語辞典から引用 
・Definitionを追加 
　　ENVO、wikipedia、辞書から引用 
・マッピング用Propertyを追加（sampledFromEnv, hasExactSynonymなど） 

NCBI、GAZ、FMA部分を削除し、SRSメタデータ（一部）および 
GOLDゲノムメタデータとのマッピングで用いられたタームのみ残して階層を修正 
	

MEO ver 0.1 

SRSメタデータ、論文抽出メタデータ、BRCメタデータとのマッピングで語句を追加 

MEO ver 0.2-0.4 

MEO ver 0.5-0.6 

MEO_0000177 
rdfs:label 

“pond” 

“saline lake” 

rdfs:subClassOf rdfs:label 

A body of water or other 
liquid of considerable size 
contained on a body of land. 

さまざまな環境関連語句 
による検索に対応 
（自然環境、人工環境、生体） 

全菌株：2124 	  

全メタデータカテゴリ：939 	  

メタデータ 
値 

メタデータ 
単位 

グループ化 

グループ化 

ID間の関係性、論文・リンク情報 
サンプリング地の高さ・深さ 
細胞 
化学的記述 

化学物質濃度 
サンプリング環境 
実験条件 
サンプル提供元、ホスト 
緯度・経度 
オーソログ 

hasExactSynonym 

hasNarrowSynonym 

definition 

hasExactSynonym 

メタ16Sサンプル
の平均的な 
系統組成 

メタゲノム 
サンプル 

MEO中で
の位置 

　　meo:pond is_a meo:lake　　　Strain_A mccv:isolation_source meo:pond 
MEO 菌株ーMEOマッピングRDF 

メタゲノムサンプルで 
多いオーソログ 

菌株 

ゲノム解読済株 

・MEOを用いた推論検索 
lake　	

Strain_A pdo:isAssociatedTo 
 [pdo:mayCaused Hemorrhagic colitis] 
 

Hemorrhagic colitis pdo:hasSymptomOf  
Abdominal cramp, Bloody diarrchea 

Hemorrhagic colitis　	

PDO 
PDO-CSSO 
マッピングRDF 

“salina” 
hasRelatedSynonym 
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