
山口敦子1）  大久保克彦2）  呉紅艶1）  櫛田達矢2）  畠中秀樹2） 

  はじめに 

1）情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター 
2）科学技術振興機構 バイオサイエンスデータベースセンター 

セマンティックウェブ技術を用いた 
生命科学系データベースアーカイブのデータ統合 

  検索・解析例 

  検索はこちら 

生命科学系データベースアーカイブとは 
 

 国内のライフサイエンス研究者が生み出したデータセットをわが国の公共財として長期間安定に維持保管するもの 
 2013年10月現在、63件のデータベースを保管中 

データベースの大きさがバラバラ 
データベースの目的や対象がバラバラ 
データベースの記載方法がバラバラ 

セマンティックウェブ技術を用いてデータ統合 

1. データをセマンティックウェブ技術で標準化(RDF化) 
2. 標準化された記述方法をデータに追加(オントロジー等の付与) 

ひとつの検索言語(SPARQL)で複数のデータベースを組み合わせた高度な検索・解析が可能に 

http://dba-rdf.biosciencedbc.jp/sparql 

生命科学系データベースアーカイブSPARQL エンドポイント 

生物種でつなぐ 

化合物でつなぐ 

外部DBとつなぐ 

哺乳類を対象にしたDBを知りたい 
 define input:inference "subClassOf_NCBITaxon" 
 SELECT ?dbname WHERE { 
  ?taxon rdfs:label "Mammalia"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> . 
  ?sub rdfs:subClassOf ?taxon . 
  ?db <http://integbio.jp/dbcatalog/meta#dbcat_taxonomy_id> ?sub . 
  ?db <http://integbio.jp/dbcatalog/meta#dbcat_db_name> ?dbname . 
} 

哺乳類および 
その部分集合を指定 

DBカタログの 
データを検索 

ヒトやマウスなど 
哺乳類のDBの一覧を取得 

α-ツジェンを生体内に含む生物の分類群は？ 
DEFINE input:inference "subClassOf_NCBITaxon" 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX kc: 
<http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/knapsack_core#> 
SELECT (STR(?label) AS ?name) ?total_super 
{ 
  { 
    SELECT ?super (COUNT(?super) AS ?total_super) WHERE { 
      ?knapsackcore kc:metabolite "alpha-Thujene" . 
      ?knapsackcore kc:organism ?org  
      BIND (STRDT(?org, xsd:string) AS ?organism) . 
      ?taxon rdfs:label ?organism . 
      ?taxon rdfs:subClassOf 
<http://purl.obolibrary.org/obo/NCBITaxon_3193> . 
      ?taxon rdfs:subClassOf ?super . 
    } 
    GROUP BY ?super 
  } 
  ?super rdfs:label ?label . 
} 
ORDER BY DESC(?total_super) ?label 

α-ツジェンを生体内に含む生物
種をKNApSAcKから検索 

検索された生物種をすべて包
含する生物分類群を検索 

被子植物(特にムクロ
ジ目)に含まれること
が判明 

ラットを肝細胞肥大させた化合物を含む植物は？ 
SELECT DISTINCT ?o WHERE { 
 ?tggatespatho  <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/open_tggates_pathology#find_type> "Hypertrophy" . 
 ?tggatespatho     <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/open_tggates_pathology#compound_name> ?compoundname . 
 ?tggatesmain <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/open_tggates_main#compound_name> ?compoundname . 
 ?tggatesmain <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/open_tggates_main#chebi> ?chebi . 
 ?knapsackcore <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/knapsack_core#chebi> ?chebi .   
 ?knapsackcore <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/knapsack_core#organism> ?o} 

キョウチクトウ，ヨモギ， 
ツバキなど 

 Synechocystis sp. PCC 6803 の Photosynthesis の
パスウェイ上の遺伝子について，蛍光時系列が似ているも
ののリストが欲しい 

select ?orf1 ?orf2 ?dist_l where{ 
   <http://www.kegg.jp/entry/syn00195> <http://www.genome.jp/linkdb/reverse> ?gene1. 
   BIND( SUBSTR(STR(?gene1), 30) AS ?orf1 ) 
   ?simid <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/fluorome_sim#box1_orf> ?orf1 . 
   ?simid <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/fluorome_sim#box2_orf> ?orf2 . 
   ?simid <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/fluorome_sim#distance_a_low> ?dist_l . 
   BIND (IRI(CONCAT("http://www.kegg.jp/entry/syn:", ?orf2)) AS ?gene2 ) 
   FILTER ( ?orf1 != ?orf2 &&  ?dist_l < 0.2  ) 
   <http://www.kegg.jp/entry/syn00195> <http://www.genome.jp/linkdb/reverse> ?gene2. 
} 

KEGG より当該パス
ウェイの遺伝子を取得 

蛍光時系列が似た遺伝
子をfluoromeより取得 

ラットを肝細胞肥大
させた化合物をOpen 
TG-GATEsから検索 

化合物を含む生物種を
KNApSAcKから検索 

得られた遺伝子群を
KEGG の当該パスウェ
イで絞り込み 
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: KEGG pathway “PHOTOSYNTHESIS”と 
  Fluorome の両方に含まれる遺伝子 
: Fluoromeにおいて，蛍光時系列の類似度が高いと
判定された遺伝子の組 

ササゲに含まれる化合物のターゲットタンパク質を知りたい 
SELECT ?target WHERE { 
  ?ksid  <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/knapsack_core#organism> "Vigna unguiculata". 
  ?ksid <http://togodb.biosciencedbc.jp/togodb/meta/knapsack_core#inchi> ?inchi . 
  SERVICE <http://rdf.farmbio.uu.se/chembl/sparql> { 
      ?molecule <http://www.blueobelisk.org/chemistryblogs/inchi> ?inchi . 
      ?activity <http://rdf.farmbio.uu.se/chembl/onto/#forMolecule> ?molecule . 
      ?activity <http://rdf.farmbio.uu.se/chembl/onto/#onAssay> ?assay . 
      ?assay <http://rdf.farmbio.uu.se/chembl/onto/#hasTarget> ?target . 
  } 
} 

ササゲが含む化合物
をKNApSAcKから
検索 

化合物のターゲット
タンパク質を 
ChEMBL から検索 

NADPH:quinone reductase (マウス)， 
Flap endonuclease 1 (ヒト), 
… 
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