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概要

日本語コンテンツに対する
　　　　　　　セマンティックウェブ技術の適用

DBCLSでは生命科学分野における日本語のWebコンテンツを発信している ( ポスター 3参照 )。
 ・新着論文レビュー
 ・領域融合レビュー
また、生命科学分野の専門用語を対象とした日英対訳やシソーラスなどを収めたライフサイエンス
辞書をセマンティックウェブ技術で利用し易い RDFデータとして公開している。
一方で、英語主体の生命科学系データベースが RDFデータとして公開されている。
 ・UniProt

 ・ChEMBL

 ・Orphadata

セマンティックウェブ技術は言語横断的なサービスを効率良く開発できると考えられる。
従い、当該技術を用いて、日本語を母国語とする研究者が日本語で自身の研究に関する知識を効率
良く取得できるようなサービスの研究開発を進めている。

今後の予定

新着論文レビュー

RDFを用いた構造化

セマンティックウェブ技術

結果

トップジャーナルに掲載された日本人を著者とする生命科学分野の論文について，
論文の著者自身の執筆による日本語のレビューを，
だれでも自由に閲覧・利用できるよう，いち早く公開。
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http://dbpedia.org/resource/Cat

http://ja.dbpedia.org/resource/ネコ
http://ar.dbpedia.org/resource/طق

http://purl.jp/bio/10/lsd/term/J020883

全ての概念 ( もの、こと ) を URI や文字列で表現。
一つの概念を表す方法は複数あって良い。
言語に非依存。
概念間の関係を、RDF( 主語、述語、目的語 ) で表現する。

http://bioonto.de/mesh.owl#D002415

"ネコ"@ja

"Cat"@en

http://wordnet.jp/ja11/instances/synset-cat-noun-1

ar@"طق"

ネコはほ乳類です。
<http://dbpedia.org/resource/Cat> <http://dbpedia.org/ontology/class> <http://dbpedia.org/resource/Mammal> .

ほ乳類は動物です。
<http://dbpedia.org/resource/Mammal> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://umbel.org/umbel/rc/Animal> .

ライフサイエンス辞書 (LSD)
ライフサイエンス辞書プロジェクトによる言語資源
日英対訳やシソーラス、MeSHとの関係などを収録
適宜 (隔年程度 ?) 更新
日本語 125,061語、英語 111,518 語

様々な言語での表現

全て、「ネコ」という生き物を示すURI

Medical Subject Headings (MeSH)
米国 National Library of Medicine によるシソーラス
PubMed/MEDLINE 検索向け
毎年更新、言語は英語
概念数は 27,149

MeSH

RDF化されている言語資源

これまで : MeSH、LSD共に RDF化されている

そこで : 　MeSHと LSDを結ぶリンクを生成する

更に : 　　LSDと新着論文レビューの記事を紐付けるために各記事を RDFにより構造化する

その結果 : MeSHの概念階層を利用した、日本語によるディレクトリ型の検索システムを構築する

記事の取得
記事構造の抽出
文の認識と形態素解析、チャンキング
チャンク／形態素単位での LSDターム認識
RDF化
Webアプリ化

http://navi.first.lifesciencedb.jp/

<http://purl.jp/bio/10/lsd/mesh/D002415>
  <http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs> <http://bioonto.de/mesh.owl#D002415> .

LSDの http://purl.jp/bio/10/lsd/mesh/D002415はMeSHの
      http://bioonto.de/mesh.owl#D002415と同じです。

MeSHと LSDを結ぶリンクを生成する

http://purl.jp/bio/10/lsd/mesh/D002415

http://bioonto.de/mesh.owl#D002415

http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs

グラフで表現 : 主語、目的語をノードとし、述語をそれらを結ぶエッジとして表現する。

新着論文レビューの記事を RDFにより構造化する

Web::Scraper

Kuromoji
Text::Scan
RDF::Trine
Virtuoso
TogoStanza

Perl

Perl
Perl

Java

Ruby
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凡例

合計トリプル数 : 49,152,199

総記事数 : 705

延べ認識語数 : 539,072

異なり認識語数 : 14,950

高頻度語 :

 細胞、遺伝子、発現、...

生成 RDFデータの一部

検索インターフェース例

生成データは下記 ftp サイトから取得
可能です。

ftp://ftp.dbcls.jp/afara

利用既存語彙 :
DCMI Metadata Terms (dcterms)

The Bibliographic Ontology (bibo)

The Document Components Ontology (doco)

Annotation Ontology (ao)

Annotation Ontology FOAF (aof)

Provenance Ontology (pav)

MeSH とは異なる生命科学系言語資源の構築と適用
インターフェースの改善
検索の効率化
Dereferenceable URIで得られるデータの修正
LSDを介した様々なデータベースへのリンク
( 日英 DBpediaや Orphanetへは実施済 )

再利用しやすい CC BY での公開

アルバイト募集中です。勤務地は柏の葉キャンパス駅前。
@yayamamo / yy@dbcls.rois.ac.jp
までお願いします。

主語

述語
目的語

SPARQL エンドポイント

http://navi.first.lifesciencedb.jp/lodestar/sparql

STANZA

記事数の着実な増加が見込まれる
効率良く記事を探したい
広い生命科学分野の様々な概念と記事を紐付けたい

背景と目的

公開開始 4年で既に 700 を超える記事が公開されている。

https://twitter.com/first_author/status/5099886110982840322014 年 9 月 11 日

RDF: Resource Description Framework
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