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我々は文部科学省委託研究開発事業・ライフサイエンス統合データベースプロジェクトや我々は文部科学省委託研究開発事業・ライフサイエンス統合データベースプロジェクトや
統合を推進している。この活動の中で我々は、疾患に関連した２つのデータベース「Glyco
（PACDB）」を構築し、2010年から公開している。

近年、World Wide Web上のデータに意味を持たせ、連携を容易にする事ができるセマンティック近年、World Wide Web上のデータに意味を持たせ、連携を容易にする事ができるセマンティック
れている。我々は、セマンティックWebに対応する事で、オントロジーや語彙の共有、関連オントロジーとの連結が可能
データベースのオントロジー開発を進める事とした。また、本来のデータベースのデータを更に理解しやすいように、オントロジーの階層を表示したデータベースのオントロジー開発を進める事とした。また、本来のデータベースのデータを更に理解しやすいように、オントロジーの階層を表示した
糖鎖関連疾患のオントロジー自体の検索や階層構造の閲覧が簡単に出来るユーザインタフェースを公開する事とした

今回、糖鎖研究側からの観点に重点を置いてGGDontoとPAContoの２つのオントロジーを構築すると共
たっては、NBDCの統合化推進プログラムで多く利用されている「TogoStanza」や「Exhibitsたっては、NBDCの統合化推進プログラムで多く利用されている「TogoStanza」や「Exhibits
性や開発効率の向上を行った。

糖鎖研究者側からの観点により、疾患・
ンパク質に関する情報を体系付けて整理し、糖鎖関連疾
患のオントロジーを構築した。

産総研・糖鎖センターが公開しているデータベース：
GDGDB - Glyco-Disease Genes Database 患のオントロジーを構築した。

本オントロジーの構築には、

セマンティックWeb技術を使用した

GDGDB - Glyco-Disease Genes Database

PACDB - Pathogen Adherence to Carbohydrate Database

GDGDB
GDGDB・・・・GGDonto・・・・PAConto

GDGDBには、約80種類の糖鎖関連遺伝子の
疾患に関する情報が収録されている。糖鎖関連
遺伝子の変異によって引き起こされる疾患の

PACDB

GDGDB 遺伝子の変異によって引き起こされる疾患の
情報及びその原因遺伝子の情報を公開してい
る。

RDF
PACDB

PACDBでは、感染症を引き起こす病原体
（バクテリア、ウイルス、真菌及び原虫が持つ
タンパク質が、主にヒトの糖タンパク質や糖脂質
などに結合する情報を収集し、公開している。

糖鎖関連の疾患についての情報をオントロジーと一緒に提供することで、
疾患の病因・メカニズム・症状等への理解を深めることができると考えられる。

などに結合する情報を収集し、公開している。

セマンティックWeb技術を用いることより、オントロジーの公開、語彙の
共有、関連オントロジーとの連結が可能になるため、本オントロジーを

疾患の病因・メカニズム・症状等への理解を深めることができると考えられる。
共有、関連オントロジーとの連結が可能になるため、本オントロジーを
RDF形式で作成した。

<!DOCTYPE html>

：
<body>

<table class="table">

http://jcggdb.jp

システム構成 システムの特徴

PACDB,GDGDB using RDF

Java + JSP Application

<table class="table">

<caption>GlycoProtDB( {{gpdb_id}} )</caption>

<tbody>

<tr>

<th class="span6">predicate</th>

<th>object</th>

</tr>

{{#each gpdb_info}}

<tr>

・http://jcggdb.jpで公開している我々のデータベースの殆どは
ページの定義としてHandlebar
・疾病や疾病関連遺伝子など、複雑で大規模な分類も
科学者にとって分かり易い検索手段を提供している。

json

Webブラウザ
Java + JSP Application

Jena
HTML

Handlebars.Java

<tr>

<td>{{predicate}}</td>

<td>{{object}}</td>

</tr>

{{/each}}

</tbody>

</table>

</body>

</html>

科学者にとって分かり易い検索手段を提供している。
・他のTogoStanzaのWebページと同様に、
事が出来る。
GDGDB：<div data-stanza="http://glycoinfolab.jp/jstanza/diseases/gdgdb" data

PACDB：<div data-stanza="http://glycoinfolab.jp/jstanza/diseases/pacdb/lec" data

Exhibits

HandleBars.js
Handlebarsファイル

stanza.js

PACDBオントロジーのユーザインタフェース

PACDB：<div data-stanza="http://glycoinfolab.jp/jstanza/diseases/pacdb/lec" data

Sparql Endpoint

Vituoso

TogoStanzaによるシステム

HandleBars.js
Handlebarsファイル

PACDB

json

Sparql Endpoint

Ruby

TogoStanza：RDFを活用したWebシステムを開発するためのフレームワーク

json

TogoStanza：RDFを活用したWebシステムを開発するためのフレームワーク
RubyによるSparqlEndpointアクセスとHandlebars.jsによるWeb
ページ作成をベースとしている

Handlebars：Webページを作成するためのテンプレートエンジン
JavaScriptのHandlebars.js以外にも、Java,Ruby,PHPなど各種言
語に対応したモジュールが開発されている

Exhibits ：主にデータセットのファセット検索を行うためのWebページを容易
に作成するJavaScriptツールキットに作成するJavaScriptツールキット

【アクセス先】
・Ontologies ： http://jcggdb.jp/rdf/diseases

・GDGDB ： http://glycoinfolab.jp/jstanza/diseases/gdgdb

GDGDBとGGDontoオントロジーのユーザインタフェース オントロジーの全体構造

・GDGDB ： http://glycoinfolab.jp/jstanza/diseases/gdgdb

・PACDB ： http://glycoinfolab.jp/jstanza/diseases/pacdb （予定）

GDGDB GGDonto
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セマンティックWeb技術は、ライフサイエンスデータを連携するための手段としても注目さセマンティックWeb技術は、ライフサイエンスデータを連携するための手段としても注目さ
の共有、関連オントロジーとの連結が可能になる事から、従来から開発し公開してきた糖鎖関連

、本来のデータベースのデータを更に理解しやすいように、オントロジーの階層を表示したファセット検索を開発し、、本来のデータベースのデータを更に理解しやすいように、オントロジーの階層を表示したファセット検索を開発し、
ユーザインタフェースを公開する事とした。

の２つのオントロジーを構築すると共に、ファセット検索や詳細画面のユーザインタフェースの開発に当
Exhibits」などのWeb技術を積極的に用いる事により、Webページのパーツ化による再利用Exhibits」などのWeb技術を積極的に用いる事により、Webページのパーツ化による再利用

オントロジー開発オントロジー開発オントロジー開発オントロジー開発

外部データ

Scientific 

からの観点により、疾患・病原体由来のタ
を体系付けて整理し、糖鎖関連疾
した。 Scientific 

literature

した。
本オントロジーの構築には、OWL、SKOS及びRDFなどの

技術を使用した。
NCBI Databases

MeSHPAContoオントロジーオントロジーオントロジーオントロジー Classifications

UMLS
RDF

NCIT

UniProt in RDF 疾患、レクチン、微生物、

UMLS - Unified Medical Language System

MeSH -Medical Subject Headings vocabulary

UniProt in RDF 

技術を用いることより、オントロジーの公開、語彙の
共有、関連オントロジーとの連結が可能になるため、本オントロジーを

疾患、レクチン、微生物、
ターゲット等の分類

ユーザインタフェース開発ユーザインタフェース開発ユーザインタフェース開発ユーザインタフェース開発

MeSH -Medical Subject Headings vocabulary

NCIT - National Cancer Institute Thesaurus

共有、関連オントロジーとの連結が可能になるため、本オントロジーを

ユーザインタフェース開発ユーザインタフェース開発ユーザインタフェース開発ユーザインタフェース開発

Java JSP Web

特徴
で公開している我々のデータベースの殆どはJava＋JSPで開発してあるため、プログラムの再利用などの観点から、Web

Handlebarsファイルを使用するが、SparqlアクセスにはJavaAPIのJena、hbs処理にはHandleBars.Javaを使用した。
遺伝子など、複雑で大規模な分類もOntology定義をそのままに表示し選択出来るようになっており、情報を必要とする

科学者にとって分かり易い検索手段を提供している。科学者にとって分かり易い検索手段を提供している。
ページと同様に、PACDBやGDGDBの詳細画面は下記のHTML表記により、容易に他のWebページに取り込む

stanza="http://glycoinfolab.jp/jstanza/diseases/gdgdb" data-stanza-omim_id="248500"></div>

stanza="http://glycoinfolab.jp/jstanza/diseases/pacdb/lec" data-stanza-species="Escherichia coli" data-stanza-strain="(H30)"></div>

オントロジーのユーザインタフェース 特定のSpecies+Strainに関する詳細画面

stanza="http://glycoinfolab.jp/jstanza/diseases/pacdb/lec" data-stanza-species="Escherichia coli" data-stanza-strain="(H30)"></div> （予定）

Diseaseのツリー Species+Strain

特定の疾患に関する詳細画面“Seizures”のファセット検索の結果画面“Seizures”

http://www.aist.go.jp/, http://jcggdb.jp/


