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•  多様な生命情報がRDF化され、分散型のデータ
ベースを形成 

•  データ解析において、特定パターンの小さなクエ
リを発行することが頻発 

•  アプリケーション開発を促進するには、
SPARQLコードを再利用する仕組みが必要 

•  実行時のコマンドラインオプションにもとづいて、   
典型的なクエリを生成 → 特長① 

•  SPARQLをライブラリ化し、ローカルシステム内で、
またはインターネット越しに、呼び出せる. → 特長② 

•   複数のクエリをパイプでつなげて、より複雑な処理を
組み立てることができる → 特長③ 

背景 

まとめ・展望 

•  SPANGによって、RDFデータベースへの典型
的な問い合わせが、容易に実行できるように
なった. 

•  SPARQLライブラリを構築し、それらを呼び
出して解析を行うことができるようになった. 

•  RDFデータおよびSPARQLクエリを組み合わ
せることで、様々なデータ解析を行うことがで
きる. 

SPANGの開発 

Option 説明 使用例 生成されるSPARQL 
-S 主語 -S uniprot:K9Z723 SELECT ?p ?o 

WHERE { 
    uniprot:K9Z723 ?p ?o 
} 

　 　 -S uniprot:K9Z723 -f n-triples CONSTRUCT { 
    uniprot:K9Z723 ?p ?o 
} 
WHERE { 
    uniprot:K9Z723 ?p ?o 
} 

　 　 -S 1 SELECT ?v1 ?p ?o 
WHERE { 
    VALUES (?v1) { $STDIN } 
    ?v1 ?p ?o 
} 

-P 述語 -P rdfs:label SELECT ?s ?o 
WHERE { 
    ?s rdfs:label ?o 
} 

-O 目的語 -O tax:9606 SELECT ?s ?p 
WHERE { 
    ?s ?p tax:9606 
} 

-L 出力制限 -L 10 SELECT ?s ?p ?o 
WHERE { 
    ?s ?p ?o 
} 
LIMIT 10 

　 　 -S uniprot:K9Z723 -L 10 SELECT ?p ?o 
WHERE { 
    uniprot:K9Z723 ?p ?o 
} 
LIMIT 10 

-N 行数出力 -N SELECT COUNT(*) 
WHERE { 
    ?s ?p ?o 
} 

　 　 -N -O tax:9606 SELECT COUNT(*) 
WHERE { 
    uniprot:K9Z723 ?p ?o 
} 

-G グラフ一覧 -G SELECT ?graph 
WHERE { 
    GRAPH ?graph { 
        ?s ?p ?o 
    } 
} 
GROUP BY ?graph 
ORDER BY ?graph 

　 　 -S uniprot:K9Z723 -G SELECT ?graph 
WHERE { 
    GRAPH ?graph { 
        uniprot:K9Z723 ?p ?o 
    } 
} 
GROUP BY ?graph 
ORDER BY ?graph 

-F グラフ指定 -F mbgdr:default CONSTRUCT { 
    ?s ?p ?o 
} 
FROM mbgdr:default 
WHERE { 
    ?s ?p ?o 
} 

　 　 -F mbgdr:default -P a 
  -O orth:OrthologsCluster -L 10 

SELECT ?s 
FROM mbgdr:default 
WHERE { 
    ?s a orth:OrthologsCluster 
} LIMIT 10 

　 　 -F mbgdr:default -N SELECT COUNT(*) 
FROM mbgdr:default 
WHERE { 
    ?s ?p ?o 
} 

特長① ショートカットモード 特長② テンプレートモード 
コマンドラインオプションによって典型的なSPARQLクエリを実行 SPARQLテンプレートライブラリを呼び出して実行 
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特長③ 組合せ実行 

異なるサーバーに対するクエリを、パイプによって連結する 

以下の特長を持つSPARQLクライアントSPANGを開発 RDFにもとづくデータ解析・アプリケーション開発の現状 

まとめ 
•  データを良く理解した管理者がSPARQLラ
イブラリも構築しておけば、ユーザはそれを
ネットワーク越しに呼び出すだけでよくな
り、データベース利用が広がると考えられる. 

•  データのみならず、SPARQLクエリにも
URLを付けて共有を進めていければ、セマ
ンティックWebをプラットフォームとした、
研究者コミュニティによる共同的知識発見が
促されると期待される. 

展望 

サーバー クエリ 

※ サーバー名、prefixは、設定ファイルに 
　登録しておけば、省略して書ける 

spang nibb mbgdl:get_ortholog K9Z723 | spang uniprot -S 1 -P rdfs:label  

MBGD UniProt 

SELECT ?uniprot 
WHERE { 
  …   … 
  …   …      $1 ; 
  …   … ?uniprot; 
  … 
} 

SELECT ?v1 ?o  
WHERE { 
  VALUES(?v1){(…)(…)  } 
  ?v1 rdfs:label ?o 
} 

PREFIX … <………> 

Output 

… “………………………” 
… “Photosys…” 
… “………………………” 
… “………………………” 
 

PREFIX rdfs: <………> 

http://sparql.nibb.ac.jp/sparql http://sparql.uniprot.org 

…… 
……P74367… 
…… 
…… 
…… 

submit submit 

サーバー サーバー テンプレート パラメータ クエリ 

標準入力
を埋込む 

分散 
データ 

SPANG 
プロセス 

オーソログを取得する ラベルを取得する 

タンパク質 
のリスト 

タンパク質と
ラベル 

                        SPANG_DIR/template/* 
                        ~/.spang/template/* 

(System-wide) 
(User-specific) 

 spang nibb count_each_graph.rq 

 spang nibb count_each_graph 

ローカルのライブラリから見つける 

.rqは省略可能 

 spang nibb http://mbgd.genome.ad.jp/sparql/library/list_datasets 

 spang nibb mbgdl:list_datasets 

クエリが取得で
きるURLを指定 

prefixを使った
省略可 

•  ローカルシステム内に構築したライブラリを呼び出す 

•  Web上で公開されたライブラリをネットワーク越しに呼び出す 

 spang nibb mbgdl:orthogene2tax psbA | spang togo tax2phenotype  
例2 

特定の遺伝子のオーソログを
持つ生物を取得 

それらの生物の 
表現型を取得 

例1 

データセットのリストを得る 

グラフ毎にトリプル数をカウントする 
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