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RDF利活用を促進するSPARQLライブラリ整備 
http://spang.dbcls.jp	

生物情報データベースの相互運用性を高めるため、これまで国内外においてSemantic Web技術の活用が進められてきた。RDF化されたデータ
ベースを組み合わせて、適切な情報を抽出するために、クエリ言語SPARQLが用いられる。しかしながら、幅広いユーザーのニーズに応えるた
めには、SPARQLの活用をより容易にするための環境整備が必要である。そのため、汎用SPARQLクライアントSPANGを開発するとともに、
有用なSPARQLクエリをライブラリとして整理している。リソースに対してURIを割り当て、データ共有を促すだけでなく、クエリに対しても
URIを割り当てることによって、データの解釈方法についても共有を促す。こうしたSPARQLライブラリを組み合わせることで、複数のエンド
ポイントを利用した検索も可能となっている。 
 

（ライフサイエンス統合データベースセンター） 千葉啓和 

データの共有・再利用促進 

SPARQLクエリ（データの解釈方法） 
　　　の共有・再利用促進 

SPARQLライブラリを活用した組み合わせ実行 

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

(システム共通) 
(ユーザー定義) 

 spang orth count_each_graph.rq	

 spang orth 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 orth http://purl.org/net/spang/library/mbgd/list_datasets	

 spang orth 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場合 

•  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場合 

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 

データのRDF化によって、データの共有・再利用を促してきた。
今後はさらに、データの解釈方法を共有・再利用していくことが
必要である。 

異なるサーバーに対するクエリを、Unixのパイプによって連結する 

spang orth 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 
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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 atlas diff EFO_0000249 | spang uniprot filter GO_0045202 	

例3 

特定の条件(Alzheimer’s disease)で 
発現量に差がある遺伝子を抽出 

特定のGOアノテーション
(synapse)を持つものを抽出 

例1 

SPARQLライブラリの基本的な利用方法 

RDFデータベース/SPARQLクエリの利活用を促進するための環境整備 

Chiba H, Uchiyama I. SPANG: a SPARQL client supporting generation 
and reuse of queries for distributed RDF databases. BMC Bioinformatics 
18(1):93, 2017	
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→ SPARQLのライブラリ化 

→ データのRDF化 

 spang orth get_tax_lower taxid:1117 | spang dbpedia get_abst 	

例2 

特定のTaxID (1117, シアノバクテリア)  
以下の生物を取得 

それらの生物の 
記事の要約を取得 

Performanceについて：実行時間は1.54秒。同等の federate query 
（実行時間60.9秒, 結果は全く同じ）と比較すると、39.5倍の高速化。 

> spang uniprot uniprot_annot P02649	

SPARQLエンドポイント ( http://sparql.uniprot.org ) 

"APOE"  "Homo sapiens"  "Mediates the binding, 
internalization, and catabolism of lipoprotein particles. 
It can serve as a ligand for the LDL (apo B/E) receptor 
and for the specific apo-E receptor (chylomicron remnant) 
of hepatic tissues." 
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パラメータ 

SELECT ?gene ?organism ?function 
WHERE { 
  uniprot:$1 up:encodedBy/skos:prefLabel ?gene ; 
         up:organism/up:scientificName ?organism ; 
         up:annotation ?annot . 
  ?annot a up:Function_Annotation; 
         rdfs:comment ?function . 
} 

Search results	

テンプレートとパラメータからSPARQLクエリを生成 

SPARQLテンプレートとパラメータを指定する 

得られた結果について：Rabphilin-3A (Q9Y2J0). アルツハ
イマー病においてrabphilim-3Aの減少が認知症の重症度と相
関することが、実験的に示されている (PMID:24200817). 
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