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SPARQL support とは
URI をいちいち打ちたくない、コピー＆ペーストも面倒くさい、ここの述語なんだっけ？楽に SPARQL クエリをか書きたい人のための web ブラウザで動作するエディタです.
web ページのテキストエリアをコードエディタに変える JavaScript ライブラリとして “CodeMirror” がありますが、CodeMirror の SPARQL モードはインデントと文字に色を付与する程度です.
そこで、もっと楽して SPARQL クエリを書くために、痒いところに手が届くような独自機能盛り込んだ CodeMirror アドオン、SPARQL support を開発しました.

endpoint

Integrationsupport
of RDF data for genome
SPARQList
annotation

multi-line comments

endpoit を１行目に記述することで、 どの endpoint も叩けます

SPARQList は DBCLS で開発している SPARQL クエリの結果を Ja-

innerHTML mode では複数行まとめてコメントアウトできます

vaScript で加工してクライアントに返す REST API です.
## endpoint http://example.org/

=begin
multi
line
comments
=end

auto-completion

SPARQL や JavaScript を組み合わせて最終的なデータを生成することが

=b multi line
comments
hoge
fuga
piyo =e

可能で、Markdown で記述します
debug に便利

などを補完します

predicate search

?hoge

r

rdf:

F

FILTER ()

PREFIX obo:

PREFIX obo: <http://purl.obolibrary.org/obo/>

*2

##

## endpoint http://recently.used.endpoint/

*3

<id>

<http://identifiers.org/>

*4

DEF

DEFINE sql:select-option "order"

*5

*1. ?で変数、小文字でURIの省略表記、大文字で句と関数を補完
*2. preﬁx URI を preﬁx.cc から取得
*3. 最近使用した endpoint 10個を順に補完（１行目でのみ有効）
*4. プライベートな短縮URIの展開。初期値は上記の例のみ
（コメント行で追加可能 “# id:<http://identiﬁers.org/>”）
*5. Virtuoso 用の option の補完（行頭でのみ有効）

全ての述語なんて
覚えてない

SPARQL endpoint

http://example.org/

取得した結果から predicate を

??p

dbp:imageAlt

１番目のタブのクエリ全体をコピー

# spang -S tax:9606 -L 100;

*6. １行目行頭でのみ有効（タブについては下記参照）

タブにより複数のクエリを管理できます.

SPARQL

クエリはブラウザ

にキャッシュされるので、ブラウザや PC が不意に再

（略）
}
```
## `return`

JavaScript ステップ

（略）
};
```

SELECT *
WHERE {
tax:9606 ?p ?o .
}
LIMIT 100

*7

*7. 最後のステップの戻り値が、API の戻り値となる

自由に組み合わせて記述できる反面、ステップ数が増えると動作確認に
おいて、毎回全ての SPARQL クエリと JavaScript コードが実行されるた
め、余計な時間がかかります.

そこで、１ステップずつ記述、実行するた

めの SPARQList support を開発・提供しています

how to use

tab

SPARQL ステップ

({protein_name}) => {

SPANG 風の典型クエリ発行ショートカットを実装しています
*6

SELECT DISTINCT ?hoge

```javascript

SPANG like shortcut

２番目のタブのクエリのpreﬁx リストをコピー

```sparql
WHERE {

タイピングや
コピペが減らせる

他のタブのクエリの preﬁx またはクエリ全体をコピーできます

LocalStorage

## Endpoint

## `protein_name`

順に補完することもできます

の

入力値例

* default: P01112

*1

?h

COPY #1

（SPARQL と JavaScript の 2 ステップ )

* `uniprot`

”subject ??p” で実行すると述語と目的語のサンプルを表示します

PREFIX #2

SPARQList Markdown 例

# title
## Parameters

"Ctrl+Space" または "Tab" キーで変数、関数、句、preﬁx、endpoint

多ステップの

SPARQL support は３つの利用法があります
（１）https://sparql-support.dbcls.jp/ にアクセスして利用

起動しにたとしてもクエリが保持されます

SPARLQList 変数
形式のままでOK

ステップ

でタブを追加、削除

innerHTML mode
クエリにアクセスできる
URLの発行

クエリを endpoint に投げるほか、結果を取得しページ内部に表示する
ことができます.

また、内部に表示する場合、結果の bindings 数や結果

Skype に貼られたクエリ
コピペして実行とか
しなくて済むよ

を取得するのにかかった時間が表示されます

Markdown 形式で
クリップボードにコピー

（２）userscript を使って、好きなテキストエリアで利用（userscript とは任意のサイトで

クエリの
速度比較に便利

任意の JavsScript を動かすための仕組み. userscript manager を介して動作）

SPARQL のステップは SPARQL support 上で、JavaScript のステッ
プは CodeMirror JavaScript モード上で、それぞれコードを記述できます

機能について要望がありましたら moriya@dbcls.rois.ac.jp まで

：endoint に飛んで結果を表示.

形式で結果を表示.

：クエリ下部に結果を省略表記で表示.

：json

innerHTML mode は endpoint がオリジン間リソース共有 (CORS) を

許可している場合に利用可能

Virtuoso 上で

RDF portal endpointで

（３）自身のサイトに埋め込んで利用（詳細は web で）
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