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概要: .生命科学分野では，これまで数多くのデータベースが RDF 化されている．これらのデー
タベースは SPARQL エンドポイントと呼ばれる SPARQL 記述言語による検索が可能なウェブ
API と共に提供されることが多い．多種多様な RDF データに対し，ユーザの興味に従って自由
に SPARQL クエリを記述することで，RDF データの活用の可能性が大きく広がることが期待さ
れるが，SPARQL クエリの記述は生物学者にとって技術的敷居が高い．この課題解決のために，
著者らは SPARQL クエリ生成支援システム SPARQL Builder (http://sparqlbuilder.org/) を開発し，
ウェブ上のサービスとして提供してきた．本発表では，SPARQL Builder を支える技術，特にク
ラス間関係の提示のためのクラス間パス計算とそれを可能にするメタデータ設計に焦点を当て
紹介する．さらに，SPARQL Builder をより有用なサービスとするために，今後，必要と思われ
る技術についても議論する．

1. はじめに
1.1

背景

日々生産される多種多様かつ膨大なデータを統合
的に扱うために，生命科学分野ではセマンティック
ウェブ技術に基づいたデータの記述や公開が推進さ
れてきた．タンパク質配列データベース UniProt
[1,2] では，2008 年頃から大量のデータベース間の
リンク情報を扱うために RDF データモデルを採用
している．同時期からサードパーティとして
Bio2RDF が数多くのデータベースの RDF 化を進め
ている[3]．さらに 2013 年 10 月にはヨーロッパ最大
のバイオインフォマティクスの拠点である
EMBL-EBI が，UniProt に加えて，5 つのデータベ
ースを RDF 化し公開した[4]．また，2014 年 1 月に
はアメリカ最大の生命科学データベース機関である

NCBI が運用管理する低分子化合物データベース
PubChem が RDF 化され公開された[5]．
RDF 化され SPARQL エンドポイントで公開され
る生命科学データベースを一般の生物学研究者が有
効活用できるようにするためには，研究者の要求に
沿った SPARQL 記述が必要である．そのために，い
くつかの SPARQL エンドポイントでは，典型的な
クエリを例として予め用意しておく方法が取られて
いる．しかしながら，生物学研究者の要求するデー
タは非常に多種多様であり，RDF のグラフ構造もデ
ータ毎に異なるため，予めすべての SPARQL クエ
リを用意することは不可能である．また， SPARQL
クエリの構築に当たっては，RDF データの構造や仕
様を熟知し，自分の欲しいデータ構造を精緻に記述
することが求められるが，一般の生物学研究者にと
ってこの作業は技術的に難しい．
そこで，著者らは，セマンティックウェブ技術に
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あまり詳しくないユーザを対象に，SPARQL クエリ
生成支援システム SPARQL Builder を構築し，2013
年 10 月からサービス運用を行ってきた[5,6]．本発表
では，SPARQL Builder を支える技術について，クラ
ス間関係の提示のためのクラス間パス計算とそれを
可能にするメタデータ設計を中心に紹介する．さら
に，SPARQL Builder の今後の発展の方向性について
議論し，その実現のために必要となる技術について
も述べる．

1.2

SPARQL ク エ リ 生 成 支 援 シ ス テ ム

SPARQL Builder
SPARQL Builder とは，SPARQL 言語の知識がなく
とも，また対象データセットの構造を知らなくても，
対話的な GUI を介して SPARQL クエリを生成するこ
とができることを目指して開発されたウェブ上のサ
ービスである[5]．

を用いた多段の関係により記述されている可能性も
ある．たとえば，代謝経路(Pathway)とその経路に登
場 す る タ ン パ ク 質 (Protein) の 関 係 は Protein
-(left/right)- BiochemicalReaction -(pathwayComponnt)Pathway という，BiochemicalReaction クラスを介した
2 段の関係で表される．そこで，ユーザの欲しい関
係を提示できるよう，入出力クラス間の多段の関係，
つまりクラス間関係 のパスを提示する．現在の
SPARQL Builder では，最大 4 段のクラス間関係パス
をすべて提示する．図 1 は SPARQL Builder におい
て，Protein-Pathway 間のクラス間関係を提示した例
である．右端の頂点が Protein クラス，左側の緑の頂
点が Pathway クラス，それらの頂点をつなぐパスが
それぞれクラス間関係を表す．ユーザがパスを一つ
選び，選ばれたパスに対応する緑の頂点を押すと，
そのパスのクラス間関係に対応する SPARQL クエリ
が自動生成される．生成されたクエリはそのまま検
索へ利用したり，検索結果をダウンロードしたりで
きる．SPARQL の知識が多少でもあれば，生成され
た SPARQL クエリを編集して利用することも可能な
システムとなっている．
図 2 は SPARQL Builder のシステム構成の概要で
ある．事前に対象となる SPARQL エンドポイントか
らクラスのリストやクラス間関係，さらに，インス
タンス数やトリプル数などの統計情報など，必要な
メタデータを取得し格納しておく(1)．ユーザが GUI
からシステムにアクセスすると，メタデータからク
ラスのリストが取り出され(2)，ウェブ API を通じて
(3)，GUI 上に提示される．ユーザがクラスのリスト
から入出力クラスを選択すると，メタデータから作
られたクラス間関係を表すグラフであるクラスグラ
フを用いてクラス間パスが計算され(4)，クラス間パ
スのリストが GUI 上に提示される．ユーザがパスを
ひとつ選ぶと，パスから生成した SPARQL クエリが
GUI 上に提示される．

図 1: SPARQL Builder によるクラス間関係のパス
の表示例
ユーザはまず，入力クラスと出力クラスをそれぞ
れクラスのリストから選ぶ．たとえば，ユーザがタ
ンパク質のリストを持っており，それらと代謝経路
の関係に興味がある場合は，入力クラスとして
Protein，出力クラスとして Pathway を選ぶことにな
る．入出力の二つのクラスが確定すると，それらの
クラス間の関係でデータ内に含まれるものがユーザ
に提示される．ここで，ユーザが望むクラス間の関
係は，データ内ではどのプロパティを用いて記述さ
れているか分からないことに加え，複数のトリプル
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図 2: SPARQL Builder システム概要

ここで，システムの鍵となるのは，クラス間関係
を管理しパスを計算するためのクラスグラフの構築
およびクラスグラフ構築に必要なメタデータの設計
の二点が挙げられる．先述したように，ユーザが指
定する任意の 2 つのクラスに対し，入出力クラス間
のパスを待たせない時間で計算する必要があり，そ
のために，入出力クラスに直接関係をもつクラスの
みを扱うのではなく，対象となるデータセット全体
のクラス間関係の構造を扱う必要がある．どのよう
にクラスグラフを定義し，構築するか，さらにどの
ようにクラス間パスを計算するかによって，大きく
計算効率が異なる．また，ユーザにデータセットや
クラスの情報を提示するデータ，および，クラスグ
ラフを構築するために必要なデータを事前に取得し
蓄積しておくために，メタデータの設計は重要であ
る．そこで，第 2 節ではクラスグラフ構築について，
第 3 節ではメタデータ設計についてより詳しく述べ
る．

2. クラスグラフ構築とクラスパス
2.1

クラスグラフ

クラス間関係を効率的に取り扱うために，特にク
ラス間パスの計算や提示のため，SPARQL Builder で
は各データセットに対してクラスグラフを構築する．
クラスグラフとは，クラスを頂点，プロパティを辺
とするラベル付き有向グラフである．
ここで，より厳密にクラスグラフを定義する．R
を RDF データセットとし，C を R に含まれるクラス
の集合，P を R に含まれるプロパティの集合とする．
このとき，R に対するクラスグラフはラベル付き有
向グラフ GR = (V, E, c, p)である．ただし，V は大き
さ|C|の頂点集合，c は V から C への一対一関数であ
る．E は V×V 上の多重集合であり，p は E から P
への関数であり，R から次のように構成される: 2 つ
のクラス classd, classr，およびプロパティ prop につ
いて，(条件 1) 2 つのトリプル(prop, rdfs:domain,
classd), (prop, rdfs:range, classr)が R に含まれる，(条件
2) 3 つのトリプル(s, prop, o), (s rdf:type classd), (o
rdf:type classr)が R に含まれる，のいずれかが成り立
つとき，またそのときに限って，頂点 v = c-1(classd)
から u = c-1(classd)の辺 eprop を E に加え，p(eprop) = prop
とする．
クラスグラフ GR に対し，頂点 vstart から頂点 vend
へのクラスパスとは(n0, e1, n1, …, nk)，ただし，ni ∈
V, ei ∈E, n0 = vstart, nk = vend, ni≠vend (i≠k)とする．ク
ラスパス(n0, e1, n1, …, nk)に対し，k をパスの長さとよ
ぶ．

クラスパスから SPARQL への変換は，パスに含ま
れる各辺 ei について，WHERE 節へトリプルパター
ン(?s p(ei) ?o)を加えることで構成する．辺 ei が条件 2
によって辺集合 E に加えられた場合には，さらに，
2 つ の ト リ プ ル パ タ ー ン (?s rdf:type c(ni-1)), (?o
rdf:type c(ni ))を加えてクラスの制限を行う．

2.2

無向クラスグラフとクラスパス探索

ユーザが望むクラス間関係をパスによって提示で
きる可能性を高くするためには，クラス間パスをで
きるだけ多く計算することが望ましい．しかしなが
ら，通常のパス探索問題と違い，クラスグラフは多
重辺グラフであり，さらに求めるパスもシンプルパ
スではないため，パスの長さを増やすにつれてパス
数が爆発的に増大する．クラスグラフ上で幅優先探
索を行うという素朴な手法をサービス初期には取っ
ていたが，その手法では，ある程度以上の大きさの
データセットに対しては，長さ 3 がユーザと GUI を
通してやりとりするシステムとしては限界であった．
たとえば，Bio2RDF の NCBI-gene のデータに対し，
各クラス間関係の長さ 3 のクラスパスを全て計算す
る平均時間は 3ms であるが，長さ 4 では 129ms と大
幅に増加し，長さ 5 では実験の環境ではメモリ不足
で計算ができないクラス間関係が存在した[8]．

図 3: 改良後のパス探索手法
そこで，以下のようにアルゴリズムを改良した．
まず，クラスグラフを無向でシンプルなグラフ(無向
クラスグラフとよぶ)へ，辺の方向とラベルを取り払
い，多重辺は一つの辺へと束ねられたものとする．
具体的にはクラスグラフ GR = (V, E, c, p)に対し，GR’
= (V, E’)，ただし，E’ = { {u,v}| (u,v)∈E あるいは(v,u)
∈E }である．次に，GR’上で幅優先である長さ以下
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のパスを全探索する．探索の結果得られたラベルな
しのパスに対し，各辺を多重辺に戻す．その際，多
重辺のすべての組み合わせをパスに適用する．

4. 今後の展望と考察

生命科学データのさらなる統合へ向けて，フェデ
この手法を使うことにより，パス探索の計算時間
レート検索への対応は必要性が高いと思われる．幸
は大きく改良され，その結果，より多くのクラスパ
いなことに，クラスパスから SPARQL へ変換するこ
スを提示することが可能となった．例えば，この手
とを基本とする SPARQL Builder は，現在，データセ
法を適用した場合，先述の NCBI-gene データにおい
ットごとにもっているクラスグラフを，すべてのデ
て，各クラス間関係の長さ 4 のパス全ては平均 5ms
ータセットに拡張することで原理的には自然にフェ
で, 長さ 5 のパス全ては平均 168ms で計算が可能で
デレート検索に対応可能だと考えられる．しかしな
ある[8]．
がら，クラスグラフが大規模化し，クラスパスの数
も現状よりさらに爆発的に増えることが予想される
ため，クラスパス探索手法の改良はもちろん，クラ
3. メタデータ設計と利用
スパスのランキング手法等で数多くのクラスパスを
どのように見せるかという検討と開発が必要になる
3.1 SPARQL Builder Metadata
であろう．
クラス間関係の提示のためには，クラスグラフ構
また，前節の最後に述べたメタデータ抽出に関し
築に必要な情報を SPARQL エンドポイントから取り
ても，データのダウンロードを併用するなど
出す必要がある．サービス開始時は必要な情報を必
SPARQL エンドポイントに負担をかけすぎない手法
要なだけ動的に SPARQL エンドポイントから取り出
を考えていく必要がある．また，メタデータをプロ
すことも検討したが，現実的な時間でクラスグラフ
バイダ側でできるだけ用意してもらう方向性も考え
を構築するためには事前に抽出し蓄積する方法が妥
る必要があるかもしれない．例えば，クラウド上の
当であるという結論に至った．
トリプルストアのサービス Dydra[10]では，データを
そのため，クラスグラフ構築に必要なデータを事
ア ップロー ドする ことによ り自動 的 に SPARQL
前に SPARQL エンドポイントに過剰な負担をかけず
Builder Metadata が生成され，HTTP GET で取得可能
に取得できることが望ましい．その目的のもと，取
となっているため，全く SPARQL エンドポイントに
得すべきメタデータを洗い上げてスキーマを設計し， 負担をかけずにメタデータを抽出できる．
さらにそれらのメタデータを取得するための
SPARQL 文を定義した．
5. まとめ
設 計 し た メ タ デ ー タ の ス キ ー マ 仕 様 (SPARQL
Builder Metadata)について，大まかには，SPARQL エ
SPARQL に 習 熟 してい ない ユー ザ を 対象 に，
ンドポイント→エンドポイントに含まれるデータセ
SPARQL 記述を支援する SPARQL Builder を開発し，
ット→データセットのメタデータの階層構造になっ
サービス運用をするにあたり，必要となった技術開
ており，各メタデータ部分にはクラスリスト，プロ
発について述べた．特に，メタデータの事前取得蓄
パティリスト，クラス-プロパティ-クラス関係，さ
積とクラスグラフ構築およびパス探索方法の改善に
らにそれらに関連するトリプル数等の統計情報が含
より，ユーザが待てる程度の時間でクラスリストや
まれる．詳しくは，[9]を参照されたい．
クラス間パスの提示が可能となった．
今後の課題としては，前節で議論したクラスパス
のランキングやメタデータ取得方法改良の改良，そ
3.2 メタデータ抽出
して，複数の SPARQL エンドポイントを利用したフ
設計した SPARQL Builder Metadata および定義し
ェデレート検索についても対応していきたい．
た SPARQL 文に沿って，SPARQL エンドポイントか
らメタデータを抽出した．現在，EBI や Bio2RDF の
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