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KEGG on Railsのご紹介

•対象データを正規化
•動的な表示(Popup等)をとりいれる

•日本語化

Ruby on RailsRuby on Railsを使用してを使用して





ちょっと違う



インタラクティブな操作に応じ
表示するデータを動的に取得し、
パスウェイ上にポップアップ表示

動的！





透かす！

閉じられる！
動かせる！

飛べる！

Popup！



ということを試したかった。

そこで、以下。

• KEGG
（元データとして）

• Ruby on Rails
（今回は、WEBrick＋MySQL＋Ruby）

• BioRuby



バージョン詳細

開発中にバージョンが上がる。



Ruby on Rails 

Web アプリケーションが楽につくれる

⇒たくさんの雛形があるので、基本はその雛形を部分的に変更すればよい。

またほとんど Ruby であるので、いかようにも Ruby を書き込むことが可能。

Web アプリケーション開発フレームワーク

Ruby ベース

MVC アーキテクチャ

オープンソース（MIT）

※ http://wiki.rubyonrails.com/rails/pages/Tutorial



Ruby on Rails 

（M）モデル ActiveRecord コンポーネントを使用
（V） ビュー ActionPack コンポーネントを使用
（C） コントローラ ActionPack コンポーネントを使用

他にも、ActionMailer, 
ActionWebService,
ActiveSupport, 等のコンポーネントが含まれる。

Ruby on Rails における
MVC アーキテクチャ

M

CV



Ruby on Rails ディレクトリ構成
＜root directory＞
app/ アプリケーション用のコードを置く

|controllers コントローラ用の.rb ファイルを置く ※自動 URL マッピング

|helpers ビューヘルパー用の.rb ファイルを置く

|models モデル用の.rb ファイルを置く

|views ビュー用のテンプレート.rhtml を置く ※アクション名

components/ 共通コンポーネントを置く

config/ Rails 環境用設定ファイルを置く

db/ データベーススキーマ、マイグレーションファイル用

doc/ ドキュメントを置く、また自動生成時の出力先

lib/ アプ当該リケーション用のライブラリを置く ※load path に含まれる

log/ ログ出力先

public/ Web 上で公開するファイルを置く ※Web サーバが利用できる

script/ サーバ起動スクリプト、各種自動生成などの支援スクリプトを置く

test/ ユニットテスト、機能テスト、fixture、テスト自動生成時の出力先

tmp/ pid, cache, session, socket などのテンポラリ情報が置かれる

vendor/ サードパーティライブラリ、プラグインなどを置く ※load path に含まれる



実際に作成したファイルの構成
（○は Kegg on Rails 用に加えたもの）

db/
|migrate/
|001_create_kegg_tables.rb

（○）
|schema.rb（○）

doc/
|README_FOR_APP

lib/
|tasks/

|debug/（○）
|show_argv.rake（○）
|show_version.rake（○）

|keg/（○）
|load_category.rake（○）
|load_compound.rake（○）
|load_enzyme.rake（○）
|load_genes.rake（○）
|load_genome.rake（○）
|load_glycan.rake（○）
|load_kegg.rake（○）
|load_pathway.rake（○）

log/
|development.log
|production.log
|server.log
|test.log

public/
|.htaccess
|404.html
|500.html
|Fig@ （○）
|css@ （○）
|dispatch.cgi
|dispatch.fcgi
|dispatch.rb
|favicon.ico
|images/

|close.png（○）
|move.png（○）
|pin.gif（○）
|rails.png

|index.html
|javascripts/

|application.js
|controls.js
|dragdrop.js
|effects.js
|prototype.js

|kegg@（○）
|robots.txt
|stylesheets/

|category.css（○）
|kegg2.css（○）
|popup.css（○）

script/
|about
|breakpointer
|console
|destroy
|generate
|performance/

|benchmarker
|profiler

|plugin

|process/
|reaper
|spawner

|inspector
|runner
|server

test/
|fixtures/
|compounds.yml（○）
|compounds_dblinks.yml（○）
|compounds_enzymes.yml（○）
|compounds_pathways.yml（○）
|compounds_reactions.yml（○）
|dblinks.yml（○）
|enzymes.yml（○）
|enzymes_pathways.yml（○）
|genes.yml（○）
|genes_pathways.yml（○）
|glycans.yml（○）
|graphics.yml（○）
|molecules.yml（○）
|orthologs.yml（○）
|pathways.yml（○）
|reactions.yml（○）

|functional/
|pathway_controller_test.rb（○）
|soap_api_test.rb（○）

|integration/
|mocks/

|development/
|test/

|test_helper.rb
|unit/

|bibliography_test.rb （○）
|category_test.rb（○）
|compound_test.rb（○）
|dblink_test.rb（○）
|enzyme_test.rb（○）

|gene_test.rb（○）
|glycans_test.rb（○）
|graphic_test.rb（○）
|molecule_test.rb（○）
|ortholog_test.rb（○）
|pathway_test.rb（○）
|reaction_test.rb（○）

tmp/
|cache/
|pids/
|sessions/
|sockets/

vendor/
|plugins
|ar_fixtures（○）
|CHANGELOG（○）
|MIT-LICENSE（○）
|README（○）
|Rakefile（○）
|about.yml（○）
|init.rb（○）
|lib（○）
|ar_fixtures.rb（○）
|tasks（○）
|ar_fixtures.rake（○）
|test（○）
|ar_fixtures_test.rb（○）
|database.yml（○）
|debug.log（○）
|fixtures（○）
|beer.rb（○）
|beers.yml（○）
|beers_drunkards.yml（○）
|drunkard.rb（○）
|drunkards.yml（○）
|glass.rb（○）
|glasses.yml（○）
|schema.rb
|test_helper.rb

Rakefile
README
app/
|controllers/

|application.rb
|pathway_controller.rb（○）

|helpers/
|application_helper.rb
|pathway_helper.rb（○）

|models/
|category.rb（○）
|compound.rb（○）
|enzyme.rb（○）
|gene.rb（○）
|genome.rb（○）
|glycan.rb（○）
|graphic.rb（○）
|linkdb.rb（○）
|pathway.rb（○）

|views/
|layouts/
|pathway/（○）
|_level.rhtml（○）
|_pathways_all.rhtml（○）
|_pathways_root.rhtml（○）
|_popup.rhtml（○）
|index.rhtml（○）
|show.rhtml（○）
|show.rhtml.onmouseover（○）

components/ 
config/
| boot.rb
| database.yml
| environment.rb
| environments/

|development.rb
|production.rb
|test.rb

|routes.rb



今回のつくる流れ

０．データが既にある ※今回の特徴か

↓

１．モデルを作成

↓

２．データパース / データロード

↓

３．ビューを作成

↓

４．コントローラを調整



他にも

• DB 更新を楽に

• DB のスキーマ変更を柔軟に

など得に DB 周りに期待があった。



これにKEGGを！

やってみよう



まずそのままの相関を調べ
RoRのモデルにおこしてみた。

～ ０．データが既にある ～



(>  <)

関係を付けすぎて、ロードが重かった。。

～ ０．データが既にある ～



表相関図

そこで、今現在は、以下となっている。
～ ０．データが既にある ～



モデルと O/R マッピングの例

GENES を例とすると、、



～ １．モデル ～

元データファイル例
⇒ GENES



gene.rb
class Gene < ActiveRecord::Base

def self.dbentry(dbentry)
org, entry = dbentry.split(':')
self.find_by_org_and_entry(org, entry)

end
def dbentry

"#{self.org}:#{self.entry}"
end
def pathways

Linkdb.pathways(dbentry)
end
def orthologs

Linkdb.orthologs(dbentry)
end
def motifs(db = nil)

Linkdb.motifs(dbentry, db)
end
def pfam_motifs

motifs("pf")
end
def prosite_motifs

motifs("ps")
end
def dblinks

Linkdb.dblinks(dbentry)
end

End

～ １．モデル ～



genes 表詳細設計
表名 genes

フィールド名 データ型 NULL キー デフォルト エクストラ

id int(11) PRI NULL auto_incre
ment

org varchar(255) YES NULL

entry varchar(255) YES MUL NULL

molecule varchar(255) YES NULL

name varchar(255) YES NULL

definition text YES NULL

position text YES NULL

aaseq text YES NULL

aalen int(11) YES NULL

ntseq text YES NULL

ntlen int(11) YES NULL

～ １．モデル ～

１レコード → １オブジェクト として O/R マッピングしてくれる



データパース

Rakefile を用意、 BioRuby を使用してパース

Rakefile ？→ Ruby 版 Makefile

＃しかも、BioRubyの開発者の一人が依頼担当者であるので、

不足した箇所があると、協調して BioRuby の機能が増えた！？

～ ２．データ ～



ロード
＜件数＞ 全生物種

% RAILS_ENV=production ./script/console
Loading production environment.
kegg_config is loaded...
>> Linkdb.count ・・・２時間
=> 18594964
>> Pathway.count ・・・１日
=> 46719
>> Compound.count ・・・数分
=> 14359
>> Enzyme.count ・・・数分
=> 4673

～ ２．データ ～



ビューファイル名 配置箇所

index.rhtml kegg/app/view/

index_en.rhtml kegg/app/view/

index_ja.rhtml kegg/app/view/

kgml.rhtml kegg/app/view/

show.rhtml kegg/app/view/

show.rhtml.onmouseover kegg/app/view/

_category.rhtml kegg/app/view/

_expand.rhtml kegg/app/view/

_level.rhtml kegg/app/view/

_pathways_all.rhtml kegg/app/view/

_pathways_root.rhtml kegg/app/view/

_popup.rhtml kegg/app/view/

_level.rhtml kegg/app/view/

_pathways_all.rhtml kegg/app/view/

_pathways_root.rhtml kegg/app/view/

View

～ ３．ビュー ～



Controller
コントローラファイル名 配備箇所

application.rb kegg/app/controllers

pathway_controller.rb kegg/app/controllers

～ 4．コントローラ ～



• To be continued to the following presentation,
thank you for listening(^ ^)/

サイエンス・テクノロジー・システムズ（株）
http://www.st-systems.co.jp


