
今後の予定

概要

生命動態システム科学のデータとは？

定量データとそれを取得するのに要したアルゴリズムの情報は、 XMLベースのデータ形式
Biological Dynamics Markup Language (BDML) で統一的に記述されている。動画像は、OMERO技

術を基盤に格納した。そして、大腸菌からマウスに至る様々なモデル生物を対象に、分子・細胞・
個体レベルの多岐にわたる動態データを収集した。それらのデータは，ブラウザ上で検索および
表示することができ、RESTful API を使うことで、プログラミング言語やプラットフォームに制限され

ることなく解析ソフトウェアを開発できる。現在、開発したデータベースと、フェノーム統合データ
ベースをはじめとする他の統合データベースとの連携も試みている。

生命動態システム科学の統合データベースの開発
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図2：生命動態システム科学のデータ例 (a) COS‐7細胞の一分子動態の計測データ (Serge et al.
2008), (b)ゼブラフィッシュの核分裂動態の計測データ (Keller et al. 2008), (c)線虫の遺伝子発現動
態の計測データ (Sarov et al. 2012), (d) 線虫の核分裂動態の計測データ (Bao et al. 2006) (e) 線虫
の核と紡錘体のシミュレーション結果 (Kimura and Onami 2005)

図1：顕微鏡画像から得られる細胞の動態
の定量計測
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顕微鏡により撮影された動画像、画像処理等により計測された定量データ、さらにはシミュレー
ションに関する様々な情報の統括的な管理を行うSSBD データベース（http://ssbd.qbic.riken.jp/）を
開発した（図4）。

SSBDデータベースを有効活用して
もらうために、RESTful APIを設計し実
装した。APIを介すことで、SSBDデータ

ベースのリソースを利用するクライア
ントアプリケーションを、プログラミン
グ言語やプラットフォームに制限され
ることなく開発できる（図6）。

動画像の管理には、OMEROシステム
を用いた（図5）。OMEROは現在127種類

の動画像の形式に対応したフリーのオ
ンライン・ソフトウェアであり、テラバイト
単位の動画像および付随するメタデー
タを共有・管理できる。

現在、9種類の計測データおよびシミュレーション結果が公開されている（表1）。これらの定量
データはすべてBDML形式のファイルとしてダウンロードできる。

図7：可視化された定量データ：(a)ゼブラフィッシュの核分裂動態の計測データ (Keller et al. 2008)，
(b)線虫の核分裂動態の計測データ (Kyoda et al. 2013)，(c) 大腸菌の一分子動態のシミュレー
ション結果 (Arjunan & Tomita 2010)，(d) 線虫の核と紡錘体のシミュレーション結果(Kimura &
Onami 2005)

図4：データベースのシステム構成
図5：OMEROによる顕微鏡画像の表示

表１：SSBDデータベースのデータ一覧：■公開予定，□公開済み

生命現象を動態システムとして理解するためには、先端計測技術により得られる時・空間情報を
有する定量データの解析と、数理科学的手法によるモデリングの融合が重要である。しかし、現
時点でそのような動態データを公開しているデータベースは国内外ともに少なく、それぞれが独自
のデータ形式を採用している。そこで本研究では、生命動態にかかわる動画像と、それらより得ら
れた定量データを包括的に管理する「生命動態システム科学の統合データベースSystems
Science of Biological Dynamics (SSBD) 」データベースを構築した。

さらにSSBDのリソース（URI）をRDF

を介すことで、マウスや培養細胞な
どのフェノーム統合データベースや、
オントロジーデータベースに接続し、
異なる生物種の動態の比較を試み
る。

生命動態システム科学は、顕微鏡画像などから得
られる時・空間情報を有する定量データ（図１）を
主体とした生命科学と、生命現象のモデリング・シ
ミュレーションを主体とした数理科学の分野を融合
し、生命を動的システムとして理解することを目的
とした学術分野である。しかし、これまで発表され
てきた生命動態システム科学のデータは、それぞ
れが独自のデータ形式を採用しており、それらを
解析するツールにおいても互換性がなく、モデリン
グとの融合をはじめとした技術開発において問題
となっていた（図２）。そこで我々は、計測・モデリン
グ・設計の有機的な連携を加速する情報インフラ
の構築を目指した。

定量データとそれを取得するのに要したアルゴリズムを記述するために、XMLベースの記述言語
（BDML: Biological Dynamics Markup Language）を提案した（詳細はポスター35番参照）。BDML (ver.
0.15)は、下記の5種類の区画からなる。

Data区画では、さまざまな様式の動態を記述するため、(a)点（point）、(b)線（line）、(c)面（face）、(d)
円（circle）、(e)球（sphere）の5種類の記述法を用意した。

Biological Dynamics Markup Language (BDML) の提案

(a) (d)(b) (c) (e)

OMERO シ ス テ ム は 、 ImageJ や
MATLABなどの画像解析ツール群と

の連携が可能であり、画像からの
定量データの計測とこれらの定量
データを解析するまでのプロセスを
SSBD上で一本化する仕組みの構築
を目指す（図8） 。

生物種 対象 方法 論文 BDML 記述 Component数 画像 形式

HeLa細胞 細胞 計測 Neumann et al. 2010

マウス 核 計測 Kurotaki et al. 2007 1 point 12096 80 liff

マウス 核 計測 Bashar et al. 2012 1 point

ゼブラフィッシュ 核 計測 Keller et al. 2008 7 point 9613526

ショウジョウバエ 核 計測 Keller et al. 2010 2 sphere 3624857

ショウジョウバエ 核 計測 Supatto et al. 2009 1 point 40534

線虫 核 計測 Kyoda et al. 2013 186 line 262 33480 ipm

線虫 核 計測 Bao et al. 2005 2 sphere 23980

線虫 核 モデル Kimura & Onami 2005 100 sphere+line 24001

線虫 核 計測 Kyoda et al. 261 line 597 256 lif

線虫 核 計測 Sönnichsen et al. 2005 979 line 1197

線虫 核 計測 Gonczy et al. 2000 1 line 2988

線虫 核 計測 Takayama et al. 12 line 1628 4899 tiff

線虫 発現 計測 Sarov et al. 2012 273 Sphere 17456

線虫 行動 計測 Cronin et al. 2005 11 line 1450

細胞性粘菌 一分子 計測 Jin et al. 1 point 987 1 avi

大腸菌 一分子 モデル Arjunan & Tomita 2010 1 point 721

図6：RESTful API サービス

(1) Info:ライセンス情報を記述
(2) Summary： データの概要を記述
(3) Contact：問い合わせ先を記述
(4) Method： データの生成法を記述
(5) Data： データ本体の記述

図3: 図2 (b) と(e) のBDMLデータ抜粋

図8：画像から定量データを生成する情報インフラの構築

データベースに格納されている
BDMLデータをウェブブラウザ上でイ

ンタラクティブに多次元表示する可視
化ツールもRESTful APIを用いて実現
した（図7）。

<data>
<scaleUnit>
<xScale>0.09</xScale>
<yScale>0.09</yScale>
<zScale>1.0</zScale>
<xyzUnit>micrometer</xyzUnit>
<tScale>1.0</tScale>
<tUnit>minute</tUnit>
</scaleUnit>
<object>

<objectName>nucleus</objectName>
</object>
<feature>

<featureName>totalGFPsignal</featureName>
<featureScale>totalGFPsignal</featureScale>
<featureUnit>intensity</featureUnit>

</feature>
<component>

<componentID>1001</componentID> 
<componentName>polar1</componentName>
<time>1</time>
<measurement>

<objectRef>nucleus</objectRef>
<sphere>

<coords>163,343,6.1</coords>
<radius>1.62</radius>
<property>
<featureRef>totalGFPsignal</featureRef>
<featureValue>103162</featureValue>

</property>
</sphere>

</measurement>
</component>
<component>

<componentID>1002</componentID>
<componentName>EMS</componentName>
<time>1</time>

...

XYZ,T の単位

核を球で記述、X,Y,Z座標と半径を示す

時間（タイムポイント）

測定の対象は核

対象を時間別に列挙

付加的な属性（GFP）とその値を記述

付加された属性情報がある場合は示す（GFP）

<data>
<scaleUnit>
<xScale>1.0</xScale>
<yScale>1.0</yScale>
<zScale>1.0</zScale>
<xyzUnit>micrometer</xyzUnit>
<tScale>0.05</tScale>
<tUnit>second</tUnit>

</scaleUnit>
<object>

<objectName>pronucleus</objectName>
</object>
<object>

<objectName>microtubues for 1st centrosome</objectName>
</object>
<object>

<objectName>microtubues for 2nd centrosome</objectName>
</object>
<component>
<componentID>1</componentID>
<componentName>male</componentName>
<time>1</time>
<measurement>

<objectRef>pronucleus</objectRef>
<sphere>

<coord>2.00,-1.73,1.01</coord>
<radius>5.00</radius>

</sphere>
</measurement>
<measurement>

<objectRef>microtubues for 1st centrosome</objectRef>
<line>

<coords>2.0,1.73,5.01 2.00,1.74,5.01</coords>
</line>
<line>

<coords>2.0,1.73,5.01 2.00,2.00,6.01</coords>
</line>

</measurement>
</component>
<component>

<componentID>2</componentID>
<componentName>EMS</componentName>
<time>2</time>

・・・

測定の対象は核＆紡錘体

核は球で記述

紡錘体は線（複数あり）で記述

BDML

SSBD

画像処理

読込み

動画像
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