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「生命動態システム科学の統合データベース」プロジェクトでは、生命動態にかかわ
る動画像から得られた計測データと生命現象の数理モデルから得られたシミュレー
ション結果の融合をめざし、データベースを構築しています。

表1：登録されている動画像および定量データ

時空間情報を数値として含む新しい様式の定量データが産出されている（図1）。

時空間動態定量計測データ

例）線虫胚の細胞分裂動態計測データ

時空間動態シミュレーション結果

例）細胞核動態のシミュレーション結果

(Hamahashi et al. 2007) (Kimura and Onami 2005)

今後の予定

動画像の管理にはOMEROシステムを用いている（http://www.openmicroscopy.org/）。
線虫のDIC画像に加え、マウスのDIC画像が追加された。
それら動画像をデータベースからImageJに直接読むことが可能になった（図9）。

データベースに登録され、ダウンロード
できるBDML形式の定量データと、その元となる
動画像は順調に増加している（図7,表1）。

生物種 対象 種類 文献 #BDML #component #images

Mus musculus 核 計測 Bashar et al. 2012 1 2055 2800
Mus musculus 発現（MINiML） 計測 Masumoto et al. 2010 8 48
Mus musculus 核 計測 Kurotaki et al. 2007 1 12096 80
mammals ヌクレオソーム モデル Hirata et al. 2012 1
zebrafish 核 計測 Keller et al. 2008 7 56584840
D. melanogaster 核 計測 Keller et al. 2010 2 5111828
D. melanogaster 核 計測 Supatto et al. 2009 1 40534
C. elegans 核 計測 Kyoda et al. 2013 186 75955 180x66x186
C. elegans 核 計測 Bao et al. 2005 2 24747
C. elegans 前核＋微小管 モデル Kimura & Onami 2005 100 2400100
C. elegans 行動 計測 Cronin et al. 2005 11 15822
C. elegans 前核＋核＋胚 計測 Tohsato et al. 1330 1872137
C. elegans 核 計測 Kyoda et al. 259 155873 360x66x259
C. elegans 核 計測 Takayama et al. 12 20966 4899
C. elegans 発現 計測 Sarov et al. 2012 273 5713854
D. discoideum 一分子 計測 Jin et al. 1 987 368
E. coli 一分子 モデル Arjunan & Tomita 2010 1 721

定量データを記述する

Biological Dynamics Markup Language (BDML)

さまざまな定量データがBDMLで記述で
き（図7）、ツールの共有化が可能になっ
た。

定量データを統一的に記述するXMLを基盤とした言語を開発した（2013年1月～）。

• 高い可読性、柔軟な拡張性

Info:ライセンス情報
Summary :データの概要
Contact :問い合わせ先
Method :データの生成法
Data :データ本体

<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>
...

xyz,tの単位

核を球で記述

時間（タイムポイント）

対象は核

対象を時間別に列挙

属性（GFP）とその値を記述

属性情報がある場合は示す（GFP）

X,Y,Z座標
半径

図5: データの表記法

Data区画には5種類の記述法を用意し
た（図5, 6） 。

SSBDの定量データ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10） 。
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格納された定量データは、
ブラウザ上で多次元表示することができる（図8）。

本年度は、可視化ツールの高速化を達成した。
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SSBDの画像から定量データを生成する ImageJ連携環境の構築

2014年度SSBDデータベース開発の進展

定量データを活用を促進する RESTful API の公開

統合データベース
Systems Science of Biological Dynamics (SSBD)

計測とモデリングの有機的な連携をめざし（図3）、散在していた顕微鏡画像と定量
データおよびツール群を集約する統合データベースを公開した（2013年9月～, 図4）。

http://ssbd.qbic.riken.jp
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これら定量データは、様々な形式で記
述され、ツールなどの資源が分散して
いた（図2）。

図8：公開されている定量データの抜粋

図3：プロジェクトの目的

■公開予定,□公開済み,赤は本年度更新

図1：時空間情報を数値として含む計測データとシミュレーションデータ
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BDMLは下記の5種類の区画からなる。

図6: BDML形式の定量データの例

図7：BDMLファイル数の推移

図2：データ形式の問題

図4：SSBDデータベース

SSBD

図9： ImageJ とOMEROの連携

図10： RESTful API 

• 計測やシミュレーション結果を比較できる
検索システムの構築

• RDF や オントロジーの導入
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