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BDML:生命現象の時空間動態に対する定量データを記述する言語	
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生命現象の時空間動態に対する定量データを統一的に記述するためのデータ
形式、Biological	   Dynamics	   Markup	   Language（BDML）を開発した。BDMLはXML
を基盤とし、高い可読性と柔軟な拡張性を兼ね備えている。BDMLにより、定量
データの共有とそれらに対する各種解析ツールの開発・共有の促進が期待さ
れる。	  

生命現象の時空間動態に対する定量データを記述するための統一的なデータ
フォーマットを開発して、定量データとデータ解析ツールの共有化をはかる。	  

生命現象の時空間動態	  

さまざまな生物に対する多種多様な生命動態を表現する必要がある。	  

方法 

BDMLの構造	  
定量データとそれに関連するメタデータをひとつのファイルに記述できる。	  

OmicsBDMLの開発	  

BDMLデータファイル	  

ソフトウェアツールの開発	  

BDML	統一フォーマット	

全てのデータに適用可能	

全てのツールを利用可能	
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異なるデータフォーマット	
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XMLを基盤としている。	  

なぜXMLなのか？	  

時空間情報の表現	  

<scaleUnit> 
 <tScale>20</tScale> 
 <tUnit>second</tUnit> 
</scaleUnit> 
<component> 
 <componentID>100</componentID> 
 <time>0</time> 
 <measurement> 
  <line><coords>10.32,30.42,18.32</coords></point> 
 </measurement> 
</component> 
<component> 
 <componentID>101</componentID> 
 <time>1</time> 
 <prevID>100</prevID> 
 <measurement> 
  <line><coords>9.57,32.05,14.91</coords></point> 
 </measurement> 
</component> 

20	  sec.	

TP=0	

TP=1	

tab-‐
delimited	

XML	 JSON	 BSON	 HDF5	

階層構造	 ○	 ○	 ○	 ○	

可読性	 ○	 ◎	 ○	

拡張性	 ◎	 ○	 ○	 ○	

多言語処理	 ○	 ○	 ○	 ○	

ウェブ利用	 ○	 ○	 ○	 ○	

サーバ利用	 ○	 ○	 ○	 ○	

ファイルサイズ	 ○	 ○	

数値精度	 ○	 ○	
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現在、SSBDデータベースで300以上のBDMLファイルが共有されている。	  
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BDMLファイルに対応したソフトウェアツールも開発している。	  

可視化ツール：	  BDMLファイルの定量データを可視化するImageJプラグイン	  

解析ツール：	  BDMLファイルから表現型特徴を抽出するツール	  
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例）遺伝子発現データ	

<MINiML:Sample> 
 　<MINiML:Status /> 
  <MINiML:Title /> 
  ... 
</MINiML:Sample> 

<MINiML:Sample> 
 　<MINiML:Status /> 
  <MINiML:Title /> 
  ... 
</MINiML:Sample> 

<MINiML:Sample> 
 　<MINiML:Status /> 
  <MINiML:Title /> 
  ... 
</MINiML:Sample> 

<MINiML:Series> 
 　<MINiML:Status /> 
  <MINiML:Title /> 
  ... 
</MINiML:Sample> 

OmicsBDML	
<time>0</time> 
<target>PT</target> 

<time>1</time> 
<target>PT</target> 

<time>n</time> 
<target>PT</target> 

・・・・・	

<xml version=“ “ /> 
<omicsbdml ...> 

XMLとその他のフォーマットの比較	  
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オミクス動態データに対する統一フォーマットも開発している。	  

Current	  version:	  0.2	

MINiML	

遺伝子発現データ	

mzML	

代謝産物データ	

現在対応している外部schema	
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分子	 細胞	 個体	

一分子	 細胞核分裂	 行動	

核・微小管	
BDML	  version	  0.2	

遺伝子発現	

t	
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さまざまな生物種における胚発生過程における細胞数の増殖 


