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Systems Science of Biological Dynamics (SSBD) database

データベース構築の⽬的

定量データや画像データの⼀覧

• ライブセルイメージング技術と画像解析技術の発展により、分⼦や細胞などの⽣命現象を測定した
顕微鏡画像データから、時空間情報を数値として含む定量データが計測されている。

• しかし、これまで定量データは、異なるデータ形式で個別のサーバに公開されており、データの
再利⽤性が低いという問題があった。

• そこで我々は、定量データや画像データを収集・共有するデータベースSSBD を開発した。
• 今後、細胞⽣物学や発⽣⽣物学の分野におけるデータ駆動型研究の促進が期待される。
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時空間情報を数値として含む定量データ

分⼦から個体の動態の定量データや画像データを収集し共有している。

定量データや画像データ、関連するソフトウェアツールを共有する統合データベースを開発した。
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2017年度の進展

HDF5形式の定量データに対応するためシステムを更新

定量化が求められる画像データを⼤規模に登録/公開

今後の課題

SSBD REST API をHDF形式に対応させることで、今後のデータベースの更新を容易にした。
すべての定量データをHDF形式で公開した。

最先端のイメージング技術や⼤規模計測で得られた画像データの収集と公開を開始した。公開された画像
データはメタ情報で検索できる。

RDF形式のメタ情報の外部データベースへの共有

PREFIX 	ssbd :	<h ttp://metadb .riken .jp/db /SSBD/>
PREFIX obo : <h ttp://purl .obo l ib rary.org/obo/>
PREFIX bqb iol :	<h ttp://b iomodels.n et/bio lo gy-qual i fiers/>

# Searc h ing for res ources re la ted with  mouse
SELECT	 ?s	?desc FROM <h ttp ://metadb .riken .jp /db /SSBD> WHERE {

?s	obo :RO_0 0 02 16 2	obo:NCB ITaxon_1 00 90 	. 	#	mouse
?s	ssbd :descrip tion ?desc .

}
#	Search in g	 fo r	experimen tal 	 resou rces	 related 	with 	pronu clear	migration	 in 	C.	eleg a ns
SELECT	 ?s	?desc FROM <h ttp ://metadb .riken .jp /db /SSBD> WHERE {

?s	obo :RO_0 0 02 16 2	obo:NCB ITaxon_6 23 9	 . 	#	C .	elegan s
?s	bqb io l :isVersionOf obo:GO_00 35 04 6	 .	#	p ronuclear	migration
?s	ssbd :b asedOn ?text FILTER regex(?text, ”measu remen t",	 "i ") .
?s	 ssbd :descrip tion ?desc .

}
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定量データや画像データセットのメタ情報をRDFで記述し公開している。
NBDC RDF Portal (http://integbio.jp/rdf/)

RIKEN MetaDatabase (http://metadb.r iken.jp)

SSBD RDF の現バージョン
• 18,319 triples
• 14 classes
• 33 properties.

定量データと画像データのメタ情報

本研究の成果の⼀部は、科学技術振興機構（JST）バイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）の統合
化推進事業と戦略的創造研究推進事業(CREST)、理化学研究所の戦略的研究展開事業の補助による。
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画像データおよび定量データのレポジトリとして、
Toyoshima et al. 2016 や Azuma and Onami
2017 の論⽂でSSBDが利⽤されている。

(Toyoshima et  al. 2016より抜粋)

参照されたURL 定量データの可視化例

E. coli の⼀分⼦動態 (Arjunan & Tomita 2010) D. melanogaster の細胞核分裂動態 (Keller et al. 2010)

1) TIRF: 全反射照明蛍光顕微鏡, Confocal: 共焦点顕微鏡, DIC: 微分⼲渉顕微鏡, SDC: スピニングディスク共焦点, EF: 落射蛍光顕微鏡, BF: ⽣物発光イメー
ジングシステム, Phase: 位相差顕微鏡, Two-photon: ⼆光⼦励起顕微鏡, Incubator EF: インキュベータ落射蛍光顕微鏡, MF: 多⾊発光イメージングシステム, 
FRET: FRETイメージングシステム, SDSRM:スピニングディスク超解像度顕微鏡, Raman: ラマン顕微鏡

オリジナル形式 BDML形式 BDML形式に対応

収集

http://ssbd.qbic.riken.jp

共有

顕微鏡画像データ

定量データ

解析のためのソフトウェアツール

顕微鏡画像データ 定量データ ソフトウェアツール

定量データを可視化した例

レポジトリとしての利⽤に対応

データの急増やレポジトリとしての利⽤に備えデータベース機能を充実させる。
• データの登録作業の簡略化・効率化
• データベース統合化の中⻑期的な体制の構築

(Tohsato	et	al. 	Bioinformatics,	2016)
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新規データの抜粋
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ID t entity x y z radius

N001 0 sphere 189 251 17.2 3.96

ID t entity sID x y z

N002 0 line 0 387 153 16.6

N002 0 line 0 388 154 16.7

N002 0 line 1 365 245 15.0
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公開している論⽂数の推移

画像データは616
セット、定量デー
タは483セット、
公開している。

画像データの急増
が⾒込まれる。

画像データの⽣物種の内訳
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