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表紙写真：キスゲ	 Hemerocallis	 citrina	 は夕方に開花し、翌朝に閉花する夜
咲き種で、夜行性のスズメガ類に送粉され、薄い黄色、強く甘い香りという特
徴をもつ（九州大学大学院理学研究院	 新田梢）。	 
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インフォマティクス情報交換会「マスタークラス公開レッスン」 
企画の経緯と開催報告 

 
重信秀治（西山班・基礎生物学研究所） 

 
	 第 7回情報交換会では、初めての企画として「マスタークラス公開レッスン」を行いました。
「マスターコース公開レッスン」とは、生徒役の班員が自分のデータを使った実際の解析過程

の詳細を披露し、先生役がアドバイスや解説を添えながら進行し、聴衆も自由に質問やコメン

トを発する、という形の公開レッスンです。今回は、生徒役を新田梢（新田班・九大）さんに

お願いし、当日の進行（＝先生役）は重信が担当しました。本企画の準備と運営、新田さんの

事前トレーニングは後述する情報交換会ワーキンググループ（WG）のメンバー全員によるもの
です。当日の公開レッスンでは、バイオインフォマティクス初心者の新田さんが、キスゲとハ

マカンゾウの RNAseqデータを de novo assembling できるようになった学習過程と解析結果をプ
レゼンテーションしました。アセンブラーには Trinityを使いましたが本ツールの実行方法に終
始せず、UNIXコマンドラインやジョブキューイングシステムについて学んだ過程の苦労話にも
言及してもらいました。聴衆からの質問やコメントも多く議論も盛り上がり、全員参加のレッ

スンとなりました。プレゼンテーション資料は領域内Wiki（柴田さんの記事を参照）にアップ
ロードされました。後日、この資料を参照して自分のデータで Trinity アセンブリが出来たとい
う領域メンバーからの報告も複数寄せられました。情報共有と教育的側面の観点から有意義な

企画であったと感じています。 
 
きっかけ：情報交換会ワーキンググループ 
	 「マスタークラス公開レッスン」の企画は、情報交換会のあり方と領域内でのデータ解析支

援のポリシーを議論する中で生まれました。平成 23年度の後半に多くの班でシークエンスデー
タがそろいはじめ、次のデータ解析をどうするのか、方法開発班（西山班）はどの程度各班の

解析に関与するべきか、という点が問題になっていました。そこで、長谷部領域長の提案によ

り、これらの問題を議論するための情報交換会ＷＧを発足しました。ＷＧは西山、入江、柴田、

川島、重信の 5名から構成されます。議論の結果、方法開発班に解析を丸投げするようなこと
はせず、そのかわり、領域全体のゲノム解析リテラシーの底上げ＝「共に育っていく」仕掛け

を工夫する、という方針が決まりました。これを踏まえて、情報交換会は以下の３つの機能を

もつべきであると結論づけられました。 
 
（１）各班の自立性を生かした支援システム 
（２）ネットを介した、知識の共有 
（３）対面での、さまざまなミーティングによる、知識の共有 
 
（２）の実現のために QAサイトとWikiを立ち上げました。詳細は、柴田さんの記事をご覧下
さい。（３）については、進捗報告会、レクチャー、ハンズオンチュートリアル、ワールドカフ

ェ、マスタークラスなどを領域の状況にあわせて選択して情報交換会を企画しようと考えてい

ます。なかでも「マスタークラス公開レッスン」は、シークエンスデータが出たが次のデータ

解析を攻めあぐねている班が少なからずある状況を鑑みて、タイミングとして「共に育ってい

く」仕掛けに好適な企画だと判断し、今回開催いたしました。 
 
トレーニング 
	 新田さんを生徒役に抜擢した理由は、彼女がシークエンスデータは出たものの次のデータ解

析を攻めあぐねている班の典型例であったためです。バイオインフォマティクスの初心者であ

る彼女の成長は、ほかの情報交換会のメンバーの励みにもなると思われました。また、彼女の
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行うべき解析が、リファレンスゲノムなしの de novo RNAseq assemblyであり、領域内に多い課
題であったことも理由の一つです。 
 
	 インフォマティクスの初心者は何から手を付けて良いかわからないものです。そこでＷＧは

情報交換会の約 1ヶ月前から本番までの学習・解析のメニューを組んで新田さんのトレーニン
グを行うことにしました。基生研にも 1週間滞在し、私の部屋で「特訓」を受けました。とい
っても私が一対一でみっちりトレーニングしたわけではありません。以前より基生研では NGS
データ解析道場と称して共同研究者に対して寺子屋的トレーニングをすることがあったのです

が、私の経験では、同じくらいのレベルの生徒を２‐３人いっしょにトレーニングすると効果

が高いのです。同程度のレベルであれば戸惑いそうなポイントも同じなので生徒同士が話し合

いながら解決し、お互いちょうど良い理解のペースで進められます。教えるという行為は自分

の理解の向上にもつながるので身に付くのも早くなります。また、ライバル意識もはたらき学

習のモチベーションがあがります。今回は、柴田さんが新田さんといっしょに de novo assembly 
に取り組みました。柴田さんはこの時点で UNIXの基礎などはマスターしており、先輩役とし
て機能していたようです。学習と解析の過程は、wiki上にリアルタイムに更新され、金沢、神
戸、沖縄など遠隔地のＷＧメンバーからも応援メッセージやアドバイスが届けられました。 
 
Technical issues 落ち穂拾い 
	 Trinityによるアセンブルに関して、情報交換会後のアップデート情報をいくつかここにお伝
えします。本原稿執筆中の最新版は version r2012-06-08 ですが、必要なコンピュータリソースが
大幅に軽減されました。メモリの面では HiSeq Paired-end 100x100bp 1レーン分程度 (約 30Gbp)
のシークエンスデータのアセンブルには、たとえば基生研の新学術サーバでいえば cats1や cats2
（メモリ 96Gb）で十分です。並列処理も改善され処理速度がずいぶん向上したように思います。 
 
	 新田さんのトレーニングではコンティグの N50値を求めるのに、川島さんの友人の Perl スク
リプトを使いました。このスクリプトは領域の皆さんに有用だと思いましたが、勝手に再配布

して良いものか判断できなかったので、私は同じ機能をもつ Ruby スクリプトを自作しました。
ご自由にお使い下さい（https://gist.github.com/2782496）。また、アセンブルを評価するために N50
のみならず様々なコンティグ長に関する集計情報を計算する scriptも公開しています
（https://gist.github.com/3284634）のでこちらもご自由にお使い下さい。 
 
公開レッスン 
	 さて、上記のようなトレーニングを経て公開レッスンの日を迎えました。その様子は冒頭に

述べた通りです。情報交換会には様々なレベル・層の班員が参加しています。私は進行役とし

て、新田さんの特定の事例をネタにしつつも、多くの研究者に有用な話題に展開できるよう心

がけ、一部当事者にしか分からないような方向へ議論が向かった場合には適宜解説を加えまし

た。また、有用な情報共有のためであれば脱線も良しとしました。たとえば、cDNAライブラリ
をノーマライズすることの是非については、興味深い議論が展開されました。明確な結論は出

なかったものの、トランスクリプトームの complexity低下のリスクがあることから、ノーマラ
イズにネガティブな意見が多かったようです。私の経験からいうと、Illuminaによる RNA-seq
にはライブラリ作成時のノーマライズは不要です。一方で、cDNAの大腸菌クローンコレクショ
ンを網羅的かつ冗長性を抑えて作製したい場合などには、ノーマライズは依然費用対効果の高

い方法かもしれません。 
 
最後に 
	 新田さん（そして柴田さん）の成長は目を見張るものでした。そして、情報交換会での公開

レッスンの活気も印象深いものでした。進化学とゲノム科学を融合して新しい進化理論を構築

するという高い目標をかかげる本領域では、実験屋さん、生態学屋さん、計算機屋さん、のよ
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うな線引きをせず、それらを自由に行き来する軽いフットワークと広い視野が、必須だと私は

思っています。特に若い世代には。マスタークラス公開レッスンをはじめ情報交換会の「共に

育っていく仕掛け」がその礎になることを期待しています。 
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マスタークラス公開レッスン体験記	 
超初心者がコマンドラインで Trinityを実行できた！ 

 
新田梢（九州大学大学院理学研究院） 

 
１．超初心者がコマンドラインで作業を始める	 

	 「マスタークラス公開レッスン」の生徒役に選ばれたという出演交渉を、4月末に受けました。
人選理由は、「インフォマティクスの初心者」であり、「私の成長が情報交換会のメンバーの励

みになる」からということでした。ちょうど 3月に、HiSeqから RNA-seqデータが挙がってき
て、まだ手をつけていない状態でしたので、「自分の解析も進むし一石二鳥です」という重信さ

んの言葉で、引き受けさせていただくことにしました。 
	 早速、5月連休明けに基礎生物学研究所に伺い、一週間の特訓が始まりました。基本は自分で
考えて、手元の Unixのテキスト、ネット上で wikiや元情報を探して、わからなければ、その場
で柴田さんと重信さんに（1日だけ西山さんも）、又はメールでWGメンバーに質問するという
スタイルで、ご指導をいただきました。まず、基本コマンドのいくつかを確認し、基生研サー

バにログインするところから始めました。そして、データをダウンロードして、de novoの
assemblerである Trinityをインストールし、色々とつまずきながらも、1日目で、さぁ Trinityを
実行というところまで到達しました。トレーニング内容は、4段階を設定していただき（図参照）、
データ量の少ないセットでの練習から始め、最終日に本解析として 3 lanes分のデータで Trinity
の jobを投げて帰るという日程でした。クラシック音楽が流れる重信研で、黙々と仕事をされる
重信さんの手前の席で、私は朝から晩までパソコンと格闘しました（写真）。 

 
 
	 大容量のデータを扱う際に、ポイントとなりそうなことは、エディタを使った job作成、SGE、
計算機の割り当て等だと思いますが、ここでは、この特訓を受けて思った、初心者がコマンド

ラインで作業を始める際のポイントを挙げておきます。 
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①自分で実行して、実行できる嬉しさを実感すること。作業を進めることで、コマンドの意味

や作業手順が理解できていきました。 
②ツールの使い方が分からないときには、ヘルプコマンドや、manなどで検索、又は開発者提供
のドキュメントにあたるのが基本。 
③自分より少し上級の方と一緒に勉強できると効果的。既に習得済みの方に相談できると、抵

抗が少なくなると思いました。今回は、私の隣で柴田さんが一緒に、課題に取り組んでくださ

ったおかげで、私にとって敷居の低いトレーニングになったと思います。 
 
2.	 「マスタークラス公開レッスン」で生徒役を引き受けて	 

	 以上の一週間の基生研での特訓と、九大に戻ってから約一週間後に、本解析の Trinityの結果
が出て自分で作業をした内容について、6月の情報交換会の「マスタークラス公開レッスン」に
おける「ハマカンゾウとキスゲの RNA-seqデータの解析の実際」として発表しました。このス
ライド作成もなかなか難しく、jobの内容をそのままスライドに載せると見難くなるという問題
もありましたが、なるべく作業のそのまま、失敗例も紹介するようにしました（発表前日に、

懇親会後の 2次会として、松本駅のスタバでWGメンバーからスライドチェックをしていただ
いた事も、刺激的な体験になりました）。 
	 当日の発表は、前半部分のセットアップの紹介に時間をかけてしまいましたが、先生役の重

信さんが、上手く進行してくださったおかげで助かりました。また、WGメンバーの他に、会場
の皆さんからもコメントや話題提供をいただき、議論を盛り上げてくださいました。初心者だ

けでなく、むしろ上級者の皆さんにとって、大量データ解析を扱う上での有意義な話題を提供

できたのかもしれないと、新鮮でした。 
	 というわけで、今回の企画で「超初心者がコマンドラインで Trinityを実行できた」という自
信が持てました。ご指導くださった重信さん、西山さん、柴田さん、川島さん、入江さんには、

大変お世話になりました。そして、会場にて温かくコメントしてくださった皆様に感謝いたし

ます。上級者の方には、初心者へのご指導の際に、少しでも参考になる点があれば幸いです。

初心者の方へ、あなたにも解析できますよ、超初心者の私ができたのですから大丈夫です！ 
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インフォマティクス情報交換会「マスタークラス公開レッスン」の企画に関わっての感想	 
 

川島武士（將口班連携研究者・沖縄科学技術大学院大学） 
 
	 研究者同士が顔をつきあせて同じ場所に集まる理由は、かつては情報収集ということが一番

大きな目的だったと思います。しかし今では、文献を含むデジタルな情報収集については Google
や pubmed で検索し、各雑誌の website に直接あたったほうが早くて便利です。ですから、学会
や研究会などの顔を突き合わせる場では、「その場を共有しないとできないことに集中する」、

これが一番大切なことなのだと思っています。この新学術領域「複合適応形質進化のメカニズ

ム解明」の構成メンバーが、そのような意識を共有できる方々だったのは、私にとっては大変

幸いでした。 
 
	 しかし多様な背景を持つ研究者の集団が、互いを刺激し合うような議論をワイワイとやるに

は、いろいろな「しかけ」が大事です。熱い議論が自然発生的におこることも希にはあるので

しょうけれど、決められた時間と場所でそれを発生させるためには、雰囲気作りが大切です。

５人以上の人間が熱い議論を戦わせるためには、わたしは絶対に「しかけ」が必要だと思って

います。これまた幸いなことに、インフォマティクス情報交換会のコアメンバーはそのような

「しかけ」を作る必要性を認識している意識の高い人たちで、飲み会の場があるとすぐにその

議論になりました。その中で、いわゆる「ゲノム解析周りの計算機仕事」に班員全員を巻き込

むにはどういう努力が必要なのかが話し合われ、今回の「マスター公開レッスン」の企画にい

たったのでした。一番最初にこの案を提案したのは重信さんでしたが、当初は全員が意味をあ

まり理解できず、メールのやり取りを含め、数回の話し合いの中で理解の擦り合わせができて

いった、という記憶があります。この経緯については、重信さんが別途書いてくださるそうで

すので、そちらを参照ください。 
 
	 さてマスター公開レッスンが実際に行われた中で、私が印象的だったのは、当日の部屋の中

の人間の配置が絶妙であったということです。このことは、後で長谷部さんと深津さんからも

指摘されたので、たぶん同じ事を何人もが感じておられたようです。前方の真ん中左に重信さ

ん、部屋の最前列真ん中に西山さん、部屋のやや前方右側に私（川島）、とその少し後ろに柴田

さん。部屋の最後尾左には入江さん。この５人が部屋の全体にまんべんなく散らばって座って

いて、交互にほどほどのタイミングで質問したりコメントすることで、部屋全体で声がサラウ

ンド効果をもって飛び交いました。その効果のために、自然に活気が感じられ、それに触発さ

れる形で、それ以外の人たちもいろいろ質問やコメントがしやすかったようなのです。このよ

うな座り方になったのは、各人は意識せず自然とそうなったわけなのですが、議論を触発する

「しかけ」の一つとしても今後さまざまなシチュエーションで使える方法だと思いました。 
 
	 わたしは同じデータを何人かで並行して解析し、その結果を互いに見せ合ってまた議論する

ような研究の進め方が大好きです。配列データが一通りそろう頃に、班員全員が基本的な情報

の技術を身につけていれば、研究集会をデータの発表会形式ではなく、リアルタイムで解析す

るハッカソンやジャンボリーのような場にすることも可能かもしれません。カブトムシとオサ

ムシを、もしくはカメとアノールを配列レベルで比較することを、研究会の夜に班員全員で集

まってやるのも楽しそうです。配列データをその持ち主一人で解析するのでなく、複数の人が

様々な視点から好きなようにいじりたおし、その結果から思わぬ発見がでてくるような、そう

いう領域になったらもっと面白くなる、と一連携研究員の立場で夢想しております。 
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情報交換を円滑にする wiki、QAシステムについて	 
 

柴田朋子（基礎生物学研究所） 
 
	 前回のインフォマティクス情報交換会（2012 年３月）のあと、インフォマティクス・ワーキ
ンググループで領域内の情報交換について議論を重ねた。焦点となったのは、領域内の解析未

経験者が大量のシークエンスデータを得た後、有益な解析を行うためにはどのようなサポート

が必要か、ひいては領域内のインフォマティクス技術の向上をはかるにはどうすべきか、とい

うことだった。 
 
	 議論の末に試みた方策のひとつは情報交換会における公開レッスン、もうひとつは web 上で
情報を共有するための wiki及び QAサイトの開設だった（次ページ図を参照ください）。 
 
	 まず開設されたのは wiki サイトである。ここで、インフォマティクスに携わる班員がそれぞ
れ自由に、解析に関する知識や tips、よくある疑問に対する答えなどを書き込み、共有するとい
う趣旨だった。開設当初、ワーキンググループのメンバーを中心に書き込みを行い、だんだん

と形になってきたところで、解析の中で生じた疑問を書き込んでその答えを得るという用途に

は、wikiシステムは不便であることがわかってきた。 
 
	 そこで次に開設されたのが QAサイトである。こちらは書き込まれた質問が時系列で表示され、
一覧性に優れている。単発的な質問をこのサイトに書き込むと、それを見た誰かが回答する、

という仕組みになっている。現在のところ、回答者は数人のメンバーに片寄っているが、今後、

全体のレベルが上がってくれば、回答者も増えてくることが期待される。 
 
	 二つのサイトの使い分けについては初期にはさまざまな試行錯誤が必要であったが、QAでは
質問とその回答、wikiでは情報共有や QA形式にならない議論を行い、さらに QAの中で一般的
に役立ちそうな情報があれば整理して wikiに項目を作る、という形で落ち着いた。 
 
	 6月のインフォマティクス情報交換会で両サイトを紹介したところ、その場で多くの方々にア
カウントを取得していただき、その後も活用していただいている。 
 
	 両サイトを活用すれば、初歩的な質問から高度な議論まで、さまざまなレベルの情報を共有

できる可能性がある。今後、解析の際にはぜひご活用いただきたい。 
 
Wiki:  http://koke.asrc.kanazawa-u.ac.jp/ECATwiki	  
QA:  http://koke.asrc.kanazawa-u.ac.jp/ECAT_QA	  
 
＊アカウント作成にはパスワードが必要となります。これから作成する方は、tshibata@nibb.ac.jp
までお問い合わせください。 



 8 

 
 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

COMPLEX ADAPTIVE TRAITS Newsletter Vol. 3 No. 2 
発	 行：2012年9月21日	 

発行者：新学術研究領域「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」（領域代表者	 長谷部光泰）	 

編	 集：COMPLEX ADAPTIVE TRAITS Newsletter 編集委員会（編集責任者	 深津武馬）	 
領域URL：http://staff.aist.go.jp/t-fukatsu/SGJHome.html 


