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第５回インフォマティクス情報交換会報告  	 
 

	 本新学術研究領域では、実験上の問題点の共有と解決に資する目的で、各計画・公募研

究班ごとにインフォマティ	 クス担当者を設定し、年 4回のインフォマティクス情報交換会

を開催して、意見交換を行っています。	 

	 第５回インフォマティクス情報交換会は、若手ワークショップに続いて、２０１１年１

０月８日、東京大学柏キャンパスにて開催しました。今回は特に短い時間で効率的な情報

交換を行うことを目指し、オープンスペースディスカッションという方法を取り入れる試

みを行いました。オープンスペースディスカッションは、テーマ毎にテーブルに分かれて

の自由討論を行うことにより、双方向性の高いコミュニケーションを実現するものです。

オープンスペースで話し合った内容をさらに全体で紹介するまとめを行うことにより、全

体での情報共有を図りました。 

	 各班の短い進捗紹介（ライトニングトーク）に続いて、全体での討論、テーブルに分か

れてのオープンスペースディスカッション、最後に再び全体をまとめる討論をおこない、

最後に次回の開催方針を決定しました。 

	 全体での討論、オープンスペースディスカッションで話されたこと、Q&A 等は、本領域

に限らず次世代シークエンサーを利用する上では有益な情報を含んでいると思います。	 

	 

	 次ページ以降には、全体討論、オープンスペースディスカッションで議論された内容を

整理したものを掲載します。	 

	 なお、今回のインフォマティクス情報交換会の開催にあたり、多大な協力をいただきま

した東京大学藤原晴彦研究室の皆さんと、会を盛り上げていただきました参加者の皆様に

感謝を表したいと思います。	 

２０１１年１２月１日	 

新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	 

ゲノム支援担当	 西山智明	 
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【シークエンスデータの公共データベースへの登録について】  

	 オープンスペース開催前に、川島武志さんの問題提起により、得られるシークエンスデ

ータを公共データベースに登録する方法について議論を行った。 

 

	 次世代シークエンサーのリード情報を登録する公共データベースは、NCBIのSequence 

Read Archive (SRA; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra)が最初に開始し、日本ではDDBJのDDBJ 

Sequence Read Archive (DRA; http://trace.ddbj.nig.ac.jp/dra/)に登録することになっている。

NCBIのSRAについては、予算上の問題から新規受付を停止することが２月にアナウンスさ

れたため（註：現在は継続する方針となっている 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/news/13Oct2011.html）、日本のデータはなるべく日本の

DDBJ/DRAにだすのが良いであろう。 

 

	 DDBJの担当者は親切であり、日本語で教えてくれるのみならず、ネットワークの回線容

量が大きいことも大量のデータを登録する上で重要であることを指摘しておく。DRAへの

登録に用いるソフトウエア「D-way」,「metadefine」の使い方で面倒な所があるという懸案

もあるが、使いにくい点はDDBJ/DRAの担当者に相談して改善するのが望ましいであろう。 

	 登録する要素はそれほど難しい概念を含まないが、レーン数やサンプル数が多くなると

対応付けなどが面倒な印象がある。 

 

	 登録に必要なmetadata（試料が何であるか・実験条件等の配列がどのようにして得られた

かを説明するデータ）にどんなものがあるかを把握して、ライブラリー調製／シークエン

スを実行する段階から、そのように揃えたファイルを用意しておくのが望ましいことが指

摘された。 

 

	 metadefineはよくできてはいるが、多数のサンプルと多数のレーンを一度に対応させたり、

複数のデータについてまとめて共通の編集ができないので、うまく設計して登録作業が楽

になるような改善の余地はあると思われる。表計算ソフトで管理しておいて、tab区切りを

一気にxmlに変換して読ませれば簡単になることも期待できる。 

	 

【オープンスペースまとめ】	 

	 オープンスペースでは、６つのテーマを設定して、テーブル毎に分かれて個別に議論を

行った。途中で、一度、「テーブルマスター」以外の人は別の机に移動し、異なる観点の議

論を行い、テーブルとしては、異なる人の議論をまとめるということを行った。	 
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・ライブラリー調製（テーブルマスター：重信秀治）	 

	 ライブラリー調製は、解析の第一段階にあたり、シークエンスの前に必ず通るステップ

であるが、まず問題になるのは出発材料の核酸の量と品質である。抽出法についてはいろ

いろあるが、基礎生物学研究所の分析室としては、キアゲンのキットを通常は推奨してい

る。フェノールを用いるTrizol, Isogenなどの方法はあまり推奨していないが、フェノール抽

出後にカラムで精製する場合は問題ない。各生物で実績のあるきれいな核酸が取れる方法

を用いればよい。RNA seqをIlluminaのキットでやる場合、polyA精製の試薬も含まれている

ので追加でmRNAの精製を行う必要はない。しかし、Dynabeadsなどで直接mRNAを精製す

るのも可である。RNA-seqについてDNase処理は原則として行う。 

 

	 ゲノム単離について、全身のサンプルを用いると共生生物のDNA等が混ざってくること

がある。これをどれくらい気にするかという点ではケースバイケースではあるが、特に参

照ゲノムがあってマッピング解析を行う場合は、多少のコンタミはあまり気にする必要が

なく。そのままゲノムDNAを抽出すればよい。リシークエンスでどのくらい異なる配列ま

でマッピングできるかは、アルゴリズムやリード長にもよるであろうが、２％以下程度の

違いであることが望ましい。 

 

	 １レーンのシークエンス容量が大きいため、多数サンプルをマルチプレックスで解析す

るのが経済的であるが、このとき異なるサンプルに由来するタグ数を均一にするのは結構

難しく、ぶれがちである。努力すべき点としては、インサート長等の条件がぶれないよう

にするとともに、qPCRで正確な定量を行ってからシークエンス解析にすすむことがある。	 

	 

・Genome de novo assembly	 （テーブルマスター：野澤昌文）	 

	 最近よく使われているアセンブラーとしては、SOAP denovo, ABySS, ALLPATHS-LG, 

Velvet等がある。SOAP denovo については速い。ABySSはイルミナが推奨していたという

情報がある。また、JGIによる新しいアセンブラーMeraculous*がアセンブラソンで良い成

績を修めたという情報が川島武志さんから寄せられた。 

*Chapman JA, Ho I, Sunkara S, Luo S, Schroth GP, et al. 2011 Meraculous: De Novo Genome 

Assembly with Short Paired-End Reads. PLoS ONE 6(8): e23501.  

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0023501  

 

Q. 454のデータについて、Newbler の現行のバージョンにバグ？Miraは終わらない？ 

A.メモリが足りているかを確認する事が重要で、454データならNewblerがおすすめである。 

 

Q. どのアセンブリ結果が一番良かったのか？評価方法で良いものはありますか？  

A. むしろこちらが知りたい。 アセンブリ結果をウェットとドライでそれぞれどう検証する
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のが効率的かわかりませんが、カメではBACを10クローンくらいSanger法で読んでいると

のこと。重要な問題であるという共通認識を得た。この点については後日、AMOSをつか

って評価することができるのではないかという意見を慶応大学の八谷剛史さんに教えてい

ただいた。 

 

良い総説が、Nature Rev. Gen. 2011 Oct, vol12 

http://www.nature.com/nrg/journal/v12/n10/index.html	  

にでているという情報が出された。 

 

Q. ある程度責任領域が決まっている段階で、その領域にあるSNPsを各個体において決めた

い。その場合、BACライブラリーとかを作製して読むのがいいのか、それとも粗くたくさ

んの個体を読んだ方がいいのか？  

A. Hyb Enrichmentが使えるが、高コストである。 

Human ExomeのようなApproachもある (Agilent SureSelectなど)。 

マイクロアレイを使う方法も（重信秀治さんの情報）。 

 

Q. ESTライブラリーはゲノムをアセンブルするのにどのくらい利用価値があるのか？サン

ガー法で読んだESTをつなげた配列3000遺伝子くらいあるが有効に使えるものか？： 

A. ゲノムアセンブリの信憑性チェックに使えるかもしれないが、直接アセンブリーに使う

のは難しいであろう。 

 

・RNA denovo assembly （テーブルマスター: 西山智明）  

	 RNAのde novo assembly向けのソフトウエアとしては、昨年出たTrans-ABySS と、今年発

表されたTrinityが有力な２大ソフトウエアである。両者を比較すると、Trans-ABySS では違

うkで同じ遺伝子が微妙に異なる末端のエラーを持ってアセンブルされたものが除去され

ず、redundancy が残るという問題がある。一方でTrinityは処理に必要なメモリーの量が多

く、何レーンもあると解析できない可能性があるという問題がある。具体的なTrinityの必

要メモリー量は、公称では 1 GB/Mread (76 PE)くらいということになっている。 

 

	 Trinityでどうしても処理できない量のデータがある時は、むしろ、kを１つに固定した

ABySSのアセンブリー結果を用いる方がredundancyが少なくて扱いやすいかもしれない。 

 

	 HiSEQ2000 1 レーン（ただしupgrade前）くらいなら、96GBくらいのメモリーを搭載した

（100万円くらいで購入できる）コンピュータでなんとか間に合うと期待される。  
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	 ゲノムのアセンブリーと同様、RNAのde novo assemblyも結果の評価法が問題となる。通

常は長いほど良いと考えるが、本当に正しいかどうかについては、既知の配列の状態を確

認する、RT-PCR産物をシークエンスして検証する等を行うことが考えられる。 

	 

Q. RNAseqのContigからSNPを検出する良い方法はあるか? 

A. パラログとSNPの区別は一般には難しいと思うが、十分に発現量があって個体数もあれ

ば、分布によって区別できるかもしれない。 

 

Q. 短いIlluminaによるRNA seqのデータもちゃんとアセンブル出来るものなのか？ 

A. 発現量が多ければあまり問題なくアセンブルできる。発現量が低い転写因子、シグナル

伝達関連遺伝子等は、サンプル、発生ステージ、組織によって発現量が十分にあれば何と

かなるのではないかという希望的観測。 

 

Q. 入力データは生のFASTQをそのまま使うので良いか？ 

A. ABySSへの入力データは 

XXXX/1 

XXXX/2 

YYYY/1 

YYYY/2 

のようにread 1,2をセットに並べることによって無駄な演算、メモリー使用が大幅に抑制さ

れる。 

 

Q. Sanger, 454, HiSEQのデータが全部ある場合どうするのがよいか？ 

A. 454 のデータは Newbler、HiSEQのデータはTrinityで別々にアセンブルしてから、得られ

たコンティグとSangerのデータをtgicl (CAP3)にかけるのが一案と思われる。 

 

Q. HiSEQ vs 454 ；同じ資金ならどちらを選ぶべき？ 

A. リード量がHiSEQの方が圧倒的に多くなるので、おそらくHiSEQの方が得られるものが

多いであろう。 

 

Q. １レーン10サンプル読んだデータが出てきたらどうする？ 

A. 10サンプルのデータをまとめてアセンブリーし、得られたコンティグに個別のリードを

マッピングして計数するのが良いだろう。	 
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・Annotation（テーブルマスター：川島武志）	 

	 アノテーションという中には、遺伝子（転写産物）の構造を決定するという、いわゆる

gene modelingの問題と、遺伝子がコードしているタンパク質がどのような機能を有するの

かという、いわゆるgene annotationの問題とがある。 

 

	 川島氏の経験では、以下のような流れで行うことによって、許容できる結果が得られて

いる。 

Gene modeling 

 RNAseq ヒント、トレーニング 

 genewise, genescan ->プロテオーム 

 augstus (http://augustus.gobics.de/)トレーニングを繰り返す 

 PASA (http://pasa.sourceforge.net/) intron borderの調整 

 

タンパク質のアノテーション 

 reciprocal blast (mutal best hit) 

 blast to self 

 pfam domain検索 

  そのドメイン例えば F-boxを持つ数は速く数えられる。 

 

Q. 異なる生物種のオーソログを見つけるうまい方法は？ 

A. 系統的に近い生物では mutual best hitが簡便。ただし、パラログの影響は系統解析によ

って対処するしかない。	 

	 

・Expression （テーブルマスター: 門田幸二、瀬々潤）	 

	 発現データの解析については多くの

班が扱い需要が大きいので、２つのテ

ーブルにわたって議論した。 

 

	 門 田 の ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/~kadota/

に多数の解析例あり。配列取得後の大

まかなワークフローについて右図に

示した。	 

	 

Q. ２サンプル間の比較ではなく多サ

ンプル間の比較について例えば0, 1, 3, 

	 

図：配列データ取得後、数値の表にするまでの標

準的なワークフロー	 
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6, 12, 24時間後の統計学的ゲノムワイド比較についてどうしたら良いのでしょう。 

A. Stage specific genesの検出はROKU*を使えば良いでしょう。  

*Kadota K, Ye J, Nakai Y, Terada T, Shimizu K. 2006. ROKU: a novel method for identification of 

tissue-specific genes. BMC Bioinformatics. 7:294. 

http://www.biomedcentral.com/1471-2105/7/294  

 

Q. インターナルコントロールはとれないのか？ 

A. Standard spike in を入れることが可能。 

 

Q. 素人ができますか？ 

A. 4ヶ月勉強すればできる。 

 

Q. 種間での比較は？ 

A. ありとあらゆるnormalizationを試してどの方法でも同じ結果ですよ、と示すしかない。 

 

Q. de novo assemblyで本当に信頼できる比較ができるか？ 

A. RNAseqで拾いきれていない遺伝子がありえるため、オーソログ決定で不確定性の残る

部分が多少でてくる。	 

	 

	 

	 

【次回の開催について】	 

	 次回のインフォマティクス情報交換会について、ハンズオンセミナー形式にするか、実

習形式にするかについて議論した。講師の申し出と、参加希望が両方多かったことから、

ハンズオンセミナーにすることに決定した。 

	 会場は東京で、門田幸二さんにアグリバイオインフォマティクス教育研究プログラムの

一貫として開催していただけることになった（案内は次ページ）。 
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第６回インフォマティクス情報交換会／次世代シーケンサーデータ解

析講習会  および情報交換会  
 

文部科学省科学研究費 新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」、東京大学大学院農学生

命科学研究科アグリバイオインフォマティクス教育研究プログラム「基盤バイオインフォマティクス・ 

フォーラム」共催 

 

「次世代シーケンサーデータ解析講習会 および情報交換会」 
日時：2011 年 12 月 21 日（水）13:30-18:00  

場所：東京大学農学部 2 号館 2 階第一講義室（化 1） 

概要： （次世代シーケンサー由来）塩基配列データを自在に解析するためのハンズオンセミナーを行い

ます。 

１．DDBJ DRA への配列データ登録のためのセミナー（DDBJ	 児玉悠一 先生）本領域で得られる配列

情報の登録を、各班の研究代表者(または情報解析担当者)が責任をもって行えるように、一通りの手順

を学びます。 

２．BLAST reciprocal best hit の抽出（金沢大学	 西山智明） 

３．R を用いた各種データ解析（東京大学	 門田幸二） multi-fasta 形式ファイルからの情報抽出、比較

トランスクリプトームの際のデータの正規化、MA-plot の描画などを行います。また、発現変動遺伝子

検出の際に普段利用している R パッケージ中に記述がある「モデルや分布（ポアソン分布や負の二項分

布）」周辺や、何倍発現が変化したかといった倍率変化で検出を行う場合との違いについても解説しま

す。 

その他：実習に必要なノートパソコン（Windows）は基本的にアグリバイオインフォマティクス教育研

究プログ ラムの備品を用いますが、あらかじめ http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/~kadota/r.html#install を参考

にして必要なソフトウェア R やパッケージをインストール済みの無線 LAN 接続可能なパソコンであれ

ば使用を認めます。 

 

問合せ先: 東京大学大学院農学生命科学研究科アグリバイオインフォマティクス教育研究プログラム 

「基盤バイオインフォマティクス・フォーラム」世話人 門田幸二（かどた こうじ）	 
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総括班ゲノム支援の採択状況について	 

 

10の研究班の課題について受付、審査のうえ、支援することとした。 

基礎生物学研究所シーケンサー共同利用研究としての申請も無事採択され、順次各班のメ

ンバーが基礎生物学研究所を訪れてライブラリー作成を進めている状況である。 

 
サンプル数 代表者 シークエンスタイプ レーン＊ 
＃DNA ＃RNA 

長谷部光泰 RNA-seq denovo 1  4 
川口正代司 RNA-seq 3  36 
曽田貞滋 genome denovo 4 2  
和田洋 RNA-seq denovo 2  12 
新田梢 RNA-seq denovo 3  18 
吉田聡子 RNA-seq denovo 2  12 
牧野能士 RNA-seq / genome denovo 5 3 48 
瀬戸口浩彰 genome reseq 1 10  
岡田典弘 genome reseq or denovo 7 7  
松尾隆嗣 RNA-seq 3  18 
＊Illumina HiSEQ2000でのレーン数 
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