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第３回インフォマティクスオープンセミナー・第７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うとともに、領域外に開かれたオープンセミナーを

開催しています。	 

	 第３回のオープンセミナーは、2012 年 3 月 5 日沖縄科学技術大学院大学（OIST）

において開催しました。米国 Joint Genome Instituteで PacBio RSの運用に携わってい

る Fen Chen博士には、PacBio RSを実際に使用したうえでの最新の情報をお話しいた

だきました。次に琉球大学の辻和希博士に、社会性昆虫のアリにおいてどうしてワー

カーがコロニーサイズに依存した行動をすることができるのかについてご講演いた

だきました。最後に、本領域の笠原雅弘博士にアセンブリーの難しいポイントと、次

世代のアセンブラーの構想を語っていただきました。 

	 第７回インフォマティクス情報交換会は、2012年 3月 7日に沖縄科学技術大学院大

学（OIST）において領域会議の翌日に開催しました。今回は特別講演として、OIST

の佐藤矩行先生と東工大の伊藤武彦先生をお迎えしました。佐藤矩行先生にはホヤの

発生生物学からゲノム配列決定、サンゴゲノム解析を含めて豊富なご経験を語ってい

ただきました。伊藤武彦先生には、開発中のヘテロ接合性に強いゲノム解析法につい

て、SOAP denovoなどの既存のアセンブラーの仕組みと問題点を踏まえつつ解説して

いただきました。 

 

２０１２年３月３０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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Open Seminar “Complex Adaptive Traits”	 

An open seminar was held at OIST prior to the internal meeting of MEXT grant in aid 
"Genetic Basis for the Evolution of Complex Adaptive Traits". We are making efforts to 
understand evolutionary novelties at genetic and genomic levels. Since such characteristics 
tend to be seen in non-model organisms, our efforts should be directed to genome sequencing 
and determination of responsible genes in such organisms. In this context, we invited three 
special talks on genome sequencing, evolutionary biology, and genome assembly. 

Program  

5th March 2012 15:20-18:30 at OIST 

15:20-15:30 Introduction of OIST 

Robert Baughman (Vice President, OIST) 

15:30-16:30 Applying Single Molecule Sequencing to Genomics Researches: JGI 
Experiences 

Feng Chen (Joint Genome Institute) 

16:30-17:30 Colony size dependence in social conflicts and the underlying 
self-organization dynamics in ants 

Kazuki Tsuji (Ryukyu Univ.) 

17:30-18:30 Genome Assembly — how do we cope with evolving technologies? 

Masahiro Kasahara (Univ. Tokyo) 
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Applying Single Molecule Sequencing to Genomics Researches: JGI 
Experiences 

Feng Chen, Ph.D. 
Group Lead and Staff Scientist 
US DOE Joint Genome Institute 
2800 Mitchell Drive 
Walnut Creek, California, 94598, USA. 

The single-molecule real-time (SMRTTM) sequencing approach developed by Pacific 
Biosciences (PacBio) directly detects the enzymatic incorporation of fluorescently labeled 
dNTPs in zero-mode waveguides (ZMWs) nanostructure arrays as the single molecule of 
DNA polymerase synthesizes a strand of DNA. The system offers several benefits including 
longer read length and fast speed. As this technology does not involve DNA amplification, it 
potentially has the advantages of low sequencing redundancy and bias. 

Biased genome coverage from second generation sequencing technologies is a major 
challenge in microbial whole genome shotgun sequencing. Gap closure is costly and time 
consuming. Construct sequence validation and 16S ribosomal gene identification are currently 
done on Sanger sequencing platform. The slow turnaround time of the Sanger sequencing 
prevents both synthetic genomics and single cell genomics programs from scaling up. De 
novo assembly of transcriptome from short RNA reads faces a challenge because read length 
may not sufficient to resolve alternative splicing. At JGI, we applied PacBio RS system’s 
SMRTTM technology to all three above-mentioned applications and we saw huge potential for 
this technology in these important areas. 

I will present the approaches and results for three major PacBio applications: de novo hybrid 
assembly from combination of Illumina short reads and PacBio reads, barcoded consensus 
sequencing for sequencing validation and identification, and full-length biased whole 
transcriptome sequencing for genome annotation. I will also discuss the characteristics of 
PacBio data, most up-to-date improvement to this relatively new third generation sequencing 
technology, and the successes/challenges in implementing it into a production environment. 
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Colony Size Dependence in Social Conflicts and the Underlying 
Self-Organization Dynamics in Ants 

Kazuki Tsuji 
University of the Ryukyus 

Altruism of social insects is considered a forced character by worker policing, i.e. mutual 
inhibition of worker reproduction. Recently Ohtsuki and Tsuji (2009) has proposed a new 
hypothesis on the mechanism of evolution of worker policing in social Hymenoptera. A novel 
prediction of this model is that worker policing will depend on the stage of colony growth and 
under queen single mating strong worker policing will occur only at the ergonomic stage 
(young colonies). In this seminar I will talk about two issues related to this hypothesis. First, I 
show data strongly supporting Ohtsuki and Tsuji’s prediction in the ponerine ant Diacamma 
sp. (H. Shimoji in prep., Tsuji et al. 2011). Second, I suggest an underlying proximate 
mechanism of colony size-related behavioral changes in this ant (e.g. Kikuchi et al. 2008) that 
is achieved though individual contacts. This is a pioneering study revealing an explicit colony 
size “sensing” mechanism in social insects. Finally, I suggest the potential importance of the 
individual rhythm that can regulates all the above system through self-organization processes. 

Reference 
Kikuchi, T., Nakagawa, T., Tsuji, K. (2008) Changes in relative importance of multiple social 
regulatory forces with colony size in the ant Diacamma sp. from Japan. Animal Behaviour 
76(6):2069-2077. 
Ohtsuki, H., Tsuji, K.(2009) Adaptive reproduction schedule as a cause of worker policing in 
social Hymenoptera: a dynamic game analysis. American Naturalist 173(6):747-758. 
Tsuji, K., Kikuta, N., Kikuchi, T. (2011) Determination of the cost of worker reproduction via 
diminished lifespan in the ant Diacamma sp.. Evolution (DOI: 
10.1111/j.1558-5646.2011.01522.x) 
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Genome Assembly — How Do We Cope with Evolving Technologies? 

Masahiro Kasahara 
Department of Computational Biology, Graduate School of Frontier Science, The University 
of Tokyo 

Every time we see an improvement in sequencing technologies, we are forced to develop new 
genome assembly algorithms to fully exploit the power of the new technology. New DNA 
sequencers often differ from the existing ones in throughput, read length, base accuracy, 
mate-pair availability, patterns of sequencing errors, and running cost. None of the existing 
sequencing technologies outperforms in all of the mentioned aspects. Therefore, ideal genome 
assembly algorithms must accept data from a set of different sequencing platforms to achieve 
efficient de novo genome assembly. 

To this end, we are developing a new assembly algorithm that accepts reads from a set of 
different sequencing platforms. Longer reads (e.g., those from PacBio RS) tend to have more 
sequencing errors, and therefore we need a new algorithmic scheme to assemble mixed reads 
directly. In principle, the previous genome assembly algorithms merge (implicitly or 
explicitly) reads that are sufficiently similar and long, but this strategy needs too low 
threshold for merging reads when we use reads with higher sequencing error rate. To cope 
with the problem, we propose a new strategy for merging reads. Our algorithm merges reads 
that are NOT dissimilar and short. The new strategy would be the same as the previous ones if 
the sequencing error rate is low and the read length is long. We show how the new strategy 
solves various known problems in de novo genome assembly. 
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第 7回インフォマティクス情報交換会プログラム  

 
インフォマティクス情報交換会特別講演（座長：長谷部光泰） 

 

9:00-10:30 

佐藤矩行（OIST沖縄科学技術大学院大学) 

「動物ゲノム解読へのあくなき挑戦」 

 

10:30-12:00 

伊藤武彦（東京工業大学)  

「Hetorozygoteに有効なアセンブリーストラテジー」 

 

インフォマティクス情報交換会 

 

13:00-13:15 川島武士（OIST沖縄科学技術大学院大学) 

「NBDCの統合化推進プログラムについて」 

 

13:15-13:35 柴田朋子（基礎生物学研究所） 

「PacBio RSの導入について」 

 

13:35-13:45 重信秀治（基礎生物学研究所） 

「基生研のシーケンサー運用について」 

 

13:45-13:55 西山智明（金沢大学） 

「新学術領域導入計算機の構成と利用方法」 

 

14:00-16:00 門田幸二（東京大学） 

「Rを用いた各種データ解析」 

 

16:00-17:00 西山智明（金沢大学） 

「DatabaseとRの連携」 
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佐藤矩行先生による特別講演「動物ゲノム解読へのあくなき挑戦」	 

	 

伊藤武彦先生による特別講演「Hetorozygoteに有効なアセンブリーストラテジー」	 
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PacBio RSの導入について  

柴田朋子（基礎生物学研究所） 

 

	 2012年 2月 13日、総括班で購入した PacBio RSシークエンサーが基礎生物学研究

所に搬入された。その後セットアップ、テストランを経て、3月下旬、基生研内でラ

イブラリ調整及びシークエンスのトレーニングが行われた。 

	 PacBio RSの特徴として、DNAの増幅を行わずにシークエンスできること、GC含

量や DNAの構造によるバイアスに強いこと、リード長が長いこと(平均 2.6 kb)などが

あげられる。1セルあたりのリード数は通常約70,000であるので、1セルにつき200Mbp

前後のデータが得られることになる。ランの時間は短く、1 ラン（8 セル）であれば

一晩で終わる。難点は、エラー率 13％と正確性が低いことである。この点については、

Illumina 等による正確性の高いショートリードのデータと合わせて用いるなどの方法

で補完する必要がある。 

	 ランニングコストとして、ライブラリ調整について 1 サンプルあたり 4 万円程度、

シークエンスについて 1ラン(8セル)あたり 16万円程度が想定される。1Mbあたりの

コストは 125円程度となる。 

	 Pacific Bioscience社が提供するライブラリ(lambda DNA, 2kbp)を用いたテストランは

良好であり、上記と一致する結果が得られた。その後、トレーニングにおいて我々が

作成したライブラリ（lambda DNA, 5kbp及び 250bp）を用いたランでは、平均リード

長が 3.8 kbを超え、サンプルのオーバーローディングによるリード数の低下が見られ

たものの、概ね良好であった。当初、シークエンスデータが二次解析サーバーに転送

されないというトラブルが生じたが、現在は解決されている。 

	 4月にはヒメツリガネゴケ及びエンドウヒゲナガアブラムシのゲノムを用いて条件

検討を行う。その後、領域内で決定した生物のシークエンスを順次行う予定である。 
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基生研のシーケンサー運用について  

重信秀治（基礎生物学研究所） 

 

	 本領域ゲノム支援のひとつ大量シーケンシング支援においては、ゲノム支援委員会

と方法開発班による慎重な審査の結果、11課題を支援対象として採択した。それらは、

基礎生物学研究所の共同利用研究制度を利用して、基礎生物学研究所のIllumina 

HiSeq2000でシーケンシングしている。シーケンスライブラリは各班員が基礎生物学

研究所に来所して作製した。確立したプロトコルやノウハウは領域全体で共有する体

制を整えた。年度末にかけて多数のサンプルが提出されたためシーケンサーは一時的

に混雑しているが、ランは順調に進捗している。 
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新学術領域導入計算機の構成と利用方法  

西山智明（金沢大学） 

 

	 ゲノムアセンブリーを行う上で大容量のメモリーを持つ計算機が必要なため、1 

TBytesメモリーを搭載した計算機 1台、512 GBytes搭載の計算機を 1台 96GBytes搭

載計算機を 2台導入した。この計算機は、昨年度導入の大容量ディスクシステム及び

基礎生物学研究所の生物情報解析システムと有機的に結合して運用できる体制を構

築している。 

	 本システムは、基礎生物学研究所の所外利用の手続き (申請書は

http://www.nibb.ac.jp/cproom/global/appli/index.html)によって利用可能となります。 

 
計算機システムの構成図 

各計算機は高速なネットワークインタフェースの InfiniBand を介して共通ディスク

(nfs)サーバーにアクセスする事ができる。 

 

各計算機の仕様と使い分けについては以下のように整理される。 

• catl (1T), catm (512G); 32 cores/node (Xeon E7-8837 @ 2.67GHz) 

 Assembly 

 Allpaths-lg 

 Trinityの inchworm部分 
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• cats1, cats2 (96G); 12 cores/node (Xeon X5690 @ 3.47GHz) 

 分散しにくいけど速さを求める用途 

 cats1は PacBioRSの secondary analysis serverとしても稼働 

• node01-32 (24G); 8 cores/node (Xeon X5570 @ 2.93GHz) 

 CPUを沢山使うけどメモリーは多くなくて良い(3GB/core 以下)用

途 

 Mapping (BLAST, BLAT, bowtie, bwa, …) など 

• bias (256G, Opteron 16 Core) 

 基生研公開サービスを担っているのでなるべく使わない 
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Rを用いた各種データ解析  

門田幸二（東京大学） 

	 前回の情報交換会（2010年12月21日）で紹介しきれなかった部分について、統計解

析ソフトR(http://www.r-project.org)を用いてデータ解析を行う上での注意点を

http://www.iu.a.u-tokyo.ac.jp/~kadota/r_seq.htmlを土台にして紹介した。Rは頻繁にアッ

プデートされるため、バージョンアップ前に正常に動作していたスクリプトがバージ

ョンアップ後にエラーを吐いてうまく動かない事例を紹介するとともに、現実的な対

処法（任意のバージョンのインストールの仕方など）を紹介した。続いて、研究目的

に応じてデータの正規化を行うべき場合と行ってはいけない（といわれている）場合

があること、そして最もよく行われる二群間比較を行う場合には正規化前のデータを

用いるべきであることを述べた。理想的な二群間比較の際の実験デザインについても

述べ、technical replicatesのデータでは発現変動遺伝子（or 転写物）がどの程度あった

かという議論が実質的に不可能であるため、できる限りbiological replicatesのデータを

取得したうえで、データ解析を行うことが肝要であることなどを述べた。 

 
何倍発現が変化したかという倍率変化での評価ではなく、Rで提供されているタグカ

ウントデータ解析専用パッケージを用いることの重要性を示したスライド
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DatabaseとRの連携  

西山智明（金沢大学） 

 

	 リレーショナルデータベースマネージメントシステム(RDBMS)は、表データを保存

し、レコードをフレキシブルに取り出すのに有用である。例えば、blast best hitの二

つの表から、双方向のベストヒットを単一の SQL 文で抽出することが可能なことを

第６回情報交換会で学んだ。一方、統計解析によく使われる Rが発現解析、データの

プロット等に有用である事を門田さんの講演を通じて学んできている。今回は、Rか

ら RDBMSを利用可能にする方法と、Rにおける data.frameに対して SQLによる処理

が可能になる事を紹介した。 

 

	 Rから RDBMSを利用可能にするには各 RDBMSに対応した packageをインストー

ル、loadすれば良い。今回は、ハンズオンセミナーであるので standaloneで動作する

SQLiteを例に用いたが、server-client構成をとるようなRPostgerSQL, MySQL, ORACLE

等に対しても対応するドライバーライブラリー(RPostgreSQL, RMySQL, ROracle)があ

る。 

 

SQLiteドライバーのインストールは 

install.packages('RSQLite’) 

で実行され、loadするには load(RSQLite)とする。 

 

R上の data.frameに対して SQLによる扱いを可能にするパッケージは sqldfであり、

同様に、 

install.packages('sqldf’) 

によってインストールされ、load('sqldf’)によって利用可能になる。 

 

セミナーで紹介したコマンド列は 
install.packages('RSQLite') 

install.packages('sqldf') 

library(sqldf) 

library(RSQLite) 

t1 <- read.table('SupplementaryTable2_changed.txt', head=TRUE) 

df1 <- sqldf("select t1.EnsemblGeneID, t1.R1L1Kidney from t1") 

df2 <- sqldf("select t1.EnsemblGeneID, t1.R1L3Kidney from t1") 

dfc <- sqldf('select df1."EnsemblGeneID", df1."R1L1Kidney", df2."R1L3Kidney" from df1,df2 where 
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df1."EnsemblGeneID"=df2."EnsemblGeneID"') 

であり、下図のように、d1, d2という別々の実験データに対応する発現量の値を結合

して１つの data.frameをつくることができる。もちろん、第６回で行ったようなより

複雑な条件での抽出も可能である。今回の例では、いずれの表も同じ順でデータが並

んでいるので、RDBMSを使うまでもないが、RDBMSを使う場合は、同じ順に並ん

でいる必要もないし、一方の表にしかないデータがあっても柔軟に対応できる。例え

ば、RNA-seqのデータとマイクロアレイあるいは qRT-PCRなどプローブ・ターゲッ

ト数が一致していなくても、IDの部分で対応付けがなされていれば結合をする事が

できる。unixの join commandのようにあらかじめキーの値の順にソートしておく必要

もないのも利点である。 

 

 
SELECT文によって二つの表を EnsemblGeneIDによって結合する例。元の表の順序等

に依存せず、同じ IDに対応する値を別の表にあるカラムと組み合わせた表を作る事

ができる。 
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