
Mac terminalを用いたバイオインフォマティクス解析
第７回

【解析環境の整備（python） 】
【NGS配列処理ツールseqkitの紹介 】
【統合型ゲノムビューワーの利用】

細菌学教室 坪内泰志
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環境構築
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実は色々な方法があり、どんなツールも動く万能な環境はありません。
ですが、2019年現在で最も活発なバイオインフォ向けコミュニティとしてBiocondaコミュニティ
があり、この仕組みを利用するのがおそらくベストです。

Biocondaコミュニティの継続的な取り組みにより、最新のツールがすぐに動作する状態でクラウ
ドに維持されており、大半のツールをコマンド１つでインストールできます。
（Biocondaは次世代関係のツールに強く、主要なツールが網羅されています）



Anaconda/Minicondaのダウンロード
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1. ターミナルを起動
2. 以下のコマンドをタイピング

#anaconda3を入れる
#mac python3.7,64bit
wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2019.07-MacOSX-x86_64.sh

#または容量を節約でき、余計なものも入らないminiconda3を入れる
#mac python3.7,64bit
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-MacOSX-x86_64.sh



補足
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1. wgetがないとメッセージが出たら…
Ø wgetを“curl -O”に変える。
Ø wgetがインストールされているかを確認する。

2. brewがないとメッセージが出たら、まずhomebrewを導入、次にwgetを入れる。

3. rubyがないとメッセージが出たら…

brew install wget

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

xcode-select --install



Anaconda/Minicondaのインストール
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3. まずはヘルプを表示させてみる。

4. Anacondaをユーザのホームにインストールする。

-p <PREFIX>    install prefix, defaults to /Users/usr/anaconda3, must not contain spaces.
-t    run package tests after installation (may install conda-build)
-f    no error if install prefix already exists
-u   update an existing installation

bash Anaconda3-2019.07-MacOSX-x86_64.sh -h

bash Anaconda3-2019.07-MacOSX-x86_64.sh -t -p 



Anaconda/Minicondaのインストール

RCIDSオミックス勉強会_2020A01 6

5. はじめに“Anaconda End User License Agreement”が表示される。スペースキーなどを押し続けると下
に進む。最後に承認するが聞いてくるので、yesとタイプする。noならインストールはキャンセルされる。

6. 次にanacondaをインストールする場所（パス）を聞かれる。-pで指定したパスがデフォルトになっており、
Enterを押すとそのパスにインストールされる。

7. インストールされるパッケージ一覧が表示される。計算を高速化するのに欠かせないNumPyやSCiPy、ま
たPandas等も入るし、seabornやmatplotlib、jupyter、notebookなども利用できるようになる。

8. yesを選択。

9. -tをつけておくと、最後にテストが実行され、正常に動作しない可能性があるものを教えてくれる。



Anaconda/Minicondaの起動
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1. インストールが無事に終わったら、anacondaのパッケージマネージャとしても働く（ツールや
ライブラリのインストールを自動で実行してくれる）condaコマンドが動くか確かめる。

2. エラーが警告される場合…

3. 念の為、パスが通っているか確認する。

conda

source ~/.bashrc
#または
source ~/.bash_profile

echo $PATH



取り敢えず、seqkitのインストール
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公式マニュアルの機能比較。
競合のツールより多機能なので使い勝手が良い。



取り敢えず、seqkitのインストール
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1. 以下のコマンドをタイピング。

• -c, Additional channel to search for packages. These are URLs searched in the order they are given (including 
file:// for local directories). Then, the defaults or channels from .condarc are searched (unless --override-
channels is given). You can use 'defaults' to get the default packages for conda. You can also use any name 
and the .condarc channel_alias value will be prepended. The default channel_alias is 
http://conda.anaconda.org/.

• -y, Do not ask for confirmation.
• -v, Can be used multiple times. Once for INFO, twice for DEBUG, three times for TRACE.
• -d, Only display what would have been done.

-yを除くと、インストール前に導入するかしないかyes|noで判断できます。-vを１度つけると細かい情報も画
面に出力されます。-dをつけるとドライランできます（実際は導入されないがコンフリクトが起こるかなどイ
ンストール時の挙動を確認できる）。この他、conda installの詳細は"conda install -h"を打ってください。

conda install -c bioconda -y -v seqkit



取り敢えず、seqkitのインストール
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2. インストール後、seqkitと打ってヘルプが出れば成功している。

＊anaconda のデフォルトやanaconda cloudではバイナリの各プラットフォーム向けにコンパイル
した状態のプログラムが管理されています。biocondaはそのバイオインフォマティクス向けチャネ
ルになります。

seqkit



定番ツールのインストール
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3. 定番のツールをインストールする。

4. インストールされているパッケージはconda listで確認できる。grepと組み合わせてseqkitの行
のみ表示させる。

#提供されている最新版を同時に入れる
conda install -c bioconda -y -v samtools bedtools minimap2
#または順番に入れる。
conda install -c bioconda -y -v samtools
conda install -c bioconda -y -v bedtools
conda install -c bioconda -y -v minimap2

conda list |grep -n "seqkit"



seqkit
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seqkit

1. seqkitとタイピング。

＊操作法一覧が表示される。



seqkit
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【seq：配列を変形】

Ø reverse complementary (相補鎖にしてさらにリバースにする）

• -p : complement sequence (blank for Protein sequence)
• -r : reverse sequence
• --dna2rna : DNA to RNA
• --rna2dna：RNA to DNA
• -l : print sequences in lower case
• -I : print ID instead of full head
• -u : print sequences in upper case
• -n : only print names
• -m : only print sequences longer than the minimum length (-1 for no limit) (default -1)
• -M : only print sequences shorter than the maximum length (-1 for no limit) (default -1)

seqkit seq -pr input.fa > output.fa



seqkit
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Ø ヘッダーだけ取り出すことでcontigの数をカウントする。

Ø fastqからヘッダーのIDだけ取り出す。

Ø 1000bp以上の配列だけ取り出す。

Ø 1000bp以下の配列だけ取り出し、statsコマンドに渡して分析。

seqkit seq -ni fastq |less

seqkit seq -m 1000 scaffolds.fa > output.fasta

seqkit seq -M 1000 scaffolds.fa |seqkit stats

seqkit seq -n contig.fa |wc -l



seqkit
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【subseq：特定のリードや配列だけ抽出】

Ø 最初の100-bpを取り出す。

Ø 最後の100-bpを取り出す（マイナスで後ろからカウント）。

Ø 最初と最後の100-bpを除く。

Ø gtfで指定した領域の配列だけ取り出す。

Ø gtfで指定した領域の配列とその100bp上流までを取り出す。

seqkit subseq -r 1:100 contigs.fa > left.fa

seqkit subseq -r -100:-1 contig.fa > right.fa

seqkit subseq -r 100:-100 contig.fa > center.fa

seqkit subseq --gtf cDNA.gtf genome.fa > cdna.fa

seqkit subseq --gtf cDNA.gtf -u 100 genome.fa > cdna_and100bp_upstream.fa



seqkit
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【stats：fastaの簡単な分析】

【fq2fa：fastqをfastaに変換】

【fx2tab：fasta/fastqをtab形式に変換し、さらにGCなどの情報を表示】

• -g print GC content
• -G print GC-Skew
• -H print header line (先頭行のコメント出力)
• -l print sequence length
• -n only print names (no sequences and qualities)
• -i print ID instead of full head

seqkit stats *.fa.gz

seqkit fq2fa input.fastq > output.fa

seqkit fx2tab input.fa > output.fa



seqkit
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【head：指定数だけ先頭からリードを取り出す】

【sort：ソート】

• -l by sequence length
• -n by full name instead of just id
• -s by sequence
• -r reverse the result
• -L length of sequence prefix on which seqkit sorts by sequences (0 for whole sequence) (default 10000)
• -2 two-pass mode read files twice to lower memory usage. (only for FASTA format)
• -i ignore case

【restart：環状ゲノムのスタート位置を変更】

seqkit head -10 input.fastq > 10read.fastq

seqkit sort --quiet -r -l conitg.fa -L 10000 > sorted.fa

seqkit restart -i 100 genome.fa > genome_restart.fa



seqkit
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【rmdup：duplicationを除去】

• -n by full name instead of just id
• -s by seq
• -D file to save number and list of duplicated seqs
• -d string file to save duplicated seqs
• -i ignore case

【split：分割】

【common：複数ファイルの共通する配列や名前を分析】

• -n match by full name instead of just id
• -s match by sequence
• -i ignore case

seqkit common *fa > common.fa

seqkit split -p 10 input.fastq

seqkit rmdup -n input.fq



Genome viewer
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生成された大量のシーケンスデータを可視化するためのツール。生物学的データの目視による
検査は、研究者が結果を伝え、新しい仮説を生成し、生物学的プロセスに洞察を提供するのに
役立つ。

お薦めゲノムビューア
1. GenomeView (Mac only)
2. Integrative Genomics Viewer (Mac, Windows, Linux)



Integrative Genomics Viewer (IGV)
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1. IGVをインストール

igv -g input.gbk

igv -g input.fa

conda install -c bioconda -y igv
conda install -c bioconda -y igvtools

2. リファレンス配列を指定してIGVを起動する場合

3. genbankファイルを指定してigvを起動する場合

4. リファンレスとそこから作ったbamファイルを指定してIGVを起動する場合
igv -g input.fa sample1.bam



Integrative Genomics Viewer (IGV)
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igv -g input.fa sample1.bam,sample2.bam,sample3.bam,input.gtf

igv -g input.fa sample1.bam,sample2.bam,sample3.bam

5. 複数のbamファイルを指定してIGVを起動する場合

6. 複数のbamファイルとgtfファイルを指定して起動する場合

igv -g input.fa gatk.vcf,sample1.bam,sample2.bam,sample3.bam,input.gtf

7. 複数のbamファイルと変異コール結果のVCFファイルを指定して起動する場合

igv -g input.fa sample1.bam,sample2.bam,input.gtf,input.bed

8. gtfとbedファイルも指定して起動する場合


