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第09回事前準備

微生物ゲノム解析１
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第09回事前準備〜anacondaの実装

第14回オミックス勉強会-2021.06.08- 4

https://www.anaconda.com/products/individual/download-success

https://www.anaconda.com/products/individual/download-success


第09回事前準備〜anacondaの実装
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#シェル名の設定

/opt/anaconda3/bin/conda init zsh

#python環境の確認

conda info -e



第09回事前準備〜Homebrewのインストール
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#xcodeのcommand line developer toolsをインストール

$ xcode-select --install 

#ブラウザで”homebrew”を検索、もしくは次のURLへアクセス

http://brew.sh/index_ja.html

#右図の赤枠をコピー

#パスワードを要求されるので、入力

#右下図のように表示されれば、インストール完了

$ brew help

http://brew.sh/index_ja.html


“Homebrew” のインストールがうまくいかない場合
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Error: 

homebrew-core is a shallow clone.

homebrew-cask is a shallow clone.

To `brew update`, first run:

git -C /usr/local/Homebrew/Library/Taps/homebrew/homebrew-core fetch --unshallow

git -C /usr/local/Homebrew/Library/Taps/homebrew/homebrew-cask fetch --unshallow

• 指定されたパスにあるリポジトリクローンを shallow なものから完全なものに変更するためのコマンド

• 厳密に言うとこれはエラーというよりも「変更が加わったために手作業での対応してね」というメッセージ



第09回事前準備〜wget/md5sumのインストール
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#wgetのインストール

brew install wget

#md5sumのインストール

brew install md5sha1sum



第10回事前準備

微生物ゲノム解析2
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第10回事前準備〜nanoQC/filtlongのインストール

$ conda install –c bioconda nanoqc #nanoqcのインストール

$ conda install –c bioconda filtlong #filtlongのインストール

➢ nanoQCはナノポアロングリードの長さやクオリティ分析を行うツール
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第10回事前準備〜canuのインストール
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#GitHubで公開されているcanu scriptsをDL

https://github.com/marbl/canu/releases

#condaを経由する

conda install -c conda-forge -c bioconda -c defaults canu

#brewを経由する

brew install brewsci/bio/canu

https://github.com/marbl/canu/releases


第11回事前準備

微生物ゲノム解析3
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第11回事前準備〜講義前のインストール

$ conda install –c bioconda –y last     #lastのインストール

$ conda install –c bioconda -y racon     #raconのインストール

$ conda install –c bioconda minimap2     #minimap2のインストール

$ conda install -c bioconda unicycler.    #unicyclerのインストール

➢ LAST：ゲノムの相同性の高い領域を網羅的に検索する

➢ Racon：ロングリードのドラフトアセンブリからコンセンサス配列を出力する

➢ Minimap2：高速なロング/ショートリードアライナー

➢ Unicycler：バクテリアゲノム特化型hybrid assembler

基本的にcondaやbrewでワンライナー導入できます。
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第12回事前準備

微生物ゲノム解析4
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第12回事前準備〜講義前のインストール

$ conda install –c bioconda pyani #pyaniのインストール

$ conda install –c bioconda checkm-genome     #checkm-genomeのインストール

$ conda install -c bioconda busco #buscoのインストール（conda-forgeでも可）

$ conda install –c bioconda –y gunc #guncのインストール

➢ pyani：ゲノム総当たりのANI比較を実行する（python3.6）

➢ checkm-genome：ゲノムの相同性の高い領域を網羅的に検索する（python2.7）

➢ gunc：原核生物のゲノムアセンブリでキメラや汚染を調べる（python3.8）

➢ BUSCO：アセンブル結果をCore gene setの検出数で評価する（python3.7）
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第13回事前準備
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第13回事前準備〜pythonの環境（仮想環境）を作成・変更する

第14回オミックス勉強会-2021.06.08- 17

conda create -n py36 python=3.6 #python環境の作成

conda info -e #python環境の確認

conda activate py36 #python環境の変更（特定の仮想環境に）

conda deactivate py36 #python環境の変更（baseに戻る）
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brew install gnuplot #gnuplotのインストール

brew update #brewのアップデート（最低でも月イチでの実行を推奨）

brew upgrade #brewのアップグレード（場合に応じて）

第13回事前準備〜gnuplotをインストールする



講義前のインストール

$ conda install –c bioconda mummer     #mummerのインストール

$ conda install –c bioconda breseq #breseqのインストール

➢ MuMmer：ゲノム比較ツール（python3.8）

➢ breseq：haploidのバクテリアゲノムのindelをgene locusまで含めて検出する

（python3.6）
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第14回事前準備

微生物ゲノム解析6
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#condaからインストールする場合

$conda search harvest

$conda create -n harvest python=3.7

$conda activate harvest

$conda install -c bioconda -y parsnp

$conda install -c bioconda -y harvesttools

第14回事前準備〜Harvest実装準備



第14回オミックス勉強会-2021.06.08- 22

#brew, wgetでインストールする場合

$wget https://github.com/marbl/parsnp/releases/download/v1.2/parsnp-

OSX64-v1.2.tar.gz

$tar -xvf parsnp-OSX64-v1.2.tar.gz

第14回事前準備〜Harvest実装準備
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#Gingrのインストール（conda, brewどちらでインストールしても必要）

gingr-OSX64-v1.3.app.zipを解凍し、GUIでインストール

https://github.com/marbl/gingr/releases/download/v1.3/gingr-OSX64-

v1.3.app.zip

第14回事前準備〜Harvest実装準備

https://github.com/marbl/gingr/releases/download/v1.3/gingr-OSX64-v1.3.app.zip


第14回勉強会

➢トピック: バイオインフォマティクス勉強会_第14回

➢時間: 2021年6月9日 05:30 PM 大阪、札幌、東京

Zoomミーティングに参加する

https://zoom.us/j/92600135756?pwd=QW1uUG4vSFF2bm94TndtOTRlMEp6UT0

9

ミーティングID: 926 0013 5756

パスコード: 797636
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https://zoom.us/j/92600135756?pwd=QW1uUG4vSFF2bm94TndtOTRlMEp6UT09


第14回勉強会資料DL link

➢hands-onに必要なデータDL link

【Harvest】

1. https://24.gigafile.nu/0615-44d3ecbc43ede5f009bf62d7829c1eb5

2. https://24.gigafile.nu/0615-d32939d316459ed5299ae389e0c3e95af
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