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RNA-seq
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RNA-seq
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有名なアルゴリズム

はじめに

✔実績が高い解析を簡単に ✔解析ツールを統合

＞＞＞ ・コマンドライン操作が必要

・OSに制限

・複数のツールを使う

High Spec

High Cost ・高度なスペックのPCが必要

✔在宅勤務でも強力データ解析✔Windows、MacOSに対応

計算量多
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解析する内容

QC・トリミング QC・トリミング

De-Novo Assembly

完全性評価

配列のクラスタリング

コーディング領域予測

Blast2GO annotation

Blast+InterProScan

マッピング
・

発現量の定量

Differential Expression 
Analysis

・
エンリッチメント解析
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・次世代シークエンサーより出力されたリードデータの品質管理

QC・トリミング

・FastQCとTrimmomaticツールを統合

解析に使用するデータの品質を確認・トリミングする

・データが良好か、下流分析に影響する問題がないか確認
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解析に使用するデータの品質を確認・トリミングする

QCは解析に使用するリードを選択→アダプターリストの情報を入力、
トリミングは解析に使用するリードを選択→トリミング方法を選択するだけ

行いたい解析は画面上部のアイコンから選択
✔ DNA、RNA、メタゲノムなど
各カテゴリーに機能が集約

【クオリティチェック】 【トリミング】
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解析に使用するデータの品質を確認・トリミングする

解析が終了するとレポートが作成

レポートのアイコンをクリック→さらに詳細な結果を見ることが可能

✔各項目について

正常（PASS）
わずかに異常（WARNING）
異常（FAIL）

シーケンスデータの品質をすばやく評価
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解析に使用するデータの品質を確認・トリミングする

【 QCの結果に応じてトリミングを実行】

トリミング前
トリミング後

Per Base Sequence Quality Chart シーケンスごとのGC含量チャート アダプタのコンテンツチャート シーケンスごとの品質スコアチャート 塩基ごとのN含量チャート

過剰表現されたシーケンス表

塩基配列別コンテンツチャート 配列長分布図 シーケンス重複レベルのグラフ

各QC項目に適切なトリミングを選択可能

例）Per Base Sequence Quality項目が
WARNINGまたはFAILの場合…

品質トリミングを実行して、平均品質に基づいてリード
を切り捨てることでシーケンスデータの品質を上げること
ができる。
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・RNA-seqデータから
リファレンスゲノム配列なしでトランスクリプトームを再構成

RNA-Seq 
de novo assembly

・長い連続したシーケンス（コンティグ）を作成する

コンティグ作成

・Trinityツールを統合

・計算負荷のかかる解析だがOmicsBoxでは
メーカサーバ上で安定かつ高速解析される
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使用するリードを選択

コンティグ作成

コンティグの最小長などの設定の他、

・RNA-Seqリードをトランスクリプ
トームアセンブリにアラインメントしてア
センブリのリード構成を評価するオプ
ション

・SuperTranscript
スプライシングアイソフォーム間のユ
ニークな配列領域と共通の配列領
域を単一の直線的な配列に折りた
たむことによって構築するオプション
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コンティグ作成

レポートが作成される

コンティグが作成される

保存後完全性評価へ
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・前項で作成したコンティグデータの完全性を評価

完全性評価

・BUSCOを統合

・90％を超える種でsingle-copy orthologを持つグループに
対してアセンブルされた配列の中に存在するか確認

コンティグ作成
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コンティグ作成

作成したコンティグを
開いたままツールを起動

系統固有のプロファイルを選択

しきい値を設定
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【結果】

タグと色分けで評価を確認

Complete single
Complete duplicated 
Fragmented
Missing

レポートやチャートからも品質を確認できる
Fragmented Missingの割合が高い場合は
リードの変更やトリミング、de novo assemblyの
設定を調整する必要がある。

コンティグ作成
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・de novo assemblyで作成されたコンティグデータから
類似する配列を取り除く

配列のクラスタリング

・CD-HITを統合

・重複したコンティグを除くことで冗長性を減らす

コンティグ作成
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コンティグ作成

作成したコンティグを
開いたままツールを起動

しきい値を設定 カバレッジの調整
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【結果】

各クラスターの代表的なシーケンスを含むプロジェクト

分布チャートはレポートの作成
レポートからは各クラスターの代表的
なシーケンスのリストを取得できる。

コンティグ作成
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・転写産物配列内のコーディング領域を検出

コーディング領域予測

・TransDecoderを統合

・信頼の高いORFが抽出され、機能を予測するために使用されます。

コンティグ作成
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コンティグ作成

クラスタリング結果を
開いたままツールを起動

Gene CodeやPfam検索を指定 長いORF検出の調整
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【結果】

タンパク質配列
CDS配列
ORF座標

完全なORF：開始コドン・停止コドン
5 '部分ORF：開始コドンがなく、N末端の一部
3 '部分ORF：終止コドンがなく、C末端の一部
内部ORF：5 'と3'の両方部分的

コンティグ作成

fasta形式で保存→発現量の定量で使用する

リストが作成される

レポート、チャートから予測されたORFに関する
詳細・抽出が可能
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・BLAST：クエリセットに類似した配列を検索

BLAST

機能情報付与

・InterProScan：タンパク質のドメイン構造やモチーフを検索

・ InterProScan

高速解析

特にBLASTの解析は解析時間が必要なケースが多く中には数日かかることも

OmicsBoxではメーカクラウド上で高速検索することが可能

Computation Unitsは、CloudBlast解析を行うごとにUnitが消費されます。
（InterProScanのCloud解析でも消費）詳細は弊社HP
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検索するリストを
開いたままツールを起動

アルゴリズム・検索するデータベース・サブセットを指定

機能情報付与

サブセットを選択
→解析時間短縮
ユニット消費量少

Blast検索を行うサーバー選択



機能情報付与

検索結果が得られない

正常なBLAST結果

Charts and Statistics
BLASTで検索された生物種のヒット数

選択された配列の詳細結果

【結果】



検索するリストを
開いたままツールを起動

機能情報付与

検索を行うサーバー
メンバーデータベースを選択

InterPro ID・GO IDとその名前が配列に付与

【結果】



・BLAST検索によって取得された情報に
関連付けられたGO termを取得。

Blast2GO annotation

機能情報付与

・メーカ開発のBlast2GOアノテーションに
より信頼性の高いGO情報を割り当てる

・Blast2GOアノテーションメソッドは
7000件を超える研究引用実績
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機能情報付与

GO Mappingで
GO termを取得 GO Mappingの結果に対しBLAST2GO Annotationを実行

設定ではしきい値やエピデンスコードの値の調整
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機能情報付与

Annotation付きGO
だけGO ID列に残る

✔アノテーションプロセスによって最適な機能アノテーション情報を付与できます。

【結果】

InterProScanの結果を
アノテーション結果にマージ

.annot形式で保存→エンリッチメント解析で使用する
OmicsBox形式で保存→データ統合で使用
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・OmicsBoxはリファレンスゲノムを必要としない
トランスクリプト定量パッケージを搭載

発現量の定量

RNA-seq

・参照ゲノム配列の代わりに
トランスクリプトシーケンスのセット（コンティグデータ）を使用

・RSEMを統合
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Transcript-level Quantificationを選択

RNA-seq

リファレンスゲノムあり

リファレンスゲノム無し

定量したいリードを選択

作成したコンティグデータ
を選択

Transcript（アイソフォーム）IDと
遺伝子IDを対応付けするための
情報ファイルがあれば選択
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発現レベルに関するテーブルが
作成される

OmicsBoxではCount Table
として保存する。

レポートやチャートから定量化するプロセスに関する
追加情報、および結果として得られるカウントの品
質評価を確認

【結果】

RNA-seq
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・前項で作成した定量データを使用して、
異なる実験条件のペアワイズ比較で、差次的に発現する
遺伝子群を特定。

Differential Expression 
Analysis

発現比較

・edgeRを統合（Pairwise Differential Expression Analysisの場合）
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Pairwise Differential Expression Analysisを選択

発現比較

Replicateあり

Replicateなし

タイムコースデータ

Count Tableを
開いたままツールを起動

別途実験条件ファイルを用意（タブ区切りテキストファイル）



アップレギュレート、ダウンレギュレートのタグ
付けされたテーブルが作成される

サイドパネルから多彩な作図が可能

【結果】

RNA-seq

ヒートマップボルケーノプロットMDSプロット
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結果に含まれるコンティグ配列情報はNameのみ

結合させるデータ選択
「Open Pairwise Results」

✓アノテーションの結果統合

File Manegerに表示
1

1

2
2

…

発現比較
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・発現変動した機能に、どのようなものが多いのかを解析

エンリッチメント解析

・FatiGO packageを統合

発現比較

・ 2組のシーケンス間のアノテーションの相違を統計的に評価

Fisher's Exact Test
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UPかDOWN・前項で作成したアノテーションファイルを指定

Differential Expression Analysis

結果のサイドパネルから
エンリッチメント解析を実行

.annot形式で保存した
ファイルをこちらに入力

発現比較



豊富に含まれる機能について
テーブルが作成される

サイドパネルから多彩な作図が可能

【結果】

ワードグラウドエンリッチメント棒グラフ

発現比較

エンリッチメントグラフ
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OmicsBoxに完全に実装された戦略により、

複雑なコマンドライン操作なしで非モデル生物のRNA-seqを実行可能

まとめ

さらにワークフローを作成することで一連の解析をパイプライン化できる
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まとめ

2台のPCにインストールできるので
在宅勤務でも強力なデータ解析を実行できます。※

※1ライセンスの場合です。同時解析は1台となります。

Functional Analysis Genome Analysis Transcriptomics

機能アノテーションツール 新規ゲノムの配列決定 RNA-seqデータ解析

・BlastとInterProの高速解析

・機能アノテーション情報付与

・エンリッチメント解析

・De-Novo Assembly

・Repeat Masking

・真核生物 原核生物のORF領域の
遺伝子予測

・De-Novo Assembly

・発現値定量（モデル生物・非モデル生物対応）

・発現変動遺伝子の同定

メタゲノム解析
（16S・WGS）

・Toxonomic Classification

・OTU Abundances Table

・Metagenomic Assembly/遺伝子予測

Metagenomics

弊社HPでの紹介ページ

カタログ
Information

1週間使用可能なデモライセンスがあります。
ご希望の場合はbiosupport@filgen.jpまでお問い合わせください。
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お問い合わせ先：フィルジェン株式会社

TEL 052-624-4388 (9:00～17：00）

FAX 052-624-4389

E-mail: biosupport@filgen.jp


