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第1章　配列解析ツール
1. ペアワイズアラインメント
ペアワイズアラインメントとは、2本の配列ペアを並べる（アラインメント）ことを言い
ます。それぞれの文字（DNA・アミノ酸）の一致・不一致、もしくはギャップ（文字を並
べない）にあらかじめ点数を決めておいて、点数の合計が最も大きくなるように配列ペア
を並べます。ペアワイズアラインメントはドットプロットを作成すると視覚的に見ること
ができます。
ドットプロット：2本の配列を縦と横に並べて表を作り、同じ文字が出てきたところに点
を打っていく。連続して同じ文字が出現すると、点が繋がって線のように見える。

アラインメントの例

	 	 	 K A W A M O T O S H O K O
	 	 	 | | | |   |     | |
	 	 	 K A W A N O - - S H I N

 例えば、文字が一致した時のスコアを+10点、文字が一致しなかった時（ミスマッチ）
のスコアを-3点、ギャプのスコアを-5点とすると、上記のアラインメントのスコアは、
+10 x 7 + (-3 x 3) + (-5 x 2) = 51 になります。
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ペアワイズアラインメントはこのように2個の配列を並べる操作のことを言います。デー
タベース中のすべての配列に対してペアワイズアラインメントを実行して、スコア順に並
べることで、データベース中から自分の入力した配列と似ている配列を探すことができま
す。したがって、検索対象としてどのデータベースを使うかが非常に重要になります。
このようなペアワイズアラインメントを実行するためのプログラムには、SSEARCH、
FASTA、BLASTなどがあります。SSEARCHは上記のドットプロットに相当する計算を
すべて実行する方法で、最適なアラインメントを作成してくれる一方で、計算に時間がか
かります。FASTAはある程度似ていそうなところの見当をつけておいて、その周辺だけを
計算します。計算しない部分がある分SSEARCHより高速に計算できますが、最適なアラ
インメントを作成してくれる保証がありません。BLASTはあらかじめ似ていそうなとこ
ろを見つけて、その似ている部分を伸ばせるだけ伸ばすように計算します。計算量は一番
少なくて済みますが、正確性は一番劣ります。このように、ペアワイズアラインメントの
プログラムには正確性と速さのトレードオフ（どっちかをとればどっちかは犠牲になる）
がありますが、現在では大量の配列に対して検索を実行する必要があるため、もっぱら
BLASTが使われています。

1-1 BLAST
BLASTは自分の持っている配列を入力として、配列データベースの中から類似の配列を探
してくるツールです。生物の分野で配列には主にDNAの塩基配列とタンパク質のアミノ酸
配列の2種類があります。BLASTでは入力の配列の種類と検索対象のデータベースによっ
てプログラムが使い分けられています。
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BLASTのオプション

オプション名 入力配列 対象DB 概要

blastn DNA塩基
配列

DNA塩基
配列

入力配列(DNA塩基配列)と類似のDNA塩基配
列を検索

blastp アミノ酸
配列

アミノ酸
配列

入力配列(アミノ酸配列)と類似のアミノ酸配
列を検索

blastx DNA塩基
配列

アミノ酸
配列

入力DNA塩基配列をアミノ酸に翻訳した配列
で、類似のアミノ酸配列を検索

tblastn アミノ酸
配列

DNA塩基
配列

入力アミノ酸配列を、DNA塩基配列のデータ
ベースをアミノ酸配列に翻訳したものに対し
て、類似の配列を検索

tblastx DNA塩基
配列

DNA塩基
配列

入力DNA塩基配列をアミノ酸配列に翻訳した
ものを、DNA塩基配列DBをアミノ酸配列に
翻訳したものとの類似を検索

psi-blast アミノ酸
配列

アミノ酸
配列

入力配列（アミノ酸配列）とアミノ酸データ
ベースとの検索を繰り返すことで、弱い類似
しかない配列を検索可能にする方法

phi-blast アミノ酸
配列

アミノ酸
配列 配列の「パターン」で類似の配列を検索

※ どうして tblastx では、入力配列も検索対象の配列もわざわざアミノ酸に翻訳してか
ら検索するのでしょうか？考えてみましょう。ヒント：コドン頻度

2. マルチプルアラインメント
マルチプルアラインメントとは、複数の（multiple）配列を並べる（アラインメント）方
法です。基本的には、2次元のペアワイズアラインメントを多次元に拡張したものです
（3個の配列だと3次元空間でドットプロットを実行）。ただし、次元が増えるにつれて
計算が大変になっていく（指数関数的に計算量が増えていく）ので一度にアラインメント
できる配列の数は限られます。そのため、それぞれのプログラムで計算量を減らす工夫が
されています。代表的なプログラムにClustalW、MAFFT、T-coffeeなどがあります。

2-1 ClustalW
ClustalWでは計算量を減らすために、いきなり複数の配列を並べるのではなく、ペアワ
イズアラインメントを複数回繰り返すことをしています。まず、配列の全対全のペアワイ
ズアラインメントを実行し、それぞれの配列の組み合わせの類似度を計算します。この類
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似度を使って、似ている順に各配列をならべたガイドツリーと呼ばれるものを計算しま
す。

マルチプルアラインメントを作成するときは、似ている配列同士をペアワイズアラインメ
ントで並べながら、アラインメントを積み重ねていきます。

2-2 MAFFT
MAFFTはClustalWと同じくマルチプルアラインメントのプログラムですが、フーリエ変
換を利用して処理速度と精度をあげています。このため大量の配列のアラインメントにも
対応可能です。処理方法が異なるので結果も変わってきますが、時間があれば最後のほう
でClustalWとMAFFTのマルチプルアラインメントの違いについて見てみましょう。

3. 参考：統合TV

・相同性検索と系統解析 ～BLASTとClustalW～
　国立遺伝学研究所 生命情報研究センター大量遺伝情報研究室 中村保一教授
（@yaskaz）による講義

・ NCBI BLASTの使い方　～基本編～
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http://togotv.dbcls.jp/20100705.html
http://togotv.dbcls.jp/20100705.html
http://www.youtube.com/watch?v=TO5IjNglyyA
http://www.youtube.com/watch?v=TO5IjNglyyA


・PSI-BLASTで類縁の配列を調べ倒す 2011

・Primer BLASTの使い方 2010

・BLAST検索でヒットしたエントリ群のmulti fastaファイルを取得する

・ClustalWを使い倒す 2011

・Jalviewを使い倒す～配列解析・系統樹編～

・ClustalWで解析した結果をTreeView Xで描写する
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http://www.youtube.com/watch?v=tFaUyaEtSD0
http://www.youtube.com/watch?v=tFaUyaEtSD0
http://www.youtube.com/watch?v=UL94wypR73o
http://www.youtube.com/watch?v=UL94wypR73o
http://jp.youtube.com/watch?v=RhTmgpOIUIw
http://jp.youtube.com/watch?v=RhTmgpOIUIw
http://www.youtube.com/watch?v=DLuZ8wKN2lg
http://www.youtube.com/watch?v=DLuZ8wKN2lg
http://www.youtube.com/watch?v=NIfWt6bHovk
http://www.youtube.com/watch?v=NIfWt6bHovk
http://www.youtube.com/watch?v=r2cG1SzDdBA
http://www.youtube.com/watch?v=r2cG1SzDdBA


第2章　コマンドラインツールを使ってみよう

この章では、コマンドを使ってコンピュータを操作する方法について学びます。

1. Tera Termの起動

Windowsでアプリケーションを使う場合、GUI (Graphical User Interface)が一般的
で、コマンドラインからアプリケーションを操作することはありません。Windowsでコ
マンドラインを操作するためのアプリケーション（後述）もありますが、今回はTera 
Termというソフトウェアを使って、DBCLSに設置してあるLinuxがインストールしてあ
るコンピュータに、インターネットを通じてログインしてコマンドライン操作をしてみま
す。

① プログラムから「Tera Term」を起動します。

② どのコンピュータにつなぐのか指定する画面が出てきますが、学校のネットワークか
らは直接外部のコンピュータにつなぐことができません（proxyの設定をする必要があり
ます）。proxyの設定をするために、ここでは一度「キャンセル」を選びます。
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http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/
http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/
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③ メニューの「設定」から「プロキシ」を選びます。

④ 「種類」のところを「HTTP」に変更し、「ホスト名」と「ポート番号」（別紙参照）
を入力して、「OK」を押します。

　　　　図中のホスト名とポート番号はダミーなので注意。図のまま入力してもつながらないよ。
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⑤ メニューの「ファイル」から「新しい接続」を選びます。

⑥ 「ホスト」にリモートコンピュータのアドレス（別紙参照）を入力します。
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⑦ 初めてつなぐコンピュータの場合、確認の画面が出ます。「続行」を押します。

⑧ 「ユーザ名」と「パスワード」（別紙参照）を入力します。
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⑨ ログイン成功！

（Macの場合）

Macから外部のコンピュータにリモートで繋ぐ場合には、ターミナル（後述）を起動し
て、以下の用に入力します。

$ ssh アカウント名@リモートコンピュータのアドレス

※ $は入力しません。アカウント名とリモートコンピュータのアドレスは適切なもの
（DBCLSのテストコンピュータにつなぐ場合は別紙の情報）に置き換えて入力します。
コンピュータにつながると、パスワードの入力を求められるので入力します。
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2. ディレクトリ操作: 自分用の作業用ディレクトリを作る

LinuxでもWindowsやMacの「フォルダ」と同じように、「ディレクトリ」と呼ばれる入
れ物を作って階層的にファイルを管理します。今、自分の作業しているディレクトリを調
べるには、「pwd」（print working directory）コマンドを使います。

$ pwd
/home/test

※ ＄は入力しません

自分の作業しているディレクトリにあるファイルやディレクトリを一覧表示するには、
「ls」（list）コマンドを使います。

$ ls
data
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新しくディレクトリを作成するには、「mkdir」（make directory）コマンドを使いま
す。ここでは、自分用のディレクトリを作ってみましょう。

$ mkdir kawano0213 　← 自分の名前など（他の人と被らないようにする）

※コマンドライン操作では、lsコマンドのように何かの結果を返してくるコマンドを除い
て、操作が成功すると何も出力されません。逆に操作が失敗するとエラーメッセージが表
示されます。

lsコマンドを使ってディレクトリが作成されたか確認してみましょう。

$ ls
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ディレクトリを移動するときは、「cd」（change directory）コマンドを使います。自
分が新しく作ったディレクトリに移動してみましょう。

$ cd kawano0213

pwdコマンドや、lsコマンドを使って、新しく移動したディレクトリの場所やファイルを
調べてみましょう（新しく作ったディレクトリなのでファイルはないはず）。

$ pwd
/home/test/kawano0213
$ ls
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番外編：コマンドのマニュアルを見る

「man」（manual）コマンドを使って、各コマンドのマニュアルを表示することがで
きます。
例：lsコマンドのマニュアルを表示

＄ man ls

3. 自分のコンピュータでコマンドライン操作をする方法

今回はコマンドラインが使える別のコンピュータにログインして操作しましたが、自分の
パソコンでもコマンドラインを操作することができます。もちろん自分のパソコンで操作
するときにはログイン操作は必要ありません。
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3-1 Windows
WindowsにはCygwinというフリーのターミナルソフトウェアがあるので、これをインス
トールして使います。Cygwinのインストール方法や使い方については、統合TVに解説動
画があるのでそちらを参考にしてください。ちなみに、Windowsには「コマンドプロン
プト」というコマンドラインソフトが最初から入っていますが、操作方法やコマンドが一
般的なLinuxとは違います。これを使えるようになってもあまり役に立つ事は無さそうな
ので、素直にCygwinを使いましょう。

【統合TV】WindowsでUNIX! 1. Cygwin インストール編
【統合TV】WindowsでUNIX! 2. ファイル操作編
【統合TV】WindowsでUNIX! 3. ファイル操作応用編
【統合TV】WindowsでUNIX! 4. ファイル操作発展編

3-2 Mac
Macの場合は最初からターミナルがインストールされています。「アプリケーション」→
「ユーティリティ」に「ターミナル」があります。Linuxとほとんど同じように使えま
す。
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http://www.cygwin.com/
http://www.cygwin.com/
http://www.youtube.com/watch?v=kMjD6KWdqxM
http://www.youtube.com/watch?v=kMjD6KWdqxM
http://www.youtube.com/watch?v=ftIvdJXL4DE
http://www.youtube.com/watch?v=ftIvdJXL4DE
http://www.youtube.com/watch?v=NX0NLkA-Oyk
http://www.youtube.com/watch?v=NX0NLkA-Oyk
http://togotv.dbcls.jp/20120820.html
http://togotv.dbcls.jp/20120820.html


第3章　コマンドラインツールのインストール

この章では、コマンドラインツールのインストール方法を紹介します。ただし、インス
トールには結構な時間がかかるので実習はしません。第2章でつないだコンピュータに
は、ここで紹介するコマンドラインツールはあらかじめインストールしてあります。

1. BLAST+のインストール

バイナリ（コンピュータのCPUやOSに合わせてあらかじめ実行可能にしてあるもの）を
インストールする方法とソースコード（プログラマが書いたプログラムのコード）をコン
パイル（CPUやOSに合わせて実行可能にする）してインストールする方法があります。
自分のPC環境にあったバイナリが提供されている場合はそちらを使うのが早いでしょ
う。バイナリが提供されていない場合は、自分でコンパイルすることになります。ソース
コードからプログラムをコンパイルするためには「コンパイラ」が必要です。Linuxには
はじめからコンパイラがついています。Macの場合はインストールCDもしくはAppStore
にある「Xcode」をインストールします。Windowsの場合はCygwinのコンパイラをイン
ストールして使います。

1-1 バイナリからインストールする場合
BLAST+のプログラムはNCBIのBLASTダウンロードページからダウンロードできます
（「BLAST download」で検索すると出てきます）。

BLAST＋が最新版のBLASTで、Legacy executablesが旧世代のBLASTです。
DatabasesではBLAST検索用のデータベースをダウンロードできます（次章）。
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http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastDocs&DOC_TYPE=Download
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastDocs&DOC_TYPE=Download


ftpから始まるURLをクリックします。

自分の環境に対応するCPU（32 bit or 64 bit）とOSがファイル名に入っているリンク
をクリックします。Windowsの場合は ncbi-blast-2.2.26+-win32.exe もしくは ncbi-
blast-2.2.26+-win64.exe をダウンロードしてインストールします。インストール後、
BLASTはコマンドプロンプトやCygwinから使えるようになっていますが、使用するコン
ピューターの種類や環境によっては環境変数の設定（PATHの設定）が必要になったり、
ソースコードからのインストールが必要になる場合もあります。そこで次にBLASTを例に
ソースコードからのインストールを解説します。

1-2 ソースコードからインストールする場合
先ほどと同じところからソースコード ncbi-blast-2.2.26+-src.tar.gz または ncbi-
blast-2.2.26+-src.zip をダウンロードします。自分のPCにインストールする場合はウェ
ブブラウザからダウンロードして解凍するのが楽でしょう。リモートのコンピュータの場
合には「wget」というコマンドでダウンロードします。この場合も自分のPCでダウン
ロードリンクのアドレスをコピーしておくと便利です。
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$ wget ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/executables/blast+/LATEST/ncbi-
blast-2.2.26+-src.tar.gz　（実際には改行しないので注意）
--19:04:31--  ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/executables/blast+/LATEST/
ncbi-blast-2.2.26+-src.tar.gz
           => `ncbi-blast-2.2.26+-src.tar.gz'
ftp.ncbi.nlm.nih.gov をDNSに問いあわせています... 130.14.250.11
ftp.ncbi.nlm.nih.gov|130.14.250.11|:21 に接続しています... 接続しました。
anonymous としてログインしています... ログインしました!
==> SYST ... 完了しました。    ==> PWD ... 完了しました。
==> TYPE I ... 完了しました。  ==> CWD /blast/executables/blast+/LATEST ... 
完了しました。
==> SIZE ncbi-blast-2.2.26+-src.tar.gz ... 12907881
==> PASV ... 完了しました。    ==> RETR ncbi-blast-2.2.26+-src.tar.gz ... 完了し
ました。
長さ: 12907881 (12M)

100%[=======================================>] 12,907,881  
66.0K/s   in 87s

19:06:02 (145 KB/s) - `ncbi-blast-2.2.26+-src.tar.gz' を保存しました 
[12907881]�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
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「tar」コマンドを使って、圧縮されたファイルを解凍します。

$ tar xzvf ncbi-blast-2.2.26+-src.tar.gz
ncbi-blast-2.2.26+-src/
ncbi-blast-2.2.26+-src/c++/
ncbi-blast-2.2.26+-src/c++/configure
…

圧縮ファイルを解凍してできたディレクトリに「cd」コマンドで移動して、インストール
を開始します。インストール方法はプログラムをダウンロードしたページや、
Readme.txt、Install.txtなどのファイルに書かれていることが多いです。blast+の場合は
c++ディレクトリ以下にソースコードがあります。
ソースコードからインストールするソフトウェアの場合、多くのものは3個のコマンドを
実行することでインストールできます。まず、「./configure」コマンドでPCの環境を調
べて、どのようにコンパイルするかを指定するコンパイル用のファイル（makeファイル
といいます）を作成します。「--prefix=ディレクトリ」オプションでインストール先の
ディレクトリを指定します（何も指定しなければ /usr/local/bin というディレクトリに
インストールされます。ただし、このディレクトリにインストールするためには、PCの管
理者権限が必要です）。次に「make」コマンドでプログラムをPCの環境に合わせてコン
パイルして、「make install」コマンドでコンパイルしたプログラムをインストールしま
す。特別の指示がない限り、多くのプログラムは上記3つのコマンドでソースコードから
インストールすることが可能です。
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$ cd ncbi-blast-2.2.26+-src/
$ cd c++
$ ./configure --prefix=/home/test/blast
configure: loading site script ./src/build-system/config.site

configure: creating cache config.cache
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for gcc... gcc

$ make
$ make install (管理者権限が必要な場合　sudo make install)
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2. ClustalWのインストール
2-1 バイナリからインストールする場合
ClustalWのプログラムはこのページからダウンロードできます。

自分の環境にあったファイルをダウンロードしてインストールします。Windowsの場合
は「clustalw-2.1-win.msi」、Macの場合は「clustalw-2.1-macosx.dmg」になりま
す。ちなみに、clustalwがコマンドライン版、clustalxがGUI版になっています。

インストールが完了すると、プログラムファフィルに登録されます。起動すると以下のよ
うな画面が表示されます。
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2-2 ソースコードからインストールする場合
ClustalWの場合もBLAST+の時と同じようにソースコードのファイルをウェブページから
ダウンロードしてきて解凍、もしくはコマンドライン上でwgetを使ってファイルを取得
します。そして、wgetでファイルを取ってきた場合はblast+の場合と同じようにtarコマ
ンドを使ってファイルを解凍して、解凍したディレクトリに移動 → ./configure → 
make → make installの順でコマンドを実行します。

$ wget http://www.clustal.org/download/current/clustalw-2.1.tar.gz
$ tar xzvf clustalw-2.1.tar.gz
$ cd clustalw-2.1
$ ./configure --prefix=/home/test/clustalw
$ make
$ make install (管理者権限が必要な場合　sudo make install)

25

http://www.clustal.org/download/current/clustalw-2.1.tar.gz
http://www.clustal.org/download/current/clustalw-2.1.tar.gz


・wget

・tar
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・./configure

・make
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・make install

インストール先のディレクトリに移動して、./clustalw2 コマンドでClustalWが起動しま
す。
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3. MAFFTのインストール
3-1 バイナリからインストールする場合
MAFFTのプログラムはこのページからダウンロードできます。 左側のメニューにそれぞ
れの環境に合わせたバイナリのダウンロードファイルがあるので、そこからダウンロード
します。Windowsの場合には、Cygwin versionとAll-in-one versionがあります。
Cygwinを使う場合にはCygwin versionを、Windowsからそのまま使うにはAll-in-one 
versionをインストールします。

All-in-one versionをインストールすると「mafft.bat」というファイルができるので、こ
れを実行することでMAFFTを起動できます。
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3-2 ソースコードからインストールする場合
MAFFTをソースコードからインストールする場合には、左側のメニューからSourceを選
んでファイルをダウンロードします。RNAの構造アラインメントプログラムを含むものと
含まないものがあります。ウェブブラウザ、もしくはwgetコマンドでファイルをダウン
ロードして、ダウンロードページに書いてあるとおりにコマンドを実行することでインス
トールができます。
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第4章　コマンドラインでBLASTを実行する

この章では、コマンドラインからBLAST検索を実行してみます。

1. 検索対象データベースの作成
第1章でも紹介したように、BLAST検索するためには検索対象のデータベースが必要とな
ります。いろいろなところで配列のデータベースがダウンロードできるので、これらを利
用します。ここでは、NCBIにおいてある酵母のアミノ酸配列のデータベースを使います。

① NCBIのBLASTダウンロードのページの一番下に、データベースダウンロードページへ
のリンクがあります。

② いろいろな種類のインデックス化（後述）済みの配列が置かれています。ファイルサイ
ズが大きいので、ひとつのデータベースが複数のファイルにわかれているものもありま
す。例えば、ヒトのEST配列は est_human.00.tar.gz と est_human.01.tar.gz にわかれ
ています。「.md5」で終わっているファイルは、ダウンロードしたファイルが壊れてい
ないか確かめるときに必要なファイルです（詳しくは「md5、チェックサム」あたりで検
索してみてください）。
酵母の配列は「FASTA」ディレクトリの中の一番下にあります。「yeast.aa.gz」がアミ
ノ酸の配列で、「yeast.nt.gz」がDNA塩基配列になります。今回はアミノ酸配列を使い
ます。クリックするとダウンロードが始まりますが、自分のPCにダウンロードしても意
味がありません。リモートのコンピュータにダウンロードするためにリンク先のアドレス
をコピーします。リンクの上で右クリックして、IEでは「ショートカットのコピー」、
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FireFoxでは「リンクのURLをコピー」、Chromeでは「リンクアドレスをコピー」を選
びます。
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③ ターミナルから酵母のアミノ酸配列データベースをダウンロードします。コマンドでイ
ンターネット上のファイルをダウンロードするには「wget」というツールを使います。

$ wget ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/db/FASTA/yeast.aa.gz
--2012-08-28 17:08:50--  ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/db/FASTA/
yeast.aa.gz
           => `yeast.aa.gz'
ftp.ncbi.nlm.nih.gov をDNSに問いあわせています... 130.14.250.11
ftp.ncbi.nlm.nih.gov|130.14.250.11|:21 に接続しています... 接続しました。
anonymous としてログインしています... ログインしました!
==> SYST ... 完了しました。    ==> PWD ... 完了しました。
==> TYPE I ... 完了しました。  ==> CWD /blast/db/FASTA ... 完了しました。
==> SIZE yeast.aa.gz ... 1951194
==> PASV ... 完了しました。    ==> RETR yeast.aa.gz ... 完了しました。
長さ: 1951194 (1.9M)

100%[======================================>] 1,951,194    
504K/s 時間 4.7s

2012-08-28 17:08:57 (402 KB/s) - `yeast.aa.gz' へ保存終了 [1951194]
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※ うまくつながらない時には、あらかじめダウンロードしたファイルがあるのでそちら
を使ってください。ファイルは /home/data/ にあります。「cp」（copy）コマンドで
ファイルをコピーします。

$  cp /home/data/yeast.aa.gz ./

$  cp ../data/yeast.aa.gz ./

../ はひとつ上のディレクトリを、./ は現在のディレクトリを意味します。
/home/data/yeast.aa.gz のような表記法を絶対パスと、../ を使った表記法を相対パス
（今、自分のいるディレクトリから相対的に指定するため）といいます。

④ ダウンロードしたファイルは圧縮されています。そこで、「gunzip」というツールを
使ってファイルを解凍します。

$  gunzip yeast.aa.gz

※ 補完機能について：ある程度までファイル名を入力したところで「tab」キーを押す
と、自動的に残りのファイル名を入力してくれます。
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lsコマンドでファイル名が変わったことを確認しましょう。

⑤ ファイルの中身を見てみましょう。「less」というツールを使います。

$ less yeast.aa

↑↓キー、スペースキー、マウスのホイールを動かすことで、画面をスクロールできま
す。
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酵母の配列は、Multi FASTA（マルチファスタ）形式で配布されています。FASTA形式と
は、＞ から始まる行にコメント（通常はID番号や機能の説明などが書かれます）を書い
て、次の行からDNA塩基配列やアミノ酸配列を書く形式です。配列の途中で改行が入って
も構いません。Multi FASTA形式は、FASTA形式を縦に並べたものになります。ちなみ
に、ファイルの行数、文字数を調べるには「wc」（word count）コマンドを使います。

$ wc yeast.aa
  46527   71615 3399727 yeast.aa

酵母の全タンパク質のファイルは、46,527行、71,615単語、3,399,727文字あることが
わかります。

⑥ BLASTではデータベースの配列に対してそのまま検索するのではなく、高速な検索を
実現するためにあらかじめインデックス化という作業が必要になります。BLASTをイン
ストールした時に、インデックス化するためのプログラム（makeblastdb）も同時にイ
ンストールされます。コマンドラインでは実行するプログラムを入力した後ろに、オプ
ションを入力することができます（引数：ひきすうといいます）。makeblastdbでは、
「-in ファイル名」で入力ファイルを、「-dbtype データの種類」で入力配列がDNA塩基
配列（nucl）なのかアミノ酸配列（prot）なのかを指定します。「-hash_index」オプ
ションをつけると、配列のハッシュインデックスを作成します（たぶん計算が速くなった
りします）。オプションの順番は関係ありません。

$ makeblastdb -in yeast.aa -dbtype prot -hash_index
Building a new DB, current time: 08/29/2012 14:38:44
New DB name:   yeast.aa
New DB title:  yeast.aa
Sequence type: Protein
Keep Linkouts: T
Keep MBits: T
Maximum file size: 1073741824B
Adding sequences from FASTA; added 6298 sequences in 0.404557 seconds
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「-help」オプションをつけて実行すると 、 その他にどのようなオプションがあるかがわ
かります。
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2. BLASTの実行
それでは、先ほど作成した酵母のデータベースに対してコマンドラインからBLAST検索を
実行してみましょう。今回はサンプルの配列としてショウジョウバエ（Drosophila 
melanogaster）のキチン合成酵素2（chitin synthase 2）を使ってみます。

① 入力ファイルのコピー
/home/data ディレクトリに配列ファイルがおいてあるので、自分のディレクトリにコ
ピーします。

$ cp ../data/chitin.fasta ./

lessコマンドでファイルの中身を見てみましょう

$ less chitin.fasta
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② 酵母のデータベースに対してBLAST検索を実行します。今回は入力配列（クエリと言
います）がアミノ酸配列、検索対象データベースもアミノ酸配列なので blastp というプ
ログラムを使用します。blastp もオプションを指定して実行します。「-query ファイル
名」で入力配列ファイルを指定、「-db データベース名」で検索対象のデータベースを指
定、「-out ファイル名」で出力ファイルを指定します。その他にどのようなオプションが
あるのかは blastp -help で見ることができます。

$ blastp -query chitin.fasta -db yeast.aa -out chitin_result.txt

これでBLAST検索が実行され、chitin_result.txt に結果が出力されます。lessコマンドを
使って結果を見てみましょう。

$ less chitin_result.txt
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NCBIのページでBLAST検索した結果との比較。なんかちょっとヒットしている数が違い
ますが、有意に（偶然でなく）ヒットしたエントリ（上位3つ）は同じ。ヒット数が違う
のは、BLASTのバージョンが違う（コマンドから使ったBLASTは2.2.26+、NCBIのペー
ジのBLASTは2.2.27+）、データベースのバージョンが違う（上から2番めのChs1pの
Accessionがコマンド版ではNP_014207.1、NCBI版ではNP_014207.2になっている。
最後の数字はバージョン番号なのでNCBIの配列のほうが新しいのがわかる）、検索パラ
メータが違う、等の原因が考えられます。
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BLAST検索でよく使われるその他のオプション

オプション 例 説明

-evalue 実数 -evalue 0.0001
-evalue 3e-06

E-value(偶然にヒットした確率)の
閾値を指定。実数以下のE-value
を持つエントリのみ出力する。

-outfmt 数字 -outfmt 6

結果の出力形式を指定。6を指定
するとタブ区切りテキスト形式で
出力される（エクセルで開け
る）。詳しくは -help 参照。

-num_description 数字 -num_description 100 ヒット配列をリスト形式で表示す
る数。初期値は500。

-num_alignments 数字 -num_alignments 50 ヒット配列のアラインメントを表
示する数。初期値は250。

-num_threads 数字 -num_threads 2 BLAST検索で使うCPUの数。初
期値は1。

③ 複数の配列を一度に検索する
BLASTでは入力配列ファイルに複数の配列を保存しておくことで、一度に複数の配列の
BLAST検索を実行することが可能です。/home/data ディレクトリに3個の配列が入った
ファイル multi.mfasta があります。これを自分のディレクトリにコピーしてBLAST検索
を実行し、検索結果を見てみましょう。上記のオプションを指定して実行してみてもいい
かもしれません。

3. 参考：統合TV
・Local BLAST の使い方～導入・準備編～ 2011
・Local BLAST の使い方～検索実行・オプション編～ 2011
WindowsでのLocal BLASTの使い方です。コマンドプロンプトを使う方法になります。

・Local BLAST の使い方～導入・準備編 (MacOSX版)～ 2011
・Local BLAST の使い方～検索実行・オプション編(Mac OSX版）～ 2011
MacでのLocal BLASTの使い方です。ダウンロードするファイルは異なりますが、Linux
やCygwinでLocal BLASTを実行するときも、同じコマンド操作でできるはずです。
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第5章　Rubyを使ったプログラミング

この章ではBLASTの検索結果から、特定の情報（検索でヒットしたID）だけを抜き出し
て、それぞれのアミノ酸配列を自動的に取得する簡単なプログラムを作成します。

1. プログラミング言語について
プログラムはコンピュータに実行してほしいことを人がコンピュータに伝えるために書く
手順書です。人が話す言語にも日本語や英語、中国語、スペイン語など多くの種類がある
ように、プログラミング言語にもいろいろな種類があります。一番お手軽に使われている
ものが、Perl、Ruby、Pythonなどに代表されるスクリプト言語と呼ばれるものです。そ
れぞれ特徴のある言語ですが、バイオの解析に使う程度であればどれを選んでもあまり変
わりません。今回はRubyというプログラミング言語を使います。Rubyは日本のまつもと
ゆきひろ（@yukihiro_matz）さんが開発された言語で、日本語の解説書などがたくさん
あります。

2. テキストエディタの起動
プログラムを書くにはテキストエディタと呼ばれるソフトウェアを使用します。Windows
では「メモ帳」、「ワードパッド」が、Macでは「テキストエディット」というソフトが
はじめから入っています（Microsoft Wordなどのワープロソフトは使えません）。
Linuxの場合には「vi」、「emacs」などのエディタがよく使われています。ここでは
「emacs」を使います。起動するにはemacsに続けて編集するファイル名を指定しま
す。編集内容を保存するには、コントロールキーを押しっぱなしにしながら「x」、「s」
の順番に押します。emacsを終了するには、 コントロールキーを押しっぱなしにしなが
ら「x」、「c」の順番に押します。

$ emacs hello.rb

※慣例としてRubyのプログラムを書いたファイルの拡張子は「.rb」とします。ちなみ
に、perlの場合は「.pl」 、pythonの場合は「.py」とします。
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3. Hello world!
rubyを使って「hello world!」と画面に表示するプログラムを書いてみます。先ほど立ち
上げたemacsで以下のように書いて、保存・終了（Ctrl + x-s, Ctrl + x-c）します。

hello.rb

puts “Hello world!”

このプログラムを実行するには、以下のように入力します。

＄ ruby hello.rb
Hello World!
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 エディタ

 ターミナル

4. 変数
文字列や数値などの「値」を、変数と呼ばれる「箱」に入れて扱うことができます。自分
の名前を変数に入れて表示するプログラムに変更してみましょう。emacsで先ほどのファ
イルを開いて、

hello.rb

name = “kawano”  ←自分の名前を入れる
puts “Hello ” + name 

と書き換えて、保存・終了（Ctrl + x-s, Ctrl + x-c）し、プログラムを実行してみます。

 エディタ
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※ 履歴機能について：「↑」キーを押すとこれまでに入力したコマンドを覚えていて表
示してくれます。

＄ ruby hello.rb
Hello Kawano

 ターミナル

5. 正規表現
文字列をパターンで表記する方法。詳しくはwikipediaの記事参照。

6. BLASTの結果からヒットしたID番号だけを取り出す
① ファイルの読み込み
先ほど計算したBLASTの結果から、ヒットした配列のID番号だけを正規表現を使って取
り出してみましょう。まず、プログラムにファイルを読み込みます。新しく getseq.rb と
いうファイルを作って、以下のように入力します。

＄ emacs getseq.rb
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getseq.rb

File.open(“chitin_result.txt”, “r”).each do |line|
  puts line
end

エディタ

File.open でファイルを開きなさいという意味です。最初の引数にファイル名、2番めの
引数にオプションを指定します。r は読み込み専用でファイルを開きなさい。という意味
です（書き込み専用で開くときは w）。
次の .each do |line| は、開いたファイルを1行ずつ取り出して line という変数に入れな
さい。という意味です。
puts line は、変数 line に入った値を表示しなさいという意味です。スペースで間を開け
ているのは、プログラムを読みやすくするためです。インデントといいます。
このプログラムは1行ごとに処理を実行しますが、どこまでが1行分の処理かを指定する
ために、処理の終わりに end と書きます。
つまり、これはBLASTの結果ファイルを読み込んで、そのまま表示するプログラムにな
ります。さっそく実行してみましょう。

＄ ruby getseq.rb
BLASTP 2.2.26+
.....
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 ターミナル

② IDを含む行だけ抜き出す

それでは、IDが含まれる行だけを抜き出すことにします。色々方法が考えられますが、ス
ペースが2個あってその後にgiがくる“パターン”で始まっている行にIDが含まれているの
で、これを取ってくることにします。「～で始まる行」を表す正規表現は「^」になりま
す。if 文を使って、条件にマッチする行だけ取り出してみましょう。getseq.rb を再び
emacs で開いて、以下のように書き換えます。

getseq.rb

File.open(“chitin_result.txt”, “r”).each do |line|
  if line =~ /^¥s¥sgi/
    puts line
  end
end
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/（スラッシュ）で囲った部分が正規表現になります。「¥s」でスペースを意味します。
先頭にスペース2個が来て、そのあとにgiがくるパターン表します。
※ 機種によっては ¥ は \ （バックスラッシュ）と表示されます。表示が違うだけで意味
に違いはありません。
=~ 正規表現にマッチするかどうかを評価します。line と比較しているので、line という
変数の中に入っている文字列が正規表現にマッチするかどうかを評価しています。もし、
行の中に正規表現にマッチする表現があれば、if 文の内容が実行され、マッチしなければ
実行されません。
マッチした場合、どこまで実行するかを指定するために、処理の最後にendと書きます。
このプログラムは、正規表現にマッチする行だけを表示するプログラムになります。実行
してみましょう。

＄ ruby getseq.rb
  gi|6319497|ref|NP_009579.1| chitin synthase 3; Chs3p        79.3    3e-15
  gi|6324137|ref|NP_014207.1| chitin synthase 1; Chs1p        75.9    3e-14
  gi|6319512|ref|NP_009594.1| chitin synthase 2; Chs2p        73.9    1e-13
  gi|6321888|ref|NP_011964.1| hexose transporter; Hxt5p     32.3    0.58 
  gi|6323464|ref|NP_013536.1| Ylr432wp                              31.2    1.1  
  gi|6319968|ref|NP_010048.1| Ydl233wp                              30.4    1.9  
.......
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③ ID番号のみを取り出す
次に各行からID番号のみを取り出してみます。giの後ろにある数字とrefの後ろにあるNP
から始まる数字が、両方とも配列のID番号として使えます。今回は後ろにあるNPから始
まる番号を取り出すことにします。よくよく見てみると、ID番号は縦棒「｜」で囲まれて
いることがわかります。そこで、各行を縦棒で分割してID番号のみを取り出します。

getseq.rb

File.open(“chitin_result.txt”, “r”).each do |line|
  if line =~ /^¥s¥sgi/
    gi, num, ref, id, name = line.split(“|”)
    puts id
  end
end

split は、引数の中の文字で line の中に入っている文字列を分割しなさいという意味で
す。
= は分割した結果をそれぞれの変数に代入しなさい。という意味です。数学のイコールと
は違うので注意が必要です（数学のイコールは == で表されます）。最初の縦棒までの文
字が gi という変数に、最初の縦棒と2番めの縦棒の間の文字が num という変数に入りま
す。NPから始まるID番号は id という変数に代入されます。puts で id を表示します。
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7. TogoWS
TogoWSはインターネットを通じて、配列などのさまざまな情報を取り出す仕組みです。
リンク先ページの例を見てわかる通り、
http://togows.dbcls.jp/entry/データベース名/ID番号
で、それぞれのID番号の情報を取り出すことができます。ID番号の後ろに出力形式を指定
することで、いろいろなフォーマット形式や、必要な部分の情報だけを取り出すことがで
きます。例えば、.xml をつければ xml 形式で情報が表示され、.fasta をつければエント
リに書かれているさまざまな情報の中から、配列だけを取り出すことができます。
今回得られたIDの配列が欲しければ、例えば
http://togows.dbcls.jp/entry/protein/NP_009579.1.fasta
から入手できます。

8. TogoWSを使って取り出したID番号の配列を取得する
それでは、先ほど抜き出したID番号からTogoWSを使って配列だけを取り出すことにしま
す。Rubyのプログラムからインターネットに繋ぐには、インターネット接続用の専用プ
ログラムを読み込みます。このように特別な用途のために書かれた専用プログラムのこと
をライブラリと呼びます。ライブラリはプログラムの最初で呼び出します。
今回は、open-uri というライブラリを使います。

getseq.rb

require “open-uri”

 File.open(“chitin_result.txt”, “r”).each do |line|
  if line =~ /^¥s¥sgi/
    gi, num, ref, id, name = line.split(“|”)
    puts id
  end
end

これでRubyからインターネットに接続する準備が整いました。それでは、それぞれのID
の配列を入手しましょう。
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getseq.rb

require “open-uri”

 File.open(“chitin_result.txt”, “r”).each do |line|
  if line =~ /^¥s¥sgi/
    gi, num, ref, id, name = line.split(“|”)
    open(“http://togows.dbcls.jp/entry/protein/#{id}.fasta”) do |f|
      puts f.read
   end
  end
end

open で、引数に指定したURLを読み込みます。ここでは読み込んだ結果を f という変数
に代入しています。
f に代入されるのは文字列ではないので、.read でページの中身を読み出します。
#{id} で、id に入っている文字列を展開します。プログラムの実行中には、この部分は id 
に入っている文字列に置き換えられます。
ここでも、ウェブページから読み込んだ結果をどこまで処理するかを指定するために、処
理の終わりに end を書きます。

＄ ruby getseq.rb
>gi|6319497|ref|NP_009579.1| Chs3p [Saccharomyces cerevisiae S288c]
MTGLNGDDPDDYYLNLNQDEESLLRSRHSVGSGAPHRQGSLVRPERSRLNNPDN
.......
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 これでBLASTの結果に含まれていたIDの配列を入手できました。最後に、これらの配列
をファイルに保存します。出力結果をファイルに保存するには、rubyを実行するときに

＄ ruby getseq.rb > sequences.mfasta

とします。> は標準出力（今まで画面に表示されていたもの）を指定したファイルに保存
します。less コマンドを使って、配列が保存されていることを確認しましょう。
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第6章　コマンドラインでClustalW, MAFFTを実行する

この章では、第5章で取得した配列を使ってマルチプルアラインメントを実行します。

1. ClustalWの実行
ClustalWは対話型で解析を進めていきます。まずはClustalWを起動します。

＄ clustalw

起動するとメニュー画面が表示されます。

① 配列の読み込み
解析する配列を読み込みます。1. を入力してエンター（リターン）を押すとファイル名入
力の画面になります。先ほど保存したファイル名（sequences.mfasta）を入力します
（補完機能はありません）。
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② マルチプルアラインメントの実行
入力した配列を使って、マルチプルアラインメントを作成します。2番の Multiple 
Alignments を選びます。
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アラインメントを作成する際のオプションを細かく指定できます。アラインメントを作成
せずにガイドツリーのみを作成したり（2）、以前に作成したガイドツリーを使ってアラ
インメントを作成する（3）こともできます。
1番を指定するとアラインメントを作成できます。アラインメントを保存するファイル名
（.aln）と、ガイドツリーを保存するファイル名（.dnd）を指定します（ファイル名を変
えない場合はそのままエンターもしくはリターン）。

アラインメントが表示されたら、リターンを押し続けるか、X を入力するとアラインメン
トの表示が終わります（計算自体はすでに終わっています）。

③ アラインメントの表示
アラインメントの表示が終わったら、エンターもしくはリターンを押して最初のメニュー
画面に戻ります。最初のメニュー画面で X を選ぶと、ClustalW が終了します。
ls コマンドで新しくファイルが作成されていることを確認して（.alnファイルと.dndファ
イル）、less コマンドで内容を見てみましょう。
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・sequence.aln

・sequence.dnd
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④ リモートで作成したファイルの転送
先ほど作成したアラインメントファイル（.aln）とガイドツリー（.dnd）をリモートのコ
ンピュータから自分のPCに転送します。TeraTermのSSH SCPを使います。メニューか
ら「ファイル」→「SSH SCP」を選びます。

入力画面があらわれます。上半分が自分のPCからリモートのコンピュータにファイルを
転送する場合に、下半分がリモートのコンピュータから自分のPCにファイルを転送する
場合に使います。今回は、リモートのファイルをダウンロードしてくるので、下側の

From: のところに
~/自分のディレクトリ名/ファイル名

To: のところにデスクトップ等、わかりやすい場所を指定して
「Receive」ボタンをクリックすると、ファイルを転送（ダウンロードできます）。
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先ほど作成した、アラインメント結果が入ったファイル sequences.aln と、ガイドツ
リーが入ったファイル sequences.dnd をダウンロードします。
ちなみに、自分のPCからリモートのコンピュータにファイルを転送する場合は、SSH 
SCPの上半分を使って転送する方法もありますが、転送したいファイルをドラッグ＆ド
ロップして、転送先のディレクトリを指定するだけで転送が可能です。このとき、「ファ
イル送信」ではなく「SCP」を選ぶ必要があるので注意します（セキュリティ上の問題
です）。

⑤ JalViewでのアラインメントの表示
JalViewのインストール（今回のPCにはすでにインストールされています）
ウェブからそのまま使うものと、インストールするものがあります。インストールするも
のは、「Download」から「Install with InstallAnywhere」を選びます。
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「Recommended installation」か、その下から自分の環境にあったものをインストール
します。たぶん「includes Java VM」のほうが良いでしょう。

Jalviewを起動して、「Input Alignment」の「from File」を選びます。
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今回はClustalWから出力されたアラインメントを表示するので、「Files of type」から
「Clustal (.aln)」を選びます。

リモートコンピュータからダウンロードしたアラインメントファイルを保存したフォルダ
に移動して、ファイルを開きます。アラインメントをカラフルに表示するためには、メ
ニューの「Color」から、アミノ酸の性質ごとに色を付けてカラフルに表示することがで
きます。
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⑥ TreeViewXでのガイドツリーの表示
次にTreeViewXを使ってアラインメントを計算するときに使ったガイドツリーのファイル
（進化系統樹とは別物なので注意！）を表示してみます。TreeViewXのインストール（今
回はPCにインストール済み）は特に難しいところもなく普通にできます。まず、
TreeViewXを起動して、メニューから「File」→「Open」を選びます。
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今回はClustalWから出力されたガイドツリーを表示するので、「ファイルの種類」から
「CLUSTALX guide tree (*.dnd)」を選びます。

リモートコンピュータからダウンロードしたガイドツリーファイルを保存したフォルダに
移動して、ファイルを開きます。ツールバーから表示するツリーの形状を選ぶことができ
ます。
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⑦ 進化系統樹を作成する
今回取得した配列はすべて酵母の配列です。このまま進化系統樹を書いてもあまり意味が
ありません。そこで、いろいろな生物のキチン合成酵素の配列を集めた phylo.mfasta 
ファイルを /home/test/data/ に用意したので、これを使うことにします。

＄ cp ../data/phylo.mfasta ./

先ほどと同じように ClustalW を起動して、ファイルを読み込んで、アラインメントを作
成してみましょう。作成が終わったら、トップメニューに戻って4番の「Phylogengetic 
trees」を選択します。
まず、6番の「Output format options」を選んで出力形式を変更します（これをやらな
いとTreeViewXでブートストラップ値が表示されません）。「Format of Phylogenetic 
Tree Output」のところで、5番を選ぶと「Toggle Phylip bootstrap positions」が
「BRANCH LABELS」から「NODE LABELS」に変わります。出力形式を変更したら、
エンターもしくはリターンを押して系統樹作成の画面に戻ります。
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4番の「Draw tree now」で進化系統樹を計算できますが、今回は5番の「Bootstrap 
tree」を使います。進化系統樹を計算するときは確率的なモデルを使うので、計算するご
とに結果が違ってくる可能性があります。Bootstrap treeは何回も系統樹を計算しなおし
て、出力された系統樹が何回再現されたかを調べます。再現された回数が多いほど確から
しい分類ということになります。
5番を選ぶと、結果を保存するファイル名を聞いてきます。拡張子は「.phb」になりま
す。そのままで良ければエンターもしくはリターンを押します。
次に乱数のシードを聞いてきます。本来、乱数を再現することはできませんが、「シー
ド」の値を設定することで再現性のある乱数を生成することができます。つまり、シード
を同じにしておくと同じ計算結果が得られます（シードの値を変えるとブートストラップ
値も変わります）。
最後に繰り返し計算回数を聞いてきます。初期値は1000になっています。
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⑧ TreeViewXで進化系統樹を表示する
先ほどと同じように、作成したブートストラップ確率付き進化系統樹（.phb）ファイルを 
TeraTermのSSH SCPを使ってリモートのコンピュータから自分のPCに転送します。メ
ニューから「ファイル」→「SSH SCP」を選び、 下側の

From: のところに
~/自分のディレクトリ名/ファイル名.phb

To: のところにダウンロード先の場所を指定し、「Receive」ボタンをクリックして、
ファイルを転送します。

表示させる方法は、先ほどのガイドツリーを表示させた時とほぼ同じです。 まず、メ
ニューから「File」→「Open」を選び、 今回はClustalWから出力されたブートストラッ
プ確率付き進化系統樹を表示するので、「ファイルの種類」から「CLUSTALX 
bootstrap tree (*.phb)」を選びます。そして、先ほど転送したファイルを指定して開き
ます。

初期状態ではブートストラップ値は表示されません。メニューの「Trees」から「Show 
internal node labels」を選ぶとブートストラップ値がツリー上に表示されます。
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進化モデルに基づいてランダムに1000回計算を繰り返した結果、その枝が再現された回
数が表示されます。1000はランダムに1000回計算して1000その枝が再現された、すな
わちよりもっともらしい結果と言えます。

マルチプルアラインメントを計算するときに使う「ガイドツリー」と「進化系統樹」を両
方表示して比べてみましょう。

2. MAFFTの実行
① MAFFTの実行
次にMAFFTを使って phylo.mfasta 配列のマルチプルアラインメントを作成してみます
（MAFFTは予めインストールしてあります）。
TeraTermに戻って、「mafft」と入力して「Tab」キーを押します。
そうすると、何やらたくさん出てきます。これは、ラフに計算するオプション（計算時間
が速い＝たくさんの配列をアラインメントできる）や、詳細に計算するオプション（計算
時間がかかる）オプションなど、プログラムを実行するときのオプションがいくつか有る
ためです。今回は配列数は7個で数は多くはないので、より詳細に計算してくれる
「mafft-linsi」を使って計算してみます。以下のように入力してマルチプルアラインメン
トを計算・保存します。

＄ mafft-linsi phylo.mfasta > phylo.mafft
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mafftを入力ファイルを指定して実行するとターミナル上にそのまま結果が表示されるの
で、”>” を使って標準出力に出力された結果をファイルに保存します。

② MAFFTのアラインメント結果を使った進化系統樹の作成
あとで見るように、ClustalWとMAFFTで作成されるマルチプルアラインメントが違いま
す。MAFFTで作成されたマルチプルアラインメントを使って進化系統樹を作成してみま
す。ただし、MAFFTには進化系統樹を作成する機能はないので、ClustalWを使って進化
系統樹を作成してみます。
ClustalWを起動して、いきなり4番の「Phylogengetic trees」を選択します。先ほどと
同じように、まず6番の「Output format options」を選んで出力形式を変更します。
「Format of Phylogenetic Tree Output」のところで、5番を選んで「Toggle Phylip 
bootstrap positions」を「BRANCH LABELS」から「NODE LABELS」に変えます。
出力形式を変更したら、エンターもしくはリターンを押して系統樹作成の画面に戻りま
す。
次に、1番の「Input an alignment」を選んで、マルチプルアラインメントを保存した
ファイルを読み込みます。
そして、5番の「Bootstrap tree」からブートストラップ確率付き進化系統樹を作成しま
す。進化系統樹を保存するファイル名は、そのままにするとClustalWを使って作ったマル
チプルアラインメントからの進化系統樹を上書きしてしまうので、ファイル名を変更して
結果を保存します。
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③ マルチプルアラインメントと進化系統樹の表示・比較
先ほどと同じように、作成したマルチプルアラインメント（.mafft）とブートストラップ
確率付き進化系統樹（.phb）を TeraTermのSSH SCPを使ってリモートのコンピュータ
から自分のPCに転送します。メニューから「ファイル」→「SSH SCP」を選び、 下側の

From: のところに
~/自分のディレクトリ名/ファイル名

To: のところにダウンロード先の場所を指定し、「Receive」ボタンをクリックして、
ファイルを転送します。

JalViewを使って、ClustalWで計算したマルチプルアラインメントとMAFFTで計算した
マルチプルアラインメントを両方表示してみます。
「control + F」で配列の検索をします。「KRWSQVM」で検索してみます。ClustalWの
計算結果では1570番目付近、MAFFTの計算結果では1690番目付近にこの配列があるは
ずです。この配列はキチン合成酵素の活性に関わる重要な部分（重要なのですべてのキチ
ン合成酵素で保存されている）ですが、ClustalWの計算結果ではPgCHS1の配列がうま
くアラインメントされていないことがわかります。一方で、MAFFTの結果ではうまくア
ラインメントされているのがわかります。これは、ClustalWで最初のガイドツリーの作
成に失敗したためにうまくアラインメントできなかったと考えられます。
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つぎに、進化系統樹をTreeViewXを使って表示してみます。ClustalWのマルチプルアラ
インメントから作成した進化系統樹、MAFFTのマルチプルアラインメントから作成した
進化系統樹をブートストラップ確率付きで表示してみます。

一見、ClustalWのマルチプルアラインメントから作成した進化系統樹のほうがよさそう
に見えますが、そもそもマルチプルアラインメントが間違ってますし、PgCHSの3個の配
列はパラログ（もともとひとつの遺伝子だったものが、種が分岐したあとに重複したも
の）と考えられるので、もともと配列が似ているために枝の関係が入れ替わりやすかった
ものと考えられます。
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おわりに

最後に、自分の作ったディレクトリを削除してきれいにしましょう。ファイルを削除する
には「rm」（remove）コマンドを使います。rm ファイル名 でファイルを削除できます
が、ディレクトリは削除できません。ただ、オプションを指定することで、ディレクトリ
ごと削除することもできます。その場合は、いったんひとつ上のディレクトリに移動し
て、以下のコマンドを実行します。

＄ cd ../
＄ rm -r 自分の作ったディレクトリ

-r オプションは recursive （再帰的に）の略です。

※ data ディレクトリは消さないでください
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