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Setting up a New NextGENe Project
新規 NextGENe プロジェクトの設定は、以下のステップで構成されています；


Instrument Type と Application Type の指定


4 タイプの Instrument Type（Roche/454 シリーズ、Illumina Genome Analyzer、ラ
イフテクノロジーズ社 SOLiD システムおよび Ion Torrent シーケンサー）から得られ
るデータに対応しています。解析するデータ出力に使われた Instrument Type を指定
してください。



Application Type はデータをどのように解析するか（DeNovo アセンブリ、SNP/Indel
Discovery）を決定します。指定した Application Type によりデータ解析に使用できる
ステップ（Sequence Condensation、Sequence Assembly、Sequence Alignment）が
決定します。また解析法やデータ処理に使用するコア数なども指定してください。

「To specify data analysis information in the Project Wizard」（54 ページ）参照のこと。


データファイルの指定・・・解析するデータファイルは FASTA ファイルか BAM ファイル
でなければいけません。ファイルが BAM ファイルでなく、FASTQ ファイルなど FASTA
ファイルでもない場合は、ロードする前に NextGENe Conversion ツールを使ってファイ
ル形式を変換してください。「To load the sample data files」（55 ページ）参照のこと。



リファレンスファイルのロード・・・De Novo アセンブリ以外のアプリケーションタイプ
には、リードをアライメントするリファレンスが必要です。リファレンスは FASTA ファイ
ル、GenBank ファイル、SoftGenetics が提供するプレロードリファレンス、STR（マイク
ロサテライト）解析の場合はユーザーが作成したカスタム FASTA ファイルが使用できま
す。
「To load the reference files」（56 ページ）参照のこと。



出力場所の指定と出力ファイルの保存・・・出力フォルダの場所と名称を指定してください。
「To specify the output file name and location」（59 ページ）参照のこと。



解析ステップの各値の指定・・・NextGENe のデフォルト設定値を使用するか、必要に応
じて値を変更できます。
「To specify the values for the data analysis steps」（60 ページ）

参照のこと。


プロジェクトの Post-Processing オプションの指定・・・オプションで、シーケンスアライ
メントプロジェクトのプロジェクト解析が完了した後、レポートやシーケンスデータなど、
どの出力ファイルを自動で生成して保存するか指定できます。「 To specify the postprocessing options for a Sequence Alignment project」（64 ページ）参照のこと。



プロジェクトの Run・・・一つのプロジェクトを処理する、もしくは複数プロジェクトを
続けて処理することができます。またプロジェクト Run 結果を入力データとして 2 回目の
解析を実行することも可能です。「To finish the project」（71 ページ）参照のこと。

To specify data analysis information in the Project Wizard

1.

Application Type ページの Instrument Type ペインで、データを得た Instrument Type を
選択してください。

図 2－2：Instrument Type の指定

2.

Application Type ペ イ ン で 、 デ ー タ の 解 析 法 を 選 択 し て く だ さ い （ デ フ ォ ル ト で は
SNP/Indel Discovery が選択されています）
。

図 2－3：Application Type の指定

選択した Application Type によって、データ解析に使用できる続くステップが決定します。
Application Type

使用できるステップ

de novo Assembly

Condensation、 Assembly

SNP/Indel Discovery

Condensation、 Alignment

Transcriptome (including Alternative
Splicing)

Alignment

ChIP-Seq

Condensation、 Alignment

SAGE

Alignment

STR analysis

Condensation、 Alignment

Mitochondrial amplicon

Condensation、 Alignment

CNV-Seq

Condensation、 Alignment

HLA

Alignment

Other

Condensation、 Assembly、 Alignment

3.

Performance Settings ペインで、Project Wizard でデータ処理に使用するコア数を入力し
てください。


プロジェクトの処理中も必要に応じて別のプロジェクトの閲覧などができるよう、デフ
ォルト値は使用できる最大コア数より 1 つ小さい値になっています。

4.

続いて次項「To load the sample data files」に進んでください。

To load the sample data files

データファイルは BAM ファイルか Roche .fna ファイルと SOLiD システム.csfasta ファイルを
含む FASTA ファイルの場合のみそのままロードできます。BAM ファイル形式は例外として、
データファイルが FASTA ファイル形式でない場合、ロードする前にファイルを FASTA ファイ
ルに変換してください（「Chapter 3, File Format and Conversion」
（85 ページ）参照のこと。
）。


ファイルの前処理もファイルロード前に必要です。例えば、バーコードやマルチプレックス
を使った場合、ロードする前にデータをソーティングしてください。前処理はサンプルやリ
ファレンスのロードやファイル変換の前に行ってください。

1.

Next か Load Data をクリックしてください。
Load Data ページが開きます。
図 2－4：Project Wizard、Load Data ページ

2.

Sample Files ペインで Load をクリックしてください。



デフォルトでは、FASTA ファイルがファイルタイプとして選択されています。BAM ファ
イルを処理するには、ファイルタイプで BAM ファイルを選択してください。

3.

Open ダイアログボックスで、解析するデータファイルを選択してから、Open をクリック
して選択したファイルを Project Wizard にロードしてください。



FASTA ファイル形式のデータファイルは「.fasta」「.fna」「.csfasta」などの拡張子を持ち
ます。NextGENe の Format Conversion ツールで FASTA ファイル形式に変換したデータ
ファイル名には下図のように「_converted」が付きます。



一 つ の プ ロ ジ ェ ク ト に 複 数 デ ー タ フ ァ イ ル を ロ ー ド で き ま す 。 Somatic Mutation
Comparison ツールを使ってデータを解析する場合、最低 4 つの Normal サンプルで一つ
のプールプロジェクトを作成することを推奨します。
「Somatic Mutation Comparison tool」
（310 ページ）参照のこと。

図 2－5：変換した FASTA ファイル例

4.

FASTA ファイルや unaligned BAM ファイルをロードした場合は Step 5 に進んでくださ
い。aligned BAM ファイルをロードし、データの再アライメントをしたい場合は、Output
フィールド下の Realignment を選択したままにして Step 5 に進んでください。データの再
アライメントをしない場合は、このオプションの選択を外して Step 5 に進んでください。

5.

Application Type で De Novo Assembly を選択した場合、
「To specify the output file name
and location」
（59 ページ）に進んでください。そうでない場合は、次の「To load the reference
files」に進んでください。

To load the reference files

De NovoAssembly 以外のアプリケーションタイプには、リファレンスゲノムに対して解析され
るデータファイルのリードをアライメントするリファレンスが必要です。


Transcriptome、STR analysis、Mitochondrial Amplicon analysis 以外のアプリケーショ
ンタイプでは；


小さいゲノム（250Mbp より小さいゲノム）にデータをアライメントする場合、FASTA
ファイルや GenBank ファイル形式のリファレンスファイルにデータをアライメント
できます。
「To load a GenBank or .fasta reference file (Reference < 250 Mbp)」（57
ページ）参照のこと。



大きいゲノム（ヒトゲノムなど 250Mbp より大きいゲノム）にデータをアライメント
する場合、SoftGenetics が提供するプレロードリファレンスや NextGENe の Build
Preloaded Reference ツールを使って構築したカスタムプレロードリファレンスにデ
ータをアライメントできます。
「To load a preloaded reference」
（57 ページ）参照のこ
と。



カスタムプレロードリファレンス構築の情報詳細はユーザーマニュアル「Reference &
Track Manager Tool 」を参照してください。プレロードリファレンスへのアライメン
ト に 使 わ れ て い る ア ラ イ メ ン ト ア ル ゴ リ ズ ム の 詳 細 は 「 NextGENe Sequence
Alignment Algorithms」（131 ページ）参照のこと。



Transcriptome Application Type では、アノテーション付き GenBank ファイルから作成
したプレロードリファレンスか SoftGenetics が提供するプレロードリファレンスが必要で
す。
「Transcriptome Alignment Project with Alternative Splicing」（168 ページ）参照の
こと。



STR Application Type では、カスタム FASTA リファレンスファイルが必要です。
「STR
(Short Tandem Repeats) Analysis Project」（180 ページ）参照のこと。



Mitochondrial amplicon Application Type では、ミトコンドリア DNA の GenBank リフ
ァレンスファイルが必要です。またアンプリコン領域を示した BED ファイルをロードして
ください。
「To set ROI regions from a BED or GBK file」（58 ページ）参照のこと。

To load a GenBank or .fasta reference file (Reference < 250
Mbp)
1.

Reference Files ペインで、Load をクリックしてください。

2.

Open ダイアログボックスで、GenBank ファイルか FASTA リファレンスファイルを選択
してください。

3.

「To specify the output file name and location」（59 ページ）に進んでください。

To load a preloaded reference
1.

Reference Files ペインで、Preloaded をクリックしてください。Select Preloaded Reference
ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスには NextGENe にインポートさ
れたりカスタムで構築されたプレロードリファレンスの全リストが表示されます。このダイ
アログボックスが空の場合は、リファレンスはダウンロードもインポートもされていません。
図 2－6 参照のこと。



リファレンスファイルは、購入版 NextGENe に同封されているディスクから、もしくは
SoftGenetics の FTP サイトからインポートできます。

図 2－6：Select Preloaded Reference ダイアログボックス

2.

適切なプレロードリファレンスを選択してください。

3.

OK をクリックしてください。
Select Preloaded Reference ダイアログボックスが閉じます。Reference Files ペインに選択
したリファレンスが表示されます。

4.

「To specify the output file name and location」（59 ページ）に進んでください。

To set ROI regions from a BED or GBK file
Mitochondrial Amplicon Analysisを選択する場合、GenBankミトコンドリアリファレンスフ
ァイルの他、アンプリコン領域の情報が含まれているBEDファイルもロードしなければなりま
せん。このBEDファイルオプションはターゲットリシーケンスでも選択できます。その際はタ
ーゲット領域外にアライメントされた塩基やプライマー領域はsoft-clippingされた領域として
表示され、ROI（Region of Interest）ビューワートラックでは、アンプリコン領域はピンクで
示されます（「Tracks Display」（148ページ）参照のこと）。この場合、ROIはBEDファイ
ルかGenBankファイルで定義することができます。
図2－7：Soft-clippingされた塩基のNextGENe Viewerでの表示



GenBankファイルによる領域指定は、GenBankリファレンスファイルをロードしたのみ
利用できます。GenBankファイルに必要なROI情報がなければ、手動で情報を加えること
も可能です。「Advanced GBK Editor tool－Auto Create ROI tool」（284ページ）を参
照してください。

1.

リファレンスファイルをロードします。

2.

Set Amplicon BED fileかSet ROIs from GBK filesを選択してください。

3.

次のどちらかを行ってください；


Set Amplicon BED fileを選んだ場合、Setをクリックしてダイアログボックスを開
き、ロードするBEDファイルを選択してください。



Set ROIs from GBK filesを選択した場合は、特に追加の情報を指定する必要はあり
ません。

4.

次項「To specify the output file name and location」に進んでください。

To specify the output file name and location

Load Data ページには、出力ファイルの保存場所を指定するオプションがあります。デフォル
トではロードされた 1 番目のサンプルファイルのディレクトリパスが表示されています。
図 2－8：Output オプション

1.

以下のどれかを行ってください；



Output フィールドで、デフォルトの保存場所をそのままにして、
「To specify the values for
the data analysis steps」（60 ページ）に進んでください。



Set をクリックして Save As ダイアログボックスを開いて、出力ファイルの新しい保存場
所を選択してください。



デフォルトの出力ファイル名は、図 2－9 のようにロードしたデータファイル名に
「_Output」
が付け加えられます。

図 2－9：Output フォルダ例

2.

次の「To specify the values for the data analysis steps」に進んでください。

To specify the values for the data analysis steps

選択したアプリケーションタイプによって、データ解析に使用できるステップと、その各ステッ
プのデフォルト設定値が決定します。これらのデフォルト値を採用するか、もしくは必要に応じ
てそれらを変更してください。各ステップの設定については以下を参照してください；


次項「To specify the values for the Sequence Condensation step」



「To specify the values for the Sequence Assembly step」（63 ページ）



「To specify the values for the Sequence Alignment step」（64 ページ）

To specify the values for the Sequence Condensation step
1.

Next か Condensation をクリックしてください。
Condensation Settings ページが開きます。


Sequence Condensation ツールとその設定の詳細については、
「Chapter 4, Sequence
Condensation Tool」（95 ページ）参照のこと。

図 2－11：Condensation Settings ページ

2.

Condensation Type ドロップダウンリストから、Illumina データ、SOLiD システムデー
タ、Ion Torrent データに使用する Condensation 法（Consolidation、Elongation、Error
Correction）を選択してください。


Roche/454 データ選択時は Error Correction 法しか使用できません。そのため、
Condensation Type フィールドには自動的にこの値がセットされます。

3.

Illumina データ、SOLiD システムデータ、Ion Torrent データについては、Inspect Input
Files をクリックしてください。Roche データについては Step 4 に進んでください。

NextGENe の Project Wizard は デ ー タ フ ァ イ ル を ス キ ャ ン し 、 General Sequence
Condensation 設定のデフォルト値を設定します。必要に応じてこれらの値は変更できます。
「Sequence Condensation Tool – General Settings」（102 ページ）を参照してください。


解析に複数サンプルファイルをロードする場合、それらのデータは全て全体として見
積もられ、個別のサンプルファイルとしては認識されません。

4.

Open Advanced Settings をクリックしてください。


Instrument Type に Roche/454 を選択した場合は、独自の Advanced Settings に
SoftGenetics が決定したデフォルト値が表示されます（図 2－12 および「Sequence
Condensation Tool – Advanced Settings for Roche/454 Data」（112 ページ）。



Instrument Type に Illumina、SOLiD システム、Ion Torrent を選択した場合は、使
用できる設定は同じで、Step 3 で設定した Read Lengths と Expected Depth of
Coverage 値に基いて Advanced Settings が表示されます。

図 2－12：Condensation Settings ページ、Roche 選択時の Advanced Settings

図 2－13：Condensation Settings ページ、Illumina 選択時の Advanced Settings

5.

デフォルト値をそのままにするか、必要に応じて変更してください。

6.

使用できる場合、次の解析ステップに進んでください；これが最後の解析ステップであれ
ば、Finish をクリックして「To finish the project」（71 ページ）に進んでください。

To specify the values for the Sequence Alignment step
1.

Next もしくは Alignment をクリックしてください。Alignment Settings ページが開きま
す。Transcriptome with Alternative Splicing、STR analysis、HLA 以外のアプリケーシ
ョンタイプで Alignment Settings ページで使用できるアライメント設定は、プロジェクト
にロードしたリファレンスファイルのタイプ（FASTA ファイル、GenBank ファイル、プ
レロードリファレンス）によって変わります。


Sequence Alignment ツールとその設定の詳細については、「Chapter 6, Sequence
Alignment Tool」（129 ページ）を参照してください。

2.

デフォルト値をそのままにするか、必要に応じて変更してください。

3.

以下のどちらかを行ってください；


アライメントプロジェクトの Post-Processing オプションを指定するには、次項に進
んでください。



プロジェクトを終了するには、Finish をクリックしてから「To finish the project」
（71
ページ）に進んでください。

To specify the post-processing options for a Sequence
Alignment project

図 2－14：Sequence Alignment プロジェクトの Post-Processing ページ

オプションで、Sequence Alignment プロジェクトの Post-Processing オプションを指定できま
す。


Post-Processing

Report オプション・・・Report Post-Processing オプションを指定する

場合、サマリーレポートを含む選択したレポートが自動的に生成され、プロジェクト解析が
完了した後、そのプロジェクトに保存されます。各レポートは、そのレポートの設定ファイ
ル（.ini）に指定された設定に基いて生成・保存されます。各レポートの複数バージョンや
同じレポートの複数バージョンを生成・保存できます。最初に Post-Processing オプション
を指定するには、以下のレポートのうち少なくとも一つの以前保存した設定ファイルが必

要です。


Mutation レポート（General レポート設定と Variation トラック設定） 「Mutation
Report settings」（213 ページ）参照のこと。





Distribution レポート



Coverage Curve レポート



Expression レポート



Summary レポート

Post-Processing


「Distribution report」（254 ページ）参照のこと。
「Coverage Curve report」（258 ページ）参照のこと。

「Expression Report」（265 ページ）参照のこと。
「Summary report」（246 ページ）参照のこと。

Export オプション

Export Sequence・・・Post-Processing の Export Sequence オプションを指定する場
合、リファレンス配列の特定領域にアライメントされた全リードを含む FASTA ファ
イルがプロジェクト解析完了後に自動的に生成されます。その配列は、その配列の設
定ファイル（.ini）の設定に基いて生成・保存されます。最初に Post-Processing オプ
ションを指定するには、Export Sequence ツールを使って事前に保存したその配列の
設定ファイルが必要です。
「Export Sequence tool」
（278 ページ）参照のこと。



Export ROI BAM・・・Post-Processing の ROI BAM オプションを指定する場合、
BAM ファイル全体をエクスポートする代わりに、ROI 内のアライメントのみの BAM
ファイルをエクスポートします。

また、プロジェクト出力ファイルを BAM ファイルとしてもエクスポートできます。プロジェク
ト出力ファイル（BAM ファイルと VCF ファイル）を SoftGenetics 社製 NGS 変異データ管理
＆解釈支援ワークベンチ Geneticist Assistant にエクスポートすることも可能です。
1.

Post-Processing をクリックしてください。

2.

必要に応じて Post-Processing オプションを選択してください。

To finish the project

Finish をクリックした後、NextGENe Projects ダイアログボックスが開きます。このダイアロ
グボックスでは以下のオプションが使用できます。


Run NextGENe・・・この一つのプロジェクトを直ちに Run します。



Create More Projects ( New Project )・・・複数プロジェクトを連続して Run します。



Create More Project ( Secondary Analysis )・・・前のプロジェクト Run 結果の二回目の
解析を実行します。



Exit Wizard・・・プロジェクトを Run せずにこのウィザードを終了します。

図 2－17：NextGENe Projects ダイアログボックス

以下のどちらかを行ってください；


この 1 プロジェクトをすぐ Run するには、Run NextGENe をクリックしてください。



プロジェクトを Run せずに Project Wizard を終了するには、Exit Wizard をクリックし
てください。


プロジェクトを Run しなくとも、Project Wizard は最後のセッションの設定を記憶
しており、次に Wizard を開いたとき、これらの設定を使ってプロジェクトを Run で
きます。



複数プロジェクトを続けて Run するには、
「To run multiple projects in a series using
the Project Wizard」（72 ページ）参照のこと。



作成したプロジェクト結果の二回目の解析を実行するには、「To carry out a secondary
analysis」（72 ページ）参照のこと。

To run multiple projects in a series using the Project Wizard
Project Wizard は最後のセッションの設定を記憶しているため、Wizard を開くたびにその設定
をそのまま使用するか、必要に応じて変更するかすることができます。ユーザーは必要に応じて
サンプルファイルのみを入れ替えて同じ設定で複数プロジェクトの解析設定を行えます。
1.

Create More Projects（New Project）をクリックしてください。
新しい Project Wizard セッションが前の設定のまま開きます。

2.

最後のセッションの設定のままにするか、必要に応じて設定を変更してください。

3.

一連の最後のプロジェクト設定後、Run NextGENe を選択してください。これらのプロジ
ェクトが作成した順に別々に Run されます。

To carry out a secondary analysis
Secondary analysis を使って、すでに作成してありまだ処理されていないプロジェクトのアウ
トプットに基いて新しいプロジェクトの設定を行えます。作成済みのプロジェクトが Run され
た後、その Output ファイルの Secondary analysis が自動的に実行されます。
1.

Create More Project ( Secondary Analysis )をクリックしてください。
Project Wizard が再び開きます。

2.

Secondary analysis のアプリケーションタイプを選択してから Load Data をクリックして
ください。
Load Data ページが開きます。サンプルファイルとリファレンスファイルは前に作成した
プロジェクトでロードしたものが残っています。Secondary analysis では、このページ上
部に Load Previous Run Result オプションがあります。

図 2－18：Project Wizard、Secondary analysis の Load Data ページ

3.

Sample Files ペイン横の Remove All をクリックして前にロードしたサンプルファイルを
全て Remove してください。

4.

Load Previous Run Result をクリックしてください。
Load Previous Run Result ダイアログボックスが開きます。Secondary analysis に何が選
択できるか（Matched リード、Unmatched リード、Pseudo Paired リード、Exported リ
ード、Assembled Sequence）は、前の Run 設定に依存します。



通常、Unmatched リードは Secondary analysis に常に使用できます。

図 2－19：Load Previous Run Result ダイアログボックス

5.

Secondary analysis のデータタイプを選択してください。
Previous run result (Original)リストがアップデートされ、前の Run からの Output ファ
イルが表示されます。

6.

Previous run result (Original)リストで適切なファイルを選択してから Add to List をクリ
ックしてください。
選択した Output ファイルは Previous run result (Added)リストへ移動します。

7.

OK をクリックしてください。
Load Previous Run Result ダイアログボックスが閉じ、Project Wizard の Load Data ペー
ジに戻ります。追加されたファイルは Sample files ペインに表示されています。

8.

必要に応じて設定を変更してから、プロジェクトの Run を完了してください。

お問い合わせ先
電話・E メールでのお問い合わせ
 バイオアップロード
 TEL：0284-22-4213
 E-mail : Info@bio-upload.com

この簡易マニュアルは SoftGenetics 社日本代理店バイオアップロードが作成した
NextGENe 日本語マニュアルの簡易版（Project Wizard の使い方）です。
購入版には NextGENe Viewer 編を含む通常マニュアルが含まれます。

