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1． まえがき 
近年, 次世代シークエンサと呼ばれる塩基配列を読み取

る装置の登場により, 生物の全ゲノム塩基配列情報の取得
が可能になった. これによりヒトをはじめとする様々な生
物の全ゲノム塩基配列の解読が急速に進展してきている. 
	 ゲノムを構成している DNA 塩基配列は個人間で比較す
ると異なっている部分が多く存在する. この違いを変異と
呼び, 特にある塩基の変化が人口中 1%以上の頻度で存在し
ているものを多型と呼ぶ. 変異は, 1塩基, 繰り返し配列, 挿
入と欠失, コピー数などがある. 近年, 個人のゲノムを解析
して得た多型情報をもとに, がんなどの遺伝病の研究や, 個
人差に対応した医療を行うテーラーメイド医療の発展が期

待されている. 
	 ゲノム配列長は生物ごとに異なる. ヒトの場合, 塩基対総
数が約 30億と非常に長いゲノム塩基配列をもつ. 現在,この
長いゲノム塩基配列を端から正確に解読していくことがで

きない. そこでゲノムの解読では, ショットガン法と呼ばれ
る方法が用いられている. これはゲノム配列をランダムに
切断し, 短く断片化した後, 適当な長さのゲノム配列の断片
の端の塩基配列を決定し解読を行う方法である. シークエ
ンサによって得られたデータをシークエンスデータと呼び, 
このときに読みとられた DNA断片配列をリードと呼ぶ. 
次世代シークエンサによって出力されたリードは, DNA

配列の断片であるため, 全ゲノムの中のどこの部分を読ん
だものなのかがわからない. そこでゲノム解析では, これら
のリード情報を活用するため, それらをつなぎあわせ元の
配列を再現するアセンブリという処理が行われる. アセン
ブリ方法のひとつとして, 読み取ったリードがすでに解読
されているゲノム（参照ゲノム配列）のどの部分のもので

あるかを決定するマッピングと呼ばれる処理がある. マッ
ピングを行うツールは複数存在する . 代表的なものに
BWA[1], Bowtie[2], Bowtie2[3]などがある.  
遺伝子の変異解析, 特に個人間の違いを解析する 1 塩基

多型解析などの 1 塩基単位での変異を見つけるような高い
精度を必要とする解析においては, マッピング処理にて正
しいマッピングをするということが非常に重要となる. し
かし, ある特定の塩基配列に対してマッピングを行った際、
同一な塩基配列を対象とし処理を行っているのにもかかわ

らず, ソフトウェア間にてマッピングの結果（シークエン
スデータ配列のマッピング位置）に差異が存在する.	 	  
	 そこで本研究ではゲノム解析時に行うマッピング処理に

おいて使用するマッピングソフトウェア間で生じる差異の

分析を行う.  

2．目的 
対象ツールのマッピング結果の分析を行い, どの程度差

異が存在するかを明らかにする. またマッピング処理にお
いてより正確な結果を得るための指針を検討することを本

研究の目的とする.  
マッピングでは, 次世代シークエンサによって解読され

たリードの塩基配列の読み間違いや, マッピング位置の誤
りなどによるエラーが存在する場合がある. しかし, リード
のマッピング結果の確からしさは確率的にしかわからない

ため, 結果の正誤の評価は非常に難しい. このことからマッ
ピング結果に差異が生じた結果に対して, 正確に各ツール
間の正誤判定を行うことは困難であると考えられる. より
正確な結果を得ようとした場合, 差異が生じた結果は信頼
性の低いものであるとし, マッピング処理後の解析時には
できるだけ解析対象とせず, できるだけ除去すべき結果で
あると考えられる.  
この差異の生じたリードを除去し, マッピング処理にお

ける精度向上を実現する手段として, 以下の方法が考えら
れる. 
（方法 1）複数ツールの結果の比較のよる差異の除去 
	 直接結果を比較し, 差異の生じた結果を除去する方針. 現
状, ツール間の差異に関してあまり言及されてきておらず, 
差異が生じた結果の判断基準が明確でないため, これらの
結果を解析から除去したいとき, 複数ツールの結果を比較
するほかない. この方法は単一ツールで行うときに比べ使
用するツール数に比例し, 時間と手間が増大してしまう.  
	 本研究にて差異の分析を行うことによって以下の方法が

利用できるのではないかと考える. 
（方法 2）単一ツールの結果のみで差異の除去 
	 差異が生じたリードの結果には何かしらの特徴があると

仮定し, それらの特徴の傾向から差異の生じた結果の判断
基準を定義し除去する方針. 解析時間の短縮につながるが, 
差異がどの程度除去できるかが明確でない. 
	 差異の分析結果から, 本研究で提案した(方法 2)の利用で
きる可能性を検証し, これらの方針の是非に関して考察し
ていく. 

3．方法 
	 3.1	 マッピング 
	 マッピングツール間のマッピング結果の差異を分析する

ため, 特定の全ゲノム塩基配列データに対してマッピング
処理を行った. 本研究ではマッピング処理にて広く用いら
れている, BWAと Bowtie2の 2ツールを対象とした. 
	 3.1.1	 対象ツール 
（1）BWA 
	 BWA[1]は Burrows-Wheeler Transform(BWT)をベースとし
たマッピングツールであり, ミスマッチやギャップを許し

† 近畿大学大学院総合理工学研究科 
Graduate School of Science and Engineering, Kindai University 
‡ 国立循環器病研究センター  
National Cerebral and Cardiovascular Center 

 

FIT2016（第 15 回情報科学技術フォーラム）

Copyright © 2016 by
The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers and
Information Processing Society of Japan All rights reserved.

 281

G-003

第2分冊



てマッピングを行うことができる. BWAにはいくつかのア
ルゴリズムが用意されている. 本研究では, 短いリードから
長いリードまで対応しており, 他のアルゴリズムと比べ, 実
行速度が速く精度が高いといわれている BWA-MEM を使

用する. 
（2）Bowtie2 
	 Bowtie2[3]は高速かつメモリ使用効率が良く , Burrows-
Wheeler Transform(BWT)をベースとしたマッピングツール
である. 参照ゲノム配列に対して一致率が高いリードをマ
ッピングする. 前のバージョンである Bowtie[2]では対応し

ていなかったギャップアライメントにも対応している. 
	 3.1.2	 使用データ 
	 ヒトゲノムのシークエンスデータとして, 国立遺伝子学
研究所の DNA Data Bank of Japan[4]にて公開されている

DRR000614（リード数：243819844, 塩基数：76塩基 / リー
ド）[5]を使用する. シークエンスデータには, シークエンサ
で読み取られたゲノムの断片の片側のみを読んだ, シング
ルエンドリードと両側を読んだペアエンドリードが存在す

る.	 本研究では後者の形式のシークエンスデータを使用し
た. 参照ゲノム配列として,  Broad Instituteが提供している
FTP Server[6]にて公開されている ヒトゲノム配列にデコイ
配列を含む human_g1k_v37_decoy.fastaを使用する. 
	 本研究では両ツールともに, 参照配列に対して indexを作
成し, デフォルトの設定でマッピング処理を行う.  
	 3.2	 SAMファイル 
	 マッピング結果として, SAM(Sequence Alignment / Map 
Format)[7]形式のファイルを得られる. 得られた SAM形式の
ファイルは, マッピングをしたリードについてのマッピン
グ結果の情報を行列形式で格納したものである. 表 1 はペ
アエンドリードにおける SAM 形式ファイルのリード情報

の形式である.  
表 1：SAM形式ファイルのリード情報一覧 

列 説明 
1列目 リード名 
2列目 FLAG情報 
3列目 染色体番号 
4列目 マッピング位置 
5列目 マッピングクオリティスコア 
6列目 CIGERコード 
7列目 ペアエンドリードの相方のリード名 
8列目 ペアエンドリードの相方のマッピング位置 
9列目 インサートの長さ 
10列目 リードの塩基配列 
11列目 リードのクオリティ 
12列目 オプショナルフィールド 
（1）リード名 
	 リードの名前が格納されている. 
（2）FLAG情報 
	 リードがどのようにマッピングされたかを数値で表した

もの. 表 2のような, マッピング状況を表す FLAGのビット
を足し合わせた数値が格納されている. 
例：69 = 1 + 4 + 64 
（このリードはリードペア / リードがマッピングされてい
ない / ペアの 1番目のリード である） 
 

表 2：FLAG説明 
Bit 説明 
1(0x1) リードがペアリードである. 
2(0x2) 適切なペアとしてマッピングされている. 
4(0x4) リードがマッピングされていない. 
8(0x8) リードと対になるリードがマッピングされ

ていない. 
16(0x10) リードが逆方向にマッピングされている. 
32(0x20) リードと対になるリードが逆方向にマッピ

ングされている. 
64(0x40) ペアの 1番目のリードである. 
128(0x80) ペアの 2番目のリードである. 
256(0x100) 1 リードに対し複数のリードが得られると

き代表以外につく. 
（3）染色体番号 
リードがマッピングされた染色体番号が格納されている. 
（4）マッピング位置 
リードがマッピングされた位置が参照ゲノム配列のどこに

位置するかを表した数値が格納されている.  
（5）マッピングクオリティスコア 
	 リードの塩基配列の信頼性・品質を表す整数型の数値が

格納されている. マッピングクオリティスコア Q とマッピ
ング結果のエラー率 P との間には数式(1)のような関係性が
ある. 

PQ 10log10−=  
マッピングクオリティスコア Q の値が高ければ, エラー率
が低くなっており, そのリードはマッピング結果において
出力された位置のゲノムを読んだ可能性が高いと判断でき

る. クオリティが低いリードは参照配列上に候補が複数存
在し, どこのものかを判断しかねる場合, 読み取ったデータ
の塩基配列自体の信頼性が低い場合などが考えられる. 
（6）CIGER 
	 リードの塩基配列中の各塩基がどのようにマッピングさ

れたかを表す文字列が格納されている. 表 3 のようなマッ
ピング状況を示す文字列はいくつか存在する. CIGER によ
り, 変異の一種である挿入や欠損や, リードの参照配列にマ
ッピングされていない部分であるソフトクリップやハード

クリップの位置を知ることができる. 
例：リード長が 76塩基の場合 
	 76M：リードの塩基配列すべてがマッピングされている. 
	 26S50M：リード中の端 26塩基がソフトクリップ, 残り 
	 	 	 	 	   50塩基はマッピングされている. 

表 3：CIGER文字列の説明 
文字 説明 
M 参照ゲノム配列にはりついている 
I 挿入 
D 欠失 
N 間が空いてしまっている部分 
S ソフトクリップ(リードのはりついていない部

分でその塩基配列が明らかになっているもの) 
H ハードクリップ(リードのはりついていない部

分でその塩基配列が不明なもの) 
P パッディング 
= 参照ゲノム配列にマッチ 
X 参照ゲノム配列にミスマッチ 

(1) 
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（7）ペアエンドの相方のリード名 
（8）ペアエンドの相方のマッピング位置 
（9）インサート長 
	 ペアエンドのリードの各リードを両端とした DNA 断片
の長さを推定し表した数値が格納されている.  
（10）リードの塩基配列情報 
	 リードを構成する各塩基配列の文字列が格納されている. 
（11）リードのクオリティ 
	 リードを構成する各塩基配列のクオリティを表した文字

列が格納されている. 
（12）オプショナルフィールド(タグ) 
	 付加情報が格納されている. SAM形式標準情報ではない.
使用するツールにより形式が異なる. 格納されている情報
は「TAG：TYPE：VALUE」の形式を基本としている.  
例：MD タグ（ミスマッチの位置を示す. 数字部分が参照
配列と一致していることを表す. A, T, C, Gの部分は参照配
列の塩基を表し, リードが一致していないことを表す.） 
	 	 MD：Z：3A65C6 
	 3.3	 差異の生じたリードの抽出 
	 本研究では, あるリードが BWA, Bowtie2よって参照ゲノ
ム配列に対して染色体番号レベルでマッピングされた位置

が異なるリードを差異リードと定義し, 差異リードの抽出
を行った. 各ツールによって出力された SAM ファイルの 3
列目に格納されている染色体番号の情報を用い, 同一リー
ドが各ツールによってどこにマッピングされたかを調べた. 
ツール間の結果に差異が生じているものを差異リードとし

て抽出した. 
	 3.4	 差異の生じたリードの分析 
	 抽出した差異リードに対して, SAM ファイルの各列に格
納されている情報について分析を行った. 本研究では分析
対象列としてリードのマッピング位置以外のマッピング状

況に関して詳しく記載している, FLAG情報, マッピングク
オリティスコア, CIGAR の列に着目した. これらの情報が
差異リードにおいてどのような値や分布をとっているかを

分析し, 傾向を探った.  
	 3.5	 差異の生じたリードの除去方法の検討 
	 分析結果から, 特に顕著に特徴がみられる SAMファイル
の情報を用いた, 単一ツールにおける差異リードの除去手
法を検討した. 検討した方法を実際に行い, どの程度の差異
が除去できるかを検証した. 両ツールの結果を比較したと
きに得られる結果と同様に, 差異リードをほぼすべて取り
除くことを目標とした. 

4． 結果 
	 4.1	 差異の生じたリード存在割合と分布 
	 図 1 は BWA を縦軸, Bowtie2 を横軸とし, 全 243819844
リードが各ツールによってどの染色体番号にマッピングさ

れたかを集計し, 各要素の大小関係を表したヒートマップ
である. 染色体番号 1番〜22番, X(23), Y(24), 染色体におけ
るリードのうち, 221775527 リード(98.61%)が両ツールにて
同じ染色体番号にマッピングされており, 対角線上に分布
が存在していた. しかし, 対角線上以外においても 3128244
リード(1.39%)の差異が生じているリードの分布が確認でき
た. これらの差異が生じたリードは対角線上以外にまばら

に存在し, 対角線を基準としおおよそ対称に分布している
特徴が見られた.  

図 1: BWA, Bowtie2の染色体ごとのリード分布 
	 4.2	 SAMファイル情報の分析結果 
	 4.2.1	 FLAG情報 
	 図 2 は全リードの FLAG 情報の分布, 図 3 は差異リード
の FLAG 情報の分布を示している. BWA を縦軸, Bowtie2
を横軸とし, 各ツールの結果として出力した FLAG 情報の
組み合わせのリード数を集計し, 大小関係を表したヒート
マップである. リード数が多かったものとして, 両ツール 83, 
99, 147, 163の分布が各々全体の約 24%を占めていた. また
各ツールにて付加されている FLAG 情報が異なるリードが
全体の約 4%ほど存在することが確認できた. 一方差異リー
ドにおいても全体の分布とほぼ同様な分布が見られた. し
かし, 全リードにおいて分布が集中していた 83,99,147,163
の 4 つの FLAG 情報の中のすべての組み合わせパターンに
て分布が集中していたことと, 77 と 141 の部分に分布が見
られなかった点に違いが確認できた. 

図 2 : FLAG情報の分布(全リード) 

図 3 : FLAG情報の分布(差異リード) 
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	 4.2.2	 マッピングクオリティスコア 
	 図 4 は全リードのマッピングクオリティスコアの分布, 
図 5 は差異リードのマッピングクオリティスコアの分布を
示している. 両図ともに BWAを縦軸, Bowtie2を横軸とし, 
各ツールによって与えられたマッピングクオリティスコア

を集計し, 大小関係を表したヒートマップである. BWA で
は 0〜60, Bowtie2 では 0〜42 の範囲でマッピングクオリテ
ィスコアの分布が見られた. 図 4 より全リードにおけるマ
ッピングクオリティスコアの分布では, 全体の 67.76%のリ
ードが各ツール最大スコアである BWA=60, Bowtie2=42 に
分布していた. その他大きな偏りはなく, 分布が分散してい
ることが確認できた. 一方図 5より, 差異リードにおけるマ
ッピングクオリティスコアの分布では, 全リードの分布よ
り比較的に偏りが見られ, 全体の 10.44%が各ツール最低ス
コアの BWA=0, Bowtie2=0, 34.84%が BWA=0, Bowtie2=1を
示している等, 低いスコアに分布が集中していることが確
認できた. また片方のツールにて高スコアであり, もう片方
のツールで低スコアである箇所にも分布が全体の約 0~5%
の割合で確認できた.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 : マッピングクオリティスコア分布(全リード) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 5 : マッピングクオリティスコア分布(差異リード) 
 

	 4.2.3	 CIGAR 
	 表 3 は全リードにおいて, 各ツールが結果として出力し
た CIGAR 文字列の組み合わせの上位 10 位までを調べたも
のである. 全リードの大半が BWA, Bowtie2ともに, リード
が参照ゲノム配列に張りついていることを表す 76M 同士

の組み合わせであった. 一方表 4の差異リードの CIGAR文
字列の順位においても, 半数以上が全リードと同様に 76M 
の組み合わせが最多であることが確認できた. 
 
 
 
 

表 3 : 全リードにおける CIGAR文字列の組み合わせ 
順位 BWA Bowtie2 リード数 
1 76M 76M 193602455 
2 * * 1062716 
3 17S59M 76M 870807 
4 59M17S 76M 869018 
5 14S62M 76M 859959 
6 62M14S 76M 857397 
7 18S58M 76M 824710 
8 58M18S 76M 822239 
9 19S57M 76M 815905 
10 57M19S 76M 815619 

 
表 4 : 差異リードにおける CIGAR文字列の組み合わせ 
順位 BWA Bowtie2 リード数 
1 76M 76M 1718384 
2 * * 62496 
3 76M * 33734 
4 5S71M 76M 15271 
5 4S72M 76M 14877 
6 71M5S 76M 14297 
7 3S73M 76M 13947 
8 72M4S 76M 13479 
9 73M3S 76M 12960 
10 2S74M 76M 12871 

 
	 4.3	 差異の生じたリードの除去検証 
	 差異リード除去方法の検証を行った. 前節にて差異リー
ドに関して分析を行った結果, 本研究では差異リードとそ
うでないリードで最も差が確認されたマッピングクオリテ

ィスコアを用いる方法を検討した.   
	 4.3.1	 検討方法 
	 差異リードにおけるマッピングクオリティスコアの分布

は比較的に低いスコアに偏っていた. これを利用し, 単一ツ
ールにてある特定のマッピングクオリティスコアを閾値と

し, フィルタリングを行う方法を検討した. この方法により, 
どの程度の差異リードを除去できたかを調べた. 
	 4.3.2	 結果 
	 図 7, 図 8 は BWA, Bowtie2 のマッピング結果に対して, 
各ツール全クオリティを閾値としたフィルタリングを行っ

た結果である. フィルタリングによって全リード(折れ線グ
ラフ)と差異リード(棒グラフ)がどの程度残存しているかを
縦軸を割合, 横軸をマッピングクオリティスコアとして表
したグラフである. 図 7 の BWA の結果ではクオリティを
上げていくにつれて残存率が減少した. 特にクオリティ 0
と 1, 40 と 41 の間で大きく割合が下がっていた. 最大クオ
リティの 60 におけるフィルタリングでは, 7.41%の差異の
残存が確認できた. 一方, 図 8の Bowtie2の結果においても
同じ傾向が見られ, 特に 0~3, 6 と 7 の間で大きく割合が下
がっていた. 最大クオリティの 42におけるフィルタリング
では, 0.21%の差異の残存が確認できた. またクオリティを
上げていくにつれて差異リードだけではなく, 全リードの
割合も大きく減少がみられた. 
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図 7 : マッピングクオリティスコアによるフィルタリング 
	 	   結果(BWA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8: マッピングクオリティスコアによるフィルタリング 
	 	   結果(Bowtie2) 

5． 考察 
	 5.1	 リードの特徴分析結果について 
	 今回, 分析対象とした FLAG情報, マッピングクオリティ
スコア, CIGAR の全リード, 差異リードにおける分析結果
について考察する. 
（1）FLAG情報 
	 全リードと差異リード両方にみられた傾向として, BWA, 
Bowtie2 によって付加される FLAG 情報は両ツールによっ
て特定の同じ番号が付加されているものが多いことがわか

った. また, 存在割合は少ないものの, ツール間にて付加さ
れる FLAG 情報が異なるリードが存在することもわかった.  
このことから, FLAG情報においても, マッピング位置と同
様に差異が存在すると考えられる. 差異リードの分布の特
徴として, 77 と 141 の FLAG が全く存在していないことが
わかった. これは 77, 141の FLAG情報が付加されたものは, 
ペアエンドリードのペアの両方のリードが参照ゲノム配列

にマッピングされていないことを示しているため, マッピ
ング位置情報を保持していないと考えられる. よってこれ
らのリードは差異リードとして抽出されなかったと考えら

れるため, 差異リードの特徴と定義するのは難しいと考え
る.   

（2）マッピングクオリティスコア 
	 BWA, Bowtie2 によってマッピングクオリティスコアの
尺度の違いがあることがわかった. また, BWA では全ての
マッピングクオリティスコアにてリードの存在が確認でき

たが, Bowtie2では特定のマッピングクオリティスコアにて
全くリードの存在が確認できなかった . この傾向から
Bowtie2 におけるマッピングクオリティスコアの計算過程
でのエラー率の計算が BWA に比べ粗雑な可能性があるの
ではないかと考える. また片方が高スコアを示していても, 
もう片方のツールのスコアが良い傾向があるとは言えず, 
全体的に分布にばらつきがあることがわかった. このこと
からマッピングクオリティスコアにおいてもツール間差異

が存在すると考えられる. これらの傾向は全リード, 差異リ
ード両方の分布にて確認できた. 差異リード特有の特徴と
してマッピングクオリティスコアが低いスコアよりに偏っ

ている点が見られた. 特に両ツールともに高スコアである
部分には, ほぼ差異リードは存在しないことがわかった. し
かし,. 各ツール低いスコアになればなるほど, リードの分布
の分散が見られることがわかった. 
（3）CIGAR 
	 最も存在割合が多い CIGAR 文字列が 76M であるとわか
った. 全体的に BWA によってリード中の塩基が参照ゲノ
ム配列にはりついていない一部を表すソフトクリップの文

字列を CIGAR に付加されている一方, Bowtie2 によって
BWA とは異なり 76M と判定されているリードの割合が多
い傾向がみられた. これらの傾向は全リード, 差異リードの
両方に見られた. また CIGAR文字列が存在しないリードが, 
全リード, 差異リード両方にみられた. これは CIGAR 文字
列がないからといってマッピング位置の情報を保持してい

ないわけではないといった関係性が考えられる. 全リード
と差異リードの CIGAR の分布は全体的に似通った傾向が
みられたため, 差異リードの特有の特徴を定義するのは難
しいと考える. 
	 5.2	 除去方法の検証結果について 
	 マッピングクオリティスコアによるフィルタリングによ

って, 両ツールともに 1 割以下まで差異リードを取り除く
ことができることがわかった. 差異リードの減少傾向とし
て, BWAではなだらかに差異リードが減少し, Bowtie2では
低いスコアにて急激に減少を見せ, ある程度スコアが上が
るにつれて, なだらかに減少していくことが確認できた. こ
れらの減少傾向から BWA では差異リードは各スコアにま
ばらに存在し, Bowtie2では特に低スコアに分布が偏ってい
ることが考えられる. この方法により差異リードを減少さ
せることはできたが, 全リードの減少もみられ, 差異の存在
割合である 1.39%以上の減少が確認できる. このことから
フィルタリングを行うことで差異リードのみならず, 両ツ
ールにて同結果であるリードの減少も引き起こしてしまう

ことがわかった. これはマッピングクオリティスコアの分
析の際に見られた, 各ツール低スコア付近に多少のリード
分布の分散が見られたことが関係していると考えられる. 
	 5.3	 最適な除去方針について 
	 今回の分析結果から, 差異リードを除去する方法につい
て考察する. 前節までの結果から, マッピングクオリティス
コアを用いたフィルタリング手法を用いれば, 単一ツール
においても最大約 9 割近くの差異リードを除去できること
がわかった. しかし, ほぼ 0にすることはできなかった. ま
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たこの方法では, 両ツールにて同結果のリードも除去して
しまう. マッピングクオリティスコアはリードの信頼性を
表す指標の一つであるため, ある程度低いものであれば同
結果であろうが, 除去するべきであるかもしれない. しかし, 
どのマッピングクオリティスコア以上を採用するかといっ

た基準も曖昧であるため, この点を明確にしなければなら
ないことが懸念される.  
	 今回検討した方法と, 両ツールを用いた結果比較の方法
を考えたとき, 検討手法にて, Bowtie2 の最大クオリティで
の差異リードの残存率 0.21%を採用した場合においても, 
約 5000万リード(塩基の場合, 約 5000万×76 = 約 38億塩
基)もの両ツールにて全く違う場所にマッピングされてい
るリードが残ることとなる. これは両ツールを比較するこ
とにより得られる結果である, 差異残存率 0%に遠く及ばな
い結果であるといえる. よってこの方法は解析時間の短縮
につながるが, 差異リードの除去率の正確性を考えると最
適であるとは言い難いと考える. 
	 これらをふまえ, 現状, 差異リードを除去するためには, 
非常に時間がかかってしまうが, 両ツールを比較した方が
より正確なマッピング結果を得ることができると考える. 
解析の時間と手間の短縮のためには, 違った方法を再考す
る必要があると考える. 

6． まとめ・今後の課題 
	 本研究では, マッピングツール間におけるマッピング結
果の差異の分析を行った. また分析結果から得た差異リー
ドの特徴を用いた新しい差異リード除去方法の可能性を検

討した. これらの結果をふまえ, 現状の方法と比較し差異リ
ードの最適な除去方針について考察した. 
	 分析の結果, ツール間にてマッピング位置に差異が生じ
ているリードは全体の 1.39%(3128244リード)存在すること
がわかった. また結果として出力されているマッピング位
置情報以外のリード情報に関しても, 細かな差異が存在す
ることが明らかとなった.  
	 手法検討では, 差異リードの分布が比較的に低いスコア
分布をとっている特徴が見られたマッピングクオリティス

コアのフィルタリングによる除去方法を検討した. 結果と
して, 差異リードの除去には成功したが, ほぼ完全に除去す
ることができなかった.  
	 除去方針に関しては, 検討手法は, 多くの差異リードを残
存させてしまうため, より正確な結果を得るためには, 現状, 
両ツールを利用する方法をとるべきであると結論づけた. 
しかし, 解析の時間と手間の問題が解決されていない. この
点を解決するためには, 今回検討した手法とは違った方法
を検討する必要があると考える. 
	 今後の課題として, 今回分析の対象としたマッピング情
報にもツール間の差異が存在したため, それらの差異も分
析していく必要があると考える. また除去方法の検討では, 
１つの情報のみではなく, 複数の情報を用いた除去手法を
検討し, 今回以上の正確な除去を今後の課題としたい. 
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