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apo-ferritinを題材とした実習



概要
・relion-3.1を使用します。ソースは以下から入手
git clone https://github.com/3dem/relion.git
・内容は、Relion 3.1の公式チュートリアル(2019/10/09)に準
拠します。

ftp://ftp.mrc-lmb.cam.ac.uk/pub/scheres/relion31_tutorial.pdf

・ 公式チュートリアルのサンプルデータは、難波研の加藤貴
之先生が200kV JEOL cryo-ARM で撮影したbeta-galactosidase
の電顕画像を採用しています。

This tutorial uses a test data set on beta-galactosidase that was given to 
us by Takayuki Kato from the Namba group at Osaka university, Japan. It 
was collected on a 200kV JEOL cryo-ARM microscope.

・原則として一人当たり、GPU1枚を使用して演習を行います。
→部分的に、二人一組でGPU2枚を使用してもらう箇所があります….2



Relionに必要なハードウエア・ソフトウエア

3NVIDIA GeForce 1080 Ti

I am buying new GPUs, what do you recommend to run RELION on?
Our collaborator in Stockholm, Erik Lindahl, has made a useful blog with GPU hardware recommendations. Briefly, you'll need an NVIDIA 
GPU with a CUDA compute ability of at least 3.5, but you don't need the expensive double-precision NVIDIA cards, i.e. the high-end gamer 
cards will also do, but do see Erik's blog for details! Note that 3D auto-refine will benefit from 2 GPUs, while 2D and 3D classification can be 
run just as well with 1 GPU. Apart from your GPUs you'll need a decent amount of RAM on the CPU (at least 64Gb), and you may also 
benefit from a fast (e.g. a 400Gb SSD!) scratch disk, especially of your working directories will be mounted over the network connecting 
multiple machines. 

OS : Linux。GPU用のライブラリとしてCUDAが必要。
GPU の種類: NVIDIA社製。ゲーム用の安価なカードでかまわない。GeForce 1080など。
高価な倍精度のGPU(例えば、Tesla)は必要ない。
GPUの枚数：2D分類は1枚でも動く。3D auto-refineは２枚以上必要。
主メモリ：できるだけ多く。最低でも64Gbyte。
ディスク：scratch領域にSSDがあるとよい。
CPU: CPUだけしか動かないタスクもあるので、コア数も多いほうがよい。・事前にインストールが必要なライブラリ

・CUDA (GPU計算のためのライブラリ)
・openmpi (ジョブ並列用のライブラリ)

・以下のライブラリは無ければ、relionのコンパイラ
がインストール時にローカルにインストールする。
・FFTW (高速フーリエ変換のライブラリ)
・FLTK (GUIのライブラリ)

NVIDIA GeForce RTX™ 2080 Ti



Data processing for EM Single Particle Analysis

2D images 3D image Atomic model
3D reconstruction Atomic modeling

emd_5995.map
150 MB

pdb3j7h.ent
2.6 MB

EMPIAR-10013
402.2GB

EMPIAR EMDB wwPDB

3.2Å

509 DM4 movies (7420 x 7676 x 38; 32 bit) 340 x 340 x 340 voxels 32878 atoms

Beta-galactosidase



演習用の電顕画像データ
(apo ferritin)
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・演習用の電顕画像データ (1.69 Gbyte) は以下から
もダウンロード可能

・原データは、EMPIARデータベースの、EMPIAR-10248と
して公開。これは全部で、145.9 Gbyte. 971個のtiffファ
イル。各ファイルに3710 x 3838の画像が50フレーム入っ
ている。UNSIGNED 16 BIT INTEGERの型を持つ。このデー
タ分解能1.54Åのマップ(EMD-9865)が得られる。

・演習用に971ファイルの中から、20のTIFFファイルを選び、
さらに、50フレーム中、最初の25フレームにしたデータを
用意。データサイズは約1/100の1.69 Gbyteになる。
このデータでも、標準的な手続きで3Åの分解能のマップ
が得られる。

・マウスのフェリチン重鎖。(UniProt: FRIH_MOUSE)

http://www.protein.osaka-u.ac.jp/rcsfp/databases/members/kawabata/EMtutorial/EMPIAR-10248/EMPIAR-
10248_tutorial.tar

http://www.protein.osaka-u.ac.jp/rcsfp/databases/members/kawabata/EMtutorial-j.html



MobaXtermによるログインの方法

2) [Session]を選ぶ

3) [SSH]を選ぶ

4) Remote hostにIPアドレスを、Specify usernameを
☑し、usernameを入力

5) パスワードを入力する

6

をクリックして起動1) アイコン



MobaXtermによるログイン画面

7複数のログイン画面もタブで分けて表示できます。

画面左にログイン先のファイルのリストが表示されます。



Basic Unix Commands (1)
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↑ 前に使ったコマンドを表示 Show the previous command 

↓ 後に使ったコマンドを表示 Show the next command

[Tab] key ファイル名の補間
例)
ls relion[Tab]
ls relion30_tutorial

Compensate file name
(example)
ls relion[Tab]
ls relion30_tutorial

[Ctrl]+[C] コマンド実行の中止 Quit the command

[Ctrl]+[Z] コマンド実行の一時停止 Pause the command

bg 一時停止したコマンドをバックグラ
ウンドで実行

Execute the paused command in 
background 

kill %% バックグラウンドで実行させた直前
のコマンドの実行停止

Stop executing the latest background 
job

pwd 現在のディレクトリを表示 Print the current directory 

cd [directory] [directory]に移動 Go to [directory]

cd .. 一つ上のディレクトリに移動 Go to the upper directory

cd ホームディレクトリに移動 Go to your home directory

ls ファイルのリストの表示 Show a list of files

ls -l ファイルのリストの表示。日付
やファイルサイズも表示。

Show a list of files with their
updated dates and file sizes.



Basic Unix Commands (2)
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cat [filename] [filename]の内容を表示 Show the content of 
[filename]

less [filename] [filename]の内容を表示
↓:ダウン、↑：アップ、q:終了

Show the content of 
[filename]
↓:page down、↑：page up、
q:exit

vi [filename] [filename]を編集
[Esc]:コマンドモード [i]:入力
モード [x]:削除 [:q!]:保存し
ないで終了 [ShiftZZ]：保存し
て終了

Edit [filename]
[Esc]:command mode,
[i]:insert, [x]:delete 
[:q!]:quit without save 
[Shift ZZ]:quit after save

top 実行中のジョブのリストを表
示 [q]:終了 [1]:threadsを表
示

Show a list of jobs. [q]:exit, 
[1]:show threads

nvidia-smi GPUで実行中のジョブを表示 Show a list of GPU jobs

kill [processID] [processID]のプロセスの実行
中止

Stop executing the process 
[processID]



演習アカウントのホームディレクトリの内容
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ホームディレクトリ /home/guest01の下に、以下のディレクトリがあります。
演習用のデータの入ったディレクトリ

ディレクトリEMPIAR-10284_tutorialの下のディレクトリMovies/に20個のtifファイルがあるはず。

[guest01@embox ~]$ ls -lt EMPIAR-10248_tutorial/Movies/
合計 1780272
-rw-r--r-- 1 guest01 guest01 2647 8月 23 15:29 read_me.txt
-rw-r--r-- 1 guest01 guest01 56956944 8月 23 15:05 gain_invxy.mrc
-rw-r--r-- 1 guest01 guest01 286713 8月 23 15:05 micrographs_ctf.star
-rw-r--r-- 1 guest01 guest01 87567142 8月 23 15:05 190117_02_00967_UnderDefocus0.7um_frameImage.tif
-rw-r--r-- 1 guest01 guest01 86129496 8月 23 15:05 190117_02_00945_UnderDefocus0.8um_frameImage.tif
-rw-r--r-- 1 guest01 guest01 88355010 8月 23 15:05 190117_02_00927_UnderDefocus0.6um_frameImage.tif
:
-rw-r--r-- 1 guest01 guest01 84039048 8月 23 15:04 190117_02_00098_UnderDefocus1.2um_frameImage.tif
-rw-r--r-- 1 guest01 guest01 89133506 8月 23 15:04 190117_02_00081_UnderDefocus0.6um_frameImage.tif
[guest01@embox ~]$ 

[guest01@embox ~]$ ls -lt
合計 1780264
drwxr-xr-x  3 guest01 guest01 20  8月 28 11:31 EMPIAR-10248_tutorial

guest01@embox ~]$ ls -l EMPIAR-10248_tutorial
合計 12
-rw-r--r-- 1 guest01 guest01 4220  8月 28 15:51 10248.xml
drwxr-xr-x 2 guest01 guest01 4096  8月 28 10:20 Movies ←empiarのメタデータファイル

guest01@embox ~]$ tar xvf EMPIAR-10148_tutorial.tar

※自分で、チュートリアルデータをダウンロードした場合は、以下のコマンドで展開してください。



1.1 Getting organized: Relionの起動
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Relionは必ずプロジェクトディレクトリ(project directory)から起動する
今回のプロジェクトディレクトリは、~/EMPIAR-10248_tutorialとします。

$ cd
$ ｃｄ EMPIAR-10248_tutorial
$ relion

よって、次のようにコマンドを実行して、relionを起動してください。

※初回起動時には、
Only run the relion GUI from your ProjectDirectory. Do you 
want to start a new project here [y/n]?
というメッセージが出るので、yと答えること。

※relionを起動すると、プロジェクトディレクトリに、
default_pipeline.starというファイルが生成される。
このファイルに、行ったジョブの段取りを記載される。

[Ctrl] + [Z]キーを押す
$ bg

※Relionを二回目以降に起動する場合は、コマンドの最後
に&をつけると、バックグラウンドでの起動となる。

※Relionを起動したターミナルで、以下のキーを押すと、
Relionがバックグラウンドで起動され、ターミナルとしてコマ
ンド入力に使うことができる。

$ relion & 



1.1 Import : 電顕画像の取り込み

12

Job type browserから”Import”を選ぶ。

Job type browser

[Run]をクリック
ディレクトリImport/job001が作成され、その中のファイルmovies.starに入力する画像
ファイルの一覧ができる。
コマンド less Import/job001/movies.star で内容を確認できる。

Import

Raw input files:を“Movies/*.tif”とする
※TIFF画像は拡張子がtifの場合とtiffの場合があることに注意。今回はtif.

0.495

※Pixel size 0.495Å
は、EMPIARの
メタデータファイル
(10248.xml)に記載

300

Spherical aberrationは
EMDB-9865のxmlファイルに
<nominalCs
units=“mm”>2.7<nominalCs>
と書いてある。

2.7
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Import/job001/movies.star

1.87

5    5

Movies/gain.mrc

3

※今回は12コアのマシンを4人で使うので、threads数は3にする。
※Relionの
MotionCorrectionは
GPUに対応していない。

1.2 Motion correction (9-12分)

Motion correction

※Gain-reference image
ファイルの入力は重要。標
本なしの状態で撮影した画
像ファイル。このintensity
の差が実際のシグナル値
になる。これにより色深度
(color depth)を小さくできる。

をクリック

※relion_run_motioncorr
というプログラムが実行される。

※メモリはRESで2.2GBほど消費。

Dose per frame は
EMPIAR-10248のxmlファイルに
Exposure rate 2.3 e/pix/s
Exp time 10 secとあるので、
2.3/(0.495*0.495)*10/50
=1.87

90 degree(1)
Flip upside down (1)
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Motion Correction の結果の確認

0.18

[File]->[Re-read pipeline]で
ジョブの進行状況表示を更新

※Scale 0.18は画面
の広さによって適宜
調整のこと
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Motion correction



1.3 CTF estimation (1分以下)
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MotionCorr/job02/corrected_micrographs.star

Yes

0 各受講者のGPU番号(0,1,2,3のどれか）を入力

CTF estimation

をクリック！

GPU1枚使用
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CTF estimationの結果の確認

CTF estimation



18
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After 
CTF estimation

Lowpass filter:10Å

Lowpass filter:20Å Lowpass filter:30Å

No filter



Outline of “picking” processes (bgal)
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ジョブの名前 内容 計算コ
スト

電 顕
画像

概要

ManualPick/job004 1.4. Manual particle picking. メインはLoG-
basedのAutopickだが、数個は拾う必要

手作業で粒子を拾う

Select/5mics 1.5. 24枚の画像の中から、最初の5つの画
像だけを選択

AutoPick/LoG_based 1.5 LoG-based auto-picking. ５つの画像から、
1585個の粒子が抽出される。

1GPU 、
1MPI で 、
1分以下。

5枚 LoGベースの自動ピック

Extract/LoG_based 1.6. Particle extraction. 粒子を2562の画像
として抽出

Class2D/LoG_based 1.7. Making templates for auto-picking.
1585個の粒子を50クラスに分類。

1MPI,4
thread
1GPUで、
約5分、

抽出した粒子画像を50クラ
スに分類

Select/template4autopick 1.8. Selecting templates for auto-picking.
表示される50個の平均粒子像から、良好
な粒子を4個選択

50個の平均画像から、鋳型
として用いる良好な画像を4
個選択

AutoPick/optimize_params 1.9. Auto-picking. 3つのパラメータ、Picking
threshold, Min inter-particle distance, Max
stddev noiseを調整

5枚 鋳型ベースの自動ピッキン
グ

AutoPick/template_based 1.9. Auto-picking. 24枚の画像から、9156個
の粒子を抽出。

1GPU1
で、１分
以下。

24枚

Extract/template_based 1.9. Auto-picking.

Sort/after_autopick 1.10. Particle sorting. 各粒子を、参照画像
との違いによってソート。

Select/after_sorting 1.10. Particles sorting. 9156個の粒子が、鋳
型の類似度順に表示。マウスでスコアの良
い粒子だけ(今回は8811個)を選択

[候補粒子
の抽出]
手作業か適
当な自動
ピックで、と
にかく候補
粒子群を
1000個ほど
抽出

[鋳型の作成]
抽出した粒子
画像を2D分類。
鋳型として使
えそうな平均
画像を数個選
ぶ。

[鋳型を用いた
粒子抽出]
選んだ鋳型画
像を用いて、
鋳型ベースの

自動ピックを
行う



Outline of “picking” processes (apo ferritin)
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ジョブの名前 内容 計算コ
スト

電顕
画像

概要

ManualPick/ManyPick 1.4. Manual particle picking. 5枚の電顕画
像から、100粒子ずつほどピックする

5枚 手作業で粒子を拾う

Select/5mics 1.5. 24枚の画像の中から、最初の5つの画
像だけを選択

5枚

Extract/ManuManyPick 1.6. Particle extraction. 粒子を1282の画像
として抽出

5枚

Class2D/ManyManyPick 1.7. Making templates for auto-picking. 抽
出した粒子画像群を20クラスに分類。

1MPI,4
thread
1GPUで、
約5分、

5枚 抽出した粒子画像を50クラ
スに分類

Select/template4autopick 1.8. Selecting templates for auto-picking.
表示される50個の平均粒子像から、良好
な粒子を4個選択

5枚 50個の平均画像から、鋳型
として用いる良好な画像を4
個選択

AutoPick/optimize_params 1.9. Auto-picking. 3つのパラメータ、Picking
threshold, Min inter-particle distance, Max
stddev noiseを調整

5枚 鋳型ベースの自動ピッキン
グ

AutoPick/template_based 1.9. Auto-picking. 20枚の画像から、1000個
ほどの粒子を抽出。

1GPU1
で、１分
以下。

20枚

Extract/template_based 1.9. Auto-picking. 20枚

Sort/after_autopick 1.10. Particle sorting. 各粒子を、参照画像
との違いによってソート。

20枚

Select/after_sorting 1.10. Particles sorting.抽出した約1000個の
粒子を、鋳型の類似度順に表示。マウスで
スコアの良い粒子だけを選択

20枚

[候補粒子
の抽出]
手作業か適
当な自動
ピックで、と
にかく候補
粒子群をあ
る程度抽出

[鋳型の作成]
抽出した粒子
画像を2D分類。
鋳型として使え
そうな平均画
像を数個選ぶ。

[鋳型を用いた
粒子抽出]
選んだ鋳型画
像を用いて、
鋳型ベースの

自動ピックを
行う



1.4 Manual Particle Picking
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CtfFind/job003/micrographs_ctf.star

140
0.18

20

0.495

マウス左ボタンで粒子をクリックし
50-100個ほど選択
マウス右ボタンでポップアップメ
ニューを表示させ、
[Save STAR with coordinates]
を選び、ピックした座標を保存。

Manual picking

をクリック！

ManualPick/Many/Movies/*_manualpick.starに保存される。

上から順に[pick]を選び、
粒子をピックする。
上から５つの画像に対して
手動ピックを行う。

エイリアスはManyPick

※140Å/0.495Å=282.828 ≒ 282 pixels

※[Shift]キーを押しながら
クリックすると、〇が消える！
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00098 : 48 particles00081 : 157 particles 00120 : 64 particles

00150 : 130 particles 00277 : 75 particles

Manual Particle Picking



Subset selection
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ジョブタイプ”Subset selection”
を選ぶ。

[Or select from picked cords:]に
ManualPick/ManuManyPick/coords_suffix_manualpick.starを入力

エイリアスとして”5mics”を入力

上から５枚だけに
☑を入れる

[File]から、[Save selection]を選ぶ

Subset selection

[File]⇒[Invert selection]
で全ての☑を外す

Select/5mics/micrographs_selected.starに保存される。

※relion_autopickというプログラムが実行される。

まず、最初の５枚の電顕画像だけを選択



1.6 Particle extraction
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エイリアスとして”ManyManuPick”を入力

Select/5mics/micrographs_selected.star

ManualPick/ManyPick/coords_suffix_autopick.star

282

-1

Yes

Particle extraction

※140Å/0.495Å=282.82 ≒ 282 pixels

128

※particle画像のpixel数は偶数である必要



1.6 Particle extraction

26
64
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Extract/ManuManyPick/particles.star

エイリアスとして”ManuManyPick”を入力

20

30
Yes

Yes 各受講者のGPU番号
(0,1,2,3のどれか）を入力

1.7  Making templates for autopicking（1分）

3

2D classification

※relion_refineというプログラムが実行される。
1MPI, 4 threads, 1GPUでメモリ VIRT 47.6GB RES 492MB使用。

GPU1枚使用

140
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1.7  Making templates for autopicking



1.8 Selecting templates for auto-picking
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エイリアスとして”templates4autopick”を入力

Class2D/ManuManyPick/run_it025_model.star
Subset selection

☑Sort images on: rlnClassDistribution
※クラスに属する粒子数の数でソート

20個のクラスの平均粒子像が、そのクラスに属する粒子数の少ない順に並ぶ。粒子数が多く鮮明な粒子画
像をマウスの左クリックで４つほど選ぶ。マウス右クリックで、メニューを表示、[Save selected classes]で保存



1.9 参照ベースのAutopicking :5枚 (1分以下)
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参照ベースのautopickには4つのパラメータの最適化が必要。1. Picking threshold, 2. Min.inter-particle 
dis, 3. Max. stddev noise 4. Min. avg_noise. まず5枚の電顕画像でpickingを行い、パラメータを調整

Select/5mics/micrographs_selected.star

Select/template4autopick/class_averages.star

No

0.0
100

Yes
各受講者のGPU番号
(0,1,2,3のどれか）を
入力

この４つの
パラメータ
を調整する
必要

エイリアスとして”optimize_params”を入力

Auto-picking

Yes

GPU1枚使用

※relion_autopickというプログラムが実行される。

1.0905 Å
(=0.495Å* 282 pixel /128 pixel)

1.2
-0.1



1.9 Autopicking : 5枚
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00098 : 116 particles00081 : 140 particles 00120 : 112 particles

00150 : 147 particles 00277 : 102 particles

Auto Picking



1.9 参照ベースのAutopicking :20枚 (3-4分)
参照ベースのautopickには4つのパラメータの最適化が必要。1. Picking threshold, 2. Min.inter-particle 
dis, 3. Max. stddev noise 4. Min. avg_noise. パラメータを最適化した後は、全20枚の画像に適用

CtfFind/job003/micrographs_ctf.star

Select/template4autopick/class_averages.star

No

エイリアスとして”template_based”を入力

Auto-picking

GPU1枚使用

33

0.0
100

Yes
各受講者のGPU番号
(0,1,2,3のどれか）を
入力

No

1.2
-0.1

この４つの
パラメータ
が

調整された
最適
パラメータ1.0905 Å

(=0.495Å* 282 pixel /128 pixel)



1.9 Autopicking : 20枚

34

Pickした粒子の総数は2256個
（※1枚あたりの平均粒子は112.8個）



1.9 Particle extraction

35

CtfFind/job003/micrographs_ctf.star

Autopick/template_based/coords_suffix_autopick.star

エイリアスとして”template_based”を入力

Particle extraction

2341個の粒子の位置が
Extract/template_based/particles.starに保存



参考
LoGベースのAutoPickを

行った場合

36



“Blob” detection using LoG filter
ଶ

ଶ

ଶ

ଶ

ଶ

ଶ

ଶ ଶ

ଶ ଶ

ଶ

LoG : Laplacian of Gaussian 

CryoEM particle picking by Relion 3.0 
T. Lindeberg (1998). Feature detection with automatic scale 
selection. Int. J. Computer Vision. 30 (2): 77–116

LoG can be approximated as DoG (Difference of Gaussians)

[Big Gauss] – [normal Gauss]

37



1.5 LoG-based autopicking (１分以下)
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Select/5mics/micrographs_selected.star

Yes

エイリアスとして”LoG_based”を入力

140
180

0.0

Auto-picking

※dmin,dmaxをユーザーが指定。それらをもとに全部で4+3+4=11通りのdを試す。
dmin/5, dmin/4, dmin/3, dmin/2, dmin, (dmin+dmax)/2, dmax, 2dmax, 3dmax, 
4dmax, 5dmax

※relion_autopickはGPUをサポートしていない

100.0
1.2

-0.1
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00098 : 198 particles00081 : 236 particles 00120 : 226 particles

00150 : 238 particles 00277 : 219 particles

LoGbased Auto Picking



1.6 Particle extraction
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エイリアスとして”ManuManyPick”を入力

Select/5mics/micrographs_selected.star

AutoPick/LoG_based/coords_suffix_autopick.star

282

-1

Yes

Particle extraction

128

※140Å/0.495Å=282.82 ≒ 282 pixels

※particle画像のpixel数は偶数である必要



1.6 Particle extraction

41
64
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Extract/LoG_based/particles.star

エイリアスとして”ManuManyPick”を入力

20

30
Yes

Yes 各受講者のGPU番号
(0,1,2,3のどれか）を入力

1.7  Making templates for autopicking（1分）

3

2D classification

※relion_refineというプログラムが実行される。
1MPI, 4 threads, 1GPUでメモリ VIRT 47.6GB RES 492MB使用。

GPU1枚使用

140
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1.7  Making templates for autopicking


