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まえがき
この講義では、KNOB2.0.0を使って、身近にあるWindowsPCを本格的なバイオインフォマティクス
解析環境にし、EMBOSSパッケージを利用した配列解析の実習を行います。対象はUNIX/Linuxに触れ
たことがなく、KASTの講義を通じてバイオインフォマティクスの理論的な理解はある人を対象とし
ています。

今回の講義の目標は、以下の3点にあります。

. 1 配列解析環境を用意できる

. 2 基本的な配列解析を行える

. 3 実験生物学に必要なバイオインフォマティクス技術を身につける

そのために、Linuxの基礎知識、配列の収集と管理、アラインメントを中心とした配列解析の基本、
そして、解析結果を実験生物学的に証明するために必要なプライマーの設計やsiRNAの設計について
解説します。

さて、この手の講義はバイオインフォマティクスの技術が学べても、生物学的には意味を持たない例
が延々と続くものも少なくありません。これではバイオインフォマティクスの技術がどのように活き
てくるか不明で学習の妨げになります。しかしながら、具体的な例を提示されても自分の生物学的興
味と一致しない場合にもやはり学習のモチベーションがそがれます。また、配列解析のどこに役に立
つのかわからない、Unixの使い方の基本が長々と続いてしまい、バイオインフォマティクスに関する
講義にたどり着く前に挫折してしまうこともあると思います。

そこで、本講義では、なるべく、生物学的に意味のある例を取り上げつつ、自分の生物学的興味に合
わせて解析ができるよう必要なプログラムやコマンドを探し出す力をつけるよう工夫してあります。
また、実際に解析を進める流れに沿って、必要なLinuxの使い方を解説していきます。また、忘れる
前に同じコマンドが何度も出てきますので、自然に頭に残るようになっています。

今回は、生活習慣病に関わりの深い転写因子PPARについて取り上げます。まず、PPARのDNAとアミ
ノ酸配列を取得します。そしてこれをデータベース化します。次に、ペアワイズ/マルチプルアライ
ンメントを利用してPPARGのスプライスバリアント同士の構造を比較します。肥満に重要な役割を果
たしているのはPPARG2と言われています。そこで、PPARG2のみの発現を測定するためのRT-

PCR(qPCR)用のプライマーの設計やPPARG2のみをノックダウンさせるsiRNAの設計を試みます。
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遺伝子配列の取得
遺伝子配列を得るにはEMBOSSを利用します。ほかにもBioRubyやBioPerlを使った方法があります
が、EMBOSSを使えばプログラミングせずに簡単に様々なデータベースから配列を取得することがで
きます。

EMBOSSとは

EMBOSSは150以上の配列解析プログラムを集めたものです。配列を切り出したり、相補鎖を出力し
たりするような基本的な配列の編集だけでなく、配列アラインメント、高速なデータベース検索、モ
チーフ検索、リピートの同定、コドン解析, プライマー/プローブ/ RNAi設計など様々なアルゴリズム
が実装されています。

EMBOSSの素晴らしい点は、これらのプログラムがGPLやLGPLといった自由なライセンスで配布され
ていることです。まず、EMBOSSは無料ですので、高いライセンス料を払う必要がありません。また
商用利用が制限されているアカデミックフリーのようなライセンスではありませんので、製薬会社の
ような営利企業でも利用可能です。もっと重要なことは、プログラムのソースが公開されているとい
うことです。プログラムのソースが見れることで、ある解析がどのようなに実装されているのかを知
ることができことは、科学の再現性/透明性にとって重要なことです。また、それらのソースはバイ
オインフォマティクスプログラミングの最高のテキストになるでしょう。EMBOSSは
http://emboss.sourceforge.net/ から配布されており、UNIX, LinuxをはじめMac OS XやWindowsでも利
用可能です。もちろん、KNOBにはEMBOSSがインストールされており、すぐに使えるように設定が
すんでいます。本章ではこのEMBOSSをつかって配列取得する方法を紹介していきます。

配列を取得するプログラムを探す

EMBOSSではどのようなプログラムとデータベースが利用できるのでしょうか。 それを知るプログラ
ムがあります。

KNOBでターミナルを開き以下のようにタイプしてみましょう。

$ wossname
Finds programs by keywords in their one-line documentation
Keyword to search for, or blank to list all programs: [Enter]

なにやらプログラムのリストが出てきているようですが、大量のテキストが素早く流れてしまいよく
わかりません。EMBOSSのプログラムは様々なプログラムオプションを持っており、その挙動を変更
することができます。wossnameの出力をファイルに保存してみましょう。

$ wossname -opt
Finds programs by keywords in their one-line documentation
Keyword to search for, or blank to list all programs:
Use the expanded group names [N]: Y
Output file [stdout]: Desktop/wossname.html
Format the output for HTML [N]: Y
String to form the first half of an HTML link:
String to form the second half of an HTML link:
Output only the group names [N]:
Output an alphabetic list of programs [N]:

これでwossname.htmlというファイルにプログラムのリストが保存されました。これはHTML形式に
なっていますので、WWWブラウザやw3mコマンドで整形された表として閲覧することができます。
デスクトップ上に作られたwossname.htmlファイルのアイコンをクリックするか、以下のコマンドで
開いてみましょう。

$ w3m Desktop/wossname.html

EMBOSSのプログラムが解析の種類にしたがって分類されたテーブルが得られました。 さらに、
wossnameなどEMBOSSのコマンドの詳しい使い方はtfmコマンドで表示することができます。



% tfm wossname

さて、これらのデータベースから配列を取得するにはどうしたらいいのでしょうか。配列を得るプロ
グラムをwossnameを使って検索してみましょう。配列を読み込むのでreadという単語を持つプログ
ラムを検索していみます。

$ wossname
Keyword to search for, or blank to list all programs: read
SEARCH FOR 'READ'
abiview          Reads ABI file and display the trace
embossdata       Finds or fetches the data files read in by the EMBOSS programs
entret           Reads and writes (returns) flatfile entries
getorf           Finds and extracts open reading frames (ORFs)
plotorf          Plot potential open reading frames
seqret           Reads and writes (returns) sequences
seqretsplit      Reads and writes (returns) sequences in individual
files
skipseq          Reads and writes (returns) sequences, skipping the
first few
union            Reads sequence fragments and builds one sequence
yank             Reads a sequence range, appends the full USA to a list file

検索結果から、seqret が配列を読み込んだり書き込んだりするプログラムでありそうです。それでは
helpを見てみましょう。

$ seqret -help
  Standard (Mandatory) qualifiers:
 [-sequence]          seqall     Sequence database USA
 [-outseq]            seqoutall  Output sequence(s) USA

  Additional (Optional) qualifiers: (none)
  Advanced (Unprompted) qualifiers:
  -feature            boolean    Use feature information
  -firstonly          boolean    Read one sequence and stop

  General qualifiers:
  -help               boolean   Report command line options. More
                                information on associated and general
                                qualifiers can be found with -help -verbose

予想通り配列データベースを指定して配列を取ってくるプログラムのようです。しかし、このhelpは
かなり省略されています。以下のようにするとたくさんの機能について表示してくれます。

$ seqret -help -verbose

ところが、すばやく大量の出力がされてしまいますので、とても読めません。 その場合は出力をless

コマンドに渡して閲覧します。

$ seqret -help -verbose 2>&1 | less

このようにあるコマンドの出力を|記号でほかのブログラムに渡すことをパイプといいます（ここで
は、標準出力ではなく標準エラー出力をlessコマンドに渡すため2>&1という記号も使っています）。

さて、 ヘルプを見ると以下のような行があります。

[-sequence]          seqall     Sequence database USA

このオプションを使って得たい配列を指定するようですが、Sequence database USAというものは何
でしょうか。

EMBOSSで配列を示すIDとデータベース名



USAはUniform Sequence Addressの略で、EMBOSSのプログラムに配列の場所を教えるための記号、
あるいは方法のことです。簡単に説明すると、データベース名のあとにコロン ":" で区切って、デー
タベース内のエントリを示すIDをつないだ形になっています。

では次にEMBOSSはどのようなデータベースを扱えるのかをみてみましょう。 wossnameで検索して
みます。

$ wossname
Finds programs by keywords in their one-line documentation
Keyword to search for, or blank to list all programs: database
SEARCH FOR 'DATABASE'
dbiblast         Index a BLAST database
dbifasta         Index a fasta database
dbiflat          Index a flat file database
dbigcg           Index a GCG formatted database
patmatmotifs     Search a PROSITE motif database with a protein sequence
profit           Scan a sequence or database with a matrix or profile
prosextract      Builds the PROSITE motif database for patmatmotifs to search
showdb           Displays information on the currently available databases
stssearch        Searches a DNA database for matches with a set of STS primers
whichdb          Search all databases for an entry

showdbがデータベースのリストを表示するプログラムだということがわかりました。

$ showdb
Displays information on the currently available databases
# Name        Type ID  Qry All Comment
# ====        ==== ==  === === =======
SpTrEMBL      P    OK  -   -   Contains the translations of all coding sequences present in the EMBL sequence database not yet integrated in SWISS-PROT
pir           P    OK  -   -   Protein Identification Resource.
refseqp       P    OK  -   -   Database of protein information from
REFSEQ
swall         P    OK  -   -   A combined database of Swiss-Prot, SPTREMBL and TREMBLNEW. Does not contain REMTREMBL.
swissprot     P    OK  -   -   Database of protein sequences produced collaboratively by the Swiss Institute for Bioinformatics (SIB) and the European Bioinformatics Institute (EBI).
DDBJNEW       N    OK  -   -   DDBJNEW IDs
DDBJRELEASE   N    OK  -   -   DDBJRELEASE IDs
GENBANKN      N    OK  -   -   NCBI IDs
embl          N    OK  -   -   The EMBL nucleotide sequence database constitutes Europes primary nucleotide sequence resource. The database is produced in an international collaboration with GenBank (USA) and the DNA Database of Japan (DDBJ).
refseq        N    OK  -   -   Database providing non-redundant curated data representing knowledge of known genes

実行すると利用可能なデータベースのリストが得られました。一番左のカラムがデータベース名で、
USAで利用する名前になります（大文字小文字は区別されません）。

配列の取得

それでは seqret を使って、実際に配列を取得していましょう。作業用のディレクトリを作成し、

$ mkdir practice
$ cd practice

NCBIのRefSeqデータベースからNM_138712という配列を取得します。

$ seqret GENBANKN:NM_138712
Reads and writes (returns) sequences
Output sequence [nm_138712.fasta]:

カレントディレクトリにnm_138712.fastaというファイルができています。このファイルの中身をless

で見てみましょう。lessコマンドはqで終了することができます。

$ less nm_138712.fasta
>NM_138712 NM_138712.2 Homo sapiens peroxisome proliferative activated receptor, gamma (PPARG), transcript variant 1, mRNA.
cccgcccccgcgccgggcccggctcggcccgacccggctccgccgcgggcaggcggggcc
cagcgcactcggagcccgagcccgagccgcagccgccgcctggggcgcttgggtcggcct
cgaggacaccggagaggggcgccacgccgccgtggccgcagatttgaaagaagccaacac
taaaccacaaatatacaacaaggccattttctcaaacgagagtcagcctttaacgaaatg
(!)



seqret について詳しく見てみましょう。

$ seqret -sequence GENBANKN:NM_138712 -outseq NM_138712.fa

ハイフン"-"がついているものは、seqretの動作を指定するためのものです。-sequenceは検索したい配
列をUSA形式で指定しています。-outseqは検索結果を保存するファイル名を指定しています。もうひ
とつ配列を取得してみましょう。

$ seqret -sequence GENBANKN:NM_138711 -outseq NM_138711.fa -osformat fasta

今度は、-osformat というオプションが増えています。これは検索した配列をどのような配列を形式
で保存するのかを指定しています。上の例ではFASTA形式を指定しています。GCGという形式にした
い場合は以下のようになります。

$ seqret -sequence GENBANKN:NM_138712 -outseq NM_138712.gcg -osformat gcg
Reads and writes (returns) sequences

$ less NM_138712.gcg
!!NA_SEQUENCE 1.0

Homo sapiens peroxisome proliferative activated receptor, gamma (PPARG),
transcript variant 1, mRNA.

NM_138712  Length: 1883  Type: N  Check: 1224 ..

    1 cccgcccccg cgccgggccc ggctcggccc gacccggctc cgccgcgggc

   51 aggcggggcc cagcgcactc ggagcccgag cccgagccgc agccgccgcc

  101 tggggcgctt gggtcggcct cgaggacacc ggagaggggc gccacgccgc
(!)

これでデータベースから配列を検索して保存することができるようになりました。しかし、この配
列、データベースはどこにあるのでしょうか。

EMBOSSによる配列取得の仕組み

KNOBは700MB程度のCDにすべての情報が含まれています。このなかには、様々なバイオインフォ
マティクスのプログラムがありますが、データベースはほとんど含まれていません。これは単に容量
の問題です。しかし、前節ではNCBIのRefSeqから配列を取得できています。これはどのような仕組
みになっているのでしょうか。

showdbでデータベースの一覧が得られましたが、これらのデータベースの情報は emboss.defalutとい
うファイルに書き込まれています。このファイルにはデータベースの名前、場所、説明などが書いて
あります。KNOBでは、

/usr/local/share/EMBOSS/emboss.defalut

にあります。このファイルを見てみましょう。

$ less /usr/local/share/EMBOSS/emboss.defalut
(!)
DB GENBANKN [
  type: N
  format: genbank
  method: url
  url: "http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi?db=nucleotide&rettype=gb&retmode=text&id=%s"
  dbalias: GENBANKN
  comment: "NCBI IDs"
]
(!)



このファイルのGENBANKNの項目は上のようになっています。url: の後を見ると、GenBankや
RefSeqを提供しているNCBIのURLが記述されています。EMBOSSのプログラムは、受け取ったUSAを
ここに記載されているURLに対して検索します。つまり、EMBOSSはemboss.defalut を参照し、イン
ターネットを経由してデータベースから配列を取得している訳です。

このような設定はEMBOSSのオリジナルの配布パッケージには含まれていません。これはKNOBを作
成する際に作られたものです。将来、KNOBを卒業し、自分でインストールしたLinuxマシンやUnix,

Mac OS XなどでEMBOSSを利用するときはKNOBのemboss.defalutをコピーしてお使いください。

配列のすべての情報を取得する

seqretでは様々な形式で配列を得ることができます。しかし、配列データベースは配列だけでなく関
連情報をもっているため、ファイルの形式を変換してしまうと、情報が欠落する場合もあります。そ
れらの関連情報も含めて完全な情報を得るためにはentretを利用します。entretを使うと、その配列
データベースで使われているオリジナルの形式で配列を得ることができます。では、PPARGのゲノム
配列をGenBankから得てみましょう。

% entret -sequence GENBANKN:AB005526
Reads and writes (returns) sequences
Output file [ab005526.entret]:

ab005526.entretにGenBankのフラットファイル形式のエントリが保存されました。

% less ab005526.entret
LOCUS       AB005526                3302 bp    DNA     linear   PRI  22-OCT-2004
DEFINITION  Homo sapiens ppar gamma gene for peroxisome proliferator
            activated-receptor gamma, complete cds.
ACCESSION   AB005526 AB005521 AB005522 AB005523 AB005524 AB005525
VERSION     AB005526.2  GI:60391368
(!)

複数の配列を取得する

ではPPARGのスプライスバリアントを入手してみしょう。作業ディレクトリppargを作成して移動し
ます。

$ cd
$ mkdir pparg
$ cd pparg

あなたは、ほかの研究者からPPARGのスプライスバリアントの情報を入手するとしましょう。その研
究者は、ウェブサイトにその情報を置いてくれたとします。

$ wget http://bioruby.org/kast/download/PPARG.list

wgetはWWW上にあるファイルを取得するコマンドです。もちろん、Webブラウザでも取得できます
が、コマンドになれてくるとすべてコマンドですませてしまいたくなります。PPARG.listがダンロー
ドされていることをlsで確かめ、中身を見てみましょう。

$ ls
PPARG.list

$ less PPARG.list
GENBANKN:NM_005037
GENBANKN:NM_015869
GENBANKN:NM_138711
GENBANKN:NM_138712

USA形式で遺伝子のIDが羅列されています。では、seqretを使って、このリストにあるIDの配列を入
手してみましょう。



手してみましょう。

$ entret @PPARG.list -outfile PPARG.entret

PPARG.entretの中身を確認してみましょう。

$ less PPARG.entret

GenBankフラットファイル形式が複数連なったファイルが得られました。このようにEMBOSSでは
USAが羅列されたファイル名に"@"を付けることで、自動的に配列ファイルを得ることができます。



配列データベースを作る
今日、配列決定技術の革新により大量のDNA配列を取得することが可能になりました。それによっ
て大量の配列がデータベースに登録されています。あなたのラボが大量配列決定を行っている場合は
もちろん、公共データベースのデータを使った研究をする場合も自分の解析にあった配列を二次的な
データベースとして手元に持つことはよくあることです。ここではたくさんの配列を検索可能な状態
にし、バージョンなどの管理を行う方法を示します。

配列データベースをインデックス化する

では、前節に取得したPPARGの配列をデータベース化してみましょう。まず、配列をデータベースを
作成するEMBOSSのコマンドを探します。配列をインデックス化して配列を検索できるようにするの
で、検索のワードをindexとしてみましょう。

% wossname
Finds programs by keywords in their one-line documentation
Keyword to search for, or blank to list all programs: index
SEARCH FOR 'INDEX'
aaindexextract   Extract data from AAINDEX
cai              CAI codon adaptation index
dbiblast         Index a BLAST database
dbifasta         Index a fasta database
dbiflat          Index a flat file database
dbigcg           Index a GCG formatted database

dbiflatというものが探しているコマンドのようです。helpを見てみましょう。

% dbiflat -help
   Standard (Mandatory) qualifiers:
   -idformat           menu       ID line format
   -directory          directory  Database directory
   -filenames          string     Wildcard database filename
  [-dbname]            string     Database name
   -release            string     Release number1839
   -date               string     Index date
(!)

それでは実行してみましょう。

% dbiflat
Index a flat file database
Database name: PPARG
      EMBL : EMBL
     SWISS : Swiss-Prot, SpTrEMBL, TrEMBLnew
        GB : Genbank, DDBJ
    REFSEQ : Refseq
Entry format [SWISS]: GB
Database directory [.]:
Wildcard database filename [*.dat]: PPARG.entret
Release number [0.0]: 1.0
Index date [00/00/00]: 11/29/05

まず、データベース名を決め、IDの書式を指定します。次にデータベースを作成するディレクトリを
指定します。[.]はカレントディレクトリを示します。データベース化する配列を指定し、バージョ
ン、日付などの情報を与えます。カレントディレクトリに作られたファイルを確認してみましょう。

$ ls
PPARG.entret  PPARG.list  acnum.hit  acnum.trg  division.lkp  entrynam.idx

新しく作成されたファイルはアクセッションやエントリ名などのインデックスがおさめられたバイナ
リファイルです。テキストエディタなどで開いても人間が読める形式にはなっていません。EMBOSS

のプログラムでこのデータベースを検索するにはこの4つのファイルがすべて必要になります。



データベースを検索可能にする

では、このデータベースに対して検索ができるように設定しましょう。まず、ホームディレクトリ
に.embossrcという設定ファイルを用意します。ここにPPARGへ検索するための設定を書きます。

$ wget http://bioruby.org/kast/download/embossrc
$ mv embossrc ~/.embossrc

$  ~/.embossrc
DB PPARG [
   type: N
   format: genbank
   method: emblcd
   directory: /home/knoppix/pparg
]

早速、seqretで検索してみます。

$ seqret PPARG:NM_005037

配列を得ることができました。



遺伝子配列解析の基本

配列の特徴を表示する

遺伝子配列の基本的な特徴を表示してみましょう。まずは、配列の長さや%GCを表示します。

% infoseq PPARG:NM_005037
Displays some simple information about sequences
# USA             Name        Accession Type Length      %GC  Description
GENBANKN-id:NM_005037   NM_005037     NM_005037 N    1762  45.86
Homo sapiens peroxisome proliferative activated receptor, gamma (PPARG),
transcript variant 4, mRNA.

これまでのコマンドと違い結果がターミナルに表示されます。次はPPARGのゲノム配列をダウンロー
ドし、タンパク質をコードしている領域(CDS)やSTSの位置を表示してみましょう。

% showfeat GENBANKN:AB005526
Show features of a sequence.
Output file [ab005526.showfeat]:

% less ab005526.showfeat
AB005526
Homo sapiens ppar gamma gene for peroxisome proliferator activated-receptor
gamma, complete cds.
|==========================================================| 3302
|----------------------------------------------------------> source
 |--->                                                       CDS
 |--->                                                       exon
 |----------------------------------------------------->     gene
      |->                                                    gap
          |-->                                               CDS
          |-->                                               exon
                |->                                          gap
                   |-->                                      CDS
                   |-->                                      exon
                       |->                                   gap
                           |-->                              CDS
                           |-->                              exon
                                 |->                         gap
                                    |------->                CDS
                                    |------->                exon
                                               |->           gap
                                                 |----->     exon
                                                   |--->     CDS

ab005526.showfeatにCDSなどの位置が文字を組み合わせることで図示されました。さて、ここで注
目すべきなのは、AB005526がseqretを利用せずに自動的にダウンロードされて解析されています。
EMBOSSのすべてのプログラミングはローカルに保存された配列だけでなくUSAを指定することで
ネットワーク上にある配列も解析することができます。

一組の配列のアラインメントを行う

遺伝子配列解析の基本は配列同士を並べること、つまり、アラインメントすることが基本になりま
す。ここではEMBOSSを使って1対1の配列アラインメントを計算する方法を解説します。

PPARGのスプライスバリアントの配列をアラインメントしてどのように配列が異なっているか調べ見
ましょう。EMBOSSには、needleとwaterという2つのアラインメントプログラムがあります。実行例
を示します。

$ needle PPARG:NM_015869 PPARG:NM_005037
Needleman-Wunsch global alignment.
Gap opening penalty [10.0]:
Gap extension penalty [0.5]:
Output alignment [nm_015869.needle]: PPARG.needle

$ water PPARG:NM_015869 PPARG:NM_005037
Smith-Waterman local alignment.



Smith-Waterman local alignment.
Gap opening penalty [10.0]:
Gap extension penalty [0.5]:
Output alignment [nm_015869.water]: PPARG.water

それぞれのファイルを見て違いを考えてみてください。needleのほうは Needleman-Wunschというア
ルゴリズムを実装しており、大域的なアラインメントを計算します。それに対して、waterは、局所
アラインメントを計算するSmith-Watermanアルゴリズムを実装したプログラムです。

アラインメントを見ると配列の5'側が一致しないことがわかります。この結果よりPPARGはfirst exon

がバリアントによって異なることがわかります。

複数配列のアラインメントを行う

複数の遺伝子配列を並べるにはどうしたらいいのでしょうか。 例えば、ある遺伝子ファミリーや複
数の生物で保存されているタンパク質配列を整列することは日常的な作業でしょう。 ここでは
PPARGのスプライスバリアントのタンパク質配列を集めて、多重配列アラインメントしてみましょ
う。

まず、前節で手に入れたPPARGのデータベースからタンパク質配列のIDを取得します。まず、lessで
PPARGを見てみましょう。長くてどこにタンパク質のIDがあるかわかりません。このような場合は
テキストファイルに含まれる文字列を検索するLinux のコマンドであるgrepを利用すると良いでしょ
う。

% grep -i protein PPARG.entret | less

proteinという文字列を含む行がすべて表示されました。結果のなかにprotein_idという文字列のあと
にIDが含まれているのがわかりました。では、protein_idで検索し直してみましょう。

% grep protein_id PPARG.entret
                   /protein_id="NP_005028.3"
                   /protein_id="NP_056953.2"
                   /protein_id="NP_619725.1"
                   /protein_id="NP_619726.1"

タンパク質配列のIDが得られました。復習になりますが、このIDの配列を取得してみましょう。ま
ず、このIDをリストファイルにします。

$ wget http://bioruby.org/kast/download/PPARGP.list

% less PPARGP.list
GENBANKN:NP_005028
GENBANKN:NP_056953
GENBANKN:NP_619725
GENBANKN:NP_619726

リストファイルをもとに配列を取得します。

% entret @PPARGP.list
Reads and writes (returns) flatfile entries
Output file [np_005028.entret]: PPARGP.entret

では、多重配列アラインメントを実行します。EMBOSSのemmaというプログラムを利用します。

% emma PPARGP.entret
Multiple alignment program - interface to ClustalW program
Output sequence [np_005028.aln]: PPARGP.aln
Dendogram output filename [np_005028.dnd]: PPARGP.dnd

..clustalw -infile=00004621A -outfile=00004621B -align -type=protein
-output=gcg -pwmatrix=blosum -pwgapopen=10.000 -pwgapext=0.100
-newtree=00004621C -matrix=blosum -gapopen=10.000 -gapext=5.000
-gapdist=8 -hgapresidues=GPSNDQEKR -maxdiv=30..



CLUSTAL W (1.83) Multiple Sequence Alignments
(!)

このコマンドを実行すると結果がPPARGP.alnとPPARGP.dndというファイルに出力されます。*.alnの
ほうは配列のアラインメントの情報が、*.dndのほうは配列類似性から導きだした遺伝子系統樹の
データが書き込まれています。実はemmaはclustalwというアラインメントプログラムに配列を渡し
て計算させています。このようなプログラムをラッパーやフロントエンドと呼んだりします。

PPARGP.alnをlessでみてください。最初の数十ベースを除けばよくアラインメントされているのがわ
かります。つまり、PPARGのスプライスバリアントは最初のエクソンが選択されることで構造が変化
しているということがわかりました。

emmaの出力はテキスト形式なのでどのような環境でも閲覧しやすいのですが、論文の図表にするに
は少しもの足りません。EMBOSSにはアライメントへ、論文などでよく見かけるきれいなカラーをつ
けて出力するプログラムもあります。

$ prettyplot -sequence PPARGP.aln
Displays aligned sequences, with colouring and boxing
Graph type [x11]: png
Created prettyplot.1.png
Created prettyplot.2.png
Created prettyplot.3.png

アラインメントがそれぞれPNGファイル形式の画像として保存されました。アライメントを見ると
5'側の数十残基が異なっていることがわかります。よって、この領域に特異的なRT-PCR用のプライ
マーを設計すれば、スプライスバリアントを区別した遺伝子発現解析ができます。また、この領域に
特異的なsiRNAを設計すれば、特定のスプライスバリアントのみをknockdownすることが可能です。
次章ではRT-PCRプライマーの設計やsiRNAの設計をEMBOSSをつかって行っていきます。



実験生物学的な検証のために必要な配列解析

プライマーの設計

ではまず、RT-PCRプライマーを設計しましょう。プライマーを設計するには、eprimer3という
EMBOSSのコマンドを用います。

$ eprimer3
Picks PCR primers and hybridization oligos
Input sequence(s): PPARG.entret
Output file [nm_005037.eprimer3]: PPARG.eprimer3

設計したプライマーがPPARG.eprimer3に保存されました。中を見てみましょう。PCR で増幅させる
遺伝子の長さ(PRODUCT SIZE)やターゲット配列にプライマーがアニールする位置、Tm値, GC%, プ
ライマー配列とその長さなどが出力されています。ひとつの配列エントリーに対して5つのプライ
マーが候補として挙っています。

プライマーの設計はTm値、プライマーの長さなどの基本的な情報だけでなく、増幅させたい位置を
指定する必要がありますし、リピートやSNPのある位置、あまり配列が複雑ではない位置などを避け
なけたりしなければなりません。つまり、プライマー設計には多数のパラメーターがあるわけです。
eprimer3もたくさんのパラメータをオプションを使って指定することができます。eprimer3のヘルプ
を見てみてください。そして、指定した位置にプライマーを設計するオプションを探してみてくださ
い。

$ eprimer3 -help 2>&1 | less

ヘルプによって、-includedregionを使って、想定されるPCRプロダクトの領域を設定できることがわ
かりました。10から300の領域を増幅するようにプライマーを設計するには以下のようにします。

$ eprimer3 -includedregion 10,300
Picks PCR primers and hybridization oligos
Input sequence(s): PPARG.entret
Output file [nm_005037.eprimer3]: PPARG.eprimer3

このオプションとinfoseqの結果、また、emmaの結果を用いて、PPARG2のみを増幅するPCRプライ
マーを設計してみてください。

siRNAの設計

次は、siRNAの設計をするプログラムを検索して探してみます。

% wossname
Finds programs by keywords in their one-line documentation
Keyword to search for, or blank to list all programs: siRNA
SEARCH FOR 'SIRNA'
sirna            Finds siRNA duplexes in mRNA

sirnaというコマンドがそれに当たるようです。では実際に実行してみましょう。

$ sirna
Finds siRNA duplexes in mRNA
Input sequence(s): PPARG:NM_005037
Output report [nm_005037.sirna]:
Output sequence [nm_005037.fasta]:

.sirnaに設計のレポートファイルが保存されます。中身は以下のようになっています。このファ
イルにはターゲット配列におけるsirnaの位置やGC%、配列などが含まれます。

########################################
# Program: sirna



# Program: sirna
# Rundate: Sun Oct 31 17:02:31 2005
# Report_format: table
# Report_file: nm_005037.sirna
########################################

#=======================================
#
# Sequence: NM_005037     from: 1   to: 1762
# HitCount: 359
#
# CDS region found in feature table starting at 105
#
#=======================================

  Start     End   Score    GC% Sense_siRNA Antisense_siRNA
    269     291  10.000   50.0 CAGAUCCAGUGGUUGCAGAdTdT UCUGCAACCACUGGAUCUGdTdT
   1132    1154  10.000   50.0 GGCUUCAUGACAAGGGAGUdTdT ACUCCCUUGUCAUGAAGCCdTdT
    266     288   9.000   50.0 GAACAGAUCCAGUGGUUGCdTdT GCAACCACUGGAUCUGUUCdTdT
(!)

.fastaにはsiRNAの候補がマルチFASTA形式で保存されています。

>NM_005037_269 %GC 50.0 Score 10 Homo sapiens peroxisome proliferative activated receptor, gamma (PPARG), transcript variant 4, mRNA.
aacagatccagtggttgcagatt
>NM_005037_1132 %GC 50.0 Score 10 Homo sapiens peroxisome proliferative activated receptor, gamma (PPARG), transcript variant 4, mRNA.
aaggcttcatgacaagggagttt
(!)

このなかから、infoseqやこれまでのアラインメントの結果を見てPPARG2特異的なknockdown効果が
期待されるsiRNAを選択してみましょう。また次回の講義ではBLAST を使った配列データベース検索
を学ぶ予定です。これを使ってoff-target effectについて調べてみましょう。



まとめ
この講義では、配列の取得, 配列データベースの作成, 遺伝子配列の基本的解析の3つを中心に学んで
きました。また、EMBOSSのコマンドの探し方を学び、目的のプログラムにたどり着くための力を養
いました。これらの技術を組み合わせれば、受講者の皆様が実際に取り組んでおられる生物学的な問
題に取り組むことができるはずです。

今日はプログラミングについて触れませんでしたが、KNOBにはBioRubyやBioPerlなどの解析/学習環
境がそろっていますし、G-languageのようなゲノム解析ツールなど、紹介しきれないソフトウェアが
たくさんあります。是非、挑戦してみてください。その入口として本講義とKNOBがお役に立てるよ
う願っております。



付録1 KNOB入門
KNOBとはCDから起動するLinuxにバイオインフォマティクスの解析環境を構築したものです。
KNOBはKnoppix for Bioの略で、「ノブ」と発音します。KNOBのCDイメージやドキュメントは
http://knob.sourceforge.jp/ からダウンロードすることができます。

起動する

CD-ROMドライブが装備されているWindowsコンピュータを用意し、CDからOSが起動するように設
定します。そのためにはBIOSでブートシーケンスをCDを優先にする必要があります。お使いのコン
ピュータのマニュアルをご覧ください。

終了する

メニューからログアウトを選択してください。

USBフラッシュメモリーにデータを保存する

KNOBを実行中に作成したプログラムやデータを保存することができます。まず、su コマンドで root

ユーザになります。次にrootのシェルを使ってUSBフラッシュメモリーをマウントします。

$ su
# mount /dev/sda1 /mnt/sda1

環境によっては以下のデバイス名の場合もあるようです。

# mount /dev/ubb1 /mnt/ubb1

これで/mnt/sda1がUSBフラッシュメモリーに対応しました。

K"#$% -> KNOPPIX -> configure -> &'()*%+,-./01234

を選択してください。

次回起動する際は、KNOBの起動画面で以下のようにしてください。

boot: knoppix home=scan screen=1280x1024



付録2 KNOBを使ったLinux入門

シェルの使い方

ここではシェルの使い方を覚えます。ファイルにアクセスしたり、コマンドを実行するといった操作
は配列解析の基本になります。

まず、ターミナルを開いてみましょう。下のメニューにあるアイコンをクリックしてく ださい。画
面には

$

のように表示されています。これをプロンプトと呼びます。プロンプト(prompt)はその名の通り、コ
マンドを要求しているものです。ここにコマンドを入力します。ディレクトリの操作では、自分のい
る場所を見てみましょう。

$ pwd
/home/knoppix

これは自分のいるフォルダの場所を表示します。Linuxではフォルダのことをディレクトリといいま
す。特に自分がいるディレクトリのことをカレントディレクトリと呼びます。現在は /home/knoppix 

というところにいるということです。これは、homeというディレクトリの中のknoppixというディレ
クトリにいるということです。階層関係は"/"(スラッシュ)で区切って示します。このディレクトリの
中にはどんなファイルがあるか表示してみます。

$ ls

なにありませんので表示されません。Linuxはコマンドを入力した際にその処理がうまくいった場合
はなにも言わないことでそれを知らせます。次に以下のように入力してみましょう。

$ LS

コマンドが実行されません。Linuxはコマンドの大文字小文字を区別します。では次のように入力し
てみてください。

$ ls -la

lsのあとにスペースが1つ以上入り、マイナス(ハイフン)のあとにlaと入力しました。表示が変わった
のがわかります。このようにコマンドにはその挙動を変更するオプションを付けることができます。
どのようなオプションがあるのでしょうか。

$ man ls

manのあとにスペースがひとつ以上あり、lsとコマンドを入力しています。これでlsの使い方を表示
することができます。これを manual page と呼びます。このなかにはオプションのリストとその説明
が書いてあります。manコマンドで開いたマニュアルページはスペースを押すごとにページを送るこ
とができます。qで終了します。

次は新しいディレクトリを作成してみましょう。

$ mkdir /home/knoppix/hoge

hogeというディレクトリができたことを ls で確認してみてください。hogeに移動してみましょう。

$ cd /home/knoppix/hoge



pwdで自分がhogeに移動したことを確認してみてください。ひとつ上のディレクトリ、つまり、ホー
ムディレクトリに戻ってみましょう。

$ cd /home/knoppix/

何度も /home/knoppix と入力するのが大変ですね。/home/knoppix/hoge のようにディレクトリのフル
ネームのことを絶対パスと言います。これに対して、相対パスと呼ばれるディレクトリの呼び名もあ
ります。相対パスとは自分のいる場所、つまり、カレントディレクトリから見た場所を示すもので
す。/home/knoppix にいる場合、/home/ knoppix/hoge は、./hoge となります。相対パスで移動してみ
ましょう。

$ cd ./hoge
$ pwd
/home/knoppix/hoge

"."はカレントディレクトリを示します。ひとつ上のディレクトリに移動するには

$ cd ../

とします。..はひとつ上のディレクトリを示します。もうひとつディレクトリを作ってみます。

$ pwd
/home/knoppix
$ mkdir fuga
$ ls
fuga hoge

fuga に移動してみましょう。

$ cd ./fuga

ここからhogeに移動するにはどうしたらよいでしょうか。

$ cd /home/knoppix/hoge

でも良いですが、そろそろタイプに疲れてきたと思いますので相対パスを使ってみましょう。

$ pwd
/home/knoppix/fuga
$ cd ../hoge
$ pwd
/home/knoppix/hoge

".."はひとつ上のディレクトリを示します。

今度は作ったディレクトリを消してみましょう。fugaを消します。

$ cd ../
$ pwd
$ /home/knoppix
$ rmdir ./fuga

あるいは、

$ rmdir /home/knoppix/fuga



のように絶対パスでも構いません。

ファイルの操作

遺伝子配列は基本的にテキストファイルになっています。簡単な配列ファイルをつくってみましょ
う。

$ cat > hoge.fa
>hoge hoge gene
ATGAGCCAGGATGCGTAGATAGATATTTTGA
[Ctrl-D]

ファイルの中身をみるには、lessをつかいます。

$ less hoge.fa
>hoge hoge gene
TGAGCCAGGATGCGTAGATAGATATTTTGA

lessを終了するには、qを押します。また、1ページに収まらない場合は、スペースキーでページを送
ることができます。

ファイルの名前を変更するにはmvを使います。

$ mv hoge.fa fuga.fa

ファイルを消すときは、rm を使います。

$ rm fuga.fa


