第12回 BioPython など
Bio関連のライブラリは結構いろいろある
背景としてはBio系でもPythonユーザが増えていること？

BioPython

配列の位置合わせツール (ローカル)

Sequenceなどの基本構造 +
各種ファイルの読み書き +
サービスサイトのアクセス支援 +
アプリケーションの寄せ集め
http://biopython.org/DIST/docs/tutorial/Tutorial.html

基本構造： 例＝Sequence
Seqに対する便利な操作を提供
sliceなどは文字列と同じ
complement(相補)/reverse(逆)/
transcription(転写)/translation(翻訳)

各種形式ファイルの読み書き
シーケンス：
アノテーション：

Fasta形式
GenBank形式 など

ClustalW (位置合わせ+距離)
Blast (位置合わせ+検索)
オリジナルのpairwise位置合わせ

サービスサイトのアクセス
Blast (位置合わせ+検索)
NCBIの検索サービス ← 結構便利
Chemicals
Genes, Genetics&Medicine
Proteins
Literature
Swiss-Prot and ExPASy
Phylogenecits
Motif analysis
KEGG access
など
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Sequence (前回見た)
シーケンス型(クラス)を用意してくれてあって
いろいろな操作が簡単にできる

配列データ（＝要は文字列だが）
(最低限)文字列と同じ操作
スライスでの切り出し
s[2:5], s[::3]
結合する seq1 + seq2
文字を探す seq1.find('T')
分割する seq1.split('T')
など

塩基列vsアミノ酸列 の区別
チェックも(したければ)できる

配列固有の操作
complement(相補) seq.complement()
A⇔T G⇔T
reverse(逆)
seq[::-1]
transcription(転写) seq.transcribe()
DNA→mRNA
実質はT→Uの置き換え？
translation(翻訳) seq.translate()
codon単位に区切ってアミノ酸に変換

⇒codon表の選択
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ファイルアクセス
例１ Fastaファイルアクセス

例２ GenBankファイルアクセス

>説明記述 (任意の文字列)
配列文字列 <-----原則80文字以下------->(改行)
配列文字列 <-----原則80文字以下------->(改行)
配列文字列 <--原則80文字以下-->(改行)
(空行)
>説明記述 (任意の文字列)
配列文字列 <-----原則80文字以下------->(改行)
配列文字列 <--原則80文字以下-->(改行)
from Bio import SeqIO
for rec in SeqIO.parse('ファイル名', 'fasta'):
print(rec.id)
←idは説明記述の部分
print(rec.seq) ←seqは配列部分
print(len(rec))
←recの長さ(記述を含まず)

fastaファイルを
https://bit.ly/2qRq0VJ
からダウンロードして
①内容を開いて確認せよ(メモ帳かクリック)
②上記プログラムを試してみよ

GBファイルはアノテーション(説明)を含む
FEATURES
source

gene

CDS

Location/Qualifiers
1..4621430
←全体
/organism="Escherichia coli DH1"
/mol_type="genomic DNA"
/strain="DH1"
/db_xref="taxon:536056"
190..255
←190-255の遺伝子
/gene="thrL"
/locus_tag="ECDH1ME8569_0001"
/gene_synonym="b0001"
190..255
←190-255の遺伝子
/gene="thrL"
/locus_tag="ECDH1ME8569_0001"
/gene_synonym="b0001"
/codon_start=1
/transl_table=11
/product="thr operon leader peptide"
/protein_id="BAJ41857.1"

GenBankファイルを
https://bit.ly/36Fo1mT
からダウンロードして
①内容を開いて確認せよ(メモ帳かクリック)
②次ページのプログラムを試してみよ

やってみよう
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ファイルアクセス②
例２ GenBankファイルアクセス
from Bio import SeqIO
for rec in SeqIO.parse('ファイル名','genbank'):
print(rec.id)
print(rec.seq)
print(len(rec))
←fastaと同じ種類の情報

FEATURES
source

gene

フィーチャー部分の情報
from Bio import SeqIO
from Bio import SeqFeature
for rec in SeqIO.parse('AP012030.gb', 'genbank'):
for feat in rec.features:
if feat.type not in ['CDS']:
continue ← CDS以外なら以下をスキップ
print('---CDS---')
print(' location', feat.location.start,
feat.location.end, feat.location.strand)
print(' seq',
feat.location.extract(rec.seq)) ←配列抽出
print(' qualifiers') ← 以下qualifier部分
for u in feat.qualifiers.keys(): ← 辞書式
print(' ', u, feat.qualifiers[u])

CDS

Location/Qualifiers
1..4621430
/organism="Escherichia coli DH1"
/mol_type="genomic DNA"
/strain="DH1"
/db_xref="taxon:536056"
190..255
/gene="thrL"
/locus_tag="ECDH1ME8569_0001"
/gene_synonym="b0001"
190..255
/gene="thrL"
/locus_tag="ECDH1ME8569_0001"
/gene_synonym="b0001"
/codon_start=1
/transl_table=11
/product="thr operon leader peptide"
/protein_id="BAJ41857.1"
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位置合わせと系統樹 (以前に見た)
第９回の６ページ参照
配列の位置合わせツール (ローカル)
ClustalW (位置合わせ+距離)
Blast (位置合わせ+検索)
オリジナルのpairwise位置合わせ
① clustalwで配列ファイルxxx.fastaの
配列の整列 (アラインメント) をする
xxx.fasta

clustalW
Commandline

xxx.dnd

from Bio.Align.Applications import ClustalwCommandline
clustalw_cline = ClustalwCommandline("clustalw2",
infile="den_test.fasta")
stdout, stderr = clustalw_cline()

出力としてファイル den_test.dnd ができる

xxx.dnd

② 結果を樹形図の形に表示する

Phylo.read
Phylo.draw

① clustalwでの整列処理

② 結果 den_test.dnd の樹形図表示
%matplotlib inline
from Bio import Phylo
from pylab import rcParams
rcParams['figure.figsize'] = 15,15
# 図を15x15inにする
tree = Phylo.read('den_test.dnd', 'newick')
Phylo.draw(tree)
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試してみよう NCBIアクセス
Entrez =
１つの仕組でNCBIの各種の検索を
利用できる
たとえば
Chemicals ～ 化学物質データベース
Genes ～ 遺伝子配列データベース
Proteins ～ タンパク質データベース
Literature ～ 文献 (pubmed) など
Entrezの使い方は
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25499/
NCBI
pubmed
文献DB

Ent
rez

nuccore
配列DB
genbank
アノテー
ションDB

い
ろ
い
ろ
あ
る

基本パターン＝
ESearchして (Entrez.esearch)
得られたIDなどをキーにして
データをEFetch (Entrez.efetch) する

Entrezのアクセス：
① Webページからアクセス
https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/
esearch.fcgi?db=pubmed&term=asthma

② PythonからBiopythonのEntrezを使って
⇒ 以下で説明
BiopythonのEntrezインタフェース
h = Entrez.esearch(db='nuccore', term='rat+hemoglobin')
データベースnuccore内をサーチする
サーチのキーワードは'rat'と'hemoglobin'
r = h.read()
検索結果 h の内容を読み出す (Idなどが返る）
Id = rに含まれるIdを１つ取出しておく
h = Entrez.efetch(db='nuccore', id=Id, ...)
データベースnuccoreからデータを取りだす(fetch)
idとして前に取り出したIdを使う
r = h.read()
読出し結果 h の内容を読み出す (seqなどが返る）

実際には

やってみよう
TAチェック
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from Bio import Entrez ← Entrezの使い方はhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25499/
import xmltodict
← XML形式を辞書形式に変換するライブラリ ← 予めpipコマンドでインストール必要
Entrez.email = '自分のメールアドレス'

# ステップ① キーワードからnuccoreデータベースを検索する、XMLを辞書型にして返す
handle1 = Entrez.esearch(db='nuccore', term='rat+hemoglobin', idtype='acc') ← ratとhemoglobin
result1 = handle1.read()
#print(result1)
← 返ってきた中身を見たければprintしてみればよい
result = xmltodict.parse(result1)
IdList = result['eSearchResult']['IdList']['Id']
for u in IdList:
← どんなIdが返ってきたか見てみよう
print(u)
Id = IdList[15]
← 返ってきたIdの15番目を使うことにする
# ステップ② 得られたIdのデータ本体を取出す
handle2 = Entrez.efetch(db='nucleotide', id=Id, rettype='fasta', retmode='xml')
result2 = Entrez.read(handle2)
#print(result2)
← 返ってきた中身を見たければprintしてみればよい
for item in result2: ← result2の中身はリストなので、その要素を１つずつ取出す（実際は１つだけ）
print(Id, '¥n',
← 問合せに与えたId
'orgname', item['TSeq_orgname'], '¥n', ← TSeq_orgnameというフィールドの値（生物名）
'defline', item['TSeq_defline'], '¥n', ← TSeq_deflineというフィールドの値（説明）
item['TSeq_sequence'])
← TSeq_sequenceというフィールドの値（配列）
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期末レポート課題 (改)
課題を１つ選んでレポートを提出
１）英文の文字頻度・単語頻度・文長

１２月１８日現在

３）系統樹

http://www.gutenberg.org/

タンパク質を２～３種類選び、７～８種の
生物の系統樹を作って、比較してみよ
取り上げた方法はごく簡略・模式的なもの
で、多くの問題点を含む。分子進化学の
参考書等 を参照して、問題点を検討せよ

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/
the-inaugural-address/

（入門書）ブルーバックス B-1849
「分子から見た生物進化」宮田隆 講談社

いくつかの英文について文字の頻度・単語の
頻度・１文に含まれる文字数・単語数などを比
較し、特徴を指摘せよ
（英文のソースの例）

２）日本語文の文字頻度・単語頻度・文長
いくつかの文について文字の頻度・単語の
頻度・１文に含まれる文字数・単語数などを比
較し、作家などを区別する特徴となるか検討
せよ
（日本語の文学作品のソースの例）
http://www.aozora.gr.jp 漢字文字コードはS-JIS
（入門書）Pythonによるテキストマイニング入門

４）追加 勝つ三目並べ
授業で見たプログラムでは、PCがランダムに
場所を選ぶが、PCをもっと賢くしてほしい
例えば、人間が打つ手を邪魔するには、どう
すればよいだろうか
「人間が次にここを打つとPCが負ける」と
いう場所を見つけて、PCが先回りして打つ
ということはできるか
X
締切り： ２０２０年 １月６８日
提出場所： ５号館５５１２室
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