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抄録 /Synopsis

　生物は，ゲノム（DNA塩基配列）を設計図として作られた一種の機械であり，DNA塩基配列か
ら生物体を作る必然性のプロセスとDNA塩基配列をランダム変異で書き換える偶然性のプロセス
によって，生まれ，自分を維持し，次の世代を作り，死ぬ存在である．本研究では，「生物とは何
か？」の基本問題（生物の原理）について考察し，それに基づいた教科書を執筆出版することで，
新しい生物科学を世の中に広め人材を育成していくことを目的としている．
 A biological organism is a machine designed by genomic information (i.e., the nucleotide sequence 
of DNA). Life is a product of two processes: the deterministic process that constructs an organism from 
the DNA sequence, and the stochastic process that rewrites DNA sequences. In this work, I address a 
fundamental problem in biological science, “What is a biological organism?”, and I intend to publish a 
textbook of new biological science.  

　現代の生物科学は，まず生物の最も小さい単位であ
る生体高分子の解析からスタートし，生物全体の理解
に向けてより複雑な現象を解析していく要素還元的ア
プローチをとって，大きな成功を収めてきた．その集
大成として，ゲノムの全DNA塩基配列を解析し，生
体分子素子であるタンパク質の全アミノ酸配列を手に
入れることが可能となった．これによって私たちは生
物を理解するための部品の設計図を手に入れ，より複
雑な生物現象さらに生物個体全体を解析する時代に
入ったと言える．しかし，要素としてのタンパク質の
種類が余りにも多く，要素還元的アプローチには限界
が見えてきている．このような学問的状況の中で，生
物全体を理解するためには新しいアプローチを生み出
していくことが必要だと考えられる．そこで，私は生
物についてのオープンクエスチョンの基本に立ち戻っ
て考えてみた．「生物全体を理解するための基本問題
が何か？」「それらを解決するための新しい考え方は
どのようなものになるのだろうか？」私は，大學では
個別の課題についての論文を書くことに力を割いてい
たが，豊田理化学研究所では，生物科学の基本問題に
集中して考察しており，それについて以下に述べる．

1．生物科学の基本問題1，2

　生物個体の個性を超えて，全ての生物に成り立つ
「生物の原理」があるとすれば，それには3つの側面
があるだろう．①生物の部品は，どう設計されてい
るか？　②生体部品の設計を自動的に変更し，それ
をうまく機能させるやり方は，どう標準化されてい
るか？　③生体部品をシステムに組み立てる方法と，
そのシステム変更を自動的に行うやり方は，どう標
準化されているか？　生物界ではどのように品質管
理が行われているかという問題もあるが，それは別
の機会に譲ることにする．
　3つの基本問題の内，最初の問題は半世紀前に一応
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の解決を見ている．コーディング領域（アミノ酸配
列に相当する領域）のDNA塩基配列は，3文字の塩
基が一つのコドンとなり，各コドンがアミノ酸に翻
訳される．DNA（及びそれに対応するRMA）には，
4種類の文字（DNAではA, T. G, C; RNAではA, U, 
G, C）があるので，64のコドンがあり，それが20種
類のアミノ酸をコードすることになる．このDNAか
らアミノ酸への対応表（遺伝暗号表）によって，分
子レベルでの設計図と部品の関係が決められており，
設計の問題は非常に単純になっている（図1）．しか
し，この単純さは見かけのもので，アミノ酸配列だ
けではタンパク質の機能は生まれない．アミノ酸配
列が適切に折れたたまることによって（基本問題の
②），本当に生体部品が機能する．後で議論するが，
部品の機能化（基本問題②）やシステム構成の標準
化（基本問題③）などの難問に，遺伝暗号表におけ
るアミノ酸の配置が深く関わってくるので，基本問
題①も半世紀前に終わった問題ではないのである．
　2番目の生体部品をどう機能化するかという問題，
つまりアミノ酸配列からタンパク質の立体構造に変
換するやり方の標準化は，長年の研究にも関わらず，
未だ解決を見ていない．個別のタンパク質について
は，X線結晶構造解析やNMR構造解析技術などに
よって立体構造を解析することはできており，それ
らはタンパク質の機能の理解に大いに役に立ってい
る．しかし，タンパク質は構造的揺らぎが大きいこ
と，タンパク質によってはユニークな構造を取らな
い場合も少なくないことなどから，タンパク質の立
体構造形成がどのようなルールによって標準化され
ているかは，まだ分かっていないのである．基本問
題②にはもう一つの難しい問題が含まれている．進
化のプロセスで多くの変異が導入されアミノ酸配列
が変わっていくのだが，一般には新しいアミノ酸配
列がちゃんと立体構造を形成する保証はない．しか
し，この自動的な設計変更に対しても構造と機能を
保証するような標準化された変異の仕組みがあるの
ではないかという問題である．タンパク質の構造形
成は，物理の問題である．そのような物理プロセス
を制御するようなランダム変異の仕組みがあるとす
れば，それは生物繁栄の基盤技術となるだろう．
　3番目の生体システムの標準化の問題は，ゲノム時
代になってようやく議論することができるように
なってきた．しかし，全ゲノムからの生体部品の種
類が余りにも多く，また部品によってはアミノ酸配
列だけしかわからず生体システムの中での位置付け
が全く分からないものも少なくない．そのため，要
素還元的アプローチに従い，部品間の関係からシス
テムを構成することはほとんど不可能である．しか

し，生物が標準化されたシステム形成の仕組みを
持っていれば，部分的に分からない部品があっても
生物個体の特徴などを理解することができるように
なるだろう．基本問題③におけるポイントは，どの
ようなタイプの部品がどのくらいあるかというよう
な部品の構成を標準化するような仕組みがあるか？
ということである．これに関しては，原核生物から
真核生物，さらに霊長類まで，遺伝子の中での膜タ
ンパク質の割合が一定になっている事実があり，シ
ステム全体の構成に関して標準化する仕組みを示唆
していることを指摘しておきたい．

2．生物の原理解明への考え方1－4

　もし私たちが思うほど生物が複雑でないとすれば，
上記の生物科学における2つの基本問題（②アミノ酸
配列からタンパク質の立体構造形成の標準化，およ
び③タンパク質の集団から生物のシステム構成の標
準化）を比較的簡単な考え方によって理解できなけ
ればならない．この2つの基本問題をよく見てみる
と，問題自体に非常によく似た構造があることに気
が付く．アミノ酸を要素としてタンパク質のユニー
クな立体構造ができているのだが，高分子は一般に
非常に多くの立体構造を取り得る．これを計算機の
分子動力学計算などでエネルギー最小の構造として
予測しようとすると，50残基程度のアミノ酸配列で
計算量が爆発してしまう．これはタンパク質の立体
構造形成における組み合わせ爆発と言われ，生物科
学における難問の一つである．他方，アミノ酸配列
に膨大な数の変異が導入されることによって現実の
生体システムのタンパク質集団ができたと考えられ
ている．しかし，もし変異が本当にランダムならば，
簡単な考察により配列における組み合わせ爆発が起
こることが分かる．つまり，部品の立体構造のレベ
ルでも，システム構成のレベルでも，組み合わせ爆
発という問題が具体的な研究における越えがたい壁
となっているのである．
　もしこれら2つの組み合わせ爆発の問題がお互いリ
ンクしているとすれば，問題は非常に簡単になる可
能性がある．ここでの考え方は次のようになる．細
胞内に遺伝子変異の出現確率を偏らせるような分子
装置があると想定する．そして，出現確率を偏らせ
るターゲットは，タンパク質がうまい具合に折りた
たむような変異ばかりが起こり，しかもタンパク質
のタイプ別の割合が一定になるように変異の起こり
方に偏っているとするのである．そうすれば大量の
遺伝子変異が起こったとしても，アミノ酸配列の集
団はタンパク質の立体構造を崩さず，タイプ別に割
合が一定になっているだろう．このような考え方は，



 「生物とは何か？」の基本問題と生物科学の教科書 73

とんでもないご都合主義の妄想だと思われるかもし
れない．しかし，多くのゲノムのDNA塩基配列，お
よびそれからできるアミノ酸配列を解析してみると，
この考え方に矛盾はない．一般には都合の悪い遺伝
子は自然淘汰によって排除されると考えられている
が，ここでの考え方のポイントは，自然淘汰とは関
係なく，細胞内にここで述べたような仕組みが進化
していると考えているところである（仕組み自体は
自然淘汰を受けてできたと考えられる）．それを支持
するような事実がかなりたくさんあるが，ここでは
そのうち3つの事実を示しておこう．
　まずバクテリアにおける遺伝子変異は，1塩基置換
が主なものである．従って，ご都合主義の変異ばか
り起こるとすれば，ゲノム中のDNA塩基出現確率が
完全なランダムから体系的なずれを示すだろう．先
に述べたように，DNA塩基の3文字がコドンとなっ
て1文字のアミノ酸に対応している．そして，アミノ
酸の３文字目は重複している場合が多いので，1文字
目と2文字目によってアミノ酸がほぼ決まっている．
具体的に述べると，遺伝暗号表の1文字目がチミン
（T）となるアミノ酸は6種類あるが，それらは側鎖
が大きくタンパク質の構造を硬くするようなものが
多い．また1文字目がグアニン（G）となるアミノ酸
は5種類あるが，いずれも側鎖が小さくタンパク質を
柔らかくするようなものである．2文字目がチミン
（T） となるアミノ酸は5種類あるが，全て非常に水に
親和性の低い疎水性アミノ酸である．このようにコ
ドンの位置とアミノ酸の種類は巧妙に配置されてい
て，ある特定の物理的性質を持ったアミノ酸が遺伝
暗号表の中で偏っている．つまり，DNA塩基を一つ
だけ変異させることに対して，アミノ酸の物性はあ
まり変わらないように遺伝暗号表が作られているの
である．逆に言えば，1塩基置換でコドンの特定の位
置におけるDNA塩基を偏らすことができれば，アミ
ノ酸配列の物性分布を制御することができるのであ
る．実際にバクテリアゲノムのDNA塩基配列を解析
してみると，1文字目のチミンは体系的に少なく，グ

アニンは体系的に多いことが分かった．また２文字
目のチミンはゲノムによらずほぼ一定になっている
（図2）．そしてそれらの体系的DNA塩基出現確率を
固定して進化シミュレーションをしてみると，膜タ
ンパク質の割合が一定に保たれることも分かった．
これは2文字目のチミンの出現確率がほぼ一定である
ということを反映していると考えられる．実際に好
都合に変異が導入されているのである．5，6

　タンパク質という生体分子素子は，分子認識を基
礎として色々な機能を果たしている．従って，分子
認識部位に関わるアミノ酸，あるいはDNA塩基出現
確率を調べれば，やはり何らかの特徴がみられる可
能性がある．ゲノムからの配列情報を解析してみる
と，コドンの１文字目のチミンに対応するアミノ酸
のグループとグアニンに対応するアミノ酸のグルー
プが対照的な出現確率を示していた．分子認識部位
において，特異的結合に関係するアミノ酸と非特異
的結合に関係するアミノ酸に分けると，この特徴的
なアミノ酸分布を示すのは，後者に属していると考
えられた（図3）．分子認識部位のアミノ酸の出現確
率も，遺伝暗号表のコドンを通して制御されている
ようなのである．タンパク質の立体構造は分子内の
分子認識によって形成され，タンパク質の機能は分
子間の分子認識によって起こるとみることもできる．
これらの現象もDNAの塩基出現確率によって制御可
能ということになる．7

　高等生物では，1塩基置換以外にいくつかの種類の
変異が見られる．特にヒトゲノムなどでは，長い
DNA塩基配列の反復配列が多くみられる．これはコ
ピー数変異と呼ばれる．何らかの機能単位が繰り返す
ことで，効率よく高機能のタンパク質を作る仕組みと
理解することができる．ゲノムからの全アミノ酸配列
がどのような反復配列を含んでいるかを調べるため
に，アミノ酸配列を電荷の配列に変換し自己相関を
取ってみると，脊椎動物だけに特徴的な28残基の周
期性が見られた．脊椎動物が誕生時には，28残基の
電荷周期性で特徴づけられるコピー数変異が導入され
たのではないかと考えられる．このことから生物の進

図3．分子認識部位のイメージ図2．コドン毎のDNA塩基出現確率
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化は，新しい変異の仕組みの導入とリンクしているの
ではないかという仮説が得られている．8

　これらの考察を基に，再び生物の基本問題に立ち
返ってみると，生体素子のタンパク質の標準化と生
体システムの標準化は，DNA塩基配列の変異の仕組
みと遺伝暗号表を通してつながっている．つまり，
独立の難問だと考えられた生物の2つ基本問題の背景
は，変異の仕組みという一つの問題だったというわ
けである．
　さて私たちにとって最も関心が深いのは，健康と
病気の問題である．新しい生物科学の考え方は，健
康と病気の問題に対してどのようにアプローチでき
るだろうか．ここでは問題設定だけを示しておこう．
生物のシステムは多くの遺伝子が関わってできてい
る．そして，それらの遺伝子は進化の過程で非常に
多くの遺伝子変異の集積としてできている．病気が
起こるとすれば，それは標準化された遺伝子変異の
仕組みから大きく外れた変異が起こっているからで
はないかと考えられる．それでは標準化された遺伝
子変異の仕組みとは何か？と，やはり原理的な理解
に立ち戻ってくると思う．病気に関わる問題は，病
気の種類によって別々にアプローチしているのが現
状である．しかし，症状別の問題設定以前に，疾患
リスクを高める変異かどうかの問題設定で問題を解
決しなければならない．もう少し平たく問題設定す
ると，疾患リスクに物理的根拠はあるだろうか？

3．新しい生物科学の教科書
　今生物科学は大きな岐路にある．各遺伝子やタン
パク質を解明する要素還元的研究を土台として，生
物個体（生物のシステム）を統合的に研究する時代
に入ったと言える．その基本として，生物の設計図

であるゲノムはすでに解析可能になり，課題はゲノ
ムを如何に情報解析するかということに移っている．
そのための考え方を教科書で書こうと考えている．
すでに分かっている各論だけではなく，全体を統合
するための学問の方向性を示し，今後研究者になる
かもしれない学生たちに読んでもらいたいと思う．
また新しい生物科学では，生物が如何に巧妙にシス
テムを構成しているかを示すものになるので，これ
まで関係ないと思われていた分野の科学技術者にも
参考になるのではないかと思う．4
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