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１．は　じ　め　に
　生物は多様な分子が集まった極めて複雑なシステムで
ある．そして，生物は進化のプロセスで形成されてきて
いる．そこでは単純な生物から，より複雑かつ高度な生
物へという方向性を持って進化してきた．この進化の方
向性は，エントロピー増大という物理の法則とは逆の方
向であり，これらの生物の性質や形成のメカニズムを理
解することは容易ではないと考えられる．しかし，最近
得られるようになった生物系のビッグデータの解析に
よって，生物科学の理解は大きく進みつつある．生物の
設計図であるゲノムの全DNa塩基配列は比較的小さく，
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抄　録／Synopsis
　ゲノムのDNA塩基配列は，単にタンパク質のアミノ酸配列を書き込んでいるだけではなく，生物のシ

ステムの形成も制御している．そして，ゲノム配列は遺伝子変異によって形成され，生物個体および生

態系の調和とロバスト性を高めていると考えられる．従って，次世代の生物科学では，生物におけるよ

り高次な設計のあり方を解明することが課題となる．生物における設計手法の特徴は，新しい個体を作

る時にランダムな変異を入れることで設計図を書換えるのだが，失敗作があまりないという点である．

生物系ビッグデータを用いて，各種の生物種におけるランダム変異を調べてみると，それが完全にラン

ダムな過程ではなく，的のあるランダム過程となっていることが分る．そのことが部品であるタンパク

質でも，生物個体のシステムのレベルでも，常に設計図をランダムに更新しながら，正しく構造や姿か

たちを形成できる理由と考えられる．この的のあるランダム変異で設計図が書き換えられているという

考え方に基づけば，生物の進化，タンパク質立体構造形成，生物システムの形成，創薬や病気のリスク

の予測など，生物の基本プロセスについてより深い議論が可能となる．それらの考え方を記述した生物

科学の教科書「モダンアプローチの生物科学」を執筆した．これはゲノムのビッグデータを理解するの

に役立つはずである．

 a genome sequence is the plan of a biological organism, in which not only the biological functions 
of proteins but also the harmonious biological systems are designed. Genome sequences are formed by 
matched mutations of genes, leading to the robustness of biological and eco systems. therefore, the 
next-generation biological science needs to understand the design concept of the formation of higher 
order systems of biological and eco systems. the significance of the design of biological systems is that 
there are few failures in rewriting the plan by random mutations. in fact, the analyses of genome big 
data revealed that mutations are not completely random but targeted random to maintain the functions of 
proteins and the harmony of biological systems. On the basis of the design concept by the targeted 
mutations, we can discuss more deeply the biological evolution, the structure formation of proteins, the 
formation of systems, and the pharmaceutical and medical applications. i have written a text book 
“Modern approach of Biological Science” for describing the new design concept of organisms, which 
will be useful for understanding genome big data.

ヒトゲノムでも30億塩基程度である．配列解析技術の
急速な発達によって，それを比較的容易に得られるよう
になっているのである．一般にカオス的な現象では，一
見非常に複雑に見える現象の背景に単純なメカニズムが
あるのだが，生物の場合もその背景に比較的単純なメカ
ニズムがゲノムDNa塩基配列の中に織り込まれている
のだと考えられる．「次世代の生物科学」では，ゲノム
情報を中心とした生物系ビッグデータを適切に解析する
ことによって，これまではあまりにも複雑かつ高度なた
めに理解ができないと考えられてきた様々な生物現象に
ついて，より深い理解に到達ことができるだろう．本研
究の目的は「次世代の生物科学」の方向性を示す教科書
「モダンアプローチの生物科学」を出版することである．
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この教科書は，5部／10章立てとし，この報告書では章
立てに従って，内容をダイジェストする．第1～4部
（第1～8章）では，主に2つの生物科学の教科書を中心
として，多くの本を参考にしたが，1，2）第5部（第9，10

章）については，自分（美宅）の本と論文を基にしてい
る．3–8）この部分は最近の解説記事で分かりやすく説明し
てあるので，参照していただければありがたい．9–12）

２．生物系ビッグデータと生物科学（第 1部）
　生物科学には，これまで何回かの大きな波があった
が，これまでの生物科学における最大の波は，≪生物は
分子でできている≫ということが確立した20世紀半ばの
波であった．ワトソン博士とクリック博士が「DNa分
子の2重らせん構造」を発見したことをきっかけとし，
分子レベルの研究によって生物の様々な現象が解明され
るようになった．20世紀後半の生物科学は，その一大
ブームだったと言っても過言ではない．21世紀に入り，
DNa塩基配列を解析するためのシーケンサー技術に革
命的な発展があり，生物個体や生態系全体のDNa塩基
配列が容易に得られるようになった．これは≪生物は分
子でできている≫というコンセプトに基づく研究を究極
まで進めた結果なのだが，それによって得られたビッグ
データは新しいコンセプトを要求するようになってきて
いる．半世紀前に起こったと同じくらい大きなブレイク
スルーが起こってもおかしくない状況にあるのである．
　第1章では，本書を読み始める上でどうしても必要な
「生物についての基本的知識」について述べた．基本的
知識は，5つにまとめることができる．第1に，生物は
階層的にできていて，生体高分子，生体超分子，オルガ
ネラ，細胞，生物組織，器官，個体，生態系，地球規模
の生物界と深い階層構造を形成している．第2に，これ
らの階層構造の中で最も基本的なユニットは細胞であ
る．細胞の大きさや細胞内部の構造，細胞の集合形態な
どの点でそれぞれの生物に違いはあるが，全ての生物は
細胞からなっているのである．第3に，生物は40億年近
い進化のプロセスで，一度も “生きるという状態” が途
切れることはなかった．生物は次第に複雑化・高度化
し，多様な生物からなる生物界が形成されてきた．第4

に，生物は分子でできている．この事実は生物も物理の
対象となるということを意味している．そして，生物的
な分子は，DNa，RNa，タンパク質，糖などの高分子
である．第5に，20世紀半ばに，セントラルドグマとい
う全ての生物に成り立つ原理が明らかにされた．生物の
設計図はDNaの塩基配列であり，それに基づいてタン
パク質のアミノ酸配列が作られ，さらに折れ畳まれるこ
とによってタンパク質ができ，生体機能を果たしてい
る．これが生物の最も基礎的なプロセスを担っているの
である．

　従来の生物に関する知識からではまだ理解できない生
物に関する未解決問題は，「アミノ酸配列が与えられた
時にどのように機能を持ったタンパク質の立体構造を形
成するか？」，「部品であるタンパク質の集合体がどのよ
うに調和の取れた生物システムを作るか？」，さらに
「設計図であるDNa塩基配列を書き換えるのに各種のラ
ンダムな変異が入るが，そこにはルールがあるか？」な
どである．
　第2章では，最近急速に拡大している生物系ビッグ
データが，色々な問題解決に役立ちつつあること，それ
らのビッグデータが生物科学の大きな未解決問題に解答
を与えるだけの十分な情報を含んでいるということを議
論した．まず，生物の設計図であるゲノム配列情報にも
多様な側面があり，個人のパーソナルゲノムは創薬や医
科学に深く関わること，多様な生物種のゲノムは生物進
化のメカニズムを反映していること，ゲノム配列のコー
ド領域は生物の部品（タンパク質）の情報を含むが，非
コード領域はより高次の生物の姿・形などを形成する情
報を含んでいるらしいことなどについて考察した．しか
し，非コード領域のデータは，ビッグデータが解析され
るようになって初めて得られるようになった．ゲノム配
列が生物の設計図になっているとして，その設計方針
は，人間が作った機械の設計図と非常に異なる側面があ
る．ゲノム配列は偶然性に支配される変異によって常に
書き換えられている．偶然的な変異によって変化させら
れていると，直感的には設計図としては失敗作が多くで
きてしまうと考えられるが，実際にはそういうことはな
い．ランダム変異は完全にランダムな過程ではなく，大
きく偏ったランダム過程で，「生きるという状態」を崩
さないような変異しか起こらないように仕組まれている
と考えられるのである．今後の生物系ビッグデータの解
析では，変異の偏りの解析とそれによってできるタンパ
ク質やシステムの性質の解析が重要になるだろう．

３．生物の分子的実体（第 2部）
　生物は分子でできている．遺伝子の本体はDNa分子
であること，DNa塩基配列が最終的にアミノ酸配列に
翻訳されること，それが立体構造を形成しタンパク質と
なって生体機能を担うこと，多様なタンパク質が適切に
組み合わされて生物個体ができていることなど，生体分
子に関する多くのコンセプトが20世紀中ごろほぼ同時
に確立した．そして，これらのコンセプトを拠りどころ
として，様々な生物現象の原因となる分子や分子複合体
の探索が進み，それらの立体構造に基づく機能の解析も
行われるようになった．ここでは，生物を構成する 

分子集合体である生体膜，およびタンパク質の動的構
造，および構造を形成する分子間相互作用について述べ
る．
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　第3章では，生体膜について説明する．細胞には，
色々な形態のものがあるが，それは細胞膜が非常に柔軟
だからである．細胞膜は，分子量数百の脂質分子と分子
量数万程度の膜タンパク質からなっている．典型的な両
親媒性分子である脂質分子が作る脂質二層膜は，生体膜
の骨格構造で，その中に埋め込まれている膜タンパク質
が，情報伝達，物質輸送とエネルギー変換などの機能を
行っている．生体膜を形成する物理的相互作用は，疎水
性相互作用である．両親媒性分子と水が共存すると，分
子の構造によって，様々な形態のセミミクロな構造がで
きる．そして，構造内の分子は非等方的な拡散を示す．
生体膜の流動性はその典型的な例だが，細胞のプロセス
で膜の流動性はしばしば重要な役割をする．生体膜は脂
質組成によって，特徴的な性質を示すが，その中でも脂
質膜相転移や相分離は，物理的に興味深い現象であるば
かりではなく，生物的にも重要な現象である．
　膜タンパク質の多くは，膜を貫くヘリックス構造を含
んでいて，脂質二層膜にしっかり結合している．膜タン
パク質は，膜貫通へリックスの本数で分類することがで
きる．膜タンパク質は生体膜にあることから独特の機能
を持っている．そして，膜貫通へリックスの本数と膜タ
ンパク質の機能の間には相関がある．従って，アミノ酸
配列から膜タンパク質であること，および膜貫通へリッ
クスの本数を予測することは，ビッグデータの解析にお
いても重要な課題である．アミノ酸配列における疎水性
セグメントとその両端の両親媒性アミノ酸のクラスター
の存在から高精度の膜タンパク質予測システムSOSui

が開発されている．
　第4章では，生物を形成する分子素子に相当するタン
パク質について説明する．タンパク質は合成の段階では
アミノ酸配列として配列空間にあるが，それが折れ畳ま
れると柔らかいが秩序を持って立体構造を形成し，実体
空間の中で様々な生体機能を行うようになる．そういう
意味で，タンパク質は生物の中でも特別の存在であり，
タンパク質の理解は，生物を理解するための大きなス
テップとなる．タンパク質の大きな特徴は，階層的にで
きているということである．アミノ酸配列は一次構造，
αへリックスやβシートなど局所構造は二次構造，それ
が折れ畳まれた分子構造全体は三次構造，分子が結合し
た複合体は四次構造と呼ばれる．タンパク質には色々な
構造要素があるが，非常に異なるアミノ酸配列がタンパ
ク質の同じ構造要素を持つことがある．それに深く関係
している事実は，タンパク質の構造を形成する物理的相
互作用にはいくつかのタイプのものがあるということで
ある．疎水性相互作用，静電相互作用，水素結合，ファ
ンデルワールス力，立体障害などであるが，違った相互
作用の組合せで同じ構造要素を作ることがある．このこ
とがアミノ酸配列からの構造予測を難しくしているので

ある．もう一つ，構造予測で誤解されやすいのは，構造
が引力によってできていると考えられやすいことであ
る．ダンベル型のタンパク質では，静電的な斥力がダン
ベル型の構造を安定化しているということを示すことが
できる．静電的斥力が本質的に長距離の相互作用である
ことから分かるように，アミノ酸配列からタンパク質の
立体構造を考える時に，原子分解能より大きなスケール
で物性分布を見ることも必要なのでがある．つまり，問
題によっては「配列の物性の粗視化」を行うことが，タ
ンパク質の理解には重要である．さらに，タンパク質の
立体構造予測を難しくしている原因は，タンパク質が本
質的に柔らかい物質（ソフトマター）だということであ
る．秩序を持つソフトマターにおける物質の弾性率と，
秩序のユニットの数密度の間には非常にきれいな比例関
係があることから，柔らかいタンパク質の秩序のユニッ
トは，原子やアミノ酸などよりかなり大きなセグメント
であることが分る．今後の生物科学では，これらのこと
を考慮しながらビッグデータの解析を行っていく必要が
ある．

４．ゲノムの情報処理システム（第 3部）
　生物は，多くの分子や物質の適切な組合せによって，
システムを作っており，生物を理解するにはシステムに
ついての理解もどうしても不可欠である．その中でも生
物の遺伝情報処理は特に重要である．言うまでもなく，
遺伝情報はDNa塩基配列に書き込まれている．従来は
ジャンクDNaと言われていたアミノ酸配列をコードし
ていない領域も，最近の研究で概ね転写されているとい
うことが分ってきている．DNa塩基配列のコード領域
だけではなく，非コード領域も含めた全体を如何に情報
解析するかが，今後の生物科学における中心テーマとな
ると考えられる．
　生物ゲノムは，生物の部品を設計しているコード領域
と，それ以外の非コード領域からなっている．そして，
コード領域にある遺伝子の数は，原核生物で数百から数
千，真核生物で数千から数万である．生物ゲノムの細胞
内情報処理には，それを実際に行う一群の分子装置と，
細胞内情報処理の環境を整える一群の分子装置とがあ
る．第5章では，ゲノム処理に直接関係するシステムに
ついて説明する．細胞内でゲノムの処理を行うシステム
は，一定の流れに従って作業を行っている．その流れは
セントラルドグマと呼ばれている．次世代の生物体を作
るには，設計図であるDNa塩基配列を複製することが
必要である．複製には，ヘリカーゼ，DNa合成酵素，
DNaリガーゼなどの分子装置が共同的に働いている．
DNa塩基配列のコード領域は，次にRNa塩基配列に転
写される．DNaとRNaは，糖部分の修飾が違うだけな
ので，塩基対を作ることができ，相補鎖を作る形でRMa



104 「生物とは何か？」の基本問題と生物科学の教科書

が合成される．原核生物では，そのように合成された
メッセンジャー RNa分子が直接次の段階に用いられる
が，真核生物（特に多細胞生物）ではスプライシングと
いう編集段階を経る．イントロン部分は切り出され，エ
キソン部分だけがつなぎ合わされて成熟したメッセン
ジャー RNa分子が作られる．スプライシングのために
は，スプライセオゾームという分子装置が，転写のため
にはRNa合成酵素が用いられる．メッセンジャー RNa

分子の塩基配列は，リボソームによって読み取られ，ア
ミノ酸配列が合成される．この時に，3塩基毎に1アミ
ノ酸へと翻訳が行われる．この3塩基の単位はコドンと
言われ，コドンとアミノ酸の対応表は，全ての生物で共
通の遺伝暗号表となっている．アミノ酸配列は，折れ畳
まれて生体機能を担うタンパク質となる．ゲノムの
DNa塩基配列には多くの遺伝子とその発現を制御する
配列が書き込まれていて，各遺伝子は適切な体内の場所
とタイミングで発現する．それらの制御には，リプレッ
サーやエンハンサーなどの制御因子や，メチル化などの
化学修飾によるエピゲノムのシステムなどがある．
　以上のようなゲノム処理系のシステムが働くには，そ
れらの分子を移動させたり，分子の立体構造形成を確実
に行ったりしなけれならない．第6章では，ゲノム処理
系を助ける分子装置群について説明する．真核生物の場
合，ゲノムは核という大きなオルガネラに納められてい
る．しかし，タンパク質を合成する場は，細胞質内であ
る．従って，核内で働くタンパク質は全て核膜を通し
て，細胞質から核へ移動させられなければならない．ま
た，核で転写されたRNa分子や，翻訳を行うリボソー
ムなどは核から細胞質へと移動させなければならない．
そのために核膜孔という巨大な分子集合体が形成されて
いる．また，インポーティンやエクスポーティンなどの
輸送体は制御された移動を担っている．遺伝情報から作
られたアミノ酸配列は，適切な立体構造を形成すること
によって，機能を行うことができる．そのための折れ畳
みを助ける分子装置がある．シグナル認識粒子，シグナ
ル認識粒子受容体，トランスロコンなどの独特の役割を
持つ分子装置が共同して，膜タンパク質を作っている．
分泌タンパク質は，シグナルペプチダーゼが膜部分を切
断することで細胞外に放出される．シャペロンタンパク
質（熱ショックタンパク質）は，水溶性タンパク質を適
切に折れ畳んだり，変性しているタンパク質の立体構造
を修復したりする．それらとは逆に，ユビキチンという
タンパク質で修飾されたタンパク質を一挙に分解するプ
ロテアゾームという分子装置もある．細胞内でも分子の
局在が見られるが，運動系の分子装置がタンパク質や超
分子，オルガネラなどを移動させている．アクチンフィ
ラメントや微小管などは，移動のためのレールに相当し
ている．また，アクチンフィラメントに対してはミオシ

ンという運動系タンパク質が結合し，atPのエネルギー
を使って運動する．また，微小管に対しては，ダイニン
とキネシンが結合し，逆方向の移動を行っている．例え
ば，神経細胞の軸索で長距離の輸送を行っているのは微
小管のシステムである．最後に，進化という時間スケー
ルで重要になるプロセスは遺伝子変異である．ゲノムの
処理系を支えるのは配列の変異を制御するシステムであ
る．一群の修復酵素は，複製の間違いや色々な原因で起
こる突然変異を修復するが，ある確率で変異を許してい
る．それが進化の駆動力となっており，生物のロバスト
性など，非常に重要な生物の性質に関わっていると考え
られる．

５．生物の環境応答システム（第 4部）
　生物は個体が生き延びなければ，次の世代まで生命を
つなぐことができない．従って，生物個体は色々な環境
変化に対して，迅速に応答できなければならない．ゲノ
ムの情報処理のシステムは確実だが，そのプロセスは比
較的ゆっくりしており，融通無碍な応答には向いていな
い．そこで，個体が生き延びるためには信号伝達システ
ムと，エネルギー変換のシステムが必要である．
　第7章では，生体の信号伝達システムとその基礎とな
る分子認識について説明する．生物は，外界の環境に対
して迅速に対応する仕組みを発達させ，生き延びてき
た．外界に対するセンサーのシステム，得られたデータ
を処理して判断するシステムなどが必要である．多細胞
生物では，細胞間のコミュニケーションが必要だが，
オートクリン型（細胞が自分へ），パラクリン型（すぐ
隣の細胞へ），エンドクリン型（循環器系経由で遠くの
多くの細胞へ），接触型（細胞膜が直接接触して），神経
型（軸索を経由して遠くの細胞に確実に）というように
色々なコミュニケーションの様式が発達している．その
多くは，一つの細胞が信号分子を分泌し，信号を受け取
る細胞の受容体が信号分子を受容するという形式をと
る．酵素型受容体は1本膜貫通型タンパク質で，信号分
子である分泌タンパク質を細胞外で結合して二量体化す
る．そうすると，細胞内でリン酸化が起こり，それを細
胞内の分子が認識するという形式である．G─タンパク質
共役型受容体は7本膜貫通型膜タンパク質で，比較的低
分子の信号分子を受容する．また，光や音などの物理的
信号も受容することができる．免疫系では，外界からの
分子のほとんどを認識することができ，排除するための
反応を引き起こす．迅速な信号伝達には，神経細胞が用
いられる．これは細胞内外のイオン勾配を利用した電位
信号である．
　以上のような多様な信号伝達もその素過程に遡ると，
タンパク質の分子認識の働きを用いている．タンパク質
による分子認識をさらに分解すると，結合部位を作りや
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すい非特異的なアミノ酸配列に，特異的なアミノ酸の配
位が重なり合っている．前者のアミノ酸配列の特徴を抽
出するために，アレルゲンタンパク質のデータセットの
解析を行った結果，分子認識に関与しやすいアミノ酸の
集団が見出される．それが遺伝暗号表のコドンの1番目
におけるtとGのセットにかたまっていることも明らか
になった．
　第8章では，生体エネルギーの変換とそれに関係する
酵素反応について述べる．生体エネルギーを大きく分類
すると，化学物質の結合に蓄えられたエネルギー（もっ
とも重要な高エネルギー物質はatP）と，膜を隔てたイ
オン濃度勾配による自由エネルギーという2種類があ
る．生体内では，この2種類のエネルギーをうまく変換
させ利用している．植物など光合成のできる生物では，
太陽からの光エネルギーを受容し，そこでできた高い電
子状態から，水素イオンの膜内外の濃度勾配を作り，そ
れを高エネルギーの化学物質に変換する．また，動物な
どでは取り込んだ化学物質を分解することで，やはり水
素イオンの濃度勾配を作り，高エネルギー化学物質に変
換する．こうした反応を含むほとんどの生体内の反応で
は，途中のエネルギー障壁を大きく下げ，反応速度を上
げるために，酵素タンパク質が働いている．その素過程
でも分子認識が非常に重要な役割をしている．

６．生物科学における未解決問題（第 5部）
　生物科学における未解決問題は，「大進化のメカニズ
ムの問題」，「タンパク質などの立体構造形成の物理的理
解」，「巨大な生物システム（個体レベル）における調和
の問題」，「多因子の病気のリスクが発生するメカニズ

ム」，「脳神経系に対するゲノム情報の寄与と学習による
コンテンツ形成の問題」など，簡単には解決し難いと考
えられる問題である．13)最近得られるようになってきた
生物系ビッグデータを利用して，生物系の未解決問題を
科学的に解き明かすために，新しい考え方（情報解析の
アイデア）を提出していくことが必要となっている．こ
れまでは生物は非常に複雑なので，問題を個別の現象，
分子などに切り分けて研究が行われてきた．そのため
に，大きな未解決問題のスケールでデータを明らかにす
るということがほとんどなかったが，生物系ビッグデー
タではようやく生物の全体像を考えるだけのデータが得
られるようになってきたのである．
　生物の全貌をモデル化すると，図1のようになる．生
物は，DNa塩基配列などが形成する配列空間と，それ
を設計図としてできるタンパク質とそれを中心とした生
物体のシステムの実体空間が絡み合った存在である．そ
して，前者でのプロセスは偶然性が支配しており，後者
のプロセスは必然性が支配している．その全体が非常に
高度でロバストな生物となっているのである．第9章で
は，図1のようにモデル化できる生物が，複雑で高度な
システムを作り，環境変化に対して非常にロバストであ
り得る条件について検討した．ポイントは，配列空間に
おけるランダムな変異が完全なランダムプロセスではな
く，非常に偏った（的のある）ランダムプロセスだとい
うことである．つまり，「生きるという状態」を維持で
きる変異以外ほとんど起こらないように細胞内の仕組み
で制御が行われているのである．実際にゲノムを中心と
した大量のデータを解析した結果，原核生物ではコドン
の位置によって塩基出現確率に独特の偏りがあることが

図１．	生物のモデル化：
 配列空間（上半分）ではDNa塩基配列が各種の変異によって小さな領域の中をランダム変異をし

ていて，実体空間（下半分）ではセントラルドグマに基づくタンパク質とシステムの形成をしてい
る．生物はこの2つの空間が絡み合ったものとして、ロバストな系を形成している．
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明らかになっている．他方，遺伝暗号表におけるアミノ
酸には独特の物性分布がある．そして，DNa塩基の出
現確率の偏りと，遺伝暗号表におけるアミノ酸の物性の
偏りを組合わせることによって，重要なタンパク質の性
質が制御されていることが浮き彫りになってくるのであ
る．このようにDNa塩基配列に入る変異に対する制御
によって生物を構成するタンパク質の分布が決められる
ことから，次世代の個体が「生きるという状態」を維持
されやすいと考えられる．また，このような仕組みのせ
いで，配列空間での変化の緩和時間は非常に速くなり，
多くの生物ゲノムの分布は配列空間中で容易に平衡状態
になることも示される．
　第10章では，以上のような基本的考え方に基づいて，
生物学の大きな未解決問題について考察した．生物を理
解するには，「生物進化は，何故（どのようにして）起
こるのだろうか？」という疑問を避けて通ることができ
ない．第9章で原核生物ゲノムのデータの情報解析を行
い，塩基出現確率の偏りについて議論したが，大進化で
はより複雑で高度な生物が誕生している．それらのゲノ
ムを解析してみると，新たな変異の仕組みが誕生してい
ることが分る．そこでもまた変異の平衡状態が達成され
ているように見える．
　分子レベルの問題を考えると，「生体高分子（タンパ
ク質）が示す調和の取れた構造は，何故（そしてどのよ
うに）できるのだろうか？」という疑問が最大の未解決
問題だろう．この問題も突き詰めると，変異が完全なラ
ンダム過程ではなく，的のあるランダム過程であり，
ちゃんと立体構造ができるような変異しかほとんど起こ
らないのである．分子レベルからシステムまで，実体空
間での調和のとれた構造・姿かたちを形成するメカニズ
ムは，配列空間における偏りのある変異という一つの原
因に帰着できるのである．
　創薬や医科学などの応用的な学問でも，このような基
本的考え方を適用すれば，これまで解決が非常に難しい
問題に対して切り込むことができると考えられる．

７．お　わ　り　に
　ここで述べた新しい考え方の素材は，ほとんど名古屋
大学に在籍していた時に行った情報解析によって得られ
たものである．しかし，それらの素材は，生物を理解す
る上で非常に重要な意味を持つだろうという直感で進め
てきた研究の結果である．これまでの生物科学との関
係，配列空間と実体空間の関係など，学問としての体系
化のかなりの部分は，豊田理化学研究所での2年間で考
察したものである．最終年度の早い時期に教科書「モダ
ンアプローチの生物科学」を出版する予定であることを
述べて，この報告書を終る．
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