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生物の設計原理についての考え方

美　宅　成　樹*

Design Principles of Biological Organisms

Shigeki Mitaku*

 the central dogma of amino acid sequence synthesis from DNa nucleotide sequence was elucidated 
more than a half century ago, but the principles of the structure formation of biological systems are not 
yet clear. i have published a text book, “Modern approach to Biological Science” (kyoritsu Shuppan, 
tokyo) in November, 2015, in which the novel approach to big data analyses and the new concept of 
biological science were discussed for elucidating the principles of higher order structure of biological 
organisms. in this report, i briefly explain the essential part of the text book.

　半世紀以上前にDNA塩基配列からアミノ酸配列を合成するセントラルドグマが明らかになった．しか

し，生物の高度な秩序構造形成の原理を説明することはまだできていません．私が2015年11月に出版し

た教科書「モダンアプローチの生物科学」（共立出版，東京）では，生物系ビッグデータの新しい情報解

析手法と生物科学の新しいコンセプトを提出し，生物の高次秩序形成の原理について議論しました．本

報告書では，この教科書の本質的な部分を簡単に説明します．

１，は　じ　め　に
　「生物の設計原理について考察し，それを軸とした新
しい生物科学の教科書を出版する」ことが，私の研究課
題です．客員フェローのほぼ全期間（3年間）をかけて
執筆してきた教科書「モダンアプローチの生物科学」
（共立出版）は，2015年11月に出版され，私の課題は一
応完了しました（以下，新著と呼ぶことにします）1）．新
著の構成等の概要は昨年度の報告書に記述しましたの
で，ここでは新著が従来の生物科学の教科書とどのよう
に違っているかを中心に説明したいと思います．
　新著で述べたように，生物の設計原理は比較的単純
で，現在の生物科学の常識からはかなり外れています．
ただそれは現在の生物科学の常識と必ずしも反するわけ
ではありません．生物系のビッグデータがない時代に
は，生物は簡単に原理を理解できるような存在ではあり
ませんでした．そして，少ないデータから生物的な意味
をできるだけ多く得るために，今から見れば偏った情報
解析手法を用いていました．しかし，生物系のビッグ
データが得られるようになった現在，生物科学の常識の
偏りを外し，より広い見地から新しいデータ情報解析の
方法を開発し，生物の設計原理を解明すべき時代に入っ
ていると思います．つまり，従来の常識がどのように
偏っているかをビッグデータによって明らかにし，それ
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を新しい考え方の中に正しく位置づけることが必要なの
です．
　以下に，現在の生物科学における5つの常識の偏りを
列挙し，今後の研究の方向性を示したいと思います．

２．ホモロジー解析の死角
　生物の設計図はDNa塩基配列なので，元々のDNa塩
基配列およびそこから翻訳されたアミノ酸配列を用い
て，できるだけ多くの生物的意味を抽出することが，生
物科学にとって非常に重要な課題です．広い意味でのホ
モロジー（相同性）検索は，この見地から見て現在最も
有力な解析技術となっています．しかし，生物系ビッグ
データの時代に入って，この解析技術に依存しているこ
とが，生物理解の飛躍に対する阻害要因になっていると
いう面が否定できないのです．
　次世代の生物個体が誕生する時，DNa塩基配列には
ある確率でランダムな変異が導入されます．従って，世
代交代を繰り返していくと，配列全体が結果的に大きく
変化していきます．例えば，あるタンパク質のアミノ酸
配列を，2つの生物で比較すると，その類似度は共通祖
先からの世代数に従って次第に低下していきます．そこ
で配列の類似度によって生物間の進化的距離を推定する
ことができます．また，配列中に相同性の強い断片があ
れば，それはおおむねタンパク質の機能に重要な部位に
相当します．これによってタンパク質の機能予測が可能
となります．多型性と呼ばれるタイプの配列の崩れも重
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要な情報を与えてくれます．配列中の特定の位置に2種
類以上の変異の頻度が高いとき，それを多型性と呼びま
す．そして，多型性と病気の発症と相関があれば，遺伝
病のリスクの診断につながります．このように広い意味
でのホモロジー解析は，配列から生物についての色々な
情報を与えてくれるのです．
　このようにホモロジー解析は有力な解析技術となって
いるのですが，ここで指摘したいことは色々なタイプの
ホモロジー解析には共通の弱点（死角）があるというこ
とです．あまりにホモロジー解析に依存すると，本来解
明するべき生物の原理が見えなくなるのです．DNa塩
基配列やアミノ酸配列の中で相同性がない部分は，ホモ
ロジー解析では切り捨てられます．しかし，実際にはそ
の部分に非常に重要な情報が含まれています．生物の原
理（例えばタンパク質の立体構造形成の原理）は，むし
ろ文字配列としては相同性がない部分の物理的共通性と
して見出されるのです．配列の相同性がほとんどないタ
ンパク質のペアでも，ほとんど同じ立体構造と機能を持
つというようなことがしばしばおこります．新著の第4

章などで，そのようなアミノ酸配列の特徴について議論
したところです．文字の配列としては相同性がない領域
でも，物理的な性質の分布として類似性があると，同様
の立体構造や機能を持つことになります．そこに生物の
原理の一端があるとすれば，ホモロジー検索に過度に依
存する研究体質は改められるべきでしょう．
　そうすると次に，配列の相同性によらずに，原理と言
えるような配列上のルールをビッグデータから抽出する
には，どうすればよいかということが問題となります．
次節以降は，この問題における常識を問うことになりま
す．

３．「ゲノム全体の秩序」と「遺伝子の機能」に	
３．おける≪ニワトリと卵の問題≫

　20世紀の半ばに，DNa分子が遺伝情報の実体である
ということが明らかになりました．そして，DNa塩基
配列から翻訳されたアミノ酸配列が折れ畳まれ，分子機
械であるタンパク質となるという，生物の分子的構成が
明らかになりました．それ以来，多様なタンパク質のア
ミノ酸配列，立体構造，機能などを詳細に解析するこ
と，およびそれを設計しているDNa塩基配列の変異と
病気のリスクの相関などをしらみつぶしに解析すること
が，生物科学研究の主流となりました．そのプロセス
で，個々のタンパク質やタンパク質複合体は実に巧妙に
作られていること，それらの分子機械が絶妙に組み合わ
されて生物個体のシステムができていることなどが分か
りました．そのことから，生物全体を理解するには，ま
ず個々のタンパク質や複合体の構造や機能を徹底的に調
べなければいけないと考えられるようになりました．

　しかし，多くの生物ゲノムが得られるようになり，そ
こに含まれる各遺伝子の働きをしらみつぶしに調べてい
く中で，一見不思議なことが分りました．個々の遺伝子
をなくしてその影響を観察するノックアウトの実験を
行ってみると，しばしば何の影響もなかったのです．
個々のタンパク質は実に巧妙な構造・機能の形成を示す
のですが，生物のシステムはそれがなくても差し支えな
いような挙動をするわけです．つまり，生物のシステム
は個々の遺伝子やタンパク質の精巧な作りからは想像し
にくいほどロバストなのです．また，進化的時間スケー
ルで見ても，生物は大きな環境変化に対して非常にロバ
ストに生き延びてきました．そのことを考慮すると，生
物の設計図（DNa塩基配列）には，セントラルドグマ
という個々の遺伝子を形成する原理を超える，ロバスト
な生体システムの設計原理が存在していると考えられる
のです（新著の第2章）．
　ここでバカな疑問を一つ提起してみます．「生物がで
きるのに，個々の精巧なタンパク質の設計図である遺伝
子が先にできたのだろうか？　それともできの悪いタン
パク質ばかりであってもとりあえずシステム全体の設計
図のセットが先にできたのだろうか？」現実はこの両方
が同時に実現しています．この疑問は，いわば「ニワト
リと卵のどちらが先か？」という疑問と似ていて，両方
を一体のものとして認めなければなりません．ゲノム配
列の情報解析の方針としては，個々の遺伝子を詳細に調
べる立場と，生物システム全体に見られる高次の秩序を
調べる立場の両方が同時に必要なのです．しかし，現在
の生物科学では，前者の考え方に基づいて，精力的に
個々の遺伝子・タンパク質の研究が進められています．
現在は生物ゲノム全体の配列を解析できるようになった
のですが，ゲノム配列全体の秩序を解明するというよう
な考え方に，私たちはまだ慣れていないのです．そこ
で，後者の考え方に従って問題を設定し直してみると，

図１．	「ニワトリと卵」はどちらが先というものではなく，一つの設
計図でできている．個々のタンパク質とシステムの関係もこ
れに似ている．
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次のようになります．「ゲノム配列全体に何らかの秩序
を導入する原理として，どのようなことが考えられるだ
ろうか？」

４．完全なランダムか？　的のあるランダムか？
　一次元の配列（ゲノムの場合は4種類の塩基atGCの
配列）に何らかの秩序を形成するということは，別の言
い方をすると，無秩序という意味で一様な配列からの大
きなゆらぎを発生させるということです．元々ゲノムの
配列は，多くのランダムな変異が集積してできたもので
す．従って，体系的にゆらぎを形成するような仕組み
（原理）がなければ，配列は完全な無秩序になるはずで
す．そして，配列に秩序を形成するような仕組みがある
とすれば，それは完全なランダム過程ではなく，的のあ
るランダム過程によって大きな揺らぎを発生させるとい
うようなタイプのものであるはずです．そして，そのよ
うな仕組み（原理）を解明するには，多くのデータに対
して大数の法則を用いて原理（ランダム過程に対する
的）を浮き出させる必要があります．しかし，ホモロ
ジー解析にあまりに依存していると，大数の法則で原理
を抽出するときの基本となるデータセット自体に大きな
偏りが入るので，どうしても正しい原理を得ることがで
きなくなります．先の第2節で指摘したホモロジー解析
の弱点の原因はここにあるのです．
　さて，配列に対する変異が，完全なランダム過程か的
のあるランダム過程かという問題は，これまであまり提
起されてきませんでした．人間社会の常識（あるいは倫
理観）としては，用いるサイコロは偏りのないものでな

ければいけません．もしサイコロに偏りがあり，その偏
りを知っている人と知らない人が勝負したら，必ず結果
は偏ります．従って，用いるサイコロは厳密に偏りのな
いものだということが要請されるのです．また自然科学
のシミュレーションでもしばしば乱数が用いられます
が，その場合も完全にランダムな数値を発生するような
乱数が要請されます．そのせいだと思われますが，自然
に起こる配列の変異も暗黙のうちに完全にランダムな過
程だと思い込みがちです．そこで，完全なランダムから
のずれの原因は，生物側にはなく環境からの圧力による
と考えてしまうのです．
　しかし，ここでも常識を疑う必要があります．人間は
高々数百万年前に誕生した存在です．人間の常識（ある
いは倫理観）以前に，30億年以上の細胞のプロセスが
ありました．配列の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によって起こっているとして
も，何の不思議もないのです．もし的のあるランダム過
程によってゲノムの配列が形成されているとしたら，細
胞内の仕組みはどのような的を設定して変異を引き起こ
しているだろうかという疑問も，まじめに考えてみる必
要があるのです．「ランダム過程に的があるとすれば，
それにはどのような物理的意味があるのでしょうか？」

５．実空間での粗視化と配列空間での粗視化
　物理学には，ソフトマター物理という分野がありま
す．具体的には，液晶，高分子，コロイドなどの柔らか
い物質の構造と性質を扱う学術分野です．いわゆる液体
と固体の間の様々な物質が全てソフトマターということ
になります．例えば，歯磨き，シャボン玉，色々な食品
など，私たちの周りにはソフトマターがあふれていま
す．さらに，私たち自身を含めた全ての生物が，物質的
にはソフトマターと言えます．もちろんソフトマターも
全て分子でできていて，それらの構造や性質について，
すでに色々な研究が行われています．
　ソフトマターを理解するための有力な考え方が物性分
布の粗視化です．個々の分子とマクロな物質（物体）と
の間に，特徴的なサイズの（セミミクロな）ユニットを
設定し，その内部は一様なものとして物性を塗りつぶ
し，ユニット間の相互作用やユニットと周囲の環境との
相互作用を解析すると，ソフトマターの性質をよく説明
がつくのです．このセミミクロなユニットに注目する考
え方を，粗視化と呼びます．分かりやすい例は，コロイ
ドです．例えば数百ナノメートルの粒子が溶媒に懸濁し
たものの性質は，分子にまで還元しなくてもセミミクロ
な粒子の平均的な性質を知れば理解することができま
す．
　さて，タンパク質の立体構造や性質を理解するには，
立体構造解析を知ることが本質的だと考えられていま

図２．	ゲノム配列における変異は，アーチェリーのように的のある
ランダム過程となっている
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す．タンパク質の形や，分子認識部位，電子分布など多
くの重要な情報が，立体構造から導かれます．そして，
それらのタンパク質の多くの性質を導くためには，空間
分解能のできるだけ高い立体構造の情報が求められま
す．この事情を象徴する言葉として，「神は詳細に宿る」
という表現が使われることがあります．構造の分解能が
高ければ高いほど得られる情報も増えるからです．ただ
現実には大きなシステムの高分解能の計算は難しく，最
近は粗視化シミュレーションがかなり行われるようにな
りました．しかし，それらの多くはソフトマター物理に
おける粗視化（物質の本質をつかむための粗視化）とは
異なり，必要悪という感覚で行われています．
　タンパク質の立体構造に対する「神は詳細に宿る」考
え方が常識となっている中，筆者は配列の物性分布の粗
視化からゲノム配列の秩序を抽出するという研究を続け
てきました．しかし，立体構造の粗視化はともかく，配
列の物性分布の粗視化をして何か秩序が得られても，そ
もそも生物はそんなに単純ではないという見方をする人
たちがほとんどでした（実は今もそうです）．ここで指
摘しておきたいことは，ゲノム配列における一次元的な
各種物性分布のゆらぎは，個々のタンパク質の詳細な立
体構造のゆらぎに対応しているのではないということで
す．配列の物性分布のゆらぎは，むしろタンパク質集団
における3次元構造の分布と対応すると考えるべきで
しょう．新著の第3章，第9章などで具体的な解析の例
を示したように，実際の生物系ビッグデータに対する解
析では，今後配列の物性分布の粗視化が，生体システム
の枠組みであるタンパク質集団の構造分布に対する有力
な解析手法となると思います．ジグソーパズルでは，2次
元の小さなピースを組み合わせることによって2次元の
大きな絵を作るのですが，ゲノムでは配列のゆらぎでで
きた小さなピースを組み合せて，全ゲノムの秩序が形成
され，生物システムにおける部品の分布が形成されると
いうイメージになります．

６．表の遺伝暗号表と裏の遺伝暗号表
　この報告書では，現在の生物科学の常識に対して多く
の疑問を提起してきました．最後に遺伝暗号についての
常識を考え直してみたいと思います．遺伝暗号表は，
DNaの塩基配列からタンパク質のアミノ酸配列への変
換（翻訳）ルールを示したものです．これは全ての生物
に対して成り立つ強力なルールで，いわば生物の原理と
言えるものです．従って，生物の分子的背景を議論して
いる全ての生物科学の教科書は，このルールを記述して
います．そのせいか遺伝暗号表は単なる2種類の文字配
列系の変換表であるという考えが，常識化しているよう
に思われます．もちろんこの常識は正しいのですが，文
字配列系の変換表という見方を表の遺伝暗号表とすれ
ば，アミノ酸配列の物性分布に対して体系的なゆらぎを
積極的に発生させるという裏の遺伝暗号表も実は内包さ
れているのです．

　遺伝暗号表についてしっかり記述している生物科学の
教科書では，表中のアミノ酸の配置が物性の上で大きく
偏っているということをちゃんと指摘しています．例え
ば，3文字の塩基からなるコドンの2文字目がチミンと
なっているアミノ酸はすべて疎水性の側鎖で特徴づけら
れているという事実があります．他にも，環状疎水性側
鎖を持つアミノ酸が全て1文字目のチミンのグループに
位置づけられているとか，正電荷は1文字目のC/aかつ
2文字目のa/Gにあり，負電荷は1文字目のGかつ2文
字目のaの位置にあります．このように，アミノ酸の物
性分布には，体系的な偏りが色々と存在しているのです
（新著第3章）．これに対して，この事実の持つ生物的な
意味は謎だというのが多くの教科書の見解です．しか
し，前節までに指摘したように，いくつかの常識を外し

図３．	調和の取れたシステムでは，各ピースを見る見方と，合わせ
た全体を見る見方の両方が必要である

図４．	設計には材料の設計とシステム全体の設計が必要である．生
物では，分子レベルの材料設計とシステムの両方が遺伝暗号
表で設計されている
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てみると，遺伝暗号表が単なる2種類の文字配列系の変
換表ではなく，色々なタイプのタンパク質のゲノム内分
布を決める絶妙なアミノ酸配置になっているということ
が分ります．
　4節で議論した「的のあるランダム変異」と，5節で
議論した「配列空間での粗視化」を組み合わせると，裏
の遺伝暗号表の意味を理解することができます．
　個々のタンパク質の詳細な機能には，特定のアミノ酸
の空間配置，あるいはそれを構成する特定の原子の配置
などが非常に重要です．しかし，生物のシステム全体と
しては，どのようなタイプのタンパク質がどのくらいの
割合で存在しているかというようなシステム構成の方が
より重要だと考えられます．新著の第10章に記述した
ように，コドンの位置によるDNa塩基出現確率には体
系的な偏りがあります．例えば，コドンの2文字目のチ
ミンは比較的多く，かつゲノム全体にわたって一定にな
るように制御されています．これによって，ゲノムから
できるアミノ酸配列における疎水性のゆらぎが制御され
ます．さらに疎水性のゆらぎの粗視化によって膜貫通領
域が決まるので，ゲノムから作られるタンパク質中の膜
タンパク質の割合が制御されることになります．実際，
全遺伝子に対する膜タンパク質の割合は，生物種によら
ずほぼ一定（約1/4）となっています．このように，ゲ
ノム配列におけるコドンの位置による塩基出現確率を制
御するだけで，ゲノム全体における例えば膜タンパク質
の割合を制御できるわけです．生物のシステム構成を決
めるために，裏の遺伝暗号表（アミノ酸の物性配置とコ
ドンの位置による塩基出現確率の偏りの組合せ）が非常
に重要な役割を果たしているのです．
　良く知られているように，遺伝暗号表の表側の意味
は，個々の遺伝子の配列から個々のタンパク質のアミノ
酸配列への変換です．これに対して，遺伝暗号表の裏の
意味はゲノムの配列からアミノ酸配列の集団に変換した
ときに，タンパク質の特徴毎の分布を決めているという
ものです．裏の遺伝暗号表については，まだ十分研究が
進んでいない状態ですが，今後ゲノムビッグデータの集
積とともに解明が進むと考えられます．

７．生物科学の常識の拡大へ
　本報告では，生物科学についての多くの常識に対し
て，結果的に批判的な議論を展開することになりまし
た．簡単にまとめると以下の通りです．（1）現在は，配
列のホモロジーの解析が常識的な解析法となっていま
す．しかし，ホモロジー解析には死角があり，そこに生
物の原理があると考えられます．（2）全ゲノムを実験的
に解析することは非常に容易になってきました．しか
し，ゲノム配列全体に存在する秩序を解明する研究は遅
れています．（3）ゲノム配列は大量のランダムな変異の

集積として形成されていて，変異は完全にランダムなプ
ロセスだと考えられています．しかし，ゲノム配列の
色々な特徴は，的のあるランダム変異によると考えると
良く理解できます．（4）生物が分子でできており，原子
レベルできれいな立体構造を形成しているということが
分っていて，生物の色々なプロセスはできるだけ詳細に
調べるのが良いという常識があります．しかし，生命現
象にはそれぞれ適切な粗視化の度合いがあり，解析もそ
れに合わせて行うことが重要です．特に，配列の物性分
布の粗視化はゲノム配列の意味を理解するのに有効で
す．（5）遺伝暗号表はDNa塩基配列からアミノ酸配列
への変換ルールであり，全生物に成り立つ原理です．し
かし，遺伝暗号表はそれだけのものではなく，全ゲノム
中のタンパク質の分布を制御するという重要なルール，
いわば裏の遺伝暗号表の原理が隠されているのです．
　本報告で指摘した5つの暗黙裡の常識（偏見）は，現
在の生物科学の基盤となる考え方で，お互い強く関係し
合っています．そして，それらの常識は，次のように
個々の遺伝子（タンパク質）の機能を中心としてつな
がっています．（タンパク質機能）⇔（ホモロジー解析）⇔
（個々の遺伝子の解析）⇔（表の遺伝暗号表）⇔（立体構造
の詳細な情報解析）．これに対して，本報告書で示した
新しい考え方もお互い強く関係し合っています．そし
て，それらは次のように生物のシステム全体の秩序を中
心としてつながっています．（生物システム全体の秩序）
⇔（ホモロジーのない部分の物性分布の粗視化）⇔（裏の
遺伝暗号表）⇔（的のあるランダム変異）⇔（ゲノムからの
全タンパク質の分布）．現在の常識を一つ一つ個別に崩
そうとすると，学問としての体系は脆弱なものになって
しまいます．しかし，これら5つの常識（偏見）を一挙
に崩し拡大すると，生物の生存戦略の体系が見えてくる
のです．常識に囚われず最近得られるようになってきた

図５．	トランプのゲームでは同じマークをそろえないと高いポイン
トは得られないが，生物科学の常識の革新でも複数の点で常
識を一挙に拡大することで，生存戦略の体系が見えてくる．
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生物系ビッグデータを解析すれば，生物における材料
（配列）選択の原理，構造形成の原理，生物システム形
成の原理，生物の設計図書き換えの原理などが明らかに
なってきます．そして，今回の研究課題がきっかけと
なって，生物科学と物理科学が本当に融合されるように
なれば，大変幸いです．
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