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特別 講 演

2001年５月17日（木）・第４回通常総会特別講演（東京・虎ノ門パストラル）

講師・演題

大石道夫：「ＤＮＡ研究の最近の進歩と新しいバイオインダストリー」

社団法人

１日i本工学アカデミー
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2）国内外における学際・業際的及び新技術領域の活動を推進することに盗する調盗研究等の

諸活動を秋極的に行う。

日本工学アカデミーの使命

社団法人日本工学アカデミーは、広く学界、産業界及びIＪ１の機関等において、‐'二学及び科学

技術並びにこれらと密接に関連する分野に関し、顕著な貢献をなし、広範な識見を有する指導

的人材によって構成されており、工学及び科学技術全般の進歩及びこれらと社会との関係の維

持向上を図るため、下記の諸活動を通じて、我が脚ひいては''1:界の発展に盗することをI|的と

する。
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l）国内外の工学・科嬉学技術政策、教育等に関する調査研究、提言活動を職極的に行うｃ

3）国内外の工学、科学技術の健全な進歩発展に寄与するための教育活動、及び一般に対する

普及、啓発活動を推進する。

4）上記の諸活動を効果的に実施するため、国内外の諸団体、特に海外の工学アカデミーとの

連携を強化し、共同事業等を推進する。

5）上記の一環として国際工学アカデミー連合の主要メンバーの一員として、特に近隣諸国に

おける工学アカデミーの設立に対して、良きアドバイザーとしての蛍務を果たす。
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ＤＮＡ研究の最近の進歩と

新しいバイオインダストリー

1935年８月生まれ

1958年３月東京大学理学部生物学科修了
1963年３月東京大学化学系大学院（生物化学）博士課程修了

東京大学助手、プリンストン大学･博士研究員を経て
1966年８月ニューヨーク公衆保健研究所研究員
1974年１１月同研究所主任研究員

ニューヨーク大学医学部微生物学教室教授（併任）

1979年11月東京大学応用微生物研究所教授
1993年４月東京大学分子細胞生物学研究所所長
1995年５月通産省工業技術院生命工学工業技術研究所所長
1997年９月力､ずさＤＮＡ研究所所長

大石道夫(おおいしみちお）

|理学博士。専''１１は分子生物学、分子遺伝学。

|元日本分子生物学会会擾､厚生省厚生科学審議会総会委員、パイ｜
|オインダストリー協会副会長等。
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司会（得田専務理事）皆様、大変お待たせい

たしました。’恒例の総会特別講演に移ります。

今日は、大石道夫先生をお招きしております。

冒頭、私が会長にかわりまして先生をご紹介させ

ていただきます。

大石先生は、かずさＤＮＡ研究所所長でいらっ

しゃいますが､なぜ大石先生を今日お招きしたか、

若干の経緯がございます。ちょうど２１世紀への世

紀の変わり目に、２０世紀の総括というのがあちこ

ちでなされました。皆さんご存じのように、おそ

らく２０世紀の３大科学的発見は、アインシュタイ

ンの相対性理論、ボーア等の量子論、それと53年

のワトソン､クリックの二重らせんだと思います。

雄近の第２次科学技術基本計画、３月末に制定

されましたが、それにも４つの重点課題がござい

ました。情報通信と環境分野、それとナノテクノ

ロジー・材料、それらをおいて､.第一番目にライ

フサイエンスとかバイオサイエンスが出ておりま

す。２１世紀、おそらくバイオサイエンスというの

は花形になるだろうというのは衆目の一致すると

ころでございまして、最近の新聞記事でも、遺伝

子組みかえの農産物は安全なのかとか､それから、

クローン人間はともかく、遺伝子操作された赤ん

坊がもういるんじゃないかとかいう話もございま

す。また、人間の遺伝子というのは実は３万ぐら

いで、ショウジョウバエの２倍だとか何かそうい

うような話もございます。私などは、実は遺伝子

もＤＮＡも染色体も、ちょっと相互関係がよくわ

からないんですが、そこら辺を含め、今日は大石

先生からつぶさにご説明いただけるんじゃないか

と思います。

理事会でも、今までこの特別識演を、産業界、

学界から交代でお招きしておりましたけれども、

このような情勢でもあるので、今回は視点を変え

て、ニューフェースを広く求めてお招きしたらい

いんじゃないかという結論になりました。その第

一番バッター、バイオサイエンスが２１世紀を開く

ということですから、大石先生にお願いしようと

いうことで今日お招きしたわけでございます。

大石先生は昭和10年のお生まれでございまし

て、東京大学理学部生物学科、化学系大学院をご

卒業になられました。それから、１０年ばかりアメ

リカのほうに移られまして、プリンストン大学、

ニューヨーク公衆保健研究所等々を経られまし

て、５５年に日本に戻られ、東大、京大、それから

通産省の工業技術院生命工学工業技術研究所等を

経て、平成９年からかずさＤＮＡ研究所の所長に

なっておられます。力闘ずさＤＮＡ研究所は、千葉
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県の第三セクター方式だったと思いますが、ユ

ニークな経営をされています。

それから、以前私は、助成財団で分子生物学会

の会長時代の先生とお目にかかっておりまして、

そのときは、今後日本からバイオ部門でノーベル

賞科学者が出ますかねというようなお話をした記

‘億があります。

そのほか、先生は公職ではヒューマン・フロン

ティア・サイエンス・プログラムの委員とか、例

のヒューマンゲノム研究の委員などを務めておら

れます。

本日は分子生物学、分子遺伝学について、非常

におもしろいお話をお伺いできると思います。

「DNA研究の最近の進歩と新しいバイオインダ

ストリー」ということでお願いしております。

大石ただいまご紹介にあずかりました大石で

ございます｡今日は､権威ある日本工学アカデミー

にお招きいただきまして、どうもありがとうござ

います。タイトルは、妓近のＤＮＡ研究、主とし

てゲノム研究を中心にお話ししようと思います。

ＯＨＰ１

２

それと、将来、新しいこのゲノムあるいはＤＮＡ

研究を基にして、今、いろいろな面での産業にイ

ンパクトが及びつつあるという現状をご紹介いた

しまして、皆様方のご理解の一助になればと思っ

ております。

ＯＨＰを用意してまいりましたので、これに基

づいてお話しいたします。三浦さんのような専門

家がいらっしゃるのに私がしゃべるのはどうかと

思ったのでございますが、皆さんに私の話を通じ

ましてご理解していただければ幸いだと思ってお

ります。

まず、ＤＮＡというものですが、これは電子顕

微鏡の写真で、ヒトのＤＮＡを電子顕微鏡で撮っ

たものです。（OHP１）ここはけむくじやらの糸

くずの玉みたいなものがあるわけですが、その一

部、この四角い部分を拡大してこういう形で撮る

と、ここに、直線状のものがごらんになれると思

います。これがヒトのＤＮＡでして、実際、非常

に微細なものですが、引き延ばしますと、全長約

１メートルぐらいにもなります｡一番大事なのは、

視再
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ここのＤＮＡの中に、我々人間の持っているすべ

ての情報が直線上に並んでいるということです。

これはもう、皆さんご承知のことですので、その

ことについては細かく申しません。

基本的には、その情報というのが、比較的単純

な４つの塩基、ＡとＴ、ＧとＣと、４つの塩基

が二重らせん状に並んでいて、現在のところ、こ

の塩基の数は、人の場合には30億ないし32億個と

いうわけです。ですから、はっきり言えば、その

並び方が全部わかれば、我々人間の持っているい

ろいろな機能、人間どころではなく生物の持って

いる機能が非常に論理的に類推できるのではない

かということです。

私は既に四十数年前からこの辺の仕事をやって

いるわけですが、実際に人の三十数億個の塩基を

読むというのは､私個人の考えといたしましては、

昔は、おそらく私の生きているうちにはそういう

日はこないだろうと、100年とか200年のオーダー

かと思っておりました。けれども、現実は非常に

進歩が早く、ここに今､完全ではございませんが、

ほぼ30億個の配列が読める段階まできています

し、今年の２月に、科学者の世界の国際協力チー

ム、あるいはそれとは独立にセレラジェノミクス

というアメリカのベンチャーの会社の両方から、

ほぼ読んだというような報告がなされました。こ

れは非常に画期的なことで、実際にはほとんど不

可能と思われていたことが、２１世紀の初めにその

ようになったわけでございます。

そういうことで、ここで一挙に、生物に関する

いろいろなコンセプトが根底からではありません

が､quantumｊｕｍｐといいますか､革命的に分かっ

てきたというのが現状でございます。その辺のこ

とも含めましてお話ししようと思っております。

実は、ヒトのゲノムが今年ほぼわかったという

わけですが、これまでに、ゲノムといいますか、

ある生物のＤＮＡの端から端までを全部読むとい

うことはいろいろ行われてまいりました。当然、

一番最初は生き物のうちで比較的簡単なもの、簡

単なものとは、そこにおける世伝情報の数が少な

いですから、それだけ基本的にはそのゲノムの大

きさが小さいわけで、1995年、わずか数年前です

が、アメリカのタイガーという研究所がインフル

エンザ菌、これは180万塩基対、それから、同じ

年に、やはりタイガーがマイコプラズマ菌の58万

塩基対を端から端まで決めました。三番目には

我々の研究所が、ラン藻といいまして、これは光

合成をする、すなわち太陽の光を使いまして、炭

酸ガスを、そのエネルギーを使って固定して、い

わゆる柿物のモデルとなる光合成細菌のラン藻類

を、357万塩基対、1996年に全配列を決定いたし

ました。

その後、いろいろな生物のゲノム、ゲノムとい

うのはある特定の生物のＤＮＡの総称と考えてい

ただいて結構ですが、それが明らかになっており

ます。生物に関しましてはほぼ70種類ぐらい、既

に端から端までわかっております。そのうちの大

部分は、やはり微生物でして、いわゆるバクテリ

アのたぐい、あるいは藤･母のたぐい、カビのたぐ

いというようなものが多いわけです｡この中には、

大腸菌とか、あるいは枯草菌のような、ずっと長

い間、我々分子生物学者の研究の材料となってい

たものもありますが、それ以外に、現在、ピロリ

菌とか、インフルエンザ菌もそうですが、いわゆ

る病原菌といわれているもの、これは、皆さんも

一応聞いたことがあるもの、サルモネラ菌、ある

いはコレラ菌その他のいわゆる病原菌のゲノム

は、現在、すべてわかっております。その理由は、

後で時間があれば申したいと思いますけれども、

基本的には、やはり抗生物質というもので､一応、

多くの感染症は我々人類の敵として、昔ほど脅威

がない状態になりましたが、ご承知のように、耐

性菌の問題が非常にありまして、抗生物質がきか

なくなる｡そういうことに対する対抗手段として、

自分の、我々人間の敵であるいろいろな病原菌の

DNA，ケノムの端から端までを明らかにして、

どこにその病原菌の欠点があるのか、すなわち弱

みがあるのかということをつかまえて、それを攻

盤するためのいろいろな薬を開発するというのが

基本的なストラテジーです。これは現在、アメリ

カの製薬会社を中心に非常に活発に行われており

ます。

それから、もう一つ、ここで大事なことは、微

生物の中で極限微生物というのがありまして、

我々人間の世界では想像がつかないような状況で
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生きています。例えば、日本海溝の非常に深いと

ころで、海底火山の噴火の其上で十分に生きてい

て、その微生物は摂氏100度の温度で生きている。

むしろ100度以下になると、あまり生きがよくな

い。すなわち、そういうような極限的な状況、あ

るいは、原子炉の中で我々の想像を絶するような

放射線のもとでも十分生きているというような幾

つかの微生物があります。

そのような微生物のゲノムを明らかにすること

によって、その微生物の持っている生物としての

特‘性の謎を解こうと。ひいては、それをもとに、

実際には、何か産業的なことに応用できないかと

いうことです。ご承知のように、我々の体の中の

DNAは司令塔ですが、実働部隊というのはたん

ぱく質です。このたんぱく質には、今言いました

ように、熱に、例えば100度で生育するというこ

とは、そこのたんぱく質は、100度でも平気なは

ずでして、現実的にそのＤＮＡから、実際にたん

ぱくをつくらせますと、試験管の中では100度で

十分に活性があります。今まで、いわゆる酵素と

か、そういうものの応用上の欠点であった熱に対

する不安定性を解決して、その秘密が現在明らか

になりつつあるわけですが、生物の持っている非

常に微妙な作用を、産業的、工業的に応用しよう

というねらいがあるわけです。

それと同時に、ここで、昨年の12月に我々の研

究所を中心として解析されましたシロイヌナズ

ナ、これはモデル植物ですけれども、1.2億塩基

対ありまして、高等植物のケノムの初めての解析

の結果でございます。これは我々の研究所と、ア

メリカ、ＥＵ、その他と共同の作業が行われまし

た。後で時間があれば申しますけれども、現在の

食糧問題、環境問題というのは、基本的には植物

に依存しており、それらを、どのように、これか

ら人類の人口の爆発的な増加、あるいは耕地面積

の減少というような世界的な問題に対応していく

かと。そのために、非常に有力な手段を与えるわ

けでして、現在、解析が終わり、我々の研究所で、

このことについて世界のグループと共同で、どう

いう形でいろいろな植物を改良していこうかとい

う検討を行っております。

それから、ここにありますように、ヒトは30億

４

塩基対･でして、これは大体のところわかったわけ

ですが、厳密には、やはり、あと二、三年かかる

のではないかと思っております。

それ以外に我々の興味があるのは稲ですが、こ

れは、日本、アメリカ、ＥＵを中心として、あと

数年かかるということです。これは日本がかなり

主導的な立場をとったのですが、皆さんご承知か

も知れませんが、数ヶ月前に、シンジエンタとい

うヨーロッパの会社がこれを全部解読しました。

解読した稲は、「日本晴れ」という日本に間有な

稲でございまして、農水省は、これからの対応が

非常に難しいという現状になっております。それ

はかなり政治的なものですので、私はここで申し

ません。

今までお話ししたように、生物学というのは、

皆さんおそらくご承知と思いますけれども、昔は

個々の人、個人個人が顕微鏡の下で何かをのぞい

てきたわけですが､時代は全く変わり、現在､我々

の研究所は、おそらく顕微鏡は一台も、まあ、一

台ぐらいはあるかもしれませんが、ほとんどあり

ません。ここに新しい研究の方法論が出てきまし

た。そのことについてちょっとまとめてみました

ので、ご紹介いたします。

どういうことかといいますと、ゲノム研究を中

心とする研究は、研究体制が非常に巨大化してい

るということでして、もう、一人や二人の天才と

か、あるいは優れた学者では到底できないわけで

す。我々の研究所は国立ではございません。千葉

県から研究費を年間20億円ほどいただきまして、

研究をやっているわけでございます。

我々の研究所では、ほぼ100人の職員が働いて

おり、また、研究体制が非常に組織化されており

ます。

それから、一人一人の役目が、極端に言えば、

工場というと語弊がありますが、非常にシステマ

ティックな方法をとっております。

また、おのおのの役割が非常に分業化されてい

まして､我々のところでは､研究者はすべてきちっ

と持ち場が決まっており、コンピュータにかかわ

る人はコンピュータだけ、シークエンスにかかわ

る人はシークエンスだけという形です。

それから、技術員の役割の拡大。これは、テク

"唾、
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ニシヤンといわれるわけですが､我々のところは、

職員は100名ほどおりますが、実際の研究者は２４

人、私を入れて25人ですが、テクニシャンがほぼ

70ないし80人というわけです。

もう一つは、これは今までなかったことで、情

報技術が非常に重要になっているということで

す。先ほど申しましたように、シロイヌナズナの

ようなモデル植物の場合、１億数千塩基対、人の

場合には30億塩基対ですから、ただ単に人間のＨ

で見てどうこうというようなことでは到底できな

いわけです◎アメリカにおけるセレラジェノミク

ス社、これは先ほど申しましたように、ヒトのゲ

ノムのシークエンスをほぼ一年半で解析した会社

が、その後、マウスとかいろいろなもののゲノム

を解析しています。そこのコンピュータは、アメ

リカのペンタゴンに匹敵するといわれておりま

す。ですから、そのような形で、非常に組織化さ

れた方法でないと、これからは、逆に言えば非常

にお金がかかるということが、新しい生物学の特

徴でございます。

私が申しているのは、誤解していただいては困

るのですけれども、あくまでも生物学の一つの分

野でして､生物学はまだまだ個人個人のintuition、

すなわち勘とか、あるいはその人のいろいろな才

能とか、それによって新しい分野が切り開けると

ころがたくさんあります。特に、これから非常に

重要だと思われます、我々の精神活動を分子レベ

ルで明らかにすること、我々が記憶するとはどう

いうことだろうか、あるいは感情というのはどう

いうことだろうかと、そういうことを分子レベル

で解決するのは、まだまだ、この我々のようなゲ

ノムのシステマティックな解析とはやや違った分

野であり、やはり個人個人のセンスといいますか

そういうのが必要です。

ケノム解析は、実際にどういう形であらわれる

かといいますと、ほぼ自動的に、現在行われてお

ります。ＤＮＡをある生き物からとり、それを自

動的にシークエンサーの中に入れるわけです。す

ると、コンピュータがこれを読んで、最終的にそ

れを並べかえたり、ミステイクがあったら、いろ

いろなところを修正、編集してくれるわけです。

我々の場合、年間20億の予算のうち、約４億が、

このコンピュータの維持饗にかかっております。

さて、ゲノムの解析で一番大事なのは、ＡＴＧＣ

というような塩基の並び方の中から遺‘伝子を探し

出すことです。ご承知と思いますが、ＡＴＧＣの

単なる並びだけでは、情報は何もないわけで、そ

の中に散在している、遺伝子からたんぱくをつく

る一つの機能のユニット、これをどのような形で

同定するかが現在､非常な難問になっております。

これは、我々が昔やりました、ラン藻の中の、３５０

万塩基対があったわけですが、そこのどこに実際

の機能を持っている部分があるかということをコ

ンピュータから解析して、もちろん、配列から、

どこに遺伝子があるのかということを同定するた

めのソフトウェアが、現在、非常にあります。

下等といいますか、プリミティブな生物に関し

ては、この図（OHP２）のように遺・伝子がメジ

ロ押しに、これは方向がいろいろ変わる場合もあ

りますが、この矢印が一つ一つの遺伝子です。た

しか、我々の見つけたラン藻の場合には、３千数

百個の遺伝子があり、もちろん、この一つ一つか

らたんぱくができているわけです。大きい遺伝子

もあるし、小さい遺伝子もあります。例えばここ

にグリーンで香いてある（＊印）のは、光合成に

関するもの、何の機能をしているかということも

コンピュータで､かなりの部分が推定がつきます。

大事なことは、もし、このプレデイクションが

正しくて、ここに遺伝子があるということがわか

りますと、我々は、既にＤＮＡから、アミノ酸へ

の暗号表を持っているわけですから、そこの遺伝

子の構造が間違いなく決まれば、すなわち、塩基

配列がわかれば、そこからできる遺伝子産物であ

るたんぱく質の一次構造、すなわち、アミノ酸が

どのように並んでいるかということが、100％の

確率でわかります。ですから、現在、まだ、いろ

いろな問題がありますが、ＤＮＡの一次情報さえ

あれば、どこの部分でどのたんぱくができて、そ

の、どのたんぱくがどういうアミノ酸の配列をし

ているかというところまでは、理論的に、少なく

とも紙の上でわかるわけです。

従来、たんぱく質の構造研究というのは、たん

ぱく質を実際に細胞から取り出して、非常に苦労

して、そのたんぱく質のアミノ酸の配列を決めて
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いました。現在、そういうことは一切する必要は

ありませんで、このＤＮＡの構造から、たんぱく

質の構造までわかります。たんぱく質のアミノ酸

の配列がわかりますと、ほぼ、今までのいろいろ

な経験則から、そのたんぱくが何をしているだろ

うかというが推定できるのです。

ここでお見せしたのは、これはかなり理想的な

ケースで、ご承知のように、メジロ押しといいま

すか、ほぼすきまなく、このように遺伝子が並ん

でいますが、人の場合には、３０億から32億塩基対

あります。その中に、実は、この遺伝子が必ずし

もメジロ押しに並んでいるのでなく、散在してい

るのです。おそらく、すべてのうちで遺伝子の占

める部分は１％ないし２％です。100キロの長さ

があれば、そのうちのほんの一部ということです

ので、そういう面では、なかなか解読が難しい。

すなわち、ＤＮＡの一次構造がわかっても、どこ

に遺伝子があるかと。我々は、遺伝子がわからな

いと、単なるＡＴＧＣの並びだけですから、それ

自体は、あまり価値がないわけです。

それで、いろいろな、ＤＮＡの中の塩基の配列、

ＡＴＧＣの並び方から、どこに遺伝子があるだろ

うかということについてのソフトウェアが、現在

いろいろな形で開発されております。もちろんそ

れは、コンピュータの中に配列情報を入れ、その

並びから、多分ここが、ある遺伝子らしいという

ことを推測するのですが、残念ながらヒトの場合

には、非常に複雑な事情もございまして、なかな

かわかりません。

我々の最初のestimateでは、ヒトのゲノムに

は10万、ないし14万という遺伝子があると考えら

れておりました。逆にいえば、我々の体は、１０万

ないし十数万の部品を持った精密機械と考えてい

いわけです。けれども今年の２月に公表されまし

たアメリカのセレラジェノミクス、あるいは国際

研究グループの結果では、実は、その遺伝子の数

が予想をはるかに下回りまして、現在のところ、

一番少ない場合には２万数千、多くても、３万８

千ということになったわけです。このことは、ま

だ結論が出ておりません。そのように少ないこと

がほんとうなのかもしれませんし、あるいは、実

際にはもっと別のメカニズムがありまして、一つ

の遺伝子から幾つかのたんぱく質ができると。こ

れは非常に専門的なことになりまして、ここでは

ちょっと申し上げることができませんが、何か、

そこに新しいメカニズムがあるんじゃないかと。

とは申しましても、実はヒトより１年半ほど前

に明らかになりましたショウジョウバエ、あるい

は線虫といいまして、土の中にいる小さな、目で

はほとんど見えない虫ですが、遺伝子が一万数千

ですから、ヒトの場合には、その２倍ないし３倍

というわけです。いくら何でも、万物の霊長がハ

エの２倍とか３倍というのはちょっと少ないん

じゃないかというような方もいますけれども、現

実、あと１年か２年すれば、どうかということが

わかると思います。

とにかく、現在、いろいろなソフトウェアを使

い、ヒトの遺伝子を実際に同定する作業をやって

いますが、私は、これは、なかなか厳しい問題が

あると思っております。やはり、現実的に、ここ

でもう一遍理論から実験に戻って、たんぱくをつ

くって、そのたんぱくを解析するという、もう一

遍、ｂａｃｋｔｏｔｈｅｂａｓｉｃｓというんですか、それを

やって初めてわかると思っております。

先ほど申しましたように、ヒトの場合の

predictionの正しい割合が、ほぼ70％あるいは

80％です。しかも、バクテリアと違い、配列から、

たんぱく質の機能が推定できるのは、ほぼ、その

うちの４割、５割で、半分ぐらいはまだ何をやっ

ているかわからないというのが現状でして、その

辺がゲノムの配列がわかるという、一時的な情報

を、我々は得たわけですけれども、それを十分に

消化するにはまだ……。非常に加速度的に研究が

進んでおりますが、あと数年かかると思われてお

ります。

そうこうするうちに、ご承知と思いますが、こ

のようなケノムの解析というものが、どうやら、

我々研究者ということだけではなくて、従来の既

存の産業を根底から変えるようなことが何かある

のではないかということが、ここ10年ぐらい、ア

メリカの場合には十数年前からいわれてまいりま

した。どういうことかと申しますと、我々の生命

は、昔からいろいろな興味の対象になってまいり

まして、実際には生物学をやる方は、生命現象の
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不思議というものにひかれていろいろな研究を続

けてきました◎

私自身も、最初は医者になるつもりで、医学部

に行くつもりでいましたが、現実は、1953年のワ

トソン、クリックのＤＮＡの構造の発見以来、何

かそこに、非常に未知の而白さを感じていったわ

けです｡現在､分子生物学をやっている人たちは、

ほぼみんなそのような気持ちでいった方だと思い

ます。

問題は、そのようなことと同時に、実は、この

ＤＮＡの解析を中心とした、新しい生物学が新し

いビジネスとして成り立つのではないかと。すな

わち、新しい技術を中心とした新しい産業ができ

るのではないかという気配が非常に濃厚になって

まいりました。そのために、ここ20年ぐらいにわ

たり、アメリカでは、いわゆるバイオベンチャー

といいますか、生き物を扱う、そしてそれを商業

的に企業化する会社が非常に多くできています。

どこで線を引くかによるのですが、現在、大体

1,200ないし1,600社、アメリカにバイオのベン

チャーとして存在しているといわれております。

日本の場合には、つい一昨年までは６社しかな

かったんですが、去年、今年と非常に増え、現在

数十社あるのではないかと思っております。

まず、最初にスタートしている、我々の持って

いる病気の原因、これがＤＮＡの問題に帰すると。

もちろん、「がん」なんていうのは、もう、大分

前から、これはＤＮＡの病気ということはわかっ

ていたのです。我々の持っているＤＮＡの病気と

いうのは、従来、がんとか、あるいは生まれつき、

いわゆる遺伝病といわれて、いろいろな遺伝的な

欠陥を持ったがために非常に不幸な結末をたどる

というのを、ＤＮＡに関する病気と認識していた

わけです。けれども、最近は、我々すべての人が、

将来必ず、何らかの理由で、それのために死の原

因になります、いわゆる心臓病とか高血圧とか、

あるいは糖尿病とかいろいろなものが、実は、そ

の背景には、環境要因と同時に、非常に多くの遺

伝的な、ＤＮＡに関する要因があるということが

明らかになってまいりました。

このことは、今までは、体質とか、私は親から

こういうような高血圧の体質を受け継いでいたと

８

いうあいまいな形でいわれていたわけです。それ

が、我々すべての人の持っている特色が、実は、

我々の父と母から受け取ったＤＮＡに由来する

と。そういうことが、もし、事実としますと、結

論は非常に簡単で､では､そのどこがおかしくなっ

ているのかということを探せば、それに応じて、

その遺伝子の役割というのがわかるし､わかれば、

それに対して、いわゆる成人病、あるいは生活習

慣病といわれるものに対しての薬を論理的に開発

できる。すなわち、今までの薬の開発というもの

が当てずっぽうとは申しません。いろいろな英知

を集めて薬の会社がつくったわけですが､そこに、

ＤＮＡの情報をもとにするという観点は一切な

かった。もしそれが事実とすれば、そのような形

で、薬の開発が非常に論理的にできるということ

でして、このことについては非常に大事なことな

ので、後でもう少し詳しく申し上げます。

それから、いわゆるＤＮＡ工学による新しい生

物の創生です。新しい生き物というのは、実験的

には、もう、自由自在に近いほど、我々は、いろ

いろな生き物の中のＤＮＡをいじることができま

す。もちろん、いろいろな実験動物をつくるわけ

ですが、有名な例では、数年前には、ショウジョ

ウバエに、目をつくる遺伝子を一目というのは

ここにあるわけですが、手のひらにそれを持って

きて、実際には手のひらに目があると、こうやれ

ば後ろが見られるというようなことまでできるよ

うになったわけです。実は、一番大事なのは、や

はり農作物と家畜です。家畜の場合には、もちろ

ん、クローンという、一つの新しい問題がありま

して、このことについては、今日は時間がないの

で申しませんけれども、少なくとも一番大事なの

は、後で申します農作物の改良でございます。

また、この分野が新しいがために、いわゆるバ

イオ・インオマテイクスと我々は呼んでいるんで

すが、その辺の人材が世界的に非常に少ない。特

に、日本においては、いろいろな大学制度の硬直

化のために、生物もわかっているけれども、情報

理論もわかっているというような人が払底してい

るところがほとんど……｡よく分かっているのが、

おそらく一桁の人しかいないわけでして、そうい

うような、ＤＮＡ情報、あるいは、これから大事

観国、

戸、
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になりますたんぱくの情報、それを、どのような

形で情報理論を理解して、それを打ち立てていく

かということが非常に大事なことです。

もう一つは、もうこれは既に、現在確立してお

りますが、いわゆるＤＮＡの鑑定技術。これは、

DNAの解析技術が非常に進みまして、特に決定

的だったのは、ちょっと覚えていませんが、１９７４

年か５年に起きます、いわゆるPCR､polymerase

chainreaction，これは、皆さん、『ジュラシック

・パーク』という映画をごらんになったかどうか

知りませんけれども、ほんの少しのＤＮＡがあれ

ば、それを無限に、理論的には増やすことができ

るというわけです。ですから、例えば犯罪の現場

に落ちているもの、従来は血液型でそれをいって

いたわけですが、血液型というのは、ご承知のよ

うに、限られた情報しかありませんが、もし、そ

れが、ＤＮＡで、その趣を現在の方法で増やすこ

とができるならば、それによって、犯人の同定を

行うことができます。

ご承知と思いますけれども、アメリカではもう

既に、無実を主張していた殺人犯、あるいはレイ

プの容疑者が、自分のそのときの証拠を再鑑定し

てくれという形で、実際、ＤＮＡ鑑定で、システ

マティックに鑑定のやり直しが行われ、たしか、

もう数十人の容疑者が刑務所から釈放されている

ということです。

ですから、法医学におけるＤＮＡの鑑定技術と

いうのは、２人の間の差をほぼ間違いなく－唯

一の例外は一卵性の双生児でして、これは遺伝的

に全く同じですから、それ以外はすべて、一人の

人のＤＮＡがあれば、それを完全に同定すること

ができます。あるいは、血縁関係があれば、それ

についてきちっとわかるわけでして、例えば時々

問題になっています中国残留孤児の方々が、ほん

とうにある人と血縁関係があるのかないのかとい

うことは、すべて、ＤＮＡをとれば百発百中とい

いますか、間違いなくそれがわかる。それぐらい、

現在は技術が進んでいる。そのうちの、一番応用

範囲が広いと思われる臨床診断については、後で

時間があれば申したいと思います。

それから、もう一つは、ＤＮＡの解析のための

技術です。これは、1970年代の前半に、アメリカ

の、当時ハーバードにいましたギルバートと、イ

ギリスのサンガーの２人の天才的な研究者によっ

て、現在のＤＮＡの並びを読む方法が確立されま

した。これは非常に画期的な方法でして……。も

ちろん２人とも、ノーベル賞をもらったわけです

が、それからほぼ30年近くたっても、まだ、我々

は、基本的にはその技術を使っています。

確かに、いろいろな方法によって改良を重ねて

きました◎改良を重ねることによって、おそらく、

現在、私の単純なestimateは、ほぼ100倍の高率、

すなわち、accuracy、あるいはスピードになっ

ていると思います。けれども、やはり、まだまだ、

三十数億の人のＤＮＡを端から端まで読むのに、

世界中の科学者が束になっても、十年近くかかっ

て、やっと９割ぐらいしか出来ません。

将来は、一人一人の個々のＤＮＡを端から端ま

でまで読むとはいいませんけれども、必ず読まな

ければならない時代がすぐ先にきているわけでし

て、それに関しては現在、ヒトー人の端から端ま

で読むのに、実際には幾らお金がかかったか、お

そらく数千億円のオーダーだと思うんですが、そ

れをいかにして、新しい方法で、しかも、正確に、

安くＤＮＡを読む技術を開発するかということが

基本的な問題です。ＤＮＡ解析技術の開発という

ことがこれから非常に大事でして、私は専門家で

はございませんけれども、そこに、おそらくは、

非常に大きなビジネスのチャンスがあるのではな

いかと思っております。

ＯＨＰ３

ＤＮＡ医療（ゲノム倉ﾘ薬）

1．主要生活習慣病（癌、心臓疾患、高血圧、糖尿病など）

及び精神分裂病、アルツハイマー病など主要疾患の病因
（関連）遺伝子の同定

2．同定された病因遺伝子の情報を基にした主要疾患に

対する医薬の開発(ゲノム創薬；phaImacogenomics）

3．個人個人の疾患原因のDNAレベルでの同定とそれに
合わせた医薬の投与（taiIoFmademedicines）

まず妓初にお話ししますのは、これから一番問

題になってくるＤＮＡ医療ということです。これ

は先ほど申しましたように、我々の持っているい

ろいろな遺伝的な背最というものが、意外に、特
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に年をとってからの病気の発現のパターンに関係

しています。すなわち、我々は、もともと父と母

からＤＮＡをもらっていますが、それは必ずしも

完全なものではない。全てが完全ということはほ

ぼあり得ないわけで、そこに何らかの問題があり

ます。若いうちは体のアクテイビテイが非常に高

いものですから、そういうことが、欠陥があって

も､それが顕在化することはなかったわけですが、

年をとるとそれが顕在化してくるわけです｡もし、

こういうようなものの遺伝子が同定されれば、先

ほど申しましたように、その遺伝子の働きが推定

できる。働きが推定できると、どうして病気にな

るのか分かりますから、外から、おそらくは低分

子の物質をだと思いますけれども、加えることに

よって、遺伝子の働きを、もしそれが悪いほうに

向いていたんだったら、それを促進するようにす

ると。あるいは、あまり行き過ぎているようだっ

たら抑えるようにできます。創薬、薬の開発のた

めの手がかりを得る手段として、おそらく、ここ

に書いてあるような非常に多くの病気の遺伝子の

同定が行われるのではないか。

現在、先ほど申しましたように、我々は３万、

４万ぐらいの遺伝子をもっているわけですが、そ

のうちで、人によって違いますけれども、私はお

そらく１％、数百個の遺伝子が我々が耳にするよ

うな、majorな病気の原因遺伝子ではないかと考

えております。その数については、数千という人

もいるし、もうちょっと少ない人もいますが、コ

ンセンサスとして、大体、300とか500とか、多く

て1,000というわけです。

問題は、そのような数百なり千の遺伝子をどう

やって探すかということです。現在、非常に多く

の世界のベンチャー、あるいは大きな製薬会社も

含めまして､必死になってそれを探しております。

もう既に幾つかの病気の原因遺伝子が見つかりつ

つありますので、私は、このスピードは非常に早

いと見ています。おそらく、今後５年以内に80％

ぐらいの、いわゆる生活習‘慣病、あるいは成人病

に関する、ここに書いてあるようなものの遺伝子

が見つかるのではないかと思っております。

問題は、こういうところの遺伝子が、実は一つ

の病気に対して一つに対応しているということで

ZＯ

はないのです。昔は、いわゆる遺伝病といいます

のは、そこにおいて、一つの遺伝子が一つに対応

しているといわれていました。例えばルー・ゲー

リックという、アメリカのプロ野球で1930年代に

ベーブルースと一緒に活躍した選手ですが、この

人が死んだのは、superoxicidedismutase、これ

は我々の活性化酸素という体に毒であるものを無

毒化する酵素がないために、この方は非常に若く

して死にました。

こういうような、１個の遺伝子がおかしくなっ

た場合に、人間は、父親と母親から一対の遺伝子

をもらっていますけれども、おそらく、両方の、

ある遺伝子に変化があった場合、その人は、何ら

かの遺伝病になるわけですが、こういう場合には

一対一の対応関係があると。これは、我々は

monogenicな遺伝病、すなわち単一巡伝子病と

いいまして、この同定は、現在5,000種の単一遺

伝子病があるといわれているわけですけれども、

そのほとんどーほとんどというか、主なものの

約1,000ぐらいは、もう既にその遺伝子が決めら

れております。

いろいろ有名な例がたくさんありますが、１９８９

年に見つかった嚢包性繊維症の遺伝子、これは日

本にあまりない病気ですけれども。それから、例

えば1993年に見つかった有名なハンテイントン病

の遺伝子とかがありますが、これはすべて、一つ

の遺伝子がおかしくなったら、はっきり言えば、

一対の遺伝子の対･立遺伝子の両方に変化があれ

ば、それが病気につながるわけです。先ほど申し

ました、ここにある多くの、我々の生活習慣病に

関する遺伝子は、なぜ、その発見が非常に難しい

か、その同定が難しいかといいますと、糖尿病で

も、現在、少なくとも５種類、場合によっては１０

種類の遺伝子がそれに絡み合っている｡すなわち、

一つの遺伝子がおかしくなればすぐ糖尿病になる

というのではなくて、それを回復させる遺伝子も

あるし、あるいは一つの遺伝子に置きかわる別の

遺伝子もある。さらにそのピンチヒッターみたい

なのもいるというような、非常に複雑な状況でし

て、その全部をまず明らかにするということがこ

れからの課題です。

ご承知のように、そこにビジネスチャンスがあ

夕鹿、
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るというんですか、製薬会社が、先ほど申しまし

たように、いわゆるmonogenic、単一遺伝子病

については、わりあい冷たかった。冷たかったと

いうのは、どうしてかというと、世界中にそうい

う患者の数が非常に少ない。ところが、急に彼ら

の目の色が変わってきたのは、糖尿病のような病

気というのは、我々の大部分がかかる病気ですか

ら、そういう面で、非常にこれらに力を入れ出し

たというのが現状です。それで、ＤＮＡの解析速

度も、ヒトの場合には最初、私が世界のヒトゲノ

ムの会員になった当時は、大体2010年の完成が

我々の目安でした。ところが、非常に関心が深ま

ると同時に、このような、いわゆるインセンティ

ブが出てきたものですから、前倒し、前倒しとき

まして、ほぼ計画の半分の今年、その大まかなこ

とがわかったわけです。

さて、その次に何が起こるかといいますと、

DNA医療の二番目といたしましては、もしその

ような遺伝子が、私は数年後にはほぼ大部分が見

つかると見ているわけですが、情報をもとにした

主要疾患に関する医薬の開発、これを、我々はゲ

ノム創薬と言っておりまして、これは、先ほど申

しましたように、遺伝子が同定されれば、その遺

伝情報を使って、新しい薬を開発していくという

ことであります。

さらに三番目があるわけですけれども、皆さん

お聞きになったと思いますが、テーラーメード医

療というのがあります。これはどういうことかと

いいますと、いろいろな最近の研究の結果、個人

個人によって遺伝的背景が異なると。遺伝的背景

が異なるから、顔も違うし、性格も違うし、運動

能力も違うし、いろいろ違うわけです。それと同

じように、その人の持っている、ある病気に対す

る感受‘性、あるいは薬に対する感受性、そんなも

のは､やはりすべてＤＮＡの中にあるわけですが、

そのような個々の人の、その病気のよらしめる原

因の遺伝子の解析ということが非常に大事になる

わけです。

現在、厚生労働省が、いろいろな薬の認可をす

るときには、半分にきくとか、それぐらいきくと

いう場合には認められるわけですけれども､実は、

薬の中には、100人のうち３人には非常によくき

く、あるいは100人のうち５人には非常にきくけ

ど90数人にはきかないという場合があるわけで

す。それはどういうことかといいますと、おそら

くは、今考えますと、そういうのはある特別の遺

伝子型に対応する、その病気のもたらす原因遺伝

子が、ある特定の場合には、この薬が非常にきく

というようなことだと思います。

そうしますと、病気、糖尿病なら糖尿病、血圧

が高いといっても、まずその人のその病気のよら

しむるところ、すなわち、その原因となる遺伝子

を解析して、それによって、その人に応じた医薬

を投与することができると。テーラーメード医療

というのは､テーラーというのはご承知のように、

これは洋服屋で、ちょうど我々が洋服屋に行って

自分の体型にあわせた洋服をつくるように、個々

の人のＤＮＡの背景をもとに、その人に薬を処方

するということです。もちろん、基本的には、こ

れが完壁になるのは、すべてのこういう成人病の

遺伝子がわかって、それに対する薬が開発された

という時期でして、おそらくあと十数年、あるい

は20年ぐらいかかるのではないかと思います。そ

の前に、薬の副作用というのがあります。皆さん

ご承知と思いますが、投薬の前にあなたは緑内障

の気がありますｶﾐとか、血圧は高いですかという

ことを聞かれます。体の中の遺伝子のexpression

pattemと我々は言っておりますが、遺伝子がど

のように発現しているかを調べて、この遺伝子が

発現している人はこの薬の副作用が非常に可能性

があるというようなことが分かりつつあります。

これによって主な病気に対しての副作用について

は、かなり近い将来にいろいろな手がかりができ

るのではないかと思っております。

一言、ここでどうしても申し上げておきたいの

は、いわゆるＤＮＡ農業です。これは、日本にお

いて比較的関心が薄いのですが、私は、これは

DNA医療に匹敵する非常に大事な、世界的な問

題だと思います。

（ＯＨＰ４）日本は現在、非常に食糧が豊富で、

昔の、食粗がない時代のことすら、忘れつつあり

ます。現在、世界では発展途上国の方々を中心に

食糧問題が大問題になっています。ご承知のよう

に人口が爆発的にふえておりまして、現在、地球
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ＯＨＰ４

DNA農業

1．遺伝的に変えられた(geneticallymodified）
コメ、ムギ、ダイズなど農業植物の創造

2．遺伝的に変えられた(geneticaIlymodified)、
又はクローン化された家畜の創造

上の人口は60数億といわれています。ただ、今の

世界中の耕地と今のままの農作物では、おそらく

80億の人しか養うことができないわけです。しか

も、今、もし発展途上国の方々が、我々先進国と

同じようなカロリー水準の食糧をとると、もう既

に、世界の食糧はそれを支えきれないというのが

現状です。それと同時に、農業に関しては耕地の

実質的な低下、あるいは環境問題も含め、非常に

いろいろな問題がそこにあるわけです。

日本ではいろいろな問題がありまして、なかな

かここは関心がないわけですが、実は、アメリカ

を中心に、このゲノムの研究を中心として、農業

に、今、革命が起ころうとしているわけです。簡

単に申しますと、新しい品種、実際には病気に強

くておいしい品種をつくる場合には、従来の方法

は、病気に弱いがおいしいトマトがたまたまここ

にあったのと、それと、病気には強いがまずいと

いうトマトをかけ合わせて、そこから出てくるか

け合わせの産物を探して、その中から、いろいろ

な′性質を持つトマトを、病気に強くておいしい品

種になるまで交配を繰り返して、新しいトマトを

つくるわけです。

ＯＨＰ５

除草剤耐‘性をもつダイズ畑

・除草剤をまくと雑草だけ枯れる。

7２

ところが現在、さっき言いましたように、我々

のしたシロイヌナズナの研究とかで、どこの世伝

子は実際に病気に強い、どこの遺伝子はおいしい

というのはなかなか難しいのですが、少なくとも

病気に強いとか、乾燥に強いとか、そういう遺伝

子を、今、同定しつつあるわけですから、現実的

に、まず、病気に弱いがおいしいのをとって、こ

こに病気に強い遺伝子をただ単に導入して、病気

に強くておいしい品種をつくるということが可能

になりつつあります。

これは非常に革命的なことでして、例えばトマ

トなどは、数百年、おそらく千年以上かかり、こ

んな親指の先のような小さいものから今までのよ

うに大きなものになってきたのですが、今後は論

理的な方法で品種改良が急速に進むというふうに

考えられております。（OHP５）ここにあります

のは除草剤耐性を持つ大豆で、従来は図右のよう

に雑草が生えて、この雑草と大豆との間の、微妙

な農薬に対する感受性の差を利用してやっている

わけですが、この中に除草剤耐‘性を持つ大豆だけ

をつくることになりますと、除草剤をまくことに

よって、雑草が枯れるということが簡単にできる

わけであります。（図左）

アメリカでは、農薬の使用料が一昨年から減り

始めました。これは、いろいろな理由があるとい

われていますが、そのうちの多くは、例えば大豆

の場合には、現在、アメリカで６割がこのような

遺伝子組みかえで、少量の除草剤で十分というよ

うなものができたからです。

ただ、残念なことに日本では、なかなかそうい

うことに対して、消饗者の方々の抵抗があり、遺

従来のダイズを栽培する畑

・ダイズといっしょに雑草も育つ。

点、

匡罰



縛一

Ｆ刃

伝子組みかえのものは気持ちが悪いというような

ことでみんな敬遠していると。アメリカはどうか

といいますと、いろいろあるわけですが、これは

もう既に、去年の４月に、アメリカの下院の科学

委貝会で、遺伝子組みかえ作物は危険もなく表示

も不要と、そんなにごちゃごちゃ言うなと。それ

で、こういうことをすると、食品の表示を疑務づ

ける科学的根拠はなく、ｉｉｌ縦者に安全性に関する

誤ったメッセージを送ることになるということで

す。ヨーロッパはこの点について、やや対照的な

動きをしており、日本はさらに、それに対照的な

動きをしているわけです。

いろいろ議論がありますが、私といたしまして

は、日本の場合、ご承知のように、単位Ini砿当た

りにまく農薬の蛍は、計算の方法によりますけれ

ども､世界平均の約４倍ないし６倍というわけで、

ご承知のように、メダカも絶滅品祁に指定すると

かしないとかというのが現状でございます。そう

いう面で、私は、もう少し科学的にきちっとしま

せんと、ゲノムをIIJ心とした医薬1W,と同じで、将

来、アメリカから非常に高い１１１，種を闘う－向こ

うは今、どんどんつくっていますから、結局は日

本は将来、非常に向いお金を外国に払うことにな

るのではないかと懸念しています。我々研究者と

しても、科学的なメッセージを送らなければなら

ないということを感じております。

あと、二、＝、巾し添えたいこともありました

が、限られた時間で現在のＤＮＡ研究の現状、特

にゲノム研究の現状と、それがどういう形でイン

パクトを及ぼすだろうかということについてご説

明I|'しｋげました。簡単でございますが､皆さん、

どうもご静聴ありがとうございました。

司会ぴったり時間どおりに終わらせていただ

きました。一番最初に先生にお願いしたときは、

インダストリーというような雷葉は入っておりま

せんでしたが、私どもの会の性格にご配慮下さい

まして、ちょっとインダストリーのお話を振って

いただきました。

先/k、どうもありがとうございました。（拍手）
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