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分子生物学の中心パラダイム
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生物学を情報科学にする



情報技術の役割

 コンピュータグラフィックス

 人工知能

– エキスパートシステム
– 知識工学

 データベース

– 検索アルゴリズム

 コンピュータ支援分子デザイン

 シミュレーション



Paradigm Shift in Biology

 「聖杯」：生物学の数学化

 データ依存data-bound科学とな
る生物学

 コンピュータモデルは、試験管内
in vitroあるいは生体内in vivo実
験に先立って「シリコン内」での実
験を導く

 理論の新しい意味？



初期分子モデル

 モデルタイプ

–物理モデル



ミオグロビンに関するKendrewの
研究



NIH （国立衛生研究所）の目標
生物学を理論的にすること
「ビッグ生物学」を作ること

 生物学の新しい時代:
数量研究と実験に重点を置くことでもたらされる:

個別の研究者としての生物学者という概念は、科学上の、技術上の

、また行政上の責任を区分する、複雑な組織チャートの一部として
の生物学者を含むように拡張されていった

生物学研究の組織は、巨大な国立ラボで働く物理学者をモデルとし

て形成されることとなった。生物学者の才能と知識は「エンジニア、
数学的アナリスト、プロフェッショナルコンピュータプログラマーたち
によって強化されなければならない」



生物医学におけるイメージング
とコンピュータ使用へのNIHサポ
ート
 Bruce Waxman:
コンピュータによって支援された「視覚vision」の目標は、相対的に低
位の運動や、高速であっても知覚機能を模写したりするものであって
はならない。:

「私は、イメージプロセッシングという概念そのものが狭いものではな

いかと考えてきた。この概念は『自然の』観察の縮写や分析を意
味することはあるが、現象そのものというよりは、現象の抽象物であ
る二次元あるいは三次元のデータというものを考察から除外してしま
うのである」



Ivan Sutherlandの スケッチ
板

Cyrus Levinthal とコンピュータモデリング

エネルギー最小化：キ
ュービング

MIT Project MACMIT Project MAC



Levinthal:

かくしてわれわれは、人間だけでも、コンピュータだけでも達成
し得ないような種類のモデル形成を行うことができる、人間ー
コンピュータ・コンビネーションを利用するプログラムを開発す
ることを決意した。 こうしたアプローチは次のことを意味した。
人はコンピュータから情報を得ることができなければならない
し、人間の作業にとって適切な時間のスパンの中で、プログラ
ムの走り方に変更を加えることができなければならない。この
ことは、さらに、コンピュータのアウトプットは数字ではなく、視
覚的な形式で提示されなければならないということも示唆して
いる。



Force Fitting プレス嵌め



質量分析法と火星着陸プロジェクト



DENDRAL:
Stanford 人工知能アプローチ

 Joshua Lederberg
 Carl Djerassi
 Edward Feigenbaum
 Lederberg:

• 化学グラフ　化学者の実践的・理論的知識
を拡張する視覚言語

• コンピュータは新しい有効な理論の錬磨に
とって大いなる助けとならないだろうか？単
に物理・化学生物学における実験を行うだ
けでなく、実験の計画を手助けするような機
械、管理統制に従い、人間のプログラマー
の究極の智恵に従う、そうした機械を構想
することができる。



DENDRAL



MOLGEN
1975-1982

Peter Friedland

Mark Stefik

Ed Feigenbaum



MOLGEN
 人工知能の方法を分子遺伝学での実験
計画に応用する学際プロジェクト

–科学者は実験デザインをその都度初めから
発明するわけではない

–以前に成功した実験にもとづく抽象的な骨格
デザインからはじめる

–プログラムは遺伝学者によって作られた特殊
な規則を適用することで、目標を達成するた
めの原型プランを改良する



MOLGEN
 エキスパートによって提供された知識ベース

– Douglas Brutlag
– Laurence Kedes
– John Sninsky

 ３００のラボ手法と３０の戦略

– ファージについてのデータ
– プラスミド
– 遺伝子
– 核酸構造



MOLGEN
 代用品としての自動シークエンス
分析
– SEQ は、核酸シークエンスを保存し
、再生し、分析する

– Needleman-Wunsch アラインメント
とSmith-Watermanの改良

–パラメータはギャップペナルティ、 ギ
ャップサイズペナルティ、最大セグメ
ント距離について設定できる



MOLGEN
 代用品としての自動シークエンス分析

– PEP はタンパク質シークエンスを分析し保
存する

• アミノ酸の配列を決定determines amino acid
composition

• 側鎖と抗原部位を決定するためのHopp-
Woods, Kyte-Doolittle methods

• 二次構造の領域を確定するためのChou-
Fasman アルゴリズム

• 最適な配列のためのシークエンスの配置align
sequences for best alignment



MOLGEN
 代用品としての自動シークエンス分析

– MAP 与えられた制限クリバージのデータセ
ットにフィットするあらゆる制限マップを生成
する

– GEL酵素反応によってあるいは化学的に
生成されたシークエンスデータを「ショットガ
ン」あるいは断片アプローチ用にする

• 重複シークエンスから共通配列を作る
• 併合したシークエンスを除去する



Molgen から GENETへ
 Molgen programs on SUMEX-AIM

(Stanford University Medical Experimental Computer-Artificial
Intelligence in Medicine)

 GENET
– Telnetによる２ポートアクセス
– February 1980 に始まる
– １アカウントあたり複数のユーザーをもつ200のアカ
ウント

– November 1, 1982 300 ラボが２４時間使用
– 営利とアカデミックな研究コミュニティの間で国民的
リソースの利用を巡って争い？



 Brutlag
 Friedland
 Feigenbaum
 Kedes

License MOLGEN
主要なシークエンスデー
タベースを提供



BION Graphical Workstation
 SUN 32-bit

10mhz 2 MB RAM
 UNIX
 C, Fortran, Pascal



BION



From GENET to BIONET
 GenBank 1982

– Project 2 at NIH: コンピュータリ
ソースの必要

 BIONET 1984
– ２２ポート
– 接続時間３万時間
– ２０の掲示板
– email
– GenBank, EMBL, NBRF-PIR,

SWISS-PROT, Cold Spring
Harbor Restriction Enzyme
Libraryへのアクセス

– １９８６年１０月までに５００のラボ、
２０００人のユーザー

– １９８９年までに９００ラボ



From GENET to BIONET
 再交渉

  GenBank 1987
– シークエンスの登録に最高
２年

– GenBank 20%が時代遅れ

 IntelliGenetics Proposal
– AUTHORIN
– 出版公表を検討する前にデータの電子登録を求める
– 登録に要する時間を２４時間にまで短縮
– 一ヶ月１０００万塩基対



生物学のマトリクス

新しい自動ラボラトリー
法によって、遺伝学と
生化学のデータは、そ
れらが科学文献に組み
込まれるよりも早く蓄積
される。バイオテクノロ
ジーにおける科学研究
の問題は、ますます情
報科学の問題となる。



勇敢な新しい生物学

世界中のコンピューターネットワ
ークをかけめぐりながらあふれる
であろう知識の洪水を利用するた
めに、生物学者はコンピュータ・リ
タレイトでなければならないだけ
でなく、、生命を理解するという問
題に対する彼らのアプローチの
変更をもしなければならない。

データベースの情報量が次に十倍
になるときに、われわれがその情
報にふれ、必要なパートをより分
ける方法をみにつけることをして
いなければ、それは世界をもてる
ものと持たざるものに分割するこ
とになるだろう。



生物情報学の中心的パラダイム

遺伝学情報遺伝学情報 分子構造分子構造 生化学的機能生化学的機能 兆候（表現型）兆候（表現型）

SRAAINKHIVASRAAINKHIVA
VSYQTVSRVVNVSYQTVSRVVN
VSTATVSRALAVSTATVSRALA
GVTTTVSHVINGVTTTVSHVIN
SGVSAVSAILNSGVSAVSAILN
GVSEMTRRDLNGVSEMTRRDLN
TAYATIHVRVETAYATIHVRVE
GSQPTVSRELAGSQPTVSRELA
MSIATITRGSNMSIATITRGSN
ISRETVGRILKISRETVGRILK
FDISRLSHLFRFDISRLSHLFR
LRPSRLAHLFRLRPSRLAHLFR
MTVETISRLLGMTVETISRLLG
TLEFHLHRLFKTLEFHLHRLFK



新しい生物情報学における情報技術

データベースデータベース
機械の学習機械の学習

ロボット学ロボット学

グラフ理論グラフ理論アルゴリズムアルゴリズム

統計学＆確統計学＆確
率論率論

情報理論情報理論

人工知能人工知能



人のゲノムの配列を解読するこ
とはサイエンスではない、生産で
ある。
現在登場している新しいパラダイムは次のようなものだ。すべての「

遺伝子」が（電子的に移用できる形でデータベースの中に存在すると
いう意味で）知られるようになり、生物学研究の出発点は理論的なも
のになるだろうということだ。個々の科学者は、理論的な推論から始
め、その後でその仮説に従ったあるいはそれを検証するための実験
に向かうようになるだろう。実際の生物学の仕事は依然として「小さ
なサイエンス」でありつづけるだろうがーつまり新しい知識を生み出
すのに個人の洞察とインスピレーションに頼るという意味でー、しか
し科学者が利用する試薬は、当該の有機体の一次的シークエンス
の知識を含んでおり、それはそのシークエンスに由来するあらゆるそ
れ以前の推理のリストをも含んでいることになるだろう。

Walter Gilbert, Nature (1991)



EMOTIF: 高度に特異なモチーフ
(http://motif.stanford.edu/emotif/)



IDENTIFY ：タンパク質機能を見つけだせ
(http://motif.stanford.edu/identify/)



3MOTIF Web Page
(http://motif.stanford.edu/3motif/)



タンパク質重合
(http://gene.stanford.edu/lock/)



多重で柔軟なタンパク質重合



ドッキングとリガンドのエネルギー場



フレキシブルなリガンド結合とロボット運動



クラス

フォールド / アーキテクチャ

上科Superfamily


