
スペル訂正１２６１

deEcorrect(ｗ)：

！'ｗのスペル町正として最もあり得そうなワードを返す。

candidates＝edits(ｗ)．iteInsI）

ｃ，ｅｄｉｔ＝Ｉｎａｘ(candidates，key=lambda（ｃ‘ｅ）：Pedit(ｅ）食Ｐｗ(ｃ））

ｒｅｔｕｒｎｃ

P(ｗＩＣ)はPeditによ')針算する。

deEPedit(edit肥

，'絹典の陥率：，'、‘alb'、’alb+cld'など．

ｉｆｅｄｉｔ＝’１：retum（１．－p-spell-error）

returnp-spelﾕー error☆prOduct(Pﾕedit(ｅ）ｆｏｒｅｉｎｅｄｉｔ.spﾕiｔ（'＋’））

ｐ－ｓｐｅＵ－ｅｒｒＯｒ＝１．／２０．

P1edib＝PdistIda上afiﾕｅ（'countledi上‘））＃＃PrObabilitiesofsingleedits

候補はeditsによってﾉﾋ成きれる。この関数にワードを渡すと、適用可能な訂正を派す{ワード:編集｝

という組のdictを返す。一般的に、ある訂正にたどり締く細典は棋数祁顛ある。例えば“tcl”から･tclr

にたどI)描くには‘.c,､の後に‘･1..を仰入するか、．.r・の後に“l”を仰人すればよい。ここでは雌も確》+《の

高い絹集を選ぶ。Ｇｄitsはこれまで見た中で雌も拠雑なIMI数である。ひとつには、これは本質的なもので

ある。４種類の糊巣を生成するというのは、本当に複雑な処理なのだ。もうひとつ、これはcditsの効率

を高めようといくぶん努力した結果でもある（より迎いものの読みやすいバージョンをhttp:"norvigcomノ
spell-corr巴cthtmlに侭いた)。すべての細染を拶慰に入れた場合、ワード・ncommodIltions‐には

233166偶の候袖が存在する。しかしボキャブラリの111に含まれているのは、たった１１個だけである。そ

こで、ボキヘ，プラリ11'の全ワードの接倣辞を'IlIiiMl･算した上でeditsは動作する。’'1で再制的に呼ばれる

editsRは、ワードを頭部と尾部（コード中ではｈｄとtl)に分け、頭部が常に接砿辞リストに存在するよう

にしている。結果はresultsdictへ追加することによって収巣する。

ｄｅｆｅｄｉｔｓ(word，ｄ=２）：

｡ｄ回以下の縄典ワードのdictを（訂正後ワード：網典）の組として返す｡

resuﾕﾋｓ＝｛）

ｄｅｆｅｄｉ上SRIhd，ｔ１，．，edits）：

ｄｅｆｅｄ(L,R)：returnedits+IR+'｜'+L】

Ｃ＝ｈｄ+ｔｌ

ｉｆＣｉｎＰｗ：

ｅ＝’十１．ｊｏｉｎ(edits）

ｉｆＣｎＯｔｉｎｒｅｓｕｌｔｓ：resuﾕﾋｓ【Ｃｌ＝ｅ
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ｅﾕse：resu1上ｓに】＝ｍａｘにesuﾕﾋＳＩＣ】，ｅ，key=Pedit）

ｉｆｄ＜＝o8re上um

extensiOns＝【hd+ｃＥＯｒｃｉｎａｌＰｈａｂｅｔｉＥｈｄ+cinPREFrXES］

Ｐ＝（hd[＝ﾕｌｉＥｈｄｅｌｓｅ０＜'１識Previouscharacter

＃＃挿入

ＥｏｒｈｉｎｅｘｔｅｎｓｉＯｎｓ：

ediじｓＲ(ｈ，ｂ１，．－ユ，ｅｄ(p+ｈＩ－ユルｐ)）

ｉｆｎｏヒヒユ：ｒｅｔｕｒｎ

＃＃削除

editsR(hd，ｔｌＵ:１，．－ﾕ，ｅｄ(p，ｐ+tlIOl）ｌ

Ｅｏｒｈｉｎｅｘｔｅｎｓｉ◎nｓ：

ｉｆｈＩ－ﾕ〕＝＝ｔｌＩＯｌ：＃＃Ｍａ上ch

editsR(ｈ，ヒユ【ユ:】，ｄ，ｅｄｉｔｓ１

ｅﾕseE＃＃Replacement

edi上ｓＲ(ｈ，ｔｌＩユ:】，ｄ－ﾕ，ｅｄ(hI-ﾕ〕，ヒュ〔O)１）

＃＃入れ替え

ｉＥユenにl)>=２ａｎｄヒユ【Ｏ］！＝ﾋﾕ[ｌ１ａｎｄｈｄ+ﾋﾕIユｌｉｎＰＲＥＦｴXES：

edi上ｓＲ(hd+ヒユ【ユ】，ヒユＩＯ１＋上ｌＩ２:Ｌｄ－ﾕ，

ｅｄに１【１]＋ｔｌＩＯ】，ｔ１ＩＯ:２１）１

#＃editsの本体

editSR(ｑｏ，Word，ｄ，【】）

retumresulじ５

PREmXES＝ｓｅ上{ｗ[:ｉｌＥｏｒｗｉｎＰｗＥｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(len(Ｗ）＋１)）

cditsの動作を見てみる。

>>＞ｅｄｉｂｓ（OadiabaticO‘２）

{'adiabatic'：‘'，’diabetic'：‘<al<+ale'，‘diaba上ic'：,＜al<'）
■

スペルiiIiI:器は以下のように勤作する。

>>＞Correct(､vokabuﾕazy'）

OvocabularyO

>>＞correc上（･embracabﾕｅｏ）

qeInbraceab1eq

>>＞corrections（・上ｈｉｓｓｉｓａ上eys上ofacomnodationsEorkorrectionｓ



１

oEmispeUingsOfparticulerwurds．‘）

，ｔｈｉｓｉｓａｔｅｓｔＯｆａｃＯｎｍＯｄａ上ionsfOrcorrec上iOnsofmispellings

oEParticuﾕａｒｗＯｒｄｓ．’

スペル訂正１２６３

１５ワード11113ワードが服しく処即されているものの、“acommodations‐と.．mispcllings"は加11iでき

なかった。なぜだろうか。怨しいことに、インターネットは川述ったスペルであふれている。“miRpel

lingB..というスペルミスはコーパスに18543回避jﾙする。１１池いワード‘.misspellings・・は50万回ほど現

れるのだが、編集無しと縞巣１１側Iを比べると、淵集雌しの方が勝ってしまうのだ。967591''1現れる"thew”

の大部分もまた、スペルミスであろうと私は思う。

このスペルミスの11M題を改簿する方節はたくさんある。まず、周囲に存在するワードを用いて訂IIiでき

る。‐they，re･･が単独で現れたら、正しいものかもしれない。しかし‐ｉｎthey‘rewords~の中に現れる場

合は~their~に訂正できる。ワードバイグラムやトライグラムのモデルがここで利用できる。

本当はコーパス中のスペルミスを掃除すべきだろう。以下のスペルミスを見てほしい。

missPellings

misPellings

Inisspelings

mispelings

４３２３５４

１８５４３

，ユ４８

３９３７

コーパス全体の7％にスペルミスがある。これを修派する方法を３つほど思いついた。１つめは辞沸に

戦っているワードを持ってきて辞神１１のワードのみiI厩に用いるという方法だ。しかし辞叫にすべての析

硲や固有端制が載っているわけではない（妥協案として、小文字のワードは辞秤ワードのみⅢいてimI《し

て、大文字で始まるワードは辞許に戦っていなくても許すということもできる)。２つめは注愈深く在鋭さ

れた、高品質な出版社による書籍や雑雌からのみコーバスを得るという方法だ。３つめは、手持ちのコー

パスでスペル訂正するという方法だ。スペルiW正に用いる前のコーバスをスペル訂正にⅢいるというのは

ニワトリと卵のように聞こえるかもしれないが、これは'1｢能だ。まずお皿いに小きな細典距離を持つワー

ドをグループ化してまとめる。それぞれの剛似ワードのグループにおいて、どのワードがより出現頻度が

高いかを探す。頻出ワードが見つかったら、矧似した近傍ワードの分布を持つかどうかをバイグラムやト

ライグラムのカウントを用いて確遡する，例えば、画mispellings‐と‐misspellings画の４つのバイグラム

は以下のようになる。

mispeUingsaﾕﾕowed

lnispel1ingsas

migpeUingsEor

miSPelユiｎｇＳｏｆ

９９

５０

ユ２２

７３６０

misspeﾕﾕingsaUowed

misspelﾕingsas

misspeﾕﾕﾕngsEor

misspeUingsoE

２４１０

７４９

１１６００

ﾕ６９４３

この２つのワードはよく似た近怖ワードを持つが、、misspellings“の方が常に優位であることから、

~mispellings宮はスペルミスであるという証拠が得られる。事前の検証では、この手法がうまく働くこと

を確誕できた。しかし１つだけ問題がある。叶棟に数百ＣＰＵ時間が必要なのだ。１台のサーバではなく、
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サーバのクラスタで災行する処理として適している。

このデータドリプンｆ法は、プログラマがIﾘl示的にルールを其笈していくという占典的なソフトウェア

開発プロセスと比べてどう連うのだろうか。この11Mいに答えるために、オープンソースの優れたインl､ラ

ネット検索エンジンｈｔ$"Di屑プロジェクトが持つスペル訂正コードを見てみよう。あるワードに対して

ht:"DigのmBtuPhoncルーチンは、そのワードの発宵を炎す｢キー｣をﾉﾋ成する。例えば･･to蝿h画と“tuiT．

はどちらも･'１１F｡.というキーに変換きれる。つまりこれがお爪いのミススベル候補となる。metnphoncの

コードから文字℃蜜に対応する部分を抜粋する。

ＣａＳｅｏＧｏ：

／合

合・－ＧＨの坦合はＦとする。ただしB--GH、

☆D--GH、－H--GH、－H---GHを除く。

☆・上妃に骸当せず－GNED、－GN，－DGE-、

☆－DGｴー 、－DGY-の場合は省略する。

☆・上紀に肱当せず－GE－，－Gｴー 、－GY-の

☆埋合はｑとする。

☆・上肥に骸当せずＧＧの埋合はＫとする。

☆／

ｉＥ（(雷(ｎ．１）！＝，G・llvowel(篭(ｎ＋２))）＆＆

（･(ｎ．１）！言，N，Ⅱ（職(、・１）＆＆

（索ｉｎ＋２１！＝，E‘｜｜

☆(ｎ＋３）！＝‘Ｄ'）））＆＆

（歯(、‐ユ）１＝’Ｄ‘｜l1ErOntvい(ｎ＋ユ)))）

正（frOntv(☆(、＋ユ)）＆＆★(ｎ＋２）！＝’Ｇ'）

ｋｅｙ＜＜,ｄｏ；

ｅﾕｓｅ

ｋｅｙ＜＜０Ｋ‘；

ｅｌｓｅｉｆＩ衝(ｎ＋１１＝,Ｈ‘＆＆！noghf(食(ｎ－３））＆＆

食(ｎ－４）！＝OHO）

ｋｅｙ＜＜‘Ｆ’；

break；

このコードは.TOUGH”の中の“ＧＨ“を‘.F･へと正しく蛮換し、.､BOUGH.｡ではＴ"に変換しない。

しかしこのルールですべての場合を網羅しているのだろうか。“OUGHT.，の場合は大丈夫だろうか。

℃OUGH”と..HICCOUGH.･の珊合はどうなるだろうか。コードのそれぞれの処理に対してテストケー

スを許いて検柾することはできるが、どのワードが綱馴されていないかを知ることはできない。‐iPhDne・・

のような新ワードが川てきたらどうすればよいだろうか。手で杵かれたルールでは、開発と保守が難しい

ことは明らかだ“データドリブン方式の大きな利点はデータの中に知識が込められていることであり、単

により多くのデータを集めれば新しい知識を得ることができる点にある。もう一つの利点は、データが厄
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大になり仰るものの、コードが前潔である点にある。cUrrectが約50行であるのに対してht:"Digのスペ

ル訂正コードは1500行を超えている。昔悼火なプログラマであったビル・ケイツは、かつてこうijrった。

｢プログラミングの進捗をコードの行数で測るのは、飛行機の組み立ての進捗を重さで量るようなもの

だ｣。彼はコードの行数は資廉ではなく負債であることを知っていた。確率的データドリプン手法は、究

極のアジャイルプログラミングである。

もう一つのI川巡は移M1徹にある。ラトビアiWiのスペル町正淵を作ろうとしたi&合に、英緬版の

metaphoneのルールはほとんど役に立たない。データドリブンなcorrcctのアルゴリズムを他前錨に移柚

する際に必要なものは、ラトビア調の巨大なコーパスのみである。コードは変わらない。

他の適用分野
確率的再淵モデルでこれまでに扱われてきた分野をいくつか兇ていこう。

雲霞識別

どの自然言滞でウェプページが記述されているのかをウェププロトコル中で宣言できる。実際に、少な

くとも２つのプロトコルが存ｲI;する。一つはＨＴＭＬの中で、もう･つはHTTPの中で宣言するのだが、

時折これら２つが一致しないことがあるし、両者とも嘘であることもある。そこで検索エンジンは通柑、

既知の言語サンプルを染めた後に、実際のコンテンツに鯉づいてページを分類している。人間は、そのよ

うな分類器を書くだけである。餓先増の現場では99％を超える柵庇を持つ。

スパム検出や他の分類処理

川々1000値通のスパムメールが飛び交っていると推定きれている。スパムメッセージと非スパムメッ

セージの２つのコーバスを与えられれば、やってくるメッセージを分類できる。蛾も優れたスパム分緬器

はワードn-gram(~10.000.000.00willbereleased吟や~ourcountryNigeria摩を含むメッセージはおそら

くスパムだろう）と文字n-gmm（風vlagra肩はおそらくスパムだ)のモデルに加えて、さまざまな機能を持

つ。最先端の処即では99％を超える輔度を狩り、スパマーよりもスパム防御の方が倣兼で勝ち続けてい

る。スパムと非スパムの分馴ができるようになったら、他の柵の分剛をするのも容易だ。例えば緊勉メー

ルと緊急でないメールに分制する、ニュース記耶を政治、ビジネス、スポーツなどに分類する、製品レ

ビュー記邪を好き、腎通、蝦いに分頬することなどができる。

著者識別(計量文体学：StyIometry）
酎柵モデルは、フェデラリストベーパーズ、シェイクスピアの時、珊杵の節など、鎧争の的になってい

る著者の特定を試みるのに使われてきた。何様の技術がテロリストグループの追跡や犯罪希の特定と結

びつけに使われている。この分野はまだ発展途上であり、股先端の現場での実績も求められる梢度もわ

からないが、2004年に側かれたあるコンテストの勝者は輔度71％という成績を残した。この勝者の手法

は言語学的にはりi､純であったものの統計的に洗練されていた。

シュレッダーにかけた文書の復元とＤＮＡシークエンシング
ヴアーナー・ヴインジのＳＦ小脱「RainbowsEnd」に、本を樹木シュレッダーに投げ込んで紙片を掘影

し、コンピュータアルゴリズムを用いて両像を両構成することでl剛井館を丸ごとデジタル化する



２６６１１４章自然言語のコーパスデータ

Libmreomeプロジェクトというものがあった。拠際に、ドイツ政府のＥ－Ｐｕ”1erプロジェクトでは、ＩⅡ

東ドイツの秘密警察シュタージがシュレッダーにかけた4500万ページにも及ぶ文評を11j柵成している。

両者とも洗練されたコンピュータ映像技術に全而的に執っている。しかしijbi像が一旦文字に変換されれ

ば、訂諦モデルと山登り法探索で破片を再柳成できる。同様の技術を生命の司語、ＤＮＡでも使うことが

できる。ヒトケノムプロジェクトはＤＮＡの破片をショットガン・シークエンシング法と呼ばれる技術で

秤柵成した。「次世代シークエンシング」と呼ばれる技法は、実験案ではなく大規模な抜列ﾘﾘ栂成アルゴ

リズムでの処理がより多くを担うようになっている。

機械翻訳

Googl⑧のｎ－ｇｍｍコーパスは機械剛１１<グループの研究者たちによって作られた。他側語(/)を英柵(f,）

に湖ilRするのは、スペルミスしたワードをiiI疋するのに似ている。最良の英柵翻iiI<は次のようにモデル化

できる。

b"J＝ｎ噸ｍａｘｒＰ(ど|刀＝argmax.Ｐ(ル)Ｐ(‘）

ここでP(《,)は、ワードの､-9ｍｍデータからiii･棟した英緬のmMjモデル、Ｐ(ル)はバイリンガルコーパ

スから学召した翻択モデルである。バイリンガルコーパスとは、組となった文併がそれぞれの翻択となる

ように対応づけられたコーパスだ。最新のシステムでは、品剖や柵文解析など数多くの言語学的特徴を

用いているが、翻択に必要な大部分の知戯はｎ－ｇｒａｍデータの中にあるように思える。

議論とまとめ
膨大なifのデータを用いて、不確実な現境ドで不良投定問題(ill-Poscdplnoblem）を解くためのソフト

ウェア開発方法強の威力を見てきた。この噸ではそれは言語データであったが、大部分は他のデータに

対しても応川が効く。

これまで見てきた例では、確率的モデルが前潔であったためプログラムも短く簡潔であった。これらの

iWi潔なモデルは、人IⅢが知っている多くのﾘド柄を無視している。“choo9c8I皿in､com･'のセグメント化では、

旅行ビジネスとはどんなものであるかなどの嬰器を我々人iII1が利用しているのは明らかだ。しかし驚くべ

き瓢に、プログラムにはそれらの知識を明示的に表現しなくてもよいのだ。多くの知織は、人間が使って

いる言葉を反映したn-gramの中に昭黙的に含まれている。その許、確率的モデルは少ないデータに執っ

ていたため、より複雑であった。データの欠落を埋める統計的に洗練きれた平榊化に飛きが侭かれてい

た。今は非術に庖大なコーパスが手に入るので、平榊化モデルのことをあまり気にせずにステューピッ

ド・バックオフなどの手法をとる。

この章で学んだプログラム中の複雑さの多くは、検索戦略に根ざしたものである｡これまでに３秘類の

検索戦略を見てきた。

定金

シフト略り･には候補が26個しかないので、すべてを検証できる．



誕輪とまとめ１２６７

保孤付き

セグメント化には2,の航補が存在するが、検脈しなくても（独立の仮定のもとで）大部分は不適切で

あることがわかる。

経験則

完全換字式略号では、峨良候補を見つけたことを保証できない。しかしその'１１の一部分を探索して

股大仙の発見を期待することはできる。多くのⅢ1組では、人IMlの仕qiIの大部分は股火化すべき関数

を正しく遊び出し、検索空間の綱造を理解し、近隣を列挙するための適切な順祢を見つけることに

ある。

大賊のデータをモデルの鯉盤とするときには｢野生の｣データがなくてはならない。n-grnmの出現IuI数

データはこの性側を捗っている。１兆ワードの天然のテキストをウェプから染めるのはiWiIIiだ。その一方

でラベル付けされたスペル訂正データは自然には存在しないため、我々は４万個のデータしか見つけるこ

とができなかった。自然司語技術のうち、最も成功している適用例2つが機械翻訳と榊鮒泌織であるとい

うのは偶然ではない、これは唯のままの巨大なコーパスが手に入るからだ。その逆に文の綱文解析には、

まだ拠現できていないことがたくさんある。わざわざ作る必嬰のある柳文解析済みの文のコーパスには巨

大なものが存在しないことが一閃である。

すべての候補の$l'で確率が最大のものを探すという我々の確率的データドリプン〃法錯は、すべての

候補の中で期待される有用性が最大のものを探すという理想的なデータドリブン方法鋪の特殊解である

ことを述べておかねばなるまい。ある行動に期待される有用性とは、考え得るすべての結果がもたらす、

ユーザにとっての平均価値である。例えば、ある珊想的なスペル訂正器はドIYiな禁句を知っているはず

で、単なるスペルミスよ')も具合の悪い、ユーザに恥をかかせるようなワードを怠似'せず使ってしまった

場合にそれを数えてくれる。この理想的なプログラムは、あるワードが正しいかIⅢ迎いであるかの確率と

共に、訂正候補ワードごとに肯定的あるいは否定的な意味合いを考慮に入れる。

不確定な1M1組においては、妥当性の検証とテストに、確立された手法を用いる必製がある。ある不確

定問題に対する解を好価するときは､データを３つの巣合に分けなくてはならない。（１）学洲川(training）

データを確率的モデルを櫛築するのに用いる。(2)検孤(validation)データで組数の手法を評価して、ど

れが優れているか、他に新しいアルゴリズムは使えないだろうかと替える。(3)1M発の般後にテストデー

タを用いて、未知の新しいデータに対してそのアルゴリズムがどの程度正確に動作するかを判断する。理

想的には、テストデータは一皮使ったら捕てるべきだ。しかしデータを新規に入手するためにコストをか

けるか、モデルがデータを過学判(overIit）しないように古いデータを再利用するかのトレードオフを考

える必妥がある。なお、独立したテストデータを川意するというのは、不確定Ⅲ1岨そのものに本質的に必

要なものであって、選んだ解の種類によって必要性が変わることはない。確率的モデルではなくその場し

のぎのルールを用いてIⅢ題を解こうと決めた場合であっても、花しいテスト手法に則るべきだ。

結論として、ネット上でより多くのデータが入手しやすくなるほど、ｉＩ･算機のii卜算能力が大きくなるほ

ど、不賊火な分野で襖雑なIHl題を解く珊介には、確率的なデータドリブン方法紬が主流になるだろうと

私は確佃している。
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鴨 章

データの中の生命：ＤＮＡ物語
Ｍａ〃WbodkBenB伯ckbume

ＤＮＡは生物学的な柵成要紫である。ＤＮＡは有機体の化学的組成に関する、簡潔で耐隙11f性を側えた、

スキーマのないデータベースである。このデータベースは何両万年にも渡って、ある唯物の典間によって

設計され実装されてきた。この20年来、生物学打の研究対峨は個々の遺伝子からケノム全体に移ってき

ている。それに伴い、ノk物恢学分野の曜新研究の大半を占めるようになったのは、ケノムによるアプロー

チである。ところがここ敗年で生物学将たちが学んだのは、ＤＮＡをデータ格納叩として扱うと何時に、

データソースとして扱うことであった。

ＤＮＡに関しては２つの物語がこの本にふさわしい。ＤＮＡそれ自体はデータを符号化する手法である。

ＤＮＡはハードディスクよりもずっと以前からある、hMfMのデジタル格納庫であるというのが1つめの話

である。けれどもそれにＩＭＩ巡してもう１つの船をしたい。それはＤＮＡのデータを作り出してその愈味を

決定するという、途方もない企てについての物納である．

データ格納庫としてのＤＮＡ
ゲノムとは有樋体用のデータベースである。ケノムはＤＮＡ分子の中に書き込まれていて、人iIIIの体細

胞のひとつひとつにコピーされて桁納されている（多少の例外はある)。自然界においては、もっともiIt

純な形態の生命に至るまでこのパターンが繰り返きれる。ケノム中に符号化されているWWMには、タンパ

ク質を形成するための指示が含まれている。タンパク質は分子機櫛により柵成され、その機柵が細胞の

化学的性質を決定する。こうした観点からみると、ＤＮＡとは耐障害性を備えた冗艮牌成のデータ格納庫

であるということができる。

人lⅢの肉体のほとんどすべての細胞には''1央データセンタがあり、そこにこれらケノムのデータベース

が格納されている。これは細胞核と呼ばれる。細胞核の中に染色体がある。すべての人lHlは一対の染色

体を持っている。父親と母親からひとつずつ､それぞれの染色体のコピーをもらっている。それに加えて、

性染色体がある。女性にはＸ染色体が2つ、男性にはＸ染色体とＹ染色体が１つずつある。こうした遺伝

データの格納M(を柵成しているのは、主としてＤＮＡの２本の鋪である。それは同15-1に示すように、座

く知られた２jKらせんの形をしている。

ＤＮＡのそれぞれの鯛は、埋腿の連鎖で栂成きれている。ＤＮＡの塩坐には４猟矧一アデニン、グアニ

ン、シトシン、チミン(A，Ｇ，Ｃ、Ｔ)－がある。データベースはこの４つ組のシステムで符号化きれて

いる。人間には30億個のＤＮＡ坦基があるが、それらはわずかに異なる２つのコピーの中に保持されてい
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図15-1ＤＮＡの一部分。ＰＤＢ形式ファイル1BNA･doillO2210/pdblbna/pdbからPOV,Rayで描画したもの（カラ

ー図版５１を参照)。

麗

ＤＮＡがＲＮＡを作り、ＲＮＡがタンパク質を作る

本当の所、Ｉ〕ＸＡは何のためにあるのだろうか？ヒトケノムの大半は、明らかにほとんど役にたって

いないか、ｌf雌利用されることがない（我々には理解できないほどの微かな役削はあるのかもしれない）

ヒトケノムの2Ｗ,が遺伝jも、つまりタンパク哲作I)をI;j1Iけ負う堪獅d列を形成していゐＩ)ＮＡはアルファ

ベット‘1文‘i:で,I｝かれたﾉくきな分j'･であＩ)、lmIMiにタンハク質はアルファベッ1,2()文'i:でルかれた比被

的小さな分｣'･である。タンパク質を形作るためのjlIKJ鮒｡列のiifぴが、タンパク伽)塘かたちを符号化し

ている‘，タンパクＷ『の湊かたちと化学的組成はタンパク哲の機能を決定し、細胞の分針鵬慨における歯



データ格納匝としてのＤＮＡ’２７１

４(の役削を１１１っていぁ

DNAjjMﾘ,Ｍ１｣ﾘの符号化された．|洲Ｉを拙み込んで炎,j《するには、一巡の将殊な挑み取り盤Wltが,IZ,蝶であ

る。これはと'んなファイルフォーマットで杏かれた↑,(州Iを扱う場合でも|‘,lじである。しかし他のプアイル

と違うのは、この,蹄み取り装侭が生きている細胞の!|'でナノ規棋で動作し、個々の分ｆを将定の順番に、

ケノム中の塩雌の1kぴlWiに雄づいて並べるという点であるＲＮＡはＤＮＡよ')短命の親戚にあたり、

DNAと伺微の１文‘了:コードで沸かれている世伝j亀がi門性化されると、タンハク賀|州WはＲＮＡ中に遺伝

ｆのコピーを作る作られた遺伝子のコピーは、タンパクWiをベースとする機柵に移送されてタンパク質

分７．に翻訳される。ＲＮＡの個々の分子は、多くのタンパク質分子のテンプレートとなることができる。

このようにＤＮＡとタンパク質は密接に諾ぴついているタンパク質は、ケノム''１の堪坐配列の指,J：に

従って新しいタンパク価を作る機櫛を提供すゐ。ＤＮＡは｢ﾉﾋ命の背写真」と鞍えられていゐが、これは細

胞'１１にあらかじめｲＭ;していゐ分｢．、将にタンパクＷｉの股,11.脚とみなされることを,｣《している‘，

細胞はIliI激ぺ』その他の必甥に応じて、タンパクW(のﾉ即睡iljIl伽できる。これは巡伝｣｡･を析州化する役

割をもつタンパク髄のﾉk雌を制御することによってｲiわれるc’この機構を用いると、ある細胞から別の細

胞にシグナル分｡ｆを送ることによって制御することが'１J能になる。例えば、ホルモンがその例だ。医薬品

もこのメカニズムで効くものが多い

それぞれの巡伝．fは、Ｉ,M1)に位侭する塩J帥｡列によって「タグ付け」きれており、このタグがタンパク

質の生巌を制御している（例'5-2参照）これらのタグを特定して標的とするタンハク背が、ゲノム111に

符号化されている。ﾉk産を瑚進するタンパクf'iがあゐ・ﾉﾉで､生成をブロックする別のタンパク質がある。

エンハンサプロモータ撹伝子

図１５－２ある追伝子の近くにその発現を規定する細胞槻柵と相互作用する領域があるＤＮＡの厩|Ⅲ図。この図では、造

伝子の前の部分にブロモータとエンハンサがある。これらの要素は、消伝子に付けられた「タグ」として、いつ発現

すべきかを細胞に教えている（カラー図版５２を参照)。

薬でＤＮＡのデータ格納庫をハックする

オライリーの｢IIacks-シリーズから?DNAIlilck葛｣という水が出版されて、人lNjの遺伝ｆデータベース

を変更したり、11柵成したり、何らかの｢拡張｣したりする〃法が100通り評かれていると想像してみよう瞳

そのうちの1ｔ分は、「(1タンパク質共役受祥体((}l》(1Rﾉ」と|l‘Fばれる．逆のタンパク仇の働きをブロック

するか、促進する方法になるだろうというのも、｜ｳﾐ'細A令休の1%数は(11)(､Ｒをターケットにしている

と推定されるからでああ例えば、胃酸はあるＧＩ,(､Ｒに作川する体内傭サの刺激によって分泌される

信号分子がＧＰ(､Ｒにヒットすると一連の柑互作川が起こり、ＤＮＡ中の遺伝子をi&性化したり非活惟化し

たりする。潰癌や胸焼けの治療に使われるZfmtacという禁は、ＧPCRとの間に割って入って体内信号を

ブロックする作川があるそれはちょうどＥメールのクライアントツールが、スパムメールが入ってくる

のを防止すあ贋いテクニック（例えば、“ＶｌｊＷ･I，,を含んだｌｌｉり･をブロックするといったようなﾉj法）をう

まく利川しているのとiril微である。Ｚant“はＩもっと賊を」という隅号が細胞雌を皿I)抜け為のを妨げる

賢いハックなのだ。

ＤＮＡの「メタデータ」には特筆にiIliする形式がある。一般にケノムは読み取り専川のデータベースと考
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えられている。しかし、環境典閃に呼ﾙ出してＤＮＡが化学的に変桃した結果、なんらかの遺伝子の働きを

抑制するようになることがないわけではない。このような化学的変化は、Ｉ〕ＮＡのコード自体に変化を加

えるのではなく、付加情描を追加することによって｢修飾｣する。この「修飾」によって、細胞機櫛が通伝

子を転写する作用は抑制される。こうした変性についての研究はエビジェネテイクス十と呼ばれている

が、この分野はまだ生まれたばかりであり、今後その役割に注、が染まることになるだろう。ＤＮＡ堪鵬

配列の変更によらない遺低子発現の変化によって、特定の細胞にとって不製な遺伝子のスイッチがオフ

になることはよく知られている（筋肉を柵成する細胞には、肝綴細胞とは兇なる遺伝子の災合が必製だろ

う)。興味深いのは、現境に応じて遺伝子のスイッチがオフにされることがあるという点である。これに

関しては「DNAHacks｣の将来の版にはIⅢ通いなく１章を割いた記述が戦るだろう。例えば、成是促進ホ

ルモンは飢餓に呼応してスイッチオフされる｡こうした変化が子供たちに受け継がれうることを難える

と、このIIllMmlは火蛮興味深い。それは、枇々 の唯ii1iのｲl:方の納果として得られた迩化が、子孫の遺伝子

に影轡することを怠味している。そのような影脚の及ぼしかたはありえないと以前は考えられていた。

ガン

ガンは・群の細胞の成長が制御不能になる荊気である。ある細胞の成災と位世づけを制御しているの

は遺伝ｒである。つまり、細胞の分裂のｲl:方は避伝子によってiMl伽されている。さらにヒトケノムには、

肌癌抑Ijll逝仏ｆとして知られた遺伝子が多数含まれている。肌柵抑Ijll通伝子は、細胞の成奨が制御不能

であると判断するや、その細胞をシャットダウン停止させてしまう資征椛限を持っている。だとすると、

ガンはどのようにして発生するのだろうか。その答えは、データベースが破拙することによって、である。

発ガン性化学物質（例えば、タバコに含まれているもの)、放射能、ウイルス、これらはすべて人Ⅲlの

ＤＮＡを変性きせてしまう力を持っている。

コンピュータのハードディスクにごく少数の変化が起きても、迎いに弧づくことはないだろう｡しかし、

十分に大きなダメージを受けると、プログラムはクラッシュしファイルは11Mけなくなる。全く同じことが

ケノムにも当てはまる。大きなダメージを受けてしまうと、遺伝子の規制は滅茶苦茶になり、制御不能な

状態になってしまう。狩定の遺伝子がダメージを受けると、その細胞はn分日身に対して、どんどん成災

して分裂するように佃号を送り始めてしまう。そして〈ili描抑IljlI遺伝子などの）他の遺伝了･がすっかり非

活性化きれてしまうと、ガンへの巡のりが始まる。

もちろん大方の場合、ハードディスクの伯軌性は非常に高い。たいていのディスクには、不良セクタを

検柵してi1j割付けする仕組みがある。また、ディスクにダメージを受けたことを検出してユーザに通知す

る(例えば､ＳＭＡＲＴモニタリングのような)仕組みもあるｃそれらに加えてざらに侭頼性をあげるために、

RAlD-l柳成で２つのハードディスクをミラーリングすることもできる。Ｉ‘j'一に保たれる２つのハード

ディスクドライブがあれば、仮に片方の卿子が懇<なっても、もう一方に切り僻えてデータを正常に鵬す

ことができる。細胞には、ＤＮＡの仙傷を検出して修理する機柵が伽わっている。ＤＮＡ分子が二爪らせ

んの形で存征することを思い出してほしい。片方のらせん上の坦韮は、他方のらせん上の対応する地雅

と補完しあっている。もし片方のらせんがダメージを受けても、もう･･〃をテンプレートとして使うこと

によって惟復できる（これはRAll)－１のアプローチである)。別の機柵は、さらに甚火なダメージをも修

正する。もしダメージを修復できない珊合は、lMi癌抑制遺伝子がキックされて細胞分裂を抑止し、雌終

寸訳椎：エビジェネテイクスとは、ＤＮＡ岨基肥列の愛化によらない逓伝子発現の変化が細砲世代を超えて継水される現象を研究

一ｹる学川釧域&
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ＤＮＡの複製
Ｇｐｘ３Ｃ

Ｔ■Ａ

データ格納匝としてのＤＮＡ’２７３

い鋤

図１５３ＤＮＡの複製の進行の様子：オリジナルの２本の鎖(白色)を、２つの新しい鎖(黒色)のテンプレートにする。

その結果、２つの新しい二重らせん高分子ができる（図はh1tp://genomegov/gIossarv,cfmより)。

的に細胞ﾀのプログラムを起助すろ,、その紺鵬、うまくいけばその細胞を別の細胞で|雌換えることが川

緋できる〈これは'叶いアプローチである）

人体には10()兆(1Mの細胞があるとされるが、この激に想いを巡らせてみよう。（例えば)5000台のハー

ドディスクで僻成ぎれた,il算用クラスタを稼肋させてみると、故障がいかにﾘ､略に起き為かを身をもって

知ることになるだろうそれに比べれば、１０()兆側もの細胞でできた人体がガンにな為洲ﾘ合が想像より

ずっと少ないことに鮒かざるをえない

冨製

先述のように、ＤＮＡは２つの鎖が諾まりあった僻造をしている２つの鎖は州卿こ補完しあう，ＤＮハ

の‘I砿類のj、雌は、もう一方の鎖の反対側のjMﾉ‘蝶とそれぞれ補だしあっていあ（Ａは'1,と、（1はＧと補充

しあう)。『ノトソンとクリックは、このI)NAlIIjMiをIﾘlらかにした,倫文の''１で、今ぺ』ｲ1.fiになった擁えめな

‘i蝋で次のように述べている。「我々 がイルJ：した朴殊なkill仙世が、ただちにjiI1仏物ｆ'〔のコピー機冊を,｣《唆

していることに虻づいていないわけではない｣。

それぞれのＤＮＡの鎖は、もう一方の鎖のテンプレートである。二飛らせんのコピーを作るには、細胞



表15-1普遡的なゲノムコード：３文字の可能な組み合わせはそれぞれ「停止」コードかまたは３文字略語で表配し

た204mのアミノ酸のどれかに対応している。

の''１で2つの剛を切り離した上で、それぞれをテンプレートにして旭蛾を袖完することによって折しい鮒

を作り上げればよい。１つの細胞が分裂して２つの細胞になるときには、まさにこのことが起こっている

(図15-3参照)。

暗号解読
2111ｔ紀のディスクドライブを発掘する未来文明の姿を想像してみよう。その文明においては、ファイ

ルシステムという概念に関しては理解できるかもしれない(前述した通り)。しかしディスク内のテキスト

ファイルは峨終的にバイナリ形式で保存されている。７ビットを一続きにして一つの文字に変換するため

の７ビットアスキーコード炎の知識がなければ、そこに書かれている内秤を理解することはできないだろ

うｏ

アスキーコードを解雌するようにケノム中のコードをリバースエンジニアリングする作業は、1961年

にFmnsisCrickとSydneyB“nnerによって側始された。アスキーコードは、２文字のアルファベットを

用いておよそ90個のキャラクタ文字を変換するように設計された。そのためには、２の７乗＝128なので、

1つのキャラクタ文字につき７ビットを使う必要がある（実際には当初からパリティ用にもう１ビットが使

われている)。ＤＮＡの１１t界では、４文字のアルファベットで21個のキャラクタ（20植類のアミノ陵と停l上

偏号1Wの１つ）を符号化する必要がある。そのため、１つのキャラクタに３つの塩堆が必要(4の３染＝６４）

になる（炎15-1参照)。
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デジタルストレージとしてのＤＮＡ

データ格納匝としてのＤＮＡＩ２７５

ケノムを形作るのは進化の力である。しかし、ダーウィンが初めて進化というアイデアに関する仮説を

立てたとき、ＩⅢ題が1つあることが彼にはわかっていた。背の高い人と低い人が子供を産んで、その子供

がたまたま中くらいの身長だとすると、「背が高い」と「背が低い」という遺伝性の梢級が不可逆的に１つ

にブレンドされたと常識的には考えたくなる。叫女両性によるﾉt殖によって、棚は平均的な状態に導かれ

るに迎いない、と。だが実際には、遺伝子が不可逆的に交じり合うことはない。そのことは、ダーウィン

の同時代人であるグレゴール・メンデルが峨初に発見した通りである。

その根拠は、ＤＮＡのデジタルな性質にある。‘l'くらいの身長の子供は、父親の遺伝子と雌親の遺伝子

の正確なコピーを-.組ずつ持つことになる。遺伝子が交じり合うことはない。例えば、遺伝子のどこかが

半分Ａで半分Ｔの状態になるようなことはありえない．それゆえ、遺伝子の梢柑は失われず、変容される

こともなく子孫に受け継いでいくことができる。ＤＮＡがデジタルなストレージであるからこそ、復雑な

訳椎：コドンとは、アミノ肢を特定する遺伝情棚の最小j1t位で、アミノ酸１閥に対応する３つ細の岨勝配列のこと≦

訳注：映向「シヤイニング」の中でＪａＣｋＴｏｍ１恥錘は、「ＡｌＩｗ⑨ｒｋＩｍｄｍｐＩａｙｍａｋ“Ｊ“k4hdulIlHjy」という‐･文をタイプライ
タで何校も織り返し打f,続ける］

例えば、ＡＣＴという３坦雅は、トレオニン（thr“､inc）というアミノ骸の11W号である。遺伝子の''1の朗

択機柵にＡＣＴという三つ紐が現れると、成災''1のタンパク質分子にトレオニンが仰人される。注意すべ

きは、（20棚馴のアミノ酸プラス停止侶号で介針21の）偏号･の数よりも、コードの数(64)のほうが多い

ことである。これは、三つ組コードにはもともと冗災性が備わっていることを怠味している．ほとんどの

アミノ駿は、１つ以ｋのコドンｆで符号化される。

災際、多くのコドンにとって姫後の３文字11はどうでもよいか、敢饗な意味を持たないものである。そ

の結果、突然変拠（例えばＴの代わりにＡが来るような塩鵬の変化)が起きてもタンパク質が影騨を受け

ないですむIjI能性が賦大になる。このように、タンパク質構造中の変化によって受けるダメージの可能憐

から守られている。

ヒトゲノムは{u1.1．臆年にもわたる偶発的な拭行鮒挟の染まりを経て成長してきた。その結果として、ヒ

トケノムのＩ１ｌには何の機能の役にも立たない嬰淵や、Ｉ１的とする機能をぼんやりとしか叩解できない喫紫

が満ち溢れている。「ジャンクなDNA」という炎現は今では流行遅れになった。しかし、あるＤＮＡを退

択して削除しようと働く〃がとても弱いから、またはそうした働きがないからという消極的な理由によっ

てのみ存在しているようなＤＮＡが大量にあることは確かである。

ケノムに対して自分自身をコピー＆ペーストできるような要紫もある。例えば、Ａｌｕという要素は300

個ほどの塩鵡でできた断片であるが、191分191身をＲＮＡＩｌ３にコピー仲人するのに必喫な冊慨を保有してい

る（RNAはＤＮＡに非常によく似通った、ＤＮＡよりも短命の親戚にあたる分-fである)。そして、別の場

所にあるケノム中に自分のコピーを脊き戻す。この結果は次のことに似ている。スタンリー・キューブ

リツクの映両｢シヤイニング(原組：TheShining)｣の主人公JackTormnceに、一冊の本を共同で書こう

と提案した結果、文京の合Ⅲ合間に「Allｗｏｒｋ&、《１，０１〕lnymakesJnckndullboy」というフレーズを何

千何も評き込まれてしまう$、といった凡合である．ＡＩｕ饗紫は、ヒトケノムのうちの10％をも占めてい

る。このような嬰素があるために、ヒトケノムの研究は、より小さな布機体のケノムの研究に比べてずっ

と複雑になっている。ヒトよりも小さな有機体では、ケノムの大きさ自身に制約があるために、Ａｌuのよ

うな要素の叩剛は阻止されている。

ｆ
土
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′k命が地化して存続できる．

アルゴリズムとしての進化
進化とは、人間の細胞中のＤＮＡを創り出した砦本アルゴリズムの呼び調であるニこのアルゴリズムに

ついてはよく知られており、突然変異によってＤＮＡ坦唯配列が変化するときれている。それでは、突然

蛮拠による進化が起きるとき、ＤＮＡの礎かたちはどのように変化するのだろうかし，（進化の定義を、ある

11t代から次の世代に挫け継がれるI〕ＮＡ坦鵡配列の雌ぴが変化することとすると）聴くべきことに、進化

は進択に関しては中立的なのである。中立的というのは、イj機体に何の影響も及ぼさないような変化もま

た進化に含まれる、という怠味である。なぜそう言えるのかα有機体に影稗を及ぼさないような変化が小

さな個体群の中で発ﾉｔした珊介は、その変化が将来その個体群の中で優勢になるチャンスがあることは

IﾘIらかである。個体群の規棋が大きくなると、そのような蛮化が優勢になるチャンスはより少なくなるだ

ろう｡しかしそうした影腎を及ぼきない変化の数は、例体俳の大きさに比例して州大する．そのような意

味で、進化の力の及び方は中立的ということができるのである。

このことは、個々の個体|Ｈ１の述い、そして種族ＩＮＩの述いを解釈するうえで敢典な愈味を持っている。進

化が''１立的であるということは、２つのケノムINjの述いに側する何らかのモデルを作れないことを意味す

る。そこで科学将たちは、中』Z的な進化の「アルゴリズム」からは２つの乳なるＤＮＡ地唯配列が創り111さ

れることはあり得なかった、ということを永そうとする。それは、同一の遺伝子に閲して祁族間で違いが

あるという点に関心の媒点を当てたいからであるっ変化の削合を見横もった上で、中立性理造に照らして

考えた場合より早いのか遅いのかを決定する。もし変化が予期きれるよりも多ければ、それは恐らく、そ

れらの変化が有機体にとって機能的な改良を提供してきたからであり、その変化はその佃体群の中で忠

述に広がっていくだろう。もし変化が予期されるよりも迎いのであれば、遺伝了･の011【嬰性のほうが勝った

のであり、そうした変化の大部分は''1W:的に存続できなくなって進化の過裡で排除されることになるであ

ろう．

靴族の中におびただしい数のバリエーションがあることは、次のことを意味している。目下の所、リ

ファレンスとなるヒトケノムは致人の人間を混合した状態を戎現した、１本のリニアな糸のように思われ

ている‘しかし、個体群の111のバリエーションを包含した１つのグラフとして炎現したほうがより合即的

である･その蝋合、ある個人のケノムはリファレンスとなるグラフ上のトラバースとして炎現できるだろ

う。

データソースとしてのＤＮＡ
プログラミング訂硲で扱うjﾙ合、ＤＮＡはIIiなる文字配列である。

Ｃｈａｒ(３管ユOへ９）human-genOme；

ヒトケノムの全梢報は30侭佃のキャラクタ文字で柵成されている。もっとも効呼<の想い自家製プログ

ラミングFi研を使ったとしても、これをメモリヒで扱うのは容助である。しかし、この30億個の塩雌の

l［確な雌び叩を解析するプロセスには必墜なものがある!）化’７:と生物梢級学にまたがる傑出した努力と、

研究所内での実験作業と、多数の'''1転磁気ディスクである。

ヒトケノムプロジェクトは>ｌｉ初、これら30億個のすべてのキャラクタの雌びをひとつずつ示すことを



データソースとしてのＤＮＡｌ２７７

目柵にしていた。火規棋で大雌の処理を行う世界中の研究機IMIの多くで、学術的雌制･を血外視して、１３

年Ⅲに渡って数十億ドルを費やすことになる作業に取り組んだ。そのｕ的は、ヒトケノムに側する略牢で

正確なマップを作成して、万人が雌料で利用できるようにすることだった。2001年２ｊｊの研究錯文で、

英国、アメリカ、日本の科学将が参加したコンソーシアムが初めて、ヒトケノムのドラフトを薪すのに成

功した。何のアノテーションﾞもIM1迎データもない状態でｉｌ･丑すると、ケノムは１０ギガビットになった。

これは、ｉPodもＵＳＢメモリもまだない時代においては、十分人きなhtだった。ところが、このデータが

地球上のあちこちで複製されるにつれて、必災なストレージは術数IMI数的に州大し、そのためこのデータ

の全体砥はもっと大きくなった。科学者たちはデータを分析し、遺伝子マーカや疾揃指標を漁り、ハツカ

ネズミや酵母1Wや病原体から抽出して利用可能になった別のケノムとの比較を行うようになった翁最初の

１０ギガビットのデータが、近代生物学研究の基礎となったのである「

一気に2008年まで譜を進めよう。ヒトケノムにはアノテーシヨンが十分に追加され（http:"msenble・

org)、ヒト以外に40以上の仙峡のケノムの塩培配列が解併された．解珊きれた棚には、ハツカネズミや

チンパンジーやカモノハシが含まれている。GenomeCampusのMorganBuildingの一伽にある会縦室

にて、ＩＴの専門家、情報科学の帆､l家、科学者を集めて、次11t代のＤＮＡ配列解析を縦論するWellｃｏｍｅ

慨u8tSIm宵erlnstituteの会縦がIHIかれようとしていた｡

会拙の席上では、いくつかの散字が提,J:きれていた“それらの数'↑gは、いくつかの配列解析M1技術プ

ラットフォームにINJする数仙である”それらのプラットフォームはどれも、ケノム悩報の冗促でない性質

を探求することを目的として鏡合していた。最初のヒトケノム配列解析の際に行われたのは、何T･もの塩

蛙のペアを一庇に読み込んで堪雌配列を解析する方法だった。それとは違って、ショートリードで読み込

むのはわずか30個から50個の地堆だけである。３０世側の坦鵬という大海の中で、特定の染色体の狩定

の位世を商い梢庇で純み込むように決定するにはそれで-1.分である。キャピラリ刑ケノム配列解析の規

棋は当初キロリi位だったが、シヨートリードによる配列解析作業に必要なデータ容吐がlﾘIらかになるにつ

れて、すぐにメガ単位の計算に脳われることになった。手沸きによるプロセスのダイアグラムがあっとい

うIHlにホワイトポードを埋め尽くしていった。このプロセスは、ＤＮＡの小さな断片の派確な配列順序を

同定するために、坦蜂の蛍光イメージ岡を用いる方式である。

研究所の学術的II的を述成するために必嬰な新しい盤倣にⅢして、性能と政宇にIMIする縦鐙が行われ

た。ホワイトボード上の他のどの数‘igにもまして、一つの散下が服び抜けて際立っていた。６か月以内に

は、研究所は50テラビットのデータを新しく生み出すことになる。それも、１週間ごとに、毎週。

公縦索はiWiまりかえった。

たとえ、上1,ケノムの塩雅配列解析用の配列解析装慨を多数（100以上)抱える能力があり、さらにそ

のデータを分析してアノテーション州細を付加するWNIハードウェアを現場に保ｲiしているにしても、こ

れほど大Ijtの生怖報を扱うことはこれまでの生物学の領城にはなかった。

新式の配列解析用プラットフォームは、研究所にとってすでに1.分大規模になっている必要データ容

最を桁迎いに塗り替えることになる。研究所の15年の腰史の中で必要なデータ容量はほぼ術数間数的に

増大してきた。その当時の頂点は、政ベタバイトのストレージシステムを駆動する１万７７･のオンライン

ディスクだった。折しい配列解析技術はそれと同じ品のデータを、今後1年から１年，卜で廉み川すことに

なるの

↑訳注：アノテーシヨンとは、塩購配列の生データに対して、生物学的に意味のある情報を付与すること、特に、ＤＮＡ塩蕪配列

中の適伝ｆの前域を特定して、その侭能に閃する記栽を与えること‐
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ＧＵｎ⑪ｍｃＣａｍｐｕｓにはいつものように配列解析装佃が続々 と到珊し始めた。，卜年後には、派業史の'1’

でも雌大のスケールで、サーバ群、ストレージアレイ、ソフトウェア、データベース、州棚管｣HI1ツール群

を栂蕊する物汗が、晶初の会縦の節減をかき消した。

飛躍的な一歩

新しい技術によってケノム配列解析はﾙlM1的な一歩を災現した。有用な堪雅配列データをメガ肌位で

産み出すためには、前世代の装仙では超人規梗な設側が必要だった。たった，つのケノムの配列を解析す

るために、何年にも渡って莫大な賀川がかかっていた。

リ１－のケノムの配列解析が役に戒つのは、種族間でゲノムを比較して眺めたときである。ＤＮＡ配列の

部分部分は生物学的な敢妥性を排っていて、進化の歴史を辿して保持されている。そして、その保存さ

れた削域を特定することはﾉk物学の進展に寄与する。疾描において役削を果たしているかもしれない、

Il新しい通伝-fを生物学番が狩定するのに役立つのである。

キpjll位の配列解析が充壁に正確であることはめったにない。本当のメリットは、同一の坦峰を個々に

独立して多並に計測して配列を解析するのに、統計学を利用できる点である。そのためにあれほど大規

模な装佃を配伽することが必嬰になる。シヨートリードを行う新11t代の配列解析装佃は、一回の実行につ

き、リ1L一のjM雄を何百〃1111も拙み込む。それによってケノム解析の梢度を上げるが、それこそが比鮫遺

伝子学においては本質的な意味をもっている。

解析梢度を向上させたショートリードの椛列解析方式によって、初めて個々のヒトケノムを多数柵築で

きるようになった。それによって、ある１人の人間のケノムに間するデータベースを広範に洞察できるよ

うになる。このようにゲノムIHIの比絞を行うことによって、ある人が他人に比べて、例えば高血圧や肺ガ

ンになりやすいのはなぜかを狩定できるようになる。あるケノム中の塩雅のごく少数の迎いが、こうした

過伝的な疾捕索質につながることがある。それはたった１つの塩雅の述い(SNP､一・坦船多剛と呼ばれる）

から、あるiii位の繰り返しの集まり（CNVと呼ばれる）にまで渡る。３０億個の塩避中のごくわずかな変化

が、多くの疾病状態の謎を解明する鍵となりうる。ショートリード技術によって解析された何百万ものコ

ピーの中から、ＤＮＡ連鎖の特定の位俄に雌んでいる堪鵡を比彼する。それによって、２つの個体IⅢにお

ける特定の坦嶋の特定の差異が、配列解析時の盤りなのか、それともヌクレオチドに小さな変化が起き

ている笑際の現場なのかを確侭をもって解析できる。忠将の肥録や他の研究の結果を元にアノテーショ

ンを付加することによって、それらの叢異が疾捕に結びついているのか否かを明らかにできるだろう。

『神様、塩基であふれそうです」
ゲノムの配列解析プラットフォームを技術的にどう火現するかに閲しては、縦倫する価仙がある。それ

は本質的に一本の線形な典成パイプラインである。その中で佃々のＤＮＡは原材料として扱われ、ｉ１１.澱さ

れた後に配列解析装置の中で光化学反応に向けて準価を終えられる。数百万の小断片に分削きれた後で、

断片は数百万回も複製きれた後に、将別に準備されたガラスのスライドに塗りつけられる。こうして準備

きれた小さな塩基の鎖は、特別にタグ付けきれた塩雄がＡとＴ，ＣとＧという互いのベアに結び付けられ

て洗浄されるＵレーザ光を照射すると、これら塩泌は汎なった波催で発光する。写真にMiると何千もの

点ががるが、１つの点は光っているＤＮＡ堪鵬の塊を表している（間15-4参照)。プラットフォームに対す

る要求が乗数となって莫大になることが明らかになるのは、まきにこのときである。それぞれの写真イ

メージはメガピクセルの解像度に過ぎない。シヨートリードでは、各塩基について４枚のイメージを撮る。

---弓



データソースとしてのＤＮＡ’２７９

塩雌ごとに、それぞれのMiftについて、１校ずつこれでl侭ｉｓ牧のイメージになる

ところが、それぞれのイメージはI〕ＮＡの塊の．部分をカバーしていあにすぎないＩ〕ＮＡの塊は柵()ＩＭｌ

のタイルで炎され(雀,〃88.1()枚)、さらに８本のレーンに盤'膳れ患い９ﾉj0720枚)。通常、Ｉ)ＮＡ巡航の

配列解析は、而順と逆叩く/)IlIj〃lhlから実行される（78〃1440枚）これに加えて、配列解析動作'1$のレー

ザ強度や流体計測から作成されゐ付川|的なメタデータもある

あれやこれぺ』すべてを合わせあと、１つの盤|i'tから-11に、１テラビットのデータが雌み{11される。

その後、作成されたデータはイメージ解析ソフトにかけられるこのソフトは、塩坐配列を解析すゐた

めに、発光強度に蛙づいてイメージの集まりを並び替える、ここから今I更は、個冷のストリングや、ＩＴＩ質

スコア、強度の詳剥l、クラスタの位澗やその他の関連メタデータといったものを含むファイルが生成され

るこの情報は実際には、ド流のさらなる分析で用いるための２つのファイル形式、随stq形式とＳＲＦ形

式で肥述されるこれは天文‘'牌分１Ｗ)岡依からもらってＷ流川した、階伸i的なデータ形式である

図１５．４１IIuminaGA2による配列解析イメージ：個々の白い点はＤＮＡ分子が何千も鯉まった塊で、レーザ下で発光し

ている。

イメージ附微度や拙み込み災がIli純に｣柳加するだけでも、データの似いと解析にとってはlltﾉくな趣味

を捗っている。ＳＩＩ,噸〔､,,のWijM'１１.ｌｌＩＷｌｌｒプラットフ,+ーム(ﾉ)輔一バージＩンは、36,,,,の塩ﾉﾙを一.皿に,Mdみ

込むショートリードで1IMI作す為ことができた。（sIm群,､のl(＆,)ラボで＃Lｲ恥成して助いているブ1Ｊトタ

イプのように)読み込む堪堆対が100佃の長さになるとイメージのＮｉは３傭になる（233万4320枚)，これ

らはちょうど４０台（この文井が談粁の11に触れる頃には多分もっと湘えているだろう）の装置で他成され



２８０１１５章データの中の生命:DNA物語

~ 可

た１つのプラットフォーム上で′k成される『’１つのプラットフォームが.週ⅢI迎統で１回稼動するたびに、

総叶9300万枚のイメージが厳み出される。介Iil．すると、が週およそ75テラビットのデータになる．

どうやってこれを扱うか。

データの大洪水との戦い
遺伝ｆのデータセットを桶蕊するためには、配列解材装価を大硫に配側するというサポートが欠かせ

ない。１０００ケノムプロジェクト（httl〕:"1000genomGs・org）や凶際ガンケノムコンソーシアム（http:〃

www・icgc､org)のような、ゲノムに関連する大規模な研究にもこうしたサポートが必要不ﾛI欠である｡こ

れらの研究は今後20年間、生物学研究にとって莫大な価値をもたらすと期待されている。世界中の大規

棋なケノムセンターがこうしたチャレンジを行ってきたことは賞鶴に仙する。例えばSanger研究所は、

IllumimlGA2というケノム解析渋|冊を35台以上保ｲiしている。この装lHは、英国Cambridgeから10マ

イルほど剛に位WfするHinxtonにあるGenomeCnmpus内のI苛性能な施投で稼動している。

Sanger研究所の配列解析プラットフォーム
研究所内の１１'核サービスとして機能しているのは配列解析プラットフォームである。研究所の所側とそ

の共l‘jl研究将たちは誰でもこのサービスを利用して、遺伝子研究をｎ々池めることができる。施‘没に対す

る滞災は非術に多大なものがある。この簡喫に応えるべく研究所では、施股の巡川に供する-.迎のツー

ルとプロセスを側発している。

プロジェクト管理

研究汁たちが実験を‘il画する際や配列解析施投管理者が容凪と性能をtil･'１Biする際には、いくつかのプ

ロジェクト椛即ツールをうまくまとめたシステムが使われる。それはScquCncescapeと呼ばれている。

Sequencescapeは研究所内の少人数の淵鋭チームによって開発されたもので、現在も保守きれている。

SeqUencescapeはRailsで記述されており、通常のブレードサーバ上で稼動し、MySQLを使っている。

Scqucncc8c川〕0はイントラネット総'11で利川稀に提供されている（http:"ｗｗｗ.san間er・ac､uk/)。

斬規プロジェクトで配列解析が必嬰になると（その嬰件は、関心対蝋のjll一献料について一・''１１だけ火行

して１ギガベースほどのデータを産み川すものから、何万もの拭料群について何千ｕも実行するものま

で、さまざまな可能性がある)、Sequcnccscapeにその要求を登録する。その際には、科学的意義の鋭'ﾘｌ

や予棟梢報、迎絡先といった関連メタデータも一緒に登録される。

次に、配列解析用の試料を１つずつ、Ｉ‘１じょうに登録する。その後で、施設に対して配列解析実行要求

を提出する。この実行要求が配列解析プラットフォームの鵬本作梁i1ｔ位となる鯵ＤＮＡの試料実体を研究

所のチームに手渡すと、準備が整えられた後に配列解析に供きれる。

配列解析川のＤＮＡ試料を準備する作業は、複雑な手作業によるプロセスである。研究所のパイプライ

ンを継続的に改善することもそのプロセスの一部になっている。ＤＮＡの批料実体はある試験管から別の

試験管へ秘きれるが、その移動は人手を介する器具による場合、コンピュータ制御きれた脚動装慨によ

る場合、さらには物理的に別の研究所川でやりとりする珊合、とさまざまである。そこでは、拭料の「ラ

イフストーリー」を雌録することが決定的に虹饗になる。なぜなら、配列解りr結果やラボの処理能力をレ

ビューする際や、研究所のパイプライン中の枕iK不良や機能不全に陥った筒所を将定する際には、出所

由来を示すこのメタデータが重要になるからである。ある試料中のＤＮＡがどのようなものであれ、何か


