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分子進化学の基礎
京都大学大学院理学研究科生物科学 ･宮田

隆

分子で生物 の進化 を考 える分子進化学が誕生 して 40年 にな ります. これ までの分子進
化学 は大 き く2つの流れに大別することが出来 ます.1つは分子 か ら生物の辿 った進化の
歴史 を再現す る分子系統学, もう 1つは分子その ものの進化の メカニズムの研究です.
§突然変異 と進化
従来,過去 に生 きた生物 の化石が進化 の研究の主役で した.今で もその重要性 には変 わ

9
6
0年代 になると,進化 の証拠 を化石だけではな く,DNAあるいは
りがあ りませんが ,1
タンパ ク質 といった分子 に求める分子進化学が発達 しま した.DNAは遺伝情報の担い手
であることは良 く知 られてい ますが,また過去 に起 きた生物の進化 に関す る情報 も同時 に
担 っているのです.DNAは取 り扱いが容易であ り,分子生物学が進歩 した現在,現存す る
生物か ら DNA を取 り出す ことがたいへ んや さしくな りました. また,そこか ら得 られる
進化 に関す る情報 は客観性があるな どの,従来の化石 にはない種 々の利点があ ります.こ
うした利点か ら,い までは DNAや タンパ ク質 といった分子 を使 って進化の研究が盛 んに
な されてい ます. どの ように して DNAか ら進化 の情報 を取 り出 しているので しょうか ?
突然変異 は 1つの個体 の DNA上 に起 きた変化であ り,個体 の生存力 に大 な り小 な り影
響 を及ぼ します.霊長類 は視覚が発達 し,立体視が可能 にな りま した.立体視 の能力は木
か ら木へ と渡 り動 くときに,枝 と枝 との正確 な距離 を把握す るのに大変役立 ちます.つ ま
りこの ような変異 は生存上有利 な変異 とい うことが出来 ます.また霊長類 にとって色覚 は
非常 に重要です.薄暗い森の中で,真 っ赤 に色づいた果物 を見つけるのには色覚が必要で
す.た とえば,実 をたわわに付 けた リンゴの木 をカラー とモノクロの写真 に写 して見比べ
て くだ さい.明 らかにカラー写真の方が実 を識別 しやすい ことが分か ります.よって色覚
をな くす変異 は生存 に不利 な変異 とい うことが出来 ます. しか し,色覚 をな くした生物が
夜行性 の場合は変異 は生存 に不利で も有利 で もない中立 な変異 とな ります.多 くの場合,
突然変異 は不利 な変異です.不利 な変異 を持つ個体 は数世代 の うちに種 を構成 している個
体 の集 ま り,す なわち集団か ら消 えて しまい ます.従 ってこれ らの DNA上の変異 は集団
全体 としてみると,痕跡 として残 らない ことにな ります. しか し,まれに変異 を持 った個
体が次世代 に子孫 を増 や し,長い時間かかって集団全体 に広 まる事があ ります.
そ してついに変異 DNAが従来の DNA と集団 レベルで置 き換 わることがあ ります. こ
の ように変異が集団全体 に拡 まることを進化 と呼 び,それに対 して個 々の個体 に起 こる
DNA上の変化 を突然変異 と呼 びます.集団に広 まった変異 は種が絶滅 しない限 り,集団
全体 としてその後長 く子孫 に受け継がれてい きます. また 1つの種か ら別の種が分岐すれ
ば変異 はそっ くりその まま受 け継がれてい きます.こうして変異が DNAに刻印 されます.
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§自然淘汰説 と中立説
では, どの ような機構 で突然変異 は集団に広 まるので しょうか ?ダーウィンの 自然淘汰
説 による と,生存 に有利 な変異 をもつ個体はよ り多 くの子孫 を残 し,次第に集団に広 まっ
てい きます.この説 は背が高いな どの肉眼で見 える形質については今 日において も依然 と
して正 しい と考 え られてい ます. こう して生物が住 む世界 では環境 に適応 した生物が生
き残 ってい くことにな ります,一方,分子の世界ではまった く異 なるメカニズムで変異が
968年 に木村資生民が提唱 しま した.これが分子進化の中立説です.
集団に広 まることを 1
中立説 による と,まず突然変異の うち不利 な変異 は集団か ら除去 されて しまい,結局進化
に寄与 しませ ん.残 りの変異 には有利 な変異 と中立な変異があ りますが,中立説では,隻
団 に広 まる大部分の変異 は中立 な変異 で有利 な変異 は数 において軽視 で きるほ ど小 さい
と考 えます.そ して, これ らの中立 な変異 は偶 然 に集団に広 まる と考 え ます.
§分子時計
図 1 ヘモ グロビンの分子時計
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ヒ トとサルはお よそ 3000万年前 に 1つの共通の祖先 か ら進化 したのですが, この祖先
まで遡れば, ヒ トとサ ルの DNAは まった く同 じにな ります.現存 の ヒ トとサルの間に見
られる塩基配列の違いは祖先か ら分岐後 どちらか一方の系統 で うけた変異の結果です.塩
基配列あるいはア ミノ酸配列 を異 なる近縁 の生物種の間で比較す ることで 2つの系統が共
通の祖先か ら分かれた後,現在 に至 る進化の間に,それぞれの系統で蓄積 した塩基あるい
はア ミノ酸の置換 の総数 に関する情報が得 られ ます.この情報 は進化 に関 して得 られる情
報の うちで最 も単純 な情報です.この情報 は,遺伝子 内のその場所で, どうい う塩基 ある
いはア ミノ酸 の変化が起 きたか とい うことは考 えず に単純 に 2つの配列 を比較 し,両者で
違 っている箇所 をカウ ン トす るだけ とい う単純 な作業で得 られ ます.この情報 は現在生存
している生物 の DNAか ら得 られ るのです. これが可能なのは DNAが過去 に起 きた進化
に関す る情報 を持 ってい るか らにほかな りませ ん.
生物 の類縁 関係 と進化距離 との相 関に,化石の記録 を加えると,分子 に興味深い性質が
あることが分か ります. 1
962年,エ ミール ･ズ ッカー カン ドル とライナス ･ポー リング
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は比較 した生物 の間で見 られるア ミノ酸の置換数 と,化石か らわかる 2つの生物が共通の
祖先か ら分岐 した時期 とをグラフに表 わ した ところ,2つの量の間にはみごとな直線 関係
があることがわか りま した.(
図1
)ア ミノ酸 の置換数 と分岐時期 との間に直線 関係がある
とい うことは,時間の経過 とともにア ミノ酸の置 き換 わ りが一定のペースで起 きていると
い うことを意味 してい ます.つ まり分子進化速度が一定 にな ります.この分子進化速度の
‑走性の ことを分子時計 と呼び ます.分子時計の最 も大 きな特徴 は,それを利用すること
で現在生存 している生物が持 つ分子か ら,生物が過去 に辿 った進化 の道筋 を明 らかに し,
かつそれ らの生物が祖先か ら枝分かれ した時期 を推定で きることです.特定の進化速度が
分かっていれば,化石のデー タを利用することな く,現在生存す る生物 の間で分子の配列
を比較す るだけで過去 に起 きた進化 を再現で きるわけです.
§機能的制約

図 2 ヘモグロ ビンの β鎖

ここではタンパ ク質の上の どの部位 で,どうい うア ミノ酸 に置 き換 わっているか を検討
します. どの タンパ ク質 も,固有の機能 を果 たす上で重要な部位がい くつかあ ります.例
えば,酸素 を運搬するヘモ グロビンには酸素の吸着 とい う機能 と関わって特 に重要なア ミ
ノ酸部位が 2つあ ります. ヒ トのヘモ グロビンでは,この 2つの部位 はいずれ もヒスチジ
ンにな ります.この ヒスチ ジンが別のア ミノ酸 に変 わって しまうと酸素 を運搬で きな くな
り,生存上不利 になって しまう. しか し,さまざまな脊椎動物か ら得 られたヘモグロビン
のア ミノ酸配列 を比べ てみ る と,この 2つの部位 はいずれ も常 にヒスチジ ンとい うア ミノ
酸で占め られてい ることが分か ります.(
図 2) この ことは.魚か ら晴乳類 に至 る長い進化
の過程で 2つの部位 にある ヒスチジンは どち らも保存 されていることを意味 します.
タンパ ク質の機能 にとって重要 な部位 に突然変異 を受ける と,タンパ ク質は活性 を失 う
か,重大 な機能の変更 を受 けることにな り,そ うした機能的変化 は個体の生存 に不利 に働
きます.生存 に不利 な変化 は自然淘汰の力で集団か ら除去 されて しまい,集団に広 まるこ
とはあ りませ ん.結局, タンパ ク質の活性 中心や機能す る上で重要 な部位 にあるア ミノ酸
は,長い進化の過程で不変 に保 たれるわけです.それでは,活性 中心や機能上重要な部位
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以外では どうなっているで しょうか ?これ らの部位 では,タンパ ク質のア ミノ酸配列 を異
なる種 間で比べ てみる と,確かにア ミノ酸が変わってい ます. しか し, どうい うア ミノ酸
に置 き換 わっているか を詳 しく見 る と,ほとん どの座位 で性質 (
大 きさ,極性)の良 く似
たア ミノ酸 に変 わってい ます.例 えば,2つのア ミノ酸,ロイシンとイソロイシンは性質
が大変良 く似 てい ますが, これ らのア ミノ酸の間では高い頻度 で置換が観察 されます.
タンパ ク質の進化 の過程 で起 きているア ミノ酸 の置換 は,次 の ようにまとめ ることが
出来 ます. タンパ ク質の活性 中心や機能上重要 な部位 では, ア ミノ酸置換 は観察 されず,
長い進化 の過程 で保存 され ます.それ以外 の部位 ではア ミノ酸 の置換 は起 きてい ますが,
ほ とん どタンパ ク質の立体構造 を保存す るような置換 だけが観察 され ます.いずれの場合
も機能が保存 されることにな ります.すなわち,種 に広がるア ミノ酸置換 を伴 う変異の多
くは,従来の機能 を保存す るような変異 ばか りとい うことにな ります.つ ま り,大部分は
中立 な変異 なのです.こうして, タンパ ク質は一度獲得 した機能 を長い進化の過程で保存
す ることにな ります.これ らは進化の過程で固有の機能 を保存するような力が ア ミノ酸の
変化 に対 して制約 として働 くため と解釈 され ます.この制約の ことを機能的制約 といい ま
す.
§遺伝子多様化の メカニズム

図 3 遺伝子 コピーの模式図

従来の機能 を保持 した遺伝子

新し
い機能を持った遺伝子へ進化

タンパ ク質が一度獲得 した機能 を長い進化の過程 で保存 し続 ける とした ら, どうやって
新 しい機能 を持 った遺伝子が進化す るので しょうか ?新 しい機能 を持 った遺伝子 を生み出
す仕組み は次の ような ものです.
まず,すでに存在 しているある遺伝子 の隣に,その遺伝子 の コピーを作 ります.こう し
て出来た 1対 の遺伝子 の うち,一方の遺伝子が従来の機能 を果た します. もう一方の遺伝
子 は役割の上で 自由にな りますので,その遺伝子 の上 には自由に突然変異 をためることが
出来 ます.(
図 3)1つの遺伝子 しかない場合 には決 して許 されない,活性 中心や機能的 に

‑5
6‑

｢
数学者のための分子生物学入門｣

重要 な部位 の突然変異 で ももう一方の遺伝子が きちん と役割 を果たすため個体 に影響 は
あ りませ ん.コピーが失敗 した り, タンパ ク質 をコー ドす る領域 に塩基の欠失,あるいは
挿入が起 きた りして,ア ミノ酸配列の情報がでた らめ になった結果,コピー遺伝子の機能
が失 われることがあ ります. この遺伝子 の ことを偽遺伝子 と呼 びます.
もう 1つ重要 な遺伝子多様化の機構が知 られてい ます.い くつかの遺伝子 を組み合わせ
て,1つの大 きな遺伝子 に統合することで,新 しい機能 を持 った遺伝子が作 られるのです.
このことを遺伝子混成 といい ます.遺伝子混成の機構 によって,わずかな数の遺伝子か ら
多様 な遺伝子 を創 ることが出来 るのです.遺伝子 のコピー と遺伝子混成の機構で,生物 は
驚 くほ ど多様 な遺伝子 を生み出 して きま した.
§偽遺伝子 が中立進化 を証明す る

DNA上 には正確 なコピー を作 る際 に失敗す ることによ り作 られる偽遺伝子がた くさん
存在 します.偽遺伝子 は完全 に機能 を失 っているので,偽遺伝子の上 に起 きた突然変異 は
個体 にとって何 の害 にもな りません.か といって有益 なことは何一つあ りませ ん.すべて
の変異 は毒 に も害 に もな らない中立 な変異 ばか りです.
自然淘汰説で この偽遺伝子 の進化 を考 えれば,有利 な変異 は何一つ起 きず,すべ てが中
立 な変異ばか りなので,自然淘汰が働 かず,この遺伝子 は進化 しない と考 え られ ます.一
方中立説では普通の遺伝子 に比べて,不利 な変異が無い分,偽遺伝子では変異が集団に広
まるチ ャンスは増 えます.つ ま り,偽遺伝子の進化 を予想 させ る と,中立論者 は最大のス
ピー ドで進化す る と言い,自然淘汰論者 は最小のス ピー ドで進化す る と予言 します.つ ま
りどの説 をとるかによ り.全 く反村の結果が得 られ ます.実際,偽遺伝子のス ピー ドを計
算する と,最大のス ピー ドで進化 していることが分か りました.偽遺伝子 によ り中立進化
を立証す ることが出来 るのです.
§オス支配進化説

相 対頻度

22

3
2

42

52

子供 の 出生 時の父親 の年齢
図 4 子供 の出生時 における父親の年齢 と軟骨発育不全症 を持つ子供 の出生率 の関係
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一般 に分子 レベルの突然変異の主原 因は生殖系列での細胞分裂 における DNA複製の誤
りと考 え られてい ます.この ことによ り,突然変異率 は単位 時 間 (
午)あた りの生殖細胞
の分裂 回数 に比例す る と考 えるこ とが出来 ます.
ヒ トで は,約 500万か ら 600万の卵 を発生の非常 に早い時期 にい っぺ んに作 り,生殖年
齢 に達す る と排卵 します.一方､精子 は生殖年齢 に達す る と連続的 に作 られ ます.生殖細
胞 の分裂 回数が雄 の方が雌 よ りはるか に多い こ とを考 える と,DNA複製の誤 りによる突
然変異 も雄の生殖細胞 でははるか に多 く起 こる と予想 され ます.実際,父親の年齢 と軟骨
図 4)
発育不全症 の出生率 の間 には相 関があ ります.(
精子 の分裂数
‑α とお くと,精子 の方が圧倒 的 に分裂数が多いので α≫ 1とな ります.
卵 の分裂数
染色体 は性 を決定す る性 染色体 とそれ以外 の常染色体 とに分 ける ことが 出来 ます. ヒ ト
の場合,性染色体 の型 は雄へ テロの XY型です.それぞれの染色体 の突然変異率 を計算す
る.子供 に分配 され る過程 で起 こる常染色体の突然変異率 はメス,オス を経 由す る確率が

れ
ぞ
れ

そ
芸で, メスの突然変異率が 1, オスの突然変異率 が αなので ‑A∝ 土空2 です･
ところが,Y 染色体 の突然変異率 を見 る と, メス は Y 染色体 を もってい ないので, メス
か ら経 由す る確率 は 0とな り,Y染色体 の突然変異率 は my∝ α とな ります.X染色体 の
突然変異率 を調べ る.X 染色体 はメスに 2つ,オス に 1つ存在 す るので, メスか ら経 由す

2+α
る確率 は 言,オス を経 由す る確率 は 吉となるので,X染色体 の突然変異率 は ‑x ∝T
とな ります.(
図5
‑1
)α→ ∞ と した時の各染色体 の相対頻度 を見 る と,

:
X染色体 :
Y染色体 = 1‥呈‥
XX/
XYシステム)の突
3 2です.つ ま り,晴乳類 (
然変異率 は Y染色体 >常染色体 >X染色体 とい う関係 があ ります. しか し,ニ ワ トリで

常染色体

は性染色体 の型が雌‑ テロの ZW 型 なので話が逆転 します.常染色体 の突然変異率 は ヒ ト
と同 じ‑A∝ 土手

ですが, ヒ トの Y染色体 に当たる W 染色体 の突然変異率 は ‑W ‑1
,

･染色体 に当たる Z染色体 の突然変異率 は ‑Z∝ 三業

とな ります･(
図5
‑2)α‑ ∞ と
4
した時の各染色体 の相対頻度 を見 る と,常染色体 :Z染色体 :W 染色体 ‑ 1:‑ :0
3

であるこ とが分 か ります.つ ま り,鳥類 (
ZW/ZZシステム)の突然変異率 は Z染色体 >
常染色体 >W 染色体 とい う関係があ ります.
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こうして,生殖細胞 の分裂 回数 に性差があると (
す なわち, α≠ 1),生 じる突然変異
率 は X染色体が最 も低 く,ついで常染色体で, Y染色体 が最 も高 くな ります｡ ちなみ に,
卵 と精子 の分裂 回数 に差が なければ, どの染色体 も同 じ突然変異率 とな ります.理論的に
予想 され る染色体 間の突然変異率の差 はた くさんの遺伝子 の塩基配列 の解析 か ら検証す
ることがで きます.晴乳類 のデータの解析結果 は理論 をサポー トします.染色体 間の突然
変異率 の違 いは精子 の分裂数が卵 の分裂数 よ り大 きい ことに由来す ることを思 い出 して
くだ さい.中立説 による と,上で述べ ました ように,分子進化速度 は突然変異率 に比例 し
ます.従 って, オスが進化 を ドライブす る とい うオス支配進化説が生 まれ ます.
しか し,この理論 に対 して反論があ ります.それは,性染色体 間の突然変異率の違いは,
生殖細胞の分裂数の性差 に依 るのではな く,自然選択 に依 るとい うものです.X染色体 に
は大事 な遺伝子がた くさん乗 っているので,自然選択 によって突然変異率が低 く押 さえ ら
れている とい う説明です.一方, Y染色体 には大事 な遺伝子が乗 っていないので突然変異
率が高い とい うのです.
この反論 に村 しては,明快 な解決 は鳥類 のデー タ解析 か らもた らされます.オス支配進
化説 によれば, トリでは突然変異率が,晴乳類の場合 と逆 に, Z(
Ⅹ)染色体で最 も大 き
く,次 に常染色体 で,
(
Y)染色体で最小 にな ります.特 に
(
Y)染色体の突然変異
率 は常染色体 に比べ,極端 に低 くなる と期待 され ます.

W

W

オス支配進化説の発表か ら 1
0年後の 1
997年 に,スウェーデ ンのグループが トリのデー
(
Y)染色体の進化速度が
(
Ⅹ)染色体 の進化速
タを解析 し,理論が予言 した通 り,

W

Z

度 に比べて著 しく低下 していることが明 らかにな り,理論 を強 くサポー トす る結果 とな り
ま した.現在 では多 くのデー タでオス支配進化説 は支持 されてい ます.
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