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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第 85回 生物における情報の流れ、あるいは情報の定義は可能なのか 

 

矢倉英隆 

 

「情報は情報であり、物質でもエネルギーでもない」 

 ――ノーバート・ウィーナー 

 

 我々は日常的に「情報」（information）という言葉を使っている。曰く、現代は情報

革命の時代である、我々は膨大な情報に囲まれている、その中から情報を選択しなけ

ればならない、情報格差（digital divide）を如何に解消するのか、生物は情報の流れ

の中にある、遺伝子情報を如何に管理するのか、など探し出すときりがない。現代人

は物理的な「もの」に触れる時間より情報に触れている時間の方が圧倒的に増えてお

り、我々は情報空間（infosphere）で生活しているという表現も説得力を持ってくる。

このように情報という言葉は実に幅広い領域で使われているが、それぞれの領域で意

味合いが異なっている。情報理論の父クロード・シャノン（Claude Shannon, 1916-2001）

が指摘したように、一つの概念であらゆる情報を説明することは不可能であり、その

状況は現在でも変わっていない。「情報」を語源的に見ると、ラテン語の動詞 informare

に行き当たる。その意味は「こころに形を与える」ことで、元々はある意図をもって

誰かのこころに刻印を残すことであり、言ってみれば、最初から操作するためのもの

であることが見えてくる。中立的な情報などあり得ず、世に溢れる如何なる情報も疑

いの目で見なければならないことになる。今回は、主に生物学で使われている情報に

絞り、自らの思索の跡についても触れながら話を進めることにしたい。 

 

 2007年にフランスに渡って数年してから情報について考えていた時期がある。研究

者時代には細胞内情報伝達の解析に関わっていたが、情報そのものについて考えたこ

とがなかったことが大きな理由になるだろう。その思索の結果、不十分な纏まりにし

かならなかったが、2011 年 2月に東京大学で開催された第 9回国際プロテインホスフ

ァターゼカンファレンス（代表世話人：畠山昌則教授）において、また同年 6月には

若き日を過ごした界隈を再訪してみたいというセンチメンタルな気持ちが強くなり、

ロックフェラー大学で開催された第 11 回国際生物意味論会議にまで足を延ばし発表



医学のあゆみ（2019.11.9）271 (6): 625-629, 2019 
 

 2 

した（249巻 6号）。演題はそれぞれ「シグナル伝達における情報とは何か」、「免疫細

胞シグナリングにおける情報伝達について」とし、定義が難しい「情報」の中身を免

疫細胞のシグナリングを例に取って検討するという内容であった。 

 

20 世紀後半の科学において優勢になったものとして分子生物学とコンピュータ科

学が挙げられるだろう。1962年、フランシス・クリック（Francis Crick, 1916-2004）、

ジェームズ・ワトソン（James Watson, 1928- ）、モーリス・ウィルキンス（Maurice Wilkins, 

1916-2004）にノーベル賞が授与されるが、その理由として核酸の分子構造の発見だ

けではなく、生体の情報伝達における核酸の重要性の発見があった。この場合の情報

伝達は、DNAが RNA に転写され、さらにタンパクに翻訳される流れを指し、タンパ

クから逆方向の流れはないとするセントラルドグマに関わるものであった。ここで言

う情報とはアミノ酸配列あるいはそれに関連した配列（塩基配列など）を指すという

のがクリックの説明であった。この情報伝達については多くの哲学的研究があるのに

対して、細胞表面から伝達される情報に関しては同様の研究が少ないように見えたこ

とも少し時間を使うことにした理由であった。 

 

 

マンハッタンのショーウインドー 

（2011 年 6 月 20 日） 

 

わたしもそうであったが、シグナル伝達の研究者は何の疑いもなく「シグナル」や

「情報」という言葉を使っている。しかし、細胞内で伝達するとされる情報とは一体
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何を指しているのかと問われると、途端に回答に窮するのである。この状況は他の領

域でも変わりがないのではないだろうか。細胞内情報伝達の研究者は自らの研究対象

を、例えば次のように定義する。 

 

「細胞外の合図（cue）に由来するメッセージが細胞内のエフェクターに協調的に伝

達されること。もっと簡単に言えば、細胞表面で受容された情報が原形質膜を跨いで

処理され、細胞内の標的に伝達されること」（Scott, J.D. & Pawson, T. Science 326: 

1220-1224, 2009） 

 

因みに、この論文では情報という言葉が次のように使われている。「細胞質から核へ

の情報の拡散」、「多タンパク質複合体による情報の処理」、「一つの細胞部位からもう

一つへの情報の伝達（relay）」、「情報の解釈」、「情報の流れの正確さ」などである。

研究者時代には上の定義で理解したつもりになっていた。しかし、よくよく振り返っ

てみると、ここで使われている「情報」や「メッセージ」が何を指しているのか説明

されていないだけではなく、自ら説明することも難しいことに気付くこととなった。 

 

この状況は科学と哲学が目指すところの違いの反映とも考えられる。科学者が仕事

を進める上ではこのような定義でおそらく何の不自由も感じないだろう。科学者の仕

事は観察や実験を通じて「もの・こと」がどのように動いているのかを明らかにする

ことで、それが人類の役に立つ成果に繋がれば幸運であると考える。そこに入る前に

時間を取っていては前に進めない。一方の哲学者は、「もの」とか「こと」はそもそ

も何を言っているのかということに興味を示し、理性と論理の流れを頼りにそれを解

明することに情熱を燃やす。そこで明らかにされた結果は論理的整合性をもって評価

される。あくまでも論理的な可能性を示しているので、その結論は科学的に証明され

ることもあればされないこともある。科学が対象としている「真理」と哲学が求める

「真理」は異なるレベルにあると言えるだろう。よく、それは科学的に証明されるの

か、されなければ意味がないというような言説を耳にすることがあるが、そう問う人

はこの世界には科学的真理しか存在しないと考えていることが分かる。このようなア

プローチの違いを考慮に入れると、「もの・こと」がどのように動いているのかを解

析しているだけではその本質には至ることは難しく、どうしても哲学的省察が必要に

なるというところに論理的な推論はわたしを導いてくれる。 

 

 クロード・シャノンは情報には二種類あると言っている。一つは我々が日常的に使
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っている意味を伴う情報で、もう一つはシャノンが理論化した確率的で、量的で、意

味を持たない情報である。それが意味を成そうが全くのナンセンスであろうが同じ情

報だという。例えば、“it is fine” と “sfi ti nie”には同じ情報が含まれていることにな

る。わたしが興味を持った細胞内情報伝達における情報にシャノンの理論は適用でき

ないと直感は告げるが、免疫を担うリンパ球を例に取って考えてみたい。 

 

 

図１．リンパ球の情報伝達モデル 

 

図１に一つのモデルを示した。ここでは左から右に向かって時間が流れている。黒

い四角の分子が細胞膜にある Y 字型の受容体に結合するとそれが合図（cue）となっ

て細胞内にあるチロシン残基をリン酸化する酵素 A が活性化されて A*となり、今度

はそれが受容体に近接して存在するシグナル伝達分子 B の特定部位をリン酸化する

（P が付加される）。A が A*に移行する過程では、その形態と機能に変化が生じる。

A が持っていた意味に変化が生じたと見ることができるだろう。活性化された A*の

作用により B のチロシン残基がリン酸化され B*となり、リン酸化チロシンを認識す

る領域を持つ分子が結合できる部位を提供するようになる。ここでも B の形態と機能

に変化が生じ、その意味が変わる。その結果、例えばもう一つのチロシンリン酸化酵

素 C が B のリン酸化チロシン残基に結合すると C が活性化されて C*となり、さらに

下流の分子 D に変化を及ぼすという流れが生じ、次々と下流に反応が繋がっていく。

つまり、細胞内では A→A*→B→B*→C→C*→D→D*→→という連鎖が起こっている

と見ることができる。この流れは B 細胞でも T細胞でも基本的に同じと考えてよいだ

ろう。この解析結果から、情報とはシグナル伝達分子の形態と機能の変化を連続的に

起こすことによりそれぞれの分子の意味を変え、最終的には予め決められた標的分子
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にも意味の変化を誘導し、例えば、細胞増殖や細胞死に至らしめるものと定義できる

のではないかと考えた。つまり、一つひとつの分子の意味に違いを齎すものが情報の

本体ということになる。そして、情報が伝達される過程は open-ended ではなく、あく

までも goal-directed の様式を採っている。この情報には志向性（intentionality）がある

と言えるかも知れない。 

 

 ここまで解析が進んだ時、過去人はどう考えていたのかを探ってみた。その過程で

いろいろな言葉に出合ったが、エピグラフもその一つである。サイバネティックスの

生みの親ノーバート・ウィーナー（Norbert Wiener, 1894-1964）は情報の定義を諦め、

開き直ったかのように見える。この言葉を読んだ時、18世紀モンペリエの生気論者ポ

ール・ジョーゼフ・バルテ（Paul-Joseph Barthez, 1734-1806）のことが思い出された（241

巻 2 号）。彼は自ら唱えた生命原理を「物質でも精神でもない」としたが、ポジティ

ブには定義できなかったことと重なったのである。その中で、細胞内情報伝達におけ

る情報に当て嵌まる定義をしている人を発見した。イギリス出身で後にアメリカで活

躍した文化人類学者グレゴリー・ベイトソン（Gregory Bateson, 1904-1980）である。

その著 Steps to an Ecology of Mind（Ballantine Book, 1972）（『精神の生態学』、思索社、

1990； 改訂第 2版、新思索社、2000）において、情報を次のように定義している。 

 

「情報（情報の基本的な単位）が意味するものは、差異を生み出す差異のことである」 

 

同様のことはそれ以前にイギリスの物理学者ドナルド・マッケイ（Donald MacKay, 

1922-1987）が言っているようだが、ベイトソンの言葉の方が有名になっている。さ

らにベイトソンは、コミュニケーションやオーガニゼーションなどの世界に入ると、

「効果」は差異によって齎されるとも書いている。ここまでの思索の跡を学会で発表

したのだが、その背後にはこの先どのように進めればよいのかについてのヒントが得

られるかも知れないという期待があった。しかし、実際には具体的なものは得られず、

そのままの状態で時が経過したことになる。 

 

 2011年には、ベイトソンに関連したもう一つのエピソードが刻まれている。個人的

に主宰しているサイファイ研究所 ISHEの基になる第 1回のサイファイ・カフェ SHE

を 11 月に開いたのだが、科学と哲学を結びつけるその計画を立てているその時、や

はり科学、哲学、人間、環境などについて幅広く考え続けたベイトソンの仕事を追っ

た映画 An Ecology of Mind（精神の生態学）を娘のノラ・ベイトソン（Nora Bateson, 
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1969- ）氏が作ったという知らせが第 11 回国際生物意味論会議の事務局から届いた

のである（YouTube で観ることができる）。いつものように、何というタイミングで

出来事が繋がるのかと感動したことを思い出す。グレゴリー・ベイトソンによれば、

この世界は相互に依存しているもので溢れており、繋がっていないものなどないとい

うことになる。 

 

 

Red Barrel （2015） 

Arthur Djoroukhian (1972- ) 

サン・ジェルマン・デ・プレのギャラリーにて 

（2015 年 10 月 31 日） 

 

今回の話は一つの問題の入り口に立ったところで止まったままになっていたプロ

ジェに光を当てるというものであった。その過程で感じていたのは、偶にはこのよう

なアイディアの虫干しをすることも大切ではないかということである。もう少し先に

進めたいという気を起こさせてくれる可能性があるからだ。事実、少しだけ気持ちが

動く瞬間もあった。ただ、情報を切り口に生物を眺める作業は膨大なエネルギーを要

することが予想される。しかし、この世界を理解しようとする時、簡単に済むものな

どあるだろうか。前回取り上げたミシェル・セール（Michel Serres, 1930-2019）氏も

その難しさを指摘した上で、そこに留まっているのではなく、その先の問題解決に向

けて新しい哲学を構築しなければならないとまで言っていた（271 巻 2号）。その考え

を受け入れると、如何なる問題にも向き合うことができそうな諦めが付いてくる。 

 

 規則的で無味乾燥な無機物が一体どのようにして変化と創造性に富む生物に移行
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するのか。多くの人間を魅了してきたこの問いに対する解は、未だ得られていない。

我々からは単純に見える単細胞生物にしても、その中を詳細に検討すると驚くべき精

巧さで生きていることが見えてくる。そうすると、生物と無生物との間の途轍もない

溝に思いが至る。その生物は日常的な意味での情報に取り囲まれ、生物学的に情報を

処理している。この能力が生物と無生物を分けているとさえ言えそうである。生物と

無生物を考える上でカギになる概念が情報であると考えている人がいる。The Demon 

in the Machine. How Hidden Webs of Information Are Solving the Mystery of Life（Allen Lane, 

2019）（『生物の中の悪魔「情報」で生命の謎を解く』、SB クリエイティブ、2019）を

出した物理学者のポール・デイヴィス（Paul Davies, 1946- ）氏である。このタイトル

はイギリスの哲学者ギルバート・ライル（Gilbert Ryle, 1900-1976）がデカルト（René 

Descartes, 1596-1650）の心身二元論を批判的に表現するために用いた「機械の中の幽

霊」（ghost in the machine）をもじったものと思われる。また、ここで言う悪魔は 1867

年にスコットランドの理論物理学者ジェームズ・マクスウェル（James Maxwell, 

1831-1879）が思考実験で仮定した分子の動きを観察できる存在のことで、エントロ

ピーは増大するという熱力学第二法則に反するエントロピーの減少がその存在によ

って可能になるとした時のものである。後にウィリアム・トムソンことケルヴィン卿

（William Thomson/Lord Kelvin, 1824-1907）が「マクスウェルの知的な悪魔」と呼んだ

ことに由来する。生物の中にも生命現象をコントロールしている「悪魔」のような存

在があり、そこに情報が絡んでくるのではないかという見立てのようである。この情

報は日常的に用いられているものではなく、抽象的で量的なものである。情報理論の

視点から生命を観ると、古典的な生物学が教える生命とは異なる像が浮かび上がり、

それは DNA レベルから細胞レベル、そして例えば神経機能のようなシステムレベル

での理解が必要となる領域へと広がるだけではなく、社会や宇宙にも及ぶという壮大

なドラマが展開されているようだ。ここまでの広がりを目の当たりにすると行動には

結び付かない諦めの方が強くなるが、それでもセール氏の言葉に従うことができるだ

ろうか。 

 

（2019年 10月 11日） 

 

 


