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「第50回物性若手夏の学校 (2∞5年度)J

生命システムの物理的現象論*

金子邦彦(東大総合文化)

1 分子生物学への相補的立場としての物理学的現象論

この 10年程で、生命現象への物理学的アプローチが、新しい次元に入って来たように

みえる。単に物理学を技術として使うのではなく「生物状態の現象論Jあるいは「生物シ

ステムの統計力学jとでもいうべき分野の構築が始まっているといえるかもしれない。こ

の発展の基盤には以下のようなものがある。

• 1)実験的技術の大幅な進歩

蛍光タンパク、 DNAマイクロアレイ、セルソータ一等の技術の急速な進歩があり、

細胞内のタンパク量などのゆらぎや分布の定量的測定が(まだ不十分な点があると

はいうものの)だ、いぶ可能になった。それにより、これまでではしばしばあいまいな

表現になっていた f生物の柔軟性Jが「ゆらぎj との関連で、定量的な科学の対象

になってきた。

・2)統計物理特にマクロ現象論の進歩

70年代後半以降の統計力学の進歩により、「ミクロの詳細によらずに普遍的性質を

理解するJ立場が確立した。これとともに、確率過程や力学系の理論が進展した。

一方大自由度力学系の研究で、内部状態を持った要素が相互作用する際の基本的性

質が明らかになって来た。これによって、我々が生命一般に抱く漠然とした感覚を

物理学の立場で研究しても、これまでの「単純化しすぎて本質を外したj轍を踏ま

ずに、生命現象論をつくれる可能性がでてきた。

とはいえ、従来の物理を技術として用いて生物にあてはめるだけでは学問としてはそ

れほど楽しくはない。また、データをもとに詳細な生物モデ、ルを作る際に、力学系や確率

微分方程式の手法を用いる、といったことも盛んであるが、もし単なる応用だとすれば、

これも「理論物理Jとしてさして楽しいわけではない。これに対して、生命システムでは

成長性、多様性、(それらの帰結としての)強相互作用、階層性といった共通性質がある。

それらを理解することは、物理学としても新しく、本質的な問題を提起している。

熱力学が「平衡状態とその問の遷移jという切口をつくることにより、自然の普遍構を

明らかにしたことを思い出そう。これに対し、生命システムには、すべての階層で「増え

。以下はテキストというよりも、長めの要旨 (e対 endedabstr叫 ct)とでもいうべきものです。より詳しく

は、文献、 webpageでの講演資料を参照してください。
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講義ノート

るJという潜在的性質がある(分子の複製、細胞の増殖、個体の増殖)。そこで、 f(定常)

成長状態とその間の遷移Jという切口で、生命の普遍的性質の一面を切り出せないだろう

か?もちろん、こうした考えの先駆はDarwinの進化論にある。ただ、現在の数理的進化

理論では、増える要素の内部自由度やダイナミクスは考えずに、要素(個体)に適応度(子

孫を残す度合)だけを与えて記述している。これに対して 1)2)の進歩をふまえて「内部

状態を持った要素の(定常)成長状態へのマクロ現象論+統計力学Jを作っていき、生命

の持つ、複製、代謝、遺伝、分化、発生、進化への普遍性質を理解できないだろうか。講

義ではこの間いへの現段階での解答を示してし、く。

2 構成的生物学

構成の必要性:つくることによる理解:普遍性:生命システムの理解とは

構成する対象 実験 理論 普遍的問し1かけ、論理

複製系 DNA合成酵素等を用いた 少数分子増殖系の理論 情報の起源

人工複製系構築 進化可能性条件

細胞系 内部でタンパクや 増殖可能な反応

DNAを合成しつつ増殖する ネットワークの 再帰増殖条件

リポソーム系の構築 進化 ネットワーク進化条件

適応 人工遺伝子ネットワークを 雑音による 揺らぎの中での

埋め込んだ適応系 アトラクター選択 自発的応答

細胞分化 大腸菌等の相互作用に 細胞内反応、相互作用と 発生の安定性

よる役割・増殖分化 増殖に基づく発生理論 分化の不可逆性

発生過程 アクチピン濃度制御による 位置情報生成 形態形成の

発生過程構築 分化、再生 安定性

進化 大腸菌等の進化での 相互作用誘起表現型 遺伝情報への

相互作用の意義の検証 分化の遺伝型固定理論 分化の固定化

共生 粘菌と大腸菌の 複数力学系の シスァム合体による

共生体 合体 可塑性回復

では、生物を理解するための研究はどうしたらよいのであろうか。「理解Jするには、

個別の現象を記述するのではなく、ある現象の集合に共通する普遍的性質をひきだし、そ

の普遍性のなりたつ範囲とその由来を明らかにしなければならない。そのためにはできる

だけ簡単な設定で普遍的性質を探り、普遍的性質を成り立たせている論理を抽出すること

が必要である。

このような理論の進展を、「生命を構成しながらその普遍的性質を理解する構成的生物

学jの実験結果をまじえながら紹介する。具体的には「複製細胞、適応過程、大腸菌から

の多細胞生物の原型、進化過程Jを作るという構成的生物学の実験を紹介しつつ、生物状

態の統計力学、発生現象の安定性、細胞分化の不可逆性、生命情報の起源、種の多様化、

進化の理論、そこから派生する数理的問題を議論する。例えば、上記の表のテーマに対し

て、実験、理論、モデ、ル数値計算の3つの立場から協同して研究を進めている。
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「第50回物性若手夏の学校 (2005年度)J 

3 動的システムとして生命を扱うための理論的準備

揺勤散逸定理、状態の表現、力学系、アトラクタ一、遍歴

「現象論の考え方(熱力学あっての統計力学)J、ミクロあわせをするのでなくミクロに

よらない普遍構造をとらえることの重要性(くりこみ群の思想)J、安定したシステムでの

ゆらぎと応答がみたすべき必然的関係(揺動散逸定理ないし揺動応答関係)J、「力学系の

考えかた(非線形ダイナミクス)Jについて述べ、細胞の状態の変化、可塑性を物理学的に

とらえるための理論を構想する o

4 増殖する反応ネットワーク系での再帰性

定常成長状態の持つ普遍統計則

一般に細胞内の生化学反応は、代謝にせよ遺伝子を含む反応にせよ、非常に多くの成分

を持ち複雑なネットワークを形成している。一方で、各成分の分子数は一般にそれほど多

くはないので、個々の成分の分子数は大きくゆらぎ変動するであろう。にもかかわらず、

細胞はある状態を維持し、ほぼ同じものを複製していく。それでは、細胞状態を再帰的に

生産していく反応ネットワークのダイナミクスには、なにか普遍的な性質があるのだろ

うか。

そこで、確率的な化学反応のダイナミクスの集合体としての細胞モデ、ルを用いて、「自

分と同じものを複製し続けられるJ細胞内ダイナミクスがどのような性質を持っかを考

える。まず、細胞内にはk種類の分子があり、それらの間でぬ +Xj→九十 Xj(Xiはt番

目の種類の分子)といった形の触媒反応のネットワークが形成されているとする。このと

き、触媒反応が起こるふj，kの組合せは一定の確率pでランダムに決められるとする。ま

た、一部の分子は細胞膜を透過できるとし、その拡散係数を D とする。さらに、外部環

境には栄養成分が一定濃度で存在するとする。この「細胞Jは環境から栄養の分子を取り

込み、それが細胞内の触媒反応ネットワークによって他の分子に変換されていく。この反

応がうまく進行すれば、結果として細胞内の総分子数は増加してし、く。ここで、細胞内の

総分子数が一定値Nmaxを越えた場合には、細胞は分裂しランダムに選ばれた半分の分子

から娘細胞が形成されるとする。

この細胞が定常的に自己複製してし、く場合、細胞内の各成分量のランク分布を考える

と、量と順位が逆比例するとしづ法則が見出された。さらにそれぞれの成分量の細胞ご

との分布は対数正規分布に従う。これらは細胞の状態が臨界点に近いことの理論的帰結で

あり、この法則はモデルの詳細によらず、自己複製する細胞では常になりたつ(ょうであ

る)。さらには実験的にも、現在の様々な細胞に対して、この両法則が、遺伝子発現を測

るマイクロアレイや蛍光タンパクの量分布の測定によって確認された。

これらを紹介するとともに、こうした普遍法則を与える理論的枠組の可能性も議論し

たい。

1 4章以降は「問:論理:モデ‘ル:理論モデ、ルの結果:構成的実験:生物学的意義Jといった形で、すすめ

る。生物学への特別な知識は必要としない(そもそも僕自身それほどの知識を持っていなしつ。
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講義ノート

5 複製系における遺伝情報の起源

前節の、対数正規分布は一般には大きなゆらぎを持つ分布である。では細胞内のすべ

ての化学成分がこのように大きなゆらぎを持つのだろうか。すくなくとも、遺伝情報を

担う分子はそれほど大きなゆらぎはないであろう。そこで、そもそも「遺伝情報を担うJ

というのは何かにたちかえってみると、そのような分子は(1 )相対的に細胞の性質を強

くコントロールする (2)よく保存されるという 2つの性質を満たすはずである。ところ

が、 DNAとタンパクの関係、を考えると互いに互いがないと増えられない、相互依存的な

ものである。では、その相互依存している分子の中からなぜDNAが(1 )( 2 )を満たすよ

うになるのであろうか。理論的考察および数値実験により、相互依存で成長するシステム

では、少数個しかない側が (1)(2)を満たすようになることを示す。ついで、人工複製

系を構築する実験を紹介し、この実験で少数分子の重要性がし、かにあらわれ、それにより

進化可能性が出現するかを議論する。

6 適応

生物は環境に応じて、自分の状態を変化させる。こうした適応は細胞の中によくできた

シグナル・ネットワークがあるからと考えられている。一方、最近、人工的な遺伝子ネッ

トワークを大腸菌に埋め込んだ実験によって、とのようにうまく配線されたネットワーク

がなくても適応が生まれることが見出された [Kashiwagiet al. 2005]。この実験結果の解

釈として、ノイズによって成長性の高い状態が選択されるとしづ理論を提唱する。これを

もとに細胞の適応は特別な仕組みなしでも現われるもので、揺らぎのある成長系の一般的

性質であることをシミュレーション、確率過程理論から示す[Furusawa& Kaneko 2005]0 

7 細胞分化と発生過程の安定性、不可逆分化過程

ここまでは 1細胞を対象にして議論を進めてきた。しかし細胞が分裂していけば、まわ

りに細胞が密集して来るのでそれらは互いに相互作用する。つまり、多細胞系を考えなけ

ればならない。そこで、細胞内のダイナミクスと相互作用を考慮、したモデ、ル、理論を扱

う。つまり 4節で考えたような、内部に触媒反応ネットワークを持つ細胞が化学成分のや

りとりを通して相互作用するモデ、ルで、ある。

この場合、細胞の内部状態のダイナミクスがゆらぎをさらに増幅させて、各細胞が一様

な組成をもった状態を不安定化させうる。この不安定性をもとにしてさらに細胞問相互作

用を考えると、これらの細胞が状態を分化させて、いくつかの異なる安定タイプを形成す

る。つまり、「細胞分化jが自発的に生じる。

さらにはES細胞(すべての細胞をつくれる万能細胞)から幹細胞{血液なら血液の中の

すべてといったある範囲の細胞をつくれるもの)、幹細胞から決定した細胞(自分しかつく

れなしつへ至る階層的分化過程がこうした系の普遍的性質として導かれる。つまり、多細

胞生物のおりなす不可逆分化や安定した発生は内部に反応ダイナミクスを持って相互作用

していくシステムの一般的性質として捉えられる。これをもとにバクテリアを集めて「多

細胞生物の原型jをつくる実験も述べる。
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「第50回物性若手夏の学校 (2005年度)J

8 形態形成と位置情報の生成

発生過程での形態形成に関しては、外部の勾配を位置情報に応じて遺伝子が発現する

(タンパクが生成される)という立場と、細胞内の反応ダイナミクスと細胞間相互作用か

ら自発的に形成されるという 2つの立場が議論されて来た。この両者を比較しながら議

論し、それぞれの特徴、そしてそれぞれが進化的にどのようにあらわれてきたかを議論

する。

9 進化と揺らぎ:遺伝子と表現型の対応

ゆらぎの進化的意義、揺勤散逸定理の進化への拡張、可塑性の減少則

細胞内の化学的状態には一般に大きなゆらぎがあることを確認した。では、これほど大

きなゆらぎに生物学的意義が考えられるだろうか。

ここで、物理学の基本的法則に、熱平衡状態でのゆらぎと、その状態を外から操作した

ときの応答率の聞に比例関係が成り立つというものがあることを思い起こそう。これは物

理学では揺動散逸定理とよばれているものである。これはもちろん熱平衡状態の近くで

示されたものである。そこで、この考えを拡張するために、一般に、ある安定したシステ

ムがあり、その状態をあらわす変数がある値のまわりでゆらいでいる場合を考える。この

変数の分布が平均値でピークを持つ、ひと山の分布となっているとする。この設定のもと

で、その系の状態をコントロールするパラメータ(まわりの化学成分の濃度などの外部環

境でもよいし、細胞の状態をコントロールする遺伝子でもよい)が少し変化した時に、分

布がどう変わるかを考えてみると、ゆらぎ(=分布の幅)と応答(=パラメータの変化によ

る分布のピークのずれの度合)の聞に、ある条件下で比例関係、が成り立つ。(詳しい条件は

論文 Satoet al. 2005]参照)。ここで、重要なのは、生命システムを状態X 分布 P(X;α)

;α パラメタという見方でとらえようという基本仮説である。そのもとでは、「力Jはパ

ラメータ αを変えるものとしてとらえられる。

以上のゆらぎと応答の関係の生物学的適用として進化を考えてみる。まず、淘汰に際し

て、子孫の残りやすさ(適応度)を決めるのは直接的には遺伝子ではなく、個体が外に示

す表現型とよばれる性質(1細胞なら酵素(タンパク)の量でも活性でもよいし、動物なら

走る速度とか)であることに注意しよう。その一方、子孫に(主に)伝えられるのは遺伝子

だけなので、もし遺伝子から表現型が一意的に決まるのであれば、遺伝子に適応度を与え

ればよい。しかし、これまでみたように、同じ遺伝子を持った個体で、も表現型はゆらぐ。

このゆらぎと進化には関係がないのだろうか。そのために、ここでは人為選択をとりあげ

てみる。この場合、ある形質の高い個体を人為的に選択してし、く。この選択過程は、表現

型をある方向へと「ひっぱるJ過程とみなせられるので、先の揺動応答関係における、力

に対する応答過程とみなすことができる。

例として、大腸菌の中に導入したタンパクの蛍光を強めるという人工進化実験を考え

る。まず弱く蛍光を発するタンパクを合成する遺伝子を大腸菌に導入する。この大腸菌

に世代ごとに突然変異を加えていって、各世代で、より強く蛍光を発した大腸菌を選択す

る。この場合、大腸菌の遺伝子が変異すると、中で合成されるタンパクが変わる。そこで

蛍光の高い大腸菌を選ぶので、この過程は遺伝子というパラメータをひっばることに対応
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講義ノート

する。一方、既にのべたように同じ遺伝子を持っていても、細胞内での蛍光たんぱくの発

現度合いは一定でなく、分布している。これが表現型のゆらぎである。つまり、揺動は、

蛍光の強さのゆらぎである。一方、遺伝子の選択は「力jに対応したので、応答は遺伝子

の変化に応じて蛍光の強さ(の平均値)がどれだけ変わるかである。この表現型をそれぞ

れの遺伝子を持った細胞に対して測れば、各ノ号ラメータ(遺伝子)での揺動が求められる

ので、それをもとに揺動応答関係を確認できる。

実験に結果によると、 1世代あたり 1塩基置換の変異を与えているにもかかわらず各世

代での蛍光(正確には蛍光量の対数)の増加は、世代ごとに減っていき、それとともに蛍

光量(正確にはその対数)の表現型ゆらぎも減っていく。完全に比例しているかが確認で

きる実験精度ではないが、表現型のゆらぎと進化速度との聞に正の相関が見出され、揺動

応答関係を支持するデータが得られる。

実験だけでは精度が不十分であるので、第4節で用いた細胞モデ、ノレを使って、ある成分

をより多く持つようにこの細胞の反応ネットワークを進化させてみる。この結果、上の揺

動応答関係、が成立することを示す。

以上の結果は次のように言い換えられる:表現型のゆらぎが小さいと、進化させるの

により大きな遺伝子への操作(変化)が必要であり、表現型のゆらぎの大きい方が進化し

やすい。これは表現型ゆらぎのひとつの生物学的意義を与えている。ここで重要なのは、

遺伝子のゆらぎではなく、「同一遺伝子を持った個体問で、の表現型ゆらぎJと進化の関係

が見出された点である。その一方、進化論の基本定理によれば、進化速度は「遺伝子のゆ

らぎがもたらす表現型ゆらぎj に比例している。そこで、この 2つの法則の帰結として、

「同一遺伝子を持った個体問で、の表現型ゆらぎj と「遺伝子の分散による表現型揺らぎj

の聞に(比例)関係があるということになる。この関係の意味を、ミクロゆらぎとマクロ

な変化の関係に着目してブラウン運動理論をつくった Einsteinにならって考察する。

10 種分化と多様性

第9章では、同じ遺伝子を持った個体で、もその表現型が揺らいで、同じにはならないこと

が進化にどのような意味を持っかを議論した。この場合は、表現型の分布は 1つのピーク

のまわりで広がっている。その一方で、第7章での理論を個体にあてはめれば、同じ遺伝

子の個体が相互作用を通して 2つの異なるタイプをとる、つまり分布で言えば 2山の分布

になることがあってもよい。では、この場合に、遺伝子の進化を考えると何がおこるであ

ろうか?との観点から、ダーウィン以来の難問である種分化(1つの種から異なる種が分

岐する)の問題を議論する。この理論の結果、相互作用が多様性をもたらすことが示され

る。いいかえると、こみあっていて互いの相互作用が強くなると、最適者だけが生き残る

ではなく、むしろ多種が共存しやすくなる。実際に大腸菌の進化実験でこのような多種共

存が示されているので、それも紹介する。
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以上をふりかえって、生物の持つ柔軟性や可塑性をゆらぎ、ダイナミクスの視点からと

らえ直す。最後に、熱力学がかつて成功したように、「分子に還元させずにマクロな性質

を理解する現象論Jが生命システムに可能かを議論したい。
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