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研究会報告

微生物システムの現象論

JST， ERATO金子複雑系生命プロジ、ェクト 立川正志 1

1 モデルシステムとしての微生物生態系

生態系を個体数動力学を用いて数理的に記述する方法は 20世紀初頭から研究されている古い

分野であり理論の蓄積あるが、その目標とするところは何であろうか?筆者の過去の研究 ([1])も

含め純粋な思考実験を出発点としいるものも多くあり、実際のシステムの再現にまで、至っていな

い(反省を交えて言えば至ろうとしていなしつ。そのためそれらに予言能力があるかと問われると

懐疑的にならざるをえない部分も多々ある。このように現象と記述が遊離している理由は、第ー

には対象としているシステムが現実的に観測可能なのスケールの外にあることが挙げられるであ

ろう。実際生態系は、定量的に観測するには時空間スケール・関与する種の数・相互作用などさま

ざまなレベルで非現実的な多様性を内在している。そのため生態系に関して一般的な議論を行い

たければ、思考実験の枠組で多様性(多くの場合これはランダムネスが仮定される)を表現し、そ

の現実との関係を類推的に議論するという方法がとられている。

一方、現実的に観測できるシステムに限定してその記述法を探ることから生態系の原理を議論

することも続けられている。ことではそのようなモデル生態システムとして微生物生態系の可能

性を考えてみたい。微生物生態系は実験室で構成可能で種間相互作用を規定しやすい2ため上述の

理論研究に対応した構成的方法が可能であり、現象とリンクした数理的理論が期待される。もち

ろんこの方法の根底には“生態系における一般原理が存在する"という楽観的な予想があるが、そ

のうえで微生物生態系がその原理を考えるに足る多様性・複雑さを持ち合わせているかを少し考

えたい。なお、この多様性のあり方については本報告書の他の報告に詳細かつ深く議論されてお

り、ここでの議論もそれらを基にしている ([2])。

まず時間スケールを例にとると、細菌の一回の分裂に要する時間(倍加時間)は可能な限り十分快

適にコントロールされている状況でも単種で培養する場合で30分という早い種から 1週間以上と

いう長いものまで確認されている。土壌中などの自然界においては平均年一回程度分裂するとも見

積もられている。また土壌中の微生物は鉱物の表面などにまばらに存在しているが、一方で biofilm

などのように多種が密に混在して(細菌スケールに比べ)大きな空間構造を形成することも知られ

1 E-mail: mtach@complex.c.u-tokyo.ac.jp 
2対象を限定しない生態系の議論においてもっとも定義困難なものが、個体の持つ戦略および、各戦略が出会ったとき

の相互作用であろう。身体的特徴・環境・神経システムの複雑さなどに応じて変化する生存のための方法は、抽象的な
ゲームの枠組で定義される戦略の様にあらかじめ集合として用意されうるものか疑問である。

-884-



「動的システムの情報論5-微小生物の生態と運動-J

ている。そもそも、このように単種で培養させられる細菌の種類は全種のうち 1'" 0.1%程度であ

ると考えられており、その多様性は近年環境中のゲノムを直接調べることにより (Metagenomics)

徐々に明らかにされつつある。このように単離培養不可能である理由の多くは、微生物同士の相互

作用がその増加に関与することによる。他の種の副生成物に依存している種や、自分の生成物質

が除去されないかぎり(他の種に消費されないかぎり)連続的に増殖できない種など、細菌に限っ

てみても物質を通した密な相互作用が実験により確かめられている。とのように微生物間の相互

作用は専ら物質の授受により行われるが、それは上で述べた代謝に直接関与する物質に限らず、シ

グナル物質のファミリーを生成することにより同種間異種闘で特異的に情報伝達を可能としてい

ること (QuorumSensing)が知られており、情報レベルでの戦略としての相互作用をも含む多様な

関係を構築しているととがわかる。

このように微生物生態系は上に挙げた条件をみたしかつそれらが複雑に絡み合ったシステムで

あり、一方で現実的なスケールに実際に構成できることに生態系のモデルシステムとしての意義

がある。もちろん実験事実はその複雑な相互作用構造を直ちに明らかにするわけではないが、理

論的考察が現在手の届く現象の範囲を広げるのに役立てるのであれば、その協力は、現象を伴っ

た生態学の理論を構築し得るのではないだろうか。

本小文では細菌を中心とした微生物の個体数動力学扱った現象論とそれを基にした理論および

その実験的な構成の例を通して微生物生態学の理論の可能性を示したい。なお筆者がこの分野に

入って日が浅いため、以降の話題の多くはオリジナルなものではなく発表されている結果を元に

再構成したととをここで、断っておく。

2 Monod Kinetics -微生物増殖の現象論

微生物の増殖の動力学に関する現象論的考察は、 1942年の JacquesMonodの学位論文 [3]に

おいてすでに提出されており、その大枠は現在に至るまで修正を受けていなし、。微生物の個体数

密度を瓜 Sを増殖の律速となっている基質の濃度とすると、 MonodKinetisは

土=μ(s). x三戸-Lz
k+s 

、l
J

唱
E
4

r
g
E

、、

と表される。ここで、戸は最大増殖率で kは半飽和値であり、 μ(s)は基質濃度の関数としての増

殖率を表す。乙の形式は Michaels-Menten型の酵素反応と類似しており、微生物の増殖のための

生化学反応全体を律速する過程が存在することを示唆している30 Monod Kineticsが修正を受け

つつも現象論として現在に至るまで受け入れられているのは、実験事実をフィットできる程には確

からしい式となっているからであり、現在でもこの形式の仮定の基に実験から細菌の増殖のパラ

メタが議論されている [5，6，7]0

この MonodKineticsでは考慮している基質が増殖に必須である事に注目して、その濃度がゼ

ロのとき増殖速度がもゼロとしているが、微生物が必要とする栄養素は増殖だけでなく個体(数)

3Monod Kineticsの素過程との関係は [4]などで詳しく議論されている。
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図 1:Monod Kinetics (実線)とその修正系(破線)における増殖速度の基質 (s)依存性。左図は S

に関して実スケールで右図は対数スケールで表示。

の維持に必須であるものも多い。そのため増殖できなくなる限界の濃度はゼロより大きいと考え

られる。この乙とを考慮して MonodKineticsを修正したモデルも幾つか提案されている [5，8]0

それらは数理的にはほぼ等価なものが多く、ことではその一つを採用する。

土=μf例日{(刊)示 -d}X (2) 

乙乙で、基質が臨界濃度否=鳴子を下回ると増殖速度が負となっている。ケモスタツト培養系

のモデ、ルと考えるとこれは希釈速度に増殖が追い付かなくなる状況に対応しており、自然界にお

いては微生物が死滅していく過程と考えられる。パラメタ dは場合に応じて希釈率あるいは死亡

率となる。乙乙で留意すべきは微生物の死と増殖しない事の関連はそれぞれの種の飢餓状態への

戦略に応じて多様であり、基質の不足が則、死を意味するとはかぎらないことである。また、そ

もそも基質の濃度を決めればそれまでの履歴に依存せず増殖速度が一意に定まることは自明では

ない。しかし以下の節で述べるようにこの形式を用いて記述可能な現象も存在し、一次近似とし

て受け入られている。この問題は本小文の最後でもう一度触れることLこする。

微生物競合の現象論

この節では MonodKinetcsを、例として単一の資源を巡る多種系の競合状況に適用することに

よりその特性を議論し、それを通して現象論に立脚した理論の可能性を考えたい。

3 

基質の消費

前節で微生物の個体数の変化に関しては現象論的方程式を与えたが、単一の資源、を巡る競合を

考えるためには資源となる基質濃度の変化についても議論しなければならない。以下で基質濃度を

環境因子として環境が定常である場合と揺らぐ場合にについて考えるが、ここで、例えば基質の濃

度一定 (s= const.)が定常的な環境に対応するならば議論はしごく簡単になる。その基質の濃度

において種 t と j の組が μ~(s) >μj(s)の関係にあればその個体数比は時間とともに Xj/Xi→ O

-886-
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へと収束していく白環境が揺らぐ場合についても、その揺らぎ、があらかじめ P(s)のような分布関

数で与えられるなら同等の話であり、

/必附 (3) 

で与えられる二種はり/的→ 0 と収束していく。そのためどちらの場合も μ~(s) や f必(s)P(s)ds

の値に縮退がなければそれらの値が最も大きな種のみが生き残ることになるだろう40 どちらの場

合も種ごとに増殖率がパラメタとして算出されその値の大小で、決まるため、種間相互作用のない

ゲーム論的生態学が適用される。

しかしケモスタットの実験や自然界などを考えてみると容易に実現されうるのは、基質濃度そ

のものがシステム(微生物生態系)と切り離されて定められた状態ではなく、ある限定された領域

にその外部(環境)から流入してくる基質の量が制御された状態である。その状況下で基質濃度は

システムの一部であり微生物の個体数に対し共変するものとなる。このことはゲーム力学系の枠

組で考慮されていない微生物の総量としての変化を記述することにもなる50

ことでは基質が供給され微生物により摂取されるダイナミクスを以下のように記述する。

s = 8(t)一-Lz
k 十 S

(4) 

基質の摂取は再び MonodKineticsと同じ半飽和値 kを持つ Michaelis-Menten型であり、原点

はずれない。 8(t)は単位時間あたりの基質の供給量であり、乙れが定数 (8(t)= 80 = const.)で

ある場合を定常環境とし、環境の揺らぎ、としては 8(t)が時間の関数として揺らぐ状況を扱う。

3.2 静的な競合

以下のように定常的に基質が供給される状況下における多種系を考える。

(ヤγh←叶={怜(伊川戸民附日刊t汁バi+ di吋叫吋dぬt

s = 81ぬO一 2乞乙ご三i忘手主EZ
(5) 

乙の式は、パラメタの組(前向，ki，ぬ)で特徴付けられた種 i=l，rv，N が単一の資源 S で増殖し

ている事を表している。この設定において生き残る種とはどのような特徴を持つものであろうか?

よと同様にゲーム論的生態学を適用するならば増殖速度の早いものがやがては大勢を占めること

になるが、増殖速度を決める基質濃度はコミュニティ構造とともにかわるため、上の議論を単純

に適用することはできない。

パラメタを ki= 2.0・102ーヘ訊 =0.1 y'ki， d = 0.5 とした 5種系 (i= 1，・..，5)6のシミュ

レーションを図 2に示す。これによると、初期には増殖の早いもの (i= 5)が増えて大勢を占める

4縮退していても実現されるのは中立的な共存である。
5ゲーム力学系は個体数比に注目しているため限定された資源を取り合うことの直接的効果が組み込まれていない。
6最大増殖率(戸)と増殖率が飽和する濃度 (k)の聞に trade-o圧を仮定している。
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図2:s ~こ対する異なる依存性老持つ多種競合系の、静的な状況における個体数変動のダイナミク

ス。右上の挿入図は各種 (i= 1， cdots， 5)の s~こ対する増殖速度の依存性 (μ~(s))、上図は基質濃

度の時系列変化、下図は各種の個体数の時系列変化を対数表示で示す。線種は対応。下図より最

大増殖速度が速い種 5から順に侵入してきで、遅く百種に駆逐されているのがわかる。上図にそ

の時の基質濃度 Sの時間変化を示しているが、新しい種に侵入されると基質濃度がさがり(新し

い種の否になり)元いた種が個体数を維持できずに死滅していくのがわかる。

種となるが順々に他の種に侵入されて絶滅していき、最終的には、最大増殖率が一番小さく半飽

和値も小さい種 (i= 1)が生き残っている。

その理屈は微生物が増殖しなくなる状況について考えてみると明解である。ある種(i)がそのコミュ

ニティの Majorityとなって増殖を止めたとき環境の基質の濃度はその種の臨界濃度完=準語

となっており、他の種(j)がその状況下で侵入できるかはそれらのちが弓より小さいかどうかで

決まる。ち<高なら μ'j(百)>0なので種jは増加する。より小さいちを持つ種が基質の濃度を変

化させるまで十分増加すれば濃度がその値までさがるので、的(否j)< 0となりそれまで Majority

で、あった種 tの個体数は減少していく。結果、最終的に残る種は最も小さい否を持つ種(最も薄い

基質濃度で生きられる種)であり、最大増殖率よりは半飽和値 kの方に大きく依存する。この結

果は実験としても確かめられている。 Wickらの結果 ([7])によると、 E.Coliをグルコースが増殖

の律速となる条件下で飼い続けるとまず増殖速度が大きい方に進化した mutantが現れるが、や

がて半飽和値 kの小さい mutantに変りその変化は培養液中の glucose濃度の変化から観測され

ている。

ここで紹介した例は現象としては特に新規なものではないかもしれないが、『資源を巡る(単純

な)競争では増殖速度の大きな種が生き残る(レフリケーターシステムで記述される)~という考え

方に対して、シンプルな設定による反例を示している。ここで生き残った種の特徴を言えばより

低い濃度でも死なない種である。との一見消極的な戦略が基質の濃度という環境条件を制御でき

る立場に立ったとき、他の、より速く変化する種を駆逐していく。適者生存の適者とは必ずしも

増殖が速い者を意味しないととを(当り前かもしれないが)改めて示唆しており興味深いD

-888-
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図 3:導入する環境揺らぎの模式図。基質が微生物に消費されない場合の蓄積していく時系列

(1 S(t) dt)を示す。基質は周期的なタイミングで一定量ずつ供給されていく。

3.3 環境揺らぎと多種共存

前節では定常的な環境における微生物多種系の競合関係を取り上げ、増殖可能な基質濃度の下

限が小さい種が最終的に残ることを示したが、ここでは環境の揺らぎ、老導入した場合に多種が共

存しうる乙とを数値的に示す。先に述べたように環境の揺らぎとして基質の供給量が時間ととも

に変化する設定を採用し、系として (5)式で 80の代わりに時間的に変動する S(t)としたものを

用いる。 8(t)は周期 Tごとに一定量 Cだけ印加されるとして7、6関数の重ね合わせで表現する

(図3)。

シミュレーション老実行する前に設定について少し考察を加えると、あらゆる基質濃度に対し

てμi(8)>必(8)となるような二種を最初に用意するとぬ/Xlは単調にゼロに漸近する。あらゆ

る環境条件について劣っている種が存在すれば、その穫は集団内に固定化されないであろう。つ

まり多種が共存するためには基質濃度が異なれば優位な種が入れ替わる事が必要である。そこで

モデルにんくん件戸1<戸2を要請し、 richな環境でのみ増えられるがその(最大)増殖速度は速

い種と貧栄養でも増えられるがどんなに栄養条件がよくなってもあまり速くは増えられない種の

競合(図 4左図参照)を考える。

この trade-offを考慮した二種系において適当な環境パラメタを選べば図4に示すように安定な

共存解が構成できる。この共存解は相図 5で見られるように、パラメタの変化に対してロバスト

である。この共存現象は Litchmanらにより海中に存在する 2種のプランクトンに対して適用さ

れ、実際のパラメタを基にそれら 2種の共存が議論されている ([9])。

これまで議論では単一の資源を直接的な相互作用無しで取り合えば、その優劣は 1パラメタで

完全に決定できるとされており、前節の定常環境での競合もその議論の範囲内である。ではここ

での結果は何を意味するのであろうか?まだ完全な解釈には至っていないが、共存を可能にして

いる機構について少し議論したい。

ここで導入したような十分に半飽和値と増殖率が異なる種同士は、同一の資源を取り合ってい

るとはいえ、完全に同じニッチに属しているとは言えないのではないだろうか。シミュレーショ

ンの時系列から分かる通り、増殖の速い種が増減を繰り返してもそれに伴う基質の濃度変化の下

7ここでは周期的な揺動の結果に付いて述べるが、基質の供給タイミングがポアソン過程のような確率的に決まる場

合でも同じ現象がみられる。

n
y
 

口
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4200 4400 4600 time 4800 2000 5000 

図4:左図:周期的なタイミングで基質が供給される系の、基質濃度 (s)、種 1・2の個体数(X1，Z2) 

の時系列 (logscale表示)02種のパラメタは (k}，戸1)= (1，1)， (k2， il2) = (0.01，0.1)， d = 0.5 (左

図に増殖関数〆(s)のグラフを表示)，基質供給のパラメタは T= 40， 0 = 2.0。種 1は基質の供

給周期にあわせて増加ー基質の消費"減少を繰り返している。一方種 1がもたらす基質濃度変化は種

2の増殖速度に影響を与えないため (μ2(S)はそのbandより低い濃度で飽和しているため)、種 1

の増減には応答せずほぽ最大増殖率で増えていき、種2の個体数ぬが基質の濃度変化に影響を及

ぼすまで成長して初めて減少している。
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図5:2種が共存するためのパラメタ領域。左図は種 1がパラメタ (k}，戸d= (1，1)を持つときの種

2のパラメタ (k2ヲ戸2)とその共存性。白色は種 1のみが残るパラメタ領域で黒色は種2が残る領域、

灰色の領域が二種が共存可能な領域。 T=40ぅ 0=2.0。右図はパラメタ (k，戸)= (1，1)， (0.01，0.1) 

を持つ二種に対し、基質の供給周期 T と供給量 Cを変えた場合の共存性を示す相図。色は左図

と同じ。

限は高々その種の臨界濃度吉1程度であり増殖の遅い種の増殖速度を変化させるにはいたらないた

め、遅い種は速い種がっくり出す環境変動に左右されずに増殖し続ける。一方、遅い種の個体数

が十分大きなくると基質の濃度変化に直接影響を与え遅い種の h まで濃度は下がるため速い種も

その影響をうけるが(図4では2種が同時に減少している局面)、次の供給があると速やかに増殖

するので、遅い種からの影響は引きずらず短時間で収束する。このように MonodKinetics にお

いて飽和した濃度領域での揺らぎは個体数変動に影響を与えないため、揺らぎへ応答する濃度帯

と増殖率の間に上で採用した trade-offの関係があればそれらの種間の相互作用は実効的に切れて

いると考えられ、それぞれが独立に揺らぐ供給に応答している状況に近くなっている。つまり揺

らぐ環境では資源が単一に限定されていても異なる濃度へ応答するという複数のニッチを許容さ

れ、共存状態が実現されていると考えられる。
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4 Beyond Monod Kinetics 

上二節で微生物増殖の現象論である MonodKineticsを紹介しその適用例を見てきたが、それ

らより MonodKineticsは現象を記述する能力があると言ってよいだろう。では一つの基質に注

目した増殖の議論はこの方程式で尽きているかというと、生物を記述するときの常であるがもち

ろんそうはならない。最初の節で述べたように MonodKineticsから構成的な理論研究へと繋げ

るためには、その適用範囲と範囲外にどのような現象が存在するかについて考察することは必要

である。本小文の最後にこの MonodKineticsで記述される classを越えた現象について少し議論

したい。

Monodの式において増殖が基質の濃度に対し一意に定まっていると言うことは、各微生物種が

その環境に対し最適の状態へ適応していることを意味している。つまりモデルで想定される時間

スケールは微生物種の適応時間より十分に長くなければならない。前半の定常環境の場合は外部

から時間スケールが導入されていないので、微生物の個体数変化のスケールが状態変化より十分

遅ければ上が満たされるが、微生物系についてはそれが常に成り立つかどうかは疑わしい。 Wick

らの実験 ([7])では mutationの結果として否の小さい変異体が現れ集団に固定化されているが、

一方、この(変異体が現れる)変化と同等な時間スケールを持つ適応現象も十分考えられる。また

環境の揺らぎを明示的に取り入れた場合は、その揺らぎの時間スケールと微生物種の持つ適応の

時間スケールとの関係を検討しなければならないだろう。もしそれらの関係が十分離れておらず

動的な相関を持ちうるなら、適応ダイナミクスを考慮して各微生物の細胞の状態を記述する必要

が生じる。そうなれば当然同一種内でも個体差が現れるため、上で示したように一種に対し 1な

いし少数の自由度でその個体数の変化が記述できるか定かではない。

今日に至るまで MonodKineticsが現象に適用されてきたのはその有用性にある。この少ない自

由度による平易な記述は再現性のある微生物のふるまいに良く適合しており、このことが妥当性の

検証が常に求められる実験科学にとって有用であることは言を待たない。しかしこの平易さと再

現性が独立のものではない(平易さが再現性の確認を可能にしている)ことに注意すると、 Monod

Kineticsの位置付けは微生物研究の履歴を引きずっており、自然を記述するための道具としての

地位、生態学の理論研究における地位はまた別にあると思われる。微生物増殖の研究は十分に実

験系全体を制御して結果の再現性を保証する努力とそれを記述するシンフルな現象論とにより発

展してきた分野であり、もちろんその有効さを疑うわけではないが、その履歴と方向性を考慮せ

ずに生態学へ応用しようとすれば、実際の自然現象のおける“制御できない部分の複雑さ"を見誤

る可能性もあることに留意しなければならない。

本文のはじめにおいて、微生物生態系は制御可能なスケールの現象でかつ多様なスケールを含

むと述べたが、との『多様なスケール』全てが『制御可能なスケール』に含まれている分けでは

ない。正しくは、微生物生態系は多様なスケールや複雑さを持ちその一部として制御可能な現象

を切り出すこともできるシステムである。切り出された現象が全体のどの部分であり地平がどの

方向に広がっているかを示すことができれば、微生物生態系の多様性を考える上で重要な足掛か

-891 -



研究会報告

りとなるにちがいない。
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