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研究会報告

38.PROTOCELLMODEL

群馬大 ･教養部物理 樽 見 和 明

Univ.ofBremen HelmutSchwegler

1.序

生命 (以後 livingsystems)と,その他の系 (以後 nonlivingsystems)を区別することは直感

的には容易ですが,正確なかつ普遍的な生命の定義を与えることは簡単ではありません｡Ka-

planl)は,self･maintenanceを1iving･systemsを特徴づける重要な要素のひとつとしてあげてい

ます｡この場合 self-maintenanceとは,livingsystemsが外界と比較 してより複雑で高秩序に組

織化された構造を,破壊的かつ散逸的な外界からのゆらぎの中で保つことを意味しています｡

Turingの先駆的な仕事2)以来 prigogine学派に代表される多くの仕事があり,3)- 4)非平衡開放

系としてのsystemを考えれば,livingsystemsの持っ self-maintenanceという特徴を熱力学の諸

法則に矛盾することなく説明できることは,よく知 られています｡Meinhardt5)は更にその延

長として,morphogeneの化学反応系のmodelを生物の形態形成に応用 しています｡

しかしながら,従来の仕事には外から与えられた固定された境界 を必要とする, という欠陥

があります｡化学反応の場合試験管の壁が,この境界に相当します｡本来 Iivingsystemsは,こ

の様なそとから作為的に与えられる固定された境界は必要とせず,むしろlivingsystemsとその

外界との境界 (livingsystems自身の形,大きさを与えるもの)は,系自身が作 りだし調節 して

いるものであるはずです｡系自身が作 り出 し,調節 している境界のことをself-determinedbo-

undaryと呼ぶことにしました｡6)

私達の目的は,livingsystemsの持つ Self-maintenance, metabolism,そ して self-determined

boundaryの特徴を備えたmodelを考え,その物理的なmechanismの理解を深めることにありま

す｡7),8)

私達の提案するmodelは,実際のlivingsystemsに比較すれば簡単過ぎるもので,現代の高度

に進化 した生物の形態形成等を論 じることはできませんが,むしろ私達のmodelは生命の起源

としてよく知 られているcoaceⅣate(oparin9))や,microsphere(FoxlO)) らに近いものでし

ょう｡protocellと私達のmodelを名づけたゆえんはここにあ ります｡
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｢パターン形成,その運動と統計｣

2. Model

Figurelにmodelの概略が示 されています｡二つの

拡散する物質CとOを考えます｡Cはprotocellの中を

自由に拡散 しある一定の濃度Clを越すと,polymeriza-

tionもしくはaggregationを起 こしてporousなmedium

なC串という相に変化 し,この相が protocellを構成する

とします｡また単位時間あた りγCの decayを考えま

す｡protoceuは液体状の環境に浸っていて,この環境

がcellにnutrientOを境界で一定の濃度 Tで提供すると

します｡ OはCと同様にcellの中を自由に拡散 LC*に

Figure1:Protocellmodel
の概略図

よるcatalyticな反応によってCに変換されるとします｡この化学反応はMichaelisIMentenkine_

ticsの一次近似 として, Oの一次のorderで起きるとします｡

さてcellの中では,Cの濃度はC1より高いのにもかかわらず,C*-の aggrerationは起 こりま

せん｡なぜならcellの中では,すべてのsiteはすでにC*で占められていてaggregationが起きる

余裕がないからです｡Cはcellの中を境界に向かって拡散 し,丁度C-clとなる境界でaggre-

gationを起 こすことにな ります｡

境界の運動則 を考えてみましょうO 境界から外界に向かっての一定の rateβでのCのd.is-

integrationを仮定 しますと,Cのmaterialbalanceにより,cellの内側から境界-運ばれたflux,

-gradCと,外-のdisintegration-βの差で境界の成長速度鴇が,決まることにな ります｡以上

まとめます と系を支配する方程式は,

0-号 票 - △0- 0 (1,

票 -△C-γC･o (2)

v n-一語-IP (3)

C-C1, α- T (4)

incen

Onboundary

なお議論に無用な常数は,scAlingoutされています｡scalingの詳細は文献 7)を参照下さい｡

また,equationlにおいて拡散常数DoがDcよりはるかに大きいとして adiabaticassumptionを

使用 しました｡
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この方程式系は,最近話題となっている結晶成長のそれににています｡11)私達はlivingsys-

temsとしての重要なself-maintenace,metabolism,そ して self-determinedboundaryとい う要

素を備えたmodelを考えることにより,結果的にmovingboundaryproblemに到達 した訳です｡

私達の系 と結晶成長のそれの違いは,protocellには外界からnutrientを取 り込んで,catalytic

な化学反応で,構成物質であるCを作 り出すというmetabolismの要素が入っていることです｡

ここにnonlivingsystemsである結晶との違いがあ ります.

境界の運動 (形態の成長のdyanmics)は,equation3によりきまります｡その運動の結果,

拡散場に新たなboundaryconditionが与えられ,それによって新たに決まった拡散場の解の

一gradCによって,更に新たな境界の運動が決まることにな ります｡つまりcellは自分自身でそ

の境界の運動 (形態の成長 )を調整 してお り,この meChanism が self-determinedboundaryに

他なりません｡

3. 定常状態及びその近傍のdynamics

方程式系(1ト(4)の定常解 として γ

-Roという球対称な解が存在 し,

Figure2に示される様にnutrientsup-

plyT により三つの branchがありま

す｡一つはtrivialな解R0-0,あと

はR'o(solidline )とRol dotted

line)です｡

これ らの解の安定性を調べるため

に,次のような線形化を行います｡

r-Ro十 eYzm(0,や)elf

(5)
Figure2:Bifurcationdiagram RovsI

融 こここではequation2において,器 -Oとおきますoこれは境界の運動の時間 scaleに

比べて,Cの拡散項の時間 scaleが早く,遅い時間 scaleの境界の運動からみれば,拡散場

がquasi-steadystateに到達 していると,見なすことを意味 しています｡ (この仮定なしでも議

論を進めることはできます｡8) しかし結果の本質に変わ りはあ りません｡)

eigenvalueスは7nには依存せず, ∠のみに依存することが分かりました｡ Izの各々の∠-0,

1,2,3,4についてのRoの依存性をFigure3に示 しました｡ Il=0(sphericalmode)の結果
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｢パターン形成,その運動と統計｣

から,R;のbranchは不安定,Ro'

のbranchは安定ということがわか

ります｡ Il=1は常にゼロ,でこれ

はtranslationに対応す るmodeが

marginalに安定 ということで,そ

れ以上の物理的な意味はありませ

んo lz;Z≧ 2modeについては,

criticalな半径月;が常に存在 しR｡

<R…では安定R｡>R…では不安定

です｡以上 nutrientsupplyTに関

入o

R,: I

ぢゝ

至 も R

Figure3:Eigenvalue}∠vs半径Ro
してまとめますと,

0<I< To:protocellは十分なnutrientがない為に,R0-0のtrivialなsteadystateに到 達

する｡ 死滅する｡

･o<I<T2 :この中間領域でのみすべてのmodeが安定でcellは Tに対応する半径Roで安定

に存在する｡これはself-maintenanceを意味 します｡

･>72 :少なくともまず,/-2のmodeが不安定になり分割のdynamicsが initiateさ

れる｡

4. 定常状態からはるかに離れた状態でのdynamics

前章での議論では,定常状態の近傍のdynamicsのみ取扱可能で,たとえばて>72の領域にお

いて, ～-2によってinitiateされた分割のmodeが非線形領域でどの様な振舞いをするか, と

Figure4:非線形領域でのdyna-
mics｡ 1,2,3は分割

-至る途中の時間経過

を表す｡
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いう興味ある問いに答えることはできません｡そこで私達は,Langerらによって結晶成長の非

線形領域のdynamicsを取 り扱 うのに提案された12)boundarylayerの手法をこの protocellの場

合に適用することを考えました｡この手法の本質は,時間的にも空間的にもnonlocalな複雑な

dynamicsを,境界近辺の薄いboundarylayerに還元 して考え,最終的に境界の成長速度を,

localな量 (curvature,arclength)で表そうというものです｡ (詳細は文献 13)を参照 して下

さい｡)

Figure4にその結果のみを示 しました｡これにより, /-2のinitiateされたmodeが非線形

領域で増幅され分割へ と進むことが分か ります｡とすれば,Figure5にある様な proliferation

のcycleが起きることが考えられます｡

5.最後に

進化の最も初期のころに,私達が提案 したmodelに似たものが重要な役割を果たしたことは,

十分に考えられます｡複雑な生化学の進化のstepはそれに必要な化学物質がlocalなところに集

まっていてはじめて可能です｡とすれば私達が提案したmodelの様なprotocellがmatabolicな化

学反応を支えるcompartmentとして外界からの撹乱から守 り,それ と同時にその化学反応によ

ってcell白身が生産されたと考えられないでしょうか｡
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39. SpatiotemporalChaosの特徴づけに向って

東大教養 ･物理 金 子 邦 彦

§1. 序

自然現象,人工現象を問わず, "複雑 さ"という言葉で特徴づけられるものは枚挙にいとま

がない｡にもかかわらず,そのうちの多くのものは ｢汚ないデータ｣ として自然科学の対象外

とされてきた.ある意味で,近年のchaosの研究は,そのような ｢複雑さ｣-の解析-の第一

歩といえる｡しかし,低自由度起源のchaosで説明される複雑さが万能ではむろんなく,自由

度の大きい系ではそれに固有な,複雑さの起源があると思われる｡ここでは,そのような複雑

さを示す簡単なモデルを呈示 し,それを定性 ･定量的に調べあげ,｢spatiotemporalChaosの統

計力学｣ をつくることを目指す｡

応用 としては,流体のみならず,プラズマ,化学反応系,固体物理,光学等の広い分野で見

られる乱流現象やパタン形成に関連する諸問題を主に念頭に置いているが,将来の展望として

は,神経系に代表される生命現象でのネットワークのもつ複雑 さやコンピュータ設計*)等にも

関係 してくることを夢見ている｡

§2.モデル

*)大塚 ･池田による光非線形素子の結合系のダイナミクスは,この方向でも非常に興味深い｡
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