
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

二種類の細胞が敷つまった多角形
パターン(研究会「形と空間」,形態
形成の科学的研究(II),科研費研究会
報告)

本多, 久夫

本多, 久夫. 二種類の細胞が敷つまった多角形パターン(研究会「形と空
間」,形態形成の科学的研究(II),科研費研究会報告). 物性研究 1988,
51(1): A85-A88

1988-10-20

http://hdl.handle.net/2433/93476



二二車重 芙頁の 糸田胞 -が 敷 つ ま Iつ た 多 角 形 )''ヾタ - こノ

本多久夫~(鐘紡ガ ン研究所 )

細胞が敷詰 まってで きた多角形パタ ンが ある. こ卿 多く良化

させ たVl･__旦亜 した細胞鞄_±単 車擾=に鱗合 う_こと堤を_り__とい う規制やき遷_をと一旦

どんなパタンができるだろうか?

生物の組織形成は, 同 じ種類 の細胞同士が寄 り集 まってそれぞれの組織を形

成 す ると一般 には考 えられている. しか し,詳 しく見てみ ると一つの組織 に二

種類の細胞が いりまじって奇妙 なモザ イク模様を呈す るものが ある. ここでは

脊椎動物 (鳥妹と両生類 )お よび無脊椎動物 (昆虫)のシー ト状組織か らの苛

つの例を述べ, これ らに共通す る点 につ いて考 える.

トリ輸卵管上皮組織では山中八郎氏 (鐘紡ガ ン研 )によると, は じめ均一で

あ った細胞 に繊毛の生 えた細胞 (分化細胞 とよぷ ことにす る. 図 1の点々で示

図 1

した細胞 )がみられ るようにな る.分化 した細胞が直接隣合 うことはほとんど

な い.分化細胞を未分化細胞が取 り囲 んだパター ンにな っている. (このあと,

繊 毛細胞は一回分裂 し, 上皮組織 は市怒模様 に似 たパ ター ンに移行する. この

過程を細胞間の接着力の差で説明を試み たことがある. そこでは異種細胞同士
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の接着が同種細胞同士よりも強いと仮定 した 日】.)

繊毛の生 えた細胞が散在する例はサ ンショウウオ肱の表皮でも報告されてい

る 【2】.やは り輸卵管上皮と同 じように, 繊毛細胞を別の細胞が取 り囲んでいる.

これ らのパターン形成は次の間鹿 と似 ている:六角形格子があってこの六角
ヽ

形を色で塗 り分 ける.色で塗 られた六角形同士は決 して隣合 うことはな く, し

かも可能な ものはすべて塗るという条件がかせ られているとどんなバターンが

えられるか? 周期的なバター ンを考 えたとき,答の一部を図2にしめす. 負

図 2 (a) (b)

で塗 られた六角形 とそうでない六角形 との数比の最大は 1:2 (図 2a)で,

最小は 1:6 (図 2b)である.ランダ ムに塗 っていくと両者の間の値にな り,

次の種村正美氏 (続数研 )の発表にあるようにおよそ 1;3.3になる.

現実では輸卵管上皮で 1;2.1,サ ンシ ョウウオ肱表皮で 1;3であり, 図 2

aにちかい. これ らの組織は分化細胞数を最大にする方策を知っているように

見えるが, この機構 についてはわか らない. (ここでは六角形格子を固定 して

考 えているが, 実際は細胞の並び替わ りや分裂があり, これらが分化細胞の直

接の燐合いを局所的に排除 しているとお もわれる. )

もうひとつの二種類の細胞の まじった組織の例はチ 畠クの廼上皮組織の鱗粉

細胞である. 麹が形成される過程では, 吉田帽広氏 (上智大)によると,微繊

毛の しきつ まった均一な多角形細胞の集 まりであったものが微繊毛の少ない細

胞 (分化細胞 )が点々とあらわれてきてついには列にな らぶ. (この列が麹の

鱗粉列の起源であ り, チ ョウの選の鱗粉 は体長に平行にいくす じもの列を形成
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す ることになる. )

廼上皮組織の列形成過程で も,輸卵管 と同 じように, 分化 した細胞同士が直

接隣合 うことはな く, いつも分化細胞は他の紳胞 に取 りー囲 まれている. この列

形成の機構はいまの ところまったくわか らない. しか し分化細胞が直接に隣合

うことなく他の細胞 に取 り囲 まれるとすると細胞数比は どの くらいになるはず

であるかは算出できる: 1次元の細胞列があってこの細胞が分化する.分化細

胞が互いに直接には接 しない条件で, ランダムにひとつづつ分化 させ ると細胞

数比は 1:1.3になる. (これは電算機シミュ レーシ ョンにより求めたが,吹

の種村氏の発表のようにすで に計算解があった. )つぎに列を隣合わせに並べ

るのであるが, この ときに分化細胞が隣合わないために仕切 りとなる細胞が必

要セある. この紳胞数は図 3のような細胞の大 きさを仮定すると分化細胞 1に
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対 して3.3(=lX2日.3)とな る.すなわち,分化紳胞 と列内の仕切 り細胞,刺

間の仕切 り細胞の数比は 1:1.3:3.3である. この値はチ ョウ麹での実測値

1:1.3:3.4と非常 に近い.

まだ不明の点が多々あるが, 組織形成 にあたり生物は以下のような手淫を採

用 していることがあるとい まの ところ考えている:多数 の同一の構成要素o)隻
まりを用意する.構成要素のおのおのは幾つか (たとえば 2つ)の状態の うち

の 1つをとる. どの状態を とるかは構成要素間の局所的な関係で きまる.

ll] 捉onda, Ya ma naka,Eguc hi(1986) I.Enbryol.Exp.姫o rph. 98 :1- 19.

【2】 Landst ro皿 日 977)J,紬 bryol.Exp.加orph. 41:2 3-32.
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討論 (DISCUSSION)

三腰類の串埠が敷き_?_呈ユ を阜 弗形パ ダニ_之 本多 久夫 (鐘紡 ･ガン研)

Q.2個の細胞 (囲A,B)の間に別の種類の細胞2個があるとき､A,Bが同時

にそのとな りだけをみて左右へひろがるとすると

同種のものが くっついてしまう｡ このようなこと

が生 じないためには､分裂メカニズムのモデルは

どの様に考えればよいか｡

鳥脇 純一雌 (名古屋大 ･工)

A.元の私の人為 的モデルでは分裂や左右へのひろが りは考えておりませんので

ご質問の様な事はおこりませ4,｡ しか し､ご質問が r隣 りあった未分化の細
胞A､ Bがあってこれ らが同時に分化の判定を行 ったらどうなるか｣の意味

を解釈 します と現実にはどうな っているかたしかに疑問です｡AはBが分化

して いないか ら分化 しようとす る｡ Bもその時点ではまだ隣のAが分化を表

していないか ら分化 しようとするはずです｡電算横では 1つづつ処理します

ので この間題 はおこりません｡現実にはわずかな差を鋭敏 に検出す るのか､

その まま2つ とも分化 して しまったあと近接の細胞と並び替えがおこるのか

･･･わか りません｡

Q.生物学的用語 は失念 しましたので､黒細胞､ 白細胞と呼ばせて頂 きます｡梼

成比の平均値 に興味があることはわか ります｡黒 白の多少についての個体差

は､横BEL的にはどう反映 しますか?細按化を微視的に支配 している局所原理

と.,膜の横能 という巨視面 との関わ りについての質問です｡

(当日は､時間の都合で発言 しませんで した)

小川 泰 (筑波大 ･物理工)

A.トリの翰卵管の場合､ 2種の細胞は表面に搬毛の生えた細胞 と内部に分泌頼

粒をもった細胞です｡前者の総毛運動と後者の分泌する粘液とが､卯が管の

内を通過する時にスムーズに動 くのを助けていると想像 しています｡このよ

うな横能を考 えますと2種の細胞の数の比よりも､ 2種類がいりよじって均

-になる程度の方に興味が持たれます｡

今回の発表で細胞赦比は2細胞の規則的な分布を反映 しているパ ラメータ

として便いました｡ これが適切なパラメータかどうかはいつも元のパターン

にもどって注意 しないといけません｡

2種細胞の分布とシー ト状組織の機能 (卵を滑 らかに通す)の関係につい

てはあまり鋭敏でないように思 います｡ 2種類が適当にち らはっていればど

んなパターンでもこの横能ははたきれるように思われます｡ あそびで多様な

バターンをつ くっているのか､ まだ我 々がその機能にきがついていないのか､

どち らかわか りません｡

(小川先生のおっしゃる r膜｣ は､ ｢シー ト状範織｣ と解釈 しました｡ r膜｣

といいますとつい細胞膜を考えて しまいます｡)
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