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第 2& 3回複雑系札幌シンポジウム講究録｣

カオスに よる自発的分化 と多様性の進化
東京大学教養学部

金子邦彦

生物の作 り出す系 はなぜ このように多様で複雑 なものへ と進化 して きたのであろ うか ｡
いか に して増殖 か ら多様性 が うまれ､維持 されているのであ ろ うか｡ この ような問題 は
細胞 レヴェルでの分化か ら､生態系での多様な関係性の維持 といった レヴェルまで広 く見
られ､理論 的には共通の概念が必要 とされる主要 な問題 である｡ このことを考 える上 で､
我 々は ｢生命系 にはその増殖 の性質ゆえに要素 (
細胞で も個体で もよい)の間の相 互作用
が増す｡する とた とえ同一の要素集団であっても自発的分化が起 こ り､それにより役割の
分業が生 じて調和 的な関係性が生 じる｡こうして生 じた多様性 はカオス的遍歴 ､ホ メオカ
オスに よりダ イナ ミックに維持 される｣ とい う見方を提唱 したい｡
この ような見方 に至 った主要な動機 は 2つある｡ まず､これ までのカオスを示す要素
が結合 した系の研究で､同一要素は振動が引 き込んだ､い くつかの クラスターに分化する
こと､そ ういった クラスター化 した状態の間のカオス的遍歴現象 ､乱 れた状態の中での要
素間の隠れた コヒー レンスの存在が見出 されたことである｡次 は最近の四方達 の実験で
ある｡彼 らの実験 に よれば同 じ遺伝子 をもった大腸菌 をスープのなかで培養 してい くと､
酵素活性の高い集 団 と低い集団に分化するとい うことが 自発的に起 こる｡この実験では突
然変異 は見 出 されてお らず､また高い集団 と低い集団が空間的に分離 しているわけではな
い｡このことは､細胞分化が､原核生物で､かつ遺伝子 は同 じで､かつ空間的に一様で'
も
起 ることを示唆 している｡
ここでは細胞分化 の抽象 的なモデ ルをつ くり､そのシ ミュ レーシ ョンを通 して上 の見
方 による細胞分化 のシナ リオを提唱するOまず系 は各細胞 (
i
)の化学物質 kの量 l
l
L
.
(
i
)
､そ

(
i
)であ らわされ､これ らの変化 は以下で与 え られる と
れぞれの化学成分 の培地での量 Xk
)単純化 した代謝反応系 (
細胞内の k成分の化学物質の微 分方程式系)(2)外 の
す る｡(1
培地か ら細胞内へ の化学物質 (
栄養)のアクテ ィヴな とりこみ と拡散 (3)代謝反応 の進行
による生成物 の蓄積 による細胞分裂 (4)ある条件での細胞死｡個 々の細胞 は代謝反応 を
行 ってお り､一般 にはこれは非線型であ り､また細胞 同士 は栄養源 をと りあって相互作用
を しているので､多 くの非線型要素の結合系の例 となっていることに注意 しよう｡更 に､
細胞 は分裂や死 に よってその数が変化するので､力学系の立場か らい うと自由度が増減す
る問題 となってい る｡
具体 的には各プ ロセスは以下の ようなものをとる｡
(あ)細胞内の代 謝反応 :
化学成分 の間には適当な反応 xk→ ご
L
があ り､これ らは他 の酵素 で制御 されている と
する｡さらにこれ らの酵素の合成は各化学成分 によっているので､反応 は一般的には自己
触媒 的になっている｡また他 を作 る源 (
栄養 )となる化学成分 Sがある とす るO
(い)化学物質 の とりこみ と拡散 :
各細胞 は培地か ら化学物質をとりこんでお り､この とりこみはその細胞 の活性 (
ここ
ではその細胞 の もつ化学物質の和)によっているとしよう｡ さらに細胞 と培地 の間には通
常 の拡散過程があ る｡
(う)分裂
各細胞では代謝 を通 して最終生成物が蓄積 されてい く｡その量があ る しきい値 を越 え
る と (ほほ等分 に) 2分割 され､細胞分裂が起 こるとしよう｡これによ り､細胞数 は 1個
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増加 し､われわれの系 の 自由度 は増加する｡
代謝反応 の ネ ッ トワー クの選び方 により色 々な可能性があ りうるが､主 な場合 に得 ら
れたシ ミュ レー シ ョンの結果 をまとめると次のようになる｡
●段 階 1:化学成分 は代謝反応 により振動 しているがその振動 は同期 している｡そこ
で､細胞 は 1
,
2
,
4
,
8
,
‑ と一斉 に分裂する｡
●段 階 2:振動位相 の クラス ター化 :細胞数が増す につれて振動 は同期 を失い ､こ
となる位相 で振動 する集団に分かれる｡ その意味では細胞 は もはや同 じものではな
いが､ここで違 うのは位相 だけで時間平均すれば どの細胞 もほほ等量 の化学成分 を
持 っている｡全細胞 の振動が引 き込んで しまうと一斉 に栄養源 を とりあ うことにな

t
i
me s
ha
r
i
ng
り増殖が困難 なのに対 し､クラスター化 により時 間的な棲 みわけ (
s
ys
t
e
m)を実現 しているわけである｡ こういった クラス ター化の由来は代謝反応
と取 り込みのダ イナ ミクスにある不安定性 にある｡これによって 2つの細胞 の状態
の微小 な差がマ クロな差 にまで増幅 されるのである｡
●段 階 3 :分化 の固定化 :分裂 によ りさらに細胞数 が増 す と､平均 した化学成分 が
細胞 によって異 な りは じめる｡ つま り成分 1が多い細胞 グループ とか､ どの成分 も
同様 に持 っている細胞 のグループ とい うように分かれ､それは固定す る｡振動 のパ
ター ン､周期 もグループ ごとで異 なるようにな り､分裂 も一斉 には起 こ らない｡
･段階 4:
分化の伝播 :上で分かれたグループはその性質を子孫の細胞 に伝 える｡つ ま
り､A型の細胞か ら分裂 した細胞は A型になるといったことである｡ここでは遺伝情
報 を表 に出さな くて も形質の伝播が起 こったこと､細胞の性質が固定 (
de
t
e
r
mi
na
t
i
o
n)
されたことに注意 しよう｡
●段 階 5:階層的分化 :分裂が続いて細胞数が更 に増す と､上で分かれたグループが
少 しだけ化学成分 の異 なるサブグループに分かれてい く｡つ ま り A 型か らは A l､
A 2の タイプが生 まれ ､B型か らは B l､B 2の タイプが生 まれる とい うようなこ
とが起 こってい く｡ その意味では段階 4での A型の細胞 は以降のその系列 の細胞 の
幹細胞 となっている｡
以上で注意すべ きは､この分化過程 はそのなるべ
一 く遺伝情報 にプ ログ ラム されている
とい うよ りも､相互作用 を通 して生成 された とみるべ きである とい うことである｡では､
分化 形質の伝播 は細胞 間相互作用 を通 して記憶 されているのであろ うか ､それ とも細胞 内
の化学成分 の値 によって記憶 が生 まれた とみなせるのであろうか｡このためにはある細胞
をと りだ して別な状況 においた時にやは りその子孫が同 じ形質 を保 っているのかを見 れば
よい｡こ ういった移植 シ ミュ レーションの結果によると､ある範囲では細胞 内に記憶 がで
きている とみな して よい ことがわかった｡
以上 は空間的には一様 した場合であるが､空間的に局所 的な相互作用 を考 えた場合 は
細胞分化 とともに空間的に非‑様 なパ ターンがつ くられ形態形成へ とつなが ってい くなど
様 々な拡張が可能である｡ この ような結果をふまえて､生物系 のネ ットワー クの分化 と多
様性 に対 して冒頭で述べた "
i
s
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o
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ve
r
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n"を構成 してい くことを考 えているC
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