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｢第41回 物性若手夏の学校｣

進化の問題を(統計)力学の立場から考える

第 2部 :大自由度ランダムレプ リケーター方程式とタンパク質の配列進化

大阪大学大学院理学研究科 時田恵一郎

(現ハーバード大 化学科 :tokita@paradox.harvard.edu)

1.あわび

本当のテキストの方にも ｢おわび｣と称す

るしょうもない枕を書きました｡ところが本

当に申し訳ないことに､さる事情により夏の

学校でお話をすることができず､夏の学校事

務局の皆さんをはじめ多 くの方々に御迷惑を

おかけしてしまいました｡ この場をお借 りし

て心よりお詫び申し上げます｡また､以下の

駄文に関して､少しでも興味を持っていただ

いた方がいらっしゃれば幸いです｡御意見 ･

御感想などもお待ちしております｡

2.絶滅ダイナミクス

2-1.大自由度ランダムレプリケ-タ-方程

式[1】

第一部での茶碗谷氏の話で､ポピュレーシ

ョン ･ダイナミクスを記述する方程式系の自

由度が大きくなると､系の非線形性を反映し

た様々な複雑な運動の形態が現れることが示

された(と思う)｡引き続きここでも､以下の

ゲーム力学方程式の時間発展を考える｡

〟J

dxi(i)/di- xi(i)(∑ ai,･X,･(i)

3'=1

〃∫

-∑a,･kX,･(i)xk(i)),(1)3',A-1
NI

∑xi(i)-1 (0≦xi(i)≦1)･ (2)
i=1

これは､レプリケーター方程式 [2]とよばれ

る方程式系の-形式で､レプリケーター[3】と
いう自己複製するある実体の個体数の変動な

どを記述する｡この方程式は､社会生物学､

巨大分子の初期進化､数理生態学､群集遺伝

学､ゲーム理論､そして経済学でも用いられ

る､極めて応用範囲の広い一般的な形をして

いる｡ここで変数xiはi番目レプリケーター

の ｢個体数密度｣を表す｡レプリケーターの

実体は､ゲーム理論では ｢戟略｣であったり､

経済学においては､｢商品価格｣などに姿を

変えるが､以後､それらのレプリケーターを

単に ｢種｣と呼ぶことにする.Nlは初期に

存在する種の数であり､方程式の自由度であ

る｡これはまた種の多様性を表すので､以後

｢バラエティ｣とよぶことにする｡第-部では

バラエティが4,5といった系の示す複雑な振

舞いが調べられたが､ここではそれよりずっ

と大きなバラエティをもつ系を考える｡行列

A-(aij)の要素 aijはi番目種の個体群密度

の増大率に対するj番目種の影響の大きさを

決定する｡この相互作用行列の設定が､モデ

ルの ｢設計｣に対応する｡例えば､全ての種

が他の種の生存 ･繁殖を促すような共生的な

状況は､∀iJ･aij>0とモデル化される｡

ここでは､自己抑制的な aii- -1とし､

N(N-1)個の種間相互作用 aiJ･(i≠j)はそ

れぞれ平均O､分散Vのガウス分布に従う独立

な確率変数であるとしよう｡このランダム相

互作用の導入は､多数の種が複雑な関係 (捕

食､被捕食､共生､競争etc)にある状況をモ

デル化する際の､最初の一歩としてはもっと

もらしいし､ランダム系としての理論的興味

もあるので､その典型的な振舞いを押えてお

くことは重要である｡この系については､バ

ラエティが十分大きい極限で､ランダム行列

の理論を通じて､内部平衡点がある場合に､

その局所安定条件が導かれている【4,5]｡
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もちろん､このようなランダム相互作用を

持つ巨大な系が､自然の中に定常的に見出さ

れるとは思わない｡しかしながら､例えば温

暖化による海水面の上昇などの外的な環境の

変化によって､長い間隔離されていた多数の

生態系が融合したような状況[6]では､一時的

にランダム相互作用を持つ大きな生態系が出

現する【7ド とが期待される｡このように､偶

然出来てしまった巨大なランダム生態系は､

大変不安定であり､バラエティが大きな極限

では､系は確率1で内部平衡点をもたないの

で､パーマネンス【21でなく､実質的には絶

滅が起こる｡われわれが注目するのは､この

ように巨大なランダム生態系が､自らの不安

定性により大絶滅を引き起こし､崩壊してい

く過程で示す普遍的な振舞いである｡

生態系における種の大絶滅のメカニズムに

は多くの研究がある【8,9】｡それらの結論は

二つに大別出来る｡一方は小惑星の衝突や大

規模な火山活動などの､外的なショックを強

調するもの【10,ll,12】で､もう一方は系の持

つ内的な力学的不安定性を強調する[13,14]
ものである｡われわれのモデルは､ある意味

で両方の見方を融合させている｡前者の見方

は､外的要因により巨大なランダム生態系が

偶然出来上がってしまったという酸で既に採

り入れられた｡後者の見方は､｢絶滅の開催｣

という概念をレプリケーター方程式に導入す

ることで採 り入れられる｡

実は､(1)式の軌道は､初期状態において

(2)式が満たされると､同じく(2)式で与え

られる単体内部に未来永劫束縛されるため､

数学的には絶滅は起こらない｡しかしながら､

大自由度ランダムレプリケーター方程式にお

いて典型的に見られるヘテロクリニック軌道

は､時間がたつにつれて､単体のへりにはり

ついていくので､ある種の個体数密度xiは非

常に0に近い値を取ることになる(実際ナイー

ブな数値計算を行なうとあっという間にアン

ダーフローを起こしてしまう!)｡アンダーフ

ローを起こす程の個体数密度になっても､い

っかは1七 近い値に復活するというのがへテ

ロクリニッツク軌道の特徴であり､個人的に

はとてもロマンを感じるのだけれど､素朴に

考えると､やはり絶滅は避けられないはずで

ある｡

2-2.絶滅の闇値の導入

我々のモデルにおいては､｢絶滅の開催｣と

も言うべきパラメーター∂を(1)式及び(2)式
のダイナミクスに導入する｡すなわち､各時

刻において､もしもk番目の種の個体群密度

xkが6よりも小さくなったら､その値をゼロ

にセットする(絶滅)という操作を加える｡生

存種(xi)(i≠k)の個体群密度は∑i#Xi-1
という条件を満たすべ く規格化される｡ この

規格化は絶滅種のニッチを生存種が山分けす

ることに対応する｡バラエティは上記の過程

で一方的に減少していく｡ 時刻tにおけるバ

ラエティの値をN(i)と書くことにしよう.6

の導入は､レプリケーター方程式に有限サイ

ズ効果を採り入れたことに対応する｡なぜな

ら､∂は一個体に対応するので､その逆数1/♂
は生態系が許容する個体数を表すことになる

からである｡

ところでパラメーターの集合のサンプルA,
6及び､初期バラエティNt ≡ N(i-0)が与

えられると､初期状態毎 (0))から発展して

安定状態xi-坤 こ至る｡安定状態において

はもはや絶滅は起こらず､NF (≦Nt)という

バラエティの生存種 (以後 ｢コア種｣とよぶ

ことにする)からなる部分的な生態系が残る

ことになる｡ このようなダイナミクスを ｢絶

滅ダイナミクス｣と呼ぶことにしよう｡

一方的な減少だけではなく､バラエティが

増大するような ｢侵入｣や ｢突然変異｣の効

果も採り入れるべきではないかという意見は

もっともである｡そのようなモデルについて

も調べているが､ここではその効果が無視で

きるような状況を考えている｡つまり､もと

もとある侵入経路でつながっていた複数の生

態系は､外的要因により完全に結合してしま

うとみなし､もはや新たな侵入は有りえない

と考える｡ また､突然変異体が固定するより
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もずっと短い時間スケールで大絶滅が起こる

と仮定する｡実際､外的要因により出来上が

るランダム生態系が巨大であればある程､大

絶滅は短い時間スケールで起こることが示さ

れる｡絶滅しかかっている種は､突然変異に

よる対抗戟略をあみだす時間的余裕は与えら

れない｡

104

103

<A
旨 102
V

101

100 101 102 103 104

Timo

図 1:6=0.0001およびV=2.0における､い

くつかの初期バラエティNIに対する絶滅曲

線｡それぞれランダム行列Aの1000サンプ

ルにわたる平均が描かれている｡

2-3.サンプル平均により見出される典型的

な振舞い

次に絶滅ダイナミクスの典型的な振舞いと

そのパラメータ依存性を､ランダム相互作用

のサンプル平均を行なうことにより眺めてみ

よう｡1サンプルにおける大域安定性から､

以下の計算においては､複数の初期状態にわ

たっての平均操作は行なわず､一つのランダ

ムな初期状態からの時間発展を追いかけるこ

とにする｡ ただし､ランダム行列Aのサンプ

ル平均を行なうこととし､それを(‥.)Aと書

くことにする｡

図1に平均バラエティ(N(i))Aの時間変化の

初期バラエティ依存性 (絶滅曲線)を示す｡こ

の図から二つの主だった特徴が見出される｡

一つは最終バラエティの平均 (NF)Aが Nzに
依存しないということである｡この結果は､

初期状態において種のバラエティがどんなに

大きくても､最終状態の平均バラエティは比

較的小さな丁定借になってしまうことを意味

する｡言いかえれば､たくさんの小さな生態

系が融合して大きなランダム相互作用を持つ

生態系が出来上がると､NI-(NF)Aという

｢規模｣の大絶滅が起こることになる｡二つ

目の大きな特徴は､なだれのような大絶滅は

誘導時間 [16恒の後に始まり､〃iに関わらず

ほとんど同じ時刻IR ～103(≧it)に終るとい

うことである｡NIが大きくなると､tIも大き

くなりtRに近付 くO従って､十分大きなNI
に対しては､絶滅曲線は時刻tIにおいて非常

にシャープに落ちた形になる｡このような短

時間に起こる大絶滅は ｢断続平衡[17】｣仮説

と一致している｡NI以外の他のパラメータ

(6,V)に対する絶滅曲線の依存性については

当日解説する｡また､近似を用いた誘導時間

の見積もりについても話す予定｡

3.タンパク質におけるアミノ酸配列
の進化 3_1.スピングラス､タンパク質､

複雑系

タンパク質は､物理化学的な環境を変化さ

せることにより､折れたたみ状態とほどけた

ランダムコイル状態間の可逆な遷移を試験管

の中で実現できる｡ このため､配列情報の複

雑さや､折れたたみ構造自体の複雑さにも関

わらず､正しく折れたたまったタンパク質は

安定な平衡状態にあると考えられる｡ また､

多 くのタンパク質においては､折れたたみに

は (触媒機構などの例外を除いて)特別な生

物学的な機構が必要ではないと考えられてい

る｡そこで､分子生物学上の多 くの問題と異

なり､タンパク質の折れたたみの問題は､物

理化学の伝統的な方法や技術で扱いうると考

えられる｡

近年､応用上重要なタンパク質の高次構造

の予測に関する膨大で示唆に富む研究【18,19]
と並行して､折れたたみの物理的メカニズム

についての理論的な研究が進められてきた

[20]｡特に､実験【21け らも示唆されるタンパ
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ク質の複雑な構造の多様性と安定性や､その

理論モデルとしてのランダムヘテロポリマー

の振舞いが､スピングラス(SG)の理論 【221
の観点から議論されてきた｡SGは､多様性

と安定性という一見相反する概念の橋渡しの

パラダイムである｡SG理論で発見された様々

な概念は､神経回路網､免疫系､生命の初期

進化､組合せ最適化問題などのいわゆる複雑

系の研究に大きな役割を果たしてきた囲 ｡
複雑系に見られる特徴として､エネルギー

の凸凹の地形やダイナミクスの履歴依存性な

どをあげることができる｡タンパク質におい

て､前者は多様なアミノ酸間の複雑な相互作

用がもたらす膨大な数の準安定状態と複雑な

自由エネルギーの多谷構造に対応する｡一方､

後者は､タンパク質が進化過程で獲得した､

いわゆるLeJinthalのパラドックスを回避す

るような､履歴に依存した経路をたどる折れ

たたみダイナミクスに対応している｡ タンパ

ク質の折れたたみの研究は､SGなどの ｢進

化しない複雑系｣から｢(生物のような正真正

銘の)複雑系｣へ踏み出す最初の一歩であり､

大変重要な研究課題であると思われる｡

3-2.アミノ酸配列の進化

レプリカ法やエネルギーの凸凹の地形など

の､SGの理論や概念を援用したランダムヘテ

ロポリマーに対する理論解析 【24,25,26,27,
28】は､ランダム･コイル(RC)状態から中間

状態としてのモルテン･グロビュール(MG)状
態への転移や､ランダムなアミノ酸配列が与

えられた時にどれくらいの割合で単一の基底

状態を持つかなどといった問題に対して直感

的な回答を与えてきた｡また､格子模型【29,
30,31,32,33]を用いた研究は､素早い折れ

たたみを実現する特別なアミノ酸配列 (もし

くはランダム相互作用のサンプル)において､

折れたたみ状態とRC状態との間の(1次転

移を示唆する)特徴的なエネルギーギャップ

の存在することや､ユニークな天然次態への

折れたたみ(動力学的安定性)が実現されてい

ることを示している｡

上記のような理論的な研究から､正しく天

然構造へと折れたたむタンパク質の条件が浮

かびあがってきた｡それは､エネルギースペ

クトルが連続的な部分と離散的な部分を持た

なければならないということである｡ 連続部

分には､多数のRC状態が縮退している｡連

続部分のエネルギーは､自己平均的であり､

個々の配列には依存せず､アミノ酸組成など

のマクロな性質にしか影響されない｡エネル

ギーの離散部分は､フラストレーションのほ

とんどない､少数の天然構造に近い状態に対

応する｡当然のことながら天然状態が基底エ

ネルギーを与えなければならない｡このよう

なエネルギースペクトルに対する熱力学的条

件に加えて､スペクトルの連続部分と離散部

分との間に十分大きなギャップがあることが

条件となる｡これは､素早 く折れたたむため

に必要な動力学的な条件である｡

このように､正しく天然状態へと折れたた

むタンパク質には､熱力学的および動力学的

な特徴があり､ある特別なアミノ酸配列が進

化を通じて作り上げられてきたと考えられる｡

この ｢配列の最適化｣はどのような進化ダイ

ナミクスで達成されたのだろうか｡これは､

与えられたアミノ酸配列に対して立体構造を

予測する｢折れたたみ問題｣とは反対の､正し

く天然状態に折れたたむアミノ酸配列を探す

｢タンパク質のデザイン｣の問題である｡この

間題は､例えば100個のアミノ酸からなるタ

ンパク質の総数が20100穴ゴ10130個にもなるの

で､一見非常に困難なものではないかと思わ

れる(Hoyleのパラドクス)｡しかし､配列進

化の問題は､折れたたみ問題ほど困難なもの

ではないということが最近になってHarvard

大のShakhnovichのグループによって示され

た｡

ShakhnovichとGutinは､天然構造のエネ

ルギーのみを引き下げて､連続スペクトル部

分のエネルギーはそのままにするアミノ酸置

換のアルゴリズムを考えた【34】｡これはエネ

ルギーギャップを広げる効果をもたらし､よ

り安定で素早い折れたたみを与える配列を進
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化させる.連続スペクトル部分のエネルギー

は､自己平均的であり､アミノ酸組成を変化

させない限り変わらないので､組成を変えな

いという拘束条件を付けて､天然構造のエネ

ルギーをアミノ酸配列空間中で最小化すれば

よい｡これは､通常のカノニカルアンサンブ

ルで定式化できて､そこで導入される温度を

｢淘汰温度 (selectivetemperature‥Ts｡1)｣と
よんだ｡淘汰温度が低いところでは､より安

定で､正しく天然状態へ折れたたむ頻度の高

い配列が現れる｡ このアルゴリス云はまず､

配列が疎水基 ･親水基のみのコポリマーに対

して適用された｡これは､本質的には異方的

な格子上での､磁化保存強磁性イジングモデ

ルと等価であり､アミノ酸の置換はスピンフ

リップに対応する｡ ここでの進化ダイナミク

スは､例えば､アミノ酸置換のGlauberダイ

ナミクスで実現できる｡これは､様々なアミ

ノ酸配列の出現確率を仮想的な個体数密度と

みなしたときのポピュレーション･ダイナミク

スになっている｡ダイナミクスは､本質的に

強磁性的であるため､平衡状態への収束は非

常に早く､地球の年齢よりもずっとはやくタ

ンパク質が進化できたことを説明している｡

レプリカ法を用いた統計力学的計算 【35】
によると､淘汰温度が高いときに見出され

る配列においては､天然状態のエネルギー

(ENAT)は連続スペクトル領域の最低エネ

ルギー (Ec)よりも高くなってしまうO そこ

で､(本当の)温度が下がると､RC構造へと

誤って折れたたむことになる｡淘汰温度を下

げて行 くと､臨界的な淘汰温度(7品1)以下で､

ENATとEcの間に大きなギャップを与えるよ

うな配列が現れる｡さらに､淘汰温度が (強

磁性転移が起こる)Tsfel以下になると､モノ
マーが相分離している天然状態を与える配列

-の ｢進化｣が起こる｡そのような配列にお

いては､(本当の)温度が下がった時には､連

続スペクトル域のRC状態から､天然状態へ

の一次転移が起こり､素早い折れたたみが実

現される｡ShakhnovichとGlltinの配列最適

化アルゴリズムは､アミノ酸が 20種類ある

ような､より現実的なモデルにも応用され､

本物のタンパク質の一次構造を予測すること

にも成功している[36】｡
上記の進化ダイナミ'9スにおいては､各ア

ミノ酸配列の ｢種｣の ｢適応度｣は､いわば天

然状態のエネルギーの連続スペクトル域のエ

ネルギーに対する相対的な低さで与えられて

いた｡これは､天然状態へと折れたたむため

の熱力学的条件を淘汰圧としたことに相当す

る｡Gutinらは､正しい折れたたみのための動

力学的条件を淘汰圧とするような進化ダイナ

ミクスを考えた｡すなわち､与えられたアミ

ノ酸配列を持つ格子上のモデルタンパク質の

折れたたみシミュレーションを繰り返して､よ

り素早く折れたたむアミノ酸配列への遷移の

みが起ころようなアミノ酸置換のシミュレー

ションを行なった【371｡この場合にも進化の結

果現れたアミノ酸配列は､大きなエネルギー

ギャップを持ち､正しい折れたたみの熱力学

的条件を備えていることがわかった｡

3-3.GeneticFusion【381による配列の
進化

Shakbnovichグループの提案した進化ダイ

ナミクスは､ある種の､｢等量率の仮定｣に

従っている｡すなわち､エネルギーギャップの

大きさを適応度とする場合も､折れたたむ速

さを適応度とする場合も､適応度が同じアミ

ノ酸配列の出現頻度は等しい｡そこには､ア

ミノ酸配列がDNAに一次元的にコードされ

ていることによる制約は含まれていない｡ア

ミノ酸配列の置換はタンパク質の生合成レベ

ルではなく､DNA上の塩基の置換により実

現されなければならない｡そのレベルでは､

たとえ上記のような適応度が増大するとして

も､許されない塩基置換もあるだろうし､逆

に適応度が下がる塩基置換も起こる可能性が

ある｡Shakhnovichグループがある意味で表

現型の進化ダイナミクスのみを考えたのに対

し､私とその協同研究者は､遺伝子型に典型

的な進化ダイナミクス(GeneticFusion:GF)
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を採 り入れたタンパク質モデルを提案してい

る[40,41】｡

池上と金子の提案した GFは､DNA塩基

配列の長距離相関[42】や､遺伝子重複 国 な

どを考慮した､塩基配列の置換 ･増殖アルゴ

リズムである｡このアルゴリズムを通じて､

α-helixやβ-sheets等の ｢繰 り返し構造｣が進

化する｡その繰 り返し構造をデフォルメした

limitingcaseとして､以下のようなハミル ト

ニアン

H--∑ Jti-jtSiSj (i,3'-1,- ,N)
iJ'

(3)

で定義されるモデルを考える｡J… は 1次

元 (円環)格子上に並ぶ i,j番目アミノ酸間

の距離のみに依存する平均 O､分散 1/Ⅳ2の

Gaussランダム変数とし､Siはi番目アミノ

酸の状態を表現するIsing変数とする｡GFア

ルゴリズムは容易に上記のような複雑なエネ

ルギー関数を持つ系に到達しうることを示し

た｡この系は､SGにおけるSherringtonと

Kirkpatrick(SK)モデル 【39】に並進対称性を

導入したモデルになっているが､ベ-シンポ

リュ-ムについての数値計算 [40】から､SK

モデルとは大きく異なり､基底状態付近での

状態q縮退が非常に少なく､かつ大きなベ-

シンを持つことがわかっていて､予想される

天然状態近傍のエネルギーランドスケープに

近い形になっている｡そして､この系 も有限

の温度で自明でないRC-MG転移に相当する

SG転移を起こす｡当日はその解析の手順と､

モンテカルロシミュレーションの結果をお話

する｡
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