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研究成果の概要（和文）：自然計算としての合成生物学は、細胞集団をターゲットとできる段階に入った。従来
研究は均一に混合された空間構造を持たない細胞集団を小分子で制御する段階にとどまっている。本研究では、
合成生物学的に実証可能な細胞集団による計算モデルの提案を試みる。自然の温泉地に形成される微生物マット
を題材として取り上げ、光条件をコントロールした複数サンプルを取り、メタゲノム解析を行った。光条件の変
化によってマットを形成する微生物の属分布が変化する様子が観察された。

研究成果の概要（英文）：Synthetic Biology meets the stage to treat collective activity of mixed 
species cells.  However, conventional researches stay in the level of controlling homogeneous 
spatial structure by using small chemicals.  We proposed a computational model which can be 
validated by biological experiments with Synthetic Biology.  We selected a layered mat structure of 
microorganisms in natural hot springs as a testbed.  We performed a meta-genome analysis on microbe 
mats under artificially controlled environment by LED lights.  The results show the species 
composition will be changed according to the strength of the light and suggest a method to control 
the function of collective activities of mixed species cells.

研究分野： システム生命科学
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１．研究開始当初の背景 
 知能情報処理は、自然界の様々な現象を模
倣するだけでなく、自然現象そのものを計算
資源として利用することで、学問としての守
備範囲を広げてきた。これを自然計算
（Natural Computing）と総称する。DNA
コンピューティング、分子ロボティクス、合
成生物学など、自然計算は日本が世界にプレ
ゼンスを誇れる分野を含んでいる。合成生物
学は人工遺伝子回路を細胞に組み込んで望
みの機能を実現する新しい生物学として
2000 年前後から始まった。現在、多細胞生
物をターゲットとできる段階に入った。しか
し、均一に混合された空間構造を持たない細
胞集団を、均一に拡散する小分子によって制
御する段階にとどまっている[1][2]。 
空間構造を持つ細胞集団の挙動は、これま
でピュア・アナログ的またはピュア・デジタ
ル的にモデル化されてきた。チューリングに
よる反応拡散方程式はピュア・アナログの代
表である[3]。発生生物学では、動物の体表の
模様などが該当すると言われているが、モデ
ルを厳密に満足する化学物質は発見されて
いない[5][6]。ピュア・デジタルの代表はセル
オートマトンである。細胞の挙動は揺らぎを
含むため、これも現実に合致しない。アモル
ファス計算は素子の故障や誤動作を許す
[7][8]。高級プログラミング言語によるため現
実の細胞には組み込みにくい。このように、
空間構造を持つ細胞集団の挙動のモデル化
は不十分であった。 
 
２．研究の目的 
 本研究は合成生物学的に実証可能な多細
胞計算のモデルを提案する。具体的に、隣
接する細胞が分子チャンネルを通じて情報
交換する隣接細胞間通信系を用意する。そ
の上で結合振動子を実現し、チューリング
パターン様の２次元構造の構築について計
算機シミュレーションする。これによって
空間構造を持つ細胞集団によるアナログ／
デジタル計算の枠組みを提案する。これと
同時に生物学的実装の評価実験も試みる。 

 空間構造を持つ細胞集団による機能実現
は合成生物学のモデルとして新規である。
また、実証可能なモデルの提案は、数理研
究として新規である。提案されたアナログ
／デジタル計算は、信頼性の低い素子群を
用いて信頼できる機能を実現するひとつの
典型例となりうるため、将来における工学
的な有用性も期待できる。特に、iPS 細胞
を中心に急速に発展しつつある再生医療分
野では、空間構造を持つ細胞集団の秩序だ
った制御は不可欠な技術となることが予想
される。 
 
３．研究の方法 
 本研究では数理モデル構築および計算機
シミュレーションを主とし、次の３つの方
向から同時並行的にアプローチする。各サ
ブ課題にはそれぞれ専門の連携研究者から
の知識提供と協力を求める。(1)２次元隣接
細胞通信系における結合振動子の挙動のシ
ミュレーションを行う。リプリッシレータ
を想定し、隣接関係や物質輸送にはなるべ
く単純なモデルを用いて、位相差によるチ
ューリングパターンの再現を目指す。(2) 
２次元隣接細胞通信系におけるアモルファ
ス計算のシミュレーションを行う。既存の
アモルファス計算が移植可能か検討すると
同時に、誤動作・故障耐性セルオートマト
ンが構築可能か検討する。(3)２次元隣接細
胞通信系の生物学的実装の評価実験を行う。
生物学実験は実装可能性の評価実験の範囲
とし、1～2 のシミュレーション結果の実装
までは求めない。最終的に多細胞アナログ
／デジタル計算の理論的枠組みとしてまと
める。 
【平成２７年度】 
(1)２次元隣接細胞通信系における結合振
動子の挙動のシミュレーション：アナログ
計算からのアプローチである。合成生物学
的実装を視野において研究を進める。 
(1a)発振器の遺伝子回路として、リプリッ
シレータ[1]を想定する。遺伝子数を３個か
ら１個に削減した単純化版も検討対象とす
る。モデル上、振動はサイン波で近似する。 
(1b)隣接関係のトポロジーとして格子から
始める[9]。通信分子は転写調整タンパク質
を想定する。分子輸送の挙動は単に濃度比
例とするなどなるべく単純にモデル化する。 
(1c)レポーター遺伝子回路の動作を検討す
る。結合振動子系の位相差パターンはそれ
だけでは観察できないため、光等の外部振
動入力との論理積によってパターンを可視
化する。光入力のセンサー処理には標準的
な Cph8-OmpR 回路を想定する。 
(1d)PC クラスタを用いてシミュレーショ
ンする。 
(2)２次元隣接細胞通信系におけるアモル
ファス計算のシミュレーション：デジタル
計算からのアプローチである。生物学的実
装にはあまりこだわらずに研究を進める。 
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図１ 多細胞計算の概念図 



(2a)チャンネルで輸送しうる分子の種類や
量の制限を緩和する。現在知られている合
成生物学の素子がすべて利用可能とする。
複数の素子がクロストークなしに共存しう
るとする。 
(2b)既存のアモルファス計算の適用例[8]が、
どの程度移植可能かを検討する。 
(2c)PC クラスタを用いてシミュレーショ
ンする。 
(3)２次元隣接細胞通信系の生物学的実装
の評価実験：合成生物学の生物学実験から
のアプローチである。 
(3a)高度な技術を要せずに利用可能な培養
細胞およびチャンネルタンパク質の候補を
検討する。動物細胞とコネキシンを第一候
補とする。 
(3b)遺伝子回路を組み込まない状態で２次
元培養細胞シートの構築を試みる。 
(3c)チャンネルタンパク質の培養細胞への
導入を試みる。 
【平成２８年度】 
(1)２次元隣接細胞通信系における結合振
動子の挙動のシミュレーション 
(1a)数理モデルを遺伝子回路の挙動に忠実
となるように詳細化することを検討する。
チューリングパターンの形成のためには、
モデルの忠実さは本質的ではないことが予
想される。 
(1b)ジレスピーの方法による確率過程シミ
ュレーションを試みる。細胞の個体差や分
子の少数揺らぎの影響を調べる。パターン
の頑健性・時間安定性に影響があると予想
される。 
(1c)PC クラスタを用いてシミュレーショ
ンする。 
(2)２次元隣接細胞通信系におけるアモル
ファス計算のシミュレーション 
(2a)前年度とは別のアプローチとして、確
定動作のセルオートマトンから始めて、集
団としての挙動が誤動作・故障にどれほど
耐性を示すか調べる。 
(2b)PC クラスタを用いてシミュレーショ
ンする。 
(3)２次元隣接細胞通信系の生物学的実装
の評価実験 
(3a)チャンネルタンパク質を組み込んだ培
養細胞による２次元シートを構築する。こ
の段階に進めるかどうかは前年度の実験結
果に依存する。 
(3b)もし、実験が速やかに進展したならば、
結合振動子系の構成要素の組み込みを順次
試みる。本研究では生物学実験は実装可能
性の評価実験の範囲とし、サブ課題 1～2
のシミュレーション結果の完全実装までは
目標としないものとする。 
最終的にサブ課題 1～3 の結果を典型例

として一般化し、多細胞アナログ／デジタ
ル計算の理論的枠組みとしてまとめる。 
 
 

４．研究成果 
(1) シミュレーションモデルの提案：当初
計画の通りにアナログ計算からのアプロー
チとしての、２次元隣接細胞通信系におけ
る結合振動子の挙動のシミュレーションは
完成した。一方、デジタル計算からのアプ
ローチとしてのアモルファス計算、および
生物学的実装実験は困難であることがわか
った。このため、自然界の温泉地に見られ
る微生物マットをテストベッドとすること
に決め、その非平衡解放系モデリングとシ
ミュレーションを行うこととした。 
(2) 微生物共生系の実験：合成生物学的に
実証可能な多細胞計算のモデルとして、微
生物共生系を取り上げ、数理モデルを構築
するとともに、温泉に生じる微生物マット
を対象として光入力による制御を加えたマ
ット形成実験を行った。長野県中房温泉で
のフィールド実験を行った。実験可能な気
候条件を満たす季節が限られており、１シ
ーズンでは十分なデータ数が得られなかっ
た。微生物マットを構成する微生物の属分
布に光条件の違いに応じた変化が生じるこ
とまでは確認できたが、統計的に有意とは
言えない状況にあった。このため、研究期
間を延長して次のシーズンに追加データを
取得した。メタゲノム解析の結果、光条件
の変化によってマットを形成する微生物の
属分布が変化する様子が観察された。 
(3) 人工遺伝子回路のカスケードに関する
理論的考察：関連課題として合成生物学に
おいて、人工遺伝子回路のカスケードによ
り複雑なシステムを構築する場合に求めら
れる留意事項について理論的に考察した。
人工遺伝子回路の要素回路を細胞内でカス
ケード接続する際には、電子回路等と同様
にハイインピーダンス入力／ローインピー
ダンス出力の配慮が必要であることが分か
った。 
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