
自由移動中の真性粘菌変形体におけるアロメトリー：速さ，形，リズム
○黒田 茂（公立はこだて未来大学）, 高木清二（北海道大学電子科学研究所）, 中垣俊之（公

立はこだて未来大学）, 上田哲男（北海道大学電子科学研究所）
Allometoric properties of the true slime mold during free

locomotion: speed, shape and rhythm

○ Shigeru KURODA (Future Univ. Hakodate), Seiji TAKAGI (RIES, Hokkaido Univ.),
Toshiyuki NAKAGAKI (Future Univ. Hakodate), Tetsuo UEDA (RIES, Hokkaido Univ.)

Abstract: Directional movement of the cell with amoeboid motility is a good biological phenomenon for studying self-
organization of cell polarity, perception of external signal and decision making for cell behavior. The plasmodium of the
true slime mold Physarum polycepharum is a multinuclear single cell-organism and moves like an amoeboid cell. Using
their experimental conveniences to generate cells of sizes varying over several orders of magnitude, we examined scaling
properties in speed, shape or rhythm during free locomotion. Based on our experimental results together with those
reported previously, we discuss cell locomotion and shape formation from the view point of localization of the locomotion
mechanism and dynamic encoding of temporal information to spatial structure.

Keywords: size-dependency, self-organization

1 緒言
細胞は生命活動を営む基本単位であるが、環境を識別

し、判断し、適切に行動する能力を有することがわかっ
てきた。アメーバ運動を行う細胞が見せる指向性運動は、
細胞極性の自己組織化、外部信号の認識、細胞行動にお
ける意思決定プロセス等を研究するために適した生物学
的現象である。多核の単細胞生物である真性粘菌（モジ
ホコリ）の変形体は、細胞の形状を自由に変えながら移
動／伸展するアメーバ運動を行う。核分裂は約１０時間
毎に細胞分裂伴わずに起こり、細胞の大きさは数 µmか
ら数mのオーダーまで変化する（図 1）。変形体はサイ
ズが小さいうちはオタマジャクシ形状をしているが（図
1(a,b)）、大きくなるにつれ伸展端が分枝するようにな
り（図 1(c)）、その形状は複雑さを増す。例えば、一方向
に伸展している非常に大きな変形体は、伸展端が２次元
シート状に広がり、後方に向かって込み入った管のネッ
トワークを伴う扇型となる（図 1(d)）。また、同じ遺伝
型をもつ二つの変形体は融合することによって一つの変
形体になる。逆に、切断によって一つの変形体を複数の
変形体に分けることができるので、非常に小さな変形体
を実験的に作ることも可能である。このように，他の生
物では得ることが難しい数オーダーのサイズ幅をもつ細
胞を作成可能であるという実験的利便性を持つため，変
形体は細胞運動のアロメトリ―研究の為の理想的な題材
である。ここで、アロメトリー (allometry)とは，動物
学で使われている用語で、体のサイズと様々な生物学的
な特性（形態学的，生理学的，行動学的、生態学的な特
性など）の間の関係、より一般には、二つの生物学的な
特性の間の関係やその研究を指す [4]。言い換えると、変
形体を一つの動的システムであるとみなすとき，我々は
体のサイズを，変形体の他の特性の定量的／定性的変化
を引き起し得る自由に操作可能なシステムパラメータと

して用いることができる。
大きな変形体は小さいものより速く動くことは一般的

に広く知られているが、我々の知る限り、移動速度と体
の大きさの間の定量的な報告はほとんどない。唯一、上
田ら [6]は細長いレーンを伸展する変形体の移動速度が、
その線密度に関してあるベキ則に従うことが報告してい
る。我々は自由運動中の体長が約 100µmから数センチ
cmの変形体、すなわち、3～4桁のオーダーにまたがる
様々なサイズの変形体を用いて、より包括的なアロメト
リー解析を行った。本研究の目的は以下の二点である。
一つは、時間平均化された変形体のいくつかの特性（形、
速さ、リズム）のサイズ依存性を明らかにする為に、複
数の個体から計測されたデータを元にこれらの特性と
サイズとの関係をを調べることである。もう一つは、よ
り動的あるいは発達的な傾向を明らかにする為に、同一
個体から計測された二つの特性の関係をその発達段階に
従って調べることである。前者と後者はそれぞれ，静的
アロメトリー (static　 allometry)と個体発生アロメト
リ－ (ontogenetic allometry) と呼ばれる [4]。

2 実験
2.1 生物・準備
真性粘菌（モジホコリ; strain HU195 x HU200) の変

形体は、オートミール (Quaker Oats Co.) を餌として、
寒天上、暗室（室温２４℃）で飼育した。実験で使う前
に、変形体は一晩寒天上で自由に伸展させた。様々なサ
イズで切り取った伸展端を実験で使用した。
長さが 3mm以下の変形体はシャーレの寒天上で数時

間自由伸展させた後に観測を開始した。より大きな変形
体は，細長いレーンの寒天上で数時間自由伸展させるこ
とで、シート状の伸展端をもつ一次元的な形状で、レー
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図 1 様々なサイズの変形体（自由移動中）

ンに沿って一次元的に移動させることができる [5]。こ
のような状態になってから観測を開始した。

2.2 変形体の厚みの時空間計測
変形体は下方から赤外 LEDを用いて照明し、その透

過光を上方から観察した。CCDビデオカメラを使って
取得した画像を逐次パソコンに保存した。変形体画像
の各ピクセルにおける輝度は、変形体の厚みの光学密度
による較正曲線を使って、厚みデータに変換された。以
上から、変形体の厚み h(x, t) は、時刻 t、 座標 xの関
数として得られた。得られた変形体の時空間パターンを
ImageJ画像処理ソフトウェア [3] の plug-inとして独自
に開発したプログラムを用いて解析した。

2.3 変形体の運動と長軸形状の測定
変形体の一方向性の移動を解析する為に、各時刻に

おいて変形体の伸展端と体の長軸を含み移動軌跡の中
心線と一致するような曲線を座標軸として導入した (図
2(a))。変形体の移動速度 (v)はこの座標軸上での移動距
離を用いて計算された。
扇状に広がって移動している大きな変形体を進行方向

と平行な軸（長軸）に沿って二つに切断するとき、分断
された二つの変形体はそのまま同一の速度で進みつづけ
る。このことは変形体の側方への二次元的な広がりは，
移動を支配する要因とは直接的には結びついていないこ
とを示唆している。従って、本研究では変形体の形状と
して、長軸方向の厚み分布（以下では”長軸形状”と呼

ぶ）に注目する。“長さ”(xL)、”最大厚み (hmax)”、そ
して、先端から最大厚みをとる位置までの距離 (xmax)
を長軸形状を特徴付ける指標として評価した (図 2(a))。
また、長軸方向の変形体のサイズの指標として体積を幅
で除した線密度 (mρ) [mg/mm] を評価した。
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図 2 変形体の一次元的な自由運動に対する長軸座標の導入と
長軸形状の特徴付け。(a) 上から見た変形体の模式図と導入し
た長軸座標およびそれに対する直交座標 (b) 横からみた変形
体の模式図と 3つの変量 (xmax, xL, hmax)による長軸形状の
特徴付け

3 結果
.

3.1 静的アロメトリー
まず、複数の個体から計測されたデータを元にしてい

くつかの特性（速さ、形、リズム）のサイズ依存性につ
いて述べる。

3.1.1 変形体の長軸形状とそのサイズ依存性

一次元的な移動をしている変形体の長軸に沿った厚み
分布は、サイズに依らない類似性が存在する。すなわち、
前の方は分厚く、後ろにいくに従い徐々に厚みが減少す
る (図 2(b))。但し、小さな変形体では後端が再び隆起
する傾向があることを注意しておく。我々は、この前端
の最大厚み部分から後方への厚みの減少が、指数関数で
良く近似できることを見出した。これは，ほとんどの原
形質が変形体の前方部に存在していることを示唆して
いる。



また、変形体の長軸形状を特徴付ける指標はいずれも、
変形体の長軸方向のサイズ (mρ)に対して単調に増加し、
かつ、べき的な関係をもつことがわかった:

log10 ȳ = a log10 m̄ρ + b (1)

ここで、ȳ は xL, xmax または hmax の長時間平均で, べ
き指数 aはいずれも 0.5前後であった。ただし，体長 (xL)
に関する指数が他の二つ (xmax, hmax)より大きかった。
このことから，大きな変形体は長く平坦な長軸形状をし
ているのに対して，小さな変形体は短くずんぐりした形
をしていることを示している。上記の結果はまた，長軸
形状を特徴付ける指標 (x̄L, x̄max, h̄max) を変形体の長軸
方向のサイズを特徴付ける指標としても用いることがで
きることを示している。

3.1.2 変形体の移動速度のサイズ依存性

変形体は大きくなればなるほど先端の移動速度 (伸展
速度）が増加することが知られている。一方，扇状に広
がって移動している大きな変形体を進行方向に平行な軸
（長軸）に沿って変形体を切り離したとき、分断された
二つの変形体はそのまま同一の速度で伸展し続ける。こ
のことは，変形体の総重量が移動速度と相関しているわ
けではないことを示している。実際、我々は長軸形状や
長軸方向に沿った体のサイズを特徴付ける指標と移動速
度 (v)の間にべき的関係が成り立つことを見出した。興
味深いことに，変形体の先端部分の最大厚み (hmax)と
移動速度 (v)の長時間平均は，ほぼ比例関係にあること
がわかった。

3.1.3 変形体の収縮リズム周期のサイズ依存性

変形体の厚みは約 1分から 2分の周期をもつ規則的か
つ持続的な収縮振動を示し、体の各地点におけるこの厚
み振動の間の位相差が原形質流動を引き起こしていると
考えられている [1]。一方、この厚み振動の周期は変形体
が大きくなるにつれて増加することが知られている。こ
の現象は、今世紀初め Vouk[9]によって観察され、1mm
以下の小さな変形体についてこれまでに幾つかの定量的
な報告がなされている [8, 7]。我々は、自由運動中の変
形体についても、広い範囲でサイズと厚み振動周期が正
の線形相関をもつことを確かめた。

3.2 個体発生的アロメトリー
次に,　個々の変形体の動的な側面の検討を行う。変

形体の場合、これは同一の個体から計測された二つの特
性の間の関係をその発達段階に従って調べること、すな
わち個体発生的アロメトリーの観点を必然的に含んでい

る。なぜなら，変形体の移動（あるいは伸展）は，先端
部の形成と後端部の消失の絶え間ない繰り返しによって
達成されるので、体形成、形、移動速度および移動リズ
ムはお互い緊密な関係にあるからである。我々は移動速
度、 形状、収縮周期に関してサイズ非依存的な長期変
動が存在することを見出した。以下では特に、運動の長
期変動と関連した体形成に焦点を絞って述べる。

3.2.1 移動速度，形，収縮リズム周期における長期変
動の存在とそのサイズ非依存性

自由運動中の個々の変形体における移動速度や長軸形
状に関する各指標は，厚み振動リズムと連動して常に振
動している。これら移動速度や長軸形状、それに厚み振
動周期には，この速い振動とは別に、15～20分周期を
最短として数十分オーダーのよりゆっくりとした，より
大きな振動が存在することがわかった。ただし、これら
の特性の振動の間に、常に決まった因果的関係があるわ
けではないようだ。興味深いことに，この遅い振動の周
期にはサイズ依存性はないようである。

3.2.2 長期変動の履歴と長軸形状

先の節で述べたように，前端の最大厚み部分から後方
への厚みは指数関数的な減衰として良く近似できる。但
し，実際の厚み分布には，この減衰曲線を中心とした振
動的なズレが存在する（以下では，これを”コブ”と呼
ぶことにする）(図 2(b))。ここで、変形体の移動は，先
端部の形成と後端部の消失の絶え間ない繰り返しによっ
て達成されていることを再び注意する。一次元的な自由
運動をする変形体の長軸座標上の各部位はすべて，かつ
て先端部であった部位に他ならない。従って、先端部の
厚みの履歴が、先端部より後ろの厚みの分布に（多少の
空間的拡散を伴いながらも）反映されうる。特に、先端
部の厚みの長期変動は、はっきりと長軸形状におけるコ
ブ（や谷）として残っていることがわかった。これは、
時間的な情報の空間的な構造への動的な符号化を意味し
ている。

3.2.3 長期変動と分枝タイミング

これまで、一次元的な長軸方向の大きさを扱ってきた
が、横断的な方向を含めた変形体の２次元的な形状につ
いても少し立ち入りたい。ここでは、大きな変形体にお
ける管構造を含む２次元的な体形成 (図 1(d))に関係が
あると考えられる先端部の分枝現象について検討した
(図 1(c))。２次元的な体形成それ自身ではなく分枝タイ
ミングに焦点をあわせる為に、基本的に一次元的な移動
をするが、ときどき分枝する兆候をみせる程度の小さな



変形体を観察した。分枝の兆候が現れるときには常に、
その少し前に移動速度が大きく減少していた。またこの
大きな減速は移動速度の長期変動に相関していた。この
ことは、変形体の２次元的な体形成と運動の長期変動が
密接に関係していることを示唆している。そして、これ
はまた時間的な情報の空間的な構造への動的な符号化の
別な例になっている。

4 結言
真性粘菌の変形体は、サイズが増加するに従い、伸展

端の増加に伴う伸展方向の多様化、管ネットワーク形成
による２次元的形状の複雑化等、その運動や形は複雑な
様相を呈してくる。またそのような形状の多様性を生か
した環境に対する変形体の柔軟な適応行動がこれまで明
らかにされてきた（例えば [2])。それに対して以上の結
果は、非常に広いサイズの範囲で少なくとも自由移動す
る変形体の長軸方向の運動成分は、比較的単純な同一の
巨視的法則に支配されていることを示唆している。
高木ら [5]は、一次元的に自由移動している変形体に

ついて、先端部を切断した後の速度変化を調べ、適当な
量で切断された先端部は切断前と等速度でしばらく移
動し続けることを報告している。更に興味深いことに、
切断された前端部は収縮リズムを伴わず無振動で移動し
た。このことは、変形体の前端部には後端と切り離され
ても短時間持続可能な伸展移動メカニズムが存在してい
ることを示唆している。また、短時間しか持続しないと
いう事実は、この前端部に形成された伸展エンジンは変
形体システムにおいて自己組織的に創発し、安定的に維
持されている動的な局所構造であると予想される。本発
表では、このような先行研究と我々の実験結果に基づい
て一次元的に自由移動する変形体に関する現象論的な数
理モデルおよび変形体の内在リズムにおける長期変調の
生理学的役割も議論したい。
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