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正負の走化性を実装した真性粘菌変形体のセルオートマトンモデル
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はじめに

生物は外的環境の下で生存するために, 進化および適応をし
てきている. それは, 単細胞生物である真性粘菌変形体（以下：
変形体）も例外ではない. 変形体はシート状の移動先端と全体
を繋ぐチューブ構造で構成されている. このチューブは輸送路
として用いられており, その中では原形質流動が盛んに行われ
ている. 近年の研究では, 変形体のチューブネットワークが環
境からの刺激に応じて最適化することにより, 迷路の最短経路
の探索 [Nakagaki 00] が可能であることや, 変形体が形成する
ネットワークが首都圏の鉄道網を再現 [Tero 10] できることが
明らかにされ, その計算能力は広く注目されている.
本研究では, Sawa らが提案した変形体のモデル（以下：Sawa
モデル）[Sawa 12] に着目する. Sawa モデルは変形体が行う
ゲル-ゾル変換メカニズムに基づくセルオートマトン（以下：
CA）モデルであり, このモデルによって変形体の形態形成メ
カニズムの一部が再現された. しかしながら, 変形体に走化性
与える誘引物質や忌避物質の要素がなく, 変形体の形態形成メ
カニズムを完全には再現できていない. そこで, Sawa モデル
に正負の走化性を実装した Chemotaxis Sawa モデル（以下：
C-Sawa モデル）を提案する. そして, この C-Sawa モデルが
変形体の形態形成メカニズムを再現できるかを観察する.
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Sawa モデル

Sawa モデルはゲル-ゾル状態の区別を簡素化した CA モデ
ルであり, 変形体の原型質量のみを考慮することで, 細胞の運
動性を表現している. この簡素化を実現するにあたり, 変形体
の形態学的なパターンを分析するために利用されている 2 つの
測定値を用いる [Takamatsu 09]. 変形体の厚さに比例してい
る contact angle は, 各セルに存在できる原型質量の上限を設
定している upper パラメータ（以下：u パラメータ）と対応し
ている. 移動先端部分の探索範囲に比例している spread angle
は, 隣接するセル間で移動可能となる原型質量の差の上限を設
定している diﬀerence パラメータ（以下：d パラメータ）と対
応している. この 2 つのパラメータを用いることで, 変形体の
挙動の再現を可能としている. 図 1 では Sawa モデルでの原
形質の挙動を示す. 各セルの数字は原型質量を表している. 原
形質の移動元となるセルの選択方法は 0.9 の確率で, 前回選択
したセルの半径 3 の中にいる原形質の存在するセルを選択し,
0.1 の確率で原型質の存在するすべてのセルからランダムで選
択する. また, 原形質の移動は隣接する上下左右のセルの中か
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らランダムに選択されている. これらの値を用いて, 複雑な計
算を行わず変形体の原形質流動を表現している.
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図 1: Sawa モデルの挙動

3.

C-Sawa モデル

Sawa モデルは, 前述した通り変形体が持つ走化性は実装さ
れてない. 例えば, 餌などによる誘引刺激に対する正の走化
性や, 光などの忌避刺激に対する負の走化性である. これらが
未実装であるために, 変形体の形態形成メカニズムが再現でき
ておらず, 迷路の経路探索や, 首都圏の鉄道網の再現など, 誘
引物質および忌避物質を用いた既存実験が再現できずにいた.
そこで本研究では, Sawa モデルに変形体の走化性応答を実装
し, その適応的行動を再現するために, 以下の設定を追加した
C-Sawa モデルを提案する.

3.1

走化性を与える物質の追加

変形体の走化性を実現するために, 変形体をその方向への運
動を誘導する, または妨げるような物質をそれぞれ実装する.
新たに走化性を与える物質のパラメータを各セルに設定し, 原
形質が物質を有するセルに隣接した際に, そのセルを移動先と
して選択する確率を物質の種類や量に応じて変化させる.

3.2

原形質量の増減

誘引物質の一つである餌を変形体が捕食して増殖したり, 移
動に伴う原形質の減少を表現するために原型質量の増減を実
装する. 原形質と誘引物質が同じセル上に存在する際に, 一定
確率で誘引物質を消費して原型質量が増加する. また, 原形質
の存在するセルは, 一定確率で原型質量が減少するように設定
する.

4.

シミュレーション

本研究では, 実際の変形体を用いた実験の再現を行う. ここ
では, 正負の走化性が実装できたか確認するために, 迷路の経
路探索および首都圏の交通網の再現を C-Sawa モデルでも可
能か検証する.
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4.1

迷路の最短経路探索

ここでは, 正の走化性応答が再現できているか確認するため
に, Nakagaki らが行った迷路の経路探索を C-Sawa モデルで
行う. CA 上で迷路を作成し, スタートとゴールには誘引物質
を, 迷路全体に原形質を配置した状態で実験を開始した. この
シミュレーションでは, 経路が 1 つに収束することで, 提案モ
デルでも迷路の経路探索が観察されるかを検証した. また, 変
形体が収束し迷路の解を示した際に, どの程度の割合で最短経
路を選択したかも確認する. 80 × 80 セルのフィールド上で実
験を行い, u パラメータを 10, d パラメータを 6, 原型質量の
減少確率を 0.1%, 増殖確率を 1%とした. シミュレーションは
100 回実施し, 各経路を選択した回数を記録する.

4.1.1 迷路シミュレーションの結果および考察
必要のない経路での原形質の減退が見られ, スタートから
ゴールまで 1 本の経路に収束する様子が確認された. これは,
行き止まりである経路は辺りに誘引物質である餌が配置され
ていないため, 原型質の増殖量よりも減少量の方が勝るからだ
と考える. 1 本の経路として収束が確認されたのは, 全体の原
形質の増殖量と減少量とのバランシングが出来ているからで
はないかと考える. また, 100 回の試行中 23 回（23%）の割合
で最短経路を選択することが記録された. これは, 既存実験の
9 回試行中 5 回（26%）の割合で最短経路を選択したものと同
程度の結果である. これにより, 現実の変形体で見られる挙動
に近い振る舞いを, C-Sawa モデルでも再現できることが確認
された. しかし, スタートからゴールまでの経路は 4 種類のみ
であり, 見方によっては. ほぼランダムで変形体が経路を選択
したとも捉えられる. そのため, 変形体が真に最短経路を選択
していたかを検証するための追加実験をした.

4.2

追加実験

ここでは, 変形体が最短経路を選択するのかを確認するため
に, 新たにシミュレーションを行う. ドーナツ状のフィールド
を CA 上で作成し, そのフィールド上部, 時計で言うと 12 時
の位置に誘引物質を設置する. この誘引物質は固定で設置して
おき, その他に各シミュレーションごとに 1 時から 11 時まで
の位置にもう一つの誘引物質を設置し, 最短経路を選択する割
合を確認する. 1 時から 5 時までは時計回りに, 7 時から 11 時
までは反時計回りに経路が収束すると最短経路を選択したこと
となる. 各設定は迷路シミュレーションと同様に設定した. ま
た, 各誘引物質の設置場所ごとに 100 回シミュレーションを実
施し, 最短経路を選択した割合を記録する.

れの位置でも 50%以上の確率で最短経路を選択することが確
認された. そのため, 変形体はランダムで経路を選択している
のではなく, 自ら最短経路を選択していることが分かる. これ
らのことから, C-Sawa モデルへの正の走化性応答が実装でき
ており, また, 最短経路を選択し易いモデルであることが確認
された.

4.3

首都圏交通網の再現

ここでは, 変形体が忌避物質に反応し負の走化性応答を再現
できているのかを確認する. 実際の首都圏の地形を模したマッ
プを CA 上で作成した. 主要都市には人口に応じて誘引物質を
配置し, 海や山, 川など, 鉄道が敷かれにくい地形には忌避物
質を配置した. 各設定は迷路シミュレーションと同様に設定し
ており, 実際の変形体での実験のように首都圏の交通網が再現
できるのかを確認する.

4.3.1 首都圏交通網の結果及び考察
C-Sawa モデルでの現実の首都圏の交通網を再現しようと試
みたが, 現実からはかなりかけ離れた結果となった. 基本的に,
変形体は忌避物質を避けて経路を収束させようとするが, 忌避
物質と誘引物質が隣り合っている部分などでは忌避物質を避け
ない様子も確認された. 従って, 負の走化性を実装し首都圏の
交通網を再現することは, 現状の C-Sawa モデルでは達成でき
なかった. 負の走化性応答を再現可能とするには, 鉄道の敷か
れにくさに応じて強弱をつけることや, 更なる C-Sawa モデル
の改変が必要であると考える.

5.

結論

本研究では, 原型質量のみを考慮した Sawa モデルに対し,
変形体が生存していくことに当たって, 重要なファクターとな
る誘引物質と忌避物質を追加した C-Sawa モデルを提案し, 正
負の走化性の実装を試みた.
その結果, 正の走化性に対しては実際の変形体に近い挙動を
確認でき, 既存実験で行われたものと同じ構造の迷路の最短経
路を解かせるシミュレーションにも成功した. しかしながら,
負の走化性に対しては既存実験で行われた首都圏交通網の再
現をすることは達成できなかった. 原因としては, 忌避物質の
実装が不完全である事や, パラメータのバランシング, または,
忌避物質の表現方法の不備など様々な要因が考えられるので,
首都圏交通網の再現は今後の課題とし, より再現性の高いモデ
ルを提案したい.
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