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Artificial Cell Constructed as a Molecuar System
Tadashi Sugawara*, Kentaro Suzuki**, Kensuke Kurihara***,
and Taro Toyota***
抄
録
	A dynamic giant vesicle (GV) system in which the membrane-formation reaction is compatible with
the replication of DNA was realized. The replicated DNA, which is the product of an enzymatic reaction
in the GVs, accelerated the division of DNA-rich GVs induced by the addition of a precursor of the
membrane lipid to the exterior water phase. It was found that a complex composed of amplified DNA
and the cationic membrane lipid, including an amphiphilic catalyst, plays a crucial role for the chemical
linkage between DNA-amplification and GV self-reproduction. We also discuss how the newly formed
GV can be replenished with depleted deoxyribonucleotides through the vesicular fusion with conveyer
vesicles containing deoxyribonucleotides. Once deficient components can be transferred to the protocell
through a molecular transportation system, the linked self-production will occur repeatedly. Moreover,
if a genotype of the replicated DNA affects a phenotype of GV, the resulting protocell could be regarded
as an evolving protocell to which the natural selection is applicable. Such constructive approach will
give a clue to reveal the mystery of the origin of life.

１．構成的アプローチとは

しての “膜”，触媒（酵素）が関与する “代謝”，および子

「生命は何処から来たか？」という根源的問いに答え

孫に自らの個性を伝える “情報物質” を挙げている．こ

ることは，21 世紀の自然科学の取り組むべき最大の課

れまでいくつかの優れた人工細胞モデルが報告されてき

題の一つといえる．すべての生物は細胞から構成されて

たが ，コンパートメント（膜）の自己生産と情報物質

いるから，もし化学の立場から人工細胞を作り出すこと

の自己複製のダイナミクスの連携は困難であり，未解決

が出来れば，生命誕生の謎に迫る大きな第一歩となる．

の課題とされてきた．ところで最近筆者らは，膜の自己

そのためには要素間現的手法を用いるのではなく，むし

生産と情報分子である DNa の自己複製が連携したベシ

ろ「細胞としての本質を残しながらも細胞を大胆にモデ

クル型人工細胞の構築に成功した． 本稿では，これま

ル化し，その本質的ダイナミクスを素材の知れた要素間

で筆者らが構築してきたベシクル膜の自己生産系につい

の相互作用で，再構築する」という “構成的アプロー

て紹介した後，ベシクル内での DNa の自己複製が進行

チ” が有効となる（図 1）．

する条件設定をもとに，いかにして DNa の自己複製と

1–6）

筆者らは 2000 年頃から，

4）

5）

細胞を外界と仕切る「膜の自己生産系」と，細胞に内封

ベシクルの自己生産とが連携したかについて論ずる．さ

された個性を子孫に伝える「情報分子の自己複製」とが

らに，前年度の主な成果である，養分（DNa の原料で

連動する系を原始細胞のモデルと想定し，ベシクル膜の

あるヌクレオチド）が枯渇した第二世代のベシクルに原

自己生産系を化学的に構築することからこのテーマに取

料を補給し，繰り返し増殖するベシクル型自己生産系を

り掛かった． 時をほぼ同じく（2001 年）して，Szostak,

実現した経緯について述べる．最後に，ベシクルに内封

Luisi らは，前生物的（prebiotic）分子群を用いて人工細

された DNa が，人工細胞の自己生産に影響を与える可

2）

3）

胞を作り出すという方向性を提案した． 彼らは，原始

能性について，分子システムとしての立場から論じた

細胞に不可欠な 3 つの要素として，コンパートメントと

い．
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２．人工細胞とは
本題に入る前に「人工細胞とは何か」について筆者ら
のスタンスについて述べる．欧州では日本でいう人工細
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図１ 構成的アプローチにおける細胞のモデル化

胞に当たる用語として，artificial Cell，Minimum Cell，

集合体であるジャイアントベシクル（gV；マイクロ

Protocell といった表現があり，この 3 つがかなり厳密に
6）
使い分けられているようである． artificial Cell という

gV」を構築することとした．ベシクル型自己生産系の

と，文字通り人工的に構築した細胞ということになる．

特徴は，1）外部から膜分子の原料を取り込み，膜内で

例えば，鼻腔の上皮細胞をモデル化して，半導体チップ

触媒分子を用いて膜分子へと変換する，2）膜分子が増

メートルサイズのベシクル）に着目し，「自己生産する

で「匂い分析計」を作製したとしよう．このデバイス

えると形態変化が誘発され，鋳型がないにも関わらず，

は，細胞のある機能を人工的に再構築したといえるの

自己とほぼ同じ粒径をもったベシクルを生産する，と

で，artificial Cell の定義に当てはまる．また，細胞から

いったところにある．なお，ベシクルの粒径は物理的要

DNa, タンパク質などの要素を取り出し，精製して人工

因で決まる．すなわち，粒径分布はかなり広いのだが，

的な膜に内封し，最小限の要素で細胞らしくなったとす

平均粒径は両親媒性分子のパッキングパラメター（両親

ると，これは Minimum Cell というにふさわしい．この

媒性分子の実効体積の円筒からのずれ）で，大まかには

ようなアプローチは，関連分野の研究者の間では Semi-

支配されるといわれている． これまで筆者らは，以下

synthetic approach と 呼 ば れ て い る． 一 方 Protocell と

の 3 種の自己生産系を構築してきた．

は，前生物的な物質（生命誕生前にすでに存在したであ

7）

（ 1 ）Birthing 型（図 2）：ベシクル内に「膜分子尾部」

ろう物質）のみを用いて構築された，きわめて原始的で

に相当する成分からなる油滴（アニリン誘導体 B）が内

はあるが細胞としての最低限能特徴を備えたものを指

封されており，脱水縮合反応の疎水場を提供する．その

す．以下に紹介する筆者らが目指しているベシクル型人

油滴表面で，ベシクルの外水相から添加された，「膜分

工細胞は，以上の定義から言うと「プロトセル」という

子の頭部」に当たる親水性分子（末端にホルミル基を持

呼び方がもっとも実体に近い．ただし，筆者らはすべて

つ四級アンモニウム塩 a）との脱水縮合反応が進行す

を前生物的な物質で賄おうとすると，膨大な時間と複雑

る．生成した膜分子（V）は，自己集合化してベシクル

な仕組みが必要となる場合（例えば DNa の自己複製と

となり，親ベシクルの収縮運動と連動して外部に押し出

ベシクル自己生産連携）には，「システムを構成する要

される．

素間を繋ぐ鍵となる分子（ad hoc molecule）を，こち

8）

（ 2 ）Budding 型（図 3）：この自己生産系は，両末端に

ら側（実験者）で合成し添加することで，システムの進

親水部をもつ膜分子前駆体（ad hoc molecule, V*）が，

化の時間スケールを大幅に速める」という独自の方法を

ベシクル膜に溶存する両親媒性触媒の作用で加水分解を

加味している．

受け，生成した膜分子（V）の増加に伴いベシクルが肥
大し分裂（Budding & Division）するものである．外部

３．ジャイアントベシクルの自己生産系

から膜分子前駆体を添加するので，ベシクル 2 分子膜の

筆者らのグループは，細胞の「境界」の自己生産系と

外膜（outer leaﬂet）の分子数しか増えず，内膜（inner

して，両親媒性分子が水中で形成する球状に閉じた自己

leaﬂet）の膜分子の増加には，外膜内の膜分子の反転運
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図２ 上段左は反応系の概念図．上段右は微分干渉顕微鏡による自己生産過程の追跡．
下段は自己生産に関与する分子の構造式と膜分子合成反応スキーム．

らの親水部から膜に溶けるか（これはほぼ等しい確率で
起こるはず）により，触媒分子で加水分解を受けて生成
する膜分子の向きが異なり，生成した膜分子が外膜に溶
け込むか，内膜に溶け込むかが決まる．つまり，疎水部
の先についた親水部から 2 分子膜に溶け込む場合は，親
水部が切り離されると，そのまま外膜の膜分子となる．
一方，本来の親水部から溶け込む場合は，内膜まで溶け
込み，尾部の親水部が切り離されるので，生成した膜分
子は内膜に収まる．c ）このような膜分子前駆体の挙動
により，本来かなり遅いダイナミクスであるフリップ・
図３ Budding 機構によって増殖するベシクル自己生産系

フロップが起こらなくても，この前駆体は内膜と外膜の

動（フリップ・フロップ）を必要とすると予想される．

裂は膜分子添加後，20 分ぐらいで完結する．d ）膜分子

なお，フリップ・フロップ運動には，脂質分子の疎水部
が並んで作られている疎水環境の中を親水部が潜り抜け
る過程があり，非常に起こりにくい（半減期は数時間か
ら日の単位）．しかし，双頭極性の両親媒性分子の場合
そうはならないことが分かった．
この系の特徴は以下のようにまとめられる．a ）双頭
極性の両親媒性分子を「膜分子前駆体」として添加する
ため，それ自身でベシクルを形成することなく，溶存す
るベシクル内に溶け込むことが出来る（図 4）．b ）どち

両方に膜分子を提供できる．実際，ベシクルの生長・分
生産で触媒を必要とするベシクルの自己生産では，両親
媒性触媒の分子数は分裂の度に減少する．しかし 2，3 回
ベシクルが分裂した後で，外水相から両親媒性触媒分子
を添加し，しばらく静置してから膜分子前駆体を添加す
ると，ベシクル分裂が再開され，ベシクルの数は元の約
10）

100 倍に増幅することがわかった．
（ 3 ）Peelinig 型（図 5）：リン酸基を疎水部としてもつ
両親媒性分子（膜分子）から構成されたベシクルをリン
酸緩衝液に分散し，膜分子の前駆体を外水相に添加する
と，リン酸基で覆われたベシクルの表面がプロトン性

C

“触媒場” となって，内部に触媒を添加しないでも，膜
分子生産が自己触媒的に進行し，ベシクルの肥大と共に
ピーリング（外膜が剥がれて新しいベシクルができる）

図４ 双頭極性型膜前駆体分子の取り込みと膜分子生産によるベシ
クル 2 分子膜内の膜分子数の増加．
膜前駆体分子の膜への侵入方向の違いにより，膜内で生成す
る膜分子を 2 分子膜の内膜，外膜へ等分に分配することが可
能になる．

機構でベシクルが再生産される .
ベシクル自己複製系の仕組みはごく単純であるが，水
中で膜分子が自己集合化して出来るベシクル膜そのもの
が，自分自身を生産する反応場を提供し，その反応場で
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は約 0.03 個，直径 3 μ m では約 1 個，直径 10 μ m では約

30 個となる．なお，PCr 溶液には 2 本鎖 DNa を検出す
るために，DNa 二重螺旋に感応する蛍光色素（SyBr
green i ）を添加する．また，外水相には DNa 分解酵素
を添加し，予め鋳型 DNa やプライマーを分解しておく．
温度昇降プロセスにかける前は，ベシクル内水相からの
蛍光はほとんど観測されないが（図 6 左下），94–68°C
の温度昇降サイクルを 20 回施すと，ベシクル内部で
図５ Peeling 機構によって増殖するベシクル自己生産系

あるベシクル膜が広がり過ぎると不安化して分裂し，新
たな反応場を作り出すというダイナミクスが繰り返され
ることで，ベシクルの数が増加している．単なるイミン
の脱水縮合反応とその加水分解なら，いずれ化学平衡に
達し，巨視的には反応が停止してしまうのに対し，生成
物である膜分子が膜分子生産の反応場を提供すること
で，自己生産が繰り返されるところに，この反応系の特

12）

DNa が 200 倍ほどに増幅した（図 6 右下）． フローサイ
トメトリを用いたベシクル集団の統計的解析から，最終
的に全ベシクルの内，約 15% のベシクルが，その内部
で DNa を増幅させたことが分った．ベシクルという区
画化された内部での自己複製系は，包み込みの際に生じ
る内部の DNa 複製系の含有量に応じ，自己複製能に優
劣が生じることになる．これは区画化による個の確立と
いえよう（図 7）．

徴がある．

４．ベシクル内での DNA 複製

内部に水相をもつ隔壁が自己生産する系の構築は，そ
の内部に情報複製系を組み込むことで，原始細胞が出現
する可能性を予感させる．そこで，手始めに，自己生産
するベシクル系ではなく，より安定なリン脂質からなる
ベシクル内部で情報分子の自己複製を行わせる実験に取
り組んだ．本来であれば，情報分子も完全人工分子で構
築することが望ましいが，ここではポリヌクレオチド
（短い DNa）はすでに出来ていたと仮定し，その数本を
鋳型 DNa としてベシクル内に取り込み，ベシクル内で

DNa を増幅できるかを試すこととした．（DNa のよう

図６ 温度昇降サイクルによる，ベシクル内での DNa 自己増幅．
図中の写真は，温度昇降前後の蛍光顕微鏡像．ベシクル内に
内封した DNa-SyBr green i 複合体由来の蛍光の強度増大に
より，ベシクル内部での DNa 増幅が確認された．

に自己複製しかつ情報をもつ高分子を一から合成すると
いう研究は，大変魅力的な課題として残されている．）
バルクの溶液中で，熱によって開裂させた一本鎖 DNa
から，酵素反応を用いて二本鎖 DNa を合成する重合酵
素連鎖反応（PCr）の手法は，すでに確立している．し
かしながら，丈夫なリン脂質を用いたとはいえ，ベシク
ル内で PCr 系が進行するにはいくつかの困難があった．
そこで，こちら側で，膜上に DNa との相互作用を阻害
する PEg を担持したり（このベシクル膜の膜組成は，

PoPC, DSPE-PEg5000, コレステロール［19：1：2］であ
る）
，ベシクル内部に，鋳型 DNa，重合酵素，ヌクレオチ
ド等を効率よく封入するために凍結乾燥法によるベシク
ル調製を行ったりと，条件を整えた．

PCr 溶液の中で最も濃度が低い鋳型 DNa について，

図７ （a）フローサイトメトリによる温度昇降サイクル（20 回）前
後におけるベシクル粒径に対するベシクル内部蛍光強度の集
団解析結果．
（b）ベシクルサイズとその内容物の封入効率に関する模式図．
サイズが十分に大きいベシクルでは，DNa 自己増殖に必要な
成分を含む確率が高いが，サイズが小さいと，すべての成分
が含まれる確率は低下する．

理想的なユニラメラベシクルを仮定し，“くるみ込み”
の確率を統計的に計算してみると，0.1 nM の濃度（通
常の約 100 倍）の鋳型 DNa の溶液を用いた場合でも，
直径が 1 μ m のベシクルに鋳型 DNa が内封される期待値

５．ジャイアントベシクルの自己生産系と
DNA 複製の連動
残された課題は，ベシクル内部での情報分子（DNa）
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の複製と，器であるベシクルの自己生産を化学的に連動

裂したのみである．3 ）鋳型 DNa を入れずに PCr を行

させることとなったが，これはなかなか困難な課題であ

い，その後膜分子前駆体を加えた場合も，gV の生長・

る．実際の細胞では，タンパク質という高度な分子が何

分裂は殆ど起こらない．以上の実験結果は，「DNa の増

種類も関与することで，遺伝子の複製と細胞分裂とはタ

幅が，ベシクル自己生産を促進させている」ことを意味

イミングを合わせて進行し，それにより増殖と後世への

する．これは実験を始める前には全く想定していなかっ

情報伝達を効率よく行っている．しかし前生物期に，そ

た出来事であり，ベシクルの中で自発的に 2 つのダイナ

のような高度に巧妙な仕組みがあったとは信じられな

ミクスが連動する仕組みが出来上がったことになる．

い． そ こ で， 筆 者 ら は ま ず 自 己 生 産 す る gV の 中 で，
DNa の複製を行うこととした．幸いなことに筆者らが

そ の 機 構 を 解 明 す る 実 験 と し て， 前 と 同 じ 2 重 鎖
DNa を検出する蛍光プローブを用いて gV 内での DNa

構築したベシクルの自己生産系は，カチオン性脂質を用

の溶存状態を調べた．すると，カチオン性脂質を入れな

いている．DNa はポリアニオンであるので，両者は静

い gV の場合，蛍光強度は内水相の中央部で最も大きい

5）

電的に相互作用し，DNa と膜のダイナミクスが連動す

のに対し，カチオン性脂質を入れた gV では，内膜表面

る可能性がある．しかし，最初から DNa とカチオン性

で蛍光強度が大きく，DNa がそこに局在していること

膜脂質が共存すると，DNa をカチオン性脂質が取り巻

をがわかった．

いた複合体が出来，DNa 合成酵素反応が抑制される可

ところで angelova らは，DNa の溶液を外水相からマ

能性がある．さらに，これまで用いていたカチオン性脂
行する内水相の体積が小さい，という問題点もあった．

イ ク ロ ピ ペ ッ ト で， カ チ オ ン 性 の gV に 噴 射 す る と，
gV 表面が陥没し括れて入れ子 gV が出来ることを報告
13）
している． 筆者らの結果は，angelova らの実験とは逆

そ こ で， 膜 組 成 の 主 成 分 を 双 性 イ オ ン 型 の リ ン 脂 質

に，ベシクルの内側から膜変形が起こったことを意味す

質からなる gV は，多重膜になりやすく，酵素反応が進

（PoPC）とし，カチオン性脂質および，それと等量のア

るのではないか．すなわち，gV 内部で増幅した DNa

ニオン性リン脂質（PoPg）を膜の表面電荷を中和する

が，内膜内を横拡散しているカチオン性の成分（カチオ

ために加えたハイブリッド gV を調製した．膜の成分比

ン性膜脂質およびカチオン性親水部を持つ両親媒性触

は，PoPC： カ チ オ ン 性 脂 質：PoPg： 両 親 媒 性 触 媒

媒）に取り巻かれ，複合体を形成したと考えられる．そ

= 6：2：2：1 とした．
内部に PCr に必要な試薬を包みこんだ gV に，予め 2
本鎖 DNa を認識する蛍光プローブを内封しておき，温
度サイクル（94–68°C）を 20 回施し，室温に戻した後

の際，内膜の分子数と外膜の分子数が不均衡になり，内
膜の配列に乱れが生じ，この「DNa─カチオン性脂質複
合体」（局所的リポプレックス）が，内膜と外膜の間に
潜り込む（図 9c）．すると，膜分子前駆体もカチオン性

に膜分子前駆体を添加したところ，前駆体を添加してか

親水部をもつので，このサイトで捕捉され近傍にいる触

ら 3 分以内に gV が肥大し，3，4 回の等割を繰り返し，

媒の効果で加水分解を受け，膜分子へと変換される．し

しかも，分裂した gV にも DNa が分配されていること

たがって，膜内に潜り込んだ複合体は，膜分子生産の活

が，蛍光顕微鏡観察により確認された（図 8）．さらに対

性サイトになると共に，budding 様の変形さらには分裂

照実験を行い，以下の結果を得た．1 ）PCr を行なった

の足場となって，これらのダイナミクスを誘導したと想

後，膜分子前駆体を添加しないと分裂は起こらない．2 ）

定される（図 9d）．なお，この機構は，蛍光部位を組み

PCr を行なわなかった gV に膜分子前駆体を添加した場

込んだ DNa と蛍光性膜分子との間での励起エネルギー

合は，全体の gV の 1 割以下が 2 時間でせいぜい 1 回分

移動の実験などで支持された．

１）情報（DNA）複製

２）ベシクル自己生産

図８ ベシクル内での DNa の複製とベシクル自己生産とが連動したベシクル型人工細胞
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しても，自然界で起こり得る化学的な事象を利用するこ
とにした．ベシクル膜の表面電荷を，膜を構成する脂質
分子の親水基の電荷，特に，リン脂質の酸解離平衡に基
づき考察してみよう．まず自己生産により生成した娘ベ
シクルの膜表面電荷であるが，カチオン性の膜分子前駆
体を取り込み，カチオン性脂質を増やして分裂したの
で，これはカチオン性であろう．そこに，ヌクレオチド
のみを内封した gV（これを輸送ベシクルと呼ぶ）から
ヌクレチドを供給させる必要があるので，この gV の表
面電荷は，アニオン性である必要がある．そこで輸送ベ
図９ ベシクル内部で増殖した DNa がカチオン性膜内部に活性サ
イトを形成する過程の模式図．
（a）ベシクル内部の DNa 数が増してくると，DNa の膜近傍で
の実効的な滞在時間が増加する．
（b）膜に接着したポリアニオンである DNa は，ベシクル膜構成
成分であるカチオン性膜分子や両親媒性触媒を静電相が作用
で引きつける．
（c）DNa を取り巻いた膜分子疎水鎖が水中にある状態は不安定
なので，DNa─膜分子複合体は脂質 2 分子膜内部に侵入する．
（d）DNa を覆うカチオン性膜分子は内膜から供給されるため，

シクルの膜組成は，PC（PoPC）より Pg（PoPg）の
含有量が多いベシクルを用意する．Pg を主成分とする
輸送ベシクル（ヌクレオチドを内封）の膜電荷はアニオ
ン性なので，娘ベシクルと輸送ベシクルは，引き付け合
うはずである（図 10）．実際にこの状況を再現すべく，

2 種のモデルベシクル（娘ベシクルの膜成分比； PC：
Pg：コレステロール＝ 8：1：1，輸送ベシクル； Pg：コ
レステロール＝ 9：1）が調製された．一方，輸送ベシク

外膜の膜分子が余り，膜は外側に変形する．また，膜前駆体
分子もカチオン性親水部を有するため，このような複合体付
近では，膜分子生産反応が効率よく進む．

ルには，自己消光する程度に濃い緑色蛍光色素フルオロ

膜内に取り込まれた DNa は，一種の酵素のような働

サイズで区別できるようにした上で両者を混合し，混合

きをする活性サイトを，膜内に自発的に作り出している

分散液の ph を 3 として 18 時間静置した．この操作を施

こととなる．いわゆるセントラルドグマでは，DNa の
持つ情報を使ってタンパク質が作られ，それが機能を発
現している．しかしこのような高度な仕組みを，初期段
階の生命が初めからもっていたとは考えにくい．もし
も，本来情報分子と考えられていた DNa が，生命のご
く初期の段階では，（触媒分子と複合体を形成すること
で）酵素のような役割も担っていたとすれば，生命進化
を考える上で，きわめて興味深い．なお，このような考
え方は，rNa についてはすでに定着している．

６．回帰性をもつ人工細胞

セインの溶液を内封した．さらに，輸送ベシクルをフィ
ルター（メッシュ φ ＝0.2 μ m）にかけ，標的ベシクルと

すと，ホスフェート基のプロトン化により両親媒性を
失った Pg 分子が，接着した膜同士の融合を誘発する．
結果，静置後にベシクルを蛍光顕微鏡で観測したとこ
ろ，粒径 10 μ m の標的ベシクルの内部が緑色の蛍光を発
することを確認した．以上結果は，膜成分比（膜表面電
荷）の異なるベシルクが互いに相手を認識して接合し，

ph ジャンプという刺激を受けることで融合したばかり
でなく，内容物を娘ベシクルに輸送したことを意味して
13）

いる．

上記のモデル実験の結果を受け，この条件を自己生産
ベシクルに適応した．まず娘ベシクルとして，膜組成は

以上述べたように，ベシクル型人工細胞では，DNa
の増幅とベシクルの再生産が連携しつつ増幅することが
明らかになった．しかしここで問題になるのは，新たに
生成した第 2 世代のベシクル（娘ベシクル）内部では，

DNa の原料となるヌクレオチドが枯渇していること，
また，膜分子前駆体の添加で分裂したベシクルの表面電
荷は，もはや中性ではなくカチオン性となっていること
である．つまり娘 gV は，DNa の複製には不適切な状
態となっている．そこで，ベシクル型人工細胞が繰り返
し自己生産するには，ヌクレオチドの添加および，膜電
荷の中和が必要となる．人工細胞にとって，再び DNa
複製および，ベシクル分裂が可能な状態に戻ることは，
“回帰性の獲得” を意味する．
筆者らはベシクル型人工細胞に回帰性をもたせるに際

図１０ 第 1 回目の DNa 増幅によって枯渇したベシクル内成分をベ
シクル融合により供給する機構
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図１１ ヌクレオチドを持たないため DNa 複製能のない標的ベシクルに，ベシクル表面電荷の ph 応答性を利用した輸送ベシクルを添加し，ph
変化を刺激としたベシクル間融合でヌクレオチドを供給する．その後 PCr を行ない DNa が増幅したことを蛍光強度の増加により確認．

PC：Pg：コレステロール＝ 8：1：1 で，鋳型 DNa，プ
2+
ライマー，DNa 合成酵素，Mg 入り緩衝液，ポリエチ
レングリコール，蛍光プローブ（SyBr green i）を内

は内封していないベシクルが，あまた浮遊しており，そ

封したベシクルを用意する．一方，輸送ベシクルとし

ころで，太古の大気には，二酸化炭素，二酸化イオウ，

て，膜組成は Pg：コレステロール＝9：1 で，内部にヌ

青酸などを含んでおり酸性の雰囲気であった可能性があ

れらの膜の組成も多様であり，カチオン性とアニオン性
で引き合うベシクルの組み合わせもあったであろう．と

クレオチドと Mg 入り緩衝液を含むベシクルを用意し

る．したがって海面付近の海水は酸性であったであろ

た．両者を混合し ph＝3 で 1 日ぐらい静置した後，分散

う．しかし，海底は粘土やゼオライトが堆積しており，

液の ph を中性に戻して PCr を行なったところ，融合し

アルカリ金属イオン（Na ，K など）やアルカリ土金属

た gV 内部で DNa が複製したことに伴う，娘ベシクル

イオン（Mg ，Ca など）が溶け出しており，ややアル

内部よりの蛍光発光を確認した（図 11）．したがって，
2 代目ベシクルも DNa の複製能を獲得したことになる．

カリ性であったのではないか．そのような環境の下で対

2+

+

2+

+

2+

流に乗ったベシクルの群れは，ph の勾配にもさらされ

上記のベシクル型人工細胞に回帰性を獲得させる操作

たと想像される．したがって，筆者らの構築しているベ

は，かなり人工的に思えるかもしれない．しかし，ここ

シクル型人工細胞の情報分子の自己生産のベシクルの再

で太古の地球を想像してみよう．そこにはまだ rNa，

生産，あるいはベシクル融合を利用した基質の補給もあ

DNa のような情報分子や，酵素となり得るタンパク質

ながち，絵空事とは言えないのではないか．

のように高度に発達した高分子は，存在していなかった
であろう，それでも脂肪酸のように，比較的単純な構造

７．DNA 鎖長に依存するベシクルの形態変化

をもつ両親媒性分子は既に存在しており，海岸の岩場の

最後に，ベシクル型人工細胞において，内封した DNa

干上がったところに多重膜を形成していたであろう．そ

がこの原始的な人工細胞の形質（例えば自己増殖能）に

の岩場を豊富な養分を含む海水が覆うと，岩場には大小

何らかの影響を与えているかについて，簡単に触れた

様々なミセルや袋状のベシクルが形成され，浮遊し始め

い．このベシクルの自己生産過程では，増幅した DNa，

たであろう．そのようにして誕生したベシクルの膜分子

カチオン性脂質と両親媒性触媒とが複合体を形成するこ

の成分は多様であり，また，内封された高分子の内の或

とで酵素のような働きをし，ベシクルの肥大・分裂を誘

るものは，すでに触媒としての性質を備えていたかも知

導していると述べた．もしも，内封する鋳型 DNa の長

れない．ベシクルの中で，ヌクレオチドだけでなく，鋳

さ（分子あたりのフォスフェートアニオン数）の違いに

型となるオリゴヌクレオチドや，ヌクレオチドを繋ぐ触

より，自己複製能に差異が生ずれば，DNa の長さ（遺

媒能をもつ高分子を含んだベシクルの内の或るものは海

伝子型）と，ベシクル型人工細胞のダイナミクスの頻度

に流れ出し，海底の熱水噴火孔の付近の対流に乗り温度

や形態変化の様式（表現型）との相関を示唆することに

の上昇下降といった熱サイクルを経験したかもしれな

なる．このことは，ベシクル型人工細胞の進化を考える

い．その中で，DNa を複製し，肥大し分裂したベシク

上での重要な手懸かりとなろう．

ルの周囲には，ヌクレオチドは内封しているが，鋳型と
なるオリゴヌクレオチド，または触媒活性のある高分子
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８．結

語

近年，物質科学と生命科学を繋ぐ研究の重要性が随所
で叫ばれているが，実効を伴わない場合も多いように見
受けられる．こういう研究は一度相手の舞台に飛び込ん
でその世界の泥にまみれてから元に戻るぐらいのことを
しないと，なかなか接点が見出せないような気がする．
乏しい経験ではあるが，両方の世界を垣間見ているうち
に，物質科学と生命科学を繋ぐ鍵となる物質は，ソフト
マターではないかと，筆者は思うようになった．ご存知
のようにソフトマターとは，原子や分子が集まってでき
たある程度複雑な構造体（高分子，分散質，膜など）
が，緩やかに相互作用することで構成されている物質で
ある．ソフトマターには，このような構造の階層性を反
映し，外部刺激に対する応答のダイナミクスにも階層性
が認められる．すなわち，ミクロな階層（原子・分子）
での迅速な応答が，上位の階層に伝播しマクロな形態変
化を誘発する仕組みが備わっている．では，分子システ
ムの概念を推し進め，ソフトマターを用いて，外部刺激
により引き起こされるミクロな階層でのダイナミクス
が，上位の階層に伝達されシステム全体の動きを誘発す
る現象（創発性）を示す分子システムを実現することは
できないであろうか？ その一例が，筆者らの提案して
いる人工細胞モデルといえるだろう．筆者らは，このベ
シクル型人工細胞が前生物期に誕生した原始細胞だと主
張している訳ではない．むしろこんな単純なシステムで
あっても，要素間に自立的に相互作用が働き出せば，あ
たかも生き物であるかのようなダイナミクスが出現しう
ることを指摘したい．この総説が，今後，物質科学と生
命科学を繋ぐ研究の一助になれば幸いである．
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