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特定課題研究３
制御・情報理論による生物システムのロバストネス解析と設計

津　村　幸　治
小　林　徹　也

研　究　代　表　者： 津村　幸治（東京大学大学院情報理工学系研究科・准教授）
コアメンバー：	小林　徹也（東京大学生産技術研究所・准教授）
 黒田　真也（東京大学大学院理学系研究科・教授）
 秋山　泰身（東京大学医科学研究所・准教授）
 舟橋　　啓（慶應義塾大学理工学部・准教授）
 東　　俊一（京都大学大学院情報学研究科・准教授）
 井上　正樹（慶應義塾大学理工学部）
 杉山　友規（東京大学生産技術研究所）

 

　本研究会では，生物システムについて，「生物システムのハードウェアとしての制約＝情報伝達の制約」
と「制御性能限界・ロバストネス」の定量的関係を解明することを目的とする．具体的には次の3項目の課
題解決を目指す．（1）情報伝達特性の解析，（2）制御性能限界・ロバストネスの解析，（3）生体システム
への応用．これらの課題を解決するため，研究組織は分野を超えた研究者から構成されている．昨年度に
引き続き本年度も，クローズド・オープン研究会・ワークショップ・ミニコースレクチャー等を開催し，
議論を通して課題解決を図る．以下は具体的活動内容．

第７回クローズド研究会（平成27年6月3日　東京大学　本郷）
出　席　者： 津村幸治，小林徹也，黒田真也，秋山秦身，舟橋　啓，東　俊一，杉山友規 

藤井雅史（東京大学大学院理学系研究科），大橋　郁（東京大学大学院理学系研究科） 
宮原英之（東京大学大学院情報理工学系研究科）

　メンバーの舟橋が2時間，研究紹介を行い，本研究会テーマの観点から議論した．タイトルと内容は以下
の通り．
　舟橋：「システム生物学における基盤技術開発」　遺伝子ネットワーク，細胞等における化学反応系の動的
な振る舞いをシステマティックにシミュレートするための，数理モデルの表現の標準化と，対応するシ
ミュレータの開発について説明があった．反応系の大規模化に伴う並列処理，多分解能モデリング等の課
題についても説明があった．

第８回クローズド研究会（平成27年7月8日　東京大学　本郷）
出　席　者： 津村幸治，小林徹也，井上正樹，杉山友規，横田　亮（東京大学生産技術研究所） 

宮原英之（東京大学大学院情報理工学系研究科）
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　東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程の宮原氏が2時間，関連論文の解説を行った．論文タイトル
と内容は以下の通り．
　宮原：「H. J. Kappen, “Path integrals and symmetry breaking for optimal control theory” の紹介」　あるク
ラスの確率システムの最適制御問題を扱い，その最適解が経路積分を用いて表現されることを説明した．
このような定式化や理論は，強い確率的ノイズの環境下における生物システムの動的振る舞いの解析に有
用であることが説明された．

第３回講演会（平成27年7月15日　東京大学　本郷）
出　席　者： 津村幸治，杉山友規
招聘講演者： Elisa Domínguez Hüttinger（Imperial College London）
 他，一般参加者（出席者内訳　一般：3名，学生：5名　計8名，招聘講演者：1名，コアメン

バー：2名　以上総計11名）
　オープンな講演会を開催した．生物システムの数理モデルの開発で活躍している外部招待講演者1名
（Hüttinger）による講演を行い，本研究会テーマの観点から議論した．講演時間は90分とした．講演の概
要は以下の通り．
　Hüttinger：「Mathematical investigation of the mechanisms underlying the gradual aggravation of atopic 

dermatitis and its prevention」　アトピー発症のメカニズムとその多様性を説明する数理モデルに関する最近
の研究成果が説明された．より詳しくは，数理モデルを導入し，その動的ダイナミクスの非線形特性・ヒ
ステリシスによって健康状態・発症状態等の多様で複数の平衡状態がもたらされ，環境・遺伝が原因とな
り，それらの状態間を遷移することが説明された．またそのモデルが実データと整合することが解説され
た．さらにこの数理モデルを元に，アトピーに対する適切な対処法が提案された．

第９回クローズド研究会（平成27年7月27日　東京大学　生産技術研究所）
出　席　者： 津村幸治，小林徹也，黒田真也，舟橋　啓，東　俊一，井上正樹，杉山友規
招聘講演者： 谷内江望（東京大学先端科学技術研究センター），藤井雅史（東京大学大学院理学系研究科） 

横田　亮（東京大学生産技術研究所），梶田真司（東京大学大学院情報理工学系研究科） 
竪山耀太郎（東京大学大学院工学系研究科），金子和正（東京大学大学院工学系研究科） 
宮原英之（東京大学大学院情報理工学系研究科）

　生物システムの計測技術の分野で活躍している外部招待講演者1名（谷内江）と，メンバー 2名（小林，
杉山）による研究紹介を行い，本研究会テーマの観点から議論した．講演時間は谷内江氏60分，他は各30

分とした．各タイトルと内容は以下の通り．
　谷内江：「DNAバーコードによる分子・細胞計測技術の跳躍」　人工的な塩基配列をコードとしてDNAに
埋め込むDNAバーコードを用いて，細胞の世代交代に伴うフェノタイピングの様相を高速に測定する
「バーコードフュージョン法」が紹介された．この技術により，数十の条件下における生体内分子間相互作
用の解析を，一人の研究者が短期間で実行可能であることが解説された．このような計測技術は，生物シ
ステムの動的モデルの開発に極めて有用であるものと考えられる．小林：「細胞増殖系の数理と1細胞計測
技術との接続」　増殖する細胞系は一般に微分方程式などのモデルによって表現されるが，個々の細胞の増
殖や表現形・遺伝形変異の履歴に着目をして，経路積分を用いて理論を再定式化することにより，その多
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様性が説明され，また様々な数理分野と共通の変分構造を有することが説明された．さらに近年開発が進
む，1細胞超長期追跡系のデータを解釈するための数理的基礎となり，谷内江氏の紹介にあった計測技術と
の関係についても説明があった．杉山：「定常状態熱力学を用いた集団増殖率の制御」　非平衡統計物理学の
分野で培われた定常状態熱力学（SST）の手法を用いて，細胞集団の環境の切り替りに伴う余剰増殖率を評
価するための理論が紹介された．さらに熱力学におけるエントロピーに対応する lineage fitnessという概念
が導入され，余剰増殖の上限が，このfitnessを観測することにより計算できることが紹介された．谷内江
氏の計測実験への理論の応用・発展の可能性についても議論された．

第４回講演会（平成27年9月1日　東京大学　本郷）
出　席　者： 津村幸治，井上正樹，杉山友規
招聘講演者： 堀　　豊（Caltech），横田　亮（東京大学生産技術研究所）
 他，一般参加者（出席者内訳　一般：8名，学生：8名　計16名，招聘講演者：2名，コアメ

ンバー：3名　以上総計21名）
　オープンな講演会を開催した．遺伝子ネットワークの数理モデルの開発で活躍している堀氏，細胞集団
の振る舞いの数理モデルの開発で活躍している横田氏を招き，最近の研究についての招待講演を行い，本
研究会テーマの観点から議論した．講演時間はそれぞれ90分とした．講演の概要はそれぞれ以下の通り．
堀：「Biomolecular feedback control theory for engineering biocircuits: From modeling to prototyping」  

制御理論の観点に基づく，振動的挙動を示す遺伝子制御ネットワークの数理モデルについて説明があった．
また，生体分子ブレッドボードと呼ばれる，遺伝子ネットワークにおける化学反応系の挙動が観察できる
装置の紹介があり，数理モデルの解析により予想される周期現象の特性と，後者の装置を用いた実験結果
とが整合することが解説された．横田：「学習による神経集団の情報表現の変化」　一般に細胞は様々な環境
下におかれ，不確実で大きなノイズにさらされる状況にあるが，そのような細胞の集団としての振る舞い
の多様性・環境適応性・頑健性を説明する数理モデルが紹介された．特に学習による相互情報量の変化に
注目することにより，細胞集団の上記項目についての性質が説明できることが紹介された．

第５回講演会（ワークショップ：「制御／情報理論によって生物システムをとらえる」）
（平成27年12月21日　東京大学　本郷）　

出　席　者： 津村幸治，小林徹也，黒田真也，秋山秦身，井上正樹，杉山友規
招聘講演者： 木村英紀（早稲田大学／理化学研究所），John C. Doyle（Caltech）
 田中玲子（Imperial College London）
 他，一般参加者（出席者内訳　一般：22名，学生：26名　計48名，招聘講演者：3名，コア

メンバー：6名　以上総計57名）
　システムバイオロジーの開拓者で活発な研究活動を続けておられる木村英紀氏，John C. Doyle氏，田中
玲子氏を招き，コアメンバーの研究紹介と併せて，システムバイオロジーにおける問題の本質や最近の結
果について，本研究会がテーマとする情報・ロバストネスという観点で議論する公開の講演会を開催した．
講演時間は招待講演者60分，コアメンバー 30分とした．講演の概要は以下の通り．
　木村：「Analysis  of  pharmacological  process  in  the  treatment  of  sepsis  based  on  the  integrated  model  of 

immune and cardiovascular systems」　敗血症が引き起こされるメカニズムが，心臓血管と免疫反応からなる
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数理モデルを用いて説明できることが紹介された．実データを用いてその有効性が示されると共に，モデ
ルに基づいた適切な輸血方法による治療法について解説された．Doyle：「A new theory for brain sensori-

motor layered control architectures」　生体システムのみならず，ネットワークシステムなど，多くのシステム
に普遍的に共通する階層性に注目し，人体の運動神経系が性能限界およびロバストネスを確保するために，
その階層的構造が自然に導かれることを説明した．Tanaka：「Roles of balanced positive and negative feed-

backs in inflammatory and infectious disease」　研究グループが携わってきたアトピーの発症を説明する数理
モデルを紹介した．特に制御論的考えに基づき，外的刺激となる感染を抑制するための，皮膚近辺におけ
る反応系のネガティブフィードバックとポジティブフィードバックのバランスの崩れにより，アトピーが
引き起こされることが説明された．またこのモデルに従った治療法についても紹介された．Kobayashi：
「Thermodynamic structure of population dynamics in changing environment」　変化する環境下で世代交代
し，環境に順応するため様々な亜種を発生させる細胞群について，その亜種の個体数の動的変化を説明す
る熱力学に基づく数理モデルが紹介された．このモデルによって，変化する環境下において種が生存し続
けるメカニズムが説明された．Tsumura：「Information in biosystems: networked control per spec tive」　単一
の細胞における細胞内のタンパク質濃度を制御する遺伝子ネットワークにおいて，その情報伝達に関する
制約が制御性能限界を与えることを制御論的見地に基づき説明し，一方で細胞集団によって，その制約が
緩和されることが説明された．

第10回クローズド研究会（平成28年1月7日　東京大学　生産技術研究所）
出　席　者： 小林徹也，津村幸治，杉山友規
招聘講演者： Thiery Mora（ENS France）
 他，研究室関係者数名
　招聘研究者であるMora氏が，獲得免疫系のレパートリーの生成機構を，次世代シーケンサーを用いた
データから推定する数理的手法について説明した．また内容について本研究会テーマの観点から議論した．

第６回講演会（ワークショップ：「Entropy, Information & Control」）
（平成28年1月8日　東京大学　生産技術研究所）　

出　席　者： 小林徹也，津村幸治，黒田真也，井上正樹，杉山友規
招聘研究者： 森下喜弘（QBiC理化学研究所），豊泉太郎（BSI理化学研究所）
 沙川貴大（東京大学大学院工学系研究科），Thiery Mora（ENS France）
 Olivier Rivoire（CNRS & LIPhy）
 他，一般参加者（計80名程度）
　当研究会研究テーマである情報と制御，そしてエントロピーの生命現象における役割に着目し，国内か
ら3名，国外から2名の招待講演者を招聘し，ワークショップを開催した．各講演者が30分から40分の研
究紹介を行った．各タイトルと内容は以下の通り．
　黒田：「Information coding of cellular signaling networks」　シグナル伝達系における情報伝達効率やその
ロバスト性を，情報量を用いて定量解析する実験研究について講演した．豊泉：「Brain state control by 

environmental closed-loop feedback」　神経情報処理において，脳と外界の間に存在するフィードバック
ループの影響を，リプレイシステムを用いて実験・理論の両面から検証する研究を紹介した．小林：
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「Fluctuation, information and feedback in biochemical networks」　細胞内反応系について，フィードバック
の効率を特徴化する量としてループゲインを導入し，それを実験的に計測するシステムの提案を行った．沙
川：「Thermo dynamics of information and its application to biological signal transduction」　情報熱力学の理
論を概説し，その理論を細胞のリガンドセンシングに応用した結果を紹介した．Mora：「Physical limit to 

concentration sensing in a background of competing ligands」　細胞の環境センシングにおいて，分子反応の
確率性によって規定される感知限界の理論を講演した．森下：「Differential-geometrical formulation reveals 

a general equation for optimal encoding of spatial information during organ development」　発生における位置
情報形成について，微分幾何学と情報幾何学を融合した独自理論を概説し，その実際の四肢発生について
応用を示した．杉山：「Thermodynamics structure in population dynamics」　変動環境下における細胞増殖
系の振る舞いについて，定常状態熱力学の理論を応用し，変動環境に対する適応度が一定環境下での適応
度で評価できることを示した．Rivoire：「Models of information processing in evolving populations」　変動環
境下の増殖モデルを用い，遺伝的・非遺伝的要素が世代間での情報伝達にどのような優位性があるかを体
系的に示した .

第11回クローズド研究会（平成28年1月11日　東京大学　生産技術研究所）
出　席　者： 小林徹也，杉山友規
招聘研究者： Olivier Rivoire（CNRS & LIPhy）
 他，研究室・駒場関係者10名程度
　招聘研究者であるRivoire氏が，合成抗体ライブラリーとその in vitro選択の実験系を用いて，抗体ライブ
ラリーに形成される多様性を解析する方法について紹介した．またExtreme valueの理論を用いてこの多様
性が適切に表現されうることについても説明された．さらに内容について本研究会テーマの観点から議論
した．

第７回講演会（Mini-course of Lectures）（平成28年3月23日　東京大学　本郷）
出　席　者： 津村幸治，秋山秦身，井上正樹，杉山友規
招聘講演者： Peter Wellstead（National University of Ireland, Maynooth and Manchester University）
 他，一般参加者（出席者内訳　一般：8名，学生：3名　計11名，招聘講演者：1名，コアメ

ンバー：4名　以上総計16名）
　パーキンソン病について工学的知見に基づく数理モデルを立て，その解析に基づく研究で知られている
Peter Wellstead氏を招聘し，その研究内容についてのMini-course of Lecturesを開催した．また内容につい
て本研究会テーマの観点から議論した．講演の概要は以下の通り．
　Peter Wellstead：「Parkinson’s disease seen through the eyes of an engineer」
　Lecture 1： “Thinking of neurodegeneration as a systems”
　パーキンソン病の症例・原因の多様性が説明され，その仕組みを説明する，脳内エネルギー代謝（BEM）
に基づく数理モデルが有効であることが紹介された．
　Lecture 2： “Modelling and simulation of the lead up and onset (pathogenesis) of Parkinson’s disease”
　BEMに基づく数理モデルが紹介され，それに基づくシミュレータによる数値解析により，実データが
説明されることが説明された．
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　Lecture 3： “ Analysis of the model pathogenic mechanism for Parkinson’ s and a theory for the transmis-

sion of Parkinson’s”
　上記数理モデルを簡略化したモデルにより，パーキンソン病発症が，非線形系の平衡点移動によって
説明されることをが紹介された．

発表論文
　本研究会での活動が部分的貢献を持つ次の論文を発表した．

 Tetsuya J. Kobayashi, Ryo Yokota, Kazuyuki Aihara, Feedback Regulation and its Efficiency in Biochemical Networks, 
Journal of Statistical Physics, 162(5), 1425-1449, MARCH 2016.




