
120 超高出力固体レーザーのための新概念　熱レンズフリーレーザー材料と Heat Capacitive active Mirror

場合は熱レンズ補正は極めて有効であるが，単一パルス
入力が大きな場合は，その大きさに応じて完璧な補正が
難しくなる．しかし，一挙に50%以上の熱レンズ変化
を与えるパルス入力に対しても，大きな補正効果がある
ことは有用性の大きさを示す結果といえる．

７．ま　　と　　め
　コヒーレントビーム結合に適用可能な熱レンズフリー
固体レーザーの可能性について検討した．透明フッ化物
セラミックスの研究に光学パラメータを調整可能なレー
ザー結晶の可能性を見出し，透明セラミックス材料の開
発方向を示した．また，忘れられていたアクティブミラー
レーザーに底面熱遮蔽の導入という新しい概念を持ち込
んだ結果，励起体積の外部にHeat Capacitive Volumeを
持ったアクティブミラーで，新たな制御パワーの導入な
しにディスク前面にわたる熱レンズ効果を1/1000以下
に減少させるデザインを提案し，ファイバーレーザーに
対抗可能な完全平面波発生熱レンズフリー固体レーザー
に道を開いた．なお，最後に加えるコメントは，ここで

計算した結果は熱平衡状態における温度分布を基礎とし
ており，全てが線形過程であるので，ディスクのアスペ
クト比（厚み／半径）が一定であればサイズに無関係に
成立する．ただし，熱平衡状態に達する時定数はサイズ
に依存するのは当然である．熱レンズフリー固体レー
ザーについてもっとも単純で，直接的な解決策を一般的
な形で提示できたと考える．
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Fig. 24 Thermal lens reduction for pulsed pumping regime by pre-set 
phase shift.
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１．は　じ　め　に
　非平衡ソフトマターでは平衡系にはみられない豊富な
構造とダイナミクスが現れる．その典型例が生体系であ
る．分子モーター，細胞運動，組織形成，魚や鳥の群れ
の運動などミクロからマクロまでさまざまな秩序や構造
がある．それらが発現するメカニズムや機能を解明する
ことは物理学，化学，生物学をまたぐ重要な研究テーマ
である1）．
　生体細胞やバクテリアのように，自分の内部に運動の
仕掛けをもっている物質・物体をアクティブマターとい
う．これは2006年頃から使われ始めた新しい言葉であ
る1）．柔らかなアクティブマター（特に，アクティブソ
フトマターという）では様々な変形モードの非線形相互
作用のため，孤立した1個の運動も複雑なものとなる．
「泳ぐ」バクテリアについては流体力学的研究が1970年
頃から行われているが，培地上を「這う」運動について
は，最近その並進と変形の相関の研究が開始されてい 

る2，3）．近年の実験技術の進歩によって，培地に及ぼす
力の分布や運動に関与している化学物質の時空間変化の
詳細な情報が得られるようになっている4，5）．さらには，
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組織形成に関係する細胞集団の実験も行われ始めてい 

る6）．
　これらの実験的知見に基づき数理モデルによる研究が
行われるようになった．その一つに細胞の形をフェイズ
場で表現し，細胞内部での化学反応を仮定し，反応物質
と細胞表面との相互作用を導入したモデルがある7，8）．
もう一つはゲル内でミオシン分子の分布を仮定しそれが
発生する力を計算することによって重心速度を決定する
理論が提案されている9）．さらに最近では極性をもつア
クティブな流体のモデルを細胞遊走に応用する研究もあ
る10）．
　このように最近の細胞運動研究の発展にはめざましい
ものがあるが，これらの理論はある特別な種類の生体細
胞に着目して定式化されている．また，そのほとんどは
複雑な非線形連立偏微分方程式で表現されているため，
大掛かりな数値計算を必要とし，パラメータを系統的に
変化させてダイナミクスを詳しく調べ，実験と比較する
ところまでは研究が進展していない．
　私たちは，生体細胞のダイナミクスをもっと包括的に
とらえる立場で研究を行ってきた．本稿ではそのモデル
の説明と得られた培地上の遊走ダイナミクスを解析す
る．11）　私たちのモデルでは培地との摩擦の大きさ（ある
いは易動度）が明示的にモデルに入っており，これは実
験で直接変化できる量であるため理論実験の比較が行え
る利点がある．実際，ハイデルベルグ大学の田中求教授
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のグループでは人の造血幹細胞の in vitroでの遊走実験が
行われている12）．ケモカイン（細胞遊走因子）の存在・非
存在が運動に与える影響を詳しく調べている．言うまで
もなく，この実験は白血病などに対する効果的な骨髄移
植法を発達させるという医療活動と密接に関係してい
る．

２．細胞遊走の数理モデル
　培地上の細胞の形を，簡単のため2次元で近似し，円
形からの楕円変形を2階の対称テンソルで表わし，動い
ているときの前後の非対称性を表わすため3階の対称テ
ンソルを導入する．基本変数はこの2種類のテンソルと
重心の速度ベクトルである．生体細胞の這走は変形に
よってのみ起こるとすると2種類の変形テンソルと速度
ベクトルの関係は一意的に決まってしまう．すなわち，
速度ベクトルは2階と3階のテンソルの積（縮約）での
み構成することができる．比例定数は細胞の易動度であ
る．なお，このモデルでは易動度が十分大きいと仮定し
ている．モデル方程式の具体的形については文献11）を
参照されたい．
　変形テンソルの発展方程式は次の項をもつ．まず，円
形が安定であると仮定して，それからの変形を緩和させ
る項，また，細胞内部のエネルギーを使って変形を起こ
す力，その過程で生じるノイズ項，さらに，並進運動が
変形を促進する効果を取り入れる．これは並進と変形の
非線形相互作用であり，これを無視する場合を線形モデ
ル，考慮する場合を非線形モデルとよぶ．
　造血幹細胞運動をみてわかることは，変形はほぼ時間
周期的に変化していることである．そのため，変形力が
時間の周期関数であるとして解析した結果を報告する13）．
　図１（a）は造血幹細胞（hSC）の in vitro実験系の模式
図である．培地となる人工の2重膜の表面にタンパク質
neutravidinを配置し，それに間質細胞由来因子（stromal 

cell-derived factor，SDF1αと略称）が結合していると細
胞膜上のケモカイン受容体CXCR4と接着することがで
きる．従って，基盤（培地）上のSDF1α濃度を調節する
ことによって，細胞が接着できる箇所の数を実験的に調
節できる．隣り合う接着可能点の平均距離を<d>とす
る．以下では<d>=6, 18, 34 nmのデータを扱う．図1

（b）では造血幹細胞に働く力の第nフーリエ成分をg（n）

とし，重心速度をv，その角度をζとしている．図1（c）
は遊走している細胞のスナップショットであり，図1

（d）は重心の軌跡を表示している．
　モデルでは変形させる力にノイズ成分を導入してい
る．図２（a）では変形の大きさに作用するノイズをξ，
方向に作用するノイズをηで示してある．図2（b）は細
胞の変形を表現するための重心から細胞膜までの距離R

と角度θを定義する．R（θ）をフーリエ級数展開し，その

第m成分の大きさを図2（c）にプロットしてある．変形
の第2成分（m=2）がもっとも大きいことがわかる．

３．数値計算結果と実験との比較
　実験では細胞周りの溶液にSDF1αがある場合とない
場合のそれぞれにおいて，上に述べた<d>の3個の値に
対して変形の大きさ，遊走の速度，運動の軌跡の相関持
続時間，そして，拡散係数を計測している．なお，溶液
中のSDF1α濃度は基盤膜面のSDF1αとは独立に変化さ
せることができる．理論のもつ主要なパラメータは易動
度，変形の緩和率，変形力の大きさである．現在，これ
らのパラメータを分子スケールの情報から決定する手段
をもたないため，本研究ではこれらを適切に選ぶことに
よって実験データとどれだけ比較可能かを検討した．

図１． （ａ）培地上を這う造血幹細胞の実験系．（ｂ）細胞に働く力と
速度．（ｃ）遊走する細胞の形のスナップショットと（ｄ）そ
の重心の軌跡．
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図２． （ａ）造血幹細胞に作用する変形力とノイズ．（ｂ）変形の表示．
（ｃ）変形フーリエ成分の大きさ．
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　造血幹細胞はSDF1αに対して走化性をもつ．実験で
はSDF1α濃度は一様であり，細胞がある特別な方向に
遊走することはないが，SDF1αが存在する場合は存在
しない場合に比べて運動が活発である．このことをモデ
ルでは並進と変形の結合の強弱で取り入れることができ
る．すなわち，SDF1α非存在を線形モデルに，SDF1α
存在を非線形モデルに対応させる．また，SDF1α存在
下では易動度が大きくなるだろう．接着点間距離<d>

の大小に対しては，どのように変化するであろうか？  

<d>はナノメートルのオーダーであるのに比して細胞は
マイクロメートルスケールであることに注意しよう．す
なわち，粗視化して考えなければならない．接着点が密
なとき基盤とのまさつは大きく，変形の緩和は大きく，
変形力も大きいであろう．すなわち，<d>が増加するに
つれて摩擦力（易動度に逆比例），緩和率，変形力のい
ずれも減少すると考えられる．実際，数値計算では線形
モデルと非線形モデルにおいて表ⅠとⅡのように無次元
化したパラメータを設定した．<d>=18 nmの緩和率を
1としている．これが理論の時間の単位を決めている．
一方，長さは細胞の半径を1とする単位系をとる．実験
では約5 μmに対応する．

表Ⅰ．線形モデルの無次元パラメータ
<d> 易動度 緩和率 変形力

06 nm 2.0 1.5 0.12

18 nm 5.0 1.0 0.10

34 nm 7.0 0.8 0.07

表Ⅱ．非線形モデルの無次元パラメータ
<d> 易動度 緩和率 変形力

06 nm 3.0 1.2 0.100

18 nm 7.5 1.0 0.080

34 nm 9.5 0.9 0.065

　図３はSDF1αが溶液中に存在しない場合の細胞の軌
跡である．<d>=6, 18, 34 nmの条件で中心においた細
胞が動き回る独立な5回の軌跡をそれぞれ（a），（b），
（c）に示してある．<d>=6 nmでは細胞はほとんど動
き回らず，<d>が大きくなるにつれて拡がった軌跡に
なっている．（d），（e），（ f）は対応する線形モデルの数
値計算の結果である．実験では60分，理論では時間120

の間に細胞が動いた様子を表している．つまり，理論の
時間1が実験の30秒に対応する．緩和時間の実験データ
はないが，変形力の周期を10として数値計算を行って
いる．これは実験系の5分に対応し，変形の特徴的時間
約10分とオーダーが合っている．なお，図3に表示して
あるb0（d0）は第2（第3）フーリエ成分の非線形相互
作用の大きさである．図４（a），（b），（c）はSDF1αが
溶液中に存在する場合の細胞運動の軌跡である．図3と

同様に<d>が大きくなるにつれて軌跡が拡がっている．
非線形モデルの数値計算結果を図4（d），（e），（ f）に描
いてある．図3と4を比べると実験ではDF1αが溶液中
に存在する場合が，また，理論では非線形相互作用があ
る方が，細胞が活発に動き回ることが見て取れる．

　これらの定性的傾向をさらに定量化して理論と実験の
比較を行う．図５は細胞の変形の大きさを表す．図5（a）
はSDF1αが溶液中に存在しないときの変形のスナップ
ショットである．<d>=6, 34 nmでは変形の程度は小さ
く<d>=18 nmで大きいことがわかる．図5（b）は
SDF1α有り（赤），無し（青）の場合の変形第2，第3

フーリエ成分の和の<d>依存性である．SDF1α無しの
<d>=18 nmの値が大きいのに対し，SDF1α有りでは
<d>依存性がほとんどみられない．図5（c）は理論結果
である．横軸のstickyが<d>=6 nm，interm.が<d>=18 

nmに，sloppyが<d>=34 nmに対応する．実験と理論
の傾向が一致していることがわかる．ただし，フーリエ
成分の定義が実験と理論で異なるので縦軸の絶対的比較
はできない．SDF1α無しの場合，変形の大きさが<d>

と伴に単調に変化していない傾向は理論の線形モデルで
も顕著である．
　図６は遊走速度の実験（a）と理論（b）の比較である．
色の意味は図5（b），（c）と同じである．<d>が大きい
ほど速度が大きくなっていることがわかる．上に述べた

図３． SDF1α無しの場合の軌跡
 （ａ）<d>＝6，（ｂ）<d>＝18，（ｃ）<d>＝34 nm．
 対応する線形モデルの結果（ｄ），（ｅ），（ｆ）．
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図４． SDF1αありの場合の軌跡
 （ａ）<d>＝6，（ｂ）<d>＝18，（ｃ）<d>＝34 nm．
 対応する非線形モデルの結果（ｄ），（ｅ），（ｆ）．
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れのモデルはミクロな情報から構築していないので
SDF1αの存在が何故，変形と並進の非線形相互作用を
大きくするのかの分子論的メカニズムに答えを与えるも
のではない．しかし，速度方向と変形方向の相関のよう
に，遊走を特徴づけるとき重要になる物理量について
も，本モデルは予言能力があることを指摘しておきた
い．そのような研究をさらに推し進めることにより，非
線形科学の純学問的な発展だけでなく，医療などの応用
にも貢献できると期待している．
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ように時間空間単位の固定をしているため，実験での1 

μm/minが理論の無次元速度0.1に対応している．実験と
理論の速度が定量的によい一致をしていることがわかる．
　図3，4の重心軌跡を定量化するため，図７では軌跡の
相関持続時間をプロットしてある．これは重心の速度が
ある方向を向いていたとき，ノイズに晒されて遊走する
細胞が向きの記憶を持続している時間である．<d>が大
きくなるにつれて持続時間も長くなり，同じ<d>では
SDF1αが存在する方が持続時間は大きい．実験の90秒が
理論の時間3に対応する．sloppyの非線形モデルの持続
時間が少し大きい以外は実験と理論はよく一致している．

４．お　わ　り　に
　細胞の遊走はミクロには細胞内でのアクチンフィラメ
ントの重合・解離，仮足と接着班の形成，力の発生など
複雑なプロセスである．本稿では変形が遊走を推進する
という基本的なメカニズムを取り入れた，おそらくもっ
とも簡単な数理モデルで遊走ダイナミクスを調べた．そ
れが，造血幹細胞という複雑な生体の実験と比較でき，
実験と理論がよく一致することを明らかにした．われわ

図７． （ａ）細胞軌跡の相関持続時間の説明図．（ｂ）その実験結果．
（ｃ）対応する理論結果．
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