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本ドキュメントの読み方 

本ドキュメントは A-Cell のすべての機能を紹介しています。ひょっとしたら、あなた

がいま考えている細胞シミュレーションは、A-Cell のすべての機能を使わないかもしれま

せん。あるいは関心のない機能もあるかもしれません。この場合にはその部分を読み飛ば

して構いません。例えば神経細胞や心筋細胞のシミュレーションにとって重要な膜電位と

活動電位を説明する章がありますが、通常の細胞シミュレーションでは膜電位を扱うこと

は少ないでしょう。必要なければ膜電位と活動電位の章は読まなくても構いません。 
このドキュメントは長いので、すべてを読んで理解するには時間がかかります。そこ

で、とにかく A-Cell の機能と使い方を素早く知りたいという方のために、ミカエリス－メ

ンテンの酵素反応式をA-Cellで入力してシミュレーションする様子をYouTubeで見ること

ができます（   https://www.youtube.com/watch?v=JRAHOBW2-AY）。このビデオで

は A-Cell の機能のほんの一部しか紹介していませんが、A-Cell がどんなものかを 6 分弱で

知ることができます。ここで紹介している例は（MM_Reaction.Csim）ホームページから

ダウンロードして、無料版（フリーエディション）A-Cell を使って試すことができます。 
A-Cell の大きな特徴は細胞の 3D 空間を考慮したモデルを構築して、いわゆる時空間

シミュレーション（4D シミュレーション）が簡単にできることにあります。これは単なる

パスウェイシミュレーションとは異なります。そこで本ドキュメントでは、まず基本とな

るパスウェイシミュレーション（空間を含まない点モデルシミュレーション）について述

べ、その後に 4D シミュレーションについて述べます。A-Cell もこの 2 種類のモデルは別々

のウィンドウで構築します。 
A-Cell には幾つかのエディションがありますが（上記の無料版はその一つ）、エディシ

ョンによって機能が制限されています。このドキュメントではすべての機能について述べて

います。本ドキュメントの最後に、各エディションで対応している機能の一覧がありますの

で、エディション選択時の参考にしてください。 

上に書いたように本ドキュメントは A-Cell の機能を解説することが目的です。しかし

「A-Cell を使った細胞シミュレーションの実例を知りたいが、そのために論文を読みたくは

ない」という方のために、一例として、がん細胞の浸潤制御のシミュレーションを解説しま

した（13 章）。この例を読めばパスウェイダイヤグラムから化学反応式のモデルを作る過程

や、4D シミュレーションには予言を生む力があることを実感していただけると思います。

さらに、コンピュータでシミュレーションを行うのに要する時間について、13 章での実例

で示したので、実感として捉えることができるでしょう。（13 章の例は、ノート PC でシミ

ュレーションできます。） 

なお本書は Windows を前提に書いています。Mac OS など他の OS の場合には対応する

操作などとして読み替えるようお願いします。 

https://www.youtube.com/watch?v=JRAHOBW2-AY
https://www.youtube.com/watch?v=JRAHOBW2-AY�
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はじめに 

A-Cellは細胞シミュレーションのためのソフトウエアです。細胞シミュレーションと言

っても、そのためのモデルには様々なもの（「モデルの粒度」と言った方が適切かもしれま

せん）があります 1。A-Cellは化学反応式で表現したタンパク質間相互作用によるシグナル

伝達をモデル化すると同時に、細胞の空間的な広がりを考慮した 3D空間のモデルを構築し

て時空間の反応拡散シミュレーション（4Dシミュレーション）を行う機能を有することが

大きな特徴です。細胞シミュレーションは、①モデルの構築→②シミュレーションプログラ

ムの出力と初期条件の設定→③シミュレーションの実行→④シミュレーション結果の表示、

の 4 ステップから構成されますが、A-Cellを使えばこの 4 ステップすべてをGUI2で操作でき

ます。 

まず①のモデル構築ですが、A-Cellでは化学反応式でモデルを構築することは上に述べ

たとおりです。細胞外からの刺激が核に伝達される場合を例にとると、その途中で様々なタ

ンパク質の活性化や不活性化の連鎖が生じますが、これは化学反応の連鎖にほかなりません。

A-Cellはこの基本的なメカニズムを素直に取り込んだモデル構築の方法を採用しており、化

学反応式をコンピュータ画面上にまさしく「描く」ことによってモデルを作ります

（   https://www.youtube.com/watch?v=JRAHOBW2-AYを見れば、これを実感できる

でしょう）。実験論文では、最後にまとめの図としてシグナル伝達の図が掲載されているこ

とが多くあります。このような図はタンパク質間の相互作用を必ずしも詳細な化学反応式と

して表現していないのですが、様々な情報を追加することによって化学反応式として書くこ

とができます。A-Cellを使えば、そうした化学反応式をそのままモデルとして構築できます。

このようなモデル構築は細胞生物学を学んだ方ならば難しくはないでしょう 3。 

次に②ですが、たくさんの化学反応式で構成されたモデルからシミュレーションプログ

ラムを得ることは、現在の細胞生物学では教えられていません。でも心配は不要です。A-Cell

はこれを自動的に行います。つまり A-Cell に化学反応式を GUI で入力しさえすれば、簡単

なボタン操作だけでシミュレーションプログラムが出力されます。もし化学反応式が比較的

に小規模ならば、シミュレーションプログラムを出力することなく、A-Cell がありさえすれ

ばシミュレーションの実行を行うこともできます（後述）。シミュレーションプログラムを

出力する場合には、現在もっとも汎用的に使われている c 言語で書かれたが出力されます。

このプログラムはノートパソコンからスパコンに至るまでのあらゆるコンピュータで実行

                                                 
1 たとえばタンパク質粒子 1 個に着目して個々の粒子の運動をモデル化する方法や化学反応式の連鎖でモデル化する方

法（A-Cell はこの方法を採用）、さらには一連の化学反応を単純化して一つの数式で表現したモデルなどがあります。 
2 Graphical User Interface。画面に表示されたアイコン類をマウスで操作する方法で Windows がこれにあたります。

これに対する言葉として Character User Interface（CUI）があり、文字列を入力してコンピュータを操作する方式。

マッキントッシュ PC や Windows PC 出現前のコンピュータはこの方法で操作されていました。 
3 化学反応式から微分方程式（ODE）を導出する方法も知っているかもしれません。ということは微分方程式でモデル

を表現する（作る）こともでき、実際このようなモデル構築法もあります。しかしモデルが複雑になるとこの方法で

は難しくなる上に、間違い易くなります。 

https://www.youtube.com/watch?v=JRAHOBW2-AY
https://www.youtube.com/watch?v=JRAHOBW2-AY�
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できます。OS も Windows だけでなく Mac OS や Linux でも実行できます。実際にシミュレ

ーションを実行するためには初期条件（シミュレーションの時間やステップ間隔、及び結果

を出力するタンパク質の指定など）を設定しなければなりませんが、これも GUI で行いま

す。 

次のステップは③のシミュレーションプログラムの実行です。A-Cell が出力したプログ

ラムはそのままでは実行できないので、その前にコンパイルという操作が必要になります。

これは少々コンピュータの知識が必要ですが、覚えてしまえば簡単です。コンパイルのやり

方とシミュレーションプログラムの実行のやり方は、c 言語のプログラミングを知っている

人から 30 分程度で教えてもらえるはずです。一方、化学反応式のモデルに含まれるたんぱ

く質の種類（A、B、及び AB 複合体がモデルにある場合は 3 種類）が 50 種程度までならば、

シミュレーションプログラムの出力やコンパイルといった操作をしなくても、A-Cell が持っ

ているシミュレーション実行機能（「in situ シミュレーション」と呼んでいます）を使って

すぐに実行できます。 

最後のステップ④ですが、シミュレーション結果はディスクファイルに保存されます。

ファイル名は自由につけることができますが、拡張子は.cal です。.cal ファイルは A-Cell で

読み込むことができ、濃度の時間変化などがグラフとして表示されます。また印刷したり、

高度な解析や論文に添付できるクオリティのグラフ描画ができるソフトウエア（Excel や

Origin など）用にデータをエクスポートすることもできます。 

このように A-Cell を使えばモデルの構築からシミュレーションの実行、さらには結果の

グラフ表示までを簡単に行うことができます。その具体的な操作方法は別のドキュメント

「A-Cell 操作法」で解説しています。本ドキュメントでは A-Cell の操作法ではなく、A-Cell

によってどのようなことができるかについて解説します。本ドキュメントを読めば皆さんが

やりたいと思っていた細胞シミュレーションが A-Cell を使って実現できることがお分かり

になるはずです。 

なお A-Cell の言語は英語です。A-Cell プログラムが出すメッセージは英語ですし、モデ

ルを作るときに入力するシンボル名（タンパク質の名前や速度定数の名前）やそれらの数値

データ、単位なども英語入力モードで入力するようにしてください。これらを日本語で入力

すると正しく動作しないでしょう。くれぐれも日本語入力モードになっていないことを確か

めてください。 
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1. 化学反応式と微分方程式 
単に A-Cell を使う時には特に意識する必要はないのですが、触れておきたい基本的な事

項があります。それは化学反応式と微分方程式の関係です。大学レベルの細胞生物学や化学

を学んだことのある方ならば勉強したことがあると思いますが、化学反応式から微分方程式

を導出することができます。これがいわゆるパスウェイシミュレーションの根本です。例え

ば 1)式の化学反応を考えましょう。 

kA B→     1) 

これは分子 A が分子 B に変化する一次反応式で、分子 A の変化の割合が自分自身の濃度に

比例し、k が比例定数です。矢印の方向からわかるように、この場合は分子 A が減少して分

子 B が増加します。分子 A の変化の割合を数学的に表現すれば dA
dt  ですが、この割合が

濃度 A に比例するのですから 

dA k A
dt

= − ⋅     2) 

となります。マイナスは時間と共に分子 A が減ることを表します。2)式からわかることは、

k の値が大きいほど分子 A が急激に減少するということです。同様に、分子 B についての

微分方程式 dB
dt は 2)式の右辺からマイナスを削除したものになります。 

これは一例ですが、要するに化学反応式が決まれば微分方程式（ODE4）は一義的に決

まるので 1)式から 2)式を自動的に出力することができます。1)式はもっとも簡単な化学反応

式ですが、細胞シミュレーションではこれよりはるかに複雑な化学反応式を扱います。それ

でもそれらは微分方程式に置き換えることができます。微分方程式の数値計算法は古くから

の数学の一分野で、コンピュータのプログラムで計算することができます。最初にこれがパ

スウェイシミュレーションの根本であると言った理由がお分かりいただけると思います。 

しかし複雑な反応式から微分方程式を生成するのは容易ではありません。そこでA-Cell

はボタン一つでこれを自動的に行い、しかもシミュレーションプログラムも自動的に生成し

ます。従って、上記のような数学やコンピュータのプログラミングの知識を持っていなくて

も使えます。しかし背後ではこのようなことを行っていることは知っておいた方がいいでし

ょう。なぜなら、シミュレーション結果を解析するときに、稀に微分方程式が必要になるこ

とがあるからです 5。 

                                                 
4 Ordinary Differential Equation、常微分方程式。 
5 たとえば、Ohshima, D., et al., PLoS ONE, 2015 などをご覧ください。 
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2. A-Cell のメインウィンドウ 
図 1 は A-Cell のメインウィンドウです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 A-Cell のメインウィンドウ 

 

青枠はモデル構築・表示ウィンドウで、化学反応式などのモデルが表示されています。こ

の例ではがん細胞が浸潤するときに細胞外マトリクス（ECM）を構成するタンパク質を分

解する酵素である MT1-MMP（M14x）と、その活性を抑制する TIMP-2（T2）や MT1-MMP

によって活性化される細胞外 ECM 分解酵素 MMP-2（M2）のタンパク質間相互作用をモデ

ル化しています。これらが一つの灰色四角内に表示されています。これは文字列で入力し

た反応式を単に見やすく表示したのではなく、まさに図 1 に示す通りにグラフィカルに入

力してモデルを構築したものです。このように A-Cell では、反応式を紙に描くのと同じ感

覚でモデルを構築することができます。 

A-Cell では灰色四角の領域をグループと呼び、図 1 には”MT1-MMP TIMP2 MMP2 ternary 

complex for pool X”という名前の反応式グループがあります。一つのグループ内にどの反応

式を含めるかは自由ですが、一連のまとまりのある反応（例えば注目するタンパク質に様々

な他のタンパク質が結合して複合体を作る一連の反応式など）を一つのグループ内に描く

①  ②  ③  ④  
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ことが基本です。反応式を 3D 空間に割り付けて反応拡散の 4D シミュレーションを行うモ

デルを構築する場合には、グループ単位で反応式を 3D 空間に割り付けるので（後述）、こ

れを考慮して上述のようなまとまりの単位でグループを構成しておくと便利です。 

図 1 青枠内には下の方にもう一つ灰色の四角の領域があります。ここには反応式は描か

れておらず、方程式が書かれています。A-Cell は方程式を記述することもできます。図 1

の例ではECMと結合していないすべてのMT1-MMPの濃度を計算する方程式が書かれてい

ます。このように解析などの目的で、あるひとまとまりの量を計算したいときに使うと便

利です。また微分方程式も書くことができるので、どうしても反応式ではなく微分方程式

でモデルを記述する必要のある場合は、A-Cell のこの機能を使うことができます。 

上の赤枠内はモデル構築メニューで、モデルを構築するときに使うボタンが並んでいま

す。この使い方の詳細は別ドキュメント「A-Cell 操作法」で述べますが、簡単に説明します。

たとえば次の反応式があったとします。 

:kA B A B+ →    3) 

A:Bは分子AとBの複合体です 6。この場合はまず図 1 赤枠内の①のボタンを選んでマウスの

ドラッグ操作で空の四角いグループを作ります。次に②のボタンで分子名”A”をグループ内

の適当な場所に置きます。次にボタン③でAに結合する分子名”B”をAの隣に置きます。こ

の操作だけで”A+B”という反応式の左辺を作ることができます。次に少し離れた場所にボタ

ン②をつかって分子名”A:B”を置きます。最後にボタン④で”A+B”と”A:B”をマウスのドラッ

グ操作で結合します。これで 3)の反応式を作ることができます。このようにA-Cellでは紙に

反応式を書く感覚で化学反応モデルを作ることができます 7。 

黄枠内はA-Cellの操作メニューで、A-Cell全体の操作をするボタンが並んでいます。ここ

には新しいモデル構築を開始するためのボタン 8やモデルの読込と保存、シミュレーション

プログラムを出力するボタン、A-Cell内で「in situシミュレーション」を開始するためのボ

タン、反応拡散シミュレーションを行うための 3D形態を作るボタン、シミュレーション結

果を読み込んでグラフ表示するボタンなどが並んでいます。 

一番下の緑枠内は情報表示ウィンドウで、ページ番号、拡大縮小率、現在のマウスの座

標が表示されます。A-Cellでは複数ページにわたって反応式モデルを構築することができる

ので非常に大きなモデル構築ができます 9。 
ここで非常に大事な約束ごとがあります。A-Cell では分子種の区別は名前で行うという

                                                 
6 複合体の表記の仕方に決まりはありませんがここではコロンで区切った A:B で記述します。ピリオドで区切った A.B
という表記や中点で区切った A・B という表記も使われます。 

7 YouTube でも概略を知ることができます（https://www.youtube.com/watch?v=JRAHOBW2-AY）。 
8 A-Cell では複数のモデルを読み込んで切り替えて表示したり、モデル間でグループをコピーしたりできます。 
9 あるレビュー論文には A-Cell では大きなモデル構築ができない、あるいは初心者向けであるといった記述があります

がこれは誤りです。 

https://www.youtube.com/watch?v=JRAHOBW2-AY


 

7 
 

A-Cell 入門 －Java 版機能解説－ 

ことです。名前が同じならば別グループに記述されていても同じ分子種として扱われます。

たとえば、あるグループに 3)式の反応式が書かれており、別のグループには反応式 

deg
deg

kA A→     4) 

が書かれていたとします。これは分子 A が一次反応で分解する反応ですが、シミュレーシ

ョンを行うときは、3)式に従って A は B と結合すると同時に、4)式に従って自己分解する

ように計算されます。これを A についての微分方程式を書けば 

deg
dA k A B k A
dt

= − ⋅ ⋅ − ⋅    5) 

となり、A-Cell のシミュレーションプログラムでは 5)式が計算されます。このように A-Cell

では、別のグループに書かれた反応式も名前でまとめて一つの微分方程式にします。一つ

の分子はいろいろな反応式に現れます。特にパスウェイの中でハブ的位置づけにあるタン

パク質はそうです。この場合、同じグループ内に一つのタンパク質が関わる全ての反応式

を書くことは現実的ではありませんし、後から見たときや他人が見たときには理解が困難

になります。A-Cell のように、意味のある複数の反応式を同じグループ内に記述して、かつ

シミュレーションの時には別のグループにある同じ名前の分子を同じものとして扱えば、

このような問題を回避することができるのです。図１の例ではグループが 2 つあり、下の

グループでは総濃度を計算していることは述べたとおりです。ここには上のグループで記

述されている分子名が書かれています。このように分子名が同じならば、別の種類のグル

ープでもその値を参照することができます。これも名前が同じなら同じ分子種として扱う

A-Cell の特徴です。 
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3. A-Cell の特徴：構造化された反応式 
大きなモデルでは多くの化学反応式が複雑に絡み合っています。この大規模な化学反応

式の記述の仕方は一通りではなく、いろいろなやり方があります。図 2 を見てください。 

図 2 同じ反応式群の 2 種類の記述。非構造化(A)と構造化(B)記述。 

 

この例は転写因子 10NF-κBがタンパク質IKKによって活性化される反応で、自然免疫反応と

して有名です。自然免疫反応が起こる前はNF-κBは抑制タンパク質IκBと結合しているため

（NF-κB:IκB複合体）核には移行できず、細胞質に局在します。しかしIKKを活性化するよ

うな信号が細胞に入るとこの複合体にIKKが結合します（IKK:NF-κB:IκB複合体）。すると

IκBが分解され、NF-κBがIκBによる抑制から解放されて核に移行し、遺伝子のκBサイトに

結合して遺伝子発現の制御を行います。図 2 の例ではNF-κBの核移行以降を含んでおらず大

規模ではありませんが、構造化された化学反応式の重要さが良くわかります。すなわち、IKK

の活性化から核移行できるフリーのNF-κBの産生までは一連の連続反応ですが、図 2Aでは

それを一つの反応毎に別々にして並べてあります。よく見ればわかることではあるのです

が、少し注意深く見ないと一連の反応であることが理解できません。それに対して図 2Bで

は一目で一連の反応であることが理解できます。図 2 のAとBはまったく同じ化学反応です

が、Bの方が全体の構造がすぐに理解できます。これは非常に大事なことです。なぜなら、

シミュレーション結果を見たときに、なぜそんな結果になるのか理解できないことが多々

あります。このときは元のモデルに戻って理由を考えますが、図 2Bのように構造化された

反応式で描いておけばAに比べてはるかに分かりやすいため、なぜそうなったのかについて、

はるかに速く原因に早くたどり着くとこができます。A-Cellは図 2A、Bのどちらでもモデル

化ができます。しかし構造化反応式が記述できることがA-Cellの特徴の一つであり、このよ

うな記述を強くお勧めします。 

この他にも A-Cell には多くの特徴がありますが、それは次章以降、順に解説します。 

 

                                                 
10 遺伝子発現プロファイルを制御するタンパク質。 

A B 
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4. システム要件、インストール・アンストール、起動 
最近のPCはノートパソコンを含めてCPUの性能が上がり、メインメモリーやHDDの容量

も大きいので、ほとんどすべてのPCでA-Cellを動かし、かつシミュレーションを行うことが

できます。ただ画面の解像度は 1920x1080 以上をお勧めします。もちろんこれ以下でも動

作しますが、操作性や作業効率が悪くなります。OSはWindows、Mac OS、Linuxのいずれで

も構いませんがJavaがインストールされている必要があります 11。なおPCがネットワークに

接続されていないとA-Cellは起動できません（フリーエディションを除く）。 

インストールはダウンロードファイルを解凍するだけ

です。そしてフォルダー内にある A-Cell.jar をダブルクリ

ックすれば A-Cell が立ち上がります。アンストールはダウ

ンロードしたフォルダー全体を削除するだけです。 

インストール後に初めて A-Cell を起動すると認証操作

を行います（フリーエディションを除く）。その後、図 3

の画面が立ち上がり、利用者氏名と所属の入力を求められ

ます。これらの情報は後から修正できますが、必ず正しい

情報を入力するようにしてください。その理由は次項で述

べますが、誰によってそのモデルが構築されたのかを保持

するために非常に重要な情報となります。 

 

5. A-Cell モデルファイルの暗号化 
A-Cell では暗号化してモデルをファイルに保存します。細胞シミュレーションは非常に

多くのタンパク質の相互作用としてシグナル伝達を記述しますが、モデルの規模が大きく

なればなるほど 1 人の研究者がすべてをモデル化することが不可能になります。多くの研

究者が協力して個別のモデルを構築し、それを統合して一つの大規模なモデルにすること

が必要になるでしょう。これが可能になるためには、別のファイルに保存された別の研究

者が創ったモデルをコピーできなければなりません。A-Cell はグループ単位でのモデルコ

ピーが可能ですが、この時に重要なことはモデルの原作者が誰であるかをはっきりさせる

ことです。自由なコピーと原作者の保持という相反する 2 つの要求を可能にするために、

A-Cell ではグループ毎に原作者情報（図 3 で入力したユーザー情報がこれになります）が

自動的に付加されます。一方、原作者情報は A-Cell では変更できない上にモデルファイル

は暗号化されているので原作者情報の改変はできません。このことによって自由なコピー

と原作者情報の保持を両立させています。 

                                                 
11 インストールされているかどうかの確認はhttps://www.java.com/ja/download/help/version_manual.xmlからでき

ます。インストールされていない場合はhttps://java.com/ja/download/などからダウンロードして Java をインスト

ールしてから、A-Cell を起動してください。 

図 3 インストール後に最初に 
A-Cell を起動した直後の画面 

https://www.java.com/ja/download/help/version_manual.xml
https://java.com/ja/download/
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6. A-Cell によるモデルの構築 

6 章ではどのようなモデルが構築できるかについて述べます。A-Cell では次のモデルを

構築することができます。 

(1) 化学反応式 

(2) 刺激 

(3) 微分方程式（ODE）を含む方程式 

(4) 膜電位と Hodgkin-Huxley 方程式に基づく活動電位 

以下それぞれについて説明します。 

6.1 化学反応式 

6.1.1 どのような化学反応モデルが作れるか 

2 章と 3 章で少し紹介しましたが、A-Cell では様々な反応式を作ることができます。そ

れを可能にするのが反応式を作る 7 種のボタンです（図 4）。 

 

 

図 4 反応式を作る 7 種のボタン 

 

ボタン①を使えば次式のような反応式を作ることができます。 

      
*A A→      6) 

      :A B A B+ →    7) 

      :A B A B→ +     8) 
6)式は分子Aが別の状態A*に変化する反応ですが、1)式や 4)式と同じ一次反応です。7)式は

結合反応で分子AとBから複合体A:Bができる二次反応です 12。8)式は複合体A:Bが元の分子

AとBに解離する一次反応です。 

ボタン②は平衡反応を作ります。これを使えば次のような反応を作ることができます。 

      :A B A B→+ ←    9) 

この反応は 

                                                 
12 2 分子の結合反応だけでなく 3 分子反応やもっとたくさんの分子の同時結合反応を考えることも可能です。しかし、

3 分子反応以上が生じる可能性は非常に低いと考えられます。本当は A+B→A:B、B+C→B:C、C＋A→A:C、A:B＋

C→A:B:C、A+B:C→A:B:C、A:C＋B→A:B:C などと分解してモデル化すべきと考えられます。しかし Java 版 A-Cell
では 3 分子以上の反応もモデル化することが可能になっています。もしこのような反応をつくるときには、その妥

当性には十分注意してください。なお、A-Cell は A:B:C と A:C:B を別の分子として認識します（2 章参照）。 

①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦ 
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:

:
A B A B
A B A B
+ →

→ +    9’) 

と書いても同じことですが、9’)式より 9)式のように書いた方がコンパクトで分かりやすい

ので、こう書くことをお勧めします。 

ボタン③はボタン①を使った結合反応（7）式）と同じ反応式を記述します（10）式）。 

:A A B→     10) 

しかしこれを使うとより構造化された反応モデルを作ることができます。このことについ

て説明しましょう。A-Cell では矢印の両側のそれぞれの辺は一まとまりとして扱われます。

つまり左辺が A+B となっていれば、そこを出発する反応は分子 A と分子 B が結合した結果

得られる複合体の形成が必然的な結果となります。A+B のうちの一つだけから出発する反

応、たとえば図 5 のように B だけが分解するような反応を書くことはできません。 

 

 

 

 

 

図 5 正しい反応式と不正な反応式 

 

これは A+B→A:B+D・・・でも同じことであり、作者は A と B が結合して複合体 A:B がで

き、そこに D が結合して・・・を意図したと思われますが、この場合には A と B が結合し

て A:B と D が生成されることになってしまいます。このような制限があるため、分子 A と

分子 B が結合して複合体 A:B ができ、さらにそれに分子 C が結合してヘテロ 3 量体 A:B:C

ができる反応を書く場合に、ボタン①を使うと 

:
: : :

A B A B
A B C A B C
+ →

+ →     11） 

のように分けて書くしかありません。しかしボタン③を使うと 

: : :A A B A B C→ →    12) 

のように連続して書くことができ、ひと目で反応の全体像を捉えることができます。図 2A

と B の違いはこのようなことが原因で生じたものです。このように、ボタン③の有用性が

理解できると思います。 

B 

B C 
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ボタン④は解離反応で使います。説明の必要はないと思うので、例だけ示します。 

:A B A→       13) 

ボタン⑤はボタン③と④を組み合わせた平衡反応を作ります。これも説明の必要はない

と思うので、例だけ示します。 

     :A A B→←       14) 

 

 

図 2B はこれらを駆使して書いた構造化反応式です。 

ボタン⑥はミカエリス－メンテンの酵素反応を簡単化して表現するときに使い、例えば 

'A A→        15) 

の場合は A の A’への変化は（酵素）X の触媒作用によって進むことを表します。X は変化

しないので、シミュレーションプログラムにはXについての微分方程式は生成されません。 

同様にボタン⑦はミカエリス－メンテンの酵素反応式が両方向に起こる場合を簡単化し

て表現したもので、 

'A A→←        16) 

 

のように使います。この場合は A→A’の変化は X の、A’→A の変化は Y の触媒作用によっ

て進むことを表し、X も Y も変化はないので微分方程式は生成されません。 

これまでに説明で使った化学反応はすべて水平に反応式を書いていました。しかし図 1

や図 2B に示すように、これに限定されることはなく、垂直や斜めの反応式を作ることがで

きます。従って反応式の一つの左辺（あるいは右辺）から複数の反応を書くことができま

す（図 6）。 

 

 

 

 

 

 

図 6 分子 A についての多くの反応をいっぺんに書くことができる。 

 

B 

B 

B 

X 

X 

Y 
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A-Cell で図 6 のように反応式を書くのは難しいことはなく、分子 A に対して P や X などの

配置を決めるだけです。また分子を選んでマウスのドラッグで後から配置を変更すること

もできるので、水平反応を垂直反応にしたり斜め反応にしたりすることができます。 

6.1.2 濃度や速度定数の設定・変更 

シミュレーションを行うためには濃度や速度定数などに値の設定が必要です。シンボル

のプロパティウィンドウからこれを行います（図 7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 分子 NF-κB（A）と速度定数 a1（B）のプロパティ。 

 

これは図 2Bのモデルでプロパティを表示したもので、図 7Aが分子NF-κBの、Bが速度定数

a1 のプロパティです。濃度や速度定数の値は②のテキストボックスを直接編集して設定・

変更します 13。初期値は 0 です。①はシンボル名ですが、これも変更できます。③は単位で

す。これを設定しようがしまいが、またどのように設定しようがシミュレーションには影

響しません。しかし我々が正しくモデル化していることを意識するためには重要な設定項

目です。④はシンボルのシミュレーション中での扱われ方を設定します。この中に

は”const”、”sol”、”mem”、”none”の 4 つのラジオボタンがあります。NF-κBは水溶性タンパ

ク質なので”sol”（soluble）に設定されています。a1 は速度定数なので”const”（constant）に

設定されています。”const”に設定されたシンボルはシミュレーション中では変化しません。

                                                 
13 数値の表記法には少し注意が必要です。たとえば a1の値を 0.00005 と表記してもいいのですが、桁数が分かりにく

い表記です。そこでこれを 5.00e-5 と表記します。これは 5.00x10-5の意味で、プログラムで用いられてきた表記法

です。3,200,000 の場合は 3.2e6 などとなります。A-Cell では普通に用いる 5.00x10-5のような表記はできません。 

A B 

①  ② ③ 
④ 

⑤ 

⑥ 
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これを利用してNF-κBに対して”const”を設定することもできます。こうするとNF-κBの濃度

が初期値のまま変化しません。このような設定は、モデルの振る舞いを解析するときなど

に使うと便利な場合があります。①から④のすべての項目の変更は同じ名前を持つすべて

のシンボルに対して行われることに注意して下さい。1 か所で設定・変更すれば他の場所で

もすべて変更されます。 

⑤は参考文献を、⑥はコメントを入力・表示するテキストボックスです。タンパク質の

濃度や速度定数の値は定説がない場合があります。また論文には直接示されてはいないが、

いくつかの論文を組み合わせると計算・推定できることがあります。このような場合に、

根拠となる情報を示すことは重要です。ここに示すように、A-Cell のシンボルプロパティウ

ィンドウではこれらの情報を記録しておくことができます。シンボルプロパティの詳細は

「A-Cell 操作法」を参照してください。 

6.1.3 グループのプロパティ 

図 8 は図 2B の反応式グループのプロパティ画面です。

①のテキストボックスにアクセスするとグループ名を変更

でき、②のテキストボックスにアクセスするとコメントの

入力ができます。③にはモデルを最初に作った人の氏名と

所属が表示されていますが、前述したように変更はできま

せん。このモデルグループがたとえ別の人が作った別のフ

ァイルからコピーされたものであっても、ここを見れば誰

が最初に作ったかを把握できます。 

 

 
図 8 モデルグループの   
プロパティウィンドウ   

6.2 刺激 

細胞はいろいろな刺激を受けています。また実験室の中では様々な刺激を加えてその応

答を計測します。神経細胞では電気的刺激を加えて実験することもあります。従ってこの

ような刺激をモデル化ができることは、細胞シミュレーションには不可欠です。A-Cell で

は図 9 の左端のボタンを使って、さまざまな刺激をモデル化できます。 
 
 

図 9 刺激のモデルを作るボタン（左端の赤枠内） 

 
例えば図 10 の赤枠を見てください。 

①  

②  

③  
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図 10 刺激をモデル化した例（赤枠内） 

 
刺激もグループの一種で、この例ではタンパク質 IKK の濃度が時刻 0 秒に 0M から 1,000
秒間、100nM にステップ状に上昇する刺激を与えることがモデル化されています。前述の

ように A-Cell ではシンボル名が同じなら同じものとして扱われます。従って反応式グルー

プ”Activation of NF-κB”に現れるシンボル IKK と刺激グループ”IKK stepwise activation”
に現れるシンボル IKKとは同じなので、反応式グループの IKKの濃度が時刻 0秒に 100nM
に上昇します。その結果 NF-κB の活性化が起こります。 

刺激グループのシンボル名が他のグループに現れるシンボル名と同じなら同じものとし

て扱われるという原則は、膜電位にも当てはまります。例えば、刺激グループにIInjという

シンボル名があったとします。一方、膜電位・活動電位のグループが作られており、そこ

にも電流成分のシンボル名としてIInjがあったとします。A-Cellでのシンボル名取扱いの原

則から（影響範囲の原則（2 章参照）から）、これら 2 つのシンボルは同じものとして扱わ

れます 14。もし刺激グループのIInjが時刻 0 秒にステップ状に変化していれば、膜電位・活

動電位グループのIInjもステップ状に変化し、それによって膜電位が変化するでしょう。シ

ンボル名がこのように扱われることはA-Cellを使ったモデル化を行う時は重要なことなの

で、念頭に置いておいてください。 
刺激にもプロパティウィンドウが用意されており、ここから刺激の関数形を指定して図

10 のステップ状刺激以外にも様々な波形で刺激を与えることができます（図 11）。 

                                                 
14 プログラミングでの表現を借りれば、A-Cell でのシンボル名はグローバルシンボルであるということになります。 
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図 11 刺激のプロパティ 

 
①で刺激グループの名前を、②で刺激のシンボル名を、③で刺激の関数形を設定すること

ができます。ここにある関数形を見ればどのような形の刺激を作ることができるのか、お

およそのことはお分かりいただけると思います。詳しくは「A-Cell 操作法」を参照してくだ

さい。刺激グループは複数作ることができます。 
6.3 方程式 

シミュレーションをしていると方程式を使いたくなることがあります。理由はいくつか

あり、たとえば同じ作用をする複数の分子や複合体の全濃度を知りたいとき、また本来は

反応式でモデル化すべきであるが、いま注目しているモデルではその部分には中心的役割

がないと考えられるので単純化した方程式で置き換える、あるいは化学反応式では表現で

きないことをモデル化する、などが考えられます。方程式をモデル化するためには図 12 の

中央のボタンを使います。 

 
 
 

図 12 方程式のモデルを作るボタン（中央赤枠内） 

 
方程式の例はすでに図 1 に示しました。そこでここでは方程式グループのプロパティにつ

いて説明します。図 13 は図 1 の方程式グループのプロパティウィンドウです。 

 
 
 

①  ②  

③  
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図 13 方程式グループのプロパティ 

 
他のプロパティウィンドウ同様に、表示されているグループ名を変更したり（①）、方程式

を入力変更したりできます。このときは②のテキストボックスに直接入力します。[M14x]
などは M14x の濃度を表します。四則演算の他、べき乗（^）や指数関数（exp）も使えま

す。③には関係するシンボルの初期値などが表示されます。このテキストボックスは直接

編集することができ、濃度などを変更できます。ここで行った変更は同じ名前を持つすべ

てのシンボルに対して行われます。④は方程式の性質を設定するラジオボタンです。ここ

には微分方程式として指定するラジオボタン（右端の d[A]/dt）もあり、これを指定すると

①のテキストボックス内に描かれているすべての方程式は微分方程式として扱われます。

従って反応式ではなく微分方程式でモデルを構築したい場合には、この機能を使えばでき

ます。一方”Pre”と”Post”のラジオボタンは、方程式を微分方程式の数値積分の前に計算す

るか、それとも後で計算するかを指定します。たとえば、数値積分で使われるパラメータ

を前もって計算しておきたい場合があります。このときは”Pre”をオンにします。数値積分

の後で、その結果を使って計算したい場合には”Post”をオンにします。詳しくは「A-Cell

操作法」を参照してください。 
6.4 膜電位と Hodgkin-Huxley 方程式に基づく活動電位 

A-Cell は神経細胞のシミュレーションもできます。神経細胞では膜電位や活動電位の計

算が重要で、反応式と共にシミュレーションされます。例えば神経伝達物質であるグルタ

ミン酸がシナプス終末から放出されてそれがシナプス後膜にあるイオンチャネルと結合し、

それによってイオンチャネルが開いて膜電位が変化し、それが神経細胞を伝達して活動電

位を発生させ、同時に膜電位依存的にシナプス後膜の細胞質に流入した Ca2+イオンによっ

①  

②  

③  

④  
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てリン酸化酵素が活性化されてイオンチャネルをリン酸化し、その結果チャネルの開閉が

制御される、というような状況をモデル化することがあります（いわゆるシナプス可塑性

のメカニズム）。このような場合には膜電位と化学反応式のシミュレーションを同時に行う

必要があります。 

膜電位や活動電位のモデル化には電気的な等価回路が使われます。基本的にはどちらも

等価回路は同じで、違うのは活動電位の場合には Na+、K+の各イオンに対する細胞膜の膜抵

抗が膜電位依存的に変化する Hodgkin-Huxley 方程式を使うことだけです。膜電位発生の根

本は細胞内外のイオンのアンバランスであって、細胞内電位は細胞外に比べて負になって

いることはご存じのとおりです（膜電位は細胞外を基準に測ります）。このトピックに関す

る教科書はたくさんあるので詳細はそちらに委ねますが、等価回路は図 14 のように書かれ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 
図 14 細胞膜の電気的等価回路。 

A は活動電位を発生しない場合、B は発生する場合。 
 

RNa、RKは Na+、K+の各イオンに対する膜抵抗、RLkはリーク電流成分の膜抵抗、VNa、VK、

VLk はそれぞれの電流成分について細胞膜内外の差に起因する起電力、Cmは膜容量です。図

14A は活動電位を発生しない場合で、膜抵抗は一定です。B は活動電位を発生する場合で、

膜抵抗が可変抵抗器になっています。この意味は、膜抵抗の値が膜電位に依存して変化す

るということで、その変化の仕方は微分方程式を含むかなり複雑な方程式で表現されます。

しかしいずれの場合も膜電位 Vmは次式で計算されます。 

a

m
m N K Lk

dVC I I I
dt

= + +    17) 

ここで INa、IK、ILkはそれぞれの膜抵抗を流れる電流成分です。微分方程式で活動電位を扱

う場合は、上記のように各イオンに対する膜抵抗も微分方程式で表現されるので、かなり

複雑な連立微分方程式の計算が必要になります。なお 17)式に関する説明は電子工学の専門

の教科書をご覧ください（と言っても初歩的なものです）。 

このように説明すると尻込みしてしまいますが、A-Cell ではそのような微分方程式を一

切書く必要がありません。その理由は、各イオンに対する電流成分とその計算に必要な方



 

19 
 

A-Cell 入門 －Java 版機能解説－ 

程式・微分方程式があらかじめ用意されており、必要な電流成分を選んで図 14 のような等

価回路を作れば、17)式と共にすべての微分方程式や方程式を A-Cell が用意するからです。

操作法を簡単に説明します。膜電位モデルを作るには図 15 の右端赤枠内のボタンを使いま

す。 

 

 

図 15 膜電位モデルを作るボタン（右端赤枠内） 

 

膜電位や活動電位モデルもグループとして作られるので、その他のグループと同様にマウ

スのドラッグでグループ領域を確保してグループ名を入力します。すると図 16 のウィンド

ウが現れます。ただし、最初は何も入力していないので、テキストボックス②、④、⑤は

ブランクです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 膜電位グループのプロパティ画面 

 

そこで膜電位モデルを作るためには、まず③のテキストボックスにあらかじめリストされ

ている電流成分を選んで②のリストに追加します。②のリストには現在のモデルに含まれ

るイオンチャネル（すなわち電流成分）すべてが表示されます。このリスト中の項目を選

択すると、④にそれに対応する方程式・微分方程式が、⑤に各パラメータが表示されます。

④と⑤の内容は修正することができるので、独自のモデルを創ることができます。このよ

うにして作った Hodgkin-Huxley モデルを図 17 に示します。 

 

 

 

 

①  

②  

③  

④  

⑤  
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図 17 活動電位モデル 

 

A-Cell ではこのような等価回路を作りさえすれば、Hodgkin-Huxley 方程式を計算すること

ができます。等価回路は図 16 のように電流成分を選択するだけで作ることができ、図 17

が A-Cell のメインウィンドウに表示されます。もしメインウィンドウに反応式モデルもあ

れば、活動電位モデルと反応式モデルが一緒に数値計算されます。 

6.5 モデルの保存とファイル名 

以上で、A-Cell で作ることのできるモデルの全体像を説明しました。作ったモデルはフ

ァイルとして保存しますが、これらは Csim という拡張子が付加されて xxx.Csim のように保

存されます。5 章で述べたように、このファイルは暗号化されています。 

6.6 A-Cell の単位系 

この章の最後に単位系について述べます。A-Cell では基本的には SI 単位系を使い、各物

理量に対して以下の単位を基準にします 

長さ：メートル（m） 

重さ（質量）：キログラム（kg） 

時間：秒（s） 

電流：アンペア（A） 

温度：ケルビン（K） 

濃度：モル（M） 

また通常使われる数値の桁数を表すµ（マイクロ）、n（ナノ）、M（メガ）、T（テラ）など

は使いません。従って、1 マイクロモルは 1μM と表記せずに 1×10-6 M なのですが、上付

き表記ができないので、図 7 に示したプロパティ画面の値（”value”）では 1e-6 と表記して

います。この約束事は他の物理量に対しても同じで、長さ 50μm は 5e-5m（50e-6m も OK）

という表記になります。（脚注 13 も参照のこと。） 

このことは忘れないようにしてください。論文で使われている表記はこれとは異なるこ

とが多く、値をそのまま使うとまったく異なる結果になってしまいます。論文に発表され

ているモデルを A-Cell を使って追試するときには、注意するようにしてください。 
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7. シミュレーションプログラムの自動生成・シミュレーションの実行 

6 章までに A-Cell を使うとどのようなモデルを作ることができるのかについて述べまし

た。そこで次に、このモデルをシミュレーションする機能について本章で述べます。 
7.1 コンピュータシミュレーションの基礎と A-Cell での数値計算法 

コンピュータシミュレーションでは、数値計算をしたり規則（アルゴリズム）に従って

判断を繰り返したりすることによって結果にたどり着きます。A-Cell では数値計算による

シミュレーションを行います。化学反応式は微分方程式に置き換えることができることは

前章までに説明しました。従って、A-Cell は微分方程式を数値積分してシミュレーション

を行っていることになります。微分方程式の数値積分法は様々なものが知られていますが、

A-Cell では 4 次のルンゲ・クッタ法を採用しています。これは計算スピードと精度を両立

させた方法で、多くのシミュレーションソフトウエアでも採用されています。そのアルゴ

リズムは大学初等で学習するオイラー法に比べれば複雑ですが、スピードと精度の点にお

いてオイラー法よりはるかに優れています。 
シミュレーションを行うために、あるいはシミュレーション結果の解析のためにルン

ゲ・クッタ法にまで遡って検討することはまずありません。ルンゲ・クッタ法についての

解説は本ドキュメントの枠を超えますので、興味のある方は専門の教科書をご覧ください

（たくさん教科書があります）。しかし A-Cell が自動生成したシミュレーションプログラム

を改変してシミュレーションを実行する場合は、知っておく必要があるでしょう。 
それでは以下具体的に、A-Cell で実行できるシミュレーションについて説明します。 

7.2 二つのシミュレーション実行方法 

A-Cell には 2 種類のシミュレーション実行の方法があります。一つはつくったモデルか

らシミュレーションプログラムを出力してシミュレーションを行う方法（ここでは独立シ

ミュレーションと呼びます）、もう一つはプログラムを出力することなく、A-Cell 内部で直

接シミュレーションする方法（ここでは in situ シミュレーションと呼びます）です。 

独立シミュレーションはプログラムをコンパイルしなければならないので少し手間がか

かりますが、in situ シミュレーションに比べてはるかに高速に計算ができます（100 倍以上）。

また普通の PC だけでなく並列コンピュータ（マルチコア PC）、さらにはスパコンでもシミ

ュレーションができるので、さらに高速化が可能です。シミュレーション（計算）を実行

するコンピュータには A-Cell がインストールされている必要はありません。 

それに対して in situ シミュレーションの計算速度は劣りますが、コンパイルの必要がな

く、A-Cell さえ持っていればシミュレーションができます（図 18）。どちらを使うかはモデ

ルの規模や自分が持っている計算機の環境にもよりますが、簡単なモデルならば in situ シミ

ュレーションで済ませることができるでしょう。なお 13 章で述べる具体例で、独立シミュ

レーションと in situ シミュレーションでどのくらいスピードが違うかを紹介しています。 

一方、後述の 3 次元モデルのシミュレーション（4D シミュレーション）はパスウェイだ
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けのシミュレーションに比べてはるかに時間がかかるので、高速シミュレーションができ

る独立シミュレーションのみを実行できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 in situ シミュレーションと独立シミュレーション 

 

独立シミュレーションであろうが in situ シミュレーションであろうが、どちらもシミュ

レーションを行うためには初期設定が必要です。以下、初期設定とは何か、また独立・in situ

シミュレーションの機能について述べます。 

7.3 シミュレーションの初期設定 

初期設定には下記の 4 種類あります。 

1) シンボルの初期値の設定 

2) 出力シンボルの設定 

3) 計算時間の設定 

4) 出力ファイル名（xxx.cal）の設定 

初期値はタンパク質の濃度や速度定数、刺激パラメータ、膜電位計算のパラメータに対し

て設定するもので、シミュレーションを始める前に設定が必要なことは言うまでもありま

せん。もし設定しない場合には 0 が入っているので、シミュレーションしても何も起こり

ません。これらの値はモデル構築時に各プロパティウィンドウから設定されていると思い

ますが（図 7、11、13、16）、シミュレーションの前に変更することも可能です。 

出力シンボルの設定では、どのシンボルをファイルに出力するかを設定します。複合体

を含めてタンパク質が 100 類以上になるモデルは珍しくありません。この場合はおそらく

注目するタンパク質の変化だけを見たいと思うでしょう。そこで A-Cell では出力シンボル
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を指定できるようになっています。このようにすると解析もやり易くなります。ただし、

指定しないシンボルの値は出力されないことに注意してください。もちろんすべてを出力

してもかまいませんし、定数である速度定数も出力することができます。方程式グループ

で設定したシンボルも出力できるので、同じ役割を持つタンパク質の合計濃度を出力する

こともできます。ここで設定したシンボルの値だけが xxx.cal（拡張子は.cal）ファイルに出

力されます。 

計算時間の設定では、何秒間の現象をシミュレーションするのかを設定するだけでなく、

計算ステップ時間や出力時間間隔も設定します。作ったモデルの数値計算法については本

ドキュメントでは解説していませんが、デジタルコンピュータを使った細胞シミュレーシ

ョンはプログラムの内部では数値積分を行っていることは前述しました 15。数値積分では時

間の刻み幅である計算ステップの設定が重要で、大きすぎると誤差が大きくなったり計算

がオーバーフローして結果が得られなかったりしますが、逆に小さすぎるとシミュレーシ

ョンに時間がかかってしまいます。どのくらいの計算ステップが適当かはモデル依存的な

ので、場合に応じて設定します。一方、この計算ステップは一般に短く設定するので、こ

の時間ごとに結果を出力するのはファイル容量の観点からあまり良い方法ではありません。

そこでA-Cellでは計算ステップの整数倍の出力ステップを設定できるようになっています。

以上をまとめると、たとえば 100 秒間の現象をシミュレーションする場合、計算ステップ

を 10-6秒、出力ステップを 10-1秒などと設定します。この場合、100,000 回の内部計算に 1

回の出力があり、全体で 1,000 回の出力があります 16。 

出力ファイル名は計算結果を保存するファイル名です。結果は単純なテキストファイル

として保存されるので、OSがWindowsならメモ帳などのテキストエディタや、あるいは様々

な解析ソフト（Excel や Origin など）で読み込むことができます。ただし計算結果の前には

初期設定情報が、後には計算終了時点でのすべてのシンボルの値が入っているので（8 章で

述べます）、これらのソフトにインポートするときは削除する必要があります。 

7.4 in situ シミュレーション 

それでは二つのシミュレーションの様子をそれぞれ見て行きましょう。まずは in situ シ

ミュレーションですが、これは A-Cell 内部に組み込まれた 4 次のルンゲ・クッタ法で数値

積分するインタープリターを使ってシミュレーションする方法です。この機能を使うには

A-Cell 操作メニューのボタンを使います（図 19 赤枠）。 

 

 

図 19 in situ シミュレーションを起動するボタン（赤枠） 

                                                 
15  数値積分は時刻 0 の値（初期値）から出発して時間をわずかずつずらして次の値を計算します。どれくらいずれる

か、またそれが増加なのか減少なのかは反応式に対応する微分方程式で決まります。 
16 したがってこの設定では、0.1 秒より短い間隔で起こる変化は捉えられません（いわゆるサンプリングの問題）。 
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このボタンを押すと、図 20 は in situ シミュレーションを行うウィンドウが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 in situ シミュレーションのウィンドウ 

 

①のテキストボックスから出力するシンボルを選択し、②のボックスで各出力パラメータ

の最小値と最大値を設定し（これはグラフ描画の最大値と最小値の設定なので、縦軸方向

のどこに描画するかを設定することになります）、③のボックスで初期値を変更し（必要な

らば）、④のボックスで計算時間、計算ステップ、出力間隔を設定します。”Start”ボタン（図

20 赤枠）を押すとシミュレーションが始まり、⑤のピクチャーボックスに結果がグラフ表

示されます。これは図 2B を in situ シミュレーションした結果です。後の解析のために計算

結果をファイルに出力することもできます。またピクチャーボックス⑤のカーソルを動か

すとその時刻の値がボックス②の value の場所に示されます（図 20 青枠）。このように A-Cell

の in situ シミュレーションを使えば、すぐにシミュレーションをすることができます。 

7.5 独立シミュレーション 

7.5.1 微分方程式とシミュレーションプログラムの自動生成 

独立シミュレーションを行うためには、まずモデルから微分方程式を出力します。その

ためにはまず図 21 の左の赤枠のボタンを使います。 

 
 

図 21 独立シミュレーションを行うボタン。左の赤枠のボタンは微分方程式とシミ
ュレーションプログラムを生成するボタン、右は初期設定ファイルを出力す
るボタン。 

①  ②  

③  ④  

⑤  
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これは微分方程式を自動生成するボタンです。1 章で述べたように化学反応式は微分方程式

に自動的に置き換えることができます。さらに微分方程式を数値積分するプログラムはそ

の方法やアルゴリズム 17が決まれば自動的に生成することができるので、A-Cellではこれら

を意識することなく、自動的に独立シミュレーション用のプログラムを生成します。プロ

グラム言語はc言語です。しかし、場

合によっては微分方程式を確認した

いこともあるでしょうし、さらには

元の化学反応式と比較する必要もあ

るかもしれません。そのために

A-Cellではわざわざ「微分方程式の

生成→シミュレーションプログラム

の生成」という 2 段階のステップを

踏んでいます。 

前置きが長くなりましたが、図 21

の左赤枠のボタンを押して少々操作

をすると図 22 のウィンドウが現れ

ます。①のテキストボックスには作

ったすべてのグループ名が表示され

ます。この例では図 2 の反応モデルの場合を示しているので、グループ名は一つだけです。

いまは図 2 の A と B の区別をしていません。当然ですが、反応式の表現方法が図 2A と B

のように異なっても出力される微分方程式は同じものであり、したがってシミュレーション

結果も同じものになります。①の中から出力したいグループを選んで②のテキストボックス

に表示させ、”Generate”ボタンを押せば③のテキストボックスに微分方程式が出力されます。

もし方程式や刺激、あるいは膜電位のグループが出力として選択されていれば、それらに関

わる微分方程式や方程式も同時に③に出力されます。 

微分方程式があればその数値積分プログラムは約束事で作ることができるのですが、数

値計算法とプログラミングを知らなければ作ることができません。現在の細胞生物学では

このようなことは教えていないので、細胞生物学者や実験研究者にとってここは非常にハ

ードルの高いところです（化学反応式から微分方程式を作るところもハードルが高いでし

ょう）。そこで A-Cell では図 22 の Window から自動的にシミュレーションプログラムを生

成する機能を提供しています。図 23 にその結果を示します。 

 

                                                 
17 このようなプログラムをソルバーという呼び方をすることがあります。 

①  ②  

③  

図 22  モデルから微分方程式を生成したウィンドウ 
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図 23 自動生成されたシミュレーションプログラムの一部（c 言語） 

 

これはc言語で書かれていますが、ごく基本的な書き方になっており、特殊なライブラリは

使っていません。従っていろいろなコンピュータへの移植性が高くなっています 18。また、

できるだけ高速に計算できることを旨としたプログラムになっています。たとえば、シミ

ュレーションプログラムでは微分方程式を関数で記述することが多いのですが、実は関数

を使うと計算速度が無視できない程度に落ちます 19。従ってA-Cellでは関数を使っていませ

ん。プログラムの実行は、図 23 のプログラムを保存して、コンパイルをすれば準備完了で

す 20。シミュレーションプログラムの名前は自由に決めることができますが（デフォルトは

Csimファイル名.c）、拡張子はcでxxx.cのように保存されます。 

7.5.2 コンパイル 

独立シミュレーションでも、シミュレーションプログラムの自動生成までは特にコンピ

ュータプログラムを意識する必要はありませんでした。しかし、実際にシミュレーション

を実行するためにはプログラムをコンパイルする必要があり、この操作はプログラムが少

し意識されるかもしれません。でも操作法さえ覚えてしまえばあとは定型操作なので、難

しいものではありません。 

A-Cell が自動生成するシミュレーションプログラムは、ほとんどの c コンパラーでコン

パイルすることができ、かつほとんどどのようなコンピュータでも実行することができる

                                                 
18 特殊なライブラリを使っているために、あるコンピュータではコンパイルができないという話を聞きますが、A-Cell

ではそのようなことはないと思います。 
19 我々の経験では 10~20%遅くなります。 
20 パスウェイシミュレーションのプログラムでは並列化に対応していません。ほとんどの場合、並列化する必要が無い

程度の時間内にシミュレーションが終わります。しかし 3D 空間を扱う時空間シミュレーションでは実行時間が長く

なるので並列化に対応しています。（10 章参照。） 
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はずです。A-Cell には c コンパイラーは含まれないので、別途これを準備する必要がありま

す。そのいくつかを列挙します。 

(1) インテルコンパイラー（icc）21 

(2) マイクロソフトVisual Studio22 

(3) GNU c（GCC）23 

インテルコンパイラーは大変に定評のあるコンパイラーです。製品版の他に評価版があり、

期間限定ですが無料です。マイクロソフト Visual Studio は商用版の他に学生向けの無料版

や教育機関向け等の様々なエディションがあります。制限付ですが商用無料版もあります。

GNU c はフリーソフトで無料です。これらの c コンパイラーのダウンロードサイトを脚注

に示してありますが、コンパイラーの名前で検索したり、各種フリーソフトウエアのダウ

ンロードサイトなどからも見つけられるはずです。各コンパイラーでのコンパイルのやり

方はそれぞれのマニュアルを参照してください。「A-Cell(Java)操作法」でも解説しています。 

7.5.3 初期設定 

独立シミュレーションではプログラムの実行が始まると、最初に初期設定ファイルを読

み込みます。初期設定ファイルには 7.3 で設定した内容などが保存されています。これらの

内容を独立シミュレーションのために設定するには、図 21 の右赤枠のボタンを押します。

すると図 24 の Window が表示され、必要なパラメータが設定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 独立シミュレーション用の初期設定ファイル作成ウィンドウ 

 

設定項目は 7.4 で説明した in situ シミュレーションとほとんど同じなので、図 23 を見れば

                                                 
21 http://www.xlsoft.com/jp/products/intel/purchase/prices.html 
22 https://www.microsoft.com/ja-jp/dev/default.aspx 
23 http://web.plus-idea.net/2014/06/mingw-install-2014/などを参照してください。「MinGW」のキーワードでも使い

方やインストール法など、たくさんの有用な情報を得ることができます。（バージョンで少しずつ違う。） 
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概要をお分かりいただけると思います。 

初期設定ファイルは、”RK.TMP”と”xxx.cond”の 2 種類のファイルが出力されます。図 24

で設定した内容は”xxx.cond”ファイルにテキスト形式で保存されており、”RK.TMP”ファイ

ルには xxx.cond ファイルの名前が保存されているだけです。シミュレーションプログラム

は”RK.TMP”ファイル中の初期設定ファイルの名前”xxx.cond”を読み取って”xxx.cond”の内

容にアクセスし、初期設定情報を得てからシミュレーションを開始します。シミュレーシ

ョンプログラムがこのような 2 度手間を行うのは、プログラムが読み込むファイルは常に

同じ名前にしておきたいこと、初期設定の内容を後から参照したくなる場合があるので識

別できる名前で保存しておくと便利なことが理由です。こうしておくと初期設定ファイル

の内容をテキストエディタで直接編集して別のシミュレーションで使うことができます。

例えば、シミュレーション時間をどのくらいにすればいいのか最初は判然としないことが

結構あります。この場合には最初は適当な値に設定し、その結果を見て本来あるべき時間

に設定します。このときいちいち図 24 の設定に戻るのではなく、”xxx.cond”ファイルのシ

ミュレーション時間の項目を直接編集する方が素早くできます。ただし同時に”xxx.cal”ファ

イル名も変更することを忘れないでください。同じ名前だと上書きされてしまいます。 

7.5.4 シミュレーションの実行 

コンパイルしたシミュレーションプログラムを実行すればシミュレーションが始まりま

す。実行のやり方は Windows か Mac OS かあるいは Linux かなど、OS 毎に異なるので詳し

くはそれぞれの方法に従いますが、「A-Cell 操作法」に簡単に解説してあります。プログラ

ムの実行が始まると、図 25 のウィンドウが現れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 独立プログラムの実行中のウィンドウ 

 

図 25 で示したのは実行が始まって 11 秒後の例で、全体で 1000 回の出力がある内の 16 回ま
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で進んでいることを示しています。このようにシミュレーションの進度が表示されると同

時に、1 回の出力にどのくらい時間がかかっているのかを知る情報が表示されるので（この

例では 0.5 秒程度）、シミュレーションが終わるまでにどのくらい時間が必要なのかを見積

もることができます。この情報は重要で、中には実行時間が 1 週間にも及ぶシミュレーシ

ョンがあります。コンピュータが計算を始めてから 1 週間ものあいだ何も応答がなければ、

一体コンピュータが正常に動作しているのか非常に心配になりますし、いつ終わるかすら

分かりません。A-Cell はこのような状況を想定し、シミュレーションプログラムが図 25 に

示す情報を出力するようになっています。これを見れば計算が進行していることが分かる

上に、いつ終了するか予想ができるので安心です。 

7.6 平衡状態を確保してからシミュレーションを行うことの重要性 

少々脇道にそれますがこの章の最後に重要な注意点を述べます。それはシミュレーショ

ンの前に平衡状態を確保しておくということです。シミュレーションでは平衡状態 24にある

細胞に何らかの刺激を加えてその変化を見る、というものが多いと思われます。初期値と

して設定したタンパク質の濃度や反応の速度定数が、モデル全体に平衡状態を与えるもの

かどうかが不明なのが普通です。なぜなら別々の著者の多くの論文調査から決定した値が

平衡状態を与えるかどうかは分からないからです。簡単なモデルでは、微分方程式を平衡

状態に置いて、連立方程式を計算することで平衡状態の各タンパク質の濃度を決定するこ

とが可能ですが、モデルの規模が大きくなった場合には平衡状態を与えるにはどのように

したらいいのかすら分からないことがあります。しかし平衡状態に無いまま刺激を与える

シミュレーションを行うと、平衡状態へ移行する変化と刺激に起因する変化が混合してし

まい、本来見たかった刺激に対する応答だけを切り離すことができなくなります。細胞シ

ミュレーションの中には平衡状態を確認してシミュレーションしているのか疑わしいもの

がたまにあります。もし確認していないのであれば、結果はほとんど意味をなさないでし

ょう。このようなことを避けるためには刺激を与える本来のシミュレーションの前に、平

衡状態を保っていることを確認しなければなりません。やり方は簡単で、刺激に相当する

部分をモデルから排除して（たとえば細胞外からリガンドを与えることが刺激ならばリガ

ンド濃度をゼロにして）シミュレーションを行い、系全体（すべてのタンパク質の濃度）

が変化しなくなるまで計算を行って、その時の各タンパク質濃度を改めて初期値として設

定し直すだけです。必ず平衡状態を確保した後に、本来のシミュレーションを実行しなけ

ればなりません。 

 

                                                 
24 タンパク質の濃度など、状態に時間的変化がなく平衡を保っている状態。 
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8. シミュレーション結果の表示 
A-Cell ではシミュレーション結果がテキストファイルとして”xxx.cal”ファイルに保存さ

れます。このファイルは図 26 に示す構造になっており、いろいろと付加情報があるのでそ

のまま Excel や Origin などのグラフ化・解析ソフトに読み込ませることはできません。（7.3

で述べたように、これらを削除すれば読み込ませることができます。） 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 “xxx.cal”ファイルの構造 

 

そこで図 27 の赤枠内のボタンを使って計算結果を A-Cell に読み込みます。 

 

 

図 27 算結果ファイル（“xxx.cal”）を読み込んで結果を表示するボタン 

 

読み込むと図 28 の Window が現れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28 算結果表示のウィンドウ 

初期設定情報 
 

CSV 形式の計算結果データ 

 
計算最終時刻におけるすべてのパラメータの値 

①  

②  

③  ④  
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結果を表示するには①の出力シンボルリストからグラフ表示するシンボルを選び、②のテ

キストボックスの値を変更してグラフの最小値と最大値を決めてから右下の”Draw”ボタン

を押すと③に時間変化が表示されます。最大最小値はシンボル毎に決めることができます。

in situ シミュレーション同様、カーソルのある時刻の濃度が②に表示されます。④にはすべ

てのパラメータの初期値が表示されます。”Export”ボタンで CSV 形式のファイルを出力で

きるので、Excel や Origin などの他の解析ソフトに読み込ませることができます。A-Cell は

解析機能を充実させていません。その理由はすぐれた解析ソフトが数多くあるからです。

CSV 形式のデータがあれば、ほとんどの解析ソフトにインポートすることが可能であると

思われます。 
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9. フラックス解析 25 
複雑な化学反応式のシミュレーションを行い、なぜそのような結果になるのかを解析し

ようとすると、それぞれの化学反応式のフラックス、即ち注目する物質についての個々の

変化のパスについて、どのパスがどの程度変化に影響しているのかを知る必要が出てきま

す。たとえばごく簡単な例として図 29 考えましょう。 

 
 
 
 
 
 

図 29 フラックス解析を考える簡単な例 

 
この例は簡単ですが、B や C が別の反応で制御され、しかもそれが時々刻々変化する場合

には、いま考えている条件において、パス A→A:B のフラックスとパス A→A:C のフラック

スのどちらが優勢なのかの判断が難しくなります。そこでこれら 2 つのパスのフラックス

を簡単に比較できることが有用になります。もちろんこれらは 

:

:

A A B AB

A A C AC

flux k A B
flux k A C

→

→

= − ⋅ ⋅

= − ⋅ ⋅    18) 

で計算できるので A-Cell の方程式を作る機能（6.3 参照）を使えばできることなのですが、

フラックス解析のためにいちいち方程式を入力するのは面倒です。そこで A-Cell にはこの

ための機能が用意されています。 
この機能を使うには図 30 枠内のボタンを使います。 

 
 

図 30 ラックス解析を行うボタン。 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 この機能は A-Cell のアップデート時に付加される予定です。 
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このボタンを押すと in situ シミュレーションと似たウィンドウ（図 31 が現れます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 31 フラックス解析を行うためのウィンドウ。 
 
①からグラフ表示するパスを選んで②に表示させて描画の最大値最小値を設定するなどし

て”Strat”ボタンを押すと③にフラックスの時間変化が描画されます。 

 

①  

③  
②  
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10．時空間シミュレーション（4D シミュレーション） 
10.1 細胞シミュレーションにおける空間的要素の重要性 

これまでの説明には暗黙の前提がありました。それは細胞の空間的要素（細胞の空間的

広がりやオルガネラなどの細胞内の構造）を無視していた、ということです。これは、い

わゆるパスウェイシミュレーションです。しかし細胞は数十µmの小さいものですが、その

体積はゼロではなく、しかも様々なオルガネラで構成される複雑な構造をしています。な

ぜこのような空間を考えることが重要なのか、すぐにはピンとこないかもしれません。し

かし端的に言えば、細胞内のタンパク質の拡散や移動、局在、あるいは総量（濃度ではな

く）が細胞機能にとって重要な意味を持ち、これをシミュレーションで実現しなければ真

のメカニズムには到達できないということです。このことについての詳細を述べることは

本ドキュメントの範囲を超えますが、論文等をご覧いただければ理解していただけると思

います 26。また 4Dシミュレーションの具体例を 13 章で具体例を説明していますので、ここ

でも空間を含むシミュレーションの重要性を理解していただけると思います。 

拡散は 4Dシミュレーションを行う場合に反応式と共に根本的に重要な要素になるので、

ここで説明することにします。拡散は分子などの小さな物質が熱エネルギーの影響を受け

てランダム運動をする結果、時間の経過と伴に元の場所から離れる現象です。このような

物質がたくさんあった場合、時間と伴に広がる目に見える現象となります。この拡散現象

の根本は分子 1 個のランダムな運動ですが、実は確固たる物理的裏付けがあり、きちっと

した数学で定義されます（拡散方程式）。この詳細も本ドキュメントの域を超えますので、

興味のある方は専門書に目を通してください（拡散に関する教科書は非常にたくさんあり

ます）。ここではシミュレーションに重要な点だけを述べます。拡散では物質の流束（flux）

の大きさ、及びどのくらい広がるのかを知ることが重要で、次式で表されることが分かっ

ています。 

Cflux D
x

∂
=

∂     19) 

2n D tλ = ⋅ ⋅ D    20) 

19)式はFickの式と呼ばれ、拡散流束を計算できます。Dは拡散定数、 C
x

∂
∂  は空間的濃度

勾配です。つまり拡散定数が大きいほど、また空間的濃度勾配が大きいほど（場所による

濃度の違いが大きいほど）流束は大きくなり、拡散流が大きくなることを表しています 27。

                                                 
26 Ichikawa, K., Neurosci.Res. 25(1996), 137; Ichikawa, K., Neurocomp. 58-60(2004), 709; Goryachev, A.B., et al., FEBS Lett., 

582(2008), 1437; Terry, A.J., et al., J.Theor.Biol, 290(2011),7; Hoshino, D., et al., PLoS Comp.Biol., 8 (2012), e1002479; 
Ohshima, D., et al., PLoS ONE, 7 (2012), e46911; Ohshima, D., et al., PLoS ONE, 9(2014), e109895; Ohshima, D., et al., 
PLoS Comp.Biol., (2015); Ohshima, D., et al., PLoS ONE, (2015). 

27 なお 19)式から有名な拡散方程式が得られます。 
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20)式のλは拡散による広がりの目安を与える距離で、時間Dtの間にどのくらい遠くまで広が

るかを計算できます。nは空間の次元で 1 次元ならば１、2 次元ならば 2、3 次元ならば 3 で

す。細胞質でのタンパク質の拡散定数はD=10-11 m2/s程度だと考えられています。直径 50µm

の 3 次元球の中心に時刻t=0 に物質が集中していたとして 10 秒後にどのくらい広がるかを

20)式で計算するとλ=24.5 µmとなり、ほぼ球形の内部全体に物質が広がることが分かります。

細胞のどんな現象に注目するかによって 10 秒は長いとも短いとも言えますが、これより短

い時間では細胞内の 3D空間内に均一に存在しないでしょう。しかもこの不均一性（局在）

は、分子の流入や生成が局所で継続的に発生するときには非常に顕著なものになります。

このような場合、その分子に関わる反応が局所で進み、その結果細胞内の場所によって状

況が異なり、分布が均一な場合とは異なる状況が現れるでしょう。これは生物にとって重

要で、例えば発生初期において受精卵内でのmRNAやタンパク質が局在して、これが細胞の

極性と関わっていることが良く知られています 28。従って、細胞シミュレーションをより確

かなものにするためには時間の次元（1 次元）＋空間の次元（3 次元）を同時にシミュレー

ションする「4Dシミュレーション」が重要になります。 

実は以上のような空間の広がりと構造を無視し、いわば空間を点として扱うシミュレー

ション（「点シミュレーション」あるいは時間の次元についてだけなので”temporal simulation”

などと呼ぶことがあります）は、シミュレーションの大部分を占めます。しかし上記のよ

うに、空間は大変に重要であるため、A-Cell ではその誕生当初から 3D 空間を取り入れた細

胞シミュレーションを念頭にしていました。本節では、この 4D シミュレーションについて

A-Cell がどのような機能を提供しているか述べます。 

10.2 A-Cell による 4D シミュレーションの概要 

4Dシミュレーションを行うためには①3D空間のモデル（形態モデル）を構築できること、

②空間を核と細胞質などの領域に分割し、それぞれの 3D領域に別々の反応式を割り付けら

れること、③4Dシミュレーションのプログラム（数学的には偏微分方程式（PDE29）の数値

積分を行うプログラム）を自動生成できること、④4Dシミュレーションの結果を読み込ん

で解析ができること、の 4 点が最低限必要ですが、A-Cellはこれらすべての機能を提供して

います（図 32）。 

 

 

 

 

 

 
                                                 
28 但し、この現象は拡散も大事なメカニズムですがそれだけではないことが分かっています。 
29 Partial Differential Equation 
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図 32 A-Cell で作成した 3D 空間モデル（A）とシミュレーション結果

の時空間表示（B）。B では再生ボタンを押すと動画として再生

することもできます。 

 

この例は神経細胞のスパインにおけるシグナル伝達ですが、図 32A のような形態をわずか

なパラメータの指定で作ることができます。結果は図 32B のように表示することに加えて

（この表示では断面表示で物質局在が良くわかるようにしています）、この Windowに movie

表示したり、あるいは独立の movie ファイルを作成したり、また空間プロファイルをグラ

フとして表示することもできます。 

図 32A を見ると 3D 空間が小さな直方体（A-Cell ではコンパートメントと呼びます）の

集まりで構成されていることが分かります。これが偏微分方程式に基づく 4D シミュレーシ

ョンの基本です。各コンパートメントは小さいのでその中では物質の濃度は均一であると

仮定して、コンパートメント間の物質のやり取りを 19)式で計算します。一方、各コンパー

トメントには反応式を割り付けておき、反応による各物質濃度の変化を計算します。コン

パートメント毎にコンパートメント間の物質のやりとりによる濃度変化と、反応による濃

度変化の両方を計算して足し合わせれば、コンパートメント毎の物質濃度の変化が計算で

きます。以上を、簡単のために 1 次元の場合を例にして図 33 で説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 33 1 次元の場合の反応拡散シミュレーション。 

 

Ci-1 Ci Ci+1 

:kA B A B+ →   :kA B A B+ →   :kA B A B+ →   

A A 

L 

S 

A B 
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この例では各コンパートメント Ci-1, Ci, Ci+1 の中で結合反応 :kA B A B+ →  が進み、かつ分

子 A が拡散をする場合を示しています。分子 B と A:B は拡散しないという前提で、また分

子 B はそれぞれのコンパートメントに最初から存在しているものとします。もし A の初期

値が Ciだけ 1μM で Ci-1と Ci+1は 0M だったとすると、Ciの A は両隣（Ci-1と Ci+1）へ拡散

で広がりながら 3 つのコンパートメントで :kA B A B+ → の反応が進むでしょう。すなわ

ちコンパートメント Ciに注目すると、A の濃度は結合反応による減少と隣接する 2 つのコ

ンパートメント Ci-1, Ci+1との間で生じる拡散流束との 2 つの要素で減少します。従ってコン

パートメント Ciにおける A の濃度の変化の割合は次式のようになります。 

1 1i i i i i
i i

dA A A A Ak A B D S D S
dt L L

− +− −
= − ⋅ ⋅ + +    21）  

21）式の右辺第 1 項は A と B の結合反応による A の濃度減少を、第 2 項と第 3 項はそれぞ

れ Ci-1と Ci、Ciと Ci+1間の拡散流束による A の濃度減少です。この例では Ai-1-Aiと Ai+1-Ai

は負なので、21)式の右辺第 2 項と 3 項は負になり、第 1 項も負ですから、Aiは減少するこ

とになります。21)式の拡散流束は 19)式で計算しますが、ここに示すように実際の計算では

コンパートメント間の中心距離（L）と接触面積（S）を使って離散化して計算します。現

行の A-Cell ではコンパートメントの大きさはすべて同じなので、L と S は一定になります。

21)式は 1 次元の場合の計算法ですが、2 次元の場合には隣接コンパートメントは 4 つ、3 次

元の場合には 6 つになるので、拡散流束の計算項の数はそれに応じて増えます。もちろん、

Aについて他の反応があれば、21)式の第 1項に加えてその反応についての項が加わります。

このように注目するコンパートメントに存在するタンパク質の濃度は、化学反応による変

化と隣接するコンパートメントとの間で生じる拡散流束による変化の両方によって変化す

ることになります。つまり、時間（化学反応式）と空間（拡散）で濃度が変化するので、

時空間シミュレーションと呼ばれるわけです。 

10.3 A-Cell における時空間シミュレーションのメインウィンドウ 

4D シミュレーションのモデルを構築するためには図 34 の赤枠内のボタンを使います。

すると図 35 の Window が現れます。 

 

 

図 34 3D 形態モデルを構築するためのボタン。 
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図 35 4D シミュレーションのメインウィンドウ。 

 

これは 4D シミュレーションのメインウィンドウでここから様々な操作を行います。①にあ

るメニューボタンを使って形態モデルの作成の開始、作成したモデルの保存や読込、4D シ

ミュレーション結果の読込などを行います。②は作成した形態の領域指定メニューで、3D

形態の特定の場所を選ぶ（あるいは抽出する）ボタンです。マウスで指定された特定のコ

ンパートメントだけを選んだり（マウスをドラッグしたりシフトキーを押しながらクリッ

クすると特定の複数コンパートメントを選ぶこともできます）特定の面を構成するコンパ

ートメントを抽出したり、またすべてのコンパートメントを一度に選んだりすることがで

きます。こうして選んだコンパートメントに対して必要な反応式を割り付けます。③は作

成した 3D 形態モデルの情報（コンパートメント数と大きさ）が表示され、④には作成中の

3D 形態モデルがグラフィック表示されます。 

10.4 3D 形態モデルの構築 

形態モデルを構築するためには図 36 赤枠のボタンを使います。 

 

 

図 36 形態モデル構築ボタン（赤枠）。 

 

すると図37Aのウィンドウが現れるので、まず初めにこの中から作りたい形態を選びます。

④ 

① 
② 

③  
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細胞の形は非常に複雑なので、あらゆる形に対応した正確な形態モデルを構築することは

簡単ではありません。そこで A-Cell では 5 種類の形態モデルが用意されており、わずかな

数のパラメータを変更することで独自の形態モデルが構築できるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 37 形態モデルを構築するウィンドウ。（A）A-Cell が用意している形態、 
（B）円筒形態の場合のパラメータ入力ウィンドウ、（C）作成した円筒形態。 

 

図 37 は円筒形の形態を作成した例です。直径と高さを選んでそれぞれに対する分割数を入

力すると（B）、直方体で分割された 3D円筒形態が表示されます。形態を作るときは直径を

指定したのに対して空間は直方体で分割されているので、体積や寸法に誤差が生じます。

A-Cellでは形態の体積が元の指定とできるだけ一致するように内部で計算して、分割方法や

コンパートメントの大きさを決定しています。図 37Cでは円筒の上面が水色になっています。

これはこの面が細胞膜であることを表します。なお領域分割をうまく行えば、細胞外領域

もモデル化してシミュレーションすることができます 30。 

10.5 核の作成 

転写因子などのシミュレーションを行う時には核の形態もモデル化し、核内と細胞質で

異なる反応式を割り付けたくなるでしょう。コンパートメントを一つずつ指定して球形の

                                                 
30 例えば、円筒の上下面の中間に細胞膜コンパートメントを設けた形態を作れば細胞内外をシミュレーションできます。 

A 

B C 
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核を作ることは可能ですが、かなり手間がかかります。そこで A-Cell では核の大きさを指

定すれば、親形態の中心に核を自動的に作る機能があります。そうして球形細胞に核を作

った例を図 38 に示します。この例では細胞直径 20μm で 51 分割、核径 7μm です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 38 球形細胞内に核（ピンク）を作った例。 

 

このように核のコンパートメントによる分割は親形態の分割を引き継ぎます。オルガネラ

を作るためには図 38 赤枠内の”Add Organelle”メニューを選んで、大きさを指定するだけで

す。 

10.6 3D 形態内の特定領域の指定と反応式の割り付け 

反応式を割り付けるためには、まず割り付け先を指定しなければなりません。A-Cell で

は 14 種類の指定方法が用意されており、図 39 の形態領域指定メニューから該当する領域

指定方法を選択します。 

 

 

図 39 形態領域指定メニューに用意されている 14 種類の指定方法。 

 

たとえば、左端の”Comp”ボタンを使うとマウスクリックやドラッグ操作でコンパートメン

ト 1 個あるいは任意の複数コンパートメントを（図 40 左）、”Surf”ボタンではマウスでクリ

ックした面全体を（図 40 中）、”All”ボタンでは全コンパートメントを（図 40 右）選択する

ことができます。 
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図 40 領域指定で選択されたコンパートメントの例。 

 

選択されたコンパートメントは赤く表示されます。全コンパートメントを選択した場合に

は形態表面全体を選択した場合と区別するためにオレンジ色で表示されます（図 40 右）。

また 3D 形態には内部にもコンパートメントが存在しますが、それらを選択することもでき

ます。これを行うためにはまず形態の断面を表示します（図 41 赤枠ボタン）。 

 

 

図 41 形態断面を表示するボタン。 

 

これに対して上記で説明したマウスを使った操作を行えば、図 42 に示すように内部コンパ

ートメントを選択することができます。 

 

 

 

 

 

 
図 42  断面を表示する機能を使って内部コンパートメ

ントを選択した例。 
 

形態の外側手前に断面を囲うように表示されている黒線の長方形は、断面の位置を示す面

です。この面は動かすことができ、かつ断面は x-y、y-z、z-x の各平面でとることができる

ので、形態内部に複雑な内部形態を作ることが可能で、例えば核を作ることができます。 

こうして指定した領域に反応式を割り付けるためには図 43 の操作を行います。 
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図 43 反応式の割り付け。 

 

まず図 43A に示すように反応式を割り付けたい領域を選択してからマウスの右ボタンのク

リックで図 43A の中に示したメニューを表示させ、”Embed Reaction”を選択します。次に図

43Bの A-Cellメインウィンドウに戻って割り付けたいグループを選択して赤枠を表示させ、

次いで右クリックをすると確認ウィンドウが表示されるので”OK”を押せば割り付け完了で

す。実際にコンパートメントにどのようなグループが割りついているかも簡単に調べるこ

とができます（図 44A）。コンパートメントへの割り付けは反応式グループだけでなく、方

程式や刺激、また膜電位グループも割り付けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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図 44 選択したコンパートメントにどの反応式グループが割りついているか

を表示したウィンドウ（A）と拡散定数を指定するウィンドウ（B）。（A）
この例では 2 つのグループが割りついており、この内”Activation of 
NF-κB”の名前のグループが表示されています。（B）この例ではシンボル
NFkB に拡散定数 10-11 m2/s が指定されています。 

 

4D シミュレーションでは拡散定数の指定が重要です。これは図 45 の赤枠内ボタンを使

って行います。このボタンを押すと図 44B に示すウィンドウが現れ、設定したいシンボル

を選択してから”Diffusion Constant”と標題のあるテキストボックスに拡散定数の値を入力

すれば設定完了です。その上のシンボルリストには、拡散定数が指定されていれば（拡散

するシンボルならば）対応する拡散定数の値が表示されます。従って、シンボル毎に異な

る拡散定数の値を指定することができます（たとえばタンパク質の拡散定数として 10-11 

m2/sec を、mRNA として 10-13 m2/sec などを指定することができます）。 

 

 

図 45 拡散定数を指定するボタン。 

 

こうして作った 4D シミュレーションのモデルは、Vsim という拡張子が付加されて

xxx.Vsim のように保存されます。このファイルも暗号化されています。 

10.7 シミュレーションプログラムの自動生成とコンパイル、実行 

4Dシミュレーションは、パスウェイシミュレーションに比べて時間がかかります。たと

えば同じ反応式を 10,000 個のコンパートメントを有する 3 モデルについて 4Dシミュレー

ションを行うと、パスウェイシミュレーションに比べて 10,000 倍の時間がかかります。従

A B 
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ってA-Cellでは、4Dシミュレーションに対するin situシミュレーションを用意していませ

ん。すべてシミュレーションプログラムを生成して行う独立シミュレーションとして実行

します 31。 
10.7.1 シミュレーションプログラムの自動生成 

シミュレーションプログラムの自動生成を行うためには図 46 左赤枠のボタンを、初期設

定を行うためには右赤枠のボタンを使います。 

 

 
図 46 シミュレーションプログラムの自動生成（左赤枠）と初期設

定を行うボタン（右赤枠）。 
 

自動生成されたシミュレーションプログラムを図 47A に示します。このプログラムを保存

して 7.5.2 と同じやり方でコンパイルすれば、実行プログラムを得ることができます。 

図 47 自動生成されたシミュレーションプログラム（A） と初期設定 Window（B）。 

 

こうして生成されたシミュレーションプログラムには 21)式に示したような反応拡散の微分

方程式が自動的に生成されています。シミュレーションプログラムの名前は自由に決める

ことができますが（デフォルトは SimProg.cpp）拡張子は cpp で、xxx.cpp のように保存され

ます。 
                                                 
31 計算時間を短縮する機能を、A-Cell の上位エディションで用意しています（後述）。 

A B 
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10.7.2 シミュレーションプログラムのコンパイル、初期設定、実行 

コンパイルの方法はパスウェイシミュレーションと同じで、「A-Cell(Java)操作法」でも

解説しています。初期設定もパスウェイシミュレーションの場合と同じです（図 47B）。4D

シミュレーションでも 2 つのファイル、”SIM.tmp”と”xxx.cnd”ファイルが作られるので、こ

れらをコンパイルされたシミュレーションプログラムと同じフォルダーに置いて下さい。

シミュレーションプログラムはこれらのファイルを読み込んでシミュレーションの実行が

始まります。実行が始まると図 25 と同様のウィンドウが現れ、進行状況を把握することが

できます。前述のように、4D シミュレーションは時間がかかるので in situ シミュレーショ

ンはできません。 

10.7.3 シミュレーションプログラムの並列化による計算の高速化 

4Dシミュレーションは 9 章までに述べたパスウェイシミュレーションに比べてはるかに

時間がかかります。当然のことながら、シミュレーション時間を短縮して計算の高速化を

したいと思うでしょう。最近のPCはマルチコアプロセッサーを搭載したものが殆どで、例

えば、デュアルコアでは 2 つ、クワッドコアでは 4 つ、ヘキサコアでは 6 つのプロセッサ

ーが一つのパッケージに搭載されています。高価ですがさらに多くのコアを搭載したコン

ピュータもあり、これらはハイパフォーマンスコンピュータ（HPC32）と呼ばれ、スパコン

はその頂点に位置します。このようなコンピュータを使えばシミュレーションの高速化を

行うことができます。 

シミュレーションの高速化には様々な手法がありますが、A-Cellでは簡単にそれを実現

する方法が組み込まれています。openMPは共有メモリ型並列計算機で高速計算を実現する

ことができ、この手法を用いた並列化を行うことができます。この方法ではスパコンで行

うような数万並列といった大規模並列化はできませんが、インテルのCore-i5、Core-i7 や

Xeon のような一般に入手できるマルチコアPCやHPCで並列化を行い、計算の高速化を図

ることができます。A-Cellでこれを実現する方法は簡単で、図 46Aの左上の”OpenMP”と書

かれたチェックボックスにチェックを入れるだけです。あとはA-Cellが自動的にOpenMPの

並列化に対応したシミュレーションプログラムを生成します 33。一例ですが、Core-i7 を搭

載したPCで 16GBメモリの場合 3 倍程度の高速化が簡単に達成できます。（但し、CPUとモ

デル依存的にこの高速化は変わります。）この高速化は非常に重要で、例えば 1 週間かかっ

ていたシミュレーションが 2 日で終われば、はるかに素早く結果を見ることができます。1

週間のような時間のかかるシミュレーションは４Dシミュレーションでは普通のことです

が、このような場合、高速化は不可欠と言えます。 

それでは実際にはどのくらい高速化ができるのでしょうか。後の章で紹介する、A-Cell

による 4D 細胞シミュレーションの例（がん浸潤初期過程）で用いたモデル

                                                 
32 High Performance Computer 
33 現在 A-Cell では、プロセッサー間のメッセージ通信で並列化を行う MPI には対応していません。 



  

46 
 

A-Cell 入門 －Java 版機能解説－ 

ECM-Deg-3(M14+fn+trnovr_3D)Java.Vsim から自動生成されるシミュレーションプログラム

で、openMP 並列化を行った場合と行わなかった場合を比較すると表 1のようになりました。 

 

表 1 openMP 並列化による高速化（並列化なしを 1 とした場合の高速化率） 

      PC     openMP 並列化なし openMP 並列化あり 

 Core-i7 4770/3.4GHz, 16GB main memory   1    約 3.5 

 Core-i5 3227/1.9GHz, 8GB main memory    1    約 2.2 

 

例えば、Core-i7 で 7 日かかっていたシミュレーションが 2 日で終わることになります。

Core-i7 は 4 コア、Core-i3 は 2 コアのプロセッサーですが、コア数の増加に応じた高速化を

実現していることが分かります。このことは、さらにコア数の大きなPCを導入すれば更な

る高速化が期待できることを意味します。実際、22 コアのインテルE5-2699 プロセッサーで

は 15.4 倍の高速化が実現できました 34。この高速化はモデル依存的で、どの程度の高速化

ができるかはモデルによって異なるでしょう。しかしシミュレーションプログラムを自動

生成させるときに”OpenMP”チェックボックスにチェックを入れるだけで 10 倍以上の高速

化ができることは、非常に大きなメリットです。なお、openMP並列化を搭載したA-Cellは

現在リリースに向けた最終段階にあります。 

10.8 シミュレーション結果の表示 

4D シミュレーションの結果を表示するには図 48 の赤枠内のボタンを使ってシミュレー

ション結果ファイル xxx.cal を読み込みます。 

 

 

図 48 シミュレーション結果ファイルを読み込むボタン。 

 

このファイルは 1GB以上の場合もあり、読込に時間がかかることがあります（進行状態を

知らせるプログレスバーが表示されます）。図 42Bより少々複雑なモデル（核内NF-κB振動

のモデル 35）のシミュレーション結果を読み込んだウィンドウが図 49 です。 

 

 

 

 

 

                                                 
34  テストに用いたモデルは論文（Ohshima, D., et al., PLoS ONE, 7 (2012), e46911）で用いたもので、弊社ホームページ

からダウンロードできます。 
35 Ohshima, D., et al., PLoS ONE, 7 (2012), e46911. 
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図 49 4D シミュレーション結果表示の Window。 

 

作成した形態における時空間の変化を一覧で示すために、選択した出力シンボル（この例

では核内の NF-κB である n_NFkB）が時間と伴にどのように変化しているかを、各時刻に

おける形態全体を表示して、濃度を色で区別しています。図 49 ではモデル化した球形細胞

の断面を表示しており、核（中心の円形領域）に相当する部分の色が水色からオレンジ色

に変化してゆく様子が分かります。ページを進めればこの先の時刻の様子が分かります。

なお、この例では n_NFkB が素早く核内全体に拡散してしまうので、空間的な非均一性を色

の違いで見分けることはできません。 

この形態のどれか一つをマウスで選択すると図 50 の表示になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 50 選択した時刻における表示シンボルの空間分布。 

①  

②  

③  
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この表示では球形細胞の断面を取ったことを分かりやすく示すために、コンパートメント

の境界を黒線で表示しています（この表示は on/off ができます）。ここで赤枠①内のボタン

で movie 表示をすることができ、それを市販あるいはフリーの動画キャプチャリングソフ

トでキャプチャリングすれば学会発表や説明資料の中に取り込んで movie を使った発表が

できます。なお赤枠③のボタンを使っても movie を作ることができます。赤枠②にはすべ

てのコンパートメントの表示シンボルの濃度を合計した値が表示されます。数値計算法に

もよるのですが、拡散シミュレーションでは総物質量が正確に保存されないことがありま

す。あるいはモデルなどに間違いがある場合にも保存されないことがあります。どの程度

保存されているかを知るためには、拡散で広がったすべてのコンパートメントにおける物

質量の総和をとる必要があります。A-Cell では自動的にこの操作を行っており、その総和が

②のテキストボックスに表示されます。時刻が変化してもこの量に変化がなければ保存さ

れていると考えられます。なお、ここに表示されるのは濃度の総和であって濃度そのもの

ではありませんが、便宜的に濃度の単位で表示しています。 

このようなグラフィカルな表示は全体像を一目で把握するには便利ですが、正確なこと

は分かりません。そこで A-Cell は選択コンパートメントにおける選択シンボルの時間変化

と、選択時刻における選択シンボルの空間分布をグラフ表示することができます（図 51）。 
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図 51 時間変化（A）と空間分布（B）のグラフ表示。 

 

図 51Aの表示は点シミュレーションにおける図 19 や図 28 の表示と同種のものです。（この

例では n_NFkB は振動します。興味のある方は脚注 26 の Ohshima の 2 つの文献を見てくだ

さい）。空間分布は直線（図 51B 左の白い虫ピン）にそって濃度の空間変化を表示します（図

51B 右）。虫ピンは任意の場所に移動できます。 

10.9 4D シミュレーション（時空間シミュレーション）のまとめ 

これまでの説明でお分かりいただけたと思いますが、A-Cell を使った 4D シミュレーシ

A 

B 
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ョンは様々な機能を提供すると同時に、できるだけ使いやすくすることを心掛けて作られ

ています。これは細胞シミュレーションを専門としない研究者に使えるようにという目的

だけでなく、専門家にとっても重要なことです。なぜならモデルが複雑化すればするほど、

シミュレーション結果の解析やメカニズムの解明が難しくなるので、思考の資源を余計な

ところに振り向けないで済むようにする必要があるからです。モデル構築やシミュレーシ

ョンの実行、また結果の表示のために煩雑な手間やさまざまな知識が必要になると、思考

の資源が肝心なところに割り振ることができなくなります。できるだけこのような事態を

避けたいと考えて A-Cell を開発して来ました。 

時空間シミュレーションの結果の解析は点モデルシミュレーションに比べて、かなり難

しいことがあります。モデルを作ればシミュレーションの結果を得ることはできます。ま

た総物質量が保存されていることなどを頼りにして、シミュレーションが正しいことを確

認することもできます。しかし、なぜそのようなシミュレーション結果になったのかを解

明することが難しいことがあります。その場合には 19)式や 20)式などの基本に戻ることを

お勧めします。ここに戻って原因と仮説を考え、それに沿った検証をシミュレーションで

行うと同時に、仮説から必然的に出てくる予言を導き出し、それをまたシミュレーション

で確認する、さらには実験での確認も行う、これを繰り返すことでメカニズムが明らかに

なるはずです。 
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11．その他の機能 
ここで A-Cell に用意されているその他の便利な機能についてまとめて解説します。ここ

で解説するのは図 52 の赤枠で示すボタンです。 

 
 

図 52 知っておくと便利な機能。 

 
11.1 終了 

①は A-Cell を終了します。モデルに変更があった場合は保存確認のメッセージが出ます。 
11.2 モデルの解放 

A-Cell ではモデルファイルを複数読み込むことができることは述べました。②のボタン

は現在表示されているモデルを解放して終了します。A-Cell そのものは終了しません。も

しモデルファイルが複数読み込まれていれば残りの中の一つが表示され、モデルが残って

いなければ初期状態のウィンドウに戻ります。 
11.3 印刷 

③は様々な内容を印刷します。このボタンを押すと図 53 のウィンドウが現れます。 
 
 
 
 
 

図 53 印刷制御ウィンドウ 

 
“Equation Group”から印刷対象を、”Printing page”で印刷範囲を設定し、”Group frame”
でモデルグループの灰色背景の on/off を選ぶと、それに応じた印刷が行われます。 
11.4 シンボルリスト 

④はモデルに含まれる全シンボルを表示します（図 54）。 

 
 
 
 
 
 
 
 

① ② ③           ④ ⑤ ⑥         ⑦     ⑧ ⑨     ⑩ 

図 54  シンボルリスト

表示ウィンドウ 
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ここでは見えませんが、リストの先頭に”@Avalue”という入力した覚えのないシンボルが現

れます。詳しくは別ドキュメントで述べますが、濃度と分子数の変換に必要な定数シンボ

ルです。これを使わないシミュレーションではこのシンボルを無視しても構いません。ま

た使われるときも A-Cell が自動的に計算するので、この値の設定に関わることはありませ

ん。しかし、シミュレーションプログラムで使っているシンボルの一つなので、ここには

表示されるようになっています。なお、このリストでシンボル名、値、単位などのテキス

トボックスをダブルクリックすると、これらを直接編集することができます。 
11.5 クロスリファレンス 

モデルが大きくなると注目するシンボルがどのグループで使われているのか、また逆に

注目するグループでどのシンボルが使われているのか、すぐには分からなくなります。そ

こで⑤のボタンで、クロスリファレンスを表示できるようになっています（印刷もできま

す）。図 55 に例を示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 55 クロスリファレンス。 
（A）グループ→シンボル、（B）シンボル→グループ 

 
11.6 表示数値桁数設定 

⑥は A-Cell の各ウィンドウで表示される数値の桁数を決めます（図 56）。 

 
 
 
 
 
 

図 56 表示数値桁数設定ウィンドウ 

A B 
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11.7 ページ挿入 

⑦は新たにページを追加するときに使います。現在のページの後ろに追加されます。ペ

ージ順は後から変更できます（11.9 参照）。 
11.8 ページ表示 

⑧はモデルをページ毎に表示します。 
11.9 サムネイル表示 

⑨は複数ページを表示してモデルの全体を見ることができます（図 57）。この表示では

モデルの編集はできませんが、ページの順番を変更することができます。 

図 57 サムネイル表示 

 
11.10 この A-Cell の情報表示 

⑩はバージョン、A-Cell 開発のバージョン情報やユーザー情報を表示します（図 58）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 58 A-Cell 情報の表示ウィンドウ 
 
このウィンドウの”User Name”と”Affiliation”テキストボックスでユーザー情報を更新で

きます。ここで入力した情報が、作ったモデルのプロパティとして登録されます。 
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12．シンボル名での注意事項 
A-Cell には、下記のようにあらかじめシステムが使うことが決まっているシンボル名（予

約シンボル名）があります。 
Vm、Cm、Rm、INa、IK、Ilk、IInj、 
ICaT、ICaL、ISyn、IAR、INR、Ih、IX、 

@Avalue  
これらの大部分は膜電位や活動電位モデルで使われるシンボル名です。これらをユーザー

定義のシンボル名として使うと、シミュレーション結果が予想外のものになる可能性があ

るので使わないようにして下さい。また”@”で始まるシンボル名は使っても構いませんが、

予約シンボル名の＠Avalue と紛らわしいので使わないようにすることをお勧めします。 
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13．A-Cell を使ったシミュレーションの例： ECM の分解によるがん細胞浸潤

メカニズムの解明と新たな浸潤抑制法 

前章までに A-Cell を使うとどのような細胞シミュレーションができるかについて説明

しました。本章ではさらに具体的なイメージを持っていただくために例を紹介します。分

子細胞生物学の研究者はそれぞれ対象にするタンパク質群があり、すべてのタンパク質の

パスウェイについて熟知しているわけではありません。従って、例として挙げたモデルに

出現するタンパク質が自分の研究対象ではない場合、すぐにはモデルを理解することがで

きません。これが細胞シミュレーションの例を簡潔に説明するときの難しさの一つですが、

ここではおそらく多くの人たちに興味のある問題、即ちがんの浸潤についての 4D モデルを

紹介し、4D シミュレーションでしかわからないことは何なのか、またそこからどんな予言

ができるのかについて述べます。 
がんは転移を抑えれば 90%以上の患者さんが延命できると考えられています 36。従って

がん細胞が浸潤することを阻止できれば治療に大きく貢献することでしょう。ここで紹介

するのは、浸潤抑制のために考慮すべき重要なポイントが 4Dシミュレーションによっては

じめて明らかにされ、かつ新たな治療ターゲットを示すことができた例です 37。 
がん細胞が浸潤するためにはいくつかの条件が整わなければなりません。その一つが細

胞を取り囲む基底膜や細胞外マトリクス（ECM：ExtraCellular Matrix）38を分解するこ

とで、そのためにはECM分解酵素が活性化することが必要です。この分解酵素であるメタ

ロプロテアーゼは 20 種類以上が知られていますが、がん細胞の浸潤において特に重要な役

割をするのがMT1-MMPと呼ばれるたんぱく質です 39（図 59A）。MT1-MMPは浸潤能を獲

得したがん細胞の浸潤突起 40に高濃度に発現しています。実験室では薄いフィブロネクチ

ンの上に悪性化したがん細胞を培養してフィブロネクチンが分解される様子を調べます

（図 59B）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Hanahan, D., et al., Cell, 100(2000), 57. 
37 Hoshino, D., et al., PLoS Comp.Biol., 8(2012), e1002479; Watanabe, A., et al., PLoS Comp.Biol., 9(2013), e1003086. 
38 ECM は細胞外にあるタンパク質でコラーゲンやプロテオグリカン、フィブロネクチンなどから成ります。 
39 Sato, H., et al., Nature, 370(1994), 61. 
40 Invadopodia と呼ばれる細胞から突き出た突起で、直径が 0.5μm 程度、長さが数μm 程度の非常に小さい突起。 
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図 59 がん細胞の浸潤と MT1-MMP の活性制御メカニズム。（A）浸潤突起にお
ける ECM 分解酵素 MT1-MMP（赤点）の高発現と浸潤。（B）実験室にお
ける ECM 分解の実験。細胞は見えていません。オレンジ色のドットは
MT1-MMP が高発現している浸潤突起（上から見ているのでドット状に見
えます）、緑色は蛍光ラベルしたフィブロネクチン、黒いドットは
MT1-MMP によって分解された部分。分解すると蛍光を発しないので黒い
ドットとして見えます。（C）MT1-MMP 活性制御の概念図。（D）
MT1-MMP（MMP14 と簡略化表記）、TIMP-2、MMP-2 から構成される
すべての複合体とその構成パスウェイ。 

 
MT1-MMP は 2 量体を作り、また細胞外に存在する抑制タンパク質 TIMP-2 で抑制されま

す（図 59C）。面白いことに、TIMP-2 には細胞外にある別の可溶性 ECM 分解酵素 MMP-2
が結合し、2量体にあるMT1-MMPの片方がTIMP-2と結合していなければこのMMP-2 を
活性化することができ、MT1-MMP と伴に ECM を分解します。図 59C は実験によって明

らかにされたMT1-MMPの活性制御の重要な点を表現していますが、MT1-MMP、TIMP-2、
MMP-2 から成るすべての複合体について表現されてはいません。そこですべての複合体を

考えて複合体間の相互作用をパスウェイとして書きました（図 59D）。これにフィブロネク

チン（fn）の分解を加えて A-Cell によってモデル化したのが図 60 です。 
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図 60  パスウェイ（図 59D）に基づいて A-Cell で作成した MT1-MMP 
（ここでは M14 と表記）による ECM（fn）分解のモデル。 

 
図 60Bにある”dummy for TIMP-2 and MMP-2 diffusion”という反応モデルグループは 4D
シミュレーションの時に必要になるもので、反応式を見ればわかるように、これがあって

も反応には何の影響もありません（必要性は後述）。なお MMP-2 による ECM の分解は簡

単のために省略してあります。モデルのファイル名は ECM-Deg-3(M14+fn)Java.Csim で、

ホームページからダウンロードできます。 
MT1-MMP に関わる速度定数は報告されているものがありますが、報告されていないも

のもあります。この場合には様々な情報から推定して値を決定しました。まず点モデルの

A 

B 
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シミュレーションを行いました。パラメータのリストやその値の決定法の詳細は、脚注 36
の文献を見てください。モデルの MT1-MMP の初期値は 100nM ですがそれ以前は

MT1-MMP は存在していません。従ってこのシミュレーションは、時刻 0 秒に MT1-MMP
が細胞膜に出現したことに対応したものです。時刻 0 秒での MT1-MMP の出現については

より分かりやすいモデル表現もあるのですが、モデルの簡略化のためにこのような設定を

行いました。このあたりは細胞シミュレーションを分かりにくくしている原因の一つかも

しれません。シミュレーション結果を図 61 に示します。MT1-MMP の出現から 3,000 秒ほ

どでほぼ完全に fn が分解しており、実験と一致しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 61 MT1-MMP による ECM（fn）分解の点モデルシミュレーションの
結果。MT1-MMP 活性化後 3,000 秒ほどで完全に分解されている。 

 
それでは 4D シミュレーションを行うと同様の結果が得られるでしょうか？これを確認す

るために図 59B の白四角の領域の 3D モデルを作りました。中心を浸潤突起とし、その周

囲を ECM が囲っていることを想定したモデルで、それぞれの領域に対応する反応式を割り

付けました（図 62）。 
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図 62 MT1-MMP による ECM 分解の 4D モデル。領域毎の反応式割り付けを
分かりやすくするために図 58 の反応グループだけを抜き出し、どの反
応グループをどの領域に割り付けたかを示しています。 

 
浸潤突起の赤い領域にはMT1-MMPが関わる全ての反応を割り付け、TIMP-2 とMMP-2 だ

けが関わる反応（“MMP-2 inactivation”）は全体に割り付けました。この理由は図 59Bに

示すようにMT1-MMPが局在していること、及びTIMP-2 とMMP-2 は可溶性タンパク質で

細胞外を拡散することにあります。TIMP-2 、MMP-2、TIMP-2:MMP-2 複合体の拡散定

数は 10-12 m2/sに設定しました。ECMは様々なタンパク質で密集していると考え、通常のタ

ンパク質より小さい値に設定しました。”dummy for TIMP-2 and MMP-2 diffusion”のモデ

ルグループですが、現在のA-Cellではシンボルだけを 3D形態に割り付けることができませ

ん。一方シンボルが割りついていないと拡散が起こりません。そこで反応には影響しない

ダミーを作り、それを割り付けることで拡散だけのシミュレーションを可能にしています 41。

モデルのファイル名は ECM-Deg-3(M14+fn_3D)Java.Vsimで、ECM-Deg-3(M14+fn)Java.Csim

のパスウェイモデルを 3D形態に割り付けています。 

 
 
 
 
 

                                                 
41 T2 が”MMP-2 inactivation”モデルグループにあるのでダミーとしては不要ですが、それを忘れて入れてしまいまし

た。しかし結果にはまったく影響ありません。ただし無視できるくらい僅かですが、計算時間は長くなっているでしょ

う。 
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4D シミュレーション結果を図 63 に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 63 4D シミュレーション結果。同じ濃度、同じ速度定数にもかかわらず点モ
デルのシミュレーション結果（図 6-）と大きく異なり、5,000 秒後でも
fn がほとんど分解されません。 

 
この結果は図 61 の点モデルのシミュレーション結果と大きく異なり、5,000 秒経っても

ECM がほとんど分解されません。これは実験とまったく異なります。4D シミュレーショ

ンで設定した濃度と速度定数が点モデルシミュレーションとまったく同じにもかかわらず、

なぜこのように大きく異なる結果となったのでしょうか？ 
この詳細は脚注 36 の文献に譲りますが、簡単に述べると ECM 分解活性を有する

MT1-MMP とその複合体の寿命が非常に短いことが原因です。もしそうならば、MT1-MMP
が浸潤突起に繰り返し発現すれば、ECM はもっと分解されると予想されます。そこで

MT1-MMP のターンオーバーをモデルに導入しました（図 64）。これは図 60B のモデルは

そのままにして、そこに MT1-MMP のターンオーバーを追加しました。 
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図 64 図 60B に MT1-MMP のターンオーバーを加えたモデル。 

 
図 64 の一番下にある”turnover of MT1-MMP”モデルグループがそれに相当します。ただし、

ECM に結合している MT1-MMP はターンオーバーしないと想定しています。モデルファ

イル名は ECM-Deg-3(M14+fn+trnovr)Java.Csim です。 
シミュレーション結果を図 65 に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 65 MT1-MMP のターンオーバーを導入したモデルのシミュレーション結果。
実験と一致する速度で ECM が分解されています。 
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ここに示すように、今度は ECM が実験と一致する速度で分解されています。この結果

は ECM が分解されるためには MT1-MMP のターンオーバーが必要であることを強く示唆

する結果です。なお図 64 ではターンオーバーを化学反応式でモデル化しているので、連続

的なものであるという前提があります。しかし実際には MT1-MMP は小胞輸送で運ばれる

ので、連続的ではなく間歇的（パルス的）です。脚注 36 の文献にはパルス的膜挿入のシミ

ュレーション結果も示されています。結果の本質は同じです。 
ターンオーバーの必要性は点モデルシミュレーションでは示すことが不可能でした。な

ぜなら図 61 に示すように、ターンオーバーがなくても実験と同じように ECM が分解され

たからです。しかし空間をモデル化して MT1-MMP が空間内の局在した領域にだけ発現す

るという実際の状況を取り入れた 4D シミュレーションによって、初めてターンオーバーの

重要性を指摘することができました。脚注 36 の論文には MT1-MMP のターンオーバーを

止めると ECM 分解も抑制されることが実験によっても示されており、4D シミュレーショ

ンによって提示された予言が実験的に裏付けられています。 
ここまで明らかになると、新たな浸潤抑制戦略にヒントを与える予言を行うことが可能

になります。それは図 66A に示すように、MT1-MMP による浸潤抑制には少なくても 3 つ

の方法があります。それは(1)従来の考え方のように MT1-MMP の活性そのものを抑制する

方法、(2)ターンオーバーを抑制する方法、(3)MT1-MMP を輸送する小胞体中の MT1-MMP
のタンパク質量を低下させる方法の 3 つです。それではこの 3 つの方法のどれが一番効果

的な抑制法でしょうか？ 

 
図 66 （A）MT1-MMP の活性を抑制する 3 つの方法。（B）3 つの方法を組み合

わせると ECM 分解を４ケタ程度遅くできる可能性があることが予言さ
れました。 

 
4D シミュレーションの結果は、どれか 1 つではなく 3 つの組み合わせが非常に効果的で、

A B 
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4 ケタも ECM 分解を遅らせる可能性があることを示しています（図 66B）。この図の縦軸

は ECM が半分にまで分解される時間で、条件を変えて図 65 のシミュレーションを何回も

行い、ECM 濃度が 1/2 になる時間を求めてグラフ化したものです。 
このように細胞シミュレーションを行うことによって新たなメカニズムが抽出できるだ

けでなく、そこから新たな予言、さらには新たな薬剤ターゲットや治療戦略へのヒントを

提示することも可能になることがお分かりいただけたと思います。ここで紹介したモデル

はホームページからダウンロードできます。これを見ていただくだけでなく、ぜひ自分で

同じモデルを作ってシミュレーションを実行し、実感していただくことをお勧めします 42。 
最後にシミュレーションの実行に要する時間について述べます。図 61 のシミュレーショ

ンをノート PC（インテル core i7、2.4GHz）で行った場合、in situ シミュレーションで約

2 時間半、独立シミュレーションで 41 秒でした。このように独立シミュレーションは、in 
situシミュレーションに比べてはるかに速くシミュレーションを実行することができます。

一方、図 63 と 65 のシミュレーションは独立シミュレーションだけですが、どちらも同じ

ノート PC で約 2 時間でした。このようにここで紹介したモデルならば、ノート PC で十分

シミュレーションを実行することができます。 

 

                                                 
42 自分でシミュレーションを行う場合には、少し作ったらシミュレーションを行って結果を確認しながら進むと、早く

最終目標にたどり着けるでしょう。 
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14. 終わりに 

細胞シミュレーションのソフトウエア A-Cell は、私たちの研究上の必要性から開発して

きました。私たちの研究の中心は細胞が示す現象を物理的・化学的なメカニズムとして解

明することであり、この意味では伝統的な細胞生物学の研究と同じですが、コンピュータ

を使ったシミュレーションという違う手法で行ってきました。この研究の完成した姿は、

コンピュータの中に生きた細胞と同じものが存在するというものであることは言うまでも

ありません。もちろん、ここに至るまでには遠い道のりを歩まなければなりませんし、A-Cell

を大きく発展させる必要もあります。しかし A-Cell は細胞生物学を研究している私たちが

開発したものであること、また確固たる物理的・化学的知識に基盤を置いて開発をして来

たことは大きなアドバンテージです。細胞シミュレーションの未来を考えれば、単なるシ

ミュレータの開発ではなく、自身でシミュレーションによる細胞生物学の研究を行ってい

ること、かつ物理的・化学的知識に基盤があることの重要性と必要性は言うまでもありま

せん。 

前項までに述べたように、A-Cell には大きな特徴があると同時に使い易くなっています。

細胞シミュレーションやそれを目指す研究者だけでなく、実験の研究者、また創薬関連や

新規治療法開発の研究者・技術者の方々にお使いいただき、さらに発展させていく予定で

す。現時点で 3 つの大きな拡張を予定しており、随時リリースする予定です。この場合で

もすでに購入いただいているA-Cellが使えなくなるということはないようにする予定です。 
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付録 A．A-Cell 各エディションで利用できる機能の一覧表 

機能 
エディション 

フリー エントリー ベーシック スタンダード パラレル 

基本操作           

新規モデル作成 ○ ○ ○ ○ ○ 

モデル読込 ○ ○ ○ ○ ○ 

モデル保存   ○ ○ ○ ○ 

終了 ○ ○ ○ ○ ○ 

モデル棄却 ○ ○ ○ ○ ○ 

モデル印刷     ○ ○ ○ 

独立プログラム生成   ○ ○ ○ ○ 

シミュレーション初期値指定   ○ ○ ○ ○ 

in situ シミュレーション ○ ○ ○ ○ ○ 

フラックス計算     ○ ○ ○ 

シンボルリスト表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

クロスリファレンス     ○ ○ ○ 

表示有効桁数変更     ○ ○ ○ 

元に戻る ○ ○ ○ ○ ○ 

やり直し ○ ○ ○ ○ ○ 

グループ削除 ○ ○ ○ ○ ○ 

グループコピー ○ ○ ○ ○ ○ 

グループ貼り付け ○ ○ ○ ○ ○ 

ページ挿入     ○ ○ ○ 

複数モデル読込     ○ ○ ○ 

複数ページモデル作成     ○ ○ ○ 

拡大 ○ ○ ○ ○ ○ 

縮小 ○ ○ ○ ○ ○ 

倍率初期化 ○ ○ ○ ○ ○ 

モデル間グループコピー     ○ ○ ○ 

ページ表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

サムネイル表示     ○ ○ ○ 

結果ファイル読込   ○ ○ ○ ○ 

3D モデル作成       ○ ○ 

A-Cell 情報表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

モデル作成           

グループ作成 ○ ○ ○ ○ ○ 

シンボル作成 ○ ○ ○ ○ ○ 

左シンボル追加 ○ ○ ○ ○ ○ 

右シンボル追加 ○ ○ ○ ○ ○ 

一方向反応 ○ ○ ○ ○ ○ 

平衡反応 ○ ○ ○ ○ ○ 

一方向結合反応 ○ ○ ○ ○ ○ 

平衡結合反応 ○ ○ ○ ○ ○ 

一方向触媒反応 ○ ○ ○ ○ ○ 

平衡触媒反応 ○ ○ ○ ○ ○ 

刺激     ○ ○ ○ 

方程式・微分方程式     ○ ○ ○ 

膜電位・活動電位     ○ ○ ○ 
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機能 
エディション 

フリー エントリー ベーシック スタンダード パラレル 

独立シミュレーション           

自動生成   ○ ○ ○ ○ 

A-Cell フォーマット出力   ○ ○ ○ ○ 

CSV ファイル出力   ○ ○ ○ ○ 

in situ シミュレーション           

シミュレーションの実行 ○ ○ ○ ○ ○ 

刺激の変更     ○ ○ ○ 

A-Cell フォーマット出力     ○ ○ ○ 

CSV ファイル出力   ○ ○ ○ ○ 

時刻カーソル   ○ ○ ○ ○ 

シミュレーション初期値設定           

刺激の変更     ○ ○ ○ 

シミュレーション結果読込・表示         

CSV ファイル出力   ○ ○ ○ ○ 

4D シミュレーションプログラム           

自動生成       ○ ○ 

openMP 並列化自動生成         ○ 

 

各エディションの特徴 

フリー： モデルの作成、in situ シミュレーションなどはできますが、モデルの保存、

シミュレーション結果の保存、時空間シミュレーションはできません。

また作成できるモデルはパスウェイのみで、方程式、刺激、膜電位モデ

ルは作成できません。 

エントリー： 作成できるモデルは 1 ページに限られます。しかし in situ シミュレーシ

ョンだけでなく、独立プログラムの生成やシミュレーションの結果ファ

イルの読み込みができます。作成できるモデルはフリーエディションと

同様にパスウェイのみで、方程式、刺激、膜電位モデルは作成できませ

ん。 

ベーシック： 4D時空間シミュレーションと並列化シミュレーションプログラムの生成

以外の全ての機能が利用できます。 

スタンダード： 4D 時空間シミュレーションができます。A-Cell のモデル作成の全ての機

能が利用できるエディションです。もっとも標準的な A-Cell です。 

パラレル： 4D 時空間シミュレーションで、並列化プログラムを自動生成することが

できます。シミュレーション実行の高速化を実現できます。その他の機

能はスタンダードと同じです。 
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