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卒業論文

倉林 純司　東京大学工学部計数工学科合原研究室

経済市場データのカオス時系列解析

円ドル為替レートの高頻度 tick データを用いて
Grassberger–Procacciaの相関積分法により価格変動
を解析した。その結果，価格分布や価格差分布の保存
下で（R.S.）した時系列との相違が見られ変動に相関
構造があることが分かった。そして，この相関構造に
注目し，価格時系列の相関積分を価格分布（価格差分
布）を保存する R.S.の相関積分と比較することによ
り，価格変動の特徴を抽出することができた。得られ
た特徴は，人間行動全体を反映していると考えられる。

齋藤 彰　静岡大学工学部システム工学科竹内研究室

栄養に依存した繁殖率を考慮したロッタリーモデルと
多種共存

１種類の栄養塩を巡ってn種類の植物が競うモデルで，
４種共存する条件を数値シミュレーションによりを求
めた。このモデルの基本はロッタリーモデルで，死亡
率は時間変動せず全ての種で同一であるが，種ごとに
異なる土壌中の栄養塩の利用の仕方により各種の繁殖
率が時間変動していく。利用方法の相違点とは最大値・
半飽和の値，土壌中の栄養塩の量がいくら以上になっ
たら種子生産を開始するかの 3点である。

細川 直之　静岡大学工学部システム工学科竹内研究室

移動を考慮した感染モデル — screeningと隔離政策
の影響

インフルエンザなどの伝染病が人間の移動によって拡
大する可能性が指摘されている。本論文は空港の入国
審査で感染者を発見し隔離する政策を考え，どのよう
な入国審査が感染症流行を低下させる政策であるかを
調べる。都市内で感染が定着するなら移動することで
† これらの要約文は，JSMB Newsletter No.52に掲載され
た特集記事を再掲したものです。p.6以降により詳しい要
旨を，要約文掲載順に掲載してあります。（ただし，村岡
科奈子さんの論文については要約文のみの掲載です）

入国審査で隔離するので移動するべきで，都市内で感
染が定着しないなら移動によって感染が定着する可能
性があるので移動は控えたほうがいい。また，都市内
で感染した人を見つける確率を高くすることが重要に
なる。

本田 卓也　静岡大学工学部システム工学科竹内研究室

渡り鳥を考慮した鳥インフルエンザ感染モデル — 鶏
虐殺の影響は？

鳥インフルエンザが人間間での感染する能力を持った
場合, 鶏虐殺政策が鳥インフルエンザ感染者数に与え
る影響を数理モデルを立て検討を行った.モデルは鳥
インフルエンザの感染を鳥の動態と人間の動態に分け
たモデルを用いた。結果として鶏虐殺によって人間へ
の流行を早め, 感染者数の最大値を下げ, 被害としては
大きくなるという結果が得られた。鶏虐殺は人間界で
の感染の拡大を意味している。

矢嶋 利行　静岡大学工学部システム工学科竹内研究室

時間遅れがあるロトカ–ヴォルテラ方程式におけるト
ランジェントカオス

時間遅れをもつロトカヴォルテラ被食者捕食者系では
カオスが生じることが知られている。今回，カオス軌
道から十分時間が経つと，周期解に収束するトラン
ジェントカオスに注目し，初期関数や時間遅れの変化
による解軌道の変化を調べた。時間遅れの比 (非食者/
捕食者)が小さいと軌道が単調になっていき，境界平
衡点周りで振動する挙動が見られる。このことから，
捕食者の時間遅れが大きくなると絶滅の危険性が増す
ことがわかった。

稲垣 絢子　奈良女子大学理学部情報科学科

ヒメヤマトオサガニの cleaning行動とその進化の数理
モデル

ヒメヤマトオサガニは，同種他個体の体に付着してい
る砂や泥を摂餌する cleaning行動と，cleaningを受け
た個体が自身の巣穴に後退し，相手に餌場を譲る傾向
を示す。後退して餌場を譲られる利益が cleaningする
コストを上回り，recipientは継続的に cleaningされる
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利益が後退するコストを上回る時に，現実の cleaning
行動が維持されることがわかった。また，recipientの
戦略による相手個体の死亡率を考慮した設定をモデル
に追加し，シミュレーションを行うと，cleaning行動
の進化が説明できた。

上田 真実　奈良女子大学理学部情報科学科

二種類の伝染病に対する 季節変動の影響のモデル

本研究では，SIRモデルを基礎とした二種類の伝染病
のモデルにおいて，感染率と回復率に季節変動がある
場合，二種類の伝染病の共存に季節変動がどのように
影響するかを調べた。一方の病気が存在し，他方の病
気が存在しない状態で平衡点が安定になる条件を解析
的に求め，季節変動がある場合のシミュレーション結
果と比較して，他方の病気が侵入できる領域の変化を
調べた。その結果，単独感染率が重複感染率より大き
い場合，侵入する病気の感染率がもとからある病気の
感染率より π/2 進んでいる付近で季節変動があるこ
とによって病気が侵入しやすくなり，π/2 遅れている
付近で病気が侵入しにくくなる。逆に，単独感染率が
重複感染率より小さい場合，侵入する病気の感染率が
もとからある病気の感染率より π/2 遅れている付近
で季節変動があることによって病気が侵入しやすくな
り，π/2 進んでいる付近で病気は侵入しにくくなる。

大原 一華　奈良女子大学理学部情報科学科

インターネットオークションにおける最適戦略

Yahoo!オークションの履歴データの解析から，入札者
の行動がインターネットオークションの要素となって
いる第２価格オークションの最適戦略と矛盾している
ことがわかった。そこで, 第２価格オークションの最
適戦略である私的価値を入札する戦略とYahoo!オーク
ションで観測された最低入札価格を入札していく戦略
のどちらがインターネットオークションにおいて有利
であるかをシミュレーションにより調べた。その結果,
オークションに参加する人数に対して総入札回数が大
きいときには最低価格戦略が有利となり, また人数に
対して総入札回数が小さいときには私的価値戦略が有
利となることがわかった。

岡本 里花　奈良女子大学理学部情報科学科

魚類の左右性の遺伝システムとその進化の数理モデル

魚類の左右性遺伝は，左利きが優性の遺伝と考えられ
ているがメンデルの遺伝の法則と一致していない。左
利きホモが存在しないのではと考えられている。本研
究では，左右性の遺伝で左利きホモができない理由を
シミュレーションと解析的計算で調べた。捕食者餌系
では同じ利きの餌を食べる確率と生存確率が低いとき

に，卵の左利きホモを作らない性質が広まることがわ
かった。また，左利きの割合が４年周期で振動すると
きに上記の性質が広まることを解析的に示した。

加納由美子　奈良女子大学理学部情報科学科

ベラの性転換と一次雄の混合戦略と条件戦略のモデル

キュウセン属ホンベラは個体により，生涯を雄として
過ごす一次雄個体と雌から雄に性転換する性転換個体
が存在する。密度による条件戦略モデルでは，遺伝的
に生活史が決まっている個体に密度によって一次雄に
なる割合が変わる条件戦略を加え戦略の割合変化を調
べたところ，条件戦略個体だけが生き残った。体長に
よる条件戦略モデルでは，それぞれの初期体長で２つ
の生活史の生涯繁殖成功を比べ，大きい方の生活史を
選択するとしたところ，幼魚期の体長によって生活史
を選択する結果となった。

栃木 紅美　奈良女子大学理学部情報科学科

魚の個体群となわばりのフラクタル構造

重複なわばりをもつ魚，Lobochilotes labiatusの体長
分布をフラクタルのべき分布によって特徴づけた。ま
た，成長速度と死亡率を定式化し，体長分布のダイナ
ミクスをモデル化した。このモデルから得られるデー
タと現実のデータを比較すると，現実の体長分布指数
を与えるパラメータの存在が確かめられた。そして，
餌場のサイズ分布のべきの指数が，体長分布指数に大
きな影響を与えていることが分かった。

上出太一郎　広島大学理学部数学科

空間を巡る競争に関するメタ個体群動態の数理モデル
研究

本研究では，生息好適地がパッチ状に分布する環境に
おいて，生息好適パッチを巡って競争する複数種の共
存可能性についてのメタ個体群動態に関する数理モデ
ルを考察した。２種系についての解析の結果，パッチ
状環境における共存性が，各生物種の分散性に依存し，
単一生息地内での競争関係における優劣とは異なる競
争の結果も生じうることが示された。

大森 亮介　九州大学理学部生物学科数理生物学研究室

突然連続変異によるインフルエンザウイルスの同時２
系統の流行での共存条件

インフルエンザA, B型の系統樹の分岐構造を説明する
為には交差免疫や自然免疫が有用である。そこでシー
ズン毎のインフルエンザ流行モデルを用いて抗原連続
変異により２系統が同時出現した時のシミュレーショ
ンを行い，共存条件を調査した。共存条件に影響する
要因の働きを調べると，特に基本増殖率は流行の大き
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さ，人々の交差免疫の構造の両方に影響する。また，
一般に２系統の流行期間の重複がシーズン毎に一定の
場合は，重複が大きければ大きいほど共存しやすくな
る。

金田 恵　九州大学理学部生物学科数理生物学研究室

稲の葉いもち及び穂いもちに対するマルチライン効果
の理論的解析

稲いもち病防除の手段として用いられているマルチラ
イン（多系品種）の効果を調べた。マルチラインとは，
抵抗性のみが異なる「同質遺伝子系統」を育成し，そ
れを混合して，抵抗性に多様性を持たせる栽培方法の
ことをいう。本研究ではいもち病を葉いもち及び穂い
もちに分類し，圃場内の感受性系統と抵抗性系統の割
合を変えていもち病の流行過程を比較した。その結果，
圃場内に抵抗性系統が多く存在する程，葉いもち流行
時期を遅らせることができ，葉いもち，穂いもちとも
に発病を効果的に抑制することできた。

佐伯 晃一　九州大学理学部生物学科数理生物学研究室

ゾウムシの最適産卵戦略とその地域変異について

ツバキシギゾウムシはヤブツバキの果実に穴をあけ，
種子に産卵することが知られているが，果実につく穴
の数の分布は集団によって異なっている。本研究では
餌選択モデルの考えを元にモデルを作り，この違いを
説明することを試みた。果実の大きさやゾウムシの口
吻長の分布などを利用して，それぞれの大きさの果実
に対する穴の数を計算すると確かに違いが再現された。
また，この違いは果皮厚に対する口吻の相対的な長さ
が原因の一つであることも分かった。

新貝 豪士　九州大学理学部生物学科数理生物学研究室

リン排出を伴う人間活動と湖の水質の数理モデル

本論文では，人々がどのような行動をとれば湖の水質
改善へと向かうのかを明らかにするため二つのモデル
を想定した。一方は協力者の割合が単純に一定の水質
汚染レベルを閾値として増加したり減少したりするモ
デルであり，もう一方は人々が協力するか否かの決定
に周囲の人々の協力の割合と社会的な湖の水質への関
心から来る社会的圧力や個人にかかる経済的な負担も
関わるモデルである。

田中 折枝　九州大学理学部生物学科数理生物学研究室

酵母のフェロモン伝達経路における scaffold protein

の機能とその初期値について

フェロモンシグナルは酵母細胞質中でMAPKカスケー
ドにより伝達される。酵母MAPKであるFus3はシグ
ナル受容前に予め scaffold proteinと結合して複合体を

形成し，Fus3リン酸化は scaffold proteinを足場にし
て起こる。本研究では，フェロモン受容後 Fus3がリ
ン酸化されるまでの反応をモデル化し，リン酸化Fus3
濃度の時間変化が scaffold複合体とMAPKの初期濃
度にどう依存するかを調べた。その結果，シグナル伝
達速度を最大にする最適な scaffold/Fus3 初期濃度比
が存在することが明らかとなった。

村岡科奈子　九州大学理学部生物学科数理生物学研究室

環境と文化 ～ イースター島文明崩壊の考察

現代の環境問題を考えるうえで，過去から学ぶこと
は，それなりに意義があると，思われる。環境考古学
者の研究により，古代都市の遺構の多くは，環境問題
のために放棄されたことが判明したからである。メソ
ポタミア文明が塩害で崩壊したことは良く知られてお
り，ミノア文明，アステカ文明，南太平洋の幾つかの
島々など，その例は枚挙にいとまない。私が今回とり
あげたのは，南太平洋のミステリーアイランド，イー
スター島の歴史である。かつてこの地に栄えた文明は，
島の森林の消滅と同時に姿を消してしまった。もの言
わぬ石像モアイだけが，彼の王国の名残りをとどめて
いる。本研究では，イースター島の文明が滅びた原因
を資源の再生を上回る消費活動に求め，2つのモデル
で数学的解析を行った。1つ目のモデルでは，資源の
枯渇と人口問題を扱い，2つ目のモデルでは，先の論
点に紛争問題も加え，数理生物学に加え，社会学的視
点からも考察を行った。

修士論文

磯野 州　東京大学大学院数理科学研究科

C型肝炎モデルの解析

本論文ではM. Martcheva, C. Castillo-Chavezの論文
[1]を参考にして，C型肝炎の流行の伝播を数理モデ
ルで表現し，解析した。具体的には，人口を感受性人
口，急性C型肝炎人口，慢性C型肝炎人口に分け，各
人口密度の推移を微分方程式で表現し，解の挙動を調
べた。[1]で紹介されているモデルでは「どの人口の死
亡率もすべて等しい」と仮定されているが，本論文で
は「慢性人口の死亡率は感受性人口，急性人口の死亡
率より大きい」という，より現実的な仮定に差し替え
て解析した。

霜田めぐみ　東京大学大学院数理科学研究科

媒介生物のいる感染症の年齢構造化モデル

媒介生物のいる感染症の伝播を，ヒトの年齢構造を踏
まえて調べるため，ヒトに年齢構造と感受性期・感染
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期・免疫保持期を，媒介生物に感受性期・感染期を設
定し，感受性者と感染ベクター又は感受性ベクターと
感染者の接触で感染が起こるとした SIRモデルを解析
した。その結果，基本再生産数 R0 は病気のない状態
に侵入した感染者がつくる二次感染 者の総計の形で表
わされ，R0 < 1なら病気のない平衡点が大域的漸近安
定，R0 >1ならエンデミックな平衡点が唯１つ存在し，
ある条件の下で局所漸近安定となることがわかった。

秋田 鉄也　東京農工大学大学院農学府農業環境工学専攻

航空マルチスペクトルイメージングを用いたコナラ収
量ダイナミクス検証法の開発 — コナラ収量の推定お
よび空間相関の検出 —

コナラ群落の豊凶現象が，「個体レベルでの資源配分に
起因する」非線形振動子の「短距離の花粉交換による」
局所結合に基づく決定論的時空間ダイナミクスによっ
て駆動されているとの作業仮説に基づき，リモートセ
ンシング技術を用いて約 5700個体のコナラから堅果
生産量空間パターンの検出を試みた。その結果，各個
体の大きな年変動および花粉飛散距離の 2倍程度の距
離まで空間自己相関が観測され，作業仮説が支持され
たと考えた。

佐藤 友教　電気通信大学情報システム学研究科情報ネットワーク学
専攻

効果的なプレデター回避行動を行う魚群内における個
体間の協力行動

群知能の存在を思わせる集団行動は，多くの生物種に
おいて観察されているが，群知能の発現メカニズムに
ついて，あまり多くのことは解明されていない。そこ
で本研究では魚群を例に取り群知能の発現に必要であ
る魚間の情報伝達に注目し，魚間の情報伝達がより重
要になるプレデターの攻撃からの回避行動を観察し，
魚の個々の平行運動特性を変え，群れの回避行動の差，
魚間の情報伝達の変化を調べた。

廣岡 成一　電気通信大学情報システム学研究科情報ネットワーク学
専攻

コウモリのエコーロケーションにおける皮質下ニュー
ロンの周波数特性におよぼすフィードバック信号の効
果

本研究ではヒゲコウモリの脳内でフィードバック信号
が使われている centrifugal-petal BF shiftを説明する。
解剖学的，生理学的に妥当なニューラルネットワーク
モデルを構築し，計算機シミュレーションを行うこと
で，その神経機構を明らかにする。またcentrifugal BF
shiftのエコーロケーションにおける機能的役割を明ら
かにしていく。

林 素行　京都大学理学研究科生物科学専攻植物系

植食が植物のパフォーマンスを向上させる機構の理
論的解明 — 植食による光合成能力の改善で grazing

optimizationは起こるか？

植食が植物にとって正の影響を及ぼす事が多くの研究
から示されてきており，なかでも継続的な植食により
向上する場合はgrazing optimizationと呼ばれる。本研
究では植食による光合成生産効率の改善だけでgrazing
optimizationが起こりうるかそしてその条件は何かを
解明した。結果は植食による光合成生産能力の改善だ
けで grazing optimizationは起こりうるが，その条件
は実験デザイン，適応してきた環境，光合成生産と植
物サイズの関係に依存して決定されることを示唆した。

山口 幸　奈良女子大学大学院人間文化研究科情報科学専攻

フジツボ類の成長と繁殖への最適な資源分配スケジュー
ルモデル — 精子間競争と繁殖集団サイズを考慮して
—

フジツボ類は，種に応じた３つの性表現を持つ海産甲
殻類である。フジツボ類の矮雄および大型個体の繁殖
と成長への資源分配のモデル化をおこなった。矮雄の
体サイズは，大型個体の性別や水深によって，種間変
異が現れることがわかった。また，水深や繁殖集団サ
イズの大きさが，フジツボ類の性表現を決定する要因
であることがわかった。

中島 昭彦　大阪大学生命機能研究科

細胞集団の状態遷移ダイナミクスに関するモデル研究

1)幹細胞システムに代表される細胞分化の恒常性につ
いて取り扱った。単一の細胞状態から複数の細胞種へ
の細胞分化，細胞タイプの分化比率の制御といった振
る舞いを見出しその数理を明らかにした。2)発生過程
のモデル化を行った。遺伝子ネットワークを進化させ，
モデルの振る舞いを解析した。その結果，細胞運命の
決定プロセスの違いに基づいて，細胞自律的に細胞分
化する場合と，細胞間相互作用に依存して調節的に分
化する場合に発生過程を分類することに成功した。

岩見 真吾　大阪府立大学工学研究科

数理モデルによる医学における複雑現象の解明

本研究は数理モデル, 特に伝染病モデル・免疫モデル，
を用いて医学における複雑現象の解明に貢献すること
を目的としている。論文は, [1] 一般化されたN 次元
SIRS伝染病モデルの数理解析；[2] 数理モデルによる
新型インフルエンザ拡大阻止に対する政策有効性評価；
[3] HIV多様性モデルによる複雑な免疫応答の誘導機
構の解明；[4] 数理モデルによる自己免疫疾患における
代表的症状のメカニズムの解明の 4つの部分から成っ
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ている。

松岡 功　広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻

格子空間ダイナミクスにおける空間分布の特性を繰
り込んだ非標準的平均場近似モデルの考察 (A Non-

Standard Mean-Field Approximation Model Involv-

ing The Characteristics of Spatial Distribution in

The Lattice Space Dynamics)

空間構造をもった個体群動態を記述するための有効な
数理モデルのひとつである格子空間モデルの性質を理
論的に理解する方法として，しばしば，標準的平均場
近似モデルが用いられる。しかしながら，空間分布の
特性が個体群動態に本質的に重要な寄与を与える場合
には，必ずしも十分な結果が得られない。本研究では，
空間分布の特性を理論的に繰り込んだ非標準的平均
場近似を提案し，新しい近似手法の可能性について検
討した。提案した非標準的平均場近似モデルが，パラ
メータ値の十分に広い範囲で標準的平均場近似モデル
よりも誤差の小さい近似値を与えること，場合によっ
ては，ペア近似よりもよい近似値を与えることを示す
ことができた。

井磧 直行　九州大学理学府生物科学専攻数理生物学研究室

Arms Race of Weevil Rostrum Length and Camellia

Pericarp Thickness: Coevolutionary Dynamics and

Geographical Cline

本研究ではツバキ果皮とゾウムシ口吻間の形質共進化
を，宿主の世代重複と密度抑制を組み込んだニコルソ
ン－ベイリー型方程式を用いて解析した。形質から受
ける利益は相手形質との差によってきまるロジスティッ
ク型の関数を用い，形質にはコストがかかると仮定し
た。解析の結果，ゾウムシのコストが非線形であると
き，各集団における両種の形質共進化がほぼ直線的関
係にある共進化クラインと，南の集団ほどゾウムシの
攻撃成功率が低くなる穿孔率クラインを再現できるこ
とがわかった。

瓜生耕一郎　九州大学理学府生物科学専攻数理生物学研究室

Turing Pattern Formation with Two Kinds of Cells

and a Diffusive Chemical

二つの細胞の近距離，遠距離相互作用によってTuring
パターンがつくられる過程をモデル化した。モデルの
仮定は，1) 二つの細胞は未分化細胞から供給され，二
種類の細胞はお互いの供給を抑制し合う，2)片方の細
胞が化学因子を合成し，もう片方の細胞の供給はその
化学因子の濃度に依存する。空間パターンが現れる条
件を求め，さらにどういう条件のときに異なるパター
ンが現れるかを数値計算によって調べた。

波江野 洋　九州大学理学府生物科学専攻数理生物学研究室

指数増殖しているウィルスが薬剤耐性を獲得している
確率に関する数理的研究

ウィルスに対する化学療法が失敗する原因に薬剤耐性
がある。そこで，薬の非存在下でウィルスが増殖して
感染が発見された時の，薬剤耐性リスクを数理的手法
で調べる。その結果，薬剤耐性ウィルスが投薬前に既
に存在する確率を求める公式を導いた。その公式から，
薬剤耐性のリスクが大きくなる条件を求めた。また，
HIV初期感染期における薬剤耐性のリスクを求めると，
早い時期に１塩基置換の突然変異HIVが存在すること
が示唆された。

博士論文

藤田 一寿　電気通信大学情報システム学研究科情報ネットワーク学
専攻

定位行動に必要な感覚情報の抽出におけるシナプス可
塑性の役割

動物は時空間的に変動する刺激から行動に必要な感覚
情報を脳内の様々な部位で適切に処理し，統合しなけ
ればならない。このような刺激処理の神経メカニズム
を探求するために面フクロウの音源定位と弱電気魚の
電気定位のシナプス可塑性の役割について研究を行っ
た。面フクロウの音源定位については，視覚情報と聴
覚情報を統合する際の周波数特異的な音情報処理にお
けるシナプス可塑性の役割を提案する。弱電気魚につ
いては，短期シナプス可塑性の働きにより神経ネット
ワークで刺激の特徴を抽出，表現できることを示した。
本研究の成果は，定位行動における感覚情報処理にお
ける神経ネットワークレベルでのシナプス可塑性の役
割を解明する上で，重要な知見を与えるものと考えら
れる。

中岡 慎治　静岡大学大学院理工学研究科システム科学専攻竹内研究室

生物システムに現れる資源競争とディレイドフィード
バック機構の数理的研究

生命現象に現れるディレイドフィードバック機構と資
源競争に対する数理的研究を行った。１章では２つの
時間遅れを持つ捕食者被食者系が生み出す多様なダイ
ナミクスを考察した。２章で栄養塩循環を考慮した湖
の生態系モデルで種の共存を議論した。３章でサイズ
構造を持つ資源消費者系において個体数振動を考察し
た。４章ではロトカ・ヴォルテラ競争系に対して，新
しい視点から内部平衡点の大域吸収性を証明した。５
章では周期環境における微生物３種の資源競争と共存
に対する研究を行った。
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経済市場データのカオス時系列解析

倉林純司

東京大学工学部計数工学科合原研究室

本研究の目的は、経済市場データに対するカオス解析

である。時系列がカオスであるならば、Takens の定理

より、観測された一次元データから高次元情報を引き出

すことが可能である。それゆえ、価格変動がカオスであ

り価格が不特定多数の人間行動を反映していると考える

と、Takens の定理より観測された価格変動から、高次

元情報である人間行動全体をみることが可能である。そ

こで、円ドル為替レートの高頻度 tickデータ*1に対して

Grassberger–Procacciaの相関積分法を使って価格変動

から人間行動全体を推測した。

観測された時系列 {x(t)}N−1
t=0 から、遅れ時間 τ で

再構成した m 次元ベクトルを X(t) = (x(t), x(t +

τ), · · · , x(t + (m − 1)τ)) とする。その再構成ベクト

ルX(i)を中心として距離 r 内にある再構成ベクトルの

割合で相関積分

C(r) =
1

N2

N∑
i=1

N∑
j=1

θ(r − |X(i) − X(j)|)

が定義される。但し、θ(z)は

θ(z) =

{
1 z > 0のとき
0 z ≤ 0のとき

で定義される。そして、相関次元は D = lim
r→0

log C(r)
log r

となる。価格そのものではガタガタ変動しているため、

残差を無相関にするような移動平均（ARモデル）を導入

した。そして局所定常を仮定して、全期間を一時間毎に

区切り、最適移動平均価格を解析した。その結果、価格変

動はカオスであると認められなかったが、なんらかの相

関構造の存在がわかった。そこで、この相関構造を抽出

するために、価格分布（価格差分布）を保存するようにも

との時系列をランダムシャッフルしてから求めた相関積

分 Cp(r)（Cdp(r)）を考え、価格時系列の相関積分 C(r)

との比 Vp(r) = C(r)/Cp(r) (Vdp(r) = C(r)/Cdp(r))に

注目した。

*1 tickデータとは取引ごとの価格を記録したデータである。

Vp(r) はテロの直後の大きな変動を捕らえている（図

2）。数時間で真の通貨の価値が大きく変わるはずがない

ので、この量は早急に売りたいという不安定な心理状態

の人間行動を表している。一方、Vdp(r)はテロの直後の

大きな変動は捉えていないが、テロ後に価格がもみ合っ

ているのを捕らえている（図 3）。この量の特徴は、テロ

直前には見られないテロ直後の買いと売りが拮抗してい

る人間行動を表している。これらの量は、相関積分 C(r)

を直接見てもわからない、相関構造の変化を抽出してい

るのがわかる。

一次元で埋め込んだ Vp(r) と Vdp(r) が時系列の変動

に対応しているのを示した。そして今後は、最適なパラ

メータの探索（時系列を何時間で区切るか）や、高次元

で埋め込んだ Vp(r) と Vdp(r) が市場の状態とどう対応

しているのかを明らかにすることが望まれる。

図 1 アメリカでテロが起こった日（2001/9/11）の時系列
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図 2 テロの日の Vp(r)の１時間毎の変動 (m = 2, τ = 2)
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図 3 テロの日の Vdp(r)の１時間毎の変動 (m = 2, τ = 64)



栄養に依存した繁殖率を考慮したロッタリーモデルと多種共存
静岡大学工学部システム工学科数理分野 4年生竹内研究室　 5031-3036 齋藤　彰

1 序論
植物は多種類存在するし、同じ場所に多数の種類の

植物が共存しているが、その共存の仕組みは判ってい
ない。ロッタリーモデルでは繁殖率・死亡率に時間変
動がない場合は基本的に 1種しか生き残ることしかで
きないが、栄養量の導入により多種が共存できること
を考察する。本研究では栄養量と植物の栄養利用の 2
点に着目して、植物が多種共存することのできる仕組
みの解明を目的する。

2 モデル
本研究では Iwata[1]による、植物の栄養量 xと植物

の栄養利用の違いを考慮した種 iの植物個体数 Piの動
態を記述したモデルを考える。モデルの式は以下のよ
うになる。

{
Pi(t + 1) = (1− δi)Pi(t) + S(P1, ..., Pn)Ri

x(t + 1) = {x(t)−∑n
h=1 αh(x)Ph(t)} q + s

(1)

S(P1, ..., Pn) = 1−∑n
h=1(1− δh)Ph(t)

Ri(P1, ..., Pn, x) = βi(x)Pi(t)Pn
h=1 βh(x)Ph(t)

βi(x) =
{

ciαi(x) (0 ≤ li ≤ x)
0 (x < li)

αi(x) = mix
ai+x (0 ≤ mi

ai
≤ 1)

Pi(t)は種 iの時刻 tで占めている土地の割合であり、
Pi(t) ≥ 0である。βiは種 iの種子生産率 (βi ≥ 0)で、
δi は種 iの死亡率 (1 > δi > 0)である。mi は種 iが
最大限生産できる種子の数 (mi > 0)となり、ai は種
iの半飽和の値 (ai > 0)となっている。また、x(t)は
時刻 tでの土壌中の単位体積あたりの栄養量で、sが
土壌中への制限栄養の流入量 (s > 0)、(1− q)が土壌
中の制限栄養の流出の割合 (1 > q > 0)となる。ci は
吸収した栄養の量とそれを種子に使用する割合をかけ
たもの (ci > 0)を示す。li は種 iが種子を生産するに
あたり最低限必要な栄養量で、この値 (閾値)が li = 0
ならば常に種子を生産することを示す。種 iの土地占
有面積比 Pi は各時間ステップで、一定の割合 δi で死
亡する。そして、すべての種で死亡した個体の占有し
ていた土地は、各々の種の出生数 βiPiの割合Riに応
じて分配され、種 iが定着することに利用される。出
生率 β(x)はその時刻 tでの x(t)に応じて決まる。種
iの出生率は βiは閾値 liより大きくなると 0より大き
くなる。栄養量 xは各時間ステップで、各種が xに応
じて消費し、消費した残りは一定の割合 (1 − q)で流
出する。そして一定量 sが流入する。

3 シミュレーション
各変数は以下のように設定した。

0 ≤ t ≤ 5000, x(0) = 0.9, q = 0.5, s = 1.0

また、各々の種について以下の値は固定した。

δi = 0.12, ci = 2.5, ρi = 0.3

そして、m1・l1を変動させて種の共存の変化を追った。

3.1 n = 2の場合

パラメータを a1 = 4.7, m2 = 0.3, a2 = 1.0, l2 = 0.0
と設定する。
図 1では、A2は種 2のみが生存し、B2は種 1・2

が平衡点で共存し、C2は種 1のみが生存し、D2は種
1・2が振動して共存している領域を示している。

図 1: l1-m1 の相関図
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図 2: 2種共存の例 (l1 = 1.5, m1 = 5,

t ∈ [0, 40] )
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図 3: 2種共存の例 (l1 = 1.5, m1 = 5, t ∈ [0, 40] )

3.2 n = 3の場合

パラメータを a1 = 4.7,m2 = 0.3, a2 = 1.0, l2 =
0.0,m3 = 3.2, a3 = 5.0, l3 = 1.6と設定する。
図 4について、A3は種 2のみが生存し、B3は種 1・

2・3が振動して生存し、C3は種 1・3のみが生存し、
D3は種 1のみが生存し、E3は種 1・2が振動し生存
している領域を示している。

図 4: l1-m1 の相関図
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図 5: 3種共存の例 (l1 = 1.59375, m1 =

2.46875, t ∈ [0, 200] )

4 考察
この研究において以下のことが判明した。

• l1が一定値を越えるとm1に関わらず、種 1が生
存できないこと。

• m1 を大きくすると種 1が有利となるが、他の種
の侵入を許す場合がある。これは、種 1が時刻 t
で栄養 xを使いすぎるために時刻ステップ t + 1
で x(t+1) < l1となり種 1が次回の種子生産を休
止する。種 1が生産を休んでいる間、(種 1が利
用できない l1未満の)僅かの栄養量を他の種が利
用するからである。

参考文献
[1] Shigehide Iwata, Ryusuke Kon and Yasuhiro Takeuchi, 2007, The peri-

odical population dynamics of lottery model with the undeveloped seeds,
In A.Deutsch et. al eds. Mathematical Modeling of Biological System , Volume III,
125-135.



卒業論文　　移動を考慮した感染モデル　-screeningと隔離政策の影響-
静岡大学工学部システム工学科　竹内研究室所属　細川　直之

Ṡ1 = a− βS1I1
S1+I1

− bS1 + dI1 + fQ1 − αS1 + αS2 − γαS2I2
S2+I2

,

İ1 = βS1I1
S1+I1

− (c + d + α + ε)I1 + (1− θ1)αI2 + (1− θ2)γαS2I2
S2+I2

,

Q̇1 = θ1αI2 + θ2
γαS2I2
S2+I2

− (e + f)Q1 + εI1,

Ṡ2 = a− βS2I2
S2+I2

− bS2 + dI2 + fQ2 − αS2 + αS1 − γαS1I1
S1+I1

,

İ2 = βS2I2
S2+I2

− (c + d + α + ε)I2 + (1− θ1)αI1 + (1− θ2)γαS1I1
S1+I1

,

Q̇2 = θ1αI1 + θ2
γαS1I1
S1+I1

− (e + f)Q2 + εI2.

(1)

1 序論
大量、高速輸送手段の発達により、SARSやインフ

ルエンザなどの伝染病が人間の移動によって拡大する

可能性が指摘されている。本論文は空港の入国審査で

感染者を発見し隔離する政策を考え、どのような入国

審査が感染症流行を低下させる政策であるかを調べる。

本論文では入国審査で感染者を見つける確率を感染し

た場所 (都市内か移動中か)に分け、さらに都市内で感
染者を隔離する政策を加えることでどのような変化が

起きるかを研究する。

2 モデル
i, j = 1, 2(i≠ j)は 2つの都市を表す。Si:非感染者
の数、Ii:感染者の数、Qi:隔離された感染者の数、a:出
生率、b:非感染者の自然死亡率、c:感染者の死亡率 (自
然死+病死 (c > b))、d:感染者の回復率、e:隔離された
感染者の死亡率、f :隔離された感染者の回復率、α:都
市 jから都市 iへ移動する確率、β:都市内での感染率、
γ:移動による感染率 (0 < γ < 1)、ε:都市内で感染者が
隔離される確率、θ1:都市内で感染した人を入国審査で
見つける確率、θ2:移動中に感染した人を入国審査で見
つける確率 (移動中に感染した人は症状が軽く、発見し
にくいため θ1 > θ2 とする)(0 < θ1, θ2 < 1)。

3 安定性
人々が移動しない場合 (α = 0)、移動するが入国審
査が行われない場合 (α > 0、θi = 0)、移動し、入国審
査も行う場合 (α > 0、θi > 0)の基本再生産数は

R0 = β
c+d+ε , R0γ = β+γα

c+d+ε , R0γθ = β+(1−θ2)γα
c+d+ε+θ1α .

で与えられる。一般に基本再生産数 R∗ < 1 なら非
感染者だけになり、R∗ > 1なら感染が定着する。(1)
式の平衡解は E0 = (a/b, 0, 0, a/b, 0, 0)が常に存在し、
R0γθ > 1 のとき E+ = (S∗, I∗, Q∗, S∗, I∗, Q∗) が存
在する。R0γθ <1のとき、E0は局所的に漸近安定し、

R0γθ >1のとき、E+ は局所的に漸近安定する。

4 疫学的解釈
ここでR0, R0γ , R0γθの関係を考える。パラメータス

ペース (θ1,β)、(θ2,β)は直線R0 = 1, R0γ = 1, R0γθ =
1で 5つの領域（A)－ (E)で分けられる。

θ1(θ2) 1

β

0

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

R0γ = 1

R0γθ = 1

R0 = 1
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

入国審査が無い場合、人の移動が無い状態で 2つの都
市が伝染病が定着しているなら移動しても広がる ((A)、
(E))。また、人の移動してない状態で 2つの都市が伝染
病が定着しなくても移動することで広がる可能性がある

((B)、(D))。一般に入国審査を行った場合、領域 (A)、
(B)では感染が定着 (I(t)→ I∗)し、領域 (D)、(E)で
は感染は定着しなくなる (I(t)→ 0)。つまり R0γθ < 1
のとき感染は定着しない。

5 考察
1. αを大きくすると直線 R0γθ = 1の傾きが大きく
なり、αを小さくすると直線 R0γθ = 1の傾きが
小さくなる。R0 > 1なら αが大きいほうが有効

で R0 < 1なら αが小さいほうが有効になる。

2. β-θi図で θj を大きくすると直線 R0γθ = 1が上昇
し、感染が定着しなくなりやすい。

3. γ を小さくすると β-θ1 図では直線 R0γθ = 1が上
昇するので感染が定着しなくなりやすく、β-θ2図

では直線 R0γθ = 1の傾きが小さくなり、θ2 の影

響が小さくなるので相対的に θ1の効果が重要にな

るといえる。

4. εを加えたが今までの研究と比べて感染が定着し

なくなりやすい以外に変化はなかった。

参考文献

[1] Xianning Liu,Yasuhiro Takeuchi
”Spread of disease with transport-related infec-
tion and entry screening”
J.Theor.Boil.,242,2,2006,517-528.



渡り鳥を考慮した鳥インフルエンザ感染モデル- 鶏虐殺の影響は？ -

静岡大学工学部システム工学科　竹内研究室
本田　卓也

1 背景
以前，人は鳥インフルエンザに感染しないと考えら

れていた．しかし，1997年に香港のニュースで人に鳥
から鳥インフルエンザが感染したことが報道された．

その後も連続して鳥インフルエンザが人へ感染してい

る．現段階では鳥インフルエンザが人から人に伝染す

ることはないと言われている。専門家の中では近い将

来，人間間で感染する能力を持った新種の鳥インフル

エンザが発生するといわれている．本研究では，数理

モデルの解析を行い，人への感染能力を持った新種の

鳥インフルエンザが発生した場合にも，鳥インフルエ

ンザの発端である鶏を虐殺するだけで，本当に鳥イン

フルエンザがなくなるのかということについて検討を

行う．

2 SI-SIRS Model
以下に表すモデルについて説明する．まず上の２式

が鳥の生態系であり，下の４式が人の生態系である．

ここで注目すべきは，鳥は独立したシステムであり，

人は鳥から影響を受けるシステムとなっていることで

ある．新種の鳥インフルエンザは人から人に感染する

ことに注意する．また，人の寿命は鳥の一生に比べて

長いので，人の出生や自然死亡を考慮しない．




X ′ = c− bX − ωXY

Y ′ = e + ωXY − (b + m)Y
S′ = −(β1Y + β2H)S + δR

B′ = β1SY − (d + ε)B
H ′ = β2SH + εB − (α + γ)H
R′ = γH − δR

(1)

各パラメータは以下の意味を持つ．

X：鳥インフルエンザに感染していない鳥の数　

Y：鳥インフルエンザに感染している鳥の数　

S：鳥インフルエンザや新種の鳥インフルエンザに感染していない人の数　

B：鳥インフルエンザに感染している人の数　

H：新種の鳥インフルエンザに感染している人の数　

R：新種の鳥インフルエンザから回復して免疫を持っている人の数　

c：鳥の出生率　

b：鳥の自然死による死亡率　

m：鳥の鳥インフルエンザによる死亡率　

ω：鳥の鳥インフルエンザの感染率　

d：鳥インフルエンザ感染による人の死亡率　

e：感染鳥の侵入率　

β1：人の鳥インフルエンザの感染率　

β2：人の新種の鳥インフルエンザの感染率　

γ：人の新種の鳥インフルエンザからの回復率　

α：人の新種の鳥インフルエンザでの死亡率　

ε：鳥インフルエンザが新種の鳥インフルエンザに変異する確率　

δ：新種の鳥インフルエンザウイルスの免疫記憶の消失率　

3 鳥のシステムのダイナミクス
鳥のシステムでは正の平衡点（X∗, Y ∗) が存在し，

Lyapunov関数を用いることで常に大域漸近安定であ
ることが分かる．また，正の平衡点の渡り鳥（e)によ
る影響は以下のようになる．

∂X∗

∂e
< 0　，　

∂Y ∗

∂e
> 0 (2)

4 シミュレーション結果
渡り鳥の効果についてシミュレートした結果を以下

の図 1,図 2に示す．次に渡り鳥が侵入したとき，新種
の鳥インフルエンザに感染した人だけを隔離したとき

の被害の大きさを図 3に示し，また，鳥インフルエン
ザに感染した鳥だけを虐殺した場合を図 4に示し，渡
り鳥が侵入しなかった場合についても同様に図 5,図 6
に示す．

• 渡り鳥の効果 (β1 = 0.2, β2 = 0.3)

t

B+H

図 1: e = 0.0の場合
t

B+H

図 2: e = 10.0の場合
• 被害の大きさ (e = 10.0)

t

B+H

図 3: β1=0.4,β2=0.1
t

B+H

図 4: β1=0.1,β2=0.4

• 被害の大きさ (e = 0.0)

t

B+H

図 5: β1=0.4,β2=0.1
t

B+H

図 6: β1=0.1,β2=0.4

5 結論

図 3から図 6までを比べると，鳥インフルエンザに
感染した渡り鳥が侵入してきた場合，β2を小さくする，

つまり新種の鳥インフルエンザに感染した人を隔離す

るほうが人に及ぼす被害は少なくなるということが言

える.また，渡り鳥が人に及ぼす影響とは，図 1と図 2
を見比べると分かるように，流行を早める効果と感染

者数の最大値を下げる効果がある.

参考文献
[1] Shingo Iwami , Yasuhiro Takeuchi , Xianning Liu,

Avian-Human influenza epidemic model, to appear.
in Math. Biosci.



時間遅れがあるロトカ‐ヴォルテラ方程式におけるトランジェントカオス
静岡大学工学部システム工学科　竹内研究室　 5021-3084 矢嶋 利行

1 はじめに
時間遅れがある２次元ロトカ‐ヴォルテラ方程式の被食

者－捕食者系において、永続性 (permanence)は数学的に
証明されており、捕食者の時間遅れがある程度大きくなる

と、カオス軌道が生じることが示されている。本研究では

カオティックな軌道から時間が経つにつれ周期解に収束す

るトランジェントカオスに注目し、初期関数や時間遅れが

どのように解軌道の性質に関係するのかを調べる。

2 モデル
2.1 モデルの紹介
時間遅れがある２次元ロトカ‐ヴォルテラ方程式の被食

者‐捕食者系のモデルをスケール変換し、パラメータを減

らすと以下のシステム (E)になる。

{
x′(t) = x(t)[r1 − x(t− τ1)− by(t)]

y′(t) = y(t)[−r2 + cx(t)− y(t− 1)].
(E)

システム (E)において x(t)、y(t)はそれぞれ被食者、捕食
者の個体群密度を表す。τ1は非負であり、残りのパラメー

タはすべて正数である。また x(t)、y(t)の初期関数をそれ
ぞれ φ、ψ (非負)とする。

2.2 境界平衡点について
システム (E)において、cr1 − r2 > 0 のときに正の平

衡点が存在する。また、絶滅平衡点 (0, 0) は常に存在しか
つ、不安定であり、x = 0、y > 0をみたす境界平衡点は存
在しない。また y = 0、x > 0 における境界平衡点 (x̄, ȳ)
は、x̄ 6= 0 かつ x̄(r1 − x̄) = 0 より、以下のようになる。

(x̄, ȳ) = (r1, 0).

3 シミュレーション
システム (E)のパラメータと初期関数を次のように固定

しよう。以下では初期関数はすべて定数関数とする。

r1 = 4.68, r2 = 2.145, b = 0.2790679,
c = 1.617647, φ = 4.68.

このときシステム (E)の正の平衡点が存在して (x∗, y∗) =
(3.637, 3.738) となり、また y = 0 のときの境界平衡点は
(x̄, ȳ) = (4.68, 0) となる。

3.1 初期関数による解軌道の変化
ここでは τ1 = 0.359 とし、y の初期関数 ψ のみ変化さ

せる。図１は ψ を変化させたときの主な３つの軌道であ

る。ψ = 3.0 (図１:左)を見ると、軌道の中心に空洞があ
るのがわかる。ここには正の平衡点が存在しており、他の

解軌道図においても同じようになる。周期解に収束する速

さは図１ (中)のような軌道全体が密なときトランジェン
トカオスよりも図１ (右)のような軌道のときのほうが速
い。また軌道全体が密なときの中でも収束するのが速い場

合と遅い場合に分かれた。
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図 1: 左から ψ = 3.0, 0.1, 8.0

3.2 時間遅れによる解軌道の変化
ψ = 0.1 として τ1 を変化させる。このとき図２ (右上)

または、図１ (中)が基準となるトランジェントカオスで
ある。

(1)： τ1 を小さくした場合

徐々にカオス的な軌道を描かなくなり、最終的には境界平

衡点周りで振動する単調な軌道を描く。(図２の左上)
(2)： τ1 を大きくした場合

周期解に収束しない。τ1 = 0.3655 (図２の左下)のときの
２重周期から始まって、周期的な軌道が３つになり、最終

的には図２ (右下)のようなシャークヘッドカオスになる。
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図 2: 左上から τ1 = 0.159,0.325,0.359,0.3655,0.369,0.459

4 考察
元のモデルにおいて、被食者、捕食者の時間遅れをそれ

ぞれ τ ′1、τ ′2 とすると、τ1 = τ ′1
τ ′2
という関係が成り立つ。τ ′2

を固定すると、τ1 の変化は τ ′1 に比例する。このことから

τ ′2 が τ ′1 の 2.7397～2.7932 倍のとき ( 0.358 < τ1 < 0.365
のとき)、軌道はトランジェントカオスとなり、ある程度
時間が経つと２種は周期的に共存する。このときより τ1

が小さいと、境界平衡点周りで振動する軌道を描き、絶滅

寸前まで追い込まれる捕食者に対し被食者は危機なく生存

する。逆に τ1 が大きくなると、１つだった生存周期が２

重周期となり、さらに３つに分かれる。最終的にはシャー

クヘッドカオスのような軌道を描く。この一連の過程の中

で、τ1 = 0.369 のときの解軌道は特異的なものであった。

参考文献
[1] S.Nakaoka,Y.Saito,Y.Takeuchi,

Stability,delay,and chaotic behavior in a Lotka-Volterra
predator-prey system, Math. Biosci. Eng., 3, (2005), 1,
173-187



ヒメヤマトオサガニの cleaning 行動とその進化の数理モデル

理学部　情報科学科　高橋研究室　４回生　稲垣　絢子

１．はじめに

　ヒメヤマトオサガニは日本の海岸沿いの干潟に生息

するスナガニ科の小型のカニで、同種他個体の甲や歩

脚に付着している砂や泥を摂餌する cleaning 行動を

示す。

　cleaning 行動では、cleaning を受けた個体は自身の

巣穴に後退し、相手に餌場を譲る傾向がある。なぜ

cleaning 後に cleaning を受けた個体がこのような行

動をするのかは明らかではない。

　本研究ではヒメヤマトオサガニの cleaning 行動に

ついて、どのような条件下でこの行動が持続されるの

か、またこの行動がどういう過程を経て進化するのか

を調べるため、cleaner（cleaning個体）、recipient（受

け手個体）についていくつか戦略を考え、解析的な計

算とシミュレーションを行った。

２．cleaning行動が持続する条件

　cleaning 行動のモデルは、囚人のジレンマとよく似

た状況となった。そのため、cleaning 行動のモデルで

もしっぺ返し戦略（cleaner は初回 cleaning し、次回

以降は相手が後退すればcleaningする戦略、 recipient

は相手が cleaning すれば後退する戦略）が有利な戦

略となる時に、現実の cleaning 行動が維持されると

仮定し、しっぺ返し戦略が維持される条件を求めた。

　シミュレーション結果から、しっぺ返し戦略が現れ

る割合は cleaner、recipient それぞれ右図のようにな

った。
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   cleaner がしっぺ返し戦略をとる割合
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cleaningする利得

0.0
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cleaningされる利得
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   recipient がしっぺ返し戦略をとる割合

３．cleaning 行動の進化

　ヒメヤマトオサガニの cleaning 行動では、双方の

しっぺ返し戦略が同時に出現するとは考えにくく、前

のモデルでは cleaning 行動の進化が説明できない。

そのため、次のような設定を追加したモデルを考えた。

　cleaning が利益になる場所とコストになる場所を設

定し、一部の個体が場所の移動を行う。

また、recipient の戦略によって、相手個体は利得が少

なければ死亡する確率が高くなる。

　cleaning も後退も起こっていない状態に突然変異で

新しい戦略を順番に導入すると、cleaning 行動の進化

が説明できた。

卒業論文



　　二種類の伝染病に対する季節変動の影響のモデル
　　　　奈良女子大学　理学部　情報科学科　高橋研究室　上田真実

 基本的な伝染病の数理モデルとして、
カ ー マ ッ ク と マ ッ ケ ン ド リ ッ ク
(Kermack and McKendrick) による感
染可能個体、感染個体、免疫を持った個
体を考えた SIR モデルがある。本研究で
は、SIR モデルを基礎とした二種類の伝
染病のモデルにおいて、感染率と回復率
に季節変動がある場合、二種類の伝染病
の共存に季節変動がどのように影響する
かを調べた。
　二種類の病気を病気 a、病気 bとする。
病気 a が存在し、病気 b が存在しない状
態で平衡点が安定になる条件を解析的に
求め、季節変動がある場合のシミュレー
ション結果と比較して、病気 b が侵入で
きる領域の変化を調べた。
　右上の図は、病気 b の単独感染率と、
病気aとbの感染率の位相差を変化させ、
季節変動によって病気 b が侵入できるか
できないかを調べた図である。
・ 点を打った領域—季節変動の有無に
関係なく病気 bが侵入できない

・ 塗りつぶした領域—季節変動により
病気 bが侵入できなくなる

・ 編目の領域—季節変動により病気 b
が侵入できるようになる

・ 斜線の領域—季節変動の有無に関係
  なく病気 bが侵入できる

この図から、病気 b の侵入に病気 a と b
の感染率の位相差が大きく影響している
ことがわかる。

　単独感染率＞重複感染率の場合、病気

b の感染率が病気 a の感染率より
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インターネットオークションにおける最適戦略
奈良女子大学 理学部 情報科学科 高橋研究室 大原一華

　本研究では, インターネットオークシ
ョンの入札履歴データの分析を行い, イ
ンターネットオークションにおける最適
戦略を求めることを目的とする.
　インターネットオークションは「最も
高い値をつけた人が 2 番目に高い付け値
で財を競り落とす」という点において,
「第 2 価格オークション」の性質を持っ
ている. 上記のオークションでは「自分
が商品の対価として払ってもよいと思う
最大価格」(私的価値)を 1 回入札するこ
とが最適戦略となる事が知られている.

入札履歴のデータ分析
 履歴データを分析した結果, 一度入札を
行ったにも関わらず, 再び入札行動を行
うケースが多い事がわかった. これは,
上で示した第 2 価格オークションの最適
戦略と矛盾している.

2回以上入札を行う入札者割合(横軸)と履歴データ数に

対する割合（縦軸）

シミュレーション
　インターネットオークションで第 2 価
格オークションの最適戦略と実際のイン

ターネットオークションで観測された価
格をつり上げていく戦略のいずれが有効
かを調べるため, 単純なインターネット
オークションのモデルを作り, シミュレ
ーションを行った.
以下の(a), (b) 2 種類の戦略を考える.
 (a) 入札機会を得た時点で, その時, 入
札が許される最低価格を入札(Yahoo オ
ークションでよく観測された戦略)
 (b) 1 回目の入札でのみ, 自分の私的価
値を入札(第 2 価格オークションでの最
適戦略)
　オークションに参加する人数と総入札
回数を変えて, 戦略(a)と戦略(b)でどちら
が大きな利得を得るかを求めた.

入札者の人数と総入札回数に有利な戦略の変化.

　グラフの網点は戦略(b)が有利になった
部分である.
　オークションに参加する人数に対して,
総入札回数が小さいときには戦略(b)が有
利となり, また人数に対して総入札回数
が大きいときには戦略(a)が有利となる.
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!キュウセン属ホンベラは個体により、
生涯を雄として過ごす一次雄個体と雌か
ら雄に性転換する性転換個体が存在する。
　これまでこの二つの生活史は遺伝的に
決定されていると考えられてきた。しか
し近年の研究で一次雄から雌に性転換し
た個体が発見され、また周りの体長との
差によって一次雄になる確率が変わるこ
とが分かった。これにより、これらの生
活史は遺伝的に決定されたものではなく、
幼魚期の条件により生活史を選択してい
ると考えられている。
　本研究では幼魚期の条件（密度、体長）
により戦略モデルを考えるとする。

OJ!PQNRS/0-.123

　１つの場所で遺伝的に決まっている戦
略だけの場合、一次雄になる割合は一定
の値に落ち着き ESS の状態となる。しか
し、密度が異なる２つの場所で子供の交
流があると、ESS の状態ではなくなる。
密度により一次雄になる割合が変わる条
件戦略を加え、２つの戦略の割合の変化
をシミュレーションにより調べた。
　図の細線は遺伝的に生活史が決まった
個体の割合、太線は条件戦略個体の割合
を示している。これにより、遺伝的に生
活史が決まった個体は絶滅し、条件戦略

個体だけが生き残った。
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　　図　それぞれの戦略の割合の変化
TJ!UVW#XYNRS/0-.123

　一緒に飼育する個体が幼魚だけの場合、
幼魚の体長が大きいと雌に、小さいと一
次雄に変化することが分かっている。こ
のことから、幼魚期の体長により一次雄
になるか雌になるかを選択する戦略を考
える。
　繁殖期には成長しないで繁殖期以外の
ときに成長するとし、体長による繁殖成
功を以下のように仮定した。一次雌は緩
やかに増大、一次雄はある体長までは増
加するがその後減少、二次雄は大きい体
長のところで急激に増大。それぞれの初
期体長で一次雄生活史と性転換生活史の
生涯繁殖成功を比べ、大きい方の生活史
を選択する条件戦略が有利となる。
　この条件戦略では初期体長の分布範囲
によらず、幼魚期の体長が一定の範囲内
では一次雄生活史を選択し、それ以外の
ときは性転換生活史を選択する戦略とな
る。
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魚の個体群となわばりのフラクタル構造

奈良女子大学　理学部 　情報科学科 栃木　紅美

アフリカのタンガニイカ湖沿岸部に生息する、ロボキローテス Lobochilotes labiatus（以後、ロ
ボ）というベントス（底生生物）食魚は、各個体がそれぞれ採食なわばりを維持している。体長の

異なる個体間でなわばりは大きく重なっており、７つの異なる体長クラスの同種個体がなわばりを

７重に重複させている事が明らかになっている。このなわばりの重複は、摂餌する岩の割れ目の幅

によるニッチ分割によって可能となっている。

本研究では、ロボの重複なわばりの構造を、フラクタルのべき分布により特徴づけることを試み

た。成長速度と死亡率を、以下のように設定して、体長分布のダイナミクスをモデル化した。

• 成長速度
成長速度は、ある体長の個体が１分間に摂餌する回数と１回あたりの摂餌量に比例するとす

る。１回あたりの摂餌量はロボの体積に比例するとし、摂餌回数については実際のデータか

ら、体長との関係式を求めた。また、ある程度成長すると成長速度が遅くなるとする。

• 死亡率
ある体長の個体が利用する岩の割れ目の数に対して、同じ岩の割れ目を利用する個体数が多

くなると死亡率が高くなるとする。摂餌する岩の割れ目の幅とその分布に関する式は、実際

のデータから求め、べき分布になることを確かめた。また、生まれたばかりのロボよりも成

長したロボの方が、死亡率が低くなるとする。

このモデルから得られるロボの個体数のデータが、体長に関してべき分布になることを確かめ、そ

の指数の値と実際のデータにおけるべき分布の指数の値とを比較した。その結果、体長分布指数に

は餌場のサイズ分布のべきの指数がきいていること、現実の体長分布指数を与えるパラメータが存

在することが確かめられた。

(a) (b)

餌場のサイズ分布のべきの指数 cと体長による死亡率減少指数 vを変化させたときの、べきの指

数の等高線図。(a)は常微分方程式、(b)は近似式を用いた。
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空間を巡る競争に関するメタ個体群動態の数理モデル研究
A mathematical model for the metapopulation dynamics about the competition for space

上出太一郎
広島大学理学部数学科

Taichiro KAMIDE
Department of Mathematics, Faculty of Science,

Hiroshima University, Kagamiyama 1-3-1, Higashi-hiroshima 739-8526 JAPAN

生息好適地がパッチ状に分布する環境中において，生息好適パッチを巡って競争する複数種の共存可能性につ
いてのメタ個体群動態に関する数理モデルを考察した。N 種の生物個体群が存在し，各生息好適パッチは，１種
のみが占めるか空であるとする。種間には競争的な優劣が存在し，優位種は劣位種が占めているパッチを奪うこ
とができるが，劣位種は優位種が占めているパッチを奪うことはできないとする。これらの仮定に基づく次のモ
デルを考察する：

dpi

dt
= αiFi,N

(
1−

N∑

k=1

pk

)
+

N∑

k=i+1

Fi,k−1sikfipipk −
i−1∑

k=1

Fk,i−1skifkpkpi − δipi. (1)

ここで，
Fi,k = Fi,k(p1, p2, . . . , pk) =

fipi∑k
j=1 fjpj

である。i > j であるとき，種 iは種 j より競争的に優位であるとする。pi(t)は時刻 tに全生息域内において種 i

が占めるパッチの期待頻度を表す。fi は種 iの分散性を表す係数，δi は種 iパッチにおける種 i個体群の絶滅率，
sij は種 iによる種 j パッチの奪取成功係数，αi は種 iによる空パッチへの定住成功係数を表す。fipi(t)は時刻 t

における種 iの分散部分個体群の実効的な大きさ，Fi,k は分散している種１から kの分散部分個体群のうち，実
効的な種 iの頻度を表す。空パッチの獲得や優位種による劣位種パッチの奪取については種間競争が存在し，競争
の勝者となる確率は，分散部分個体群の実効的な頻度に比例すると仮定している。さらに，競争の勝者が奪取し
たパッチへの定住に成功する確率は，その分散部分個体群の実効的な大きさに比例するとする。
本研究では，特に，２種系についての詳細な解析を行った。劣位種パッチの奪取成功率が十分に小さい場合に
は，劣位種の分散性が優位種の分散性に比べて十分に強いとき，劣位種パッチの奪取成功率が十分に大きい場合に
は，劣位種パッチの絶滅率が十分に大きいとき，優位種個体群が絶滅することがわかった。この結果は，パッチ
状環境における複数種競争系における共存性が各生物種の分散性に左右され，単一の生息地内での競争関係にお
ける優劣とは異なる競争の結果が生じうることを示している。

We consider a metapopulation dynamics model with N species competing for space in a patchy environment.
In our model, each patch is alternatively occupied by a species or vacant. The species are ranked and
labeled in the order of the competitive dominance. Each species could take away a patch occupied by
the subordinant species, though can never do any patch occupied by the dominant species. With these
assumptions, we consider the model (1). The species i is competitively dominant over the species j for i > j.
pi(t) is the frequency of patches occupied by the i th species at time t. fi is the dispersion coefficient of the
i th species, δi the extinction rate for the i th species at the its occupied patch, sij the coefficient of the
i th species’ successfully taking away a patch occupied by the j th , αi the coefficient of the i th species’
successful settlement at a vacant patch. fipi(t) is the effective size of dispersing subpopulation of the i th
species at time t. Fi,k is the frequency of species i in the dispersers from the 1st to the k th species. The
probability to successfully take away a patch occupied by the subordinant species is proportional to the
size of the dispersing subpopulation. In this work, as the first step, we analyzed the two-species version of
(1). We found that the competitively dominant species goes extinct while the subordinant species persists,
if the dispersivity of the subordinant species is sufficiently stronger than that of the dominant when it is
hard for the dominant disperser to take away the subordinant patch, or if the natural extinction rate of
the subordinant species’ patch is sufficiently large when it is easy for the dominant disperse to take away
the subordinant patch. Our result implies that the dispersivity significantly contributes to the coexistence
of different species in a patchy environment, and that the interspecific competition for space would make a
different competitive conclusion, depending on the patchiness of habitat environment.



(卒業論文) 突然連続変異によるインフルエンザウイルスの同時２系統の流行
での共存条件 

九州大学理学部数理生物学研究室 大森亮介 
 

 インフルエンザ A、B型の系統樹の単型的な分岐構造の説明として、交差免疫
と一般免疫に焦点を当てることは有用である。そこで交差免疫と一般免疫を考

慮したシーズン毎のインフルエンザ流行モデル(Andreasen 2003 ; Andreasen 
and Sasaki 2006)を用いて、抗原連続変異により２系統が同時出現した場合の
シミュレーションを行い、二系統間の共存条件を調査した。AndreasenとSasaki
のインフルエンザ流行モデルは二系統の流行期間が離れている場合のみを仮定

していたが、今回の研究では二系統の流行期間が重なった場合に共存条件はど

のような変化を起こすかを解析した。ウイルスは流行シーズン経過毎に一定の

遺伝距離の進化をすると仮定し、それに伴い交差免疫は流行シーズン経過毎に

弱まると仮定した。さらに２系統が同時に流行する場合は、交差免疫とは別に

一時的免疫を仮定した。一時的免疫とは、感受性個体がある病原体に感染する

と一般免疫系が活性化されるため、他の病原体に感染しにくくなることを想定

しており、効果は１シーズンで消えるものとした。 
 ウイルス２系統の共存条件に影響する要因について調べた結果、特に感染者

の基本増殖率が流行の大きさ、および人々の交差免疫の構造の双方に影響し、

さらに２系統の流行期間の重複の度合いによってこの二つの影響の強さが変わ

ることがわかった。即ち、感染者の基本増殖率が大きくなると感染者総数が大

きくなり（流行の大きさに対する影響）、また、感染者の基本増殖率が大きくな

ると、大半の個体が先に流行を開始した系統に感染することにより、遅れて流

行を開始した系統への交差免疫がより強いものになる割合が小さくなる（交差

免疫の構造に対する影響）。そして、交差免疫の構造の変化への影響が、流行の

大きさへの影響より強くなる場合（感染者の基本増殖率が小さい）と弱くなる

場合（感染者の基本増殖率が大きい）の閾値が存在した。また、一般に２系統

の流行期間の重複がシーズン毎に一定の場合は、重複が大きければ大きいほど

共存しやすくなることがわかった。これは遅れて流行を開始する系統が流行を

開始する時刻を早めることで、交差免疫と一時的免疫の集団的な効果を縮小さ

せていることに起因している。 
 



（卒業論文）

稲の葉いもち及び穂いもちに対するマルチライン効果の理論的解析

　九州大学理学部生物学科数理生物学研究室　　金田恵

　いもち病の発病抑制や発生予測などの研究は、稲の生産を安定に保つために欠かせない重要

な課題となっている。そこで、本研究ではいもち病防除の手段として期待されているマルチラ

イン（多系品種）の効果を調べることにした。マルチラインとは、抵抗性のみが異なる「同質

遺伝子系統」を育成し、それを混合して、抵抗性に多様性を持たせる栽培方法のことをいう。

　本研究では、実際の測量データを参考に、いもち病の発生、流行過程をモデル化した。その

際、いもち病を葉いもち及び穂いもちに分類し、その病斑数を、感受性系統のみ、感受性系統

と抵抗性系統を様々な割合で混植した圃場の場合にわけて比較し、マルチラインの効果を調べ

た。
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　L,E は総葉面積、総穂面積を表し、各生長段階において異なる定数をとる。l,e は葉いもち

病斑数、穂いもち病斑数を表し、α,βは葉いもち感染率、穂いもち感染率、μはいもち病斑の

壊死率を表す。P は圃場内の感受性系統割合で、P の値が小さくなる程、圃場内の感染可能面積

が少なくなる。また、解析をする際は l(0)の初期値を 1.0×10-1０とし、圃場内に微量の葉いも

ち病斑が確認されてから７０日間のいもち病進展の様子を調べた。

　その結果、P の値を小さくする程、葉いもち流行時期を遅らせられることが分かった。いもち

病進展は葉いもち感染率に依存し、穂いもち感染率はほぼ影響しなかった。また、葉いもち感

染率α=0.0025 の時、穂いもち発病率は感受性系統のみの時に比べて、抵抗性系統 1/2 混植圃

場では約 45％に、抵抗性系統 3/4混植圃場では約 20％に抑制することができた。

　実際に 2002 年に行われた調査では、抵抗性系統 1/2 混植圃場では約 30％に、抵抗性系統 3/4

混植圃場では約 10％に穂いもち発病数が抑制されていた。ただし、いもち病流行時期などに大

きなズレが見られ、いもち病発病の際の気温、湿度などの至適条件がいもち病流行に大きな影

響を及ぼしていることが考えられる。



（卒業論文） 
ゾウムシの最適産卵戦略とその地域変異について 

九州大学理学部生物学科 数理生物学研究室 佐伯 晃一 
 

 ツバキシギゾウムシが集団中のどの大きさのツバキの果実に産卵するのかについて、野外では地

域によって傾向の違いがあることが分かっている（東樹、曽田 2006）。本研究では最適な餌選択モ

デルの考え方に基づいて、どの大きさの果実に産卵するかについてのモデルを作り、地域変異の原

因について考察した。 

 餌選択モデルと同様にゾウムシは全体の効率を最大化するように産卵する果実を選ぶと考える。

全体の効率とは産卵で得られる総適応度をそれにかかった総時間（探索時間＋処理時間）で割った

ものである。得られる適応度は種子の体積に比例し、処理時間は果皮厚に比例すると仮定する。 

 いま、口吻長 rのゾウムシが大きさ zの果実に産卵した時に得られる適応度の期待値を E[z,r]、

処理時間の期待値を H[z]とする。期待値で表すのは同じ大きさでも果皮厚が異なる可能性があるか

らである。さらに、果実あたり一匹しか幼虫が生存できないと仮定し、果実が既に産卵されたかど

うかの指標として果実の穴の数 Nを考える。したがって産卵するかどうかの決定には E[z,r]に穴の

数 N の影響をかけたものを使う。餌選択モデルより以下の不等式が成り立つ時に産卵するのが最

適という結論が得られる。ただし Rは全体の効率である 

  

! 

E[z,r]exp("N#[z])

H[z]
> R  

Ψ[z]は集団の攻撃成功率であり、exp(－NΨ[z])は穴の数 Nの果実がまだ産卵されていない確率を表

す。 

 上式より不等式 

 

! 

N <
logE[z,r]" log(H[z]R)

#[z]
 

が得られる。これは穴の数がある閾値より少なければ産卵することを示している。 

 実際に産卵する果実の大きさの傾向に違いのある二つの集団（Ashizuri、Nara）のデータ（果

実の大きさの分布、果皮厚の分布、ゾウムシの口吻長の分布など）を用いてそれぞれ閾値を計算し

たところ、下図のような結果が得られた。 

 
 また、Ashizuriのデータにおいて果皮厚に対する口吻の相対的な長さのみを Naraの場合と同じ

ように変えると Naraの場合と同じような傾向に変化した。これにより、地域差の原因の一つは果

皮厚に対するゾウムシの口吻の相対的な長さであることが分かった。 



リン排出を伴う人間活動と

湖の水質の数理モデル

九州大学理学部生物学科

数理生物学研究室４年　新貝豪士

　人間活動による湖に対するリン排出は湖の水質に大き

く影響する。湖周辺の住人や畜産業者などリンの排出を

日常的に行っている人々は、湖の水質に危機感を持った

り、社会的な義務を感じるなどして、協力的な対応をと

るグループと非協力的な対応をとるグループに分けられ

ると仮定することができる。本論文では、人々がどのよ

うな行動をとれば水質改善へと向かうのかを明らかにす

るため二つのモデルを想定した。一方は①協力者の割合

が単純に一定の水質レベル

€ 

Kを閾値として増加したり
減少したりするモデルであり、もう一方は②人々が協力

するか否かの決定に水質だけでなく周囲の人々の協力の

割合

€ 

ξxと社会的な湖の水質への関心

€ 

γyから来る社会
的圧力や個人にかかる経済的な負担

€ 

cも関わるモデルで

ある。モデル①では

€ 

Kの値を変化させ、モデル②では

€ 

ξx、

€ 

γy、

€ 

cの三つのパラメータを一つずつ変化させ
てシミュレーションを行い、その動きを見た。その結果、

前者のモデルにおいては人々の意思決定の閾値となる水

質のレベル

€ 

Kを下げることによって湖の水質が改善さ
れ、安定することが分かった。また、後者のモデルでは

周囲の協力割合による圧力

€ 

ξxを高めること、社会の環
境への関心

€ 

γyを高めること、協力的 option のコスト

€ 

c

を下げることの三つが水質改善とその安定に重要である

ことが分かった。

Model①

  

€ 

xt+1 =

0 : xt+1 < 0
xt + s(yt −K) : 0 ≤ xt+1 ≤1
1 : xt+1 > 1

 

 
 

 
 

€ 

xt :t年目の湖近隣の住民の協力者の割合

€ 

yt :t年目の湖中のリン濃度

€ 

s:湖の汚さが行動選択に与える影響の大きさ

€ 

yt+1 = (1−α)yt +
ryt

2

1+ yt
2 + PA (1− xt ) + PB xt

€ 

α :湖水から外部へのリンの流出割合

€ 

r :湖底からのリンのリサイクルの最大量

€ 

PA :汚染抑止に非協力的な人の排出する一年分のリン量

€ 

PB :汚染抑止に協力的な人の排出する一年分のリン量

Model②

  

€ 

xt+1 =

0 : xt+1 < 0
(1− s)xt + sβ(1+ ξx + γy − c) : 0 ≤ xt+1 ≤1
1 : xt+1 > 1

 

 
 

 
 

€ 

s：湖へリンを排出する人々の置換率

€ 

β ：社会的圧力と経済的コストの影響が協力者の割合

に及ぼす力の係数

€ 

yt+1 = (1−α)yt +
ryt

2

1+ yt
2 + PA (1− xt ) + PB xt

図１　低リン濃度の安定点に収束している一例



平成 18年度卒業論文要旨

母のフェロモン伝達経路における scaffold
proteinの機能とその初期値について

九州大学理学 生物学科数理生物学研究室 　

田中　折枝

　 母はフェロモンシグナルを受容すると、

接合のために細胞分裂の停止や形態の変化な

ど一連の反応を こす。フェロモンシグナル

は MAPK カスケードにより細胞 中を伝達され

る。 母MAPKである Fus3はフェロモン受容
前に不活性な状態で発現し、予め他のMAPK
や scaffold proteinと複合体を形成している。
母がフェロモンを受容すると、細胞 中に放

出された活性型 Gタンパク と scaffold 複合

体が結合する。この活性型 scaffold 複合体中

で Fus3 がリン酸化されることでフェロモン刺

激が伝達される。細胞 中のすべての Fus3が
予め scaffoldと複合体を形成していれば、フェ
ロモン受容時の Fus3リン酸化反応は速やかに
行われるように思えるが、実際の細胞内では

フリーの状態の Fus3が大量に存在している。
このことは scaffoldと Fus3に最適な量比が存
在することを示唆している。

本論文では、Gタンパク と scaffold 複合体

の結合から、Fus3 がリン酸化されるまでの反

応を微分方程式を用いてモデル化し、各成分

の初期濃度とリン酸化 Fus3(Fus3*)の生成速度

との関係について調べた。総 Fus3濃度が一定
という条件の下で scaffold複合体の初期濃度を
変化させた。つまり scaffoldが増加すると、フ
リーFus3は減少する。Fus3*濃度の時間変化を
数値 算により求め（上図）、総 Fus3 の 75％

がリン酸化されるまでの時間の逆数をシグナ

ルの伝達速度として調べた。その結果、下図

に示す通りシグナル伝達速度を最大にする最

適な scaffold 初期濃度が存在することが っ

た。シグナル受容直後、Fus3リン酸化の初速
度は scaffold初期濃度に依存して増加するが、
しばらく時間が経つとフリーFus3が多いほど
Fus3リン酸化反応は速くなる。これは一旦形
成された活性型 scaffold複合体によってフリー
Fus3がリン酸化されるからである。すなわち
フリーFus3の存在が Fus3リン酸化を加速して
いることが明らかとなった。リン酸化反応の

初速度と、反応後期に こる加速のバランス

によって、Fus3リン酸化速度を最大にする
scaffold/フリーFus3初期濃度比が決定されてい
る。
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　　　　　　　　　 2006年度修士論文　Ｃ型肝炎モデルの解析
　
　　　　　　　　東京大学大学院数理科学研究科　磯野　州（Shu Isono）　　　　　　
　　　　　

1 C型肝炎とは何か・基本モデルと規格化モデル
　 C型肝炎を引き起こすウイルスをHCVという. HCVに感染すると, 無症候期, 急性
期, 慢性期を経て肝硬変や肝臓がんに発展する. 感染経路は血液媒介であり, 針刺し事故,

入れ墨, 覚醒剤注射の回し打ちなどがある. 母子感染はほとんどない. 主な症状には, 倦怠
感, 食欲不振, 嘔吐, 黄疸などがある. ここで, C型肝炎の病期（急性期,慢性期）について
考える. 通常は, 急性期は症状が顕著に現れ, 悪化が急速に進む期間のことを言い, 慢性期
は感染から６ヶ月経過しても治らず症状が継続し, しかし症状は比較的軽めで, 徐々に悪
化が進む期間のことを言うが, C型肝炎は急性期でも症状は軽く, 慢性化した後に感染に
気づく場合がほとんどである. したがって,C型肝炎における急性期とは, ただ単に感染か
ら６ヶ月経過するまでの感染初期のことを指しているにすぎない.

さて、微分方程式モデルを考えるために, 記号などを定義しよう. θを急性期から慢性期
に移行してからの経過時間（持続時間）とする. S = S(t)を感受性人口密度, I = I(t)を
急性人口密度, v(θ, t)を持続時間 θにおける慢性人口密度とする. N = N(t)を総人口, bを
出生率, µを感受性人口及び急性人口の死亡率, νは慢性人口の死亡率とする（ν > µと仮
定する.）. γを急性患者との接触に関する感染率, δ(θ)を持続時間 θの慢性患者との接触
に関する感染率とする. α(θ)を持続時間 θの慢性人口から感受性人口へと移行する率（回
復率）とする. kを急性人口から慢性人口へと移行する率とする. また, 任意の関数 g(θ, t)

に対して,Dg(t) =
∫ ∞
0 δ(θ)g(θ, t)dθ, Ag(t) =

∫ ∞
0 α(θ)g(θ, t)dθ とする. また,b + k > ν − µ

と仮定する. さて, 以下の微分方程式モデルを考えよう
S ′ = bN − γI S

N
− S

N
Dv(t) − µS + Av(t)

I ′ = γI S
N

+ S
N

Dv(t) − (µ + k)I

vt + vθ = −(ν + α(θ))v(θ, t)

v(0, t) = kI, N = S + I +
∫ ∞
0 v(θ)dθ

(1)

モデルを規格化する. s = S
N

, i = I
N

, u(θ, t) = v(θ,t)
N
とおくと, (1)は,

s′ + s{(b − µ) − (ν − µ)
∫ ∞
0 u(θ, t)dθ} = b − γis − sDu(t) − µs + Au(t)

i′ + i{(b − µ) − (ν − µ)
∫ ∞
0 u(θ, t)dθ} = γis + sDu(t) − (µ + k)i

ut + uθ + u(θ, t){(b − µ) − (ν − µ)
∫ ∞
0 u(θ, t)dθ} = −(ν + α(θ))u(θ, t)

u(0, t) = ki s + i +
∫ ∞
0 u(θ, t)dθ = 1

(2)

と規格化される. 以下ではこのシステムの解析をしていくことにする.

1



2 解析結果と考察
(2)の平衡点として感受性人口のみが存在する自明平衡点 Disease Free Steady State

(DFSS)(1, 0, 0)が導かれる. これに対して, 感染者が存在する非自明な平衡点, Endemic

Steady State (ESS)(s∗, i∗, u∗(·))も存在する可能性がある.ここでR0 =
γ+

∫ ∞
0

kδ(θ)e−(b+ν−µ)θΓ(θ)dθ

b+k
,

R∗
0 =

γ+
∫ ∞
0

kδ(θ)e−bθΓ(θ)dθ

b+k−(ν−µ)
とおくと（R0 < R∗

0であることが容易に示せる.）, このR0やR∗
0

を用いてDFSSに関して以下の定理が成り立つ.（但し,Γ(θ) = e−
∫ θ

0
α(τ)dτ とした.）

Theorem1, 2.　 R0 < 1ならば DFSSは局所漸近安定, R0 > 1ならば DFSSは不安定
, R∗

0 < 1ならばDFSSは大域漸近安定

続いて ESSの存在条件について議論する. 次を満たす ESSが存在する可能性がある.

s∗ = λ+µ+k

γ+
∫ ∞
0

kδ(θ)e−(λ+ν)θΓ(θ)dθ
, i∗ = b−µ−λ

(ν−µ)
∫ ∞
0

ke−(λ+ν)θΓ(θ)dθ
,

∫ ∞
0 u∗(θ)dθ = b−µ−λ

ν−µ
.

但し,λ = (b−µ)− (ν −µ)
∫ ∞
0 u∗(θ)dθとおく. ESSの存在に関して以下の定理が成り立つ.

Theorem3.　 1 < R0 < R∗
0ならば ESSは少なくとも１つ存在する. R0 < R∗

0 < 1ならば
ESSは存在しない.

R0 < 1 < R∗
0 のときの後退分岐が起こる可能性について議論する. ある感染率の水準

γ̃, δ̃(θ)が存在して, γ = εγ̃, δ(θ) = εδ̃(θ)と書けているとする. またこの水準に対して
γ̃+

∫ ∞
0

kδ̃(θ)e−(b+ν−µ)θΓ(θ)dθ

b+k
= 1となっているものとする. 以下の定理が導かれる.

Theorem4.　 1
b+k

(1 +
∫ ∞
0 kδ̃(θ)θe−(b+ν−µ)θΓ(θ)dθ) > 1

ν−µ
(1 + 1∫ ∞

0
ke−(b+ν−µ)θΓ(θ)dθ

)が成り

立つならば, R0 < 1 < R∗
0でありかつ, |R0 − 1|が十分小さければ, ESSが少なくとも１つ

存在する.

ESSの局所安定性について以下の定理が成り立つ.

Theorem5.　 1 < εならば ESSは局所漸近安定. ε < 1ならば ESSは不安定.

[1]の論文（下記, 参考論文参照）のモデルは本研究のモデルにおける ν = µの特別な場
合について扱っていると言える. 最後に [1]との結果の相違について述べておく. DFSSに
ついては, 唯一つ存在することや, 局所的な安定性については, [1]と同じような結果が得
られた（Theorem1.）. しかし, 大域的な安定性については [1]はR0のみで議論できてい
たが, 本研究では, 新たなパラメータ（R∗

0）を用いざるをえなかった（Theorem2.）. ESS

に関しては, [1]においては唯一性が示されているのに対して, 少なくとも一つ存在するこ
とが言えたのみである（Theorem3.）. また, [1]では前進分岐しか起こらなかったが, 本研
究では後退分岐が起こる可能性がある（Theorem4.）.

参考論文: [1]Maia Martcheva, Carlos Castillo-Chavez,Diseases with chronic stage in a

population with varying size,Math. Biosci. 182 (2003):1-25.
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修士論文
媒介生物のいる感染症の年齢構造化モデル

(要旨)

霜田　めぐみ (東京大学数理科学研究科)

ペストやマラリア, デング熱といった, 媒介生物のいる感染症の伝播モデルは,

1911年の Rossによるマラリアモデルの提出以降から今日まで盛んに研究されて
きた. しかし, これまでの研究は, 特に年齢構造の入ったモデルに関しては, 主に数
値シュミレーションを用いたものであり, 数学的な解析はほとんどなかった. そこ
で, 本論文では媒介生物のいる感染症の年齢構造化モデルを数学的に解析し, 定常
状態における平衡点の安定性について, 得られた結果を記述する.

本論文では次の式で記述されるモデルを扱う.但し、以下では St ≡ ∂S/∂t のよ
うに表わした:

St(t, a) + Sa(t, a) = − βπi(t)∫ ω

0
P (t, a)da

S(t, a)− µ(a)S(t, a) (1)

It(t, a) + Ia(t, a) =
βπi(t)∫ ω

0
P (t, a)da

S(t, a)− α(a)I(t, a)− µ(a)I(t, a) (2)

Rt(t, a) + Ra(t, a) = α(a)I(t, a)− µ(a)R(t, a) (3)

d

dt
s(t) = b− βπ̂

∫ ω

0
I(t, a)da∫ ω

0
P (t, a)da

s(t)− µ̂s(t) (4)

d

dt
i(t) =

βπ̂
∫ ω

0
I(t, a)da∫ ω

0
P (t, a)da

s(t)− µ̂i(t) (5)

S(t, 0) = B, I(t, 0) = R(t, 0) = 0

但し, S(t, a), I(t, a), R(t, a) はそれぞれ時刻 t における a 歳の感受性者密度, 感染
者密度, 免疫保持者密度 (a ∈ [0, ω], ω はヒトの最高年齢), s(t), i(t) は時刻 t にお
ける感受性ベクター数, 感染ベクター数である. B, b はそれぞれヒト, ベクターの
出生率, µ(a) と µ̂ はそれぞれ a 歳のヒト及びベクターの自然死率を表わす. 更に,

α(a) は a 歳のヒトの回復率とし (α ∈ L1(0, ω), sup(α) < +∞),関数 l, Γ は各々
l(a) ≡ exp (− ∫ a

0
µ(σ)dσ), Γ(a) ≡ exp (− ∫ a

0
α(σ)dσ) で定義されるものとする. そ

して, βはベクター 1個体が単位時間当たりに接触するヒトの平均密度, πは感染
ベクターと感受性者が接触した時の感染確率, π̂は感受性ベクターと感染者が接触

1



した時の感染確率である. 状態はヒトでは感受性者から感染者へ, そして免疫保持
者へと進み, ベクターでは感受性ベクターから感染ベクターへと進むとし, 病気が
感染するのは感受性者と感染者, または感染者と感受性者の接触においてのみとす
る. (??)と (??)の第 1項は感染ベクターが a 歳の感受性者に接触し, 感染を起こ
す頻度, すなわち単位時間当たりの a 歳の新規感染密度を意味する. (??)の第 2項
と (??)の第 1項は感受性ベクターが感染者に接触し, 感染が起きる頻度, すなわち
単位時間当たりの新規ベクター数を表わす.

また, a 歳のヒトの総人口 P (t, a) とベクターの総個体数 p(t) のダイナミクスは

Pt(t, a) + Pa(t, a) = −µ(a)P (t, a)

P (t, 0) = B

p′(t) = b− µ̂p(t)

で表わされ, 定常解は P (t, a) = Bl(a) ≡ P ∗(a), p(t) = b/µ̂ ≡ p∗ であるが, 本論
文ではこれらが共に定常状態に達していると仮定し, S(t, a) + I(t, a) + R(t, a) =

P ∗(a), s(t) + i(t) = p∗ とする. なお, このモデルでは潜伏期間と病死率は無視して
いる. また, ヒトが獲得した免疫は生涯保持されるとする (例:黄熱).

このモデルを解析した結果として,

R0 ≡
∫ ω

0

∫ a

0

βπ̂∫ ω

0
P ∗(a)da

p∗
1

µ̂

βπ∫ ω

0
P ∗(a)da

P ∗(σ)
Γ(a)

Γ(σ)

l(a)

l(σ)
dσda

で表わされる基本再生産数 (1人の感染者がベクターへの感染を通して発生させる
二次感染者の総数)が 1 よりも大きいことと唯 1つの内部平衡点の存在の同値性が
導かれる. そして, 次の定理が得られる:

定理 1. R0 < 1 ならば自明平衡点は大域的に漸近安定である.

定理 2. R0 > 1なら唯一つの内部平衡点が存在し、さらに1 >
∫ ω

0
eθ(ω−η)α(η) (Γ(ω)/Γ(η)) dη

ならばその内部平衡点は局所漸近安定となる. 但し, θ ≡ βπi∗/
∫ ω

0
P ∗(a)da である.

これらの定理は, 生物学的には

1. 基本再生産数が 1よりも小さければ病気の流行は自然に消滅する.

2. 基本再生産数が 1よりも大きいとき, エンデミックな定常状態 (常に一定の割
合で患者が存在する状態)が唯 1つ存在して,特に,回復率が低く非自明な定
常状態でのベクター密度が小さければ,その状態は存続しうる.

と解釈できる.

今後の課題としては, まず, 定理??の条件が成り立っていないときの内部平衡点
の安定性の解析が挙げられる. しかしながら, これは非常に複雑な問題であり, 不
安定化の可能性も示唆されている [Thieme, 1991, Cha et al, 2000]. また, 潜伏期間
や免疫の減衰, 病死率を加えたモデルを考察することも, 現実問題を扱う上で重要
である. 但し, この場合も解析はより困難になると予想される.

2



航空マルチスペクトルイメージングを用いた 
コナラ収量ダイナミクス検証法の開発 
―コナラ収量の推定および空間相関の検出― 

東京農工大学大学院 農学府 農業環境工学専攻 秋田鉄也 
 

ブナ科植物の堅果生産量は，大きな年変動や様々なスケールにおける空間的同調が観測

され，豊凶現象として知られている．本研究では二次林の優先種であるコナラ(Quercus 
serrata)を対象として，リモートセンシング技術を用いた堅果生産量のモニタリング手法

の開発に取り組んだ．さらに，開発されたモニタリング手法の応用例として，調査地のコ

ナラ群落の豊凶現象が決定論的な時空間ダイナミクスによって駆動されているとの作業仮

説に基づき，生産量推定値の空間パターンを検出した．その結果を Satake & Iwasa(2002)

が開発した数理モデルのシミュレーション結果と比較することで，時空間ダイナミクスの

存在および豊凶現象の具体的な要因について考察した． 

東京農工大学演習林（八王子市）およびその周辺の

緑地空間約 65ha 調査対象地として，そこに生息するコ

ナラ群落を解析対象とした．NIR (835-885nm)・RED 

(610-660 nm)・GREEN (535-585nm)・BLUE (430-490nm)

の 4 バンドからなる航空マルチスペクトルイメージと

して，調査対象地の上空約 1000m から撮影した．取得

された航空画像上において確認可能なコナラ 22 個体

の樹冠輝度値（色情報）を説明変数，シードトラップ

によって計測された各個体の堅果生産量を目的変数と

して，線形回帰分析を実施しコナラ堅果生産量推定モ

デルを作成した．得られた推定モデルをオブジェクト

ベース化された航空画像に外挿することで，調査対象

地に生息する約 5700 個体のコナラ生産量空間分布推

定値を算出した．さらに，得られた生産量空間分布推

定値から，空間自己相関係数を距離ごとにプロットす

るコレログラムを作成することで，空間パターンの検

出を試みた．その結果，近傍で高い相関が観測された

が，距離が大きくなるにつれて相関が減少し，ある距離

お互いある程度離れた距離に生息する 26 個体のコナラに関する 3 年間の地上計測の結果，

各コナラ個体の生産量は，大きな年変動を示したが年変動の個体間同調は観測されず，コ

レログラムの算出結果と矛盾しなかった． 

High yieldLow yield High yieldLow yield

200m200m

High yieldLow yield High yieldLow yield High yieldLow yield High yieldLow yield

200m200m200m200m

図 1 算出された生産量推定値空間分布 
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調査地は中央の谷でコナラ領域が東西に 2 分され

ているのために，個別に算出した．▲が西側，●

が東側の領域の収量推定値の空間自己相関係数を

表している． 

図 2 収量空間分布に関するコレログラム

を越えると無相関となった．また，

これらの結果は，コナラ豊凶現象が何らかの時空間ダイナミクスにより駆動されている

可能性を示唆している．この場合想定されうる時空間ダイナミクスとは，「個体レベルでの

資源配分に起因する」非線形振動子が「短距離の花粉飛散によって」局所結合をして構成

されるものと想定される．このような時空間ダイナミクスとしては Satake & Iwasa が開発

した決定論的モデルが代表的である．Satake & Iwasa モデルを解析した結果，本研究にお

いて実データから得られた結果と定性的に一致した．本研究の結果は，上記のメカニズム

によって構成された時空間ダイナミクスがコナラ群落の豊凶現象を駆動しているとの作業

仮説を，支持していると考えた． 
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効果的なプレデター回避行動を行う 
魚群内における個体間の協力行動 

 

佐藤友教 
 

電気通信大学大学院 情報システム学研究科 情報ネットワーク学専攻 

 

1 はじめに 

魚という生物は個体の形態、身体の色だけで

も千差万別があり、行動もさまざまなものがあ

る。中でも特徴的なものはスクールと呼ばれる

魚群の集団行動である。沢山の魚はまるで一つ

の知能をもった巨大な生物のような振る舞いを

する。このような集団が持つ知能を群知能と呼

んでいる。 

この群知能はさまざまな生物種で確認されて

いるが、群知能の発現メカニズムについては、

まだあまり解明されていない。 

本研究では群知能の発現に必要である魚間の

情報伝達に注目する。そして、情報魚間の情報

伝達がより重要になるプレデターの攻撃からの

回避行動をシミュレーションし、魚の個々の平

行運動特性を変えることにより、群れの回避行

動に差が出るのか、魚間の情報伝達はどのよう

に変わっていくのかを調べた。 

 

2 モデル[1][2] 

本モデルではスクール運動を行うために各魚

の周りに図1のような衝突回避領域、平行運動領

域、求心運動領域、視野外領域という4つの相互

作用領域を考える。各魚の速度は、模倣行動と

衝突回避行動を同時に考え、それらの行動の割

合を決める模倣行動係数と衝突回避行動係数に

より決定する。 

模倣行動とは、魚が群れから離れないように

する行動であり、ある魚から見て選んだ魚が平

行運動領域にいる場合には、その魚の速度と一

致するように変化させ、求心運動領域にいる場

合には、相手に向かうように速度を変化させる。 

衝突回避行動とは、各魚が互いに衝突を起こ

さないようにする行動であり、ある魚から見て

他の魚が衝突回避領域にいる場合には、その魚

から離れるように速度を変化させる。 

各魚はエネルギーを持ち、行動によってエネ

ルギーが変化し、それに伴い各魚の行動が制限

される。 

また、各魚には、プレデターに襲われた時に

回避行動を行えるように図2のような領域を考

える。 

ある魚の緊急回避領域に、プレデターがいる

場合には、その魚は全速力で回避行動のみを行

う。危険感知領域にプレデターがいる場合には、

その魚は速度を抑え、プレデターから距離をと

る回避行動と、群れを維持するための模倣行動、

衝突回避行動を同時に行う。 

図1    魚間の相互作用領域 
衝突回避領域  rij≦dav, 平行運動領域 dav<rij≦dpa, 

     求心運動領域  dpa<rij≦dat, 視野外領域 dat<rij 
dpa=hpadat h paは平行運動特性 

図2   プレデター回避行動のための領域 
緊急回避領域  rij≦dur, 危険感知領域 dur<rij≦dcu, 

発見領域   dcu<rij≦dvi, 視野外領域 dvi<rij 

 

3 結果 

平行運動特性を変えていくと、魚の被捕食時

間に差が見られる(図3)。被捕食時間が長いとい

うことは、効果的な回避行動を行っていること

になり、魚間の行動の伝達効率が高い。つまり、

魚間の行動の伝達に関係がある平行運動特性が

最適なところで最大となると考えられる。 

群れ全体の性質を見ていくと魚間の平行運動



特性を弱くしすぎると、群れが分裂しやすくな

り(図4)、攻撃を受けた際に、群れを修復するま

での時間がかかる(図5)。そのため、プレデター

の攻撃から効果的な回避行動が出来ない。それ

に対して、魚間の平行運動特性の強さが一定以

上だと、攻撃に対して分裂しにくく (図4)、攻

撃を受けた際に群れの修復にかかる時間が短く

てすむ(図5)。さらに、群れの中の個々の魚の動

きに注目すると同一方向に運動する魚がスクー

ル運動時に一定数いる場合には、平行運動特性

が強いほど、一定方向の情報が魚間により速く

伝達される(図6)。一方、プレデターからの攻撃

をうけている時、プレデターから攻撃を受けて

いるという情報を持っている魚の数は、平行運

動特性を強くすると減少する(図7)。 

このように平行運動特性0.5のとき最大とな

る。効率的な回避行動を行うためには、図8のよ

うにプレデターの動きに対する情報を持った魚

の数と、運動方向に対する情報の伝達速度のバ

ランスの取れている平行運動特性を持つ魚の群

れが必要である。 

図3 平行運動特性と捕食時間の関係 

 

図4 平行運動特性と群れを維持している確率の

関係 

 

図5 修復するまでの時間 

図6 平行運動特性と伝達効率の関係 

 

図7 平行運動特性と情報を持っている魚の数の

関係 

 

図8 平行運動特性と情報伝達のバランスの関係 
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修士論文
コウモリのエコーロケーションにおける皮質下ニューロンの

周波数特性におよぼすフィードバック信号の効果
廣岡成一

Seiichi Hirooka

電気通信大学大学院　情報システム研究科　情報ネットワーク学専攻

1 はじめに
ヒゲコウモリは、自らが発した超音波のパルスとその
エコーの間の時間的相関を脳内で解析することにより、
空中を飛んでいる昆虫の速度、距離、形状などの詳細な
情報を得ることができる [1]。ヒゲコウモリはほ乳類の
中でも大脳皮質の機能的地図がよくわかっている唯一の
例である。脳内では、自分の発したパルスや目標物に反
射して戻ってくるエコーのさまざまな情報が処理される
[1]。コウモリが受ける刺激の中には自分のえさとなる昆
虫の情報だけでなく森の木々や草などの背景から反射さ
れたさまざまな情報が同時に含まれる。その中で小さな
昆虫の情報をうまくとり出すためには、脳内の注意信号
をうまく利用しなければならない。これを実現するには、
フィードフォワード入力だけでは不十分であり、フィード
バック信号が重要な役割を果たしている。しかしながら、
フィードバック信号がどのように機能しているのかはま
だ明らかではない。Sugaらは最近コウモリの大脳皮質
の中で第 2倍音のエコー音からその周波数と音圧を検知
するDSCF(Doppler-Shifted Constant Frequency)野に
おいてそのフィードバック信号の特性を調べ、DSCF層
から下位の層の IC(Inferior Colliculus)層への feedback
信号によって IC層のニューロンの tuning特性が刺激を
与えた DSCF層のニューロンから遠ざかる方向に最適
周波数（BF）がシフトする centrifugal　 BF shiftする
ことを示した [2][3]。ここで我々はこの centrifugal BF
shiftを説明するための a neural network modelをつく
り、その神経機構を明らかにする。また centrifugal shift
のエコーロケーションにおける機能について考える。

図１　 DSCF-IC野のモデル
(実線は興奮性、破線は抑制性統合を示す)

2 モデル
図 1に DSCF-IC-Cochleaの３層ネットワークモデル
を示す。DSCF、IC野の各ニューロンは周波数に対して
規則的なマップを形成している。IC層の出力は対応する

DSCF層のニューロンに送られ、図 1のような中心-周
辺的結合によってフィードバック信号が IC層に戻って
くる (注意信号)。これによって IC層のニューロンの周
波数特性が変化し、入力刺激の中で最も強く反応すると
ころのみが強まるように作用する。またDSCF層には側
方抑制がかかる。ニューロンモデルは Leaky-integrate
and fire model を用い、シナプスでの入力は α 関数に
よって表した。パラメータの値は Sugaらの実験を再現
するように決めた。

3 結果

3.1 2種類のBF shift
図 1に示すモデルのシミュレーションの結果を示す。
図 2に centrifugal BF shiftの様子を図 3に centripetal
BF shiftの様子を示す。Sugaらの実験で示されている
のと同じように、我々のモデルを使って centrifugal BF
shiftと centripetal BF shiftを再現することができた。

図 2　 IC層における centrifugal BF shift



図 2(A)は IC層の Raster plot of spikesを示している。
電気刺激 (ES)を 200ms後に DSCF野のニューロンに
与えている。点線は発火している場所の中心を示してい
る。 図 2(B)は IC層ニューロンのチューニング特性を
表している。上図が ESを与える前、下図が ESを与え
たあとの結果を示している。

図 3　 IC層における centripetal BF shift

図 3(A)は IC層の Raster plot of spikesを示している。
bicucullineをDSCF野のニューロンに投与している。点
線は発火している場所の中心を示している。図 3(B)は
IC層ニューロンのチューニング特性を表している。上
図が bicucullineを与える前、下図が bicucullineを与え
たあとの結果を示している。

3.2 Centrifugal BF shiftの機能的役割
ターゲットの情報をバックグラウンドの情報の中に含

めた入力をモデルの入力としてシミュレーションをし
た。ヒゲコウモリにとってターゲット情報とは虫などの
昆虫の情報であり、バックグラウンド情報とは森の中の
木々などの大きい物体の情報である。図 4がシミュレー
ション結果である。(A)はフィードバック信号を解除し
て centrifugal BF shiftが機能していない場合、(B)は
フィードバック信号が機能していて centrifugal BF shift
が機能している場合の結果である。centrifugal BF shift
が機能していない場合はターゲットの情報がバックグラ
ウンドの情報に埋もれてしまっていてターゲットの情報
が検出できていないことがわかる。centrifugal BF shift

が機能している場合はバックグラウンドの情報からター
ゲットの情報が分離されていて、ターゲットの情報を検
出できていることがわかる。このことにより centrifugal
BF shiftはエコーロケーションにおいてバックグラウン
ドの情報からターゲットの情報を分離するという機能的
役割を担っていることが分かる。

図 4 IC層の Raster plot of spikes
(A)フィードバック信号を解除した場合

(B)フィードバック信号がある場合

4 結論
ドップラーシフトされたエコーに含まれる、飛んでい
る昆虫の情報を検出するためのニューラルネットワーク
モデルを提案し、このモデルによって IC層のニューロン
で起こる 2つの最適周波数 (BF)シフトを示した。ひとつ
は centrifugal BF shiftであり、もうひとつは centripetel
BF shiftである。また、DSCF野からのフィードバック
信号によって BF shiftの方向が決定されるというメカ
ニズムを導き出した。
このモデルのシミュレーションにより、森の木々の反
射音を含むエコー音に対して、木々の反射音のバックグ
ラウンドに埋もれてしまうような小さい昆虫などのター
ゲットの情報を分離する際、centrifugal BF shiftが効果
的な役割を果たしていることを明らかにした。
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修士論文要旨

フジツボ類の成長と繁殖への最適な資源分配スケジュールモデル
ー精子間競争と繁殖集団サイズを考慮してー

奈良女子大学大学院 人間文化研究科 情報科学専攻 山口幸

フジツボ類は世界中の海域に広く分布する甲殻類で、種に応じた３つの性表現を
持っている。それらは、全ての個体が同時的雌雄同体となるもの、大型雌雄同体に小
さな雄が付くもの、そして大型雌に小さな雄が付くものである。修士論文では、２つ
のモデルの作成・解析をおこなっている。１つ目は、フジツボ類の雄の成長・繁殖スケ
ジュールモデルである。２つ目は、全ての個体の戦略を考慮して、繁殖集団の最適な
性表現を求めるモデルである。フジツボ類の雄は、体サイズが著しく小さいことから
「矮雄（わいゆう）」とよばれている。矮雄は、成長するものもいれば、一生成長しな
いものもいる。どのような環境条件が矮雄の成長パターンを決めるのかを調べるため
に、矮雄の生活史戦略のモデルを作成した。矮雄の生活史戦略として、成長と繁殖へ
の資源分配割合を設定した。矮雄が一生の間に受精できる卵数が最大になるような最
適資源分配スケジュールを、ポントリャーギンの最大原理を用いて計算した。その結
果、えさが豊富な環境では矮雄は成長するが、えさが乏しい環境では全く成長しない
ことがわかった。また、矮雄にはたらく精子間競争の強さが、矮雄の成長および繁殖
スケジュールに大きな影響を与えていることがわかった。大型個体が雌の場合は、矮
雄にはたらく精子間競争は弱くなり、成長と繁殖を同時におこなうという戦略をとる。
しかし、大型個体が雌雄同体の場合は、精子間競争が強くはたらき、矮雄は一気に大
きく成長してから、繁殖をおこなうという戦略をとる。実際に、雌に付く矮雄より、雌
雄同体に付く矮雄のほうが、体サイズが大きいことが野外調査でわかっており、この
モデルは野外調査データをうまく説明することができる。次に、矮雄の戦略だけでな
く、大型個体の戦略も取り入れて、フジツボ類の性表現と繁殖集団サイズとの関連性
を調べるモデルを作成した。性表現は、繁殖集団中の各個体が、どのようなサイズで
あり、そしてどのような成長・繁殖スケジュールを持っているかで決まる。今回は簡単
のために、大小２つのサイズからなる繁殖集団を考える。各個体が一生の間に残せる
子の数を最大にするような最適な資源分配スケジュールを動的最適化法を使って求め
た。そして、小型個体および大型個体の最適な資源分配の組み合わせから性表現を決
定し、性表現と繁殖集団サイズおよび環境条件との関連性を考察した。その結果、生
息環境におけるえさの豊富さや小型個体の体サイズが大きいほど、繁殖集団サイズも
大きくなることがわかった。逆に、大型個体の死亡率が大きいほど、繁殖集団サイズ
は小さくなった。そして、繁殖集団サイズが大きい順に、同時的雌雄同体性、雌雄同
体と矮雄、性転換、雌と矮雄が出現することがわかった。



修士論文

細胞集団の状態遷移ダイナミクスに関するモデル研究

大阪大学大学院 生命機能研究科 中島 昭彦∗

1 概要

多細胞生物の体作りは、単一細胞である卵から細

胞の増殖や細胞間の相互作用によって行われる。こ

の発生プロセスを数理的に扱うことによって、発生

過程を普遍的な現象として理解したい。

本研究では、特に細胞集団としての振る舞い、各

細胞の状態と集団の状態の連関が如何に成り立っ

ているかに注目し、次のテーマについて研究を行っ

た。まず、1)幹細胞システムに代表される細胞分化

の恒常性について取り扱った。単一の細胞状態から

複数の細胞種への細胞分化、細胞タイプの分化比率

の制御といった振る舞いを見出しその数理を明らか

にした。次に、2)発生過程のモデル化を行った。遺

伝子ネットワークを進化させ、モデルの振る舞いを

解析した。その結果、細胞運命の決定プロセスの違

いに基づいて、細胞自律的に細胞分化する場合と、

細胞間相互作用に依存して調節的に分化する場合に

発生過程を分類することができた。

2 結果

2.1 相互作用による状態生成とその制御

多細胞生物では、個々の細胞が周囲の細胞と相互

作用しながら増殖や分化、形態変化を繰り返すこと

で、秩序だった組織や体制を構築する。例えば造血

系では、造血幹細胞と呼ばれる幹細胞から、赤血球、

B細胞、T細胞等、あわせて 10種類程度の細胞種

が生み出される。この造血系はひとつのシステムと

して働いており、細胞の増殖および分化は造血系全

体としての恒常性を保つように調節されている [1]。

このような多細胞系での細胞分化やその恒常性を

力学系的に扱ったものに、Furusawa,Kaneko らの

ランダムネットワーク細胞分化モデルがある [2]。

それは，現実の遺伝子相互作用等を直接モデル化し

たものではないが、細胞が単一の状態から相互作用

を通じて複数状態への遷移 (細胞分化)、集団中から

∗ nakajima@complex.c.u-tokyo.ac.jp

特定の細胞タイプの除去から元の細胞種比率の再生

(動的な状態遷移制御)といった現象を見ることがで

きる。

上記のモデルでは現象的には造血系で見られるよ

うな振る舞いを実現できているものの、その数理的

な機構についてはモデルの複雑さもありこれまで明

らかにされていなかった。そこで、上記モデルで観

察されたような現象を少数自由度の力学系を用いて

理解することを試みた。扱ったモデルは

dui(t)
dt

= f(ui(t), v(t)) − ui(t) (1)

dv(t)
dt

=
Nc∑
i=1

g(ui(t)) − v(t) (2)

(i:細胞のインデックス、Nc:細胞数)

のように書ける．ここで，ui は細胞内の遺伝子発現

を，v は細胞間相互作用を担うシグナル物質を意味

している．

数値計算の結果から、1) 細胞数の増加による新

規細胞タイプの出現、2) 特定の細胞タイプの細胞

数が一定に保たれる、3) 細胞タイプ間の細胞数比

率が一定に保たれる、という振る舞いをみることが

できた。また、それらの現象が、細胞数の変化がシ

グナル場 v の変化としてマップされ、それが細胞タ

イプの状態および安定性を変化させることによって

起こる分岐現象として理解できることを示した。そ

して、この数理的な構造がランダムネットワーク細

胞分化モデルにおいても存在することをみた。これ

により、ランダムネットワーク細胞分化モデルで見

られた現象が数理的に同じように理解できることが

示唆された。

2.2 遺伝的アルゴリズムをもちいた発生過程の

解析

多細胞生物の初期発生過程には，モザイク卵 (細

胞自律的な発生)，調節卵 (調節的発生)というよう

に細胞運命の決定の仕方に基づく発生タイプの分

類が存在する。また，細胞の状態決定プロセスに注

目し，最終的な表現型ではなく発生過程によって生



物をタイプ分けするといった試みが Davidsonらに

よってなされている [3]。

このような視点から発生現象を扱うため、以下の

枠組を持つ多細胞生物の発生のモデルを構成した。

モデルは 1) 系は複数の細胞からなり、各細胞は遺

伝子を内部自由度としてもつ、 2)各細胞は自身の

遺伝子発現と、他の細胞の遺伝子発現によって、内

部の遺伝子ダイナミクスを変化させる、3) 発生時間

の経過につれ細胞数が増加する、という 3つの要件

からなる。モデルの時間発展は、各遺伝子が active

である確率 P が以下の確率過程で表される。

P (xn
i (t + 1) = σi|~x1(t), ~x2(t), . . . , ~xNc(t))

=

{
f

“

J~xn(t)+c
PNc

m J
′
~xm(t)

”

(σi = 1)

1 − f
“

J~xn(t)+c
PNc

m J
′
~xm(t)

”

(σi = 0)
(3)

f(x) =


0 (x < −η)
x
2η − 1

2 (−η ≤ x ≤ η)
1 (x > η)

(4)

( ~xn:細胞内遺伝子発現,xn
i ∈ {0, 1},J :細胞内遺伝子

相互作用, J
′
:細胞間相互作用,Nc:細胞数 )

上記のダイナミクスを持つ遺伝子ネットワーク

が、細胞分化をするよう GAによって進化させ，得

られたネットワークについて解析を行った。遷移過

程に注目すると、ネットワークによって，各細胞タ

イプへの分化の仕方が多様な場合 (調節的発生)と、

各細胞タイプへの分化の経路がほぼ決まっている場

合 (細胞自律的発生) があることを見出すことがで

きた。それを図 1に示す。色で示したのは注目して

いる細胞タイプへの分化の経路。細胞自律的な発生

(a))では分化の経路が発生初期からほぼきまった経

路を通っており、調節的な発生 (b))では、分化の経

路が多様なことがわかる。

また、解析の結果から、調節的発生をするネット

ワークは発生の初期条件変化に対して安定である一

方、細胞自律的な発生をするネットワークは発生の

初期条件変化に対して不安定であることがわかっ

た。この傾向はモザイク卵、調節卵という違いに対

応すると考えられる。
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図 1 細胞状態の遷移過程 a) 発生過程で

の各細胞の状態 (細胞自律的発生),b)発生

過程での各細胞の状態 (調節的発生) 横

軸は細胞の状態, 縦軸は発生時間 発生時

間の経過につれて状態が多様化している。

3 おわりに

細胞分化の数理モデルを構成して、分化の恒常性

を保つ数理的機構を示した。次に発生過程のモデル

化を行い、細胞運命の決定プロセスの違いに基づい

て、細胞自律的に細胞分化する場合と、細胞間相互

作用に依存して調節的に分化する場合に発生過程を

分類することができた。この発生タイプの違いは現

実の多細胞生物においても見られる。今後、各発生

タイプの力学系としての性質の違いや、発生タイプ

間の進化的な関係性等についてモデルの解析を進め

ることで、多細胞生物の発生に関する知見が得られ

ることが期待される。
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数理モデルによる医学における複雑現象の解明

大阪府立大学工学研究科 岩見真吾 (Shingo Iwami)

Department of Mathematical Sciences,

Osaka Prefecture University

本論文は数理モデル, 特に伝染病モデル・免疫モデル，を用いて医学における複雑現象

の解明に貢献することを目的としている．論文は, [1]一般化されたＮ次元ＳＩＲＳ伝染病

モデルの数理解析；[2]数理モデルによる新型インフルエンザ拡大阻止に対する政策有効性

評価；[3]ＨＩＶ多様性モデルによる複雑な免疫応答の誘導機構の解明；[4]数理モデルに

よる自己免疫疾患における代表的症状のメカニズムの解明；の 4つの研究から成っている.

第 I部は, ＳＩＲ伝染病モデルによる病原菌・ウィルス進化の統一的な数学解析に関す

る研究で [1]を基にしている. Ｎ種の毒性をもつ伝染病モデルに対して, 伝染病の人口群へ

の進入条件を大域的に証明している. 従来の数学的手法 (比較定理やリアプノフ関数)での

証明は困難であったが，絶滅種が存在しない空間が大域的にアトラクティブであることを

解析的に証明して平衡点の大域的安定性を議論した. なお, 本研究は筆者の卒業研究「２

種の毒性を伴う伝染病－侵入伝播の力学系－」の一般化にもなっており, 卒業研究では未

解決であった部分も証明されている.

第 II部は, 新興伝染病の流行を記述するモデルに関するもので，疫学的・生物学的に意

義のある伝染病モデルの構築・数理解析に関する研究であり [2]を基にしている. 1997年

にはじめて香港で鳥インフルエンザのヒトへの感染が確認されて以来トリからヒトへの感

染は相次いでいるが, 今のところ鳥インフルエンザのヒトからヒトへの感染は確認されて

いない. しかし, 近い将来必ずヒトからヒトに感染する新型インフルエンザが現れると専

門家の間で懸念されている. 鳥インフルエンザ・新型インフルエンザに対する数理モデル

をわれわれがはじめて構築してシステムの本質的な振る舞いを数理解析・数値計算によっ

て調べその疫学を考察した. 数値計算の結果, 感染トリを根絶するという政策は新型イン

フルエンザの流行を促進してしまう可能性があるが新型インフルエンザに感染したヒト

を隔離するという政策は流行を阻止するのに効果的な政策であるという結果を得た. さら

に, 本研究は疫学モデルの平衡点の大域安定性についても議論している.

第 III部は, 複雑な振る舞いをするHIVと免疫システムの関係を記述する数理モデルの

構築・解析に関する研究であり [3]を基にしている. HIV感染症には, 初期位相, 無症候位

相, AIDS位相の３つの位相が存在する. 特に, 我々は無症候位相におけるHIVの多様性

が高いことに注目して数理モデルを構築した. 細胞障害性Ｔリンパ球 (CTL)が感染細胞

に遭遇する頻度を考慮することによりHIVの多様性が増加するにつれてシステムの振る

1



舞いが複雑になることを示した. 予測不能な免疫反応を示す患者はそうでない患者よりも

早くAIDSを発症するという実験的な根拠があるので, われわれは免疫細胞調節機能の喪

失を免疫系の崩壊と定義した. HIVが１種のとき内部平衡点は不安定化するが免疫細胞

の個体数は安定的に周期的に変動することより調節機能は失われていないと考えた. しか

し, HIVが２種のときカオティックなアトラクターを観察することができた. つまり, HIV

の多様性が免疫反応を複雑にするひとつの要因であることを示唆しているという結果を

得た. さらに, 本研究はHIVモデルのパーマネンスや平衡点の安定性についても議論して

いる.

第 IV部は, 複雑な自己免疫のメカニズムをシンプルに記述する数理モデルの構築・考

察に関する研究で [4]を基にしている. 非常に複雑な自己に対する免疫反応 (自己免疫)誘

導の機構を記述するシンプルな数理モデルをわれわれがはじめて構築し, さまざまな自己

免疫疾患の症状のメカニズムを明らかにした. 自己免疫疾患では疾患特異的で標的となる

細胞が異なり応答する免疫の種類や患者によって免疫細胞の生産率も異なることより, 標

的細胞成長関数と個人の免疫応答関数を定義した. これらの関数の違いが症状を本質的に

決めることがわかった. 具体的には, 標的細胞成長関数が症状の再発に大きく関係してお

り, また免疫応答関数は免疫細胞の不活動期間や免疫寛容といった現象と深く関係がある

という結果を得た. さらに, 本研究は自己免疫モデルの平衡点の安定性についても議論し

ている.

第 I部, 第 II部はＳＩＲモデルを中心に人口社会に伝播する伝染病の性質を調べた. 第

III部, 第 IV部は免疫モデルによって体内 (in vivo)における様々な複雑現象の機構を調べ

た. このように, 医学における複雑な現象を解明するためシンプルな数理モデルを構築・

解析することにより本質的な原因を把握することは重要な研究であるといえる. 筆者は,

複雑現象をシステムとして捉え, システムの数学的構造を見抜き, その数学的構造を誘導

する非線形項に注目してさまざまな伝染病モデル・免疫モデルを統一的にまとめる必要が

あると考えている. 構造的に現象を見抜くことが出来れば, 複雑現象の本質的な部分を記

述する数理モデルを構築していくことが可能になると思われる. 数学と医学の学際的な研

究により応用数学の中で日本では未発展な医学数学・数理免疫学の解析手法と基礎理論を

確立することを今後の目標としてる.
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修士論文要旨

格子空間ダイナミクスにおける空間分布の特性を繰り込んだ
非標準的平均場近似モデルの考察

A non-standard mean-field approximation model involving the characteristics of spatial distribution
in the lattice space dynamics

松岡功

広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻

Tsutomu MATSUOKA
Department of Mathematical and Life Sciences, Graduate School of Science

Hiroshima University, Kagamiyama 1-3-1, Higashi-hiroshima 739-8526 JAPAN

Interaction such as predation and competition often occurs in a spatial scale much smaller than
the scale of spatial population distribution. For some species which mobility is restricted in a
specific spatial scale, the characteristics of the spatial population distribution significantly affect
the dynamics of the average density over the whole habitat space. The lattice model or the cellular
automaton model is useful for modeling such a spatially structured population dynamics. The lattice
model is generally analyzed by using the computer simulation. The mean-field approximation model
is used in order to analyze the dynamics of the average density over the whole space in the lattice
model. However, it does not always give an appropriate approximation. Considering a specific
predator-prey system on a two dimensional square lattice space, we develop and propose a non-
standard mean-field approximation model involving the characteristics of spatial distribution. Our
model gives a more appropriate approximation of the averaged prey density than the standard mean-
field approximation model does. In some cases, the proposed non-standard approximation model is
more appropriate than the pair approximation model, while our model has a simple structure as the
mean-field approximation model.

捕食や競争などの個体間の相互作用は，対象とする個体群が分布する空間スケールよりもはるかに小さ

な空間スケールで生じることがしばしばである。殊に，移動が制限される生物の個体群動態の数理モデリ

ングについては，その空間分布の特性が分布域全体にわたる平均個体群密度の動態に重要な寄与をもつ。

この観点において，格子空間モデルやセルオートマトンモデルは，空間構造をもった個体群動態を記述す

るために有効な数理モデルと考えられる。それゆえ，樹木の成長モデルや宿主–寄生者モデル，捕食者–被
食者モデルなどの様々な個体群動態に応用されている。格子空間モデルは，一般的に確率過程により記述

されており，もっぱらコンピュータによる数値シミュレーションを用いて解析される。その数値データを

理論的に理解する方法として，しばしば，全空間にわたる平均統計量の時間変動のみを差分方程式系ある

いは微分方程式系により記述した標準的平均場近似モデル (standard mean-field approximation model) を
解析した結果との対照が用いられる。しかしながら，空間分布の特性が個体群動態に本質的に重要な寄与

を与える場合には，標準的平均場近似は，必ずしも格子空間モデルにおける全空間にわたる平均統計量の

時間変化を適切に近似できるとは限らない。

本研究では，以下で述べる 2次元格子空間上の捕食者–被食者系モデルを取り上げ，空間分布の特性を繰
り込んだ非標準的な平均場近似の開発を試みることにより，格子空間モデルにおける全空間にわたる平均

統計量の特性を理論的に理解するための新しい手法の可能性を探る。

Pascualら [1]は，以下のように定義される 2次元正方格子上の捕食者–被食者系格子空間モデルの特性，
および，標準的平均場近似モデルを考察した：

(1) 『被食者の増殖』各被食者は，微小時間∆tあたり β∆tの確率で，n個の最近接サイトか

らランダムに 1つ選び，それが空のサイトであれば，そこに新たな被食者を生む。

(2) 『捕食』各捕食者は，n個の最近接サイトに被食者が存在するサイトがあれば，ランダム

にそのうちの 1つを選び，微小時間∆tあたり α∆tの確率でそこに移動して捕食する。

(3) 『捕食者の増殖』捕食者が捕食を行った場合，bの確率で元のサイトに新たな捕食者個体

を生む。



(4) 『捕食者の死亡』最近接サイトのいずれにも被食者が存在しない場合，捕食者は微小時間

∆t あたり δ∆tの確率で死亡する。

(5) 『移動』隣接するサイトは微小時間∆tあたり確率 ν∆tで状態を入れ替える。

この格子空間モデルに対する標準的平均場近似モデルは以下のように与えられる：
dρx

dt
= βρx(1− ρx − ρy)− αρy {1− (1− ρx)n}

dρy

dt
= bαρy {1− (1− ρx)n} − δρy(1− ρx)n

(1)

ρx と ρy は，それぞれ，被食者と捕食者の全空間にわたる平均密度である。正方格子モデルの場合の最近

接サイト数 nは n = 4である。Pascualら [1]は，ν = 1の場合について，標準的平均場近似モデル (1)に
おける自然数 nを格子空間モデルの数値シミュレーションから得られるデータを用いて決定される実数パ

ラメータ γmで置き換える改変型平均場近似を提示し，相当に小さな誤差の近似値を得ることに成功した。

その改変型平均場近似は，捕食者および空のサイトの周りには均しく被食者が分布しているという直観的

洞察に基づいていた。本研究では，上記の捕食者–被食者系格子空間モデルにおける個体の空間分布の特性
をより詳細に調べ，Pascualら [1]の手法によって得られる良精度の近似値の要因についての理論的な考察
を行った結果，最近接サイトの状態配置に関する全空間にわたる平均密度との関係性によりその近似の適

性を理論的に説明できることが判明した。

本研究では，Pascualら [1]の手法と異なり，理論的に決定できる γN を nに代えて用いる新しい非標準

的平均場近似モデル (non-standard mean-field approximation model)を提案し，他の近似モデルとの比較
対照を行うことにより，新しい近似手法の可能性について検討した。この非標準的平均場近似モデルでは，

(1)における nを，捕食者の近接サイトに存在する被食者以外のサイト数の期待値

γN = n(1− qx/y) = n

(
b

b + δ

)1/n

で置き換えることにより与えられる（qx/y は捕食者の隣接サイトに被食者が存在する確率）。改変型平均

場近似モデルにおける γm の値が格子空間モデルの数値シミュレーションから得られるデータ値を用いて

定められるのに対し，非標準的平均場近似モデルにおける γN の値はパラメータ値によって一意的に定ま

ることは大きな相違点である。

標準的平均場近似モデルに比べて，一般的に，より小さな誤差の近似値を与える近似モデルとしてペア

近似モデル (pair approximation model)がある。これは，隣接するサイトのペアが取りうる状態の組み合
わせについて，それらの全空間にわたる平均密度の時間変動を併せて記述するものである。格子空間モデ

ルにおける全空間平均密度が定常状態に収束する場合でも，標準的平均場近似モデルおよびペア近似モデ

ルでは，パラメータの値によっては収束しない。一方，非標準的平均場近似モデルでは，パラメータ値の

より広い範囲で平均密度が収束し，被食者密度に関しては，十分に広いパラメータ値の範囲で標準的平均

場近似モデルよりも誤差の小さい近似値を与える。また，ペア近似モデルよりも誤差の小さい近似値を与

えるパラメータ値の範囲が存在することも示すことができた。個体の移動性が高い場合（ν:大）には，改
変型平均場近似モデルは，被食者密度については相当に小さい誤差の近似値を与えるが，個体の移動性が

低い場合（ν:小）には，近似値の誤差が相当に大きくなる。一方，非標準的平均場近似モデルは，移動性
が低い場合においても，標準的平均場近似モデルよりも小さな誤差の近似値を与えることができる。本研

究で論じた非標準的平均場近似モデルの考え方は，空間分布が個体群動態へ及ぼす影響に関する理論的研

究における数理モデルについての新しい問題提起ができると期待される。
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ABSTRACT 

 We studied the coevolutionary dynamics of the defense measure (the 

pericarp thickness) of Japanese camellia, Camellia japonica, and the 

countermeasure (the rostrum length) of its obligate seed predator weevil, Curculio 

camelliae. The empirical study on this weevil-camellia system across Japan 

revealed clear correlated geographical clines of the traits: thicker pericarps and 

longer rostrums towards the south. The average traits was clearly correlated with 

each other across populations, but in lower latitudinal populations, camellia was at 

a relative advantage; i.e. lower average boring successes attempted by the weevils. 

In this study, we constructed a mathematical model for the coevolution of weevil 

rostrum and camellia pericarp from a simple but empirically supported relationship 

in the boring success for a randomly encountered pair of host and parasite 

genotypes (differing in the rostrum lengths and the pericarp thicknesses). The 

genotypic dynamics was then coupled with the Nicholson-Bailey type interaction 

between host and parasite, with generation overlap and the density dependent 



regulation in camellia. Evolutionary stability analysis revealed linear correlation of 

weevil rostrum length and camellia pericarp thickness over geographical scale and 

lower boring success with more escalated rostrum length, as reported in 

weevil-camellia system and annotated as ‘paradoxical’. As a result, non-linearity in 

the costs (accelerative cost per unit gain of trait) for both traits turned out to have 

significant effect on the evolution of the traits. The numerical simulations of full 

genotypic-demographic dynamics revealed three types of coevolutionary 

outcomes: monomorphic equilibrium where the pericarp thickness and the rostrum 

length is equilibrated at an evolutionary compromise, polymorphic equilibrium 

where one of or both of species has (have) distinctly different 

defense/countermeasure traits within interpopulation and coevolutionary cycles 

where the co-escalation of traits and their collapse repeat endlessly. It was also 

revealed that generation overlap significantly contributes to model stability. 



 修士論文 
      Turing pattern formation with two kinds of cells  
          and a diffusive chemical 
 

    瓜生耕一郎 
            九州大学理学府生物科学専攻 
 
1. Introduction 

本研究では二つの色素細胞間の近距離の相互

作用、化学因子をかいした遠距離の相互作用

によって体表パターンが形成される過程をモ

デル化しどういった条件のときにどのパター

ンが現れるかを解析した。色素細胞間の相互

作用によって体表パターンが形成される実際

の例としては、ゼブラフィッシュの縞模様形

成 が あ げ ら れ る  (Maderspacher and 

Nüsslein-Volhard, 2003; Parichy and Turner, 

2003) 。 

 
2. Model 

二つの細胞 u cell, v cell を考える。両方の細

胞は未分化細胞が分化することによって供給

されるとする。近距離では u cell は v cell の

供給を、u cell は v cell の供給を抑制すると

する。u cell は拡散性の化学因子を合成し、v 

cell の供給はその化学因子の濃度に依存する

とする。 

無次元化したモデルは、 

! 

"u

"t
= #([1$ v]+ $ u) +%2

u     (1a) 

! 

"v

"t
= #([w $ eu]+ $ fv) + dv%

2
v   (1b) 

! 

"w

"t
= #(hu $ kw) + d

w
%2
w    (1c) 

ここで  

! 

[z]+ = z  (

! 

z " 0 ),

! 

[z]+ = 0  (

! 

z < 0 ). 

(1a), (1b), (1c) はそれぞれ u細胞, v 細胞, 化

学因子の時間変化を表す。空間一様平衡点の

まわりで線形安定性解析を行うことにより空

間非一様パターンがあらわれる条件を導いた。

その条件下で数値計算を行うと図に示すよう

な空間パターンが現れる。空間二次元で数値

計算を行うとモデルはパラメータに応じて

reversed spot, stripe, spot パターンをつく

りだす。 

 

3. Wavelength of periodic pattern  

一次元パターンの特徴として波長のパラメー

タ依存性を調べた。次に最大固有値をもつモ

ードから現れてくる波長が予測できるかどう

かを調べた。多くのパラメータで最大固有値

をもつモードから波長を予測できるが、u の

空間一様平衡点の値が大きいときに予測と一

致しない場合があることを示した。 

 

 



 

図 数値計算によって得られる空間一次元パター  

ン 

 

4. Spot or stripe 

空間二次元で、reversed spot, stripe, spot パタ

ーンがどういった条件のときに現れるのかを

数値計算によって調べた。パラメータ依存性

を調べると、 e, f, kの値を大きくしていくと

パターンは spot から stripe, そして reversed 

spot へとかわる。h の値を大きくしていくと

reversed spot から stripe, spotへと変化してい

く。e, f, kは u の空間一様平衡点(

! 

u
0
)の値を大

きくし、h は小さくする。式 (1a) からパラメ

ータの値によらず、

! 

0 < u <1 であることが

わかる。二変数線形 Turing モデルでは、

activator に加える上限下限と activator の空間

一様平衡点の値との相対的な位置によって現

れてくる空間パターンが決定される(Shoji et 

al. 2003)。これらから、

! 

u
0
 の値が上限である

1 に近いときには reversed spot があらわれ、

下限である 0に近いときには spot があらわれ、

中間の値をとるときに stripe があらわれると

予想される。実際にその予想が広いパラメー

タの範囲で成り立つかどうかを調べたところ、

! 

u
0
 が 1 に近いところでは reversed spot があ

らわれ、0.4 ~ 0.6 付近では stripe があらわれ

ることがわかった。

! 

u
0
 の値が 0 に近いとこ

ろで spot パターンが現れるようになるが、

reversed spot, stripe も現れてくることがわか

った。つまり

! 

u
0
の値が１に近いか中間の値を

とる場合には

! 

u
0
からパターンを予測できる

が、0に近い場合には

! 

u
0
 の値からの予測は困

難となる。 

 さらに判別分析法をもちいることによっ

て現れてくるパターンを予測する式を求めた。

式はモデルに含まれるパラメータの対数の一

次結合であらわすことができ、十分にパター

ンを予測することができた。 
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（修士論文） 

指数増殖しているウィルスが薬剤耐性を獲得している確率に関する数理

的研究 

九州大学大学院理学府生物科学専攻 波江野 洋 

 

 薬剤耐性の進化は多くの病原体で主要な

問題である。薬剤耐性を得やすいことで有名

なウィルスに、ヒト免疫不全ウィルス (HIV)

がある。ゲノム複製の際に用いられる逆転写

酵素に校正能力が欠如しているため、突然変

異が起きやすいからである。 

 HIVは感染後 4週間ほどの初期感染期、数

年から十数年の潜伏期を経て後天性免疫不

全症候群 (AIDS)に至る。薬剤耐性 HIVの出

現に関して、多くの理論研究が行われている

が (Nowak and May, 2000)、それらの研究は、

感染動態が平衡状態である状況に集中して

いる。その生物学的意味は、潜伏期の薬剤耐

性リスクを評価することである。現在、HIV

感染の検査方法が進歩していて、より短い時

間で、より少量の HIV を感染者の中から見

つけることが出来るようになった。そこで、

初期感染中に HIV の治療を始められるケー

スも増えてくることが考えられる。このこと

から、初期感染にどれだけの薬剤耐性リスク

があるのかを評価することが重要になって

きている。私はHIVの初期感染を想定して、

ウィルス集団が指数的に増殖しているとき

にどれだけの薬剤耐性リスクがあるかを調

べた。 

モデル  

 本研究では薬剤感受性の野生型ウィルス

に感染した細胞集団と耐性ウィルスに感染

した細胞集団の 2集団を考える。ウィルスは

1つの突然変異で耐性を獲得出来ると仮定し

ている。はじめ、野生型に感染した集団があ

る確率過程に従って増殖していく。増殖する

際には常に低い確率で、突然変異を伴う。そ

の突然変異によって耐性ウィルスが生まれ

ると、そのウィルスに感染した細胞集団もあ

る確率過程に従って、増殖や死亡を繰り返す。

最終的に 2 集団の総数がある数(M)になった

ときにウィルスが発見されると仮定し、その

ときに耐性ウィルスが全体の集団中に存在

するかどうか調べる（図 1）。計算方法は

Haeno and Iwasa (2007)に詳しく記述されて

いる。 

結果  

 上のモデルに基づいて、ウィルスに感染し

た細胞集団がある数(M)に到達したときに、

その集団中に薬剤耐性が存在している確率

を求める公式を導くことが出来た。その公式

から、薬剤耐性の出現しやすい条件を求める

と、(1)突然変異率(u)が高い時、(2)最終的な

集団数(M)が大きいとき、(3)野生型集団の増

殖率(

! 

" r )が小さいとき、という結果が得られ

た（図２）。 

 上に挙げた 3つの結果のうち、人間の努力

で変化させられるパラメータは、病気を発見

するときの最終的な集団数(M)である。つま

り、出来るだけ早くウィルス感染を発見する



ことで、薬剤耐性のリスクを抑えられるとい

うことがわかった。 

 野生型ウィルス集団が感染者内でゆっく

り増殖した方が薬剤耐性のリスクが上がる

という結果は以下のように説明できる。増殖

速度が遅いと感染が発見される数(M)に到達

するまでにかかる時間が増える。その分耐性

型を生み出すチャンスも増える。 

HIVへの適用  

 得られた公式と、他の理論研究（Mansky 

and Temin, 1995; Stafford et al., 2000）に基づ

いたパラメータを用いて、HIV初期感染期に

おける薬剤耐性の存在確率を求めると、血漿

中の HIV濃度が 50,00コピー/mlの時に、約

１００％になった。これは、HIV感染後２~

３週間という感染初期に１塩基置換の突然

変異 HIVが既に存在することを示唆してい

る。 
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図 1 モデルの概念図 

野生型ウィルスに感染した細胞は時間とともに増殖

していく。その途中、低い確率で耐性型を生み出す。

その耐性型は感染が発見されるまでに絶滅してしま

うこともある。 

 

 
図 2 薬剤耐性の出現確率 

突然変異率(u)が大きいとき、集団が到達する数(M)が

大きいとき、増殖率(

! 

" r )が小さいとき、薬剤耐性が集

団中に存在する確率(P)が高くなる。 



博士論文
定位行動に必要な感覚情報の抽出におけるシナプス可塑性の

役割
藤田一寿

電気通信大学情報システム学研究科情報ネットワーク学専攻

1 はじめに

動物が受ける刺激の中には、複数の行動に関連す

る様々な情報がノイズと共に含まれている。さらに、

刺激は一定ではなく周囲の状況に依存して常に変化

している。このような状況下で、刺激の中から行動

に必要な情報を脳内の様々な部位で適切に処理し、

統合しなければならない。このような刺激処理の

神経メカニズムを探求するためには、動物の定位行

動はよい研究対象となる。なぜならば、定位行動で

は動物の様々な行動の中で刺激と行動の関係が比較

的明瞭なためである。そのような複雑な刺激の中か

ら定位行動に必要な情報を抽出するには、脳の神経

ネットワークは常に可塑的に変化しなければならな

い。そこで、神経ネットワークのシナプスが刺激に

応じて様々に変化することに着目し、そのシナプス

可塑性が情報の抽出統合を実現するために重要な役

割をしていると考えた。本研究では、シナプス可塑

性が動物の定位活動においてどのような機能的役割

を果たしているのかを調べるために、実験的知見の

豊富なメンフクロウの聴覚システムによる音源定位

と弱電気魚の電気感覚システムによる電気定位を対

象に、それぞれの神経ネットワークモデルを構築し

シミュレーションを行うことで、定位行動に必要な

情報の抽出におけるシナプス可塑性の機能的役割に

ついて研究を行った。

2 メンフクロウの音源定位におけ

るシナプス可塑性の役割

メンフクロウは音源から発っせられた音の両耳に

到達する音圧差と到達時間差を利用して、音源の方

向を特定することが可能である。メンフクロウが受

ける音刺激は、顔や耳の形状や材質により複雑に変

化する。そのため、両耳音圧差と到着時間差は、周

波数ごとに異なった複雑な方向依存性を有する [1]。

メンフクロウは、その方向に対して複雑に変化する

音の両耳音圧差と到着時間差を処理することで、音

源の方向を特定することができる。本研究では、そ

の複雑な方向依存性を持つ音の両耳音圧差と到着時

間差から、音源の方向を特定する神経モデルを提案

する。その神経モデルは、視覚からのトップダウン

信号による Hebb則に基づいた長期シナプス可塑性

を用いて、音の音圧差と時間差の情報を統合すると

いうものである。本研究では、このモデルを用い複

雑な方向依存性を持つ音刺激から音源の方向を効果

的に定位できることを示した。

3 弱電気魚の電気定位におけるシ

ナプス可塑性の役割

弱電気魚は発電器官により周囲に電場を形成する

ことができる。その電場は周囲の状況により変調す

る。その変調する電場の情報を電気刺激として電気

受容器で受け、その情報を脳で処理することで様々

な情報を得ることができる。弱電気魚は電気感覚に

より得た情報から、物体の位置や大きさなどの認識

(電気定位)や他の同種の魚とのコミュニケーション

などの行動を行うことができる。本研究では、それ

らの行動の中から電気定位行動について取り扱った。

電気定位において、弱電気魚が受ける物体による電

気刺激の変調は、元の電気刺激の振幅に比べ数%ほ

どである。弱電気魚は、その電気刺激の小さな変調

から物体情報を抽出し、電気定位を行っている。本

研究では、電気定位におけるシナプス可塑性の役割

を調べるために、電気感覚システムの解剖学的生理

学的な知見に基づいた神経ネットワークモデルを構

築し研究を行った。



3.1 シナプス後電位のダイナミクスによる
微小変調の抽出

電気刺激は、まず電気受容器でスパイクに変換

され、上位核である電気感覚側線葉 (ELL: electro

sensory lateral line lobe)で処理される。電気受容器

はノイズを多く含む応答をする。物体による電気刺

激の変調を受けると、電気受容器の活性はノイズを

含みながら微少に増加する。その活性の微少増加に

より、ELLの電気受容器層に対する受容野内の受容

器の活性の同期性が増加する。その活性の同期性の

増加を適切な時定数を有するシナプスで処理するこ

とにより、物体により誘発された微少な電気刺激の

変調の抽出が可能となることを本研究で示した [4]。

3.2 物体情報の抽出におけるシナプスダイ
ナミクス

電気受容器でスパイクに変換された物体による電

場変調の情報は、まず ELLで処理される。ELLに

は複数フィードバック経路が存在する。その ELLと

フィードバック回路により物体の特徴抽出がどのよ

うに行われるかそのメカニズムについて研究を行っ

た。物体の大きさと距離の抽出において、フィード

バック信号に依存して変化する時間スケールの異な

る２つのシナプス可塑性が重要な役割を果たすこと

が分かった。時間的変化の遅いバックグラウンド信

号は長期シナプス可塑性により抑えられる。一方、

速い変化の短期シナプス可塑性により ELL の神経

細胞の利得を制御する。それにより、ELLのバース

ト発火が安定に発生し、物体の距離と大きさの情報

を、ELLのバースト発火領域とそのバースト間のイ

ンターバルとして効果的に抽出できることが分かっ

た [2,3,5]。

3.3 短期シナプス可塑性による刺激特徴の
抽出

動物の受ける刺激には複数の行動に由来した情

報を同時に含む場合が多く存在する。弱電気魚の電

気感覚システムの場合も、定位行動に必要な物体情

報だけではなく、同種の魚とのコミュニケーション

の情報が同時に刺激に含まれることがある。本研究

では、各行動に由来した情報の分離、抽出において

シナプス可塑性がどのような役割をしているのか、

研究を行った。その結果、短期シナプス可塑性の促

進、減衰のダイナミクスにより、物体情報とコミュ

ニケーション情報をうまく選り分けることが可能で

あることを示した。これらの結果は短期可塑性をも

つダイナミックシナプスの機能的役割の理解に新た

な知見を与えるものである。

4 総括

本研究では、聴覚システムと電気感覚システムに

おいて、刺激のコンテキストに対応してシナプスを

可塑的に変化させ、神経ネットワークの活動状態を

調節することで、単一刺激の中に含まれる定位行動

に必要な情報を分離抽出することが可能であること

を示した。本研究の成果は、定位行動の感覚情報処

理における神経ネットワークレベルでのシナプス可

塑性の役割を解明する上で、重要な知見を与えるも

のと考えられる。
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生物システムに現れる資源競争とディレイド

フィードバック機構の数理的研究

静岡大学大学院理工学研究科 中岡慎治

博士論文は生物システムに現れるディレイドフィードバック機構と資源競争に

対する数理的研究をまとめたものである．論文は２部から構成され，第１部で

はディレイドフィードバック機構が本質的に系の状態を決定していると考えら

れるいくつかの生命現象を対象に，数理モデルを構築して数理解析とシミュレ

ーションを行っている．

１部１章では，２つの時間遅れを持つロトカ・ヴォルテラ捕食者被食者系を考

察し，２種の個体数が一定の状態で共存していることを意味する内部平衡点の

安定性を中心に議論した．１章で取り扱う方程式系は，時間遅れを伴って個体

数増加を抑制するような毒の影響を組み込んだ２生物種の相互作用，もしくは

免疫系の働きを考慮したウィルスの個体数変化を記述する方程式系として解釈

できる．時間遅れの値が小さい場合，リャプノフ汎関数を構築することによっ

て内部平衡点が大域的漸近安定であることを証明した．時間遅れの値が大きく

になるにつれて内部平衡点が不安定化することを解析的に証明した．局所安定

性解析の結果から，内部平衡点はサブクリティカルなホップ分岐を起こし，周

期解が出現することを確認した．更に時間遅れの値を大きくしたとき，カオス

的挙動が出現することを発見した．更には遷移カオスと呼ばれる，しばらくの

間複雑な挙動を示すが，最終的には解が単一周期解などの比較的シンプルな状

態に落ち着くようなダイナミクスも起こることを確認した．

１部２章では，栄養塩リサイクルを考慮した湖の生態系モデルを考察した．ケ

モスタットモデルは理想化した湖の生態系モデルとしても利用されている. 湖

では死亡した生物が堆積し, バクテリアの分解によって再び栄養塩へと還元さ

れる栄養塩の循環が起こっている. 栄養塩循環は, バクテリアの分解による時

間遅れが生じることが知られている. これまでに時間遅れを伴った栄養塩循環

を考慮したケモスタットモデルがいくつか報告されているが, 種間の競争は考

慮されていなかった. そこで死亡した生物の堆積過程と時間遅れを伴う栄養塩

循環を組み込んだケモスタットモデルを構築した. 系のパラメーターが湖を模

式したような状況，つまり系の流出入率が小さいような状況で, バクテリアの



分解による時間遅れが増加すると, 系は不安定化して栄養塩が振動する結果を

解析的に得た. この場合も周期系ケモスタットと同じ原理で, 種の共存が起こ

ることをシミュレーションによって確認した.

１部３章では, サイズ構造を持つ資源消費者系のダイナミクスについて考察

し，個体間のサイズの違いが生物集団の個体数変化に与える影響を研究した．

偏微分方程式によって記述された数理モデルにおいて，生物集団を大人と子供

にステージを分けて成熟にかかる時間(maturation delay)を導入した場合，デ

ィレイ方程式が偏微分方程式の特殊な場合として導かれることを示した．ディ

レイ方程式は，共役半群の理論によって常微分方程式の場合と同様な基礎理論

や安定性・分岐理論がほぼ確立されつつある．無限の時間遅れをもつディレイ

方程式に対する Hopf 分岐定理を本章で考える方程式系に対して適用できるよ

うに整理した後，局所安定性解析を行うことによって個体間のサイズの違いが

もたらす個体数振動について議論した．再生産，体サイズ成長，死亡率を資源

の関数としたとき，個体数振動が現れるためには，再生産・体サイズ成長・死

亡率がどのように資源に依存していなければならないかを解析的に調べた．そ

こから個体数振動を生み出すいくつかの基本的メカニズムについて考察した．

更には EBT-法と呼ばれる偏微分方程式の離散近似法を用いてシミュレーション

することにより，個体数振動を生み出す基本的メカニズムとダイナミクスとの

関連性についても議論した．

博士論文の第２部では資源競争が本質的に系の状態を決定していると考えられ

るいくつかの生命現象を対象に，数理モデルを構築して数理解析とシミュレー

ションを行っている．２部１章ではロトカ・ヴォルテラ競争方程式に対して，

２種間の競争の度合いを測る競争関数というものを定義して，新しい視点から

内部平衡点の大域吸収性を証明した．

２部２章では周期的なケモスタット競争方程式系を考え，３種の資源競争と共

存に対する数理的考察を行った．種間の競争の優劣を測ることのできる平均競

争関数という関数を定義し，解析を行って競争系の解の定性的な性質を調べる

と共に，資源競争の優劣を数値的にも評価できる方法論を整備した．振動周期

が大きいときには３種の共存が起こりやすいことを解析的，数値解析を通して

明らかにした．
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