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卒業論文

ミャンマーにおける民族紛争モデル

東京大学計数工学科数理情報学コース
立石寛人

ミャンマーの民族紛争について，近年メディアを通じて悲惨な現状について目にする．そもそも紛争がどう

して起きるのかは歴史に基づき分析する必要があるが，紛争が長く続く理由に関しては歴史を知るだけでは分

析できない．本論文ではミャンマーを民族・宗教・民主化という 3つの軸からモデル化し，マルチエージェン

トシミュレーションという手法を通じて紛争が続く現状をシミュレーションする方法を構築する．また，シ

ミュレーションから実際に長引く紛争に対する解決策を提案する．図 2のようにミャンマーを 192個のセル

に分割し，一つ一つのセルがエージェントに対応する．

図 1 実際のミャンマー

図 2 ミャンマーモデル
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卒業論文

リアルワールドデータの分岐図再構成

東京大学工学部 計数工学科 数理情報工学コース
見並 良治

1 概要

与えられた複数の時系列信号の背後に力学系が存

在しており, その振る舞いが決定論的カオスで描写

できるとする. このような仮定の下で, 時系列信号の

みから未知力学系の分岐係数を推定し, その分岐図

を再構成する手法が徳永ら [1] によって提案されて

いる. 本研究では, 実際に観測された時系列信号, 特

にドル円為替市場の価格時系列に対してこれを適用

し, 分岐図を再構成することによってその背後に存

在する力学系の定性的な構造を観察した.

2 手法の概略

2.1 ニューラルネットによる学習

各時系列信号ごとに誤差逆伝播学習法を適用し, 各

ニューロンの重みパラメータを最適化した.

2.2 部分パラメータ空間の抽出

得られた重みパラメータの集合に対して主成分分

析を適用し, 次元を圧縮してパラメータ部分空間を

得た.

2.3 力学系および分岐図の再構成

部分空間内でパラメータを変化させ, ニューラル

ネットの重みパラメータに戻して力学系写像を再構

成し, それぞれ周期および最大 Lyapunov 指数を計

算し, 分岐図を描画した.

3 結果

時間遅れ数 3, 入力次元数 3, 中間層ニューロン数 5

のときの分岐図を図 1, 2に示した. 横軸が第一主成

分, 縦軸が第二主成分を表す. 各時系列に対応するパ

ラメータの遷移は, 図 1では青色, 図 2では赤色で表

した. また, 図 1 ではカオス領域を便宜的に周期-10

とし, 黒色で表した.
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図 1 周期による分岐図

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

 0

 0.5

 1

-100 -50  0  50  100

Γ1

-4

-2

 0

 2

 4

Γ2

Γ

-100 -50  0  50  100

Γ1

-4

-2

 0

 2

 4

Γ2

図 2 Lyapunov安定性による分岐図

4 結論

本研究において, 分岐図再構成の手法が実際のシ

ステムから観測された時系列信号に対しても有用で

あり, さらに再構成した力学系の周期に対してだけ

でなく, Lyapunov安定性に対しても拡張可能ことが

わかった. また, その一例として円ドル為替市場の価

格時系列の背後にある力学的構造を描写し, 価格変

動が低次元カオスで説明できることの可能性を示す

ことができた.

参考文献

[1] Ryuji Tokunaga, Shihoko Kajiwara, Takashi

Matsumoto: Reconstructing bifurcation dia-

gram only from time-waveforms. Phisica D, 79,

pp. 348–360.
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ウイルス感染による交叉反応に対する自己免疫疾患モデル
-ベクターワクチン開発への可能性-

静岡大学工学部システム工学科　竹内研究室所属　　岩本　健太郎

1 背景
自己免疫疾患は，免疫システムが「自己」を「非自

己」として認識し，攻撃してしまうことで起こる．詳

しいメカニズムは明らかになっていないが，自己免疫

疾患発症のきっかけとして，ウイルス感染が重要視さ

れている．実際に，ウイルス感染が自己免疫を引き起

こしたり，自己免疫を抑制するという実験例がある [2]．
本研究では，ウイルス感染による交叉反応に対する自

己免疫疾患モデルを解析し，ウイルス感染が自己免疫

疾患にどのように影響するかを考察する．

2 モデル
ウイルス感染による交叉反応に対する自己免疫疾患

モデル (1)は自己免疫の悪循環 [1]をもとに構築され
ている．簡単化のために，免疫細胞の攻撃対象となる

標的細胞は体内に無尽蔵に存在することから標的細胞

は一定であると考えた．損傷細胞Dは，免疫細胞 Iの

増加に伴い増加し，ウイルス V は，I の増加に伴い減

少する．また，I はDと V によって誘導される．




D′ = β1I − αD,

I ′ = f(D, V )− γI,

V ′ = (k − u− β2I)V.

(1)

β1：免疫細胞の攻撃による損傷細胞の増加率，α：損傷細胞の減衰率，

γ：免疫細胞の減衰率，k：ウイルスの増殖率，

u：ウイルスの自然死亡率，β2 ：免疫細胞によるウイルスの除去率．

また，f(D, V )は免疫応答関数を表す．本研究では，
免疫細胞量は飽和すると考え，f(D, V )は以下の二つ
の関数を考える．

f2(D,V ) = m(D+V )
h+D+V ，f3(D,V ) = m(D+V )2

h2+(D+V )2．
h：免疫細胞の誘導効率，m：免疫細胞の最大誘導率．

3 解析
免疫応答関数が f2(D, V )の場合は，EH = (0, 0, 0)，

EA = (DA, IA, 0)，EC = (DC , IC , VC)という３つの
平衡点が存在する．f3(D, V )の場合は，ÊH = (0, 0, 0)，
ÊA± = (D̂A±, ÎA±, 0)，ÊC = (D̂C , ÎC , V̂C)という４
つの平衡点が存在する．各平衡点の存在条件，LAS条
件は β2− β1平面で表すことができる．具体例として，

f3(D, V )の場合の LAS条件を図１，図２に示す．

図１：k − u < 0 図２：k − u > 0

また，f2(D, V )の場合，EAと EC が共に存在する条

件下では常にDA < DC が成り立ち，ウイルスが侵入

することで疾患は悪化する．f3(D,V )の場合，ÊA+と

ÊC が共に存在する条件下では
γ(k−u)

m < β2 < 2γ(k−u)
m

で D̂A+ < D̂C，β2 > 2γ(k−u)
m で D̂A+ > D̂C が成り立

ち，ウイルスが侵入することで疾患の悪化と抑制があ

り得ることがわかる．

4 シミュレーション
免疫応答関数を f3(D, V )として平衡点の局所解析

とシミュレーションを行った結果，β1と β2の値が (1)
の定性的振る舞いに大きく影響していることがわかっ

た．その結果を β2 − β1平面にして図３に，さらにシ

ミュレーションの一例として，図３の (３)の領域にお
ける ÊA+ と ÊC の双安定の様子を図４，図５に示す．

図３：定性的振る舞い

図４：V (0) = 4.0 図５：V (0) = 2.0

5 考察
解析の結果より，免疫応答関数が f2(D, V ) の場合

にはウイルス感染は疾患を悪化させ，免疫応答関数が

f3(D, V )の場合には，ウイルスの除去率 β2 がある程

度大きいときのみ，ウイルス感染により疾患の抑制が

あり得ることがわかった．また図４，図５より，元々

疾患を発症しているという前提で，疾患が抑制される

可能性がある場合でも，大量のウイルスの侵入がある

と疾患が抑制されず，適度なウイルス侵入があると疾

患が抑制されるということがわかる．

　このことから，自己免疫疾患の治療としてベクター

ワクチンが効果を発揮するには，免疫応答関数が

f3(D, V ) のように抗原が少ないと免疫があまり誘導
されないという特徴をもっていること，免疫細胞によ

るウイルスの除去率が大きいこと，適度な量のベクター

ワクチン投与が必要であるということを考慮に入れな

くてはならないと考えられる．

参考文献
[1] Shingo Iwami, Yasuhiro Takeuchi, Yoshiharu Miura, Toru

Sasaki, Tsuyoshi Kajiwara (2007) Dynamical properties
of autoimmune disease models: Tolerance, flare-up, dor-
mancy, Journal of Theoretical Biology 246, 646-659

[2] Robert S. Fujinami (2001) Virus and autoimmune disease
-two sides of the same coin?, TRENDS in Microbiology
Vol.9, 377-381



免疫誘導の損傷による閾値とシミュレーション
静岡大学工学部システム工学科 竹内研究室所属 黒田　章義

1 はじめに
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)はAIDS(後天的免疫不

全症候群)の原因ウイルスである.患者はHIV感染直後
は高いウイルス量を持っているが，その後低いウイル

ス量を伴う長い無症候の時期にはいり，最終的にAIDS
と呼ばれる疾患を引き起こす．このとき患者は，免疫

システムの重要な成分である CD4陽性 T細胞数の激
減により日和見感染にかかりやすくなっている．

本研究では，物理的飽和や感染が原因の免疫誘導の

損傷を考慮した HIVと免疫システムの相互作用の数
理モデルを用いて．長い無症候性段階がどのように存

在するのかについて考察する．

2 数理モデル

xを未感染 CD4陽性 T細胞，yを感染した CD4陽
性 T細胞，z を CTL(細胞傷害性 T細胞)として数理
モデルを以下のように考える．





x′ = λ− dx− βxy,

y′ = βxy − ay − pxy,

z′ = cxyz
1+εy − bz．

(1)

各パラメータは以下の意味を持つ

λ：未感染細胞の生産率

β：未感染細胞が HIV に感染する割合

d：未感染細胞の減衰率

a：感染細胞の減衰率

p：CTL によるウイルスの死亡率

c：未感染細胞と感染細胞と CTL の相互作用による CTL の増殖率

b：CTL の減衰率

ε：ウイルスによる免疫誘導の損傷率

3 モデルの解析
モデル (1) は，健康な状態である平衡点 Eh =

(xh, 0, 0)，CTL がウイルスをコントロールできない
不健康な状態 (AIDS)である平衡点 Eu = (xu, yu, 0)，
CTLがウイルスをコントロールしている状態 (無症候
性段階)である平衡点 E±

c = (x±c , y±c , z±c )を持つ．興
味深いことに疾患を免疫誘導の損傷率 (ε)の増加と考
えたときに，危険閾値 ε̄と免疫不全閾値 ε∗が存在する．

{
ε̄ = a( c

bβ + β
ad−λβ )

ε∗ = (
√

bβ−
√

λc)2

bd

(2)

局所安定解析の結果，図１が得られた．図１は典型的

な HIV感染者の疾患進行を表している．免疫誘導の
阻害率が ε < ε̄のときは E+

c のみが安定なので，患者

が AIDSになる可能性はない．しかし，ε̄ < ε < ε∗で

は Eu と E+
c が双安定である危険領域が存在する．こ

のとき無症候性段階から AIDSになる可能性が生まれ
てくる．さらに，ε > ε∗ になると，Eu のみが安定と

なり患者はかならず AIDSを発症する．
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図 1: 典型的な疾患進行の場合

4 臨床データ
患者の臨床データを用いて患者とウイルスの優劣と

閾値を調べた [1，2]．

患者 宿主 VS ε̄ ε∗

ウイルス

1 宿主 0.305513492 5.47585531
2 宿主 0.475162365 10.08197316
3 宿主 160.1667591 21115.62718
4 ウイルス -1.295159005 284.9463371
5 宿主 0.980120042 6.410675873
6 ウイルス -0.34543288 0.044996095
7 宿主 0.263168193 24.61175676
8 ウイルス -0.558762517 51．59025349
9 宿主 0.00865783 10813.08562
10 ウイルス -0.216818476 0.093240217
表 1: １０人の患者の臨床データによる閾値

臨床データから危険閾値と免疫不全閾値の存在を確

認し，ε̄ < ε < ε∗では初期値によって AIDS発症のタ
イミングが変わるということが分かった．εによって

患者の症状が決まるということは，ウイルスの増加に

よる免疫誘導の損傷がHIV患者にとって致命的である
ということが言える．

5 まとめ
HIV感染のでは免疫誘導のための抗原提示能力の低

下が存在する．我々のモデルでは，免疫阻害に関する

危険閾値と免疫不全閾値が確認されている．この２つ

の閾値の差が無症候性段階の長さを決定することを示

唆している．また患者の臨床データを用いて，２つの

閾値が存在することを確認した．

参考文献
[1] M.S. Ciupe, B.L. Bibort, D.M. Bortz and P.W. Nelson,(2006)，

Estimating kinetic parameters from HIV primary infection
data through the eyes of three different mathematical mod-
els．mathematical Biosciences．200,1-27

[2] S．Iwami,S．Nakaoka,Y．Takeuchi et al．Immune Inpairment

thereshiolds in HIV infevction，In Review



卒業論文 エンドファイト感染個体と未感染個体の共存及び 2種系の共存
静岡大学工学部システム工学科
竹内研究室所属 長谷 俊宏

1 背景
植物は様々な形で微生物と相互作用している．微生

物の中には植物の生理的特徴 (栄養摂取効率，耐虫性，
耐乾性等々)を変質させるものもいる．本研究では，同
一植物でエンドファイト (植物内生菌)に感染した個体
と未感染個体の共存，及び 2種系の共存について植食
者の影響を踏まえ考察する．

2 モデル
本研究では植物に内生して垂直伝搬するエンドファ

イトに注目する．未感染個体からは未感染個体のみ生

産され，感染個体からは未感染個体と感染個体の両方

が生産される場合を考える．本研究では差分方程式で

記述されたロッタリーモデル (Chesson and Warner
1981)をもとにする．植物種 iの時刻 tにおける占有

面積割合を Pi,t(P e
i,t)とする．i = 1のときを 1種系，

i = 1, 2のときを 2種系とみなす．

Pi,t+1 = g(x)(1− δi)Pi,t + S
βiPi,t+θiβ

e
i P e

i,t

Σn
j=1βjPj,t+βe

j P e
j,t

P e
i,t+1 = ge(x)(1− δe

i )P
e
i,t + S

(1−θi)β
e
i P e

i,t

Σn
j=1βjPj,t+βe

i P e
j,t

(1)

Pi,t+1 = (1− δi)Pi,t + S
βiPi,th(x)+θiβ

e
i P e

i,th
e(x)

Σn
j=1βjPj,th(x)+βe

j P e
j,th

e(x)

P e
i,t+1 = (1− δe

i )P
e
i,t + S

(1−θi)β
e
i P e

i,th
e(x)

Σn
j=1βjPj,th(x)+βe

i P e
j,th

e(x)

(2)

δi, δe
i :植物種 i の自然死亡率

βi, βe
i :植物種 i の繁殖率

S:空き地の占める面積割合
g(x), ge(x):自然死亡しなかった成体が捕食されない割合
h(x), he(x):生産された種子が捕食されない割合
θi:感染個体が未感染個体を生産する割合

(1) 式では，S = 1 − Σn
j=1g(x)(1 − δj)Pj,t −

Σn
j=1g

e(x)(1− δe
j )P

e
j,t．(2)式では，S = 1−Σn

j=1(1−
δj)Pj,t−Σn

j=1(1−δe
j )P

e
j,t．初期値は，Pi,0 > 0, P e

i,0 >

0, 0 < Pi,0 + P e
i,0 ≤ 1を満たし，0 ≤ θi ≤ 1とする．

3 解析
植食者は平衡状態 x∗ に達しているとして同一種内

において成体が捕食されるモデルの内部平衡点の存在

条件は
(1−θ)βe

1−ge(x∗)(1−δe) > β
1−g(x∗)(1−δ)

(3)

同一種内において種子が捕食がされるモデルの内部

平衡点の存在条件は
(1−θ)βehe(x∗)

δe > βh(x∗)
δ

(4)

4 シミュレーション
以上をもとに，植食者 xを xt+1 = f(xt)から決定

される xtにおきかえたモデルを考える．λを自然増殖

率，k を環境収容力として f(x) = xeλ(1−x/k) として

数値計算を行った．

1種系について，図 1，2，5，6のパラメータは同じ
である．図 1～4は成体が捕食されるモデル，図 5，6は
種子が捕食されるモデルである．図 1，3，5は g(x) =
ge(x) = h(x) = he(x) = 1/(1 + x)とした時である．
図 1では xの分散が大きくなるにつれて共存不可能に

近づいていった．図 3においては植食者が平衡状態の

場合には共存条件を満たさないようなパラメータであ

るが，植食者が変動することで共存可能となった．

種子が捕食されるモデルでは h(x) = he(x)とした
場合，図 5のように共存に植食者の影響はなく他のパ
ラメータに依存して共存が決まる．

図 2，4，6 は g(x) = h(x) = 1/(2 + x)，ge(x) =
he(x) = 1/(1 + x)とした時である．任意の x > 0に
ついて g(x) > ge(x)（または h(x) > he(x)）とした場
合には捕食対象に依らず共存不可能であった．

2種系の場合には，植物が捕食されない割合を表す関
数及び捕食対象に依らず一般的には共存できなかった．

λ
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図 1: 成体が捕食される場合
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図 2: 成体が捕食される場合
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図 3: 成体が捕食される場合
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図 4: 成体が捕食される場合
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図 5: 種子が捕食される場合
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図 6: 種子が捕食される場合

5 考察
1種系で捕食対象によって植物が捕食されない割合

を表す関数が等しい場合，植食者が平衡状態の時には

共存できなかった種が変動することで共存可能になる

状況があった．また，種子が捕食されるより成体が捕

食される方が共存を導きやすくなる状況がある．これ

はオリジナルのロッタリーモデルで考えられていたも

のとは逆の結論である．

また，植物が捕食されない割合を表す関数が異なる

場合，任意の x > 0について g(x) < ge(x)（または
h(x) < he(x)）であるとき，関数が等しい場合に比べ
て共存しやすくなる傾向にある．

2種系の場合，各パラメータが特殊な状況であると
きを除き一般的には共存できない．

参考文献
[1] P.Chesson and R.R.Warner,1981. Environmental vari-

ability promotes coexistence in lottery competitive
system.Am.Nat.,117,923-943.

[2] Shigehide Iwata and Yasuhiro Takeuchi,2007., Coexistence of

Plants Individuals with and without Endophyte Infection -

Role of Herbivores-, kōkyūroku,1551,157-162.



A Paradox of Vaccination Strategy
静岡大学工学部システム工学科　竹内研究室所属　鈴木　崇文

1 はじめに
2005年 9月中国では、家禽の鳥インフルエンザウイ

ルスに対するワクチン接種政策を実施した。
しかし、ワクチン政策の実施にも関わらず、その後、

中国の家禽の間で鳥インフルエンザの流行が確認され
ている。また、遺伝的・抗原的解析の結果、これらの
ウイルスは、以前に確認されていない種であることが
わかった。この事実は、ワクチン政策に大きな疑問を
投げかける結果となった。
そこで本研究では、感受性個体 (X)、ワクチン接種

感受性個体 (V )、ワクチン感受性感染個体 (Y )とワク
チン抵抗性感染個体 (Z)を考慮した、ワクチン政策の
数理モデルを考えた。

2 数理モデル
以下のようなモデル (1)を考える。ワクチン政策を

実施していないとき (p = 0)、モデル (1)は、ワクチン
感受性感染個体とワクチン抵抗性感染個体の競争シス
テムである。一方、完全なワクチン政策が実施された
とき (p = 1)、ワクチン接種感受性個体とワクチン抵
抗性感染個体しか存在しない、SIモデルである。
また、ワクチンによる病気の予防率を 1−σとした。

つまり、σ = 0のとき、このワクチンはどちらの種に
対しても完全な予防効果を発揮する。
ここで、my,mz はそれぞれ、ワクチン感受性種と

ワクチン抵抗種の毒性を表していることに注意する。
X ′ = (1 − p)c − bX − (ωyY + ωzZ)X,
V ′ = pc − bV − σωzV Z,　
Y ′ = ωyXY − (b + my)Y,
Z ′ = ωz(X + σV )Z − (b + mz)Z.

(1)

各変数及びパラメータは次の意味を持つ。

X : 感受性個体 　

V : ワクチン接種感受性個体　

Y : ワクチン感受性感染個体

Z : ワクチン抵抗性感染個体　

p : ワクチン接種率 (0 ≤ p ≤ 1)

c : 出生率　

b : 自然死亡率　

ωy : ワクチン感受性感染個体から感受性個体への感染率

ωz : ワクチン抵抗性感染個体から感受性個体への感染率　

1 − σ : ワクチン抵抗性感染個体に対する感染予防率 (0 ≤ 1 − σ ≤ 1)

my : ワクチン感受性感染個体の感染による死亡率　

mz : ワクチン抵抗性感染個体の感染による死亡率

3 数学的性質

平衡点　存在条件　　安定条件　　
Rid < 1

E0 常に存在 かつ
Rip < 1

Ed 1 < Rid R̄ip < 1
Ep 1 < Rip R̄id < 1

1 < R̄id

E+ かつ 常に安定
1 < R̄ip

表 1: 解析結果 (0 < p < 1)

平衡点
E0 = (X0, V0, 0, 0), Ed = (Xd, Vd, Yd, 0),
Ep = (Xp, Vp, 0, Zp), E+ = (X+, V+, Y+, Z+).

基本再生産数
Rid

=
ωy

b+my
X0, Rip

=
ωz

b+mz
X0 +

σωz

b+mz
V0,

R̄id
=

ωy

b+my
Xp, R̄ip

=
ωz

b+mz
Xd +

σωz

b+mz
Vd.

4 ワクチン政策のパラドックス
ワクチン接種率 pに対して、総感染者 (Y + Z)に注
目した個体数変化を図 1、図 2、図 3に示す。図 1、図
2と図 3の相違点は、ワクチン感受性種とワクチン抵
抗性種の毒性の大小関係のみである。また図 4は、図
1においてワクチン接種を実施していないとき (p = 0)
の総感染個体数を Y0、全感受性個体にワクチン接種を
実施したとき (p = 1) の総感染個体数を Z1 として、
Y0 < Z1である領域を ωz − ωy 相平面で表したもので
ある。

図 1: my > mz 図 2: my < mz

図 3: my = mz 図 4: ωz − ωy 相平面

5 まとめ
解析の結果、ワクチン政策がワクチン抵抗性感染個
体の流行を促進することがわかった。さらに、大変興
味深いことに、家禽へのワクチン接種率を上げること
が、総感染個体数を増加させうることを発見した。つ
まり、感染個体数を減少させるための家禽に対するワ
クチン政策が、感染個体数の増加を引き起こしている。
また、ワクチン政策が総感染個体数を増減させる条件
は、ワクチン感受性種、ワクチン抵抗性種の毒性にの
み依存していることがわかった。本研究は、家禽に対
するワクチン政策を背景としたが、一般的な伝染病に
おいても同様の現象が起こりうることを警告している。

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

Shinji Nakaoka (2007) The vaccination program
against avian influenza: A mathematical approach,
In Review



卒業論文 
日本語方言の系統樹からみるミームの系統進化 

名古屋大学情報文化学部 自然情報学科  田村光平 
 

１ はじめに 
 情報の複製によって系統が生じ，そこに淘汰の下で変異

が蓄積されることを進化と呼ぶならば，それは生命以外に

おいても起こりうる．なぜならば，生物の進化において実

際に親から子へと伝達されるのは遺伝「情報」だからであ

る．文化進化において，生物における遺伝子の役割を担う

のがミームである．ミームの導入により，文化を進化生物

学の手法で扱うことが可能になる． 
本研究では，題材として日本語方言の系統樹を描くこと

で，生命・非生命の垣根を越えた一般的な進化現象に関す

る知見を得ることを目的とする．系統樹を描くことは，進

化生物学においては一般的な手法であり，多様化の過程を

うまく記述できるため，進化現象の分析に適している．し

かし，文化進化においては，一度分岐した後に再結合する

ことが一般的に起きるため，ネットワーク型の系統樹の方

がより正確に進化の様子を可視化できる．本研究ではさら

に，できあがった系統樹について数理解析を行い，生命進

化や他の文化進化と比較した． 
２ 手法 
本研究では，NeighborNet[1]を用いて，各県の方言にお

ける単語の有無を遺伝情報とみなして日本語方言に関する

系統ネットワークを作成した．具体的には，ある単語がそ

の県の方言に存在していれば 1，していなければ 0 をコー

ドしてビット列を作成した．これを，[2]に基づいて 64 種

類 1220 個の単語について行った．ここで，「種類」とは，

例えば「手」を表す単語という意味である．なお，ネット

ワークの描画には SplitsTree4[3]を使用した． 
３ 結果 
できあがった系統樹を図 2 に示す． 

 
図 2 日本語方言の系統ネットワーク．鹿児島と沖縄の枝の長さ

はそれぞれ 1/2 に省略． 
 

密な網状構造になっている部分は形質の水平伝播が盛ん

なところだと考えられる．系統樹上で，東北地方，関西地

方，四国地方，九州地方の方言がそれぞれ同じ分類群とし

て存在していることが確認できる．それ以外でも，地理的

に近い方言が近くに存在する傾向が確認できる．ただし，

系統樹上では，東北地方と九州地方が近いことがわかる．

これは，都からの距離がほぼ等しく，言語の伝播速度が同

程度であることが一因であろう．また，愛知県と広島県の

方言が類似している点が興味深い．これは，関ヶ原の合戦

の後，広島藩の藩主となった福島氏・浅野氏が愛知県出身

であるため，このときに語彙の伝播が起こったのではない

かと推測される． 
次に，土松・池上[4]らによって提案された，下流の分岐

ノードの偏りと距離空間の歪みの尺度を用いて，数理的な

解析を行った．土松らの研究では，鳥居や雑煮の分岐ノー

ドの分布は分岐ノード数と頻度を軸とする両対数グラフに

おいて右下がりのお椀型になることが示されているが，方

言の系統樹は，そのお椀型と直線の中間のような形となっ

た．これは，言語が他の文化と比べて制約が緩く，自由な

変異が可能であること，いわゆる「言葉の恣意性」を意味

していると考えられる． 

さらに，日本方言の系統性と中立性に関する知見を得る

ため，その距離空間の Additive Metric(親から子へと累積的

に 進 化 し て き た 結 果 生 成 さ れ る 距 離 空 間 ) と

Ultrametric(Additive Metric のうち，進化速度一定の場合に

生成される距離空間)からの歪みについて解析を行った．

その結果，日本語方言の系統樹は系統性・中立性ともに大

きく歪んでいることがわかった．系統性の歪みは，頻繁に

語彙の借用が起こることによるものであろう．系統性は変

異が親から子へと一方的に累積することの指標なので，形

質が頻繁に水平伝達される場合には歪みが発生しやすい．

中立性に関しては，言語の変化には安定した平衡期と分裂

が起こる中断期があるとするディクソンの断続平衡モデル

で説明できる[5]．つまり，言語は漸進的に一定の速度で進

化するのではなく，従って中立性に歪みがでる．ディクソ

ンは，系統樹が適用できるのは中断期だけであるとして，

言語への系統樹の安易な使用を批判しているが，平衡期の

文化伝播による言語の収束を網状構造で表わせると考えれ

ば，ネットワークモデルには言語進化の平衡期と中断期を

包括できる可能性がある． 
 

最後に，系統性の歪みがどの程度ネットワークの網状構

造に反映されるか調べた．系統性の歪みが大きいほど形質

の水平伝播が頻繁であり，ネットワークの網目が密になる

と予想される．ランダム作成したビット列を用いてその距

離行列から系統樹を生成することを繰り返し，系統性の歪

みとネットワークの網目の数を調べた．その結果，基本的

に，網目の数は系統性の歪みに比例して大きくなっている

が，歪みが大きくなると発散していることがわかった．系

統性の歪みは確かにネットワークの網状構造に影響を与え

るが，他の要因もまた影響を及ぼしていると考えられる． 

４ まとめ 
 本研究では，生命・非生命の垣根を越えた進化現象の理

解を目指し，NeighborNet を用いて日本語方言の系統ネッ

トワークを描いた．できあがった系統樹について，数理解

析を行い，日本語方言は，他の文化に比べてランダムな変

異が許容されること，系統性・中立性ともに大きな歪みが

あることを示した．また，系統性の歪みと系統ネットワー

クの網目の数を比較し，基本的には歪みの大きさに比例し

て網目の数が増えることを示した． 
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平成 19年度 卒業論文

Lotka-Volterraモデルによる多様性と安定性の逆理について

龍谷大学 理工学部 数理情報学科 飛永賢一

地球上には多くの生物が生息し,prey(被食者)や predetor(捕食者)などに分かれ様々な食物網を形

成している. ある動植物の集合は群集と呼ばれるが,熱帯雨林やさんご礁のようにより多くの群集

が多様かつ複雑な食物連鎖により相互作用し合う方が,寒帯や温帯の群集より安定に共存すると考

えがある (Elton, 1958).一方,この多様性と共存についてある種の数理モデルで考察すると, 生物

の種数,生物間の相互作用が多ければ多いほど共存する可能性は減少し不安定になりやすいという

まったく逆の結論に至る (May, 1974).この矛盾は「多様性と安定性の逆理」と呼ばれている (松田

1995).ここではこの「多様性と安定性の逆理」を Lotka-Volterraモデルを用いて数学的に調べるこ

とにした.

まず,線形連立微分方程式系を考え定常点が安定であるとはどういうことか調べた. 次に,2種の

生物における prey,predetorの Lotka-Volterraモデルにより定常状態の安定性について考察した. こ

のモデルにおいて安定とはどういうことか,また,2種が共存するとはどういうことかについて,数学

的に考えた.すなわち,生物が共存する定常点 (平衡点)の安定性と,安定な周期解の存在を考察した.

次に,この研究の本来の目的である「多様性と安定性の逆理」を次のような設定で調べた.生物は

多様な相互作用をしているとしても,自然界ではすべての生物が直接相互作用しているわけではな

い. 例えば,生産者,第一次消費者,第二次消費者,. . . ,第 n次消費者に区別されている群集があると

する.第三次消費者が生産者および第一次消費者を食べたり,二つ以上段階を飛ばし捕食するような

場合はあまり見られないとすると,すべての生物が相互作用し合うモデルより食物網を決め,栄養段

階を一段ずつ決めたモデルの方が適していると考えるのが自然である. ここでは Lotka-Volterraモ

デルを用いて,3種から 5種のいくつかの食物網についてその種間関係を決める係数を確率的に与

え,その系の安定性を調べた. もう少し詳しく述べると,モデルの係数に [0,1)の一様乱数を与え共

存状態が安定に存在するか調べた. すべての種が共存すれば標本を 1とし,一種でも絶滅すれば標

本は 0とし,標本を 10000個用意し標本平均を求め母平均の範囲を推定した. そしてこれら様々な

食物網において共存する標本平均,母平均を比較した. その結果,種数,相互作用が多くなればなる

ほどすべての種が共存する可能性が小さくなりこのモデルにおいてはMayの主張が裏付けられた.

最後に,上の計算では,Lotka-Volterraモデルにおける定常点の安定性を調べているが,系によって

は複雑な解軌道が存在し安定な状態を保っている場合もある. 例として, 2prey(x, y),1predetor(z)の

モデルを考えた.ここでは preyもお互い相互作用があり, xが yよりも強い場合を考え,この条件で

zを取り入れ,係数を変えるとこの群集の安定な状態がどのように変化するか調べた.その結果,3種

が共存する定常点が安定となる場合や,不安定となる場合があり,後者の場合には複雑な解軌道が

存在した.



卒業論文

魚の左右性の遺伝システムでの
優性ホモ消失のモデル

奈良女子大学　理学部　情報科学科　高橋研究室　川崎友子

アフリカのタンガニイカ湖には、スケールイーターと呼ばれる、他の魚を襲いその体の表面か

ら鱗をはぎ取って餌にする魚がいる。スケールイーターは、口がどちらかに開くという遺伝に支

配された左右性多型を持つ。このような左右性はスケールイーター特有の左右性ではなく、全て

の魚類にあることが示されている。さらに、捕食者は主に自分の利きと逆の利きの個体を捕食す

ることが明らかになっている。

この遺伝は左利きが優性のメンデル遺伝に近いが、左利き同士の親の子供は常に左利き：右利

き＝２：１、左利きの親と右利きの親の子供は常に左利き：右利き＝１：１に近い割合となって

おりメンデル遺伝の法則とずれている部分が存在する。このため左利きホモが存在しないのでは

ないかと考えられている。

昨年度の卒業研究において、左利き遺伝子 L、右利き遺伝子 rの他に優性ホモを作らないとす
る不和合性遺伝子（K）を考え、その不和合性遺伝子Kが増加するかどうかが調べられた。その
結果、捕食者餌系などの一部のモデルではK遺伝子は増加したが、K遺伝子がある程度増えたと
ころで左右性の振動が止まり、K遺伝子が全体に広まる事はなかった。
本研究では、K遺伝子の割合が最も高いところで落ち着いた、LKを持った卵と Lを持った精子

が結びつかないとした場合の、捕食者と餌の二種のモデルに着目してさらにモデルの改良を行っ

た。捕食者の左右性が餌の左右性の変化に及ぼす影響を強くするように改良すると、K遺伝子
の割合が大きくなっても左右性の振動が持続し、K遺伝子が全体を占め、左利きホモが消失した
（図）。

また集団で交配した場合ではなく、ペアで交配した場合についてもモデルを作成し、シミュレー

ションを行った。K遺伝子が集団で交配した場合と同様の働きを持つ、つまり LKを持った卵と
Lを持った精子が結びつかないとした場合、K遺伝子の割合は逆に減少した。LKを持った卵が
Lを持った精子と小さな確率で結びつくとしたモデルでは、捕食者と餌の両方においてK遺伝子
の割合が増加し、左利きホモの割合が減少した。

0.0 1000
0.0

1.0
K

図：優性ホモができなくなる不和合性遺伝子 Kの割合の変化。捕食者を緑、餌を赤で示して
いる。



卒業論文

シオマネキの左右性の遺伝システムのモデル

奈良女子大学　理学部　情報科学科　高橋研究室　小林 美苑

魚類は口が左右どちらかに開くという左右性多型を

持っている。この左右性の遺伝は左利きが優性のメン

デル遺伝に近い遺伝システムと考えられている。

ハクセンシオマネキUca lacteaは、海岸河口付近に
生息するスナガニ科のカニである。シオマネキ類の雄

は成長するにつれ左右のどちらか一方のハサミが巨大

化する。左利きの個体と右利きの個体の比率はほぼ１

対１である。

図 1: 2 カ所の雄の左利きの比率の変化 (堀)

堀らは、和歌浦のハクセンシオマネキ個体群から右

利きの雄個体を約 88%取り除き、男里川河口の個体群
から同数の左利き個体を移植した。その入れ替え後の

和歌浦と男里川河口での雄の左利き個体の比率の変化

を図１に示す。

入れ替え後２年目以降定、着稚ガニの左利き個体の

比率の 0.5からのずれが大きくなっている。このこと
から、ハサミの左右性は環境によってではなく、遺伝

によって決まることが分かる。また、入れ替え後１年

目の’93年の定着稚ガニの左利き個体の比率が１対１
であることから、父親からの遺伝ではなく’92年の入
れ替えを行っていない母親からの遺伝が定着稚ガニに

効いていることが考えられる。’93年以降の左右性の
偏った雌の定着稚ガニが成長、繁殖して子供を産むの

で、定着稚ガニの左右の比率が１対１からずれていく。

雄の左右性が、母親からの遺伝によってのみ決まり、

雄の遺伝は２代目以降の子孫から影響するモデルとし

て以下の２つのモデルを考える。

１つ目のモデルでは、左右性を決める遺伝子がX染
色体上に存在するとする。このモデルでは、雄のX染
色体は母親からのみ由来するので雄の左右性は母親か

らの遺伝で決まる。

どちらか一方の親の遺伝子だけが子供に発現するイ

ンプリンティングという現象がある。２つ目のモデル

として、常染色体上に左右性を決める遺伝子が存在し、

母親由来の遺伝子がインプリンティングで子供に発現

するとするモデルを考える。

X染色体モデルとインプリンティングモデルどちら
ともシオマネキの左右性について説明できる。入れ替

え後５から６年目にかけての雄の定着稚ガニの左利き

個体の比率の減少を説明するのに外部からの定着稚ガ

ニの移入が必要である。

1 6
0.0

1.0

2 3 4 5

0.5

図 2: X 染色体モデルでの雄の左利きの比率の年変化。赤は大型個

体、緑は小・中型個体、青は定着稚ガニでの比率



魚の階層的縄張りモデル

奈良女子大学　理学部　情報科学科　金城　理恵

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)食のシクリッド魚は、各個体がそれぞれ採食縄張りを維持している。ロボは体長の異なる同種
個体の縄張りが最大で７重複するという特徴を持っている。体長の異なる個体が摂餌の時、使用する岩の割れ

目の幅も異なるためであると考えられている。

　本研究では、２個体のロボの体長の差が大きいとき、縄張りから追い出さず縄張りを重複させるモデルを考

えていく。自分の体長を xとし、体長 yが x − Ax ≤ y ≤ xの範囲のロボを縄張りから追出すとする。Aが戦

略となる。摂餌量、死亡率、成長率を以下のように設定し、最適戦略となる Aを求める。

割れ目の幅を p、体長 yの個体数分布密度を n(y)、体長 yの摂餌回数をm(y)、体長 xの縄張りの広さを T (x)、
割れ目 pの密度をN(p)、体長 yが幅 pの割れ目の利用率をB(y, p)(p = e−4.107y1.648を中心とする対数正規分

布)、また割れ目の利用効率をB2(y, p)(同様の対数正規分布を定数倍して最大値を 1としたもの)、餌の補充率を

Eとするとき、餌の残っている割れ目の量D(p)は、ET (x)N(p)−
(∫ x−Ax

0
m(y)T (x)n(y)B2(y, p)B(y, p)dy +∫ ∞

x
m(y)T (x)n(y)B2(y, p)B(y, p)dy

)
とする。　　全体の時間G、縄張りから他のロボを追い出す時間をC(x)

とし、体長 xの摂餌量は∫
x3B2(x, p)B(x, p)(G − C(x))D(p)dpm(x)と設定する。
死亡率をほかのロボを自分の縄張りから追い出すのにかかる時間が大きくなるほど、死ぬ確率が高くなると

した。また、追い出す時間が同じなら体長が大きいほど個体ほど死にづらいとする。

成長率は摂餌した栄養のうち成長に回す量が大きいほど成長率が大きいとする。体長 xがあるサイズ Iより
小さければ摂餌した栄養はすべて成長に使われ、I以上ならばすべて繁殖に使われると仮定する。摂餌量を使っ
た式にしている。

体長がΔ x大きくなる間の死亡率を最も小さくするAが最適戦略である。割れ目の利用率の分布幅、餌の補

充率、割れ目の利用率、縄張りの広さなどが Aにどのような影響をもたらすか調べた。

-12.0
-6.0

 (log E)
4.0

29.0
(x)

0.00

0.25
A

　　　　　　　　　　図　体長 (x)と餌の補充率を変えたときの許容体長比 Aの変化

餌の補充率を大きくすると、追い出し体長比Aは小さくなった。これは餌が豊富になり他のろぼを追い出す

必要がなくなるからだ考えられる。割れ目の利用率の分散を大きくすると、追い出し体長比は大きくなった。

これは広い範囲のロボを追い出す必要が出てくるからと考えられる。割れ目の利用効率の分散を大きくすると、

追い出し体長比は大きくなった。これは広い範囲のロボが高い効率で、同じ割れ目を使うのからと考えられる。

パラメータを変化させた結果、追い出し体長比は 0.020 ∼ 0.231の範囲の値をとった。これは、実測データ
から出した追い出し体長比 0.225を含んでいる。また、追い出し体長比は、体長によらず一定になった。これ
は、実測データと一致した。



卒業論文  

「目標達成と集団維持から見た最適なリーダーの考察」−動物のリーダーシップ

形成のシミュレーションモデルに基づいて 

九州大学理学部生物学科４年 数理生物学研究室   福田 茂大 

 

 リーダーシップとは、集団内の目標達成に向けて、集団内のある個体が他個

体の行動に対して積極的な影響を及ぼす過程をさす。必要とされるリーダーシ

ップはリーダー以外の個体の特性などの状況によって異なると考えられる。本

研究では PM 理論を用い、個体の特性を集団の目標達成機能（performance；P）

と集団維持機能（maintenance；M）の比率として捉えた。目的地を知るリーダ

ーの特性とリーダーを重視するサブリーダーの特性を変化させ、目的地に向か

ってリーダーを進ませた時の目的地にたどり着くまでの時間と導引個体数を測

定した。リーダーやサブリーダーの特性と時間や導引個体数との相関をピアソ

ンの積率相関係数による無相関検定を用いて分析した結果から、サブリーダー

がいる集団はいない集団に比べて生産性が上がるが、サブリーダーがリーダー

を重視しすぎる集団では生産性が落ちることがわかった。以上のことから、リ

ーダーは集団内で支持者の多い者を選ぶべきであるが、リーダーを支持しすぎ

る集団では別のリーダーを選ぶべきであると結論した。 

 
 



     人々の協力とメディア・政府の圧力の 

         数理モデルによる研究 

         〜干潟浄化のために〜 

                        九州大学理学部生物学科数理生物学研究室卒業論文 

                                                             瓦田 太郎 

干潟は海の浄化作用を持つとともに、豊かな生態系を保っている。しかし、河

川からの有機物の流入量が増えすぎると、汚染が進行し生物の死滅を招いて、

浄化能力の低下を引き起こす。そうならないためにも、河川からの有機物の流

入量の制限が必要だが、そのためには流域の住民の協力が不可欠である。しか

し、直接干潟に接することのない上流域の住民に協力を求めるのは難しいため、

そこにはメディアや政府といった何らかの社会的圧力が必要であると考えられ

る。 

 本論文では Suzuki and Iwasa (2008)を用いて河川の上流・下流に住む人々の協

力度合いとそれによる干潟の汚染度の推移について調べた。また人の協力を得

るにあたってメディアや公的な圧力の効果を加え、それによって協力度や汚染

度がどのように推移するかを調べた。結果としてはメディアの圧力を加えた場

合、上流域に住む人々の協力を得るにはかなり強い圧力を必要とすることが分

かった。このことから、メディアの圧力によって流域に暮らす人の協力度をあ

げるのは簡単ではないことが分かった。 

 一方、公的な圧力を加えた場合は上流に住む人々の協力を得るという点では

メディアの圧力よりも効果的であることが分かった。 

 またこれらの圧力を同時に加えることで小さな圧力でも人々の協力を得るこ

とが出来ることも分かった。 

このことから干潟浄化・保全のためには政府やメディアの連携が必須であると

考える。 



 戦いの勝ち癖と負け癖： 

経験から自己を評価する集団のゲーム  

                     九州大学理学物生物学科 

                 萱島隆一 

 

 動物界では闘争能力や資源の価値の影響だけでなく、過去の戦いの結果がそれ以

降の闘争の結果に影響を与えるということが起こる。勝者は次の戦いがたとえ違う

相手だとしても勝ちやすくなり、敗者は負けやすくなる。これは winner and loser 

effect (勝ち癖と負け癖)として知られている。この winner and loser effect が適応

的だと説明する仮説の一つに、self-assessment 仮説がある(Whitehouse 1997)。

この仮説は勝者や敗者は戦った際に、自身の闘争能力について情報を得ているとい

う仮説である。本研究ではこの self-assessment 仮説に焦点をあてる。ベイズ推定

を用いて自身を評価する集団をモデルにし、ゲーム理論によって winner and loser 

effect の仕組みを調べた。 

 結果として、自身を評価する個体の集団の方が、評価を行わない集団に比べて、

弱い個体ではより高い勝率、強い個体ではより低い勝率を示すことがわかった。ま

た、自身の対戦の結果をどのように評価する戦略が進化するのか調べた。その結果、

コストが大きいときや利得が小さいときには自身を慎重に評価する戦略が ESS と

なり、コストが小さく利得が大きいときには自身を楽観的に評価する戦略が ESS

となることがわかった。 

 

 



2007 年度卒業論文 

森林における不規則な一斉開花結実は進化するのか？ 

新手法 PFPP を用いた有限集団ゲームの理論的研究 

九州大学理学部生物学科数理生物学研究室 立木佑弥 

 マスティングとは森林における樹木が不規則に繁殖し、また樹木間で同調す

る一斉開花結実現象である。マスティングの進化的優利性に関しては、様々

な仮説が提唱され検証されている。理論的なものでは山内による研究がある 

(Yamauchi. 1996)。 マスティングのメカニズムに関するモデルとしては 

Energy Budget Model (Satake, and Iwasa. 2000) が知られている。このモデルで

は、一回の繁殖への資源投資係数 k と花粉の獲得効率βの二つのパラメータ

のバランスによって、不規則で同調した開花をはじめ、多様な繁殖の動態が

引き起こされる事がわかった。本論では Energy Budget Model の資源投資係数

k に注目し、花粉の獲得効率βの条件下でどのような繁殖戦略が進化的に有利

となるのかを調べた。 

 現実の森林では樹木の数は有限であり、花粉交換を通して相互作用してい

る。この様な状況下では 、random drift と頻度依存性が同時に現れる。有限

集団におけるゲームは突然変異体の固定確率で議論される。突然変異体の固

定確率が中立突然変異体の固定確率と比べて有意に大きければその突然変異

は進化的に有利であるといえる。逆に突然変異体の固定確率が有意に小さけ

ればその突然変異は進化的に不利であるといえる(Nowak. 2006)。 

 ある集団に突然変異体が出現した時、どのような形質値ならば侵入可能な

のかを議論する際、Pairwise Invasibility Plot (PIP)が用いられる(Geritz, et. al. 

1997;1999)。本論では PIP を有限集団に拡張して用いた。PIP では、先住者集

団に対する侵入者の相対適応度をプロットしている。これに対して、今回の

集団では適応度が解析的に出ない。このため固定確率を用いて議論しなけれ

ばならない。ある先住者集団に対して侵入者の固定確率が有意に高いかどう

かをプロットしたものを Pairwise Fixation Probability Plot(PFPP)と呼ぶ事にす

る。本論では PFPP を用いてマスティングの進化を議論した。その結果、単

にギャップをめぐる競争という条件のみでは、毎年開花をするという事が有

利となることがわかった。この結果はカエデ科の様なギャップ依存種の生活

史とよく合っている。 



卒業論文 

鳥類の兄弟間競争におけるテストステロン効果と資源環境

の関係 
渡邉 貴豊   九州大学理学部生物学科数理生物学研究室所属 
 鳥類のヒナは自ら餌を取りにいくことができないので、親鳥の運んできた餌

を食べて育つが、親鳥はヒナが餌を求めて鳴く行為（ベギング）に反応して餌

を分配する。しかし、ベギングにはエネルギーを使うため体の小さなヒナは強

度が弱く、餌をもらいにくく、兄弟間競争で不利になる。そこで母鳥は後から

産まれてくる子の卵黄中にテストステロンというホルモンを注入し、成長率を

高くすることが知られている。 
 しかし、テストステロンを注入することで子の成長率が増すのであれば、兄

に対する弟の相対テストステロン濃度を高くすることで、常に親の適応度は高

くなるといえるのだろうか。本研究では、資源環境を変化させたとき、相対テ

ストステロン濃度と、ヒナの生存率や体重、あるいは巣立ちに必要な日数の間

にはどのような関係があるのかを調べた。 
                    左の図は資源量（R）を変化させた

 
の結果、相対テストステロン濃

 時、子の生存数が最も多くなる（つ

まり親の適応度が最も高くなる）弟

の相対テストステロン濃度（b）を

示している。 
 
 

 そ

度と生存率の関係は、資源環境によってはテストステロン効果が見られなかっ

たり、濃度が低い方が適応度は高くなったりするなど、資源環境に依存するこ

とが分かった。 
 したがって、親の適応度を最大にする相対テストステロン濃度は、一概に高

い方がよいとは言えず、資源環境に応じて変化するはずだと結論した。 
 



修士論文

Multi-game Dynamics in Finite Populations　
(有限集団におけるマルチゲームダイナミクス)

東京大学大学院 情報理工学系研究科
数理情報学専攻 秦　嘉芸

1 背景と目的

種の起源と進化を解明するのはライフサイエンスの重

要なテーマの一つである。個体間の相互作用をゲームと

して捉え、研究するのが進化ゲーム理論である。

歴史的に進化ゲームの研究は過去何十年にわたって、

生物集団の個体数が無限であると仮定してきた。レプリ

ケータ方程式と呼ばれる微分方程式モデルを用いて、決定

論的に近似した研究が行われてきた。しかし最近、集団の

有限性による影響に関する研究が注目を集めている。そ

こでは、birth-deathプロセスを確率過程として捉えたモ

デルが使われている。その中で頻度依存 Moran Process

が最も良く用いられている [1]。

ところが、それらほとんどの研究では集団間の１つの相

互作用のみに注目している。つまり、集団は他の相互作用

を持たない、もしくは他の相互作用があるとしても、注目

する相互作用のダイナミクスに影響を及ぼさないと仮定

をしている。しかしながら、自然の世界ではこのような仮

定は必ずしも成り立たないと考えられる。

そこで、本研究では有限集団において、ある１つの相互

作用によるゲームのダイナミクスに、他の相互作用が影響

を及ぼすかどうかについて検証を行う。

2 問題設定

ある生態系を考える。この生態系にいる兎は最初白兎

だけであるとしよう。ある日一匹の白兎が突然変異に

よって黒兎になり、そして、最後に白兎が絶滅して全てが

黒兎になったとしよう。本研究ではこのような白兎集団

に黒兎が侵入して定着する過程に注目する。

この生態系の中には他種の動物ももちろん存在してい

るので、その１つとして狐集団を考える。狐にとって、兎

は白であれ黒であれ、どちらも区別しないと仮定しよう。

つまり、狐は白兎とも黒兎ともまったく同じ相互作用を持

つとする。また、その相互作用により、兎集団と狐集団の

個体数はそれぞれほぼ一定に保たれるとする。すると、黒

兎による侵入過程を考える時に、狐集団による影響がない

ものと考え、無視して解析するのが自然な方法であろう。

これが今までの進化ゲームによる考え方である。

しかし、兎と狐の間の相互作用を本当に無視していいの

だろうか? 本研究では、この相互作用を無視する場合をシ

ングルゲーム、考慮に入れる場合をマルチゲームとし、そ

れぞれにおけるゲームのダイナミクスを比較することに

よって、この問題を検証する。

3 有限集団におけるゲームダイナミクス

3.1 Moran Process

本研究では、頻度依存Moran Processを用いてゲーム

のダイナミクスをモデル化する。Moran Process を簡単

に説明すると、図１のような３つのステップによって定め

られる。

(1) 複製：種の平均利得に比例する確率で個体が１つ選

　　　ばれ、その個体が複製される。

(2) 死亡：完全にランダムに個体が１つ選ばれ、その個

　　　体が死亡する。

(3) 置換：複製されて増えた個体が、死亡した個体の代

　　　わりに集団に加える。

この３つのステップで１回のプロセスが終わり、集団の総

個体数は変わらない。このプロセスを繰り返して行うこ

とで、ゲームが進んでいく。

図 1 Moran Process

1



3.2 モデル

集団に黒兎が１匹しかいない初期状態からスタートし、

最終的に兎集団にいる兎が全部黒になる確率を黒兎の定

着確率と定義し、かかる時間を定着時間とする。本研究で

はこの２つの視点からゲームのダイナミクスを研究する。

ゲームはMoran Processに従って進んでいくため、種

の個体数の変動はマルコフ過程で表される。個体の総数

がM と仮定すると、このマルコフ過程を調べることによ

り、定着確率を求めた。これを中立な種の定着確率と比較

した時の差の大小により、侵入者は進化的に有利か不利か

判定できる。

また定着時間については、定着することを前提とした条

件付確率を計算して、定着するまでにかかった時間の期待

値をもとめた。

モデルには、主要なパラメータが４つある。パラメー

タ p、q は、種の性質を決めるパラメータであり、それぞ

れ兎間のゲームの不安定平衡点 (p, 1− p)および兎狐間の

ゲームの安定平衡点 (q, 1− q)の位置を定める。また、パ

ラメータ w1、w2 は、それぞれのゲームがプレイヤーの利

得に及ぼす影響の大きさを定める。　

4 解析結果

本研究の目的は，有限集団におけるシングルゲームとマ

ルチゲームのダイナミクスに違いがあるかどうかを検証

することである。そこで、定着確率と定着時間に注目し

た。定着確率において、シングルゲームで成り立ってい

た「 1
3 法則」が、マルチゲームでは成り立たないことが分

かった（図１）。侵入種が進化的に有利であるためには、

シングルゲームの場合と比べて、より強い種が必要とさ

れる。

図 2 定着確率における「 1
3
法則」からのずれ

一方、定着時間に関してもシングルゲームとマルチゲー

ムで違いが見られた。特に、他種プレイヤー（狐）が弱く

なるほど、マルチとシングルの比 TMG

TSG
が大きくなる傾向

があると分かった。その機構を解明するため、数理解析を

行った。個体の総数 N → ∞, w1 → 0, w2 À 0の仮定の

下、ランジュバン方程式を用いて次のような近似式を求

めた。

TMG

TSG
' 1

q
− 1− q

2q
√

q
log

(
1 +

√
q

1−√q

)
< 1. (1)

定着時間の計算値と近似解析値を図３に示す。

図 3 定着時間の計算値と近似解析値

5 今後の課題

本研究では、マルチゲームとして最もシンプルと思われ

るシチュエーションを考えた。有限集団のダイナミクス

をモデル化し、定着確率と定着時間の２つの視点から考察

した。定着時間についてはランジュバン方程式により解

析的な近似式を求めたが、定着確率についての解析は今後

の課題となる。

また生物の種類について、１つの集団にいる個体の種類

を増やした場合も興味深い。例えば、狐にも白狐と黒狐が

ある場合である。さらに、集団の種類を増やし、兎と狐以

外に狼、羊や猫などいる状況も考慮する。

一方、狐にとって白兎と黒兎が違い、相互作用が異なる

場合はどうなるかについても今後考えたい。さらに、今ま

で考慮した兎間のゲームは人参をめぐるゲームだけだっ

たとすれば、もう１つの例えば白菜をめぐるゲームが同時

に兎間で行われている場合はかなり興味深い。これはマ

ルチゲームの基本的な課題でもある。

相互作用により集団の状況が変わっていく現象は、生物

の世界だけではなく、例えば社会現象や経済活動などにお

いても似たような行動が考えられる。そのため、マルチ

ゲームを考慮した進化ゲームの研究によって、これらの現

象においても新たな発見が生み出される可能性がある。

参考文献

[1] Nowak, M. A., Sasaki, A., Taylor, C., Fudenberg,

D., Emergence of cooperation and evolutionary sta-

bility in finite populations, Nature 428, 646-650

(2004).
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修士論文

ショウジョウバエの記憶と学習にもとづく適応戦略:

歩行軌跡のモデル選択と時系列解析

東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻 堀部直人

序論 古典的行動学 (ethology)が、行動を引き起こす
原因である至近要因の研究であったのに対し、行動生

態学 (behavioural ecology)は行動の結果その個体が得
る適応的利益、すなわち究極要因の研究といえる。し

かし、行動生態学は動物に完全な合理性を要求する最

適化手法に基づいているため、実際の動物に課せられ

る制約を考慮した上での理論の再構築が求められてい

る (Krebs and Davis, 1991)。

目的 本研究は動物に課せられる制約として、利用可

能な情報の記憶・学習を想定し、制約を考慮した上で

の理論の再構築を目指すものである。採餌の際の歩行

軌跡には、記憶・学習によって生じる各動物の意志決定

過程があらわれることからこれに注目した。記憶・学

習による行動の差異を比較するため、記憶に関する突

然変異の系統が多数維持されているキイロショウジョ

ウバエ (Drosophila melanogaster)を材料として選び、
以下の設問に答えるべく解析を行った。

1. 軌跡の大域的挙動: 生物は、どのような歩行軌跡
を描くことにより採餌効率を最大化しているのか?
(解析 I)

2. 軌跡の局所的挙動: 記憶・学習が歩行軌跡に対し
て与える影響はどのようなものか? (解析 II)

3. 両者の関係: 記憶・学習という制約条件により生
成される軌跡の局所的挙動が、軌跡の大域的挙動

とどのように関わっているのか? (考察)

これらを解明することで、記憶・学習という至近要

因が軌跡の局所的挙動に与える影響、そして局所的挙

動が大域的挙動に与える影響が明らかとなり、至近要

因が制約として働いたうえでの究極要因に対する理解

が増進すると期待される。

歩行軌跡の取得 解析に先立ち、歩行軌跡を取得した。

軌跡の取得のために、恒温槽内に設置されたデジタル

ビデオカメラからの情報を処理し、ショウジョウバエ

の重心を記録する自動追尾システムを開発した。この

システム1を用いて、野生系統 (Canton-S)と短期記憶
(<1h)の障害系統 (rutabaga)の羽化後 3日以内の雄個
体が 120mm×120mmのアクリルケージ内を餌を探索
しながら歩行する際の軌跡を得た (図 1)。
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図 1: Canton-S 歩行軌跡;餌条件 1。撮影時間 6時間。

解析 I: 確率過程モデルの選択 歩行軌跡が従う確率過

程 (軌跡の大域的挙動)を明らかにすることで、採餌効
率を最大化させる戦略の解明を目指した。数値シミュ

レーションより、Lévy flightと呼ばれる scale invariant
な確率過程に従って歩行することで採餌効率が上昇す

ることが示されている (Bartumeus et al., 2005)。さら
に、多くの動物が Lévy flightを行っているという実証
報告 (Viswanathan et al., 1996など)もある。しかし、
それら研究はモデル選択を行っておらず解析方法の妥当

1Windows 版 R2.5.1 ならびに rimage パッケージを利用
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性が疑われている (Edwards et al., 2007)。また、Lévy
flightのパラメーターを報告することに終始しており、
歩行戦略のモデル化としては不十分である。

そこで、動物に特徴的な歩行とされる Lévy flightと
random walkの間でモデル選択を行った。具体的には、
歩行軌跡のデータから最尤法によって次式

f1(x) = (µ − 1)aµ−1x−µ

f2(x) = λe−λ(x−a)

のパラメーター推定を行い、その尤度からAICを求め、
モデルの相対的重要度の指標である Akaike weight

wi =
e−∆i/2

e−∆1/2 + e−∆2/2
,

(ただし、∆iは最良のモデルとのAICの差)を計算した。
その結果 (図 2)、両者の混合モデルが支持された。こ
れは、身体的制約のもとで採餌効率を最大化させる戦

略と考えられる。さらにここで方向転換角度に着目す

ると、その頻度分布には直進方向に対する偏向があり、

身体的制約から強いられる random walkを correlated
random walkに置き換えることで採餌効率の低下を緩
和していることが示唆された。
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図 2: モデル選択の結果; 移動量の頻度を両対数でプ
ロット。曲線は exponential、直線は power lawモデル
による推定値。

この結果は野生系統、変異系統のどちらにもあては

まった。このことは、軌跡の大域的挙動に対する記憶・

学習の影響の弱さを示唆する。しかし、系統間での推

定されたパラメーターの差は有意であり (p<0.05,t検
定)さらに精緻化された実験と解析にもとづく慎重な議
論が必要であろう。

解析 II: 時系列解析 餌情報の記憶・学習という至近要

因が、短期的な行動の変化 (軌跡の局所的挙動)に与え

る影響を調べるため、局所定常自己回帰モデル (locally
stationary AR model)による解析を行った。これは、
与えられた定常な時系列をその時系列の過去の値を用

いて予測する自己回帰モデル (yn =
∑mj

i=1 aiyn−i +σ2
i )

を区分的に定常な時系列にも適用可能な形に発展させ

た手法である。ただし、このモデルの厳密な推定は計

算量が膨大であるため近似解を計算した2。

歩行軌跡を移動速度と方向転換角度の時系列に還元

し、それぞれ解析を行った。その結果、移動速度に関

しては、通常の歩行を行っている際は非定常で AR次
数 (mj :予測に用いる過去の値の量)が低く、餌遭遇後
に餌の周囲を重点的に歩行する際に AR次数の高い定
常な時系列となることが明らかとなった。また、方向

転換角度に関しては通常歩行と餌周囲の重点的な探索

ともに非定常であり、AR次数に規則性は認められな
かった。

この結果から、(i)適応的な歩行軌跡を描くためにショ
ウジョウバエは主に移動速度を調節していること、(ii)
餌に遭遇するまでは非定常にふるまうこと、(iii)餌発
見などの刺激により、一定のルールに従う定常な歩行

へと切り替えることが示唆される。しかし、野生系統、

変異系統間での顕著な差異は認められず、軌跡の局所

的挙動の調節には記憶・学習があまり関わらないと考

えられる。

考察 記憶・学習が軌跡の局所的挙動に与える影響と、

軌跡の局所的挙動が軌跡の大域的挙動に与える影響か

ら、記憶・学習という至近的制約が適応度に対して与え

る影響が明らかとなることが期待された。しかし、軌

跡の局所的挙動に対する記憶・学習の影響は弱く、ま

た大域的挙動に対する記憶・学習の影響にも議論の余

地が残るため、この点に関して十分な考察を行うデー

タを得るに至らなかった。

記憶・学習に障害がある系統であっても餌探索効率

の顕著な低下が認められないという結果は従来の研究

成果と相反するものとなっているが、これは先行研究

が人工的な環境下での連想記憶学習課題による成績の

評価 (Beck et al., 2002; Mery and Kawecki, 2007 な
ど)に終始し、動物の生活史や行動様式を考慮してこな
かったためである。生態学的な文脈のなかで記憶・学

習の意義を調べることにより、採餌理論の再構築が可

能となり、生態学に新たな視点がもたらされると期待

される。

2Windows 版 R2.5.1 ならびに timsac パッケージを利用
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修士論文

後脳における味情報の時空間コーディング

齋藤 勇輝

電気通信大学大学院　情報システム学研究科　情報システム学専攻

１　はじめに

　味覚は動物にとって重要な感覚の一つである。味

の情報は主に５つの基本味（塩味、酸味、甘味、苦

味、うま味）からできているということが知られて

おり、これら味覚情報は味蕾に存在する味受容細胞

から味神経を経て、まず後脳にある孤束核に到達し、

そこでさまざまな味の識別がすばやく行われると考

えられている。しかし味の情報がどのようにコード

され、処理されているのかについては、まだはっき

りとしておらず、それに対してさまざまな議論がな

されている。

　本研究では味刺激の質や濃度の情報が、孤束核に

おけるスパイク発火の時空間的なパターンとしてコー

ドされるのかについて、味神経と孤束核のモデルを

作成し、コンピュータシミュレーションを行うこと

によって調べることを目的とした。

２　モデル

２.１　モデル概略

図 1：味神経から孤束核までのニューラルネットワークモデル

　図１はモデルの概略図である。今回のシミュレー

ションでは、味細胞（receptors）、味神経

（peripheral nerves）、そして孤束核（nucleus of the 
solitary tract）からなるモデルを作成した。

２.２　レセプター

　レセプターの味刺激に対する感度をガウス関数に

よって与える。これは１つの味質に対しても、味細

胞がさまざまな感度応答をすることを表している。

　味質 xに対してのi番目の味細胞の応答Ix(i)は以

下の式で示される。

I x i = I x
0 e

−i−N x
02

x
2

,
　ここで、　Ix

0:最大応答　Nx
0:最大応答を示す細胞の番号

２.３　味神経

　味神経は各味細胞に結合し、味細胞の出力をスパ

イク列に変換している。味神経の計算モデルとして

はleaky-integrate and fire（LIF）neuron model

を用いた。

　i番目の味神経の膜電位Vi
T(t)は以下の式で表さ

れる。

T
dV i

T t 
dt

=−V i
T t I R t  ,



d i
T t 
dt

=−i
T t −0S T ,

　ここで、　IR：味細胞からの入力　τT 、τθ：時定数

　　θi
T：スパイク発火の閾値

　ST：スパイク出力（0 or 1）　β：閾値の変化率

２.４　孤束核

　孤束核は平面上に並んだ孤束核ニューロンと、抑

制ニューロンにより構成されている。

　孤束核ニューロンには特定の味刺激にのみ強く応

答する mono-sensitive neuron と、複数の味刺激に応答

する multi-sensitive neuron の２種類が存在し、それら

は空間的に分離して存在する。

　抑制ニューロンはmono-sensitive neuronに結合

し、抑制的なフィードバックを与える。

　i番目の孤束核ニューロンの膜電位Vi
NST(t)は以

下の式で表される。

NST
dV i

NST t 
dt
=−V i

NST t ∑
n=1

M

nst t 

winh X inh t osc t  ,

nst t =0
t−t nSpike

n 
nst

exp
−t−t nSpike

n 
nst

 ,

　ここで、　

　τNST ：時定数

　M：時刻tまでに発火したスパイクの数

　tn

nSpike：n 番目のスパイクが発火した時刻

　winh：抑制ニューロンからのフィードバックへの荷重

　Xinh((t)：抑制ニューロンからのフィードバック

mono-sensitive 

neurons

multi-sensitive 

neurons

inhibitory 

neuron

oscillation

receptors

peripheral 

nerves

nucleus of the

 solitary tract

(NST)



　osc(t)：γリズムのオシレーション

　抑制ニューロンの膜電位Vinh(t)はとフィードバッ

クは Xinh(t)以下の式によって決定される。

V inh t =∑
n=1

M

inht  ,

inh t =
t−t inh

n 
inh

exp
−t−t inh

n 
inh

 ,

　ここで、　τinh ：時定数

　 　　tn

inhα：n番目のスパイクが発火した時刻

X inh t =
−1

1exp
−V inh t −V inh

th 




,

　ここで、　Vthinh：シグモイド関数の閾値

　 　　ε：シグモイド関数の傾きを決定する定数

　γリズムのオシレーションoscは以下の式により

表される。
osc t =A sin2 f t  ,

　ここで、　A：γ リズムの振幅　f：γリズムの周波数。

３　結果

３.１　味神経のシミュレーション結果

図２：味神経のtonic and phasic response

　図２は味神経の 50[ms]ごとの発火頻度を1000[ms]

まで示したグラフである。単一の持続的な味刺激に

対して味神経は、順応応答を示しながら発火頻度が

一時的に高くなるphasic responseと、その後発火

頻度が落ちながらも持続的に応答するtonic 

responseの両方の性質の応答を行っていることがわ

かった。

３.２　孤束核のシミュレーション結果

　図３は味刺激としてNaClと HClの混合味をNaCl：

HCl＝２：１の濃度比で与えた場合の孤束核のmono-

sensitive neuronの応答をラスタープロットで表し

たものである。ニューロン番号0,2,4,5,8はNaClに

選択的に応答するニューロンで、1,3,6,7,9は HClに

選択的に応答するニューロンである。

　ニューロンが発火するタイミングはγリズムが加

わる周期と一致しており、γリズムによってスパイ

ク発火を時間的に分離していることが確認できた。

図３：mono-sensitive neuronの応答

　また、混合味における主成分であるNaCl選択的

ニューロンの応答が、副成分である HCl選択的ニュー

ロンの応答に比べて時間的に生体リズムの１周期分

（～50[ms]）早く生じており、その後 300[ms]まで

の間NaCl選択的ニューロンの発火と HCl選択的ニュー

ロンの発火が交互に現れるということがわかった。

図４：multi-sensitive neuronの

発火率（左上）と相関パターン

（右）

　図４はmulti-sensitive 

neuronの 1[s]間の発火率と、

味刺激の濃度比を変化させた

ときのニューロン間の発火率の差を取ったパターン

である。

　multi-sensitive neuronでは濃度に応じて発火率

が変化し、その発火率の差を取ったパターンも味刺

激の濃度比によって様々に変化することがわかった。

４　結論

　弧束核でそれぞれのニューロンに対して応答を調

べた結果、mono-sensitive neuronではphasic 

responseに応答し、γリズムを用いたスパイク同期

と、抑制フィードバックによって、味質の情報をコー

ドしていることがわかった。

　また、multi-sensitive neuronでは、味の濃度に

よって平均発火率と発火ニューロンの数が変化する

ことがわかった。また、味質の混合比に対して、そ

の発火が様々な時空間パターンを示した。このこと

は、味質間の相関の大きさがmulti-sensitive 

neuronでコードされていることを示唆している。
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1 はじめに 
本研究では、進化ゲーム理論を意思決定過程として

捉えて、意思決定過程が集団中のプレーヤーの戦略の

進化動態にどの程度影響を及ぼすのか検討したい。 

進化ゲーム理論における多くの研究では自分の利

得に応じて戦略を変更すると仮定することが多い [1]．  

Henrich & Boyd ( 2001 ) は周囲の頻度の高い戦略の

頻度を非線形な割合で模倣する傾向があるという「同

調伝達」の影響について研究し [2]，多数派の戦略の模

倣をする傾向を３次方程式によって表している． 

本研究では，社会的相互作用（ゲーム）の利得によっ

て戦略をやめるかどうか決め[3]，その後，他個体の戦略の

真似をすると仮定する．模倣率としてロジットモデルを用

い，数理モデルと個体ベースシミュレーションで解析す

る． 

2 モデル 
戦略を 2 種類（戦略 0 と戦略 1 ）とする．1 単位

時間でのモデル設定は以下のようになる． 

 

1. プレイヤー１個体をランダムに選ぶ． 

2. そのプレイヤーはネットワーク構造にしたがって

社会的相互作用を行う相手とゲームをし，利得を得

る． 

3. 利得に依存した確率で自分の戦略をやめる． 

4. 各戦略の頻度をロジットモデルに代入して模倣率

を算出し，それにしたがって他の戦略を模倣する． 

0 1 

0 A,A B,C 

1 C,B D,D 

 

 

 

 

 

また，社会ネットワークとして完全混合モデル・ 4

近傍格子モデル・ 8 近傍格子モデル・スケールフリ

ーネットワークモデルを用いた．  

モデル設定 3 では， 以下の確率で自分の戦略をや

めるとする： 

x exp ( - y × s / n ) 

（ x = 0.9 ， n :１世代あたりのゲーム回数， s :ゲー

ムの利得） 

 モデル設定 4 でのロジットモデルを説明する．戦略 0 

の頻度を f0，戦略 1 の頻度を f1 すると，以下の模倣率

で戦略 0 を模倣するとする． 
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β が正では値が大きいほど，周囲の中で頻度の高い戦

略をより模倣する傾向が強くなる．β が負では値が小さ

いほど，周囲の中で頻度の低い戦略をより模倣する傾向

が強くなる．  

まずは、プレイヤーがランダムに社会的相互作用を

行う完全混合モデルについて数理解析を行った．各戦

略の頻度の時間微分方程式は以下の数式で表される： 

 df1

dt
= − f1(xe−y(Cf0+Df1 ))p0 + f0(xe−y(Af0+Bf1 ))(1− p0) 

 
 1 - 4 の流れを繰り返し，平衡状態での 2 戦略の頻度

を算出する．以下では各設定の詳細を説明する。 
 上記の式より，平衡状態でのβと戦略１の頻度

（ f1 *）について以下の関係式が導出される． 
ゲームの利得行列として，調整ゲーム・逆調整ゲー

ム・囚人のジレンマゲーム・チキンゲームを用いた（表 

1 は一般的な利得表 ）． 

 

β =
ln(1− f1 *

f1 *
)

1− 2 f1 *
−

y( f1 * (−A + B + C − D)+ A −C)
1− 2 f1 *

 

 
表 1: 2×2 ゲームの利得表 

 この式より、表１の利得である A + B と C + D の

大小関係により，モデルの挙動が決定されることがわ



かる．  5 ， D = 1 ）における数理解析結果．横軸が β，縦軸

が協力戦略の頻度である（y = 1）． 

（３−１−４）チキンゲーム 

 線形に頻度依存して模倣する場合は、 
p0 = f0  

とし、以下では２つの模倣率が進化動態に及ぼす影響

を比較する。 

3 結果 
（３−１）完全混合モデルの解析結果について 

（３−１−１）調整ゲーム 

線形模倣率では多数派戦略が集団中を占めるように

なる（図 1 の赤線が平衡状態）． 
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 ，図 1: 調整ゲーム( A = 1 ， B = 0 ， C = 0  D = 1)

ム 

するが，ロジットモデル

での平衡状態（y = 3）．横軸が β ，横軸が f1 である．

赤線が線形模倣率，実線がロジットモデルの結果であ

る．矢印はその初期頻度から始めた場合に，安定平衡

点へ収束していくことを示す． 

（３−１−２）逆調整ゲー

線形模倣率では２戦略が共存

では調整ゲームと進化動態が似たものとなった（図 

2 ）．  
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図 2: 逆調整ゲーム（A = 0 ， B = 1 ， C = 1 ， D = 

0 ）における数理解析結果（y = 3）． 

みが進化するが，ロジッ

，高い β では

（３−１−３）囚人のジレンマゲーム 

線形模倣率では非協力戦略の

トモデルでは， 低い β では共存し

初期頻度によっては非協力戦略のみもしくは協力戦

略のみが進化した（図 3）． 
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図 3:  囚人のジレンマゲーム（A = 3 ， B = 0 ， C = 

，ロジットモデルでは  線形模倣率では共存するが

β が高いと共存しなかった（図 4）． 
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図 4:  チキンゲーム(（A = 3 ， B = 1 ， C = 5  D = 

ワークの構造の場合 

を行い、次

，

0）における数理解析結果。横軸が β ，縦軸が協力戦

略の頻度である（y = 1）． 

（３−２）他のネット

個体ベースシミュレーションによって解析

数の低いネットワークほど非協力戦略へ進化しやす

いという傾向以外は，各ネットワークと完全混合モデ

ルではほぼ同じ結果なることがわかった（図 5）． 
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図 5: 各ネットワークでの協力者 頻度 f0 = 0.9 のときの囚人の

ル解析では， A + B と C + D の大小関係

率の影響で，線

択す

, J. and Sigmund, K. 1998. Population dynamics and 

hy people punish defectors weak 

altruism by costly 

の初期

ジレンマゲーム・チキンゲームにおける 5000 世代目での協力者の頻

度( y = 1 ，プレイヤー数 900) を示す． 

4 まとめ 
1:数理モデ

により，モデルの挙動が決定した. 

2:ロジットモデルによる非線形な模倣

形な模倣率の場合とは異なる挙動が見られた. 

3:次数の低いネットワークほど非協力戦略を選

る傾向があるということ以外は各ネットワークにお

ける進化ゲームの結果はほぼ同じになった. 
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Analysis of Immune-Virus Dynamics
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1 序文

ヒトの体内にはしばしばウイルスやバクテリアな

どの外来性の抗原が侵入してくる．ウイルスはヒト

の体細胞に感染し，細胞の遺伝子複製機能を利用し

て増殖する．ウイルスにはいくつもの変異型があり，

ウイルスの持つ毒性や感染力は型によって異なる．

また，ウイルスの変異型の中にはスーパーインフェ

クションを起こすものもいる．スーパーインフェク

ションとは，すでに他の変異型に感染している細胞

に感染し，細胞内競争によりその細胞にいた変異型

を駆逐して感染型の塗り替えを起こすことである．

人体にはウイルスやバクテリアに対抗し，これら

の外来性抗原を排除しようとする機能を持つ．この

ウイルスやバクテリアから人体を守るための機構は

免疫と呼ばれる．免疫は外来性の抗原を認識し，ウ

イルス及びにウイルスに感染した細胞を溶解するこ

とができる．またウイルスは型によって抗原決定基

が異なるため，それぞれのウイルス型に対応して特

異的に働く免疫が存在する．

本研究では基本的な感染モデルに対しスーパーイ

ンフェクションと免疫の効果を導入し，感染細胞と

免疫細胞のダイナミクスを調べる．

2 Model

2.1 基本モデル

T, I1, I2はそれぞれターゲット細胞と，1型，2型
に感染した細胞の密度とする．

dT

dt
= λ− µ0T − β1I1T − β2I2T,

dI1

dt
= β1I1T − µ1I1,

dI2

dt
= β2I2T − µ2I2.

ここでλは体内で生産されるターゲット細胞の量，β1，

β2はそれぞれの型の感染細胞の感染力，µ0，µ1，µ2

はターゲット細胞と感染細胞の自然死亡率を表して

いる．

2.2 スーパーインフェクション

ここでは I2はスーパーインフェクションを起こす

ことができる感染細胞とする．

dT

dt
= λ− µ0T − β1I1T − β2I2T,

dI1

dt
= β1I1T − µ1I1 − γI1I2,

dI2

dt
= β2I2T − µ2I2 + γI1I2.

2型の感染細胞は感染率 γ で 1型の感染細胞に感染
することができる．このとき，感染された感染細胞

内の 1型のウイルスは 2型のウイルスによって排除
され，感染細胞は 1型から 2型へと塗り替えられる．

2.3 免疫を導入した基本モデル

免疫は各々の感染細胞に対して特異的に働くもの

とし，その量を Z1, Z2 で表す。

dT

dt
= λ− µ0T − β1I1T − β2I2T,

dI1

dt
= β1I1T − µ1I1 − p1I1Z1,

dI2

dt
= β2I2T − µ2I2 − p2I2Z2,

dZ1

dt
= cI1Z1 − d1Z1,

dZ2

dt
= cI2Z2 − d2Z2.

免疫細胞は感染細胞によって刺激を受け，活性化率

cで活性化し，自然死亡率 diで減少する．感染細胞

は免疫細胞によって pi の率で排除される．

2.4 免疫を導入したスーパーインフェクシ
ョンモデル

スーパーインフェクションと免疫が導入されたモ

デルである．

dT

dt
= λ− µ0T − β1I1T − β2I2T,

dI1

dt
= β1I1T − µ1I1 − γI1I2 − p1I1Z1,

dI2

dt
= β2I2T − µ2I2 + γI1I2 − p2I2Z2,

1



dZ1

dt
= cI1Z1 − d1Z1,

dZ2

dt
= cI2Z2 − d2Z2.

3 解析

3.1 基本モデル

このモデルはひとつの大域安定な平衡点を持つ．

ここで R1, R2 は感染細胞の基本再生産数である

（R1 = λβ1
µ0µ1

, R2 = λβ2
µ0µ2
）．各平衡点が大域的漸近安

定（Global Asymptotically Stable）となる条件は次
の表の通りである．

平衡点 GAS条件
E0(T0, 0, 0) R1 < 1 and R2 < 1

E1(T+, I1+, 0) R1 > 1 and R1 > R2

E2(T−, 0, I2−) R2 > 1 and R2 > R1

3.2 スーパーインフェクション

基本モデルと異なり，2つの感染細胞が共存する
平衡点が存在する．Ri(EIj )は平衡点 EIj での i型

ウイルスの再生産数である．

平衡点 LAS条件
E0(T0, 0, 0) R1 < 1 and R2 < 1

E1(T+, I1+, 0) R2(EI1) < 1 and R1 > 1
E2(T−, 0, I2−) R1(EI2) < 1 and R2 > 1
E∗(T∗, I1∗, I2∗) R2(EI1) > 1 and R1(EI2) > 1

3.3 免疫を導入した基本モデル

λ
µ1
− d1

c > 0かつ λ
µ2
− d2

c > 0のときの安定な平
衡点は図 1のようになる． λ

µi
− di

c < 0のときは感
染細胞の平衡点が低く免疫は十分な刺激を得られず

増えることができず，安定条件は基本モデルと同じ

になる．

E0 EI1EI2 EZ1I1
EZ2I2 EZ1I1I2

EZ2I1I2 EZ1Z2I1I2�2

�10 �0�1��0�2� �0�=�1�d1=
�0�=�2�d2=

図 1: 安定領域

3.4 免疫を導入したスーパーインフェクシ
ョンモデル

安定性解析が困難なためコンピュータシミュレーシ

ョンの結果のみを載せる．パラメータの値はそれぞれ

λ = 2.0, µ0 = 1.0, µ1 = 1.0, µ2 = 1.0, β1 = 3.0, γ =

0.2, p1 = 1.0, p2 = 1.0, c = 0.8, d1 = 1.0, d2 = 1.0と
した．
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図 2: β2 = 2.0
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図 3: β2 = 2.2
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図 4: β2 = 2.4

β1 と β2 が共に大きければ共存が起こる．共存の

仕方は 1型の免疫が存在する（図 2），免疫が存在し
ない（図 3），2型の免疫が存在する（図 4）の 3パ
ターンが分かっている．

4 まとめ

基本モデルでは免疫がいないと共存は起こらない．

免疫を導入すると，優勢なウイルスを免疫が抑制す

ることで共存可能となる．スーパーインフェクショ

ンでは 1型感染細胞に 2型感染細胞が寄生する形で
共存が起きる．

それぞれのモデルで，共存が起きる平衡点は以下の

通りである．

基本モデル スーパーインフェクション
免疫なし 共存しない EI1I2

免疫あり EZ1
I1I2
，EZ2

I1I2
，EZ1Z2

I1I2
EI1I2，EZ1

I1I2
，EZ2

I1I2
，EZ1Z2

I1I2

2



修士論文　ミームとネットワークの共進化モデル：ダイナミクスの分析と音への適用

名古屋大学大学院情報科学研究科　後藤 修平

1 はじめに

　近年，生物系，非生物系双方において，階層やサイズを超え
た small-worldや scale-freeといった普遍的な複雑ネットワー
ク構造が発見されたのを皮切りに，伝統的科学において得る
ことの難しかった新しく普遍的な知見を得ることが，複雑ネッ
トワーク分野の研究にて盛んに試みられている．また，生物進
化の担い手である遺伝子 (gene)と対応付けて Dawkinsが提唱
したミームは，模倣や伝達によって伝わる文化の基本単位を
表わす概念で，活発な議論が交わされてきた経緯を持ち，文
化の進化や人間社会についての理解を深める上で有効な手段
となる可能性がある．
　久保らは，複雑ネットワークの形成過程の普遍性に関する
知見を得ることを目的とし，特に人間社会における人とその
相互作用をミームとネットワークの共進化として捉える最小
モデルを構築し，その過程やダイナミクスを観察，解析した．
結果，人間が持つミームと人間関係の広さに相関があるとい
うような有意な知見を得たが，そのダイナミクスには複雑な
部分も多く，モデルを更に洗練することが課題として挙げら
れている．
　以上を背景とし，本研究は，久保らのモデルを更に洗練さ
せた最小モデルを構築し，そのダイナミクスの分析に特に焦
点を絞り，複雑ネットワークの形成過程に関する普遍的な知
見を得ることを目的とする．また，具体例として，ミームを
音に適用した試みについても報告する．

2 モデル

　 　
Fig. 1: モデルの概要

　
2.1 基本設計
モデルの概要図を Fig. 1に示す．ミームは拡散性α，寿命β，
コピー正確性γの 3属性と，識別子としてのラベルを持つ．
ミームは新たに生み出されたり，伝達とその際の変異を生か
し，生存価の高いものへと進化する．ネットワークの N個の
ノードは人のモデルであるエージェントを表す．ノードは完
全結合しており，各ノード間には人同士のつながりの強さを
表現する結合度がそれぞれ１個割り当てられている．ミーム
とネットワークの基本的な関係は次の２点である．

• 　結合の強いリンクほどミームの伝達が起こりやすい．
• 　エージェント間でミームの伝達が起きることでそのリ
ンクの結合が強まる．

なお，ネットワークの特性を分析する際には，結合度の上位
から規定数 L 分をリンクが存在するものとみなす．また，結
合度は実験の 1ステップ毎に正規化を行い総和を一定に保つ．

2.2 音への適用
Fig. 2は音に適用したミームの遺伝子型である．16バイトの
音の遺伝子型は，1小説の音楽を現し，それぞれの 1バイト
中の前半 4ビットは音を制御する情報，後半 4ビットは音階

情報である．ここから導かれる音の特徴量を評価指標として
ミームの属性に適用する．

　 　

Fig. 2: 音に適用する音の遺伝子型
　3 実験結果とまとめ

実験の結果，ミームの多様性の継続により拡散性の大きいミー
ムを持つ人ほど次数を増やしスケールフリー構造を形成する
過程（Fig. 3）や，ある 2つの音の特徴量を評価指標として選
択し拡散性に適用して実験を行うことで，それぞれ異なる特
徴を持つ音が生成されていく過程（Fig. 4）を観察した．
得られた知見は次の通りである．ミームの多様性が，拡散

性の大きいミームを持つエージェントほど次数を増やし拡散
性の小さいミームを持つエージェントほど次数を減らすとい
う状況を生み，それが継続することがスケールフリー構造を
形成する．また，ミームの拡散性とコピー正確性が小さすぎ
ず，寿命が大きすぎないことで特定のラベルのミームがある
程度正確に模倣されていくことが可能な状況において，特定
のミームの流行が生じ得る．このため，ミームの属性全てが
大きすぎず小さすぎない特定の範囲に存在する場合において，
スケールフリー構造が生じると同時に，特定のミームの流行
現象が起こり得る．トポロジーがスケールフリー構造に進化
するに従いネットワーク構造が密となることで，平均経路長
が小さく，クラスタ係数が大きくなるというスモールワール
ド特性が生じ得る．

2種類の音の特徴量を評価指標として選択し拡散性に適用
して実験を行うことで，それぞれ異なる特徴を持つ音が生成
されていくという状況が，ミームの多様性による拡散性に関
するエージェント間の格差に大小を生じさせ，形成されるネッ
トワーク構造の違いという大きな結果となって現れ得るとい
う，現実世界においてある特定の特徴を持つ音楽を作曲した
り演奏する人が多くの友好関係を築く様な状況と対応する現
象が起こりうる．
　上に挙げた知見はミームの生存における，拡散性，寿命，

コピー正確性の重要性，中でも拡散性の重要性を説くドーキ
ンスの主張と整合的であり，モデルの妥当性の一つの裏付け
と言えると考える．

発表論文
[1] 後藤修平，有田隆也：ミームとネットワークの共進化モデ
ル：ダイナミクスの分析と音への適用，第 35回知能シス
テムシンポジウム論文集 (in press).
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Fig. 4: 生成された音の例
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図 1: ニッチ構築と学習と進化の相互作用 

図 2: ニッチ構築遺伝子と学習遺伝子の遷移 
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ニッチ構築と学習の相互作用に関する個体ベース進化シミュレーション 

名古屋大学 大学院情報科学研究科 野場康徳 
 

1 はじめに 
生物は自然選択を受動的に受けるだけでなく，生涯の間で

環境と相互作用することによりその適応性を動的に改変し，

次世代に自らの遺伝子をより多く残してきた．そのような生

物の個体レベルの生涯の活動が，集団レベルの進化に与える

影響について議論がなされてきている．その中でも近年，学

習（表現型可塑性）とニッチ構築が進化に与える影響は，注

目されているトピックである．学習が進化に与える影響は，

ボールドウィン効果[1]に代表されるように，過去に端を発す

る重要な問題で，特に近年，表現型可塑性進化の理解や発生

生物学の著しい進展により，その影響が理論的にも実験的に

も明らかになってきている．ニッチ構築は，生物がその生態

的な活動を通して環境を改変することにより，自身や他個体

に掛る選択圧を変更する過程であり，Odling-Smee らが提案

して以来，その進化や生態への影響が注目されている[2]． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習は環境条件に適する方向へ個体の表現型が変化する

適応プロセスである一方，ニッチ構築による適応性の獲得は

環境の側を自身の形質に合わせて改変するという，いわば逆

の方法に基づくプロセスである（図 1）．しかし，自然界に

おいてニッチ構築，学習が様々なレベルにおいて並列に存在

するという点，また環境が部分的に個体の NC から成り立っ

ており，個々の学習はそれぞれが経験する環境により形成さ

れるという点から，両適応プロセスの間には複雑な相互作用

が存在すると考えられる．つまり，学習が NC の進化を方向

付け，逆にNCが学習の進化を方向づける状況が考えられる．

にも関わらず，従来，両プロセスが進化に与える影響は個別

に議論されてきた． 

そこで，本研究では環境を共有する個体群において，学習

とニッチ構築が生存期間内で相互作用することによって，両

活動にどのような共進化のプロセスが生じうるのか,その知

見を得ることを目的とし個体ベース進化モデルを構築し，実

験を行った． 

2 モデル概要 
集団内の個体は実数値で表される環境状態を共有する．各

個体には環境値と近い値を持つほど適応的となる形質があ

り，その各世代での初期値を決める遺伝子を持つ．同時に，

ニッチ構築によって環境値を形質値に近づける（正のニッチ

構築），または，遠ざける（負のニッチ構築）幅を決める実

数値の遺伝子と，学習によって形質値を環境値に近づける幅

を決める実数値の遺伝子を持っており，ニッチ構築によって

環境の状態を変化させ，学習によって形質を変化させること

ができる．学習とニッチ構築を各個体が生涯の間にランダム

に順番で複数回行い，その都度，各個体の適応度を計測し，

平均の適応度に応じて子孫を残すものとした． 

3 実験結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 はニッチ構築・学習両遺伝子の平均値の相関の推移(a)

と典型的な進化のシナリオ(b)を示している．ニッチ構築と学

習が相互作用することにより，図 2(b）のようなニッチ構築

遺伝子と学習遺伝子の値が増減を繰り返すサイクリックな

進化が発生することが判明した．(ⅰ)と(ⅳ)の間では，集団は

学習せず形質の初期値が全個体でほぼ同一の状態にあるた

め，ニッチ構築に選択圧が生じてない．遺伝的浮動により、

(ⅰ)付近に至ると，負のニッチ構築の増加により環境値が大

きく振動する．この状況では学習して形質値を環境値に近づ

けた方が適応的であるため，学習遺伝子の値が増加し(ⅱ)の
不安定な環境のもとで学習に依存した集団に至る．(ⅱ)→(ⅲ)
の遷移は，学習によって集団の形質の初期値に多様性が生じ，

正のニッチ構築のメリットが生じるために起きる．しかし，

正のニッチ構築遺伝子が増加すると安定化した環境値に形

質の初期値が一致し，学習のメリットが無くなるだけでなく，

時折生じる環境のノイズ的な変化に学習によって合わせる

ことで明示的でないコストが生じ，学習遺伝子の値が減少す

る結果(ⅳ)に戻る．なお，(ⅰ)から(ⅳ)の過程は進化と学習の

相互作用であるボールドウィン効果に相当するものである．  

4 おわりに 
ニッチ構築と学習の相互作用の結果，両活動を促進，また

は抑制するような選択圧が生じた．ボールドウィン効果を含

む複雑な進化のシナリオの発生は予備実験として行った学

習とニッチ構築単独の進化では見られない結果であり，ニッ

チ構築と学習がそれぞれの進化を方向付けるという，新たな

知見をもたらすものである． 

5 参考文献 
[1] Weber, B. H. and Depew, D. J. (Eds.): Evolution and Learning -The 

Baldwin Effect Reconsidered -, Cambridge, MA: MIT Press, 2003. 
[2] Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. and Feldman, M. W.: Niche 

Construction -The Neglected Process in Evolution-, Princeton 
University Press, 2003. 

[3] 野場康徳，鈴木麗璽，有田隆也：ニッチ構築と学習の相互作用に関

する個体ベース進化シミュレーション, 第 35 回知能システムシンポ

ジウム論文集 (in press). 
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逐次手番ゲームにおける心の理論の再帰レベルの影響 
名古屋大学 大学院情報科学研究科 金井 裕史 

 

1. はじめに 
他者の心の状態を推測できる個体は、「心の理論」を

持っていると言われている。各個体が心の理論により

他者の心を推測し合うならこの時他者の心の推測の推

測といった図 1 のような心の推測の入れ子構造（この

構造の深さを再帰レベルと呼ぶ）が発生し自分が他者

にどのような影響を与えるのかを推測することができ

る。ヒトは複雑な社会を形成する生物である。複雑な

社会では発生する駆け引きにおいて再帰的な推測能力

が不可欠である。そして社会的相互作用の性質とそこ

における心の理論の再帰レベルの適応性には深い関係

性が存在しているのではないかと推測される。 
以上のことを踏まえ本研究の目的は社会環境の形態

とその環境に適応的な再帰レベルの関係性を解明する

こと目的とする。そこで個体間の関係が協調的から競

合的な関係までの様々なで条件の社会環境において、

それぞれの社会環境に最も適応する再帰レベルを考察

する。そのような社会環境を逐次手番ゲーム

(stackelberg ゲーム)[1][2]を用いて表現し、社会環境

と再帰レベルの関係を単純化した計算論的モデルを構

築し, 計算機実験を行った。そして実験結果からヒト

のような深い再帰レベルの獲得をもたらした社会環境

とはどのようなものかについて検討する。 

再帰レベル1                                      再帰レベル2再帰レベル1                                      再帰レベル2  

図 1: 再帰レベル 1 と 2 のイメージ 

2. モデル 
 逐次手番ゲームは 2 体のエージェントが交互に stay
又は switch のどちらかを選択するゲームである（図 2）。
どちらかのエージェントが stay を選択する、あるいは

switch が続いて終端ノードに到達した場合は終端ノー

ドの利得を両者が得てゲームは終了する。このゲーム

は相手の行動を予測することが重要であり、また利得

の割り当てを変化させることで 2 者間の対立度を定め

ことができる。 
本モデルでは，ゲームを行うエージェントは自身の

再帰のレベルに応じて相手の行動を再帰的に予測した

上で、各行動によって得られる利得の期待値を比較し

て行動を決定する。このような計算論的モデルを構築

し、計算機実験を行うことで様々な対立度（得点配列

の相関）のゲームにおいて高い利得を得る再帰レベル

を調べた。 

図 2: 逐次手番ゲーム 

3. 結果とまとめ 
実験の結果、2 者間の関係が競合的な場合では高い

利得を取るには相手の再帰レベルが低いこと、協調的

な場合では両者共に再帰レベルが高いことが重要だと

いうことが示された。競合的と協調的の中間的の対立

度では、高い利得を得るために必要な再帰レベルが他

の環境より高いことなども示された。 
以上は、人間の独自性を際立たせているもののひと

つである心の理論における高い再帰レベルを獲得した

状況は、競合的環境と協調的環境の中間にあたる環境

である可能性を示唆していると考えられる。 
参考文献 

[1]  Hedden, T. and Zhang, J.: What do you think I 
think you think? Strategic reasoning in matrix 
games, Cognition, Vol. 85, pp. 1–36 (2002). 

[2]  Colman, A.: Depth of strategic reasoning in 
games, Trends in Cognitive Sciences, Vol. 7, pp. 
2-4 (2004). 

[3]  金井裕史，有田隆也：逐次手番ゲームにおける心
の理論の再帰レベルの影響，第 35 回知能システム
シンポジウム論文集 (in press). 
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白血球による感染防御モデルの数理的研究
龍谷大学大学院　理工学研究科　数理情報学専攻

渥美　善之

概要

本研究では，Alt-Lauffenburgerによって提案された白血球の働きを表
す数理モデルについて考える．このモデルは，組織内における白血球がバ
クテリアによる感染を防ぐことを表現したもので，３変数の反応拡散方
程式系で表される．細胞が化学物質の濃度勾配を認識して一定の方向へ
移動する現象を走化性というが,このモデルでは白血球の動きに走化性の
効果を取り入れている．また，白血球の組織への援軍は境界からなされる
と仮定している．この反応拡散方程式系のモデルを，Alt-Lauffenburger

は２変数の常微分方程式に縮約して数値計算を行っている．ここでは，彼
らの研究を元のモデル方程式に戻って数学的に検証し，白血球がバクテ
リアの感染を防ぐメカニズムを数理的に理解することを目的とする．
まず，モデル方程式では，バクテリアと誘引物が存在しない状態を表
す平衡解が常に存在することがすぐわかるので，この平衡解の線形化安
定性について調べる．その結果，平衡解が安定である条件はバクテリア
に関する線形化固有値問題によって決まる．実際，安定な条件が満たされ
ている場合には，適当な量のバクテリアは死滅させることができる．一
方，数値計算から，この条件が満たされていても，大量のバクテリアの
侵入に対しては完全に防御できない場合があることが判明した．この現
象を数理的に解明するために以下のようにモデル方程式を調べた．モデ
ル方程式は，走化性がある場合には，境界条件にも非線形性をもち，解
析的な扱いが難しい．そこでまず，走化性のない場合に，白血球と誘引物
の拡散が十分に大きいとして極限方程式に縮約する．そして，その極限
方程式の平衡解を求めると，ある条件のもとではバクテリアが絶滅する
安定な平衡解以外にも不安定な平衡解が存在することがわかった．この
場合，大きな初期条件については，バクテリアが死滅しないで増殖する．
つぎに走化性の効果を確かめるために，このような状況においても走化
性の効果によりバクテリアが死滅することを数値計算で確かめた．すな
わち白血球が走化性の効果で，多くのバクテリアを効率よく死滅させる
ことが検証できた．



平成 19年度 修士論文

ある離散齢構造モデルにおける分岐構造
龍谷大学大学院 理工学研究科 数理情報学専攻

辻　雅一

概　要

　昆虫や魚などにおける世代ごとの個体数変動を表現するために，「離散齢構造モデル」が
よく用いられる．個体の出生率・生存率を関数として定義し，離散時間の経過とともに個
体数がどのように変動するかをみることができる．その際に，例えば個体間の競争や密度
依存性の効果などを考えると，単純な系であっても様々な挙動の変化が現れる場合もあり
うる．
　本研究では，ある離散齢構造モデルにおいて，個体の出生率をパラメータとした場合に
個体数がどのような挙動をするかを調べる．著者が参考としたR.Kon(2005)の論文に現れ
るモデルでは，次の時間の個体数は前の時間の総個体数により影響を受けると仮定してい
るが，ここではKonのモデルを変更し，自分よりも下の世代からは影響を受けないように
設定した．
　まずは 3世代のモデルについて解析を行った．モデルから決まる離散力学系の不動点を求
め，得られた不動点についての安定性を調べる．各不動点におけるヤコビ行列の固有値を
求め，その最大絶対値を調べることによって各不動点の安定性がわかる．それにより，自明
な不動点が安定になる条件（将来的に個体が絶滅する条件）を得た．自明でない不動点の
安定性に関しては数値計算により検証した．さらに出生率をパラメータとした場合に，安
定解の推移を分岐図として示す．その際第 3世代個体のみが子供を出生する場合と，第 2，
第 3世代個体が子供を出生する場合の 2つの場合を比べる．すると前者においては 3年毎
に大繁殖を繰り返す 3周期軌道が発生する. 一方後者の場合では，周期軌道の他に個体数
が複雑に変動する軌道が現れる．カオス的にも見えるが，カオスでみられる特徴が見られ
ないために概周期的な挙動であることが予想される．結果，パラメータを大きくするにつ
れて，「3周期軌道→概周期軌道→安定不動点→ 2周期軌道」と推移していくことがわかっ
た．また第 2，第 3世代個体の出生率を同時にパラメータとした場合の安定な解の変化に
ついても調べ，結果第 3世代個体の出生率が非常に大きくなると，安定な不動点が現れな
くなる．
　一般の n世代モデルでは，パラメータを大きくすると「n周期軌道→概周期軌道→安定
不動点→ n− 1周期軌道」のように推移することを，n = 10くらいまで確認している．こ
のように，世代数に関係なく力学系として普遍的な構造をもっていることを厳密に示すこ
とが今後の課題である．



修士論文 
Experimental and Theoretical Studies  

on Synchronized Calling Behavior of Japanese Tree Frogs 
 

Ikkyu Aihara 
Department of Applied Analysis and Complex Dynamical Systems, 

Graduate School of Informatics, Kyoto University, Japan 

 

Synchronization of living things has been observed in various systems including flashing of 

fireflies and calling of crickets. In master thesis, we reported new phenomena on synchronized 

calling behavior of Japanese tree frogs. As for the spontaneous calling behavior, we observed that, 

while each isolated frog called nearly periodically, two frogs tended to call alternatively in nearly 

anti-phase, which is probably due to their interaction through sounds. We analyzed the time series 

data by using the linear and nonlinear analysis methods [1], and modeled the situation that frogs call 

together as a system of coupled phase oscillators to understand the nonlinear dynamics and the 

bifurcation structure [2] [3]. Further, we experimentally examined response of one frog or two frogs 

to periodic sound stimuli. The observed data are now on analysis to determine the characteristics of 

the interaction peculiar to Japanese tree frogs.  

We also discuss a possible biological meaning in synchronized calling behavior of Japanese 

tree frogs. Generally speaking, mating calls of male frogs have two roles, namely to attract females 

and to tell other males their own positions. The call alternation of two Japanese tree frogs, which 

corresponds to almost anti-phase synchronization, would be useful when females distinguish 

positions of male frogs or when males maintain some distance each other. It is an important future 

problem to experimentally confirm these hypotheses.  

On the other hand, nonlinear dynamics in a system of many frogs is intriguing. In such a 

system, more complex phenomena, including global synchronization and spatiotemporal patterns in 

the calling behavior, may be observed. It is an important future problem to experimentally study 

calling behavior of many frogs in natural fields, and clarify the nonlinear dynamics by mathematical 

modeling and analysis. 
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Fig1. Japanese tree frog.             Fig2. Antisynchronization in calling behavior of two frogs. 



（修士論文）  

散逸系パルスダイナミクスの外部刺激応答に関する研究 

京都大学大学院理学研究科  田中正信 
 

生命は，熱平衡から遠く離れた非平衡開放系あるいは散逸系において，時間・空間にリズムやパター

ンを刻み，秩序構造を形成しながら活動している．非平衡開放系での時空間パターンの自発生成モデル

として，反応拡散系は，理論的・実験的に広く研究されてきた．進行波によるターゲットパターン，ス

パイラルパターン，あるいは，静止パターンであるチューリングパターンなど様々な時空間自己組織化

が起こりうることが議論され，また，Belousov-Zhabotinsky（BZ）反応などのモデル実験系や熱帯魚の

体表模様などの生物系でも同様のパターンが再現されている． 

このような時空間パターン形成に関する研究は，外部からの操作なしにどのような秩序だったパター

ンが自発的に形成されるかに注目した研究が主流である．一方で，それらのパターンに外部刺激を与え

た時，どのような応答を示すかに注目すると，チューリングパターンのように摂動で乱されても一定の

波長を保つ場合もあれば，その影響によってその構造を大きく変化させる場合もあることが想像される．

心筋組織や神経軸索上の膜電位などの興奮性媒体では，興奮波と呼ばれる時空間パターンが観察され，

生体機能と深く関連していること，そのパターン形成が反応拡散方程式という共通の数理構造を持って

いることが知られている．本修士論文では，この興奮波に焦点を当て，そのパルスダイナミクスの外部

刺激応答に関する 2つのテーマについて研究を行った． 

 

（1）ピン留めされたスパイラルの外部刺激応答 

 

興奮波のパターン形成が生体機能と深く関わっている

代表例として，心臓の電気活動がある．心臓がポンプとし

ての機能を果たすのは，活動電位が帯状の空間パターンを

示すからであり，一方，心室細動と呼ばれる異常な状態で

は，活動電位の分布がらせん状の空間パターンを形成し，

ポンプ機能が著しく低下すると言われている[1]．このら

せん波には，興奮性の低い箇所の周りを安定して回る性質

（ピン留め効果）がある．心臓に発生したらせん波は，心

室細動の原因であり，ピン留めされた回転らせん波を除去

する事は，心臓死治療と関連して重要な問題である[2]． 

我々は，BZ反応のモデルである Oregonatorモデルを用

いて数値計算を行い，ピン留めされたらせん波に向かって，

外部刺激として，その回転周期よりも短い間隔で波を外か

ら送りらせん波を障害物から引き離すこと（ピン留め解

消）を試みた．まず，半径 Rの障害物（表面の境界条件は

ノイマン条件）を用意し，その周りにピン留めされたらせ

ん波をつくる．次に，そのらせん波に向けて反応場の境界

付近から周期 Tの波を送り，ピン留め解消が起こるか調べ

た．その結果，ピン留め解消の成否は，障害物のサイズ R

と外部刺激の周期Tに依存することが分かった（図1(a)）．

すなわち，ペーシング周期 Tが短いほど，障害物のサイズ

Rが小さいほど，ピン留め解消は成功しやすい． 
図 1：数値計算結果．(a) (R,T )ダイアグラム．

(b)ピン留め解消のスナップショット．(i), (iii)

では，らせん波の端点（赤丸）が障害物から

はずれ (t = 20)，境界に取り込まれて消滅して

いる (t = 40)．一方，(ii)では，らせん波の端点

は外れず，外部刺激を止めても，らせん波は

ピン留めされたままである． 

更に，我々は，ピン留め解消のメカニズムを考察し，ピ

ン留め解消の条件式を導出し，数値計算結果とほぼ一致す

ることを確認した．その結果，ピン留め解消は，障害物近

傍での波の曲率と，高周が誘起する波の減速の 2点が本質

的な要因となって起こる現象であることが明らかになっ

た． 



（2）反応拡散場の時間変化を反映した興奮波の伝播挙動 （2）反応拡散場の時間変化を反映した興奮波の伝播挙動 

  

次に，外的な影響として，媒質の空間一様な時間変化に起因するものを考えた．すなわち，媒質の変

化に伴って，その興奮波の伝播挙動がどのように変化するか調べた．実験には，ルテニウム触媒を使っ

た光感受性 BZ反応を用いた．光感受性 BZ反応では，光照射によって，反応の抑制物質である臭化物イ

オンが生成し，反応性が低下する．つまり，光照射によって，媒質の反応性を制御することができる．

この実験系において，擬似 1次元反応場を伝播する化学波（図 2(a)）に関して，反応場の光強度を時間

的に変化させたとき，その変化のスピード（時間勾配）に依存して，その伝播挙動が異なることを見出

した．すなわち，光強度を急激に変化させると化学波は伝播せず消滅し，光強度をゆっくりと変化させ

ると化学波は伝播する（図 2(b)）． 

次に，外的な影響として，媒質の空間一様な時間変化に起因するものを考えた．すなわち，媒質の変

化に伴って，その興奮波の伝播挙動がどのように変化するか調べた．実験には，ルテニウム触媒を使っ

た光感受性 BZ反応を用いた．光感受性 BZ反応では，光照射によって，反応の抑制物質である臭化物イ

オンが生成し，反応性が低下する．つまり，光照射によって，媒質の反応性を制御することができる．

この実験系において，擬似 1次元反応場を伝播する化学波（図 2(a)）に関して，反応場の光強度を時間

的に変化させたとき，その変化のスピード（時間勾配）に依存して，その伝播挙動が異なることを見出

した．すなわち，光強度を急激に変化させると化学波は伝播せず消滅し，光強度をゆっくりと変化させ

ると化学波は伝播する（図 2(b)）． 

 一般に，パターン形成問題においては，いくつかの制御パラメータが含まれている場合が多い．それ

らの制御パラメータを外部から連続的に変化させることによって，次々とパターンが遷移していくこと

がよく見られるが，これまでパターンとして扱われてきたものの多くは定常的なものであり，「制御パ

ラメータに対して，どのような安定な非一様定常解が現れるか」に興味が注がれてきた．しかし，制御

パラメータを変化させた場合，定常なパターンは，一度遷移パターン（安定な状態から別の安定な状態

へと至る途中に現れるパターン）になるものの，遷移過程においてのみ現れ消え去るため，永続的なパ

ターン程注目されてこなかった． 

 一般に，パターン形成問題においては，いくつかの制御パラメータが含まれている場合が多い．それ

らの制御パラメータを外部から連続的に変化させることによって，次々とパターンが遷移していくこと

がよく見られるが，これまでパターンとして扱われてきたものの多くは定常的なものであり，「制御パ

ラメータに対して，どのような安定な非一様定常解が現れるか」に興味が注がれてきた．しかし，制御

パラメータを変化させた場合，定常なパターンは，一度遷移パターン（安定な状態から別の安定な状態

へと至る途中に現れるパターン）になるものの，遷移過程においてのみ現れ消え去るため，永続的なパ

ターン程注目されてこなかった． 

我々は，実験結果をその遷移パターンに注目して説明した．つまり，光強度の変化率の変化に依存し

て，遷移パターンが異なり，その遷移パターンによって，最終的な安定な状態が伝播波になるか自明一

様解になるかが決まることを明らかにした．具体的には，反応拡散方程式のモデルを用い，ヌルクライ

ンの時間変化とともにどのように系の状態が変化するかに着目して議論し，アクチベータとインヒビタ

ーの時間スケールの差が生み出す閾値の変化の仕方から，観察された現象を説明した[3]． 

我々は，実験結果をその遷移パターンに注目して説明した．つまり，光強度の変化率の変化に依存し

て，遷移パターンが異なり，その遷移パターンによって，最終的な安定な状態が伝播波になるか自明一

様解になるかが決まることを明らかにした．具体的には，反応拡散方程式のモデルを用い，ヌルクライ

ンの時間変化とともにどのように系の状態が変化するかに着目して議論し，アクチベータとインヒビタ

ーの時間スケールの差が生み出す閾値の変化の仕方から，観察された現象を説明した[3]． 

  

 

図 2：光感受性 BZ反応の実験結果．(a) 2つの擬似１次元反応場のスナップショット．白色の領域には，

66 klxの光が照射されており，化学波が完全に抑制されている．(b) R1，R2における化学波の時空間プ

ロット．白い部分が化学波である．t = 0に，反応場 R1，R2の光強度を 0.5 klxから 17 klxに変化させ始

める．光強度を，0.1 sで急激に変化させると化学波は伝播せず消滅し(R1)，110 sかけてゆっくり変化さ

せると化学波は伝播する(R2)． 

 
以上のように，本修士論文では，時空間パターンの中でも生体機能と深く関連している興奮波に焦点

を当て，そのパルスダイナミクスの外部刺激応答に関して研究を行った．このようなパターン形成に与

える外部刺激の影響は，散逸系のパターンの性質を理解する際に重要であるだけでなく，心臓死治療な

ど外部からの操作によって生体機能を制御・治療する際にも重要になってくると思われる． 
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反応拡散系が形成するパターンのロバスト性に関する研究

Robustness of patterns formed by reaction-diffusion systems

大阪大学大学院情報科学研究科　　加地　哲

Satoshi Kaji, Information Science, Osaka University

Abstract We are concerned with the variety and robustness of biological pattern formation
processes. Reaction-diffusion systems are an important sort of mathematical models for such
processes, and the nontrivial stationary patterns formed by such models are called Turing patterns.
We first study the robustness of Turing patterns due to the change of the diffusion parameter, and
find some multi-stable property. Next we study the robustness of Turing patterns against forced
noise. We can observe transition from less to more robust patterns.

1 はじめに

反応拡散系が生成するパターンに関する研究が産声を

上げたのは，1952年のことだった．イギリスの数学者
である Alan Turingが，「形態形成の化学的基礎」と題
した論文 [1]を発表し，特定の条件を満たす化学反応シ
ステムが自発的に周期パターンを形成しうることを示し

たのである．それまで研究対象から外れていた反応拡散

方程式は，非線形・非平衡現象を表す理論モデルの一つ

として脚光を浴び始めることとなり，近年の計算機のめ

ざましい発展と共に反応拡散系をめぐる研究はますます

盛んになってきている．

そうした中で近藤滋らは，熱帯魚などの体表に見られる

模様が反応拡散系に従って形成されるものであることを

示した [2]．生物の中で実際に反応拡散系に従った現象
が見出せたことにより，反応拡散系が「形態形成全般に

働くメカニズム」である可能性がさらに高まった．

そこで，反応拡散系が生成する空間パターンが外乱に対

して高いロバスト性を持つことに注目し，その根源を詳

しく知ることができれば，発生の過程に代表される生命

の機構の神秘の一端を解き明かす手助けになると考え

た．具体的には，一つの反応拡散モデルにおいて，主に

拡散係数を変更させることでパターンの性質がどのよう

に変化するかを調べたものである．

2 反応拡散方程式

反応拡散方程式とは，反応性の化学物質が拡散する様

子を記述した数式モデルであり，極めて単純なタイプの

非線形偏微分方程式である．本研究では，関わり合う物

質が 2種類である場合を考え，それぞれ u，vとし{
∂u
∂t = γDu4u + F (u, v)
∂v
∂t = γDv4v + G(u, v)

(1)

で表されるモデルを用いた．この γは空間のスケールを

調整するパラメータである．反応項 F (u, v)，G(u, v)に
は，化学物質の反応であるということを考慮に入れて{

F (u, v) = max{0,min{au − bv + c, Fmax}} − du

G(u, v) = max{0,min{eu − f,Gmax}} − gv

(2)
を用いた．反応項に上限と下限が定められたことによ

り，u，v は実質的に上限値と下限値 umax = Fmax/d，

vmax = Gmax/g，umin = vmin = 0を持つことになる．

3 パターンの形成

(1)式において，反応拡散方程式の解が一様な空間の
分布に対して安定な条件は{

g − (a − d) > 0
eb − (a − d)g > 0

(3)

である．空間的に不均一な摂動が加わった場合，不安定

になる条件は

Dv(a − d) − Dug > 2
√

DuDv(eb − (a − d)g (4)

である．これら (3)と (4)の条件を同時に満たす反応拡
散系で定数定常解を持つ場合，その付近では空間的に不

均一な擾乱が加わると不安定化することになり，この系

はパターンを形成する．

また，形成されるパターンの種類は (2)で示した Fmax，

Gmaxの値によって，spots, stripes, reversed spotsの 3
つに分かれることが知られている．本研究では stripes
のパターンの性質について調べることにする.
形成されるパターンの波数は大まかに拡散係数と反応項

の係数によって決定されるが，定数定常解が不安定化す

る波数は，ある程度の範囲があることが分かる．また，

計算領域と境界条件を考慮に入れると，領域内に形成

されうるパターンの波数は離散的になる．これらのこと



から，シミュレーションによって得られるパターンは，

Turing条件を満たす範囲付近で，離散的に存在するも
のであると考えられる．

4 拡散項の係数とパターンの性質

まずは，計算領域に合わせた正弦波を入力波とし，Tur-
ingの条件に当てはまる付近のパターンについて調べた．

(a)

(b)

図 1: 空間に合わせた波数の入力

図 1(a)は γ＝ 4.0の場合の，波数 k = 2π 8
L の入力波

とそこから形成されるパターンであり，(b)は波数 k =
2π 24

L の入力波とそこから形成されるパターンである．

(b)のように入力波形が維持できなかった場合，その波
数のパターンは形成されないものと考えられる．様々な

γと波数でシミュレーションした結果，形成されるパター

ンの波数には範囲があることがわかった．

また，入力パターンの波数を連続的なものにした場合の

γ = 1.5での結果を図 2に示す．

(a)

(b)

図 2: 連続的な波数の入力

図 2(a)は波数 k = 2π 5.16
L の入力波とそこから形成さ

れたパターンであり，(b)は波数 k = 2π 5.20
L の入力波と

そこから形成されたパターンである．境界条件の影響を

受けて離散的な波数のパターンを形成することが見て取

れる．

5 外乱に対するパターンのロバスト性

(5)の数式モデルを用い，連続的な波数の入力をした後
に十分な計算を繰り返した後に外乱を加え，パターンが

どのように振舞うかを調べた．図 3は γ = 1.5, k = 10
L 2π

でのシミュレーションであり，(a)は擾乱を加える前，(b)
は擾乱を加えた瞬間，(c)は擾乱が加わってから再形成
されたパターンである．図 3は特に擾乱に強かった例で

あるが，中には小さな外乱でもパターンが乱れるものも

あった．このことから，系が本来形成しやすいパターン

は，大きな擾乱が加わってもパターンを維持することが

考えられる．

(a)

(b)

(c)

図 3: パターンの再形成とフーリエ変換スペクトル

6 おわりに

本研究では，計算領域やモデルの環境的な要因から，

形成されるパターンのロバスト性につながるものが無い

かを拡散係数に焦点を当てて研究したものであり，系そ

のものが持つ性質を捉えようとした試みである．

まず計算領域と入力パターンの波数の違いによって，そ

こから形成されるパターンとそのロバスト性が大きく異

なることを確認した．そこから反応拡散系が形成するパ

ターンの性質として，存在しうるパターンの波数には範

囲が存在し，理想的な反応拡散系では存在できるパター

ンの波数は連続的に存在することが予想される．さらに，

形成されるパターンは擾乱に弱いものが擾乱に強いもの

に再形成される性質を持つため，観測されたパターンの

強いロバスト性を説明できるものと考えられる．また，

形成されたパターン自体の性質を表す指標として，隣り

合うセル同士の変数の関係を調べることも有意義である

と思われる．
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空間構造を考慮したレジームシフトに関する数理的研究 

人間文化研究科 情報科学専攻 高須研究室 吉村奈津子 

1． 研究背景と目的 
3． 解析結果 

 すべての生態系は、気候や生息地の物理的崩壊もしくは生態

系を構成する様々な種間・種内相互作用などの外的または内

的要因による緩やかな変化に、呼応しながら維持される。自然

界では、普通、このような環境の微小な変化に従って生態系は

徐々に変化する。しかしながら、ときどき生態系は突然驚く程劇

的に変化することがある。この突発的な大変動はレジームシフト

と呼ばれ、我々の生活に甚大な被害を与える可能性が懸念さ

れる。実際に、湖沼の富栄養化によるアオコの大発生やサハ

ラ・サヘル地帯の砂漠化などもレジームシフトの一例であり、環

境破壊の様々な場面においてレジームシフトが観測されている。

また、レジームシフトは予測困難かつ元の状態への回復が困難

という特性を持つため、生態系の保全や管理の面からも今後の

急速な進展が望まれている。 

 初期分布を図（左上）のように与え、2 つの安定状態を 1 次元

空間に共存させることで、空間的にレジームシフトが起こった状

態を仮定する。初期分布の左半分が、毛虫が大発生し松の葉

が激減したレジームシフトに相当する。 

初期分布     ㈰の結果（t=0 - 1000） 

 

㈪の結果（t=0 - 1000）    ㈫の結果（t=0 - 1000） 

 以上の重要性より、現在、レジームシフトとその回復に関して、

理論研究を含む多くの先行研究が存在する。しかしながら、空

間を考慮した理論研究はまだ少なく、空間構造とレジームシフト

の関係には不明な点が多い。そこで本研究では、レジームシフ

トのモデルに空間構造を導入し、レジームシフトの空間動態を

明らかにすることを試みる。 

 

毛虫（N：紫）と松の葉（S：緑）の空間分布 

 結果は、空間分布の時間変化を t=100 毎に重ねて示した。㈰

の結果は右に向かって進む進行波を形成し、最終的に至る所

へレジームシフトが広がった。㈪の結果は異なる形の進行波が

左右に向かって進み、㈰と同じく最終的に空間に一様にレジー

ムシフトが広がった。㈫の結果では、これまでの結果と異なり、

最終的に一様な空間分布にならない。左半分の場所で空間に

周期的なパターンを形成する。一方、境界付近を除く右半分で

は時間変化が起こらない。 

2． モデル解析 

 まず、2 つのレジームシフトのモデルを調査し比較した。 

 数理的理論によると、レジームシフトは生態系が安定した複数

の平衡状態1を持つときに実現し、ある安定平衡状態から異なる

安定平衡状態の突然への遷移に相当すると考えられている。そ

こで、双安定状態を持つ毛虫と松の葉の 2 種系モデル

（May,1977）を調べた。なお、このモデルは空間構造を持たな

い。 

4． まとめと今後の展開  しかしながら、双安定状態を持たない乾燥地帯の植生と水の

系のモデル（Hardenberg et al.,2001）では、空間構造の導入に

より植生のパターンの消失するときにレジームシフトが起こる。

このモデルを特に空間構造について詳しく調べ、双安定性を持

たずしてレジームシフトを出現させるメカニズムを調べた。 

 空間構造を導入することで双安定モデルの様々な空間動態

が確認できた。これにより本来のレジームシフト（双安定状態間

の遷移）よりも大きな変化が起こることを示し、㈫の場合では特

定の場所でその大変動が維持されることを明らかにした。また、

空間の一部で発生したレジームシフトは、ある一定以上の空間

で起こらなければ周囲へ広がらないことも実験的にわかった。

今後はこれらの結果の妥当性について考え、生態系管理へ貢

献したい。 

 空間構造を持たない May の双安定モデルに、㈰拡散項、㈪

交差拡散項、㈫拡散項+移入項の 3 種の空間構造を加え、レジ

ームシフトの空間動態を調べた。㈪と㈫の空間構造は

Hardenberg モデルを参照・応用したものである。 

                                            
1平衡状態：系が時間変化しない状態、平衡点とも呼ばれる。平衡状態の系にわ

ずかな撹乱を与えた場合に、元の平衡状態に戻ってくるものを安定（平衡）状態と

いい、元の平衡状態から遠ざかるものを不安定（平衡）状態という。 



修士論文
腫瘍免疫反応の数理モデルとその定性解析

安川 昌宏
岡山大学大学院環境学研究科

本論文の目的は，エフェクター細胞と腫瘍細胞とインターロイキン-2(IL-
2)の相互作用を記述するモデルを考察し，さらに腫瘍免疫反応の性質に
関する考察を行うことである．腫瘍免疫反応とは，免疫系が腫瘍細胞に対
して特異的または非特異的に反応する現象のことである．エフェクター細
胞とは，腫瘍細胞を標的にしている免疫担当細胞のことである．IL-2と
は，エフェクター細胞から分泌される物質であり，エフェクター細胞を活
性化させる効果をもつ．D.Kirschnerと J.C.Panetta[1]はこの相互作用に
着目し，次のようなモデルを構築した．

dE

dt
= cT − µE +

pEI

σ + I
,

dT

dt
= r

(
1 − T

K

)
T − aET

δ + T
,

dI

dt
=

qET

η + T
− νI.

(KP)

変数 E はエフェクタ－細胞数，T は腫瘍細胞数，I は IL-2の濃度である．
第 1式は，エフェクター細胞数の変動を表している．エフェクター細胞は
腫瘍抗原を認識することによって増殖する．この増殖率は腫瘍細胞数に比
例すると仮定する．さらにエフェクター細胞は IL-2の効果によって活性
化される．エフェクター細胞が IL-2の効果を受ける能力には限度がある
と仮定しているので，この項は飽和型で表されている．エフェクター細胞
の平均寿命は 1/µ 日とする．第 2式は，腫瘍細胞数の変動を表している．
腫瘍細胞はロジスティック増殖し，エフェクター細胞の攻撃によって減少
する．エフェクター細胞の腫瘍に対する攻撃には限度があると仮定してい
るので，この項は飽和型で表されている．第 3式は，IL-2の濃度変動を表
している．IL-2は，腫瘍細胞と作用しているエフェクター細胞から分泌
される．エフェクター細胞が IL-2を分泌する能力には限度があると仮定
しているので，この項は飽和型で表している．IL-2は平均で 1/ν 日効果
を保持するものとする．彼らは第 1式右辺のパラメター c を腫瘍の “抗原
性”と呼んでいる．これは，腫瘍細胞と自己組織との違いの程度を表すパ
ラメターである．
彼らは数学的な手法を用いる代わりに，分岐解析プログラム “AUTO”

を用いて (KP)の分岐解析を行っている．実際に，(KP)の内部平衡点を
求めるためには，5次方程式を解かねばならず，しかも非常に繁雑である．
そこで，我々は (KP)を単純化したいくつかのモデルを考察し，エフェク
ター細胞と腫瘍細胞と IL-2の相互作用によって表れるダイナミクスを調
べてみることにした．
本研究で考察したモデルは，エフェクター細胞と腫瘍細胞の相互作用を

記述するモデルと，エフェクター細胞と腫瘍細胞と IL-2の相互作用を記
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述するモデルである．さらに各々のモデルを，腫瘍細胞がマルサス増殖す
るものと，ロジスティック増殖するものとに分類した．これらのモデルで
は，解析するときの繁雑さ避けるため，全ての相互作用項を飽和型ではな
く，マスアクション型で表した．ただし，このマスアクション型はモデル
(KP)の相互作用項の 1次近似として表した．
エフェクター細胞と腫瘍細胞の相互作用を記述するモデルの解析を行っ

た結果は次のようになる．腫瘍がマルサス増殖する場合でもロジスティッ
ク増殖する場合でも，唯一の内部平衡点が常に存在し，この内部平衡点は
常に局所漸近安定である．抗原性 c が十分に大きいとき，各々のモデル
の腫瘍平衡値の差はほとんどない．しかし抗原性 c が十分に小さいとき，
各々のモデルの腫瘍平衡値の差は大きくなり，腫瘍の増殖率による違いが
生じる．
エフェクター細胞と腫瘍細胞と IL-2の相互作用を記述するモデルを解析

した結果は次のようになる．腫瘍がマルサス増殖する場合，唯一の内部平
衡点を常にもつ．この内部平衡点に関しては，抗原性 c を除く任意のパラ
メターを固定したとき，正の値 c0 が常に存在して c = c0 で単純Hopf分
岐が起きる．この内部平衡点は c > c0 で局所漸近安定であり，0 < c < c0

で不安定である．この結果はRouth-Hurwitzの判定条件 [2]と Liuの定理
[3]によって厳密に証明することができた．シミュレーションの結果から，
抗原性 c が 0 < c < c0 の範囲にあるとき，この内部平衡点の周りには
安定なリミットサイクルが存在していることがわかった．抗原性 c が小
さくなるほど，このリミットサイクルの振幅は大きくなり，周期は長くな
る．このリミットサイクルの性質は，(KP)によってあらわれるリミット
サイクルの性質と全く同じである．この性質から，Kirschnerと Panetta
が (KP)を用いて説明しているように，腫瘍の再発現象を説明することが
できる．また，IL-2の効果を表すパラメターを大きくしていくと，ある
パラメターの値で内部平衡点が不安定化し，リミットサイクルが生じる．
この結果から，IL-2には腫瘍免疫反応に振動を起こす効果があると考え
られる．
一方，腫瘍がロジスティック増殖する場合，内部平衡点の存在性と安定

性に関するいくつかの興味深い性質を解析的に得ることができた．しかし
数式が非常に複雑であるため，さらに詳細な性質を解析的に調べることは
非常に困難である．そこで，[1]で用いられているパラメターを用いて，数
値計算による解析とシミュレーションを行った．この結果から，このモデ
ルの分岐図はKirschnerとPanettaが描いた (KP) の分岐図と非常に類似
していることがわかった．すなわち，このモデルと (KP)は，定性的には
同じ性質を持つ．このことから，(KP)の定性的な特徴の本質的な要因の
一つは，腫瘍細胞の増殖率がロジスティック型であることが考えられる．
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修士論文要旨

自家卵食による最適繁殖戦略に関する数理モデル研究
Mathematical model consideration for the optimal reproductive strategy with filial cannibalism

久保田聡

広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻

Satoshi KUBOTA

Department of Mathematical and Life Sciences, Graduate School of Science
Hiroshima University, Kagamiyama 1-3-1, Higashi-hiroshima 739-8526 JAPAN

Filial cannibalism is observed in many species of paternal care [1]. It causes the reduction of the

current reproductive success, while it increases the advantage in the future reproductive success

by investing the obtained/saved energy to the body growth or the survivorship. The cardinal fish

Apogon doederleini copulates in several times during each breeding season, and its male cares the

brood in its mouth (mouth brooding) [5]. Its filial cannibalism is categorized into partial and entire

egg cannibalism. It is reported that the distribution of the cannibalism timing during the breeding

season is different depending on the male’s age class. In this study, we theoretically discuss the

optimal strategy of the filial cannibalism, making use of the dynamic programming modelling. Our

dynamic programming model is to determine the present optimal behavior taking account of the

expected future reproductive success. We mathematically analyze the optimal brood cannibalism

schedule of when and how much the male eats the eggs under its care. Our mathematical result

implies that the partial egg cannibalism would be hard to be observed, because it is rarely optimal

in our mathematical model. Further, by the numerical calculations for our dynamic programming

model with the parameter values estimated from the observation data [2, 3, 4, 5], we examine the

optimal strategy of Apogon doederleini. Numerical results indicate that the egg cannibalism is not

optimal in the late phase of the breeding season, although the field research observed it especially

in the older age class [5]. To understand such brood cannibalism of Apogon doederleini, our model

should be extended, for instance, to include the body size dependent or age dependent survival

probability, or the sex ratio dependent reproductive success.

親が自分の保護している，あるいは，保護すべき（血縁度1/2の）卵を食べる自家卵食行動（filial cannibalism）
は，一般に，オスが卵の世話（保護）をする場合に起こる [1]。卵食された卵から得られる繁殖成功はない
が，卵食によって獲得されたエネルギーを成長や生存確率上昇に投資することによって，将来の繁殖成功

が有利になる可能性が考えられる。すなわち，卵食に関する現在の繁殖成功と将来の繁殖成功の間にはト

レードオフの関係がある。卵食は，生涯繁殖成功度を高めるための適応戦略であると考えられる。

テンジクダイ科オオスジイシモチ Apogon doederleiniの場合は，1繁殖期内に複数回の交尾を行い，メ
スから受け取った卵塊をオスが口腔内で保育する（口内保育）。オオスジイシモチ Apogon doederleiniの
卵食行動として，卵塊全てを食べる全卵食（entire brood cannibalism）と，卵塊の一部を食べる部分卵食
（partial brood cannibalism）が観測されており，Takeyama et al. (2002)によって，繁殖期において全卵
食の観測される時点の頻度分布が，年齢群によって大きく異なる特徴をもつことが報告されている [5]。1
歳個体群においては，繁殖期の初期に卵食を行う傾向が強く，3歳以上個体群においては，繁殖期の末期に
卵食を行う傾向が強い。2歳個体群においては，はっきりとした傾向がない。
本研究では，卵食を適応戦略ととらえ，数理モデル解析によって，最適戦略としての卵食の特性を理論

的に考察した。特に，卵食をすべきか，せざるべきかだけではなく，卵塊に対する卵食割合を戦略とした

数理モデルを構築し，解析した。生涯にわたる期待繁殖成功度の最大化を考えて，各繁殖期における複数

回の卵塊保持に対する卵食割合の最適「スケジュール」を考察する数理モデル解析を行うために，将来期

待される利得を加味して現在の最適行動を決定するダイナミックプログラミング（動的計画法）の手法を

応用した数理モデリングを用いた [6]。
オス個体は生産年齢の初齢 af から終齢 alの各齢における T 日間の繁殖期中にメスからN 回，卵塊を受

け取り，i回目に受け取った卵塊の割合 θi を卵食するものとする（図 1）。a歳で体サイズ La のオス個体



図 1: 繁殖スケジュールの数理モデリングの概図。

の適応度 J(a, La)（a歳以降に孵化させる卵の期待数）を次式で定義する：

J(a, La) =
N∑

i=1

si(1− θi)b(La) + ST SW [p(∆EY )J(a + 1, La + ∆G) + {1− p(∆EY )}J(a + 1, La)].

J(a, La)は，N 回の卵塊保護によって得られる繁殖成功（第一項）と，繁殖期の最終日まで生き延びた時

点で将来期待される繁殖価（第二項）の和によって与えられる。si は a歳の繁殖期における i回目の卵塊

保護を成功させる確率，b(La)は体サイズ La のオスが受け取る卵塊の大きさ，ST は繁殖期を通しての生

存確率，SW は非繁殖期を通しての生存確率である。∆EY は繁殖期開始時点から次回の繁殖期開始時点ま

でのエネルギー収支の総和である。pは体サイズ Laから La + ∆Gへの成長確率であり，一般に，∆EY の

単調増加関数である。

繁殖終齢 al のオス個体の適応度 J(al, Lal
) を最大にする戦略 (θ1, θ2, . . . , θN ) は，任意の i について

θi = 0または 1であり，かつ，θN = 0であることを解析的に示すことができる。さらに，a (< al)歳のオ
ス個体の適応度 J(a, La)を最大にする戦略としては，(θ∗1 , θ∗2 , . . . , θ∗k, h, 1, 1, . . . , 1)のタイプであることも
わかる。ここで，1 ≤ k ≤ N − 1，0 ≤ h ≤ 1であり，θ∗i は 0または 1である。kおよび hの値は年齢 aと

体サイズ La に依存して定まる。一方，オオスジイシモチ Apogon doederleiniの観測データ [2, 3, 4, 5] か
ら得られたパラメータ値を用いた数値実験により，特に，若い個体において，最適戦略として，全卵食が

現れる傾向があること，繁殖期の初期に全卵食が現れる傾向があることがわかった。

数理モデル解析の結果から，卵食割合に関する最適戦略として，部分卵食は起こりにくいことが示唆さ

れた。また，本研究では，卵食の発生時期に関して，繁殖期の末期における全卵食は適応的ではないこと

が示唆されるが，オオスジイシモチ Apogon dederleiniに関しては，体サイズが大きい，もしくは，年老い
た個体が繁殖期の後期に全卵食をする傾向が強いことが観測されており，観測データ [5]のすべてを説明で
きる数理モデルではないことがわかる。本研究の数理モデルでは導入されていなかった，オス個体の生存

確率の年齢や体サイズへの依存性や繁殖成功度の実効性比依存性が，実際に観測される戦略の年齢依存性

を理解するために重要となる因子かも知れない。
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修士論文では、形態形成を理解する目的で数理的手法を用いた２つの研究を行った。一つ

は、形態形成過程において細胞運命決定に関わるモルフォゲンのソースの配置に注目した

研究で、脊椎動物の肢芽の伸長過程で観察される AER（FGF のソース）と ZPA（Shh の

ソース）の距離を決めるための遺伝子間相互作用を予測し、その距離を安定化するメカニ

ズムを提案した。もう一つは、時間と共に変化する形態の制御に注目した研究で、腎臓の

初期発生で観察される腎管の分岐過程において、正常な形態が形成されるための力学的条

件の解析を行った。 
 
 以下、二つの研究について一つずつ紹介する。 
 
１．肢芽伸張過程においてモルフォゲン源の位置を安定に保つ遺伝子制御関係

について 
脊椎動物の肢芽の伸張過程において、外胚葉性頂堤(AER)で発現する Fgf4 と、肢芽後方域

に位置する極性化活性域(ZPA)で発現する Shh は互いにその発現を維持し合い、ポジティブ

フィードバックループを形成していると考えられている。しかし一方で、Shh の活性中心

は AER と隣接せず、適度に離れた肢芽後方域に存在すると見て取れるが、この事実はポジ

ティブフィードバックのみでは説明できない。本研究ではまず、間充織細胞内において、

FGF シグナルによって活性化される Shh 発現抑制経路を付加することで、AER から適度

に離れた距離に局所的な Shh 発現領域、すなわち ZPA が形成可能であることを示した。次

に、AER-ZPA 間距離や Fgf、Shh の発現量と各反応パラメータの間の依存関係を詳細に解

析した。その結果、局所的な ZPA 活性の維持は、AER からの一方向性の制御による維持よ

りも、AER-ZPA 間のフィードバックによる相互維持のほうが、両者間の距離が各反応パラ

メータの変化に対してよりロバストになることを明らかにした。この研究は、2008 年の

Bulletin of Mathematical Biology に掲載された（Hirashima, T.,Y. Iwasa, and Y. 
Morishita. 2008. Distance between AER and ZPA is Defined by Feed-Forward Loop and 
Is Stabilized by their Feedback Loop in Vertebrate Limb Bud. Bull. Math. Biol. 70, 
438-459）。 
 
２．腎管の分岐過程における細胞増殖と細胞走化性のバランスについて 



腎臓の初期の発生過程では、管構造をした腎管はその先端が伸張と分岐を繰り返しながら

成長している。それらの伸張・分岐は、先端での局所的な細胞増殖と細胞走化性による細

胞移動によって引き起こされることがわかっている。しかし、細胞増殖と細胞移動のいず

れかに異常が起きている変異体の腎管は、その形態が異常に形成されることが知られてい

る。本研究では、管構造の形態を表現するモデリングを行い、形態に直接に変化を与える

要因、即ち細胞増殖と細胞走化性による細胞移動のバランスを変化させ、それに伴う形態

変化を調べた。結果として、細胞増殖率が高いときには kinked パタンになり、細胞の走性

が強いときには triangular パタンになることを示した。また、細胞増殖が起こる範囲が走

化性を持つ細胞の範囲よりも広いときには、より分岐パタンが起こりやすいことを明らか

にした。腎臓の分岐形態形成においては、細胞増殖と細胞走性のバランスが重要であるこ

とが示唆された。 
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は、形態形成過程において細胞運命決定に関わるモルフォゲンのソースの配置に注目した

研究で、脊椎動物の肢芽の伸長過程で観察される AER（FGF のソース）と ZPA（Shh の

ソース）の距離を決めるための遺伝子間相互作用を予測し、その距離を安定化するメカニ

ズムを提案した。もう一つは、時間と共に変化する形態の制御に注目した研究で、腎臓の

初期発生で観察される腎管の分岐過程において、正常な形態が形成されるための力学的条

件の解析を行った。 
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1. はじめに

脳は不確実な環境下でロバストな計算を実現してい

る非常に高度で精巧な情報処理機構である。脳内で情報

がどのように表現されているのかという情報符号化の

問題は、脳科学に残る大きな未解決問題である。一般的

には神経細胞の発するスパイク信号によって情報表現が

行われているとされるが、より高次機能を司ると言われ

る大脳皮質の神経細胞は、非常に不規則で再現性の低い

スパイク信号を発する。一見確率的で曖昧な神経細胞が

集まっているのにも関わらずなぜ脳は斯くも精巧に働く

のか、という問題設定は、神経細胞の発するスパイク信

号の意味を探る研究に拍車をかけた。

また、脳の情報処理機能をモデル化するところから発

想を得た神経回路網研究においては、より実際の脳に近

いモデルを構築するためにより現実の神経の発火特性

を反映させなければならない。そのためには、観測され

る発火パターンの時系列を再現可能な神経回路網モデ

ルを構築することが必要である。

こうした観点から、発火パターンを詳細に検証する

ための数理的研究が行われている。その中でも発火時

系列の点過程解析に関する研究は、複雑なスパイク時

系列の単純化や確率モデルとの相性の良さなどの利点

から近年ますます盛んになりつつある。これまでの脳

神経データの解析は発火率や発火の相関などの比較的

低次の統計を扱うことで神経発火を特徴付けてきたが、

最近の研究では高次統計量や局所統計量などの新たに

提案されている統計量にも種々の有益な情報が存在す

ることが示唆されてきている。本論文では、こうした新

たな統計量を用いて、神経数理モデルの構築および神経

データ解析のツール作りを行った。

2. 大脳皮質味覚野のバースト時系列におけるスパイク

間隔統計の再現

ラットの生理学実験で得られた神経スパイクデータに

対して統計解析を行い、数値実験結果との非整合性から

従来の神経数理モデルの性能の限界を示した。そして、

従来の LIFモデルの欠点を補う新たな数理モデルを自
ら構築し、実験結果との整合性を示した。大脳皮質味覚

野で見られるバースト発火の原因は生理学的には解明

されていないが、その新たな知見を理論的側面から提

言している。本章では、これまであまり考慮されてこな

かった神経モデルそのものの妥当性を明らかにし、理論

と実験を融合して統計解析を実データに適用し、そして

実際の神経細胞の発火メカニズムを明らかにした [1]。

図 1: 大脳皮質味覚野の CV と LV

3. 時間的相関源の弁別によるスパイク時系列の分類

スパイク時系列に見られる時間的構造が、神経情報の

流れの中でどのように生じるのかを検証した。スパイク

の時間的相関を入力、細胞内相関、そしてそれらの混合

によるものと定義し、スパイク列の統計解析という立



場からそれらを弁別するアルゴリズムを提唱している。

スパイク自己相関、CV などの点過程統計量を用いてス

パイク間隔分布や再生過程における統計的性質からそ

れぞれの相関源の場合に満たされる定理を導出した。そ

してそれぞれの定理を用いてアルゴリズムを構成した。

提案されたアルゴリズムに任意のスパイク列を適用す

ることでその時間的相関源を特定することができる。ま

た、本章では実際の生理データに適用して当アルゴリズ

ムの妥当性を示している。当アルゴリズムは、神経スパ

イク列の統計的性質のみから神経情報がどこにのってい

るのか、どのように流れているのか、を推定することが

可能であり、任意のスパイク列に対して適用可能である

点で汎用的であるといえる [2]。

4. 神経スパイク時系列の高次エルゴード性

ここでは、多試行および複数の神経細胞のデータに対

する新たな解析手法を提案した。これまで一般に無視さ

れ平均化されてきた試行毎の発火変動に着目し、時間、

試行、及び異なる神経細胞間のスパイク時系列の不規則

性という新たな指標を導入することによって、神経細胞

の性質や神経細胞間の結合、および入力に関する情報

が推定可能であることを示した。また、実際に生理実験

図 2: 下オリーブ核における異なる細胞間統計量CV,pop

と LV,pop の時間変動

データに適用して実験中の神経細胞の電気的結合の強

度推定を行った。当統計解析手法を実データに適用する

ことで、神経情報の断片がこれまで用いられてこなかっ

た統計量に埋め込まれている可能性を検証することが

できると考えられる。

5. 多試行スパイク時系列における不規則性の時間変動

多試行スパイク時系列に対する新たな統計解析手法

を提案した。提案手法は多試行スパイク時系列において

統計量の時間変化を解析するにあたっての統計的問題点

を解決しており、従来生理学実験の解析で用いられてき

た手法に比べて利点が多いことを解析的に示した。当手

法は、スパイク時系列がPoisson過程に従う場合と、不
規則性の高いGamma分布に従う場合に有用であった。
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図 3: Gamma分布 (κ = 2)における２手法による統計
量推定値の誤差。EC: 提案手法、AV: 従来手法

さらに当手法を実データに適用することで、実験中の

神経細胞における情報符号化との関連を議論した。本章

で示した統計解析手法により、情報符号化の問題への新

たなアプローチとなることが期待される。
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社会関係における意思決定と集団行動の数理的研究
(Mathematical Studies on Decision Making and Collective Behavior in Social Relationship)
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本論文の目的は，人間行動における生物・心理・社
会的な相互作用についての理論的解明である．相互作
用は，社会関係が生じる様々な場面に存在し，研究対
象は，個人ないし集団の意思決定や社会的行動など多
岐にわたる．さらに，人間行動や社会現象に関する研
究は，様々な複雑性をはらんでいる．そのため，その
複雑性に起因する困難を乗り越えねばならない．それ
を解決するために，本論文では普遍性・一般性の高い
数理モデルを用いて研究を進める．

1 総論的序文
人間行動やその集合的な振舞として得られる社会現

象は，人間行動諸科学にわたる学際的研究対象である．
心理学，人文地理学，政治学，経済学，社会学，教育
学，文化人類学，生態学など様々な学問分野において，
それぞれのスタイルで研究が進められてきている．そ
こで本論文では，これまで人文社会科学系の諸領域が
個別の学問観から切り出していた手法を，分野横断的
に選択・導入することで，社会現象の統一的な理解を
進める．
それら多くの研究を取り込んで，人間行動を複合的

に理解するために，生物心理社会モデルという視点が
提案されている [1]．

• Biological（生物的）な側面については，人口学
的ないし進化学的観点を考える．

• Psychological (心理的)な側面については，非合
理性ないし個性について考える．

• Social (社会的) な側面については，人間関係な
いし社会的なネットワークについて考える．

このような視点を具体化するには，高い一般性・普遍性
を持つ数理モデルを用いた統一的な研究が必要となる．
個体間相互作用を記述する方法論としては，ゲーム

理論 [10]がよく知られている．本論文の多くの章でも，
ゲーム理論とそれを基礎にした手法を用いる．
さらに，人間行動・社会現象は複雑なシステムであ

り，様々な複雑性を持つ．

1. 構成要素の多数性による複雑性，
2. 時間的な変動による複雑性，
3. 空間的なネットワーク構造による複雑性
などである．これらは，人間行動や社会現象のモデル
化や解析などの研究を困難にさせている要因でもある．
よって，本論文では，これらの複雑性を解消するため
に，それぞれの複雑性に対応した数理手法の適用によ
るモデル化，ならびに，それら数理科学的手法の発展
を考察する．必要な数理手法は以下のようになる．

1. 構成要素の多数性を記述する，多変量解析，シス
テム理論的取り扱い，など．

∗yoheyo@sat.t.u-tokyo.ac.jp

2. 時間的変動を記述する，非線形・高次元力学系理
論，進化ゲームのようなゲーム理論の動的な取り
扱い，など．

3. 空間構造を記述する，グラフ理論，ネットワーク
理論，偏微分方程式系，など．

このような複雑性を扱える数理手法を，学問分野を越
えて適用し，既存の学問分野とは違った観点からの研
究提案を行う．
さらに，具体的な数理手法とともに，システム理論

という思考法をも含めて考える．構成要素が多数ある
場合，その一つ一つの振舞をみるというミクロな視点
だけでなく，その全体としての振舞をみるマクロな視
点も重要となる．Bertalanffyは，その著書 [9]の中で，
化学反応や機械論として捉えた生命システムや，社会
システム，心理学・精神医学においても，一般システ
ム理論を用いて研究を進めることが重要であるとして
いた．本研究で人間行動を考える際にも，個体間相互
作用のようなミクロな視点で研究することから始め，
それによって生じる社会関係の分析のようなマクロな
視点での研究へと進めていく．

本論文で取り扱うテーマ (realm) は，大きく以下の
四つに分けることができる．
A.人口学の基礎理論整備
B.協力行動の進化ダイナミクスによる理解
Γ. 集団内の意思決定システム
∆. 社会関係ネットワーク
それらにより人間行動とその結果として起こる社会

現象をモデル化し解析することで，社会科学的重要性
を提起した．さらに，複雑性を扱う数理手法の観点に
着目して得られた研究方法論は，対象やスケールが異
なっても適用できるため，個別の人間行動についての
モデル化や解析をも促進し，人間性の本質の理解を深
めることになる．さらに，社会現象の統一的な理解と
複雑数理モデルの開発との両方が進むことにもなる．

2 近隣との関係から考察する人口動態

の法則
Aに対応し，人間行動の最も基本的な性質である生

物学的観点に注目し，人間行動の集合的振舞としての
人口現象を扱う．第一原理による導出 (first principle
derivation) [8] という手法を用いて，個体間相互作用
(関数 rk)から人口の時間発展を表現する差分方程式
(f(at), atは t世代の個体数) を導く：

at+1 = f(at) = at

∞∑
k=0

pk(at)rk. (1)

(pk(at)は分布関数で，本論文ではPoisson分布．) そ
れによって，これまで導出されてこなかった Holling



のタイプ IIIに分類される方程式の導出に成功した [7]．
さらに，その方程式の解の安定性と分岐解析を行い，
生態学的な絶滅と存続の双安定性について議論した．
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図 1: 第一原理 (1)によって導出された方程式の分岐図．横
軸が分岐パラメータ，縦軸が個体数．

3 集団内分散からみる協力の進化
Bに対応し，人間行動の中でも心理学的に注目され

ている協力行動を扱う．進化ゲーム理論を用いた離散
時間力学系を用いて，有限反復囚人のジレンマゲーム
で表される協力行動の時間変動を解析した [5]．基礎
となる方程式は，replicator-mutator equation [2] の
離散時間版である：

x′
i = Fi(x⃗) =

∑N
j=1 xjwj(x⃗)qji∑N

j=1 xjwj(x⃗)
. (2)

（親世代の頻度xiから次世代の頻度x′
iが，適応度wi(x⃗)

と変異 qjiによって決定される．）進化のシミュレーショ
ンと集団内分散の解析によって，方程式の解の安定性
と分岐の構造を解析し [6]，協力行動を存続させる要
因としての進化的変異，集団内多様性の重要性を明ら
かにした．

図 2: 進化ゲーム力学系 (2)の分岐図．横軸が分岐パラメー
タ（変異率），縦軸が協力的戦略の頻度．

4 投票制度への比較の観点の導入
Γに対応し，人間行動の社会的観点に注目して，集

団内の意思決定システムとしての投票行動を扱う．協
力ゲーム理論の中の投票ゲーム（単純ゲーム）と個人
の影響力を測る投票力指数を用いた．この投票力指数
の用法を拡張し，集団全体の評価に対するバンザフ指
数の適用可能性を議論した．さらにその適用例として，
個人の影響力が等しい場合の投票制度を比較し，多数
決という制度における個人の意見の反映のさせやすさ
を明らかにした [4]．

5 ネットワーク解析における集中性・不

平等性を測る指標の適用可能性
∆に対応し，社会関係を記述する上でも注目されて

いるネットワーク解析手法を扱う．考察するのは，社会
における集中性 [3]を測るのに使われてきた統計量（具
体的には，ネットワーク解析における centralizationと
収入分布の解析のためにつくられたジニ係数）である．
これらを個体レベルの中心性指標に分解して比較する
ことで， centralizationが捨象している要素を明らか
し，さらに，centralizationの一般化としてのジニ係
数の位置づけ，ならびに，ネットワーク解析において
様々な指標を使っていくことの重要性を指摘した．

6 統合的ならびに結論としての議論
以上の結果をふまえて，まとめと議論を行った．人

間行動諸科学を統合するための別の視点から議論しな
おすとともに，このような学際研究における数理手法
の重要性を示し，本論文の意義をまとめた．
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協力は人間をはじめとして多くの動物に見られる現

象であり，社会を形成する上で重要な要素である．そ

れだけでなく，より広い意味では，生命は階層構造を

なしており進化によって階層間の主要な移行を遂げて

きたとみなすことができる．その中で協力は適応の単

位を生物学的に低い階層から新たな高い階層まで移す

のに大きな役割を果たしており，最近では競争や捕食

などの他の生態学的相互作用と同様に重要なものであ

ると考えられてきている．本研究ではその協力の進化

における集団構造（population structure）の影響に関
して議論する．ここでの集団構造とはグループ間の多

様性のことである．

進化生物学において協力は行為者にコストがかかっ

て他個体に利益を与える行動と定義される．したがっ

て，自然選択はコストを払わず利益だけを受け取る利

己的な個体を選択するはずであり，なぜ協力が進化し

たかという問題は未だ解決されていない生物学の中心

的テーマとなっている．また，この問題は政治学，経

済学，社会学，心理学，複雑系科学などにも関わる学

際的なものでもある．進化生物学者はこの一見不可思

議な行動の進化を説明するために互恵的利他主義や

血縁選択，そして本研究とも大きく関連する群選択な

どの理論的基盤を整備してきた．本研究ではその群選

択の発展として近年再提唱された，他説も包括的に説

明しうるマルチレベル選択理論に注目する．この理論

では，個体が複数のグループに分かれて活動するとし

たとき，各グループ内では非協力的な個体が常に有利

である（グループ内選択）が，グループ間では協力的

なグループの協力的個体が非協力的グループの非協力

個体よりも有利である（グループ間選択）ことによっ

て，協力者の平均利得が非協力者よりも高くなる場合，

協力が進化しうる．ただし，もしグループがお互いに

孤立し続けていた場合，グループ間の多様性が常に存

在する，言い換えれば集団構造が生成され続けなけれ

ば，最終的にはグループ内選択だけが働くことになっ

て協力は絶滅してしまう．このようにマルチレベル選

択理論では集団構造が如何に継続してできるかが問題

であり，これまでは血縁関係，集団粘性（population
viscosity），そして特にヒトでは文化的な影響などが
それを生じさせるメカニズムであるとされてきた．

本研究ではそれらのメカニズムとは異なる個体と環

境との相互作用がグループ間の多様性を生み出す可能

性を考える．環境とは一般的には個体に入力される外

的な要因のことであるが，ここではその要因のうち，

個体同士の相互作用に基づくものを特に指している．

本論文の第 3章ではグループを動的に再構成すること
でどのような方法やタイミングが集団構造生成，協力

の進化を促進させるかをまず検討した [1]．続く本論文
第 4章では本研究の主眼である個体同士の相互作用が
集団構造を生成するか，さらに進化プロセスが加わっ

た時の影響について検討した [2]．以下では，本研究の
中核をなすこの 2つの章の具体的内容について記す．
第 3章では，その集団構造の問題に対して，まず何

らかのメカニズムによってグループが動的に変化し続

けて集団構造が生成されるということを仮定し，どの

ようにグループが再構成されると協力が進化しやすい

かについて調べた．以前の研究として複数世代ごとに

ランダムにグループを再構成するモデルなどがあった

が，どのような方法とタイミングで再構成されること

が協力進化を促進するかに関しては未解明であった．

そこで第 3章では，個体が複数のグループに分かれて
N人版囚人のジレンマゲームを行いながら利得に依存



して戦略が進化する中で，規定のタイミングと方法で

グループの再構成が行われるモデルを構築した．ここ

で再構成の方法とタイミングは各 2種類考えた．この
ような仮定はやや恣意的ではあるが，生活は各グルー

プに分かれて行うが繁殖のタイミングでは一つのグ

ループに集まるという生物学的に妥当な状況も考える

ことができる．また，このような社会学的な状況も想

定できる．進化シミュレーションによって調べた結果，

個体数に比べてグループ数の比が高い場合には，いず

れの方法とタイミングであっても定期的なグループの

再構成によって協力は継続的に進化することが分かっ

た．さらに，再構成方法は非ランダムでタイミングは

協力の割合が減少に転じた時点という条件がグループ

間の偏りを生み出しやすく協力をもっとも進化させる

ことが分かった．また，これらの結果が血縁選択の理

論から導かれる予測と一致することを確認すると同時

に，プライス方程式を用いてグループ間とグループ内

の 2つのレベルの選択を分割するなどの解析を行った．
第 3章において，グループの動的な再構成によって協
力が進化することやその進化にとって有利な条件など

が明らかになったので，次に興味あることはこのよう

なグループ形成行動が他個体との相互作用を通して個

体レベルで起こるときの進化への影響である．

そこで第 4章では，前章での結果を前提として，集
団構造生成がより生物学的に妥当な個体のグループ間

移住によって実現されるという可能性を検討した．以

前の研究では，単なる確率的な移住だけならグループ

間の多様性を減少させて協力の進化を抑制することが

知られていたが，本研究では個体が属する環境の状態

に依存して移住が起こる場合に着目した．前述したよ

うに，ここでの環境とは個体に入力される外的要因の

うち個体同士の関係に基づくものであり，これは利己

的個体が多いこと自体を局所的な悪い環境とみなすと

いう関連する研究のシンプルな仮定と同様の扱い方で

ある．このように環境と個体との相互作用による生成

を研究した例は僅かにあり，この相互作用がグループ

間の多様性を作り出すことは示されていたが，進化プ

ロセスを加えたときの影響や移住条件を変えて環境と

の相互作用を変更したときの影響については未解明で

あった．そこで，第 4章では前述したモデルを基本とし
た上で，グループの再構成が個体レベルの移住によっ

て起こるモデルを構築した．しかも，その移住が起こ

るかどうかが一定の確率ではなく個体同士の相互作用

に依存するということを仮定し，比較実験も含めて 4
種類の典型的な移住方法を検討した．進化シミュレー

ションの結果，進化メカニズムの導入によってごく少

数の協力者からなるグループが生成され集団中に拡が

るという創始者効果が相乗的に働くことや，環境悪化

に特異的に反応して移住することが協力者のグループ

と非協力者のグループを効果的に作ることにつながり，

協力進化を促進することが明らかになった．さらに，

移住が進化よりも頻繁に起こるというような生物学的

にも社会学的にもより妥当な状況では，頻繁な移住に

よって，選択で協力者が排除される前に十分な集団構

造が生成されることで，環境悪化に特異的に反応する

移住がより効果的に働くことを確認した．パラメータ

依存性を検証した実験では，グループ数の相対的な割

合と N人版囚人のジレンマゲームの傾きを高くする
ことが協力進化を促進することが分かった．また，ハ

ミルトン則を用いることで協力進化の理論的予測との

比較も行った．このメカニズムによる進化は環境状態

の検知という最小の知能しか個体に要求しないので，

様々なレベルの生物の協力の進化に適用できる点から

も意義がある．

最後の第 5章において本研究の成果をまとめると同
時に適用可能性についても記した．本研究は，マルチ

レベル選択で最も重要な集団構造の問題に関して，個

体と環境との相互作用というほとんど全ての生物レベ

ルで適用可能なメカニズムを提案することで，この理

論の適用範囲を大きく広げ，協力の進化に関して重要

な知見を得ることができたものと考えている．
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ABSTRACT: 

 One of the major differences between genetic algorithms (GAs) and natural evolution is that 
in GAs there is no difference between the genotype (what is evolved) and the phenotype (the 
individual that stands for a genome). Artificial embryogenies (AE) are a popular variant of GAs 
where this distinction is enforced: instead of representing the phenotype, in an AE the genotype 
contains a set of instructions that are used to “grow” the phenotype.  
 AEs are promising because their genotypes are much more expressive than a GA, so in 
theory they have the ability to generate more complex phenotypes. In their current form, however, 
they suffer from a lack of theoretical results: there is currently no agreed methodology to analyze 
AEs, so it is very difficult to compare different embryogenies, or even to understand why certain 
AEs perform better than others.  
 In this thesis we propose a theoretical framework that allows us to infer important properties 
of AEs, and to compare them meaningfully. Because AEs, in some sense, are better models of 
natural evolution than GAs, it is possible to analyze them using concepts from developmental and 
evolutionary biology. One of the most central concepts relating these two branches of biology is 
called heterochrony — the process, used by evolution, to create new phenotypes by changing their 
underlying developmental process. Although heterochrony is not the only mechanism available for 
evolutionary change, it is widely accepted to be an important one. Some examples of heterochronic 
events include neoteny (the appearance of a new species, where the overall growth was “slowed 
down”, and hence individuals tend to look like infants of the original species) and hypermorphosis 
(where individuals of the new species tend to grow for longer than on the original species, and 
therefore are usually bigger).   
 We have adapted an important heterochrony framework — the Alberch et al framework — so 
that it could be used with AEs, and applied it to the analysis of several embryogenies. The Alberch 
et al  framework is a quantitative framework that allows us to quantify and classify heterochronic 
phenomena within species in a rigorous fashion. It works by first establishing a series of 
quantitative traits to be used for comparison, for instance, body length, body height, or total 
weight. These traits are measured during growth on several individuals of a single species, in 
order to establish a growth curve for a typical individual of a species. With the growth curve, the 
framework defines 3 parameters that summarize its most important properties: α, the time when 
the growth starts; β, the time when growth stops; and K, the average growth rate. The framework 
then defines all possible heterochronic events between two species as changes in these parameters: 
for instance, a neoteny event is rigorously defined as the decrease in K between an ancestor and a 
descendant species. In our adaptation, we changed the scope of the framework to work on 
individuals instead of species, and defined the “descendant” individuals as the ones that are 
mutated from “ancestor” ones.  
 First, we have used the framework to analyze one specific artificial embryogeny used for 
evolving neural networks, the cellular encoding embryogeny [1]. This is one of the earliest 
embryogenies reported on the literature, and one with a good record on neural network evolution. 



Our analysis focused on the evolution of two specific problems: the odd-parity problem (a common 
benchmark problem for neural networks) and the two-ones problem (a problem designed by 
ourselves, that turned out to be very difficult to solve). For the two-ones problem, we have 
conducted several runs of the embryogeny, all with the same basic parameters, and separated 
them into two groups: the ones that were able to find a good network for the problem, and the ones 
that could not. We then applied the framework separately to these two groups, and compared the 
results statistically. The rationale for this analysis is that it allows to sort out good heterochronic 
events, e.g., heterochronic events that are only found in successful runs probably make the 
embryogeny evolve faster. Our analysis uncovered several differences between successful and 
unsuccessful runs, mostly on the correlations of the parameters. 
 Second, we formalized our previous analysis, and applied it to the comparison of different 
embryogenies [2]. This time we have implemented two embryogenies for evolving two-dimensional 
patterns, that we called the cellular automata embryogeny, and the grammar based embryogeny. 
Our analysis focused on: 1) trying to uncover the degree of heterochronic variability that each 
embryogeny allows; 2) finding if each embryogeny would allow for a specific kind of mutation, a 
mutation that changes the developmental process but that doesn’t change the final phenotype used 
by the evolutionary algorithm. This kind of mutation (that we called a NH mutation) is considered 
important for embryogenies to allow, as it probably increases their performance. Our results have 
shown that the cellular encoding embryogeny is much more constrained, in general, that the 
grammar based one, and that both embryogenies allow for NH mutations, albeit with a low 
probability.  
 We have also presented a method for statistically comparing correlations on the 
heterochronic parameters between embryogenies and problems, and applied it to the cellular 
automata and grammar based embryogenies. Our results have shown that most correlations are 
different on the two embryogenies, but that at least one of them is similar between the 
embryogenies. The similar correlation value was due to different reasons in each embryogeny, so it 
does not represent a common factor in the strict sense of the word. 
 In summary, in this thesis we have adapted the Alberch et al framework to the AE context, 
and we have used it to compare: 1) successful and unsuccessful runs on the same embryogeny and 
problem, in order to understand if certain heterochronic events lead to better performance; 2) 
heterochronic variability and other similar parameters, on different embryogenies; 3) 
heterochronic events between two different problems, when the same embryogeny is used. The 
framework presented in this thesis is general in the sense that can be applied to any type of 
embryogeny, produces exclusively quantitative measures, and they can be computed with simple 
experiments. We hope that the framework exposed here will allow artificial embryogeny, as a field, 
to stand in a more rigorous foundation in the future. 
 
Published papers: 

[1] Artur Matos, Reiji Suzuki and Takaya Arita, "Heterochrony and Evolvability in Neural 
Network Development", Artificial Life and Robotics, Vol. 11, No. 2, pp. 175-182, 2007. 

[2] Artur Matos, Reiji Suzuki and Takaya Arita, "Heterochrony and Artificial Embryogeny: A 
Method for Analyzing Artificial Embryogenies Based on Developmental Dynamics", Artificial 
Life (accepted). 



博士論文 
Theoretical predictions of the oscillating mechanism in cyanobacterial circadian rhythms 

今村（滝川） 寿子 
総合研究大学院大学 生命科学研究科 基礎生物学専攻 

 

日々繰り返される昼夜の変化に適応するため、生物は生理状態を24時間周期で変化させる”時計”、

いわゆる概日リズムを備えている。概日リズムは、時計遺伝子産物の状態の時間的な振動と捉えること

ができ、時計発振機構の理解に数理的研究は大きな役割を果たしている。転写に対する負のフィードバ

ックを発振原理とする数理モデルは、その後の分子遺伝学的解析により、普遍的な時計発振原理として

位置づけられてきた。ショウジョウバエ、アカパンカビ、マウス、ヒトといった概日モデル動物のいず

れにおいても、transcription translation feedback oscillatory（TTO）過程は、時計タンパク質の

リン酸化と共に、共通する不可欠な要素となっている。 

シアノバクテリアは概日リズムが知られている唯一の原核生物である。他の既知の概日モデル生物

と異なり、核といった細胞構造や、細胞周期に依存せずに、概日リズムを発現する。シアノバクテリア

の概日振動体は、自己キナーゼ・フォスファターゼ活性を有するKaiCと、そのリン酸化を調節するKaiA、

KaiBから成る。KaiCは転写の自己制御に関与し、これにより転写・翻訳レベルの概日振動が生じると考

えられる。一方でKaiCリン酸化の概日振動は、転写が無くとも生体内で継続しており、また試験管内で

3つのKaiタンパク質とATPを混ぜることでも再現された。このようにKai振動体ではTTO過程とnon-TTO過

程の双方が働いており、これが他の生物にも共通する概日発振構造であるのか否かという議論を含め、

概日システムの中核を解析する最も単純な系として注目を集めている。本研究では（１）TTO過程にお

けるKaiC転写制御機構（２）non-TTO過程におけるKaiCリン酸化制御機構について、それぞれ数理モデ

ルを用いたメカニズムの予測を行った。 

（１）TTO過程におけるKaiC転写制御機構について、KaiCはリン酸化状態によって転写を正にも負

にも制御している可能性が実験により示されている。ここではKaiCの各リン酸化状態が自身（kaiBCオ

ペロン）の転写制御にどのように働くのか、発現レベルの振動が起きる条件を明らかにすることで調べ

た。重要と思われる3つの要素、kaiBC mRNA、非リン酸化KaiC、リン酸化KaiCの発現の増減を微分方程

式で表した。非リン酸化KaiCとリン酸化KaiCのそれぞれが、転写を正か負に制御すると仮定し、制御の

あらゆる組み合わせを表現できる数理モデルを設定した。数理解析の結果、振動が起きるには（i）リ

ン酸化速度が速く、リン酸化KaiCが転写を促進する場合、（ii）リン酸化速度が遅く、リン酸化KaiCが

転写を抑制する場合の２通りだけが可能と分かった。どちらの場合も非リン酸化KaiCの転写制御におけ

る役割は重要では無かった。シミュレーションの結果、（i）ではkai遺伝子の変異株等で観察される転

写活性の変化をよく再現できた。このモデルはKaiBによるリン酸化反応への負のフィードバックが重要

であり、既知のTTO過程における転写制御様式と異なる。リン酸化速度の振幅が高いうえ、KaiCの濃度

変化にロバストであり、生体内のメカニズムを表現している可能性が高いと考えられる。（ii）では実

験結果を再現できず、リン酸化速度の振幅およびKaiCの濃度変化に対するロバストネスは非常に低かっ

た。以上、KaiCは非リン酸化状態では転写を抑制し、リン酸化されると転写を促進することが理論的に

予測された。 

（２）non-TTO 過程におけるKaiCリン酸化制御機構について、Kaiタンパク質間相互作用の周期的

変化に着目した。KaiAは KaiCのリン酸化を促進し、次第にリン酸化KaiCと安定な複合体を形成するよ

うになる。よって複合体形成により、遊離 KaiA が減少することで、KaiC リン酸化反応に負のフィード



バックが働き、KaiCのリン酸化振動が生じる可能性がある。しかし、観察される複合体形成過程をその

まま取り込んだ基本モデルは、シミュレーションにより、振動しないことが分かった。そこで一般的な

性質を解析するために、ある分子が全体の量を保ったまま、複数の状態を順番に遷移する系を考えた。

このような閉鎖系で、各状態の濃度が振動するには、遷移反応へのフィードバックが必要であると証明

できた。さらに、フィードバックを受ける反応と与える因子は、一定の状態数以上離れている必要があ

ることを明らかにした。この知見を基に改良したモデルを用いて KaiC のリン酸化振動を解析した。そ

の結果、振動するためには、KaiC は初期のリン酸化の後、KaiA との複合体を形成する前に、未知の別

の状態を経る必要があることが分かった。この結果はフィードバックの時間遅れが発振に必要であるこ

とを示している。ただし、時間遅れの効果を発現するためには状態数を増やすことが必要であり、反応

速度を遅くするだけでは発振できないことも解析により示した。KaiCは発現すると速やかにホモ六量体

を形成しており、多様なリン酸化状態や立体構造を取ると推測されている。本研究により、KaiCの多様

な状態間の機能的差違と、その振動制御における重要性が明らかになった。 

 

 

 

研究内容の要約 

 

概日リズムの中核をなす時計遺伝子の自律振動について、比較的簡単な数理モデルを

構築し、振動が起きうる条件を網羅的に解析することで、分子機構の予測を試みた。発現

レベルの振動について、kai時計遺伝子の自己転写制御機構を予測した。KaiCリン酸化レ

ベルの振動について、KaiC が多様なリン酸化状態を取ることが発振に必要であることを予

測し、多様な状態間の機能的差違と、その振動制御における重要性を示した。 



博士論文 

Influences of phenotypic plasticity in reproductive behaviors on multi-species dynamics 
（繁殖行動の表現型可塑性による多種系ダイナミクスへの影響） 

仲澤剛史 （京都大学生態学研究センター） 

 

Chapter 1 
General Introduction 
 表現型可塑性は、生物のダイナミクスや分布をより正確に予測するための重要な要因の一つ

であると考えられている。しかし、実証研究では繁殖や個体成長などに関する様々な形質に可塑性が示

されているにも関わらず、これまでの理論研究では、採餌や防衛に関する形質の可塑性ばかりが注目さ

れてきた。繁殖は、個体群ダイナミクスに直接的に作用する生活史形質であり、その可塑性は一般的に

高い。そこで、本学位論文では、理論的な手法を用いて、繁殖行動における表現型可塑性が個体群や

群集のダイナミクスにどのような影響を与えるのかを調べることを目的とした。 

 
Chapter 2 
Food-dependent reproductive adjustment and the stability of consumer-resource dynamics (投稿中) 
 資源依存的な繁殖努力量の調整による安定化効果を調べるために、消費者において繁殖型・

非繁殖型のサブ個体群を組み込んだ消費者－資源モデルを調べた。モデルでは、繁殖型の消費者は

非繁殖型よりも高い死亡率を持つことや資源の減少（増加）で繁殖が抑制（促進）されることを仮定した。

その結果、餌不足に応じて繁殖抑制する傾向が強いときや繁殖による死亡コストが大きいときに、個体

群変動の振幅は減少すると予測された。さらに、消費者―資源ダイナミクスが不安定なとき、繁殖調整に

よって消費者の時間平均密度が増加した。また、繁殖抑制をすると資源消費効率が向上する場合、上

記の安定化効果が相殺されて系が不安定化することも予測された。これらの結果は、繁殖調整の群集ダ

イナミクスへの影響を理解するためには、繁殖コストの特定だけではなく、行動や齢に依存した個体レベ

ルのパフォーマンスの変化を定量化する必要があることを示唆している。 

 

Chapter 3 
Breeding migration and population stability (Population Ecology 2007) 
 Takimoto’s (Am Nat 162:93-109, 2003)による消費者の ontogenetic niche shift を考慮した消費

者－資源モデルを修正することで、繁殖のための生息地移動をモデル化し、繁殖移動のタイミングと個

体群の安定性の関係を調べた。移動が起こる時期やそのときの貯蔵エネルギー量が一定の場合には、

平衡点は局所的に常に不安定だったが、繁殖量を最大化するように移動タイミングが常に最適化される

場合には、安定になるパラメーター領域が出現した。その条件は、繁殖場所が採餌場所よりも安全であ

り、採餌場所の資源量が多いことであった。この結果は、移動タイミングの適応的な可塑性だけではなく、

餌の多い場所で成長して安全な場所で繁殖をするという生息地選択もまた個体群の安定性に寄与する

ことを意味する。また、移動の遅れに伴う繁殖成功の低下や繁殖後の生存率は、採餌場所の餌利用性

に依存して、安定性に複雑な効果を与えた。これらの結果は、移動する生物の個体群ダイナミクスの研

究に重要な予測を与えるものである。 



 

Chapter 4 
Resting eggs of zooplankton and the paradox of enrichment (投稿中) 
 本研究では、休眠卵のダイナミクスを消費者－資源モデルに明示的に組み込むことで、動物

プランクトン－植物プランクトン系が安定化される可能性を調べた。モデルでは、植物プランクトンの成長

率が季節的に変動することや、動物プランクトンが季節的に、もしくは餌不足に応じて休眠卵を産むこと、

休眠卵の孵化率も季節的に変動することを仮定した。その結果、富栄養化による不安定化の遅延や個

体群変動の振幅の抑制、持続的な共存パラメーター領域の拡大、最小密度の増加といった安定化効果

が予測された。これらの結果は、休眠卵の産生がプランクトン群集の安定性や持続性に寄与することを

示唆し、また先行研究における実験的な議論を支持する。 

 

Chapter 5 
Theoretical considerations for the maintenance of interspecific brood care by a Nicaraguan cichlid 
fish: Behavioral plasticity and spatial structure (Journal of Ethology in press) 
 ニカラグアのある湖に生息する植食性シクリッド Cichlasoma (Theraps) nicaraguense が魚食性

シクリッド C. (Nandopsis) dovii の稚魚を保育することが報告されている。この種間保育（IBC）には、捕食

者を増やすことで縄張り争いに優位な他の植食性魚類 Neetroplus nematopusを排除するという進化的意

義があることが示唆されている。しかし、その維持メカニズムは不明のままである。本研究では、IBC の維

持メカニズムを調べるため、繁殖と IBC（つまり種内競争と種間競争）のトレードオフや IBC の可塑性を仮

定した空間構造モデルを構築した。その結果、競争者の侵入（排除）に応じて IBC を誘導（抑制）する確

率が低いか、もしそれが高くても競争排除に IBC が有効であるならば、IBC が維持されると予測された。

更に、もし IBC が可塑的ならば、たとえ空間構造がなくても維持されることも予測された。これらの結果は、

検証可能な予測を提供することで、IBC の維持機構の解明に寄与するものである。また、本モデルが競

争系や共生系といったより一般的な生態学的な関係にどのように応用されるのかも議論した。 

 

Chapter 6 
General Discussion 
 本学位論文では、繁殖行動における可塑性が個体群や群集のダイナミクスに大きく影響

するということを、一般的な状況から特殊な状況に至る 4 つの多種系において理論的に検討し

た。それらの結果に基づき、様々な系において、繁殖の可塑性が個体群のみならず群集のダイナ

ミクスにも強く影響する可能性が示唆され、繁殖の可塑性を考慮した群集生態学的研究が必要で

あると結論づけられた。最後に、表現型可塑性の適応的意義やより多様な群集モデルへの発展な

どに関連して、今後の展望に関する議論も行った。 
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