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[卒業論文] L-system による植物の開花シミュレーション 

大阪電気通信大学 工学部 応用化学科 阿久津研究室 
石橋 剛 

 Lindenmaeyerの提唱した L-systemを用いて植物の開

花シミュレータを作成した。特に、「栄養」パラメタの値

によって枝に葉や花が付くよう、確率論的システムに拡

張した。 
 まず、「栄養」の値によって確率的に花が咲くプログラム

を C 言語で作成した。図１はその例である。同じパラメタ

であっても、実行する度に枝ぶりや花の数が異なる。 
 さらに、一般の人でも簡単にシミュレーションができるよ

うに入出力を改善したシミュレータを Visual Basic を   図１ C 言語による開花シミュレータ 
用いて作成した。このプログラムは「再帰的呼び出し回数」、 
「栄養」、などのパラメタ初期値を簡単に変更できる。「栄養」の値によって葉の出現確率、花の

出現確率を変化させている。枝、葉、花が出現すると「栄養」を消費する。また、葉が出現する

と「光合成によって栄養を作った」とみなし、「栄養」値を増やす。 
 図２、図３は実行結果の例である。同じ「栄養」値であっても葉、花の数によって「栄養」の

値が増減する。このモデルでは、アトラクターが二つあり、一つを「枯れ」アトラクター、もう

一方を「充実」アトラクターと呼ぶことにした。図２は再起回数 10 回、栄養=90 の場合で「枯れ」

アトラクターに引き込まれた場合の例である。図３は同じパラメタの下で「充実」アトラクター

に引き込まれた例である。再帰的呼び出し回数を増やすと「充実」アトラクターに引き込まれや

すくなることがわかった。 

 
   図２「枯れ」アトラクターに引き込まれた場合     図３「充実」アトラクターに引き込まれた場合 
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卒業論文
魚類の左右性遺伝で進化する不和合性のパラメータ依存性

奈良女子大学　理学部　情報科学科　高橋研究室　糸井三由希

アフリカに存在するスケールイーターは
口が左右どちらかに開くという遺伝的な左
右性を持つ。魚食者の胃から見つかる小魚
の左右性は、その魚食者の利きとは逆であ
る場合が圧倒的に多い（堀, 2007）。このよ
うに魚食者が主に自分の利きと逆の利きを
捕食する性質を交差捕食と呼ぶ。また左右
性の遺伝様式は、左利きが優性であると考
えられている。しかし交配実験では、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に近い比率になっ
ており、メンデルの遺伝の法則と一致しな
いので、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。先行研究から、様々
な不和合性モデルで集団交配で交差捕食が
強く成魚の年間生存率が低いときに卵の左
利きホモを作らない性質（不和合性）が進
化することがわかった（岡本, 2007）。また、
卵が不和合性遺伝子を持っていたら左利き
ホモを作らないペア交配のモデルで、結び
つく割合がわずかに違う２つの不和合性遺

伝子を考えて不和合にならない割合がどの
値に進化するのかが調べられている（井上,
2009）。
不和合性の強さがどのような値に進化す

るかを調べるためには捕食者の不和合にな
らない割合と餌の不和合にならない割合の
すべての組み合わせで不和合にならない割
合が大きい方が有利か小さい方が有利かを
知る必要があり、大変計算時間がかかる。
そこで二変数に対して二重に二分法を用い
ることでより速く収束値を得るプログラム
を作り、それぞれのパラメータに対してよ
り細かく不和合にならない割合の依存性を
調べることが可能になった。交差捕食の割
合と捕食による餌への影響が大きくなるに
つれ、また生存率が小さくなるにつれて不
和合性が強くなることがわかった。生存率
が 0のとき、交差捕食率が 0.9以上, 捕食
による餌への影響が 3.5以上の時は完全に
不和合性が進化し、交差捕食率が 0.5～0.7,
捕食による餌への影響が 1.0以下の時は不
和合性は全く進化しない。
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図 : 左は生存率と交差捕食率が捕食者の不和合にならない割合に与える影響。右は交差捕食と捕食
による餌への影響が不和合にならない割合に与える影響。
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卒業論文 

油水界面上の中性・荷電脂質混合膜の 
パターン・ダイナミクス 
伊藤弘明 京大理  

 
生命の誕生には、生体内と外界間の仕切りとなる膜構造の形成が必要

であったと考えられる。今日では、その仕切りとなる細胞膜は、内外で

脂質組成の異なる脂質二分子膜と呼ばれる構造をとっていることが広

く知られている。 
脂質分子の存在下において油中に液滴を

形成すると、細胞サイズの液滴を覆う脂質単

分子膜が自発的に形成される。この脂質単分

子膜は、脂質二分子膜の内膜を模すミニマル

な実験系として研究が進んでいる。本研究で

は、電気的に中性な不飽和リン脂質 DOPC、

負に帯電した不飽和リン脂質 DOPS および

Cholesterol(Chol)の三成分からなる脂質単

分子膜上でのドメイン形成について調べた。 
蛍光分子が結合した脂質を少量添加し、脂質単分子膜で覆われた液滴

表面を共焦点顕微鏡で観察すると、荷電脂質 DOPS に富むドメインによ

るパターンが生じた(図 2(a),(b))。一方、脂質二分子膜は同組成で均質な

構造をとった(図 2(b))。この油中液滴上の単分子膜でのみ見られる特徴

的なパターンは、CCA(cluster-cluster aggregation)と呼ばれる数理モデ

ルで得られるフラクタルパターンと類似しており、二次元流体と見なせ

る油水界面上で脂質分子が拡散し衝突、凝集すること、および、油中の

脂質ミセルが界面に徐々に吸着することにより形成されたと推測され

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

図 2. (a),(b)油中液滴を覆う単分子膜、(c)液中の脂質二分

子膜の共焦点顕微鏡像。モル比 DOPC/DOPS/Chol = 
4:4:2 の(a)油中液滴を覆う単分子膜表面、(b)断面、(c)液
中二分子膜断面におけるパターン。赤は荷電脂質 DOPS
に富む。スケールバーは 10µm。 

 
図 1. 油中液滴を覆う

脂質単分子膜の模式

図。 

   

(c) 
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(卒業論文) 
キクイムシの樹木利用に関する理論的考察 

九州大学理学部生物学科数理生物学研究室	 内之宮光紀 
 
	 キクイムシ類（キクイムシ亜科とナガキクイムシ亜科）は最初に成虫が樹木

に孔を掘り、その中に産卵する(梶村 2006)。キクイムシは内樹皮を利用する樹
皮下穿孔性と辺材を利用する養菌性という２つのグループに大別できる。本研

究ではキクイムシを幼虫と成虫に、樹木を内樹皮と辺材に分けて考え、キクイ

ムシが幼虫と成虫それぞれの適応度を最大にするような場合の最適な樹木の利

用様式についての理論的な研究を行った。 
	 モデルでは、まず成虫が内樹皮と辺材のいずれにどれだけ穿孔するかを決め、

次に幼虫が成虫の穿孔と兄弟との競争に対して最適な割合で内樹皮と辺材を利

用すると仮定した。これは成虫を先導者、幼虫を追随者としたシュタッケルベ

ルグ競争に相当する。成虫では穿孔量を増やして幼虫同士の競争を緩和できる

が、穿孔と産卵に用いることのできるエネルギーには制限があるとして適応度

を計算した。幼虫では兄弟間で相互作用があると考え、包括適応度を用いた。

内樹皮と辺材では、幼虫の適応度が内樹皮の方で常に高いとした。菌の存在は

考えなかった。 
	 解析の結果、辺材で成虫の穿孔コストが大きい場合には、内樹皮のみを利用

することが常に最適であった。辺材で穿孔コストが小さい場合には、辺材にお

ける幼虫の適応度が十分高ければ辺材のみを使うことが最適になった。次に辺

材における穿孔コストが小さい場合で兄弟間の競争の強さを変えて解析した。

兄弟間の競争が強ければ、辺材における幼虫の適応度が比較的小さくても辺材

を使うことが最適になる。逆に兄弟間の競争弱ければ、辺材における幼虫の適

応度が内樹皮における適応度とほぼ等しくなるまで辺材を使うことは最適には

ならなかった。また、内樹皮と辺材の両方を利用することは最適とはならなか

った。 
	 キクイムシが辺材を使う利点の一つとして異種との競争の回避が挙げられて

いるが、今回の結果から、異種との競争がなくても穿孔コストによっては辺材

の利用が最適であることが示唆された。また、内樹皮と辺材の両方を利用する

ことは最適とはならなかったことは、キクイムシが大きく２つのグループに分

かれることの一つの説明を与えるかもしれない。 
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三すくみ集団のサイクルと絶滅についての数理的解析 
九州大学理学部生物学科数理生物学研究室	 大田裕樹 

1	 はじめに 

	 雌、えさ、場所、光などの資源を共有している生物が

2 種存在すれば、競争の結果、どちらかが生き残り、も

う一方が絶滅するのが通常である。しかし、このような

生物同士の競争が起きても 1 種だけが生き残るというこ

とが起こらずに 2 種が共存している生物も存在する。そ

の場合の一つの例として、共通の資源を共有している 3

種が三すくみの状態で共存している場合がある。 

	 本研究ではこの三すくみの集団について着目し、三す

くみの集団の性質•特徴（特に絶滅）について調べるため

に、無限集団と有限集団の 2 通りについてシミュレーシ

ョンを行った。 

2	 モデルの説明 

	 無限集団、有限集団ともに離散時間モデルでシミュレ

ーションを行う。ここでは、1 ステップの間にそれぞれ

の戦略が死ぬ確率は共通の死亡率 a で与え、戦いによっ

て得られた利得に応じて他の戦略が増殖するモデルを考

える。利得は戦いに勝つと利得「２」が得られ、引き分

けると利得「１」が得られ、負けると利得は得られない、

とする。 

€ 

W1 = (P1 + 2P2)10
W2 = (P2 + 2P3)10
W3 = (P3 + 2P1)10

 

€ 

P1(t +1) = (1− a)P1(t) + (W1P1(t)

W
_ )a

P2(t +1) = (1− a)P2(t) + (W2P2(t)

W
_ )a

P3(t +1) = (1− a)P3(t) + (W3P3(t)

W
_ )a

 

	 W は期待利得、P は戦略の割合、T は時間ステップ、

N は集団の個体数と定義する。また、死亡率 a は 0.001

とする。 

3	 無限集団のシミュレーション結果 

T=10000000、N=∞ 

4	 有限集団のシミュレーション結果 

T=100000、N=30	 	 	 	 T=100000、N=300 

	 	 T=100000、N=1500 

	 シミュレーションの結果、集団の個体数が大きくなる

につれて、絶滅が起きる時間ステップは遅れていき、か

つヒストグラムはより broad になっていった。集団の個

体数が 1500個体以上においては、この条件下では絶滅は

起こらなかった。 
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[卒業論文] セルオートマトン法による人の流れの 

シミュレーション：障害物の効果 
大阪電気通信大学 工学部 応用化学科 阿久津研究室 

奥邨浩気、森敬司 
 
人の流れは身近でよく見られ、障害物が並んでいる道もよく見かける。そこで障害物

が並んでいる場所での人の流れをセルオートマトン法でシミュレーションして、どのよ

うな置き方をすれば人の流れが良くなるかを調べた。さらに、人が障害物に対して近づ

いていく場合の人の流れ方と、障害物に対して離れていく場合の人の流れ方を比べて同

じ道でどちらの方が人の流れが良いのかを調べた。 
 通路のシミュレーションは２次元格子で考えており、図１のように道の両端に壁を作

り、上と下に出入り口を作って一本道を再現する。この時、障害物の置き方は３種類考

えた。中央に一列に３つ障害物がある（図１）、前の置き方からさらに上と下の出入り

口にも障害物を置き、計５個の障害物がある（図２）、上と下の出入り口に１つずつ置

いた、計２個の障害物がある（図３）の３種類の置き方で人の流れを測定した。 
３種類の置き方で人が障害物に近づく流れ方の場合と人が障害物から離れる流れ方

の場合を比べた。一番人の流れが悪かったのは図１の障害物に近づく流れ方だとわかり、

一番人の流れが良かったのは図３の障害物に近づく流れ方だということがわかった。こ

れは、出入り口に障害物があることで、人の流れの列が綺麗に整理されより長く維持で

きた結果だと思われる。さらに一番人の流れが良かった図３の障害物に近づく流れ方と

障害物のない道の人の流れを比べた結果、障害物がないほうが人の流れが悪かった。こ

れは障害物がないと人の流れの列が太くなって詰まりやすくなったからである。人の流

れが詰まらないようにするにはできるだけ早く人の列を作り、そして細い列を作って、

逆行してくる人の通れる空間を作ることが重要であることだと考える。 
  図１              図２             図３ 
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卒業論文「個体ベースモデルを用いた空間個体群動態」
奈良女子大学　理学部　情報科学科　高須研究室　織田奈津季

背景と目的
個体群動態の理解は学術的な興味のみにとどま
らず、病害虫や感染症の拡大抑制、稀少生物種
の保全といった身近な社会問題の解決に有効で
ある。しかし、個体群動態の数理モデルの多く
は、数理的な取り扱いを優先した仮定に基づく
集団レベルの定性的記述モデルにとどまってい
ることが多い。

Nt+1 =
[
r

(
1 − Nt

K

)]
Nt (1)

例えば、古典的な集団レベルのモデルとして、
１個体当たりの出生率が集団密度に比例して減
少すると仮定したロジスティックモデル ((1)式)
は、Nt > KでNt+1でが負となり生物学的な意
味を失う。個体群動態を生物学的に理解するた
めには、このような定性的な仮定ではなく定量
的かつ機械論的な仮定に基づくモデルが必要と
されている。本研究では、集団密度ではなく他
個体と相互作用しながら出生・死亡する個体ベー
スモデル (Individual-Based-Model、以下 IBM)
を用いて、各個体の機械論的な出生・死亡を陽
に記述し、集団レベルの記述モデルを個体レベ
ルの出生・死亡の総体として導くことを試みる。

モデルとシミュレーション結果
個体の出生・死亡を機械論的に記述ができる IBM
を構築し、集団サイズならびに個体分布のダイ
ナミクスを実現する。連続空間上に点として個
体を表現することで、個体の空間分布は点パター
ンとして記述される。各個体は一定のなわばり
(半径 σc)を確保し、 なわばり内の餌資源を消
費して繁殖する。このなわばりが他個体と重な
ると与えられたルールに従って重複資源を分割
する。このような他個体との相互作用から出生・
死亡を繰り返すアルゴリズムを個体ベースで記
述する。 次に、点パターンとしての IBMのダ
イナミクスを集団サイズならびにペア相関関数
の観点から数理的に記述することを試みる。子
供の位置が親とは無関係にランダムに決まる場
合、採餌量を陽に考慮した IBMの振る舞いが

近似的に次式で与えられることを導いた。

Nt+1 =

{ ∞∑
k=0

Nt−1Ckr
k(1 − r)Nt−1−kF

×Max
[
1 − αk

2
, 0

]}
Nt (2)

rは 4πσ2
c、Fは餌のなわばり半径が他個体と重

なっていないときに産まれる子供の数、αは重
複資源の利用係数を表す。(2)式と IBMの個体
群動態を比較すると図 2になり、ほぼ一致する
ことがわかった。
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図 1: 空間分布のダイナミクス (F=2)
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図 2: 個体群動態の比較 (黒:IBM、赤:(2)式)

まとめと今後の展望
各個体の出生・死亡の機械論的相互作用から集
団レベルの現象を理解することが本研究の目的
である。本研究で取り組む個体ベースの視点に
基づくアプローチでは、なわばりの広さや移動
距離の進化など、各個体が持つ属性の進化を容
易に実装することが可能である。個体群動態な
らびに進化動態をよりよく理解するための個体
ベースのアプローチについて議論する。
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卒業論文要旨

外来捕食者侵入による見かけの競争の効果の変質に関する数理モデル解析
Analysis of a mathematical model on the modification of apparent competition effect with the invasion of alien predator

恩田　芳

広島大学理学部数学科

Kaoru ONDA

Department of Mathematics, Faculty of Science, Hiroshima University

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

Making use of Lotka–Volterra prey–predator system (1), we investigated the transition of equilibrium

state with the modification of apparent competition between preys due to the invasion of an alien

predator into 2 prey–1 predator system. We consider the system (1) of two predators and two preys.

Pi is the population density of predator i, Hi the population density of prey i, δi the natural death rate

of predator i, ri the intrinsic growth rate of prey i, cij the energy conversion coefficient for the predator

i to predate prey j, bij the predation coefficient for prey j to be predated by the predator j, βi the

coefficient of intra-specific competition for prey i. In this model, there is no inter-specific interaction

between two preys. Only predation relation is involved in it. Since two preys have common predators,

we can say that they are in an apparent competition. Moreover, there is no direct interaction between

predators which have common preys so that they are in an exploitative competition. We do not assume

(i.e., do ignore) the intra-specific density effect for the predator. We assume that 0 < Hi(0) ≤ ri/βi

(i = 1, 2) as the initial condition for the prey, where ri/βi is the carring capacity for prey i. As a

mathematical model, such condition that the initial value Hi(0) does not exceed the carring capacity

is naturally required. Our analysis can demonstrate the case that the endangered species could be

rescued and recovered with the introduction of an alien predator. Moreover, by the introduction of an

apporopriate alien predator, it would be possible to make a target species go extinct.

本研究では，Lotka–Volterra型被食者–捕食者系を用いて，１捕食者–２被食者系に外来捕食者 1種を導入し

た場合に起こる，被食者間の見かけの競争の変質による平衡状態遷移を調べた。捕食者２種と被食者２種から

成る次の Lotka–Volterra型被食者–捕食者系を考える：

dP1

dt
= −δ1P1 + c11b11H1P1 + c12b21H2P1

dP2

dt
= −δ2P2 + c21b12H1P2 + c22b22H2P2

dH1

dt
= (r1 − β1H1)H1 − b11H1P1 − b12H1P2

dH2

dt
= (r2 − β2H2)H2 − b21H2P1 − b22H2P2

(1)

ここで，Pi は捕食者 iの個体群密度，Hi は被食者 iの個体群密度，δi は捕食者 iの自然死亡率，ri は被食者 i

の内的自然増加率，cij は捕食者 iが被食者 j を捕食した場合のエネルギー変換係数，bij は捕食者 j による被

食者 iの被食係数，βi は被食者 iの種内密度効果係数である。このモデルでは，被食者 2種間の相互作用はな

く，捕食者と被食者の捕食関係のみが存在する。被食者 2種は共通の捕食者をもつので，見かけの競争関係に

あるといえる。また，捕食者 2種間にも直接の相互作用はないが，共通の被食者をもつので，搾取型の競争関

係にあるといえる。さらに，このモデルでは，捕食者の種内密度効果は存在しない (無視する)。被食者の初期

条件に関しては，0 < Hi(0) ≤ ri/βi (i = 1, 2)とする。ri/βi は被食者 iの環境許容量であり，数理モデルと

して，初期値 Hi(0)が環境許容量を超えない条件は自然に要請されるものである。

解析の結果，外来捕食者の導入によって在来の絶滅危惧種を救える場合の存在を示すことができた。また，

外来捕食者の特性によっては，外来捕食者の導入による特定の在来種の駆除（絶滅の誘発）が可能であること

も示された。
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遺伝システムの違いが魚の左右性のダイナミクスに及ぼす影響

奈良女子大学　理学部　情報科学科　高橋研究室　河合美奈

　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とする
魚がいる。スケールイーターは、口が左右
どちらかに開くという遺伝的な左右性を持
つ。このような左右性はスケールイーター
特有の性質ではなく、すべての魚類にあて
はまる。これらの捕食者餌系では、逆利き
の餌を食べる「交差捕食」が一般的であり、
その捕食被食関係によって両者の左右性の
比率が振動する。またこの左右性の遺伝様
式は、左利きが優性であると考えられる。
しかし交配実験では、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
に近い比率になっており、メンデルの遺伝
の法則と一致しない。メンデルの遺伝の法
則では、親に左利きホモの遺伝子が含まれ
る場合に、子の左右性の比が左利き:右利き
=1:0となっているが、計測値の近似値では
そうなっていない。よって左利きホモが存
在しないと考えられている。
　去年までの研究から、交差捕食が強く成
魚の年間生存率が低く、捕食の被食者への
影響が強い時に、卵の左利きホモを作らな
い性質 (遺伝的不和合性)が進化することが

わかった（岡本, 2007;井上, 2009）。
　本研究においては、不和合性の進化によ
り、左右性のダイナミクスがどう変わるの
かについて、解析的手法及びシミュレーショ
ンで調べた。交配様式は集団交配で考えた。
　不和合性のないメンデル遺伝では、交差捕
食の割合 g 、被食者への捕食の影響Eに関
わらず常に、左利きの割合が捕食者、被食者
ともに 0.5となる平衡点は不安定となった。
捕食者の左利きの割合の平均は、g < 0.5の
とき E が大きくなるほど高く、0.5 < gの
ときEが小さくなるほど低くなった。捕食
者の振動の振幅は E が大きくなるほど、g

が 0.5から離れるほど小さくなった。また
周期は Eが小さくなるほど、gが 0.5に近
づくほど長くなった。
　卵が不和合性遺伝子を持っていたら左利
きホモを作らないというモデルをメンデル
遺伝と比較すると、平衡点は、g < 0.6の
とき小さくなり、0.6 < g のとき大きくな
る。そして、Eが小さくまたは gが 0.5よ
り遠いとき安定に変わる。捕食者の左利き
の割合の平均は、図のように gが 0.5より
大きく不和合性モデルで振動する範囲では
減少する。振幅は小さくなり、周期は短く
なる。　

0.1

10.0
E

0.5

1.0
g

0.0

3.0

0.1

10.0
E

0.5

1.0
g

0.0
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図 : 被食者への捕食の影響 E と交差捕食の割合 g を変えたときの捕食者の左利きの割合の平均。左
がメンデル遺伝、右が不和合性遺伝。

9



[卒業論文]： Turing モデルによる貝殻の模様シミュレーション 

－自己触媒型化学反応系におけるパターン形成- 

大阪電気通信大学 工学部 電子材料工学科 見満 豊 

 

 パターン形成により現れる貝殻の縞模様をシミュレーションにより再現した。 

 まず、貝殻において縞模様のパターン形成のモデル化において２つの化学物質を想定した。１

つは活性化因子(activator)といい、色素細胞の活性の高さを示す。もう１つは抑制因子

(inhibitor)といい、色素細胞の活性の高さを下げる、抑制することを示す。空間的な構造があり、

この２つの化学物質の化学反応の相互作用によるパターン形成のモデルを Turing モデルと呼ぶ。

（図(a)） 

 Turingモデルのひとつである Gierer,Meinhardt（G,Mモデル）モデルの差分化した式を用いて

貝殻の縞模様のシミュレーションを行った。G,M モデルでは活性化因子の濃度 a が抑制因子の濃

度 bより高い場合、色素細胞が活性化され色素が生じる。(a>b) 

 実存の貝殻の縞模様が出る「場所」を位置、貝殻が成長する「方向」を「時間」とし、シミュ

レーションにおいては「位置」を示す変数を i、位置の数 (色素細胞の数)を N、「時間」を tとし

た。縞の形成が始まる場所を一次元セルに写してモデル化した。初期時間(t=0)において、各セル

に格納されている濃度 a,bは乱数で決定し、活性化因子の濃度 aが抑制因子の濃度 bより高い時

は青色、低いときは灰色を表示する。差分化した式の各項の変数値を*1としてシミュレーション

を行った。 

 シミュレーションの結果（図(b)）、上部の図において横軸「位置」が１～100、縦軸「時間」が

1700～1800の時に縞の間隔がほぼ等間隔な、台湾生息のカワムラ（オオ）スジボラという巻貝の

縞模様と近似している縦縞の縞模様が現れた。 

 差分化した式の各項の変数値を変えることにより、様々な縞模様が出現した。 

   
図(a) Turing モデル：両物質の相互作用               図(b) 実行結果：貝殻の縞模様 

*1：Da=0.02,Db=0.4,ra=0.01,rb=0.015,ba=0.03,bb=0,a=0.1,b=0.1,s=ra+-1% 
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The	 role	 of	 lateral	 inhibition	 in	 the	 tracheal	 system	 formation	 of	 Drosophila	 

九州大学理学部生物学科	 数理生物学研究室	 小泉吉輝

1.	 はじめに	 

	 ショウジョウバエの気管発生の初期段階では、均

一であった上皮細胞がシグナリングセンターからの

Branchless(Bnl) を 細 胞 表 面 の 受 容 体 で あ る

Breathless(Btl)が受け取り、枝の先端となる Tip	 

cellとそれに引っ張られていくStalk	 cellとに分化

する。リガンドである Bnl が受容体の Btl に結合す

ることで、細胞内ではシグナル伝達のカスケードが

誘導される。この経路の下流には Btl の転写因子が

存在するため、正のフィードバックループがある。

モデルではシグナルカスケードの中間体である MAPK

と Btl の濃度を微分方程式によって表した。	 

	 また、Btl によって誘導されるカスケードの下流に

は Delta の転写因子が存在しており、この Delta が

隣の細胞の膜貫通型受容体の Notch と結合すること

で、隣の細胞の Btl によるシグナルカスケードを抑

制する。モデルでは隣接する細胞の活性化した MAPK

を抑制すると考え、Delta と Notch の濃度を微分方程

式で表した。	 

	 本研究では Tip	 cell が正常に選び出される条件を

調べることで、正のフィードバックに対する

Notch-Delta の側方抑制の効果を調べた。	 

	 

2.	 パラメータを変化させたときのパターン形成	 

	 今回は 8 細胞が 1 次元で並んでいると仮定し、平

衡状態でそれぞれの細胞が持つ活性化したMAPKの割

合が閾値を超える場合は１，超えなければ０として、

この１と０の並びがジグザグになるのかどうかを判

定した(図１参照)	 。縦軸に側方抑制の強さ、横軸に

正のフィードバックの鈍感さ（これが高いほどフィ

ードバックが効きにくくなる）を取って、ジグザグ

になるのかどうかの頻度を調べたのが図２である。	 

	 

３.	 考察	 

	 図２から、側方抑制の効果が小さく、正のフィー

ドバックが効きやすい時に、入力の濃度勾配に従っ

て Tip	 cell が選び出されている。このことから、側

方抑制は正のフィードバックに対して悪影響を与え

ているのかもしれない。しかし、実験的なデータに

よると側方抑制の部分に突然変異が起こると正常に

Tip	 cell が選び出されなくなるのである。よって、

側方抑制は何らかの機能を持っており、さらなる解

析が必要である。	 

	 

図１:入力の濃度勾配で生じるパターン	 

青点が各細胞における入力を表し、赤棒が各細胞の

平衡状態での活性化した MAPK の割合を表している。	 

	 

図２:	 Single	 cluster が生じるパラメータ領域	 

黄色領域で Single	 cluster が形成する頻度が高い。

青い領域では Multiple	 cluster になる頻度が高いか、

もしくはどの細胞も閾値を超えない No	 cluster の状

態である。	 
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樹状細胞活性化による抗HIV免疫応答
静岡大学工学部システム工学科　竹内研究室　 5071-3031 齊木健太

1 背景
　 HIV とはヒト免疫不全ウイルスである。HIV はヒト

の免疫系の成分である CD4T細胞に感染し増殖する。HIV
に感染すると徐々に免疫力が弱くなり、数年間に続く無症候
期に入る。無症候期を通じて CD4T細胞数は徐々に減少し、
血液中の CD4T細胞がある程度まで減少すると、身体的に
免疫力低下症状を呈する。その後、日和見感染により、生命
に危険が及ぶ症状を引き起こす。このような HIV感染によ
る最終的な症状を「AIDS（後天性免疫不全症候群）」と呼
ぶ。
　現在、HIVに対する有効な治療法はなく、HIVをある程
度抑制することはできても完全に排除することはできない。
　本論では HIV感染において重要な役割を果たす DC(樹状
細胞)に着目する。DCとは、免疫細胞の一つであり、抗原
提示細胞である。取りこんだ抗原を他の免疫系に伝える役割
を果たす。つまり DC がウイルスと接触し活性化すること
で CTLを誘導し、免疫反応を引き起こすことができるので
ある。DCの働きが活性化すればエイズ発症の危険性を減ら
すことができる。そこで、DCの活性化に焦点をあて、HIV
の疾患進行と免疫応答について考察する。

2 数理モデル
XをDC、T を未感染CD4T細胞、Iを感染CD4T細胞、

Z を CTLの個体数とし、以下のようなモデルを提案する。
X ′ = βθI

a+βI
− aX

T ′ = λ− eT − ρTI
I ′ = ρTI − fI − qZI
Z′ = σXTZ − dZ

(1)

β : DC の活性化率
θ : DC の生産率
a : DC の死亡率
λ : 未感染 CD4T 細胞の生産率
e : 未感染 CD4T 細胞の死亡率
ρ : 未感染細胞の HIV に対する感染率
f : 感染 CD4T 細胞の死亡率
q : CTL の HIV に対する除去率
σ : CTL の増殖率
d : CTL の死亡率

表 1 　変数とパラメーター

3 平衡点の存在条件、安定条件
モデル (1)における平衡点を示す。

Eh = (0, Th, 0, 0) ：健康状態
Eu = (Xu, Tu, Iu, 0)：AIDS発症状態
E±

c = (X±
c , T±

c , I±c , Z±
c )：無症候状態

平衡点 存在条件 安定条件

Eh always R0 < 1

(adλρ
2

ef2σ
< θ)

Eu R0 > 1 0 < β < βu

E−
c βu < β always stable

(adρ
fσ

< θ < adλρ2

ef2σ
)

Eu R0 > 1 0 < β < βu

E+
c β+ < β < βu always unstable

E−
c β+ < β always stable

(ade
λσ

< θ < adρ
fσ

)
Eu R0 > 1 always stable
E+

c β+ < β always unstable
E−

c β+ < β always stable

(θ < ade
λσ

)
Eu R0 > 1 always stable

表 2　平衡点の存在条件と安定条件

基本再生産数はR0 = λρ
ef
で定義することができ、1つの感

染細胞による、未感染細胞が感染する平均数を示している。

4 シミュレーション
図 1に HIVの典型的な疾患進行を示す。青線は無症候状

態、赤線はエイズ発症状態、黄色の破線は E+
c 、それぞれの

CTLの個体数を示しており、DCの活性率 β が減少する方
向に疾患進行している。
ここで、感染患者の症状を判断する基準となる βu を“危険
閾値”、β+ を“AIDS発症閾値”と呼ぶ。

β+ < β < βu の時、E−
Cと Eu 両方の平衡点が安定状態

にある。Zの初期値を大きい値に設定すると E−
c に解は漸近

する (図 2)。一方小さい値に設定すると Eu に漸近する (図
3)。

図 1: DCの活性化率と免疫応答

図 2: Z(0) = 0.2 図 3: Z(0) = 0.01

5 結論・課題
本研究では HIVの免疫系における DCの活性化に着目し

た。数理モデルの解析結果から、DCの活性化は CTLの誘
導と疾患進行の遅れに影響を与えることがわかった。DCの
活性率が低くなると感染者にとって AIDS 発症のリスクが
大きくなる。逆に DC の活性率を大きくすることができれ
ば、疾患の進行を遅らせることができ、感染者を無症候状態
に保つことができる。DCの活性率を上げられるような薬や
ワクチンの開発が効果的な治療方法のひとつになるのではな
いかと考えられる。さらに DC の活性化に関する危険閾値
と AIDS 発症閾値が存在することが確認できた。これは感
染者の症状に深くかかわるものである。これにより、感染者
の AIDS発症を予測できるかもしれない。
　今後の研究課題としては HIV感染症の本質により迫るた
めにもウイルスのダイナミクスを含む数理モデルの解析を
行う必要性がある。体内に入るウイルス量が多い場合と小さ
い場合を考え、疾患進行にどのような違いがあるのか分析す
る。

参考文献
[1] Iwami,S.,Nakaoka,S.,Takeuchi,Y.,2008.Viral diversity

limits immune diversity in asymptomatic phase of
HIV infection. Theor. Popul. Biol. 73,332-341.

[2] Iwami,S.,Nakaoka,S.,Takeuchi,Y., immune impair-
ment thresholds in HIV infection. Immunology Let-
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卒業論文要旨

複数のブルードから構成される被食者を伴う離散型個体群動態モデル
A Discrete Population Dynamics Model with Some Different Broods of Prey

志波（松本）翔
広島大学理学部数学科

Shou (MATSUMOTO) SIBA

Department of Mathematics, Faculty of Science, Hiroshima University

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

In this work, we constructed and analysed a discrete prey–predator population dynamics model (1) with

some different broods of prey. We focus the indirect interaction between preys due to predation, which

could make some broods go extinct and the others coexist with the predator. Prey has n year life history,

in which it can make the reproduction only at the last year as the adult. The prey subpopulation whose

adults appear at the j+ln th year is called “brood j” (j = 0, 1, ..., n−1; l = 0, 1, 2, ...), and its population

dynamics is characterized by the sequence {Aj,l| l = 0, 1, 2, ...} of the prey adult subpopulation Aj,l just

before the predation season in the j + ln th year. Pj,l is the predator population at the j + ln th year.

The probability that the prey can escape from the predation is given by Q(Pj,l) which is monotonically

decreasing in terms of Pj,l. σ is the predator’s annual survival rate until the next predation season,

r the predator’s reproduction coefficient, α the prey is annual survival rate, ρ the prey’s intrinsic

reproduction rate, and θ the density effect coefficient which determines the prey’s net reproduction

rate. Our mathematical analysis shows that there are some cases that only some of broods can coexist

with the predator. At such coexistent state, not only periodical but also chaotic oscillation can appear.

本研究では，複数の broodsから構成される被食者の成体個体群サイズ変動に着目した離散型個体群動態モデ
ルを構築し，解析した。特に，捕食者の捕食による間接的な相互作用によって，いくつかの broodsが絶滅し，
生残する broodsと捕食者が共存する平衡状態の出現性に焦点をおいた。被食者の生活史の長さを n年とし，
被食者は生活史の最終年のみ成体として繁殖できるとする。j + ln年目（j = 0, 1, ..., n− 1; l = 0, 1, 2, ...）に
成体が出現する被食者構成部分個体群を brood j と呼ぶ。Brood j の個体群サイズ動態は，j + ln年目の捕
食シーズン直前における被食者成体個体群サイズ Aj,l の系列 {Aj,l| l = 0, 1, 2, ...}によって特徴づけられる。
本研究で考察した被食者–捕食者系個体群サイズ動態モデルは次のものである：

Pj,l = σPj−1,l + r{1 − Q(Pj−1,l)}Aj−1,l (j = 1, 2, ..., n − 1)

P0,l+1 = σPn−1,l + r{1 − Q(Pn−1,l)}An−1,l

Aj,l+1 = αn ρQ(Pj,l)Aj,l

1 + θQ(Pj,l)Aj,l
(j = 0, 1, ..., n − 1).

(1)

Pj,l は j + ln年目の捕食シーズン直前における捕食者個体群サイズを表す。Q(Pj,l)は j + ln年目において，
被食者個体が捕食者の捕食から免れる確率（0 ≤ Q(Pj,l) ≤ 1）を表し，捕食者個体群サイズ Pj,l について単
調減少な関数とする。σ（正定数 < 1）は翌年の捕食シーズンまでの捕食者個体あたり生残率，r（正定数）は
捕食者の繁殖係数，α（正定数 < 1）は被食者幼体の一年あたりの生存率，ρ（正定数）は，被食者個体群の内
的自然増加率，θ（正定数）は被食者個体あたりの正味の繁殖率を定める密度効果係数である。数値計算も用
いた解析の結果，いくつかの broodsのみと捕食者とが共存する定常状態に収束する場合が出現し得，周期的
な平衡状態のみならず，カオス的な動的平衡状態も現れうることが示された。
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卒業論文：外来種（植食者）が相利共生系(植物－相利者－捕食者)に及ぼす影

響についての数理的研究 

                   大阪府立大学理学部生物科学科  孫 思墨     

 近年、人為的活動が遠く離れた場所にいる生物を同一の場所に出現させ、もともと存在してい

た生態系を潰す例がますます増えてきた。生態的な面だけではなく経済的な面まで被害を受ける

例も少なくない。本研究では、こう言った天敵のない外来種の侵入に着目し、相利関係を持つ生

態系に侵入した種がもともとある系にどのような影響を与えるのかを調べた。外来種―植物―

相利共生者－捕食者系の動態を理解するために、4 種からなる群集の個体群動態を記述する

モデルを考える。以下のモデルは無元化によってパラメータの数を減らした Lotka-Volterra

型のモデルである。 
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ここで、  ,   ,      は植物、相利共生者、外来種、捕食者の密度である。 
 
  
 
  
 
を相利共生者、

外来種、捕食者の死亡率とし、           は相利共生者が植物を、外来種が植物を、捕食者が相

利共生者を食う率で           はそれによる相利共生者、外来種と捕食者の増加率である。 を

相利共生者が植物 1 個体に与える利益の大きさ、 を相利共生者が植物に利益を与えるのにかか

るコストの係数とし、   、   、  、  のいくつかの値に対し、βと γと   のを変えて、4 種系

の平衡状態の安定性を調べた。簡単のために、それ以外のパラメータの値は一定であると仮定し

た。このモデルでは相利による正の効果のために個体数が無限大に発散する可能性があるが、種

多様性と種間相互作用の効果をより明確にするため、相利の大きさを有限に抑える密度効果は入

れていない。 

モデルを解析した結果、以下の結論が得られた。 

A) 相利効果βが大きくなると、植物の増加によってすべての種が利益を受けるので、個体数が

無限大に発散しやすくなる。しかし、種数が増えると、捕食者や外来種の抑制効果によって

発散が抑えられ、多くの種が安定に共存することがある。 

B) コストγが大きくなると相利共生者は負の利益を受けるので、相利の効果が抑えられ、発散

はしにくく、種数も減って、外来種も侵入しにくくなる。しかし、外来種がいるときに、植

物に与える利益が大きくなると、コストによって相利共生者が負の影響を受けて減少するの

で、捕食者さらに相利共生者が絶滅することがある。 

C) 外来種の増加率α３１が大きくなると、消費型の競争によって個体数の発散が抑えられ、４

種が安定に共存することがある。しかし、さらにα３１が大きくなると、もともとの植物ー

相利共生者ー捕食者の三種系を崩して、外来種と植物のみが残る。特に死亡率 
 
も大きいと

き、相利効果がなくなると外来種も存続できなくなり、植物だけが残るようになる。 
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卒業論文要旨
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with Prevention Level Affected by Incidence Size in The Last Season
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Department of Mathematics, Faculty of Science, Hiroshima University

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

For a variety of infectious diseases, annual oscillation of large and small incidence sizes has been observed. One

of potential causes for such annual oscillation would be the response of prevention level to the incidence size in

the last epidemic season: The prevention level would be increased if the incidence size is large in the last season.

In this work, to theoretically consider this cause for the annual oscillation of incidence size about the infectious

disease, we constructed and analyzed a simple mathematical model about the annual variation of incidence size

affected by that in the last season. We assume that the epidemic dynamics in each season is governed by the

well-known Kermack–McKendrick SIR model, neglecting the variation of total population size within the season.

We can derive the final-size equation that gives R∞ = lim
t→∞

R(t) for the SIR model. Let R∞(k) be the incidence

size in the k th season, N(k) be the total population size, and zk = R∞(k)/N(k) be the relative incidence size.

we assume that the incidence size in the last season influences the infection coefficient σk and the recovery rate

ρk, so that let σk = σ(zk−1) and ρk = ρ(zk−1). We regard ρk/σk as an index of the prevention level at the k th

season, and give ρk/σk = ρ(zk−1)/σ(zk−1) = f(zk−1). In this work, we considered the below model (1) which

gives the annual variation of incidence size. Our analysis shows that the change of prevention level responding

to the incidence size in the last season could cause the annual oscillation of biennial epidemic outbreaks with

intermediate or subtle incidence size between them. Such response of the prevention level to the past incidence

size could be a driving force for the annual oscillation of incidence size.

インフルエンザをはじめとする感染症の流行には，大流行と小流行を繰り返す様相が見られる。これには，
前年の流行により，翌年促される様々な予防対策が感染症流行を抑制する効果も働いている可能性があるので
はないだろうか。本研究では，感染症流行の年変動についてのこの可能性に関する理論的な考察を行うため
に，前年の感染規模（感染症罹患者総数）が，翌年の感染症伝染ダイナミクスに及ぼす影響を導入した基本的
な数理モデルの解析を行った。
毎年の感染シーズンにおける感染症伝染ダイナミクスは，最も基本的なKermack–McKendrick型 SIRモデ
ルで記述できるとする。感染シーズン中における総個体群サイズの変動は無視する。この SIRモデルについ
て，感染シーズン終了時の免疫獲得者個体群サイズで定義される感染規模 R∞ = lim

t→∞
R(t)を与える極限方程

式を導出することができる。k年目の感染シーズンについての感染規模を R∞(k)，総個体群サイズをN(k)と
し，zk = R∞(k)/N(k)で k年目の総個体群サイズに対する相対感染規模を表す。k年目の感染係数 σk，回復
率 ρk が前年の感染規模の影響を受けるという仮定を数理モデルに導入し，σk = σ(zk−1)，ρk = ρ(zk−1)とす
る。ρk/σk を k年目の予防水準の指標として扱い，zk−1 の関数 ρk/σk = ρ(zk−1)/σ(zk−1) = f(zk−1)によっ
て与えられるものとする。本研究では感染規模の年変動ダイナミクスを支配する次の数理モデルを考察した：

zk = 1 − e−{N(k)/f(zk−1)}zk

f(z) = f0e
αz

(1)

解析により，数理モデル (1)による感染規模年変動には，一定規模の流行を繰り返される場合，中規模と大規
模の流行を繰り返す場合，流行しない年と大規模の流行を起こす年を繰り返す場合の 3パターンが現れうるこ
とがわかった。この結果は，前年の感染規模に対する予防水準の応答性が，結果として現れる感染規模を左右
しうることを示唆している。
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[卒業論文] セルオートマトン法による 

原油拡散現象シミュレーション：メキシコ湾原油流出事故 
大阪電気通信大学 工学部 電子材料工学科 阿久津研究室 

土井 静夫 
 海面上に流出した原油は、風による海面表面の流れ、海流による流れ、原油の拡散など

様々な要因によって広がる。そこで、風と海流、原油の拡散の三つの要因を用いてセルオ

ートマトン法による原油拡散現象シミュレーションを行った。 
 領域を 730×730 セルで区切り、その領域内に含まれる、陸地のデータと、流れ及び原油

を状態量(図 1)を入力する。セルと step の状態は、1 セルを 1[km]の距離とし、1step を 1[h]
の時間とする。流れの速さは、風は全海域に風速 0.1[km/h]、海流(1)に潮流 0.2[km/h]、海

流(2)に潮流 0.6[km/h]とした(図 2)。 
 初期状態に、陸地と海面、原油を配置する。拡散流と移送流に関する時間発展規則を定

め、実行することによって原油が広がる様子を再現した(図 3)。 

 
図 1 状態量 

  

図 2 風と海流    図 3 シミュレーションの結果 
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新型インフルエンザ流行とワクチン接種
静岡大学工学部システム工学科　竹内研究室 50713056 中村賢太

1 背景
通常、ワクチンによる予防疫学は効果的であると考えら

れているがワクチン政策はワクチン耐性ウイルスを出現させ
るリスクを伴い、いくつかの理論研究ではワクチン政策の実
施が総感染者数を増加させうるとしている。本田卓也氏の研
究では人から人への感染が可能な変異ウイルスが存在する状
況下において、ワクチンが鳥から人へ感染する鳥インフルエ
ンザに対して完全に有効である場合、ワクチン政策はどの状
況においても完全に逆効果になることはないとされている。
ここで言う完全に逆効果とは（合計）患者数、（合計）死亡
者数が共に増加してしまうという意味である。
　そこで本研究では、ワクチンが鳥から人へ感染する鳥イン
フルエンザに対して完全には有効でない場合の患者数と死亡
者数について検討を行う。

2 モデル
本研究において、考察する数理モデルを以下に示す。ま

た、各変数及びパラメータは表１に示す。
S′ = λ− βBSY − βHSH − ϕS − µS
V ′ = ϕS − σ1βBV Y − σ2βHV H − µV
B′ = βBSY + σ1βBV Y − (µ+ dB)B
H ′ = βHSH + σ2βHV H − (µ+ dH)H

S : 感受性個体数（未感染個体数)
V : ワクチン接種個体数
B : 鳥インフルエンザウイルス感染個体数
H : 新型インフルエンザウイルス感染個体数
Y : 鳥インフルエンザウイルス感染鳥の個体数（一定）
λ : ヒトの出生率
µ : ヒトの自然死亡率
1-σ1 : 鳥インフルエンザウイルスに対するワクチン接種個体の感染予防率

（ワクチンの鳥インフルエンザに対する効力) (0 < σ1 < 1)
1-σ2 : 新型インフルエンザウイルスに対するワクチン接種個体の感染予防率

（ワクチンの新型インフルエンザに対する効力) (0 < σ2 < 1)
ϕ : ワクチン接種率
βB : 鳥インフルエンザウイルスの伝播率
βH : 新型インフルエンザウイルスの伝播率
dB : 鳥インフルエンザウイルス感染個体の感染による死亡率
dH : 新型インフルエンザウイルス感染個体の感染による死亡率

（dB > dH）

表 1 　変数とパラメーター

3 平衡点と存在条件と安定条件
このモデルにおいて、以下の２つの平衡点が存在する。

　 E0 = (S0, V0, B0, 0) , E+ = (S+, V+, B+, H+)

平衡点 存在条件 局所漸近安定条件 (LAS)

E0 always R0 < 1
E+ R0 > 1 always

　表 2 　平衡点と存在条件と安定条件

侵入再生産数

R0 = λβH(σ1βBY+µ+σ2ϕ)
(µ+dH)(βBY+ϕ+µ)(σ1βBY+µ)

4 政策評価
侵入再生産数 R0 とワクチン接種率 ϕの関係を考える。

∂
∂ϕ

R0(ϕ) > 0 ⇐⇒ σ∗ < σ2 < 1
∂
∂ϕ

R0(ϕ) < 0 ⇐⇒ 0 < σ2 < σ∗

σ∗ = σ1βBY +µ
βBY +µ

< 1

0 < σ2 < σ∗ はワクチンが新型インフルエンザに対して効
力を持つことを意味し、σ∗ < σ2 < 1はワクチンが新型に対
して効力をあまり持たないことを意味する。ワクチン接種を
全く行わない場合の侵入再生産数を R0

0、ワクチン接種をで
きるかぎり行う場合の侵入再生産数を R∗

0 とする。

{
R∗

0 = limϕ→∞ R0(ϕ) =
βHλσ2

(µ+dH )(σ1βBY +µ)

R0
0 = limϕ→0 R0(ϕ) =

βHλ
(µ+dH )(βBY +µ)

政策を行う際に以下の６つの状況を考えなければならない。
Case1 0 < σ2 < σ∗,R

0
0 > 1,R∗

0 > 1
Case2 0 < σ2 < σ∗,R

0
0 > 1,R∗

0 < 1
Case3 0 < σ2 < σ∗,R

0
0 < 1,R∗

0 < 1
Case4 σ∗ < σ2 < 1,R0

0 > 1,R∗
0 > 1

Case5 σ∗ < σ2 < 1,R0
0 < 1,R∗

0 > 1
Case6 σ∗ < σ2 < 1,R0

0 < 1,R∗
0 < 1

Case1（0 < σ2 < σ∗,R
0
0 > 1,R∗

0 > 1）

図 1: ワクチン接種における合計患者数の推移
Case1（0 < σ2 < σ∗,R

0
0 > 1,R∗

0 > 1）

図 2: ワクチン接種における合計死
亡者数の推移

図 3: ワクチン接種における合計死
亡者数の推移

各パラメータは

図１（λ = 30, µ = 0.15, dB = 1, dH = 0.5, Y = 5, βB = 0.6, βH =

0.1, σ1 = 0.001, σ2 = 0.03）

図２（λ = 30, µ = 0.15, dB = 1, dH = 0.5, Y = 5, βB = 0.6, βH =

0.1, σ1 = 0.001, σ2 = 0.03）

図３（λ = 60, µ = 0.15, dB = 1, dH = 0.5, Y = 5, βB = 0.6, βH =

0.1, σ1 = 0.5, σ2 = 0.1）

5 結論
本研究において、ワクチン政策はどの状況においても完

全に逆効果になるということはなかった。ここで言う完全に
逆効果とは（合計）患者数、（合計）死亡者数が共に増加し
てしまうという意味である。この点においては本田卓也氏の
研究と同じであった。
　 Case1、Case2 において、本田卓也氏の研究ではワクチ
ン政策を行うと、（合計）患者数、（合計）死亡者数は減り、
ワクチン政策は（合計）患者数、（合計）死亡者数の両方に
対して成功するであろうとされていた。しかし、本研究では
Case1、Case2において、ワクチン政策は（合計）患者数は
減るが、（合計）死亡者数は減る場合と増えてしまう場合が
存在した。Case3、Case6においては本田卓也氏の研究と同
様にワクチン政策は（合計）患者数、（合計）死亡者数の両
方に対して成功するであろう。Case4、Case5においてワク
チン政策を行うと（合計）死亡者数は減るが、（合計）患者
数は減る場合と増えてしまう場合が存在した。
以上のことよりCase3、Case6の状況下ではワクチン政策

は必ず成功するであろう。しかし、Case1、Case2、Case4、
Case5においてはワクチン政策は状況を考えて行うかどうか
判断する必要がある。

参考文献
[1] 本田卓也, (2010) The effect of vaccine on avain

influenza 平成 21年 静大工学研究科システム工学
専攻修士論文
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卒業論文
空間を考慮した性反転遺伝子による種分化のモデル

奈良女子大学　理学部　情報科学科　高橋研究室　堀川　久美子

アフリカのヴィクトリア湖のシクリッドは
12400年の間で数種から500種にまで急速に
種分化した。この種分化には性選択が主要な
役割を果たしていると考えられる。シクリッ
ドの一種、Neochromis omnicaeruleusでは、
体色と模様に雌には 9つ、雄には 4つの異な
る表現型がある。もっとも多いのが雌が茶
黄色に暗い縞模様、雄が明るいメタリック
ブルーで、P(plain) 型である。ほかの一般
的な型には白と黒のぶち模様の WB(white
and black blotched) 型、橙色のぶち模様の
OB(orange blotched)型がある。X染色体上
にある優性の性反転遺伝子は体色WBとOB
と関係している。この性反転遺伝子に関し
て、その働きを抑える抑制遺伝子が常染色体
上に存在している。また N. omnicaeruleus
は体色について好みを持ち、WB 雄はWB
雌を好み、P雄は、親の体色によって異なっ
た好みを表している。このことから、好みを
表す遺伝子が存在することがわかる。また、
P雌は P雄を好むがWBの雌は体色に関し
て強い好みを示さない。Lande et al. (2001)
は性反転遺伝子と性選択によって一種から

二種に種分化するモデルを作った。
本研究では、Landeのモデルをもとに、空

間と保護色、透明度がどのように種分化へ
影響するのかをシミュレーションにより調
べる。空間の中に元からの色が保護色とな
る場所と新しい色が保護色となる場所があ
るとする。２つの場所を移動する割合を k

とする。また、元からの色が保護色となる
場所においては、新しい色の突然変異遺伝
子の数が少ないものの生存率を高く、新し
い色が保護色となる場所では、新しい色の
突然変異遺伝子の数が多いものの生存率を
高くする。元の体色の雌と元の体色の雄の
交配割合を p、元の体色の雌と新しい体色の
雄の交配割合を q、新しい色の体色の雌と元
の体色の雄の交配割合を r、新しい色の体色
の雌と新しい体色の雄の交配割合を sとす
る。連関度 (ps − qr)/(ps + qr)により種分
化しているか調べる。また、不透明な場所
では、体色が見分けづらく、体色の選好度
は低くする。シミュレーションにより、不透
明な場所があり移動する割合が正であると
き、種分化しないことがわかった（図）。

0.0

0.14
k

0.0

4.0

A

0.0

3.0

0.0

0.14
k

0.0

4.0

A

0.0

3.0

図 : 透明度を導入したときの移動する割合 k、選好度（透明度）Aによる雄の新体色の割合の変化。
(左）透明な場所。(右)不透明な場所。
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結核流行モデルの安定解析
静岡大学工学部システム工学科　竹内研究室　 5071-3077　水野　健

1 はじめに
結核 (TB) は毎年およそ 200 万の死を伴う、予防可能な

伝染病の中で最も大きい死因となっている。
　BCGワクチン接種が小さい子供を保護できることが一般
的に認められた。特に感染の高いリスクの領域では、BCG

の徹底した普及が子供の TB 死亡率を 4～7％減少させるこ
とができた。他の年齢層における BCG の効力に関する疑
問が残っているが、TB へのより高い暴露の危険性と高率発
生がある領域にいる子供のために、またリスクの大きい大
人グループのために、より良いワクチンが利用できるまで、
BCGの使用を考慮しなければならない。
　この研究は、TBの伝染に関連している 3つの主要なパラ
メーター (ワクチン接種率、ワクチンによる感染予防率、ワ
クチン接種個体の免疫損失率)の影響について調査し、TB

疫学上での BCG ワクチン接種プログラム効果を評価する
ことが目標である。[1][2]

2 数理モデル
以下のようなモデルを考える。ワクチン接種を実施して

いないとき (p = 0)
S′ = A(1− p)− βIS + ωV − µS
V ′ = Ap− σvβIV − (ω + µ)V 　
L′ = (S + σvV )(1− ϕ)βI + τI − (α+ µ)L
I ′ = (S + σvV )ϕβI + αL− (τ +m)I

各変数及びパラメータは次の意味を持つ。

S : 感受性個体数

V : ワクチン接種個体数　

L : 潜伏感染個体数

I : 感染発症個体数

p : ワクチン接種率 (0 ≤ p < 1)

A : 出生率　

β : 初期感染における結核の感染率

µ : 自然死亡率　

ϕ : 感受性個体およびワクチン接種個体から

　　　　　　　　　　　　　　　感染発症個体へ推移する割合　

1 − ϕ : 感受性個体およびワクチン接種個体から

　　　　　 　　　　　　 　潜伏感染個体へ推移する割合　

σv : ワクチンによる感染予防率

ω : ワクチン接種個体の免疫損失率　

α : 潜伏感染個体から感染発症個体へ推移する割合

τ : 感染発症個体から潜伏感染個体へ推移する割合

m : 結核と自然死による死亡率

3 平衡点の解析

モデルを数学的に解析していく。ワクチンの有効性を調べ
るために (p = 0)を考慮に入れる。モデルはワクチン接種率
pによって異なる平衡点 (詳細な表記は卒業論文参照)、基本
再生産数をもつ。

基本再生産数

p = 0 R0 = µϕ+α
µ(c2c3−ατ)Aβ

0 < p < 1 R =｛1− (1− σv)
µ
c1
p｝R0

(c1 = ω + µ, c2 = α+ µ, c3 = τ +m)
表 3.1　平衡点と基本再生産数

平衡点 存在条件 局所安定条件

(p = 0)
E0

h = (S0
h, 0, 0, 0) Always R0 < 1

E0
c = (S0

c , 0, L
0
c , I

0
c ) R0 > 1 Always

(0 < p < 1)
Ep

h = (Sp
h, V

p
h , 0, 0) Always R < 1

Ep
c = (Sp

c , V
p
c , L

p
c , I

p
c ) R > 1 ∗

表 3.2　平衡点の存在条件と安定条件
∗ 解析は終わっていないがシュミレーションの結果より Always

4 シミュレーション
パラメーターはアルジェリアのデータを参照する。[3]

図 1ではワクチンの有効性を確かめるため総感染個体数とワ
クチン接種率の関係を表している。線の色によってωと σvの
値を変える。黒線はω = 1, σv = 1、赤線はω = 0.2, σv = µ、
緑線は ω = 0, σv = 0.2、青線は ω = µ, σv = 0

図 2,3ではワクチンの性能の評価のためワクチン接種率とワ
クチンによる感染予防率、ワクチンによる免疫損失率の関係
を表している。

図 1: 総感染個体数とワクチン接種率の関係

図 2: ワクチン接種率とワク
チンによる感染予防率の関係

図 3: ワクチン接種率とワク
チンによる免疫損失率の関係

5 まとめ
本研究では、結核のワクチン政策を例に、ワクチンの 3つ

のパラメーターの影響について評価した。解析の結果、ワク
チン接種率 pが高いほど、総感染個体数が減少した。それに
よりワクチンの有効性が証明でき、結核の絶滅が見込めたか
に思えたが、現在ではワクチンの性能が十分ではないので結
核は流行してしまっている。しかし R < 1となるようにワ
クチンの 3 つのパラメーターが設定できれば結核の絶滅は
見込めることがわかった。
　今後は新しいワクチンの開発のために、ワクチン接種率 p

の値によってどのように総感染個体数に影響を与えるかを考
慮して、モデルの評価を行っていく必要がある。

参考文献
[1] National Office of Statistics, http://www.ons.dz

[2] INSP: ReleveEpidemiologique Mensuel (REM), 2000 a 2006,
http://www.insp.dz

[3] Vynnycky, E., Fine, P.E.M.: The natural history of tuberculo-

sis: the implicationsof age-dependent risks of disease and the

role of. Epidemiol. Infect. 119, 183-201(1997)
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卒業論文
　Grazing Optimizationと植物の葉齢を考慮した

最適放牧スケジュール

奈良女子大学　理学部　情報科学科　高橋研究室　安田早織

Grazing Optimizationとは、放牧するこ
とによって植物の生産量が良くなることで
ある。Grazing Optimizationが起こる理由
は、植物の栄養が、家畜の死骸、排泄物とし
て、土壌の中の栄養に再供給されるからで
ある。Claire et al.(1998)は、栄養循環のモ
デルを作り、栄養の再利用を通して Graz-
ing Optimizationを導く状況を調べた結果、
Grazing Optimizationが起こるのは、植物
の死骸の栄養が大きく損失しているかある
いは、家畜が他の生態系から栄養を持ち込
んだ場合であることを示した。
本研究では、土壌の中の栄養の変化と植

物の量の変化を表すのに、Claire et al.の
栄養循環モデルを使い、家畜の密度を固定
し、時間によって家畜の分布を変化させる
いくつかの放牧スケジュール（戦略）を作
り、どれが家畜の生産量が一番大きいのか

を調べた。戦略は、一定期間全体をいくつ
かに分け数ヶ月ごとに家畜を移動させると
した。また、植物については、若い葉は、栄
養があり消化効率が良く、老いた葉は、栄
養がなく消化効率が悪いとし、若い葉は一
定の率で老いた葉に変わるとした。土壌中
の排泄率、排泄物が土壌中の栄養になる割
合をGrazing Optimizationが生じる方向に
変化させると区画を分割する戦略、逆の場
合は、一様に家畜を分布させる戦略が家畜
の栄養摂取量が最大の戦略となり、植物が
土壌中の死骸になる割合、死骸が土壌中の
栄養になる割合をGrazing Optimizationが
生じる方向に変化させると一様に家畜を分
布させる戦略、逆の場合は、区画を分割す
る戦略が家畜の栄養摂取量が最大の戦略と
なることが分かった。

0.15 0.30
0.50

0.90

0.15 0.30
0.50

0.99

図：植物の死亡率と土壌中の排泄率、排泄物が土壌中の栄養になる割合を変えた時の家畜の
摂取栄養量が最大の戦略。ピンク:一様に家畜を分布させる戦略。緑:全体を 2つに分け、6ヶ
月ごとに家畜を移動させる戦略。赤:全体を 3つに分け、4ヶ月ごとに家畜を移動させる戦略。
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生物の段階構造モデル
静岡大学工学部システム工学科　竹内研究室　 50513088 横内宏史

1 背景
　 生物は幼体から成長し、卵や子供を生む。卵や幼体は

捕食や人に住みかを奪われたり、誤って殺されたりする。生
体となっても病気や寿命、他何らかの原因で死に至る。生物
を保護していくには生体と幼体、どちらを守るのが効率が良
いのだろうか。本研究では生存数、出生率見積もりを仮定し
て生物の成長段階で分類されたモデルを考え、どの成長段階
での生物の保護を行うことが総個体数を増加させる上で効率
が良いのか考えていく。

2 モデル
生物を 2つの段階で考える。

stage1:卵もしくは幼体 (子供を生むことができない)
stage2:生体 (子供を生むことができる)

„

n1(t + 1)
n2(t + 1)

«

=
“

P1 F2

G1 P2

”

„

n1(t)
n2(t)

«

(1)

ni(t) : 時間 t における段階 i での個体密度
P (t) : 時間 t における総個体密度
Pi : 段階 i に留まる確率
Gi : 段階 i+1 に進む確率
Ti : 段階 i の継続期間
Fi : 段階 i の一個体当たりの平均の出生数
σi : 段階 i での生存確率
γi : 段階 i から i+1 への成長確率
λi : 行列 A の固有値
Vi : 固有値 λi に対応する固有ベクトル。

表 1 　変数とパラメーター

3 安定な分布、感度分析
モデル (1)を数学的に解析していく。

　 n(t + 1) = An(t)

　 n(t) = Atn(0)

フロベニウスの定理より実数で正の最大固有値 λ が必ず存
在し、他の固有値 λi は全て |λi|＜λを満たす。固有ベクト
ルの一次独立性から
n(t) = Atn(0) = c1λ

t
1V1 + c2λ

t
2V2

n(t)
λt = Atn(0)

λt = c1V1 + c2

`

λ2
λ

´t
V2

|λi
λ
|＜ 1より t → ∞ ならば

limt→∞
n(t)
λt = limt→∞

Atn(0)
λt = c1V1

このとき λが単位時間当たりの総個体数の増加率であり、λ
＞ 1ならば個体数は時間に応じて増加し、λ＜ 1ならば個体
数は時間に応じて減少する。また V1 が安定段階分布に対応
する。総個体数を P (t)とすると
P (t) =

P2
i=1 ni(t),

Vi = (v1, v2)
T

vs =
P2

i=1 vi,
よって安定段階分布は次の式で求められる。
limt→∞

n(t)
P (t)

= V1
vs

λに関する感度 (σi が変化したときの λへの影響しやすさ)
∂λ
∂σi

4 場合分け
　モデル (1)について、4つの場合を考え、段階ごとの感

度を比較する。
(i)の場合

A =
“

0 F2

G1 0

”

, λ =
√

F2σ1

∂λ
∂σ1

= F2
2λ

(i) の場合には T1 = 1, γ1 = 1 であるため、G1 = σ1 とな
る。また、λを決めるのに σ2 の値が関係しない

λの式より、感度は σ1 が大きくなるほど小さくなる。

図 1: (i)Pi がない場合 図 2: (ii)P2 がない場合

図 3: (iii)P1 がない場合 図 4: (iv)P1P2 がある場合

(ii)の場合

A =
“

P1 F2

G1 0

”

, λ =
P1+

√
P2
1 +4F2G1
2

∂λ
∂σ1

=
P ′
1λ+F2G′

1
2λ−P1

(ii)の場合には λを決めるのに σ2 の値が関係しない
λの式より、感度は σ1 が大きくなるほど小さくなる。

(iii)の場合

A =
“

0 F2

G1 P2

”

, λ =
P2+

√
P2
2 +4F2G1
2

∂λ
∂σ1

= F2
2λ−σ2

∂λ
∂σ2

= λ
2λ−σ2

(iii)の場合には T1 = 1, γ1 = 1, γ2 = 0であるため、G1 =
σ1, P2 = σ2 となる。
λの式より 2λ − σ2 > 0
よって F2 と λを比較する
F (λ) = F 2

2 − σ2F2 − F2σ1 > 0
F (λ) = F2(F2 − σ2 − σ1) > 0
F2 > σ1 + σ2 の場合、段階 1の感度が高く、F2 < σ1 + σ2

の場合、段階 2の感度が高い。

(iv)の場合

A =
“

P1 F2

G1 P2

”

, λ =
P1+P2+

√
P2
1 +P2

2 −2P1P2+4F2G1
2

∂λ
∂σ1

=
P1−P ′

1σ2+F2G′
1

2λ−P1−σ2
∂λ
∂σ2

= λ−P1
2λ−P1−σ2

(iv)の場合には γ2 = 0であるため、P2 = σ2 となる。
λの式より 2λ − P1 − σ2 > 0
よって P1 − P ′

1σ2 + F2G
′
1 > λ − P1 の時第 1段階の感度が

高く、P1 − P ′
1σ2 + F2G

′
1 < λ − P1 の時第 2段階の感度が

高い。

5 結論
生存率が高くなるほど、感度は鈍くなり、保護政策の効果

は弱まっていく。また、出生数 F2 の多い、或いは生存率の
低い生物ほど、第一段階での感度が高いことが分かった。多
産多死であればあるほど、子供の段階での保護が重要になっ
てくる。逆に、少産少死の生物は第二段階での感度が高く、
子供よりも成体の状態での保護がより重要であることがわ
かった。生存率が高いと成体の状態での時期が長くなり、全
体の割合が高くなるからだと考える。

参考文献
[1] Hal Caswell, (2001) Matrix Population Models con-

versastion , analysis , and interpretation. Sinauer.
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H5N1 Epidemics: In vaccination effective?
静岡大学工学部システム工学科　竹内研究室　 5071-3090 吉田　光

1 序論
　 H5N1 インフルエンザパンデミックにおいて、現在専門家の

間で恐れられているのは鳥からヒトへの感染ではなく、ヒトからヒ

トへの感染が可能になるようにウイルスが何らかの形で変異し、そ

れが蔓延してしまうことである.ヒトからヒトへの感染ウイルスは、

鳥からヒトへ感染する鳥インフルエンザウイルスに比べ、感染力を

高めるため、毒性が低くなると予測されている. よって、ヒトから

ヒトへ感染する変異ウイルスが発生したとしても、回復する見込み

が高いと考えられる. また、現在ワクチン政策に対するいくつかの

理論研究では、ワクチン政策の実施が総感染者数を増加させること

があると予測している.

そこで、本研究では、ヒトからヒトへの感染が可能な変異ウイルス

が存在し、さらに変異ウイルス感染者は一定の回復率で治るという

状況下において、ワクチン政策の有効性及び回復率が及ぼす影響に

ついて検討する. その際、ワクチンは鳥からヒトへ感染する鳥イン

フルエンザに対するワクチンであり、鳥インフルエンザが変異した

新型インフルエンザに対しても多少の効力を持つものとする.また、

新型インフルエンザに感染し、回復することにより、鳥インフルエ

ンザに対する多少の抵抗力を持つものとする. ワクチン接種率と新

型インフルエンザの回復率の観点から考察を行い、新型インフルエ

ンザの回復が無い場合と比較することにより、新型インフルエンザ

の回復が鳥インフルエンザ流行モデルへもたらす影響を考える.

2 数理モデル
S′ = λ− ϕS − βBSY − µS − βHSH
V ′ = ϕS − µV − σV βHV H
B′ = βBSY − (µ+ dB)B + σHβBY RH

H ′ = βHSH + σV βHV H − (µ+ dH)H − rHH
R′

H = rHH − σHβBY RH − µRH

S : 感受性個体数（未感染個体数)

V : ワクチン接種個体数
B : 鳥インフルエンザ感染個体数
H : 新型インフルエンザ感染個体数
RH : 新型インフルエンザ回復個体数
Y : 鳥インフルエンザウイルスの個体数（一定）

λ : ヒトの出生率
µ : ヒトの自然死亡率
1 − σV : 新型インフルエンザウイルスに対するワクチン接種個体の予防率
　 　　　　（0 < σV < 1）
1 − σH : 鳥インフルエンザウイルスに対する

新型インフルエンザ免疫所持個体の感染予防率 　（0 < σH < 1）
ϕ : ワクチン接種率
βB : 鳥インフルエンザウイルスの伝播率
βH : 新型インフルエンザウイルスの伝播率
dB : 鳥インフルエンザウイルス感染個体の感染による死亡率
dH : 新型インフルエンザウイルス感染個体の感染による死亡率
rH : 新型インフルエンザの治癒率

表 1 　変数とパラメーター

3 平衡点の存在条件、安定条件
数理モデルを数学的に解析していく.平衡点を示す.

E+ = (S+, V+, B+, H+, RH+)

　 E0 = (S0, V0, B0, 0, 0)

平衡点 存在条件 局所安定条件

E+ R > 1 Always
E0 Always R < 1

表 2 　平衡点の存在条件と安定条件

■侵入再生産数: R = βH
µ+dH+rH

λ
µ+ϕ+βBY

(1 + σV
µ
ϕ)

4 政策評価
　本研究では、ワクチン接種における合計感染者数 (B +H) ま

たは合計死亡者数 (dBB + dHH) の変化、また新型インフルエン

ザ回復率の増減に伴う合計感染者数 (B +H) または合計死亡者数

(dBB + dHH) の変化を見ていく.

図 1: ワクチン接種

図 2: 回復率

上記のグラフは、図 1 横軸:ϕ、縦軸:合計感染者数または合計死

亡者数. 　図 2 横軸:rH、縦軸:合計感染者数または合計死亡者数で

ある.

5 結論・考察
本研究から、ワクチン接種率を増加させると合計感染者数、合計

死亡者数は減少する (図 1 より). つまり、ワクチン政策が有効であ

ることがわかった. 新型インフルエンザの回復を考慮していないモ

デルでは、場合により、ワクチン接種率を増加させると合計感染者

数または合計死亡者数が増加することが知られている. 新型インフ

ルエンザからの回復を考慮すると、ワクチン接種が有効になる場合

があるということになる.

この結果は次のように説明できる. ワクチン接種による鳥インフル

エンザ感染者の減少は、競争者である新型インフルエンザの増加を

促す. ここで新型インフルエンザの回復を考慮した場合は、増加し

た新型インフルエンザ感染者が回復し、減少する. よって合計感染

者が減るので、新型インフルエンザの回復を考慮していないモデル

との相違が出たと考える.

また、回復率 rH が大きければ大きいほど効果は高まるわけではな

いことも分かった. これは一定の回復率をこえると、新型インフル

エンザ感染者が存在しなくなり、回復率の増加に意味がなくなるか

らである.

以上の結果より、回復可能な新型インフルエンザが発生した場合、

より高いワクチン接種率を求めることが有効であると考える.
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卒業論文：うまい草とまずい草が植食者と捕食者の動態に及ぼす影響 

：離散世代モデル 

大阪府立大学 理学部 生物科学科 吉村 善伽 

【緒言】近年、地球温暖化による冬季死亡率の減少やハンターの減少によりシカが急増し

ている。シカが増え過ぎた森林では、シカが食べる植物が食べ尽くされ、その影響は森林

で生活する動植物と森林生態系に及んでいる。本研究ではシカが年に１回しか繁殖しない

ことを考慮した Lotka-Volterra型の離散力学系モデルを用いて、どのような条件が満たさ

れる時にシカの大発生と崩壊が起きるかを調べた。 

【モデル】シカと植生の動態を理解するために、うまい草、まずい草、シカ、オオカミの 4

つの個体群からなる群集の、Lotka-Volterra型の離散力学系モデルを考える。 

𝑁1(𝑡 + 1)  =  𝑁1(𝑡)  ×  𝑒𝑥𝑝(𝑟1 − 𝑎11 × 𝑁1(𝑡) − 𝑎12 × 𝑁2(𝑡) − 𝑎13 × 𝑁3(𝑡)), 

𝑁2(𝑡 + 1)  =  𝑁2(𝑡)  ×  𝑒𝑥𝑝(𝑟2 − 𝑎21 × 𝑁1(𝑡) − 𝑎22 × 𝑁2(𝑡))， 

𝑁3(𝑡 + 1)  =  𝑁3(𝑡)  ×  𝑒𝑥𝑝(−𝑟3 + 𝑎31 × 𝑁1(𝑡) − 𝑎34 × 𝑁4(𝑡))， 

𝑁4(𝑡 + 1)  =  𝑁4(𝑡)  ×  𝑒𝑥𝑝(−𝑟4 + 𝑎43 × 𝑁3(𝑡)) 

ここで、𝑁1(𝑡)，𝑁2(𝑡)，𝑁3(𝑡)，𝑁4(𝑡)はそれぞれ第𝑡世代(年)におけるうまい草、まずい草、

シカ、オオカミの密度である。草の内的自然増加率を𝑟1, 𝑟2、種内と種間の競争係数を

𝑎11,𝑎22,𝑎12,𝑎21とする。また、シカの死亡率を𝑟3、うまい草に対する植食率を𝑎13、植食に

よるシカの増加率を𝑎31、オオカミの死亡率を𝑟4、シカに対する捕食率を𝑎34、捕食によるオ

オカミの増加率を𝑎43とする。簡単のために、(1)シカはうまい草だけを食べ(𝑎23 = 𝑎32 = 0)、

オオカミはシカだけを食べると仮定する(𝑎14 = 𝑎41 = 𝑎24 = 𝑎42 = 0)。(2)うまい草は防御の

コストがかからないので競争で優占(𝑎12 < 𝑟1𝑎22/𝑟2, 𝑟2𝑎11/𝑟1 < 𝑎21 )し、(3)自己抑制はう

まい草の方が弱いと仮定する(𝑎11 < 𝑎22)。 

【結果】本研究では、離散力学系でも、大野 (2007)の先行研究における連続力学系の場合

と同様にパラメーターの値によって、様々な振動解が現れることが分かった。シカの死亡

率が小さい時、𝑎31によらず、𝑎12が 0に近いか、𝑎12と𝑎21が共に小さい時、共存平衡点が安

定になり、シカが媒介する三種共存が起こる。また𝑎12が大きくなると共存平衡状態は不安

定になり、ホモクリニックサイクルやヘテロクリニックサイクルに似た大きな振動が起こ

り、𝑎12が大きく𝑎21が中程度の値の時カオスが出現する。また𝑎31の値が大きいと振動は激

しくなる。ヘテロクリニックサイクルやホモクリニックサイクルに近い解は、まずい草だ

けがいる状態が長く続いた後、うまい草が急激に増え、それに続いてシカも急激に増え、

そのあとうまい草がシカに食われて激減し、エサ不足からシカも激減してまずい草だけが

残る経路をたどる。これは、シカの大発生と森林下層の種の構成の変化を説明していると

思われる。また、3種にシカを食うオオカミを加えたとき、𝑟4が小さい時または𝑎43が大きい

時にオオカミが存続し、まずい草が絶滅してうまい草とシカとオオカミの共存状態が安定

になる。最近のシカの急増には、オオカミの絶滅が関係していることが示唆される。 
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修士論文 要旨

ヒトの行動に着目した感染症伝播のモデル化と解析
東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻 江島啓介

指導教員 合原 一幸 教授

1 概要

感染症はヒトが行動することでその伝播が拡大したり縮小
したりする．そのため対策を考えるとき，ヒトの行動を考慮
することは重要である．この場合，行動は日常の移動という
意味での行動と，感染拡大時の対処行動がある．本研究では，
これら 2 つの意味での行動をモデル化するために，具体的な
感染症として，インフルエンザ，HPVを用いた．まず，日常
の移動をモデル化を行った．高精度な実際のヒトの移動デー
タを用い，インフルエンザの感染伝播モデルを構築し，外出
規制および施設閉鎖，学校閉鎖の効果を検討した．また，感
染拡大時の対処行動として，ワクチン接種行動をモデル化し,

ゲーム論的アプローチによって HPV ワクチンの全体，個人
の最適接種率を導出した．

2 東京都市圏パーソントリップ調査データに基づ
く新型インフルエンザ感染伝播の数理モデリ
ング

2.1 モデル概要
個人ベースモデルを用いる．各個体は状態として，感受性，
潜伏期，症状期，回復のいずれかを持つ．感受性の個体は，他
の症状期 (感染性) の個体との接触によって感染を受けると，
潜伏期に移行する．潜伏期間，症状期間，就床確率は個体の
年齢によって異なる確率分布で決まる．寝込んだ個体は回復
するまで他の個体との接触は自宅のみに限定される．

S 1 32

21 3 4 5 6

21

R

E

I

4 5 63

(a) (b)

図 1. (a) 感染状態の遷移図．感受性個体が感染すると，潜
伏期間 (1～3日間)，症状期間 (3～6日間)を経て，回
復状態 (死亡を含む) へと遷移する．症状期個体の一
部は症状期の 1 日目から 3 日目に寝込む (就床) と仮
定する．各時点で同じ格子の中にいる個体間で接触が
起きているものとみなす．(b) 感染過程．緑が感受性
個体，赤が感染個体を表す．また，人口密度が等しく
なるように格子の大きさをスケール変換している．

本研究のシミュレーションでは，東京都市圏における感染
伝播を再現するため，モデル内の各個体をパーソントリップ
調査データ (1日の移動データ)の各個人の動きに従って移動
させて，時々刻々の個体間の接触を考える．

2.2 感染伝播シミュレーション
本研究では，初期状態として，杉並区在住で千代田区へ電

車通勤する 30 代のある男性の状態を潜伏状態に設定して，各
パラメータ値に関してその初期状態からの 180日間のシミュ
レーションを各 50 回ずつ行った．パンデミック発生時におけ
る対応策としては，外出規制と施設閉鎖，学校閉鎖を検討し
た．検討に際しては，何も対応策を講じなかった場合に比べ
て流行のピークを何日遅らせることができるか，累積罹患率
をどれだけ低下させることができるかによってその効果を評
価した．

(a)

(b) (c)

図 2. 感染拡大の様子 ((a) 10 日目，(b): 45 日目，(c): 89

日目)．緑色の点は感受性 (すなわち未感染) の個体，
赤い点は潜伏期，症状期，青い点は回復期の個体が存
在する地点を示す．

2.3 まとめ
外出規制に関しては，規制日数が 12日以上の場合には効果
が大きく，その場合には規制基準を厳しくするほど効果が高
いことがわかった．また，規制日数が 6 日より短い場合，効
果を高めるためには適切な規制基準を設けることが必要であ
ることがわかった．施設閉鎖に関しては，閉鎖期間・閉鎖基
準を厳しくすると，ピークまでの日数はほとんど変わらない
ものの，累積罹患率は低下することがわかった． 学校閉鎖に
関しては，学区のサイズが小さい場合は閉鎖日数を増やして
も効果が薄いが，学区のサイズを大きくすると，最終的な累
積罹患率を減少させられることが示唆された．
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ヒトの行動に着目した感染症伝播のモデル化と解析 (江島啓介)

3 HPV感染伝播の数理モデリングとワクチン政策
に関する考察

子宮頸癌とは子宮頸部と呼ばれる子宮の出口より発生する
癌であり，子宮癌の多くに該当する．ほとんどの子宮頸癌は
ヒトパピローマウイルス (HPV) の長期間の感染によって発
症する．HPVは性交渉によって感染する.

3.1 HPV感染モデル
人口を xf , yf , zf , vf , wf , xm, ym, zm の個体群に分けるこ

とで，微分方程式モデルを構築する．女性は性交渉を持つ年
齢に達し，ワクチン接種を受けないと xf に入る．その後感染
すると yf に移り，回復すれば zf に移る．ワクチン接種を受
ければ vf に入り，感染すれば wf に移る．男性はワクチン接
種が無いことを除けば同じである (図 3.1)．

図 3. 状態遷移

!
""""""""""#

""""""""""$

ẋf = µ(1! p)Nf ! (!f + µ)xf

ẏf = !fxf ! (µ+ "f )yf
żf = "fyf + #f"fwf ! µzf
v̇f = µpNf ! (!f$f + µ)vf
ẇf = !f$fvf ! (µ+ #f"f )wf

ẋm = µNm ! (!m + µ)xm

ẏm = !mxm ! (µ+ "f )ym
żm = "mym ! µzm

(1)

%
!f = cf!fmym

Nm

!m = cm!mf (yf+rfwf )
Nf

(2)

3.2 基本再生産数
次に，基本再生産数 (R0)を求める．R0とは，一人の感染者
がその全感染期間において再生産する 2 次感染者の期待数の
ことである．感染症学における閾値原理は，R0 > 1であれば
流行が起きるが，R0 < 1であれば流行は起きないというもの
である．今回用いたパラメータ (p = 0.0とする)のとき，R0

は 1.88であった．また，R0 < 1とするには，p > 0.956，す
なわち 95.6%以上の女児にワクチン接種をする必要がある．
3.3 全体，個人の最適ワクチン接種率
ワクチン接種率を pとする．ワクチン接種の際のリスク (副
作用，金銭的負担)を Cs，感染時のリスク (医療費，機会費用
など)を Cv，ワクチン接種の際の感染確率を %v，非接種の際
の感染確率を %s とする．ワクチン接種，非接種時の効用をそ
れぞれ Uv，Us とすると，

&
Uv(p) = !Cs ! %v(p)Cv

Us(p) = !%s(p)Cv
(3)

%v(p) =
"f (p)#f

"f (p)#f+µ

%s(p) =
"f (p)

"f (p)+µ

(4)

と書ける．
以上より，全体の効用 U は

U = pUv + (1! p)Us (5)

と書ける．
全体にとって，最適なワクチン接種率は U を最大化する

ppop を求めればよい．しかし，個人にとっての最適なワク
チン接種率はそう簡単でない．もし，Uv(0) > Us(0) であれ
ば，ワクチン接種を行う動機が発生するので，ナッシュ均衡
(Uv(pind) = Us(pind))が存在する．Uv(0) < Us(0)であれば
pind = 0がナッシュ均衡となる．先のモデルで定常状態での
均衡を求めると，個人の最適ワクチン接種率が全体のワクチ
ン接種率より常に低く (ppop " pind)なってしまう (図 4)．こ
のことは解析的に証明することができる．

図 4. 全体，個人の最適ワクチン接種率．横軸はワクチン接
種時の非接種時と比較した効用を表す．

3.4 まとめ
本研究では，ゲーム論的アプローチによって HPVワクチン

の全体，個人の最適接種率を導出した．まず，基本的な解析に
より，女性のワクチン接種率が約 95%以上でないと感染症を
排除できないことが分かった．次に，個人の最適ワクチン接
種率が全体のワクチン接種率より常に低くなってしまうこと，
また，個人個人がそれぞれに効用が高くなるようにワクチン
接種を行ったとき，感染症が排除できないことがわかった．
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査データに基づく新型インフルエンザ感染伝播の数理モデリング.
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進化シミュレーションによるマイクロクレジットの解析 

―グラミンバンクを例に― 

叶山 聖史 （東京工業大学 社会理工学研究科 価値システム専攻 修士課程所属） 

 

マイクロクレジットは、発展途上国の貧困層に貸付を行う金融機関である。そのパイオニアで

あるグラミンバンクは担保や法的強制力の裏付けなしに 97%という高い返済率を実現している。

その理由として、グラミンバンクが、グループレンディングという貸付手法を用いていることが

指摘されている。グループレンディングとは、借り手にグループを構成させ返済に連帯責任を負

わせることで、返済を確かなものにする貸付の手法である。グラミンバンクは貸付を順々に行い、

返済を行わなかったメンバーがいた場合にはそれ以降のメンバーは貸し付けを受けられないと

いう形で連帯責任を貸付に組み込んでいる。以下、この貸付システムを連帯責任制度と呼ぶ。 

グループレンディングは連帯保証等によって、ピアセレクション、ピアモニタリング、履行強

制力を機能させ、返済率を高めている。このうち、ピアセレクションとは返済率が高そうなメン

バー、つまり評判の高いメンバーを借り手が相互に選びあうことである。本研究では利得の高い

プレイヤーの行動（ここでは返済するかしないか）を真似るシミュレーションである進化シミュ

レーションの手法を用いて、この機能の研究を行った。具体的には以下の 2 つについて理解を

深めた。第１に、グラミンバンクは先述した独特な貸付システムを施行している。この貸付シス

テムがピアセレクションに与える影響を、返済しない借り手がいても貸付が継続されるモデルと

比較することで明らかにした。2 つ目に、同一の貸付システムの下で、様々なピアセレクション

の行い方が返済率へ与える影響について調査した。本研究では、ピアセレクションの基本モデル

を以下のように構築した。まず、個体が加入に際して、グループを審査する過程と、グループが、

加入を希望する個体の許可を審査する過程があるとする。個体は評判とその評判を判定する基準

を持つとする。グループの評判とそれを判定する基準は、そのグループに属す個体の評判および

判断基準の平均で決定するものとする。個体が加入に際しグループを審査する時には、グループ

の評判が個体の判断基準より高ければ、加入するものとする。グループが、加入を希望する個体

の許可について審査する場合には、個体の評判がグループの判断基準よりも高ければ加入を許可

するものとする。このモデルの下で、以下のバリエーションを加えた。まず、個体がグループを

選別するのみのモデルと、グループが個体を選別する過程のみのモデルを構築し、いずれの過程

が返済率の向上に寄与するかを明らかにした。次にグループの評判とその判断基準を、グループ

構成員の値の中央値、または最大値、もしくは最小値として定めた場合の返済率への影響を見た。

このことを調べることで、どのような意思決定をする借り手がいる地域で、ピアセレクションを

実施すべきかがわかる。 

 この結果として以下の 4 つを発見した。まず、このモデルについて、(i)ピアセレクションが

行われない状況では、連帯責任制度のみで高い返済率を得ることは難しいことがわかった。連帯

責任制度にピアセレクションを併用することではじめて、返済率を高めることができる。次に、

グラミンバンクに特有な連帯責任制度について(ii)返済を行わないメンバーがいても貸付が継続
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するシステムと比べて、グラミンバンクの連帯責任制度では低い投資効果（つまり、貸付金を投

資して得られる将来利益が低い場合）でも高い返済率が得られることを明らかにした。それを示

したのが下のグラフである。貧困層は高い投資効果が得られるとは考えにくいので、グラミンバ

ンクに特有な連帯責任制度はマイクロクレジットの貸付として望ましいといいうると考える。 

 

 

縦軸は返済者割合、横軸は投資効果を示す。黒線は、返済しない借り手がいた場合に、後続する借り手が貸付を受ける

権利を失うグラミンモデル、赤線は、返済しない借り手がいても全員が貸付を受けるモデルを示す。 

 

次に(iii)個々の借り手がグループを選別する場合と、グループが個々の借り手を選別する場合

とを比較した場合、個々の借り手が評判の高いグループを選別するよりもグループが評判の高い

借り手を選抜する方が、高い返済率を得られることがわかった。研究では、個々の借り手が評判

の高いグループを選別する過程は機能せず、グループの個々の借り手を選別する過程によって、

返済率の向上が実現されることがあきらかとなった。最後に、グループの評判とその判断基準を、

構成メンバーの値の平均値と中央値、最大値、最小値とした場合の返済率について比較した。こ

のとき、(ⅳ)グループの評判をその構成メンバーの評判の最大値として、グループの判断基準を

構成メンバーの判断基準の最大値としたときに、もっとも高い返済率が得られることが分かった。

グループの判断基準に構成メンバーの最大値を用いることを厳格に選抜すると表現し、グループ

の評判に構成メンバーの最大値を用いることを、楽観的にグループの評判を見積もると言い換え

れば、グループが個々の借り手を選別する時には、厳格な基準を用い、個々の借り手がグループ

を選別する際には楽観的にグループの評判を見積もる借り手が多くいるところで、最も高い返済

率を実現することができると言える。 

 また、マイクロクレジットの源流である金融制度に Rosca がある。Rosca とは、グループで

小額の金銭を出資し、それを輪番で受領する金融の仕組みである。本研究では Rosca において

も、進化シミュレーションを用いて、様々なピアセレクションと出資率との関係を調べた。する

と、グラミンバンクの場合と概ね同じ傾向を見出すことができた。 
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麻疹ウイルスへの暴露がない環境では, 麻疹ワクチンの接種による獲得免疫が弱まっていく現象が観察さ

れている. これを免疫の減衰 (Waning immunity) という. 免疫の減衰の程度が大きければ個体は麻疹ウイル

スの侵入を防げず感染に至るが, まったくの無免疫ではないため症状が軽い, もしくは無症状で感染性 (感染

力)を持つ, 不顕性感染になる場合がある. これを subclinical infection (または vaccine-modified measles

infection) という. subclinical infection の感染力は典型的な麻疹に比べて弱いと言われているが, 当人の感

染が認識されず見えない感染源になりうるため, 流行の分析のおいてはその動態が焦点のひとつになる. ま

た, subclinical infection のほかに, ウイルスへの暴露やワクチン再接種により減衰した免疫が感染性を持たな

いまま回復するという反応を示す場合もある. これを免疫の活性化 (Boosting of immunity) という. 麻疹の

subclinical infection や免疫の活性化を組み込んだ数理モデルの研究が蓄積される一方で, 免疫の減衰, 活性

化, subclinical infection を総合的に組み込んだ数理モデルの研究はまだ少ない [3][9][10].

そこで本論文では, 免疫の減衰について, ウイルスへの暴露により免疫を回復する軽度の減衰と, subclinical

Infection を引き起こす重度の減衰の 2つを組み込んだ偏微分方程式による数理モデルを構築し, 定常状態の

存在や安定性について解析した.

モデルでは, 感染状態は従来の麻疹と不顕性感染である subclinical infection の 2種類を想定し, ホスト人

口を 5つの人口集団に分類した. 具体的には感受性人口 (麻疹に未感染の人口), ワクチン接種人口 (ワクチン

接種を受けて免疫を持っているが, その免疫が完全ではない人口), 治癒・免疫獲得人口 (治癒やワクチン接種

により完全な免疫を持った人口), そして従来の感染性人口と subclinical な感染性人口である. さらに, 免疫

水準の変動をモデルで表現するために, 免疫水準の低下がワクチン接種後の経過時間の増加と対応すると想定

し, ワクチン接種人口を経過時間によって構造化した.

本論文では特に, 以下のことを扱った. まず, 実効再生産数 Re が 1より小さければ感染者のいない定常状

態 (DFSS: Disease-Free Steady State)が局所漸近安定になり, 逆に Re より大きければ不安定になることを

証明し, さらに DFSS が大域的漸近安定となる十分条件を求めた. これらはワクチン政策の策定において目標

となるワクチン接種割合に関して 1つの指標を提示するとともに, subclinical infection を考慮しないワクチ

ン接種政策の危険性について重要な示唆を与える.

次に, 感染が蔓延した定常状態 (ESS: Endemic Steady State) が存在する十分条件と, パラメータの値に
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よっては後退分岐が起こりうることを示した. これらは麻疹が蔓延した状態がどのように条件で存在しうるか

についての有用な視点を提示する.

最後に, DFSSから ESSが分岐した付近での ESSについて, 前進分岐であれば安定であり, 後退分岐であれ

ば不安定になることを証明した.
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In this work, we considered a mathematical model concerning the population dynamics of an infectious
disease with two virus strains when the stock of vaccine is limited in the total amount. We derived the
basic reproduction number R0 for the Kermack–McKendrick SIR model with two virus strains, and then
constructed the below-described SIR model (1) modifying the Kermack–McKendrick SIR model with
introducing the contribution of the vaccination of strain-specific vaccines limited in their total amount.
Especially we focused the ratio of those two strain-specific vaccines in the limited stock and considered
the optimal ratio to minimize the final size of infected population at the end of epidemic dynamics by
the model (1) with λ = µ = 0.

Let S(t) be the susceptible population size at time t, I10(t) the size of population infected only with
strain 1, I02(t) the size of population infected only with strain 2, I12(t) the size of population infected
with both strains 1 and 2, In2(t) the size of strain-1-immuned population infected , I1n(t) the size of
strain-2-immuned population infected , R10(t) the size of uninfected population with the immunity only
for strain 1, R02(t) the size of uninfected population with the immunity only for strain 2, and R12(t) the
size of population with the immunity for both strains 1 and 2. Vi(t) is the rest amount of the strain-
i-specific vaccine in the stock at time t. After the vaccination starts, the vaccines in the stock become
exhausted in a limited time.

We obtained the mathematical expression of the basic reproduction number R0 for the model (1)
without the vaccination (i.e., with w1 = w2 = 0). The R0 is given by two non-dimensional quantities
independent from each other, which are respectively determined for each virus strain.

Making use of numerical calculations for the model (1) without birth and death terms (i.e., with
λ = µ = 0), we could show the existence of the optimal ratio of strain-specific vaccines in the stock
to minimize the final size of infected population at the end of epidemic dynamics. The optimal ratio
significantly depends on the degree of the susceptibility to one virus strain when the individual has the
immunity for the other strain, which is represented by the parameter c in the model (1). Therefore, there
could be such a ratio of strain-specific vaccines in the stock as making the final size of infected population
larger, too.

We conclude that it would be important to consider the ratio of different vaccines in the stock to
prevent the outbreak of an infectious disease. The inappropriate ratio of vaccines in the stock may lead
unsatisfactory result of the prevention strategy to suppress the outbreak.

新型インフルエンザや季節性インフルエンザに対するワクチンでは，株特異的なワクチンを別々に接種

する場合がある。ワクチンの生産や備蓄コストに制限があり，供給総量が限られている場合，病原体２種か

ら成る感染症の流行を最小限に抑えるためには，どのような比率で２株に対するワクチンを備蓄すれば良

いだろうか？本研究では，２株系Kermack–McKendrick型 SIRモデルについて，基本再生産数R0を導出

し，さらに，２種の株特異的ワクチン接種を導入した場合の拡張モデルについて，数値計算を用いて，ワク

チン２種の備蓄割当比率が感染の最終規模（i.e.,被感染者総数）に及ぼす影響について考察した。

30



時刻 tにおいて未感染の個体群サイズを S(t)，株１にのみ感染している個体群サイズを I10(t)，株２にの
み感染している個体群サイズを I02(t)，株１と株２の両方に感染している個体群サイズを I12(t)，株１に感
染しているが株２に対する免疫をもっている個体群サイズを I1n(t)，株２に感染しているが株１に対する免
疫をもっている個体群サイズを In2(t)，株１に感染して回復した，あるいは，株１特異的なワクチンを接種
したことにより，株１に対する免疫を獲得している非感染個体群サイズを R10(t)，同様に，株２に対する
免疫を獲得している非感染個体群サイズを R02(t)，株１と株２の両方に対する免疫を獲得している個体群
サイズを R12(t)とする。
本研究では，ワクチンの供給総量が（費用や生産性などの制限を受けて）有限な場合の病原体２株による

感染症の伝染ダイナミクスに関する数理モデルを考える。Vi(t)（i = 1, 2）を株 i特異的なワクチンの時刻

tにおける備蓄残量とする。ワクチン接種開始後，備蓄されていたワクチンは，ある（有限な）時点におい

て尽きる。ワクチンが尽きるまではワクチン２種の接種を導入した２株系Kermack–Mckendrick型 SIRモ
デル，ワクチンが尽きてからはワクチン接種のない２株系 Kermack–Mckendrick型 SIRモデルを考える。
本研究では，以上の仮定と設定に基づく次の数理モデルを考察した：

dVi(t)

dt
= −wiS(t)[Vi(t)]+ （i = 1, 2）

dS(t)

dt
= λ − a1S(t)I1(t) − a2S(t)I2(t) − µS(t) − qw1S(t)[V1(t)]+ − qw2S(t)[V2(t)]+

dI10(t)

dt
= a1S(t)I1(t) − αa2I10(t)I2(t) − b1I10(t) − µI10(t)

dI02(t)

dt
= a2S(t)I2(t) − αa1I02(t)I1(t) − b2I02(t) − µI02(t)

dI12(t)

dt
= αa2I10(t)I2(t) + αa1I02(t)I1(t) − γb1I12(t) − γb2I12(t) − µI12(t)

dR10(t)

dt
= b1I10(t) − ca2R10(t)I2(t) − µR10(t) + qw1S(t)[V1(t)]+

dR02(t)

dt
= b2I02(t) − ca1R02(t)I1(t) − µR02(t) + qw2S(t)[V2(t)]+

dIn2(t)

dt
= γb1I12(t) + ca2R10(t)I2(t) − ηb2In2(t) − µIn2(t)

dI1n(t)

dt
= γb2I12(t) + ca1R02(t)I1(t) − ηb1I1n(t) − µI1n(t)

dR12(t)

dt
= ηb2In2(t) + ηb1I1n(t) − µR12(t)

(1)

ここで，I1(t) = I10(t) + I1n(t) + I12(t)，I2(t) = I02(t) + In2(t) + I12(t)であり，パラメータはすべて正定
数である。また，[x]+ は，x > 0のとき 1，x ≤ 0のとき 0であることを表す。考えている感染症の病原体
２株について，株２は株１に対して，相対的に感染性は強いが，感染期間は短い特性をもつものとする。

ワクチン投与がないとき，すなわち，w1 = w2 = 0の場合の数理モデル（1）について，株２種から成る
感染症の基本再生産数R0の数学的表記を得，感染症が集団に侵入可能となる条件は，それぞれの株毎に定

まる，感染力，回復率に依る独立な無次元量によって決まることが明示された。

出生・死亡を考えない場合，すなわち，λ = µ = 0の場合について，数理モデル（1）の数値計算を用い
て，感染の最終規模を最小にできるワクチン２種の備蓄割当比率の存在を示すことができた。特に，最適な

備蓄割当比率は，一方の株の免疫をもつことによる他方の株感染に対する感受性の変化の程度（i.e.,パラ
メータ c）に強く依存していることが示唆された。また，ワクチン２種の備蓄割合比率に依って，感染規模

が相対的に大きくなる場合もあることが示唆された。

本研究の結果から，感染規模を抑えるためには，感染症２株における特性の違いに応じたワクチン２種の

備蓄割当比率を検討することも予防施策において重要でありうることが示された。不適切な備蓄割当比率

の予防施策は予防効果が弱く，感染規模を抑える目的に対して，不満足な効果しか得られない可能性もあり

得ることが示唆される。
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修士論文

粗視化タンパク質モデルを用いたタンパク質の柔らかさ
の意味の探求 : 天然変性タンパク質を中心として

白井 伸宙
大阪大学大学院 理学研究科 物理学専攻

KEYWORDS: 天然変性タンパク質, 拡張アンサンブル法, 粗視化タンパク質モデル

本研究では天然変性タンパク質という構造ゆら
ぎが大きく通常のタンパク質とは異なる性質を持
つタンパク質についての格子モデルを作成し、モ
ンテカルロシミュレーションを行った。修士論文
は導入部・第一部・第二部という三部構成になって
おり、導入部では通常のタンパク質と天然変性タ
ンパク質の違いを中心とした研究の背景を説明し
た後、研究の目的を述べている。第一部では格子
タンパク質モデルについてのレビューを行い、シ
ミュレーションで用いた手法について詳細な解説
を行った。そして第二部では本研究で作成した天
然変性タンパク質の格子モデルについて解説して
おり、得られた結果とその考察が書かれている。
本稿では導入部と第二部の内容の概説を行った。

1 タンパク質
タンパク質とは遺伝子にその設計図が示された

生体高分子であり、生体内の様々な機能を担ってい
る。それは例えば基質分子を分解する酵素であっ
たり、細胞内の分子を運ぶ分子モーターであった
り、さらに細胞を支える細胞骨格であったりする。
どのタンパク質も 20種類のアミノ酸を一次元的
に繋ぎあわせたひも状の分子であるが、DNAに
記されたアミノ酸の並び (配列)の違いがそれぞれ
のタンパク質の違いを生む。
上に記した機能を果たすタンパク質のほとんど

は折れ畳んで三次元的な構造を取る。この構造は
各々のアミノ酸の配列によって一通りに決まり、
それぞれについて果たすべき機能との関係が見て
取れる。酵素と基質は鍵穴と鍵の関係に例えられ、
酵素は基質の形に合った構造をしており、また細
胞骨格も三次元的な構造を作ったタンパク質同士
が重なりあって細胞を支える構造を作る。他の機
能を持ったタンパク質についても広く「タンパク

質の作る三次元構造がそのタンパク質の機能を決
定する」と考えられてきた。

2 天然変性タンパク質
このような考え方に疑問を投げかけたのが天然

変性タンパク質 (Intrinsically Disordered Protein,

IDP)である [1]。このタンパク質は三次元的な構
造を持たないがシグナル伝達や転写・翻訳制御な
どの機能を果たすことができ、「構造が機能を決
定する」という考えとは異なっている。以下天然
変性タンパク質を IDPと省略する。

ターゲット
IDP

図 1: 天然変性タンパク質 (IDP)の概念図

では構造を持たずどのように機能を果たすのか。
それは IDPがそれぞれに持つターゲット分子への
結合過程が関係している。IDPはターゲット分子
が存在するとその分子を認識してある構造に折れ
畳み、結合する (図 1)。この結合過程がある時は
情報の伝達の役目を果たし、ある時は他の分子の
機能の調節を行う。また IDPが細胞内に、特に真
核生物の核内に多く存在し、遺伝子の中の一定の
割合を占めているため、決して例外的な分子とい
うわけではない。
本研究の目的は、機能に直結した三次元的な構

造を作るのではなく、相手の分子を認識して結合
し、構造を作るという事象を介して機能を果たす
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η=ηR , R=1 R=0

ターゲット
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H残基
H 残基＇
P残基

図 2: 作成した天然変性タンパク質の格子モデル

タンパク質について、構造を取らない利点や認識
の方法について理解を深めることである。この目
的を果たすため、IDPの性質を満たす格子モデル
を構築し、熱平衡状態を実現するシミュレーショ
ンにより熱力学量を計算して結合過程の特徴付け
を行った。以下に構築したモデルと結果の一部を
示す。

3 天然変性タンパク質の格子モデル
作成した IDPとターゲットのモデルは図 2に示

している。このモデルではアミノ酸一つを球と近
似し、さらにそのアミノ酸の球を全て格子点上に
配置する格子タンパク質モデルを用いている。ア
ミノ酸残基はタンパク質の折れ畳みやタンパク質
間相互作用に重要な疎水性相互作用が表現できる
疎水基 (H)と親水基 (P)の大きく分けて 2種類を
用意し、さらに疎水性相互作用の強さに 2種類あ
るとしてH,H’,P の三種の残基を持つモデルを用
いた (図 2上段)。
疎水性相互作用とは疎水残基同士が水との接

触面を減らすために集まろうとする相互作用で
あり、この相互作用を実効的に疎水基同士が引き
合う相互作用と見ることで水の効果を陰的に取
り入れている。つまり、格子上の最近接サイトに
{H, H}, {H, H′}, {H′, H′}のいずれかの組が配置さ
れたときにエネルギー的に安定となる。

IDPはターゲットに結合したとき特定の形に折
れ畳むのであり、このモデルではαヘリックスの形
を取って折れ畳み結合するようになっている (図 2

中段)。ターゲットは既に折れ畳んでいるタンパ
ク質の表面のくぼんだ結合部位を表現している。
IDPは表面の穴にはまるように結合するが、ター
ゲットが存在しない時はαヘリックスなどの特定
の構造には折れ畳まない。
結合過程はターゲットの性質により変化すると

考え、Rigid Target(以下R-TM)という IDPとの
結合箇所が動かないターゲットと、結合箇所を動
かせる Soft Target(以下 S-TM)というターゲット
を用意した (図 2下段)。またパラメーター Rは
ターゲット可動部の固定具合であり、R=0のとき
S-TM, R=1のときにR-TMとなる。

IDPとターゲットを一つずつ入れて閉じ込めた
有限サイズの系の熱平衡状態を取った時の比熱の
グラフをRigidと Softの 2種類のターゲットにつ
いて図 3の上段に示しており、IDPのみの系での
比熱のグラフと比較している。またRのパラメー
ターを変化させることで図 3下段のような状態図
を描くことができ、Rの値によってTを変化させ
た時の結合過程が異なることなどがわかった。
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修士論文 生態学における中立モデルの研究

大阪大学大学院 サイバーメディアセンター大規模計算科学研究部門 菅原啓

近年では生物多様性に注目が集まり国際会議が開かれる一方で、群集の多様性を説明する理論的

な研究には多くの課題が残されている。生態系には多種多様な生物が共存しており、各々の種間で

複雑な相互作用が存在しているため、生態系全体を理論的に扱う事は非常に困難である事が理由で

ある。例えばバロ・コロラド島では場所によっては 50haの中に 1000以上もの種が生息しており、

これらを個別に扱う事はほぼ不可能である。理論生態学には生物多様性を説明する幾つかの数理

モデルが存在しており、中立モデルはその中の 1つである。2001年に Hubbellの著書 [1]により

価値を見直され、この 10年程度で集団遺伝学や統計物理学の理論を応用して大幅に研究が進んだ

結果、バロ・コロラド島の種個体数分布に対する適合度が対数正規分布よりも高い事が示されたり

[2] 空間明示モデルで種数面積関係に 3つの相が存在する事を再現したりした。

しかし中立モデルは中立性の仮定と呼ばれる「死亡率、出生率、種分化率が種によらず個体レベ

ルで等しい」という非常に極端な仮定をしており、これに対しては実証的な研究だけでなく理論的

な研究によっても批判がなされている [3–5]。さらに中立モデルは分散制限が生物多様性の維持に

重要な役割と果たしていると考えているにも関わらず、平均場モデルと比較すると空間明示モデル

による研究の進展は乏しい。そこで本研究では空間明示的な中立モデルで中立性の仮定を破った場

合にどのように中立モデルと異なる結果が得られるかを調べる事を目的とした。

まず 1024 × 1024 の 2 次元格子を用意する。この格子上には総個体数一定の原理に従って常に

10242 の個体を生息させる。シミュレーションでは 1時間ステップ進めるごとにランダムに 1個体

を選ぶ。そして選ばれた個体の死亡率 di と (0,1)の一様乱数を比較して死亡率 di が高ければ死亡

させ、そうでなければ新たに死亡させる個体を選び直す。個体が死亡すると空きパッチが発生する

ので、総個体数一定の原理に従って周りの個体が自分の子孫を出生させようとする。全ての種は自

分の種子を飛ばせる距離 ri が決まっており、自分を中心として 1辺 2ri + 1の正方形に種子を移入

させる事が出来る。空いたパッチに出生する個体の親は移入可能な個体の中からランダムに 1個体

選び、その個体の出生率 bi が (0,1)の一様乱数より高ければ子孫が出生し、一様乱数より低ければ

再び移入可能な個体の中からランダムに 1個体選び直す。さらに生まれた子孫は確率 ν = 10−4 で

種分化して全く新しい種に変異する。この新種の出生率、死亡率、移入距離は新たにランダムに選

び直すので、親となる個体の種に影響を受けない。種分化を起こさなければ子孫は親と同じ種とな

り同じパラメーターを持つ。この死亡、出生、種分化のプロセスを群集全体が定常状態になるまで

繰り返し、そのシミュレーションを 100回繰り返す。

そして中立性の仮定を破るために、各種に固有の出生率 bi、死亡率 di、移入距離 ri を種ごとに

変化させる。Si を移入面積と呼び、自分を中心とした 1辺 2ri + 1の正方形から自分のパッチを除

いて Si = (2ri + 1)2 − 1 = 4r2 + 4r で定義して、種ごとに変化させる制約条件として、適応度を

biSi/dと定義する。これを種間で一定に保つように死亡率 di を決定する。1つ目のモデルとして

移入距離 ri は平均 18、標準偏差 11/8の正規分布からランダムに選び、出生率は種間で一定に保
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図 1 個体数順位に対する移入距離 (左図)と出生率 (右図)。

つ。2つ目のモデルとして出生率 bi は平均 2/3、標準偏差 1/12の正規分布からランダムに選び、

移入距離は種間で一定に保つ。

本研究のモデルの結果と ri=18とした場合で中立性の仮定を守った空間明示中立モデルの結果

を比較したところ優占度多様度曲線は 1つ目のモデルは中立性を守った場合と比較して総種数が増

加したのに対して 2 つ目のモデルはほとんど変化が現れなかった。しかし 1 つ目のモデルも定性

的には同じ結果になった。種数面積関係は 1 つ目のモデルも 2 つ目のモデルも空間明示中立モデ

ルと同様に 3つの相を再現した。1つ目のモデルの個体数順位に対する移入距離を図 1の左図に、

2つ目のモデルの個体数順位に対する出生率を図 1の右図に示す。1つ目のモデルでは個体数順位

が高い種ほど移入距離が大きくなるのに対して、2つ目のモデルでは個体数順位に対して出生率の

相関が現れなかった。移入距離が大きく死亡率が高い先駆種の個体数順位が高くなり、移入距離が

小さく死亡率が低い耐陰種の方が個体数順位が低くなるので、先駆種の方が有利に思えるかもしれ

ないが、先駆種は個体数が大きくなる可能性も高いが死亡率も高いため絶滅する可能性も高い [6]。

以上のように本研究では種間の biSi/di を一定にして出生率、死亡率、移入距離のパラメーター

にトレードオフを導入して、中立モデルとどのように異なる結果が得られるのかについて着目し

た。この結果から種間で種子を飛ばせる距離の分散が大きい群集で個体数順位と移入距離の相関

を調べる事によって中立性の仮定の妥当性を議論出来ると考えられる。しかし現実の生態群集で

biSi/di が厳密に一定に守られているとは考えられず、biSi/di が種間で異なる研究 [3–5]も進める

必要があるだろう。
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HIV感染症における樹状細胞のダイナミクス
-Dynamics of Dendritic Cells for Immune Stimulation in HIV Infection-

Graduate School of Engineering, Shizuoka University　Takayuki Tomida

1 Introduction
In 1983, the origin virus of Acquired Immunod-

eficiency Syndrome (AIDS) was named Human Im-

munodeficiency Virus (HIV). HIV infects CD4T cells

which are important ingredient for immune system.

The pattern of disease progression of HIV infection

generally can be explained as follows: there is a short

primary phase, with high virus load, followed by an

asymptomatic phase, with lower virus load. Finally,

patients develop the serious immunodeficiency dis-

ease AIDS. Thus, patients lose the cellular immunity

and may die by opportunistic infection. HIV infec-

tion has been investigated by many researchers until

now, but HIV infection has a lot of unknown factor.

There is no effective method of treatment to HIV. In

this paper, we consider immune system in HIV infec-

tion by paying attention to DC (dendritic cell).

Results of several studies show that DCs are

among the antigen presenting cells (APCs), such as

macrophages and B lymphocytes, which play an im-

portant role in immune response. This study focuses

on two functions of DCs. Modulation of DCs by HIV

infection is a key aspect in viral pathogenesis and

contributes to viral evasion from immunity: DCs ac-

tivate our immune response and promote infection in

CD4T cells caused by HIV.

As described herein, we use a simple mathematical

model to examine modulation of DCs and a progres-

sion dynamics of HIV infection.

2 Mathematical Model
We consider DCs and CD4T cells (T ) as target

cells for HIV (V ). DCs phagocytize HIV, recognize

them, and develop mature DCs (X ). We assume that

mDCs are produced at activation rate of β, decay at

a rate of a, and are removed at a rate of p because

we consider mDCs lose original function after carry-

ing HIV to CD4T cells. CD4T cells are assumed to

be produced at rate of λ and decay at a rate of e.

In this study, we consider two routes of HIV trans-

mission. CD4T cells become infected CD4T cells at

a rate of ρ by interaction between CD4T cells and

infected CD4T cells, and a rate of α describing the

transfer of HIV from mDCs to CD4T cells. The in-

fected CD4T cells decay at a rate of f. In addition, the

CTL (Z ) attacks infected CD4T cells at a rate that

is proportional to the product between the numbers

of CTLs and infected CD4T cells with killing rate q

and decays at a rate of d. In our model, immune

responses are led by interaction among CD4T cells,

CTLs, mDCs. Therefore, our model expresses im-

mune activation effect as δXTZ; where δ represents

the proliferation rate of CTLs.


X ′ =

βθI

a+ βI
− (a+ p)X

T ′ = λ− eT − ρTI − αXT

I ′ = ρTI − fI − qZI + αXT

Z ′ = δXTZ − dZ

3 Analytical Results
Basic Reproduction Number

Basic reproduction number implies that the aver-

age number of cells infected by an infected cell in

infectious period. In this paper, we consider basic re-

production number R0 based on the following equa-

tions: {
T ′ = λ− eT − ρTI

I ′ = ρTI − fI

The above model is constructed by CD4T cells and

infected CD4T cells. Then, we define basic reproduc-

tion number as R0 = λρ/ef .

Analysis of Equilibrium

Our model has four possible equilibria:

Eh = (0, Th, 0, 0), Eu = (Xu, Tu, Iu, 0)

E±
c = (X±

c , T±
c , I±c , Z±

c )

Each equilibrium represents the following biologi-
cal meaning:
Eh ⇐⇒ It is ”healthy state” that only CD4T cells
exist.
Eu ⇐⇒ It is ”inactivated state” that patients develop
AIDS caused by inactivation of CTL responses.
E±

c ⇐⇒ It is ”activated state” that virus is controlled
by activated CTL responses.
In this study, it is possible to classify 6 patterns

of existence and stability condition of the equilib-
ria. We can summarize some example of existence
and stability condition (see Table1 and Table2). In
addition, we can describe the existence area of equi-
librium for Table1 and Table2 (see Fig1). Then, the
existence area of our model is classified into three ar-
eas; ”Controlled area” which represents the area of
stable E−

c , that is, CTL responses are activated and
the virus load is suppressed at a low level. We call
”Risk area”; the area where both Eu and E±

c exist.
E−

c and Eu are always stable if they exist but E+
c is

always unstable even if it exists. It depends on the
initial state whether our model converges to E−

c or
Eu. Additionally, ”AIDS area” represents the area
that only Eu exists, and Eu is always stable if it ex-
ists. Consequently, the infected individuals develop
AIDS because CTL populations converge to 0.

Equlibrium Existence condition Stability condition

Eh 　　 always β < βu

Eu 　　 β > βu always stable

Table1:R0 < 1, 0 < δ < δa
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Equlibrium Existence condition Stability condition

Eh 　　 always always unstable

α > αM

Eu 　　 always or

0 < α < αM 　 and　 0 < β < β+
m

E−
c 　　 0 < α < αc 　 and　 β > β+ can be unstable

E+
c 　　 0 < α < αM 　 and　 β+ < β < β+

m always unstable

　　 αM < α < αc 　 and　 β > β+ always unstable

Table2:R0 > 1, δb < δ < δc

Fig1:Existence area of equilibrium

Immune Reaction and DCs

We observe the transition of CTL populations in

HIV infection when R0 > 1 and a rate of carrying

HIV to CD4T cells through DCs (α) is varied. Then,

we confirm the typical disease progression of HIV in-

fection if the rate of carrying HIV to CD4T cells is

small. The blue and yellow lines represent the num-

ber of CTLs at E−
c . The yellow dashed and red lines

represent the number of CTLs at E+
c and Eu respec-

tively. Moreover, the disease progresses in the direc-

tion where activation rate of DCs decreases (see the

figure below).

In this study, we obtain threshold for the activa-

tion of DCs; the risky threshold (β+) and the immun-

odeficiency threshold (β+
m). If DC activation rate is

high (β > β+), the infected indiviuals progress to

asymptomatic phase after the primary rapid disease

progression. Afterward, when DC activation rate is

between β+ and β+
m, immune responses suppress HIV

replication for a long time, however it is possible that

CTL responses weaken gradually and the infected

individuals develop immunodeficiency as DC activa-

tion rate decreases. Eventually, the infected individ-

uals develop immunodeficiency completely when DC

activation rate exceeds immunodeficiency threshold

(β+
m > β).

4 Numerical Simulation
We investigate the transition of the cell population

in each area; ”Controlled area”, ”AIDS area” and

”Risk area”. We calculate the number of CTL at

a possible equilibrium by using fixed parameters

(e=1.5,f=1,λ=4,ρ=1,d=1,p=0.3,θ=2,δ=1,a=0.7,q=

1,β=2). We change parameter value α. In addition,

we fix initial value of other cells as X=2,T=2,I=2

and keep initial value of CTL as free parameter.

Especially, we explain the result for ”Risk area

(α=2)”. If initial value is high, immune system is

activated and suppresses virus at a low level because

the cell numbers converge to E−
c . On the other

hand, when initial value is small, the cell numbers

converge to Eu, and the infected individuals develop

immunodeficiency state. Consequently, we confirm

that both E−
c and Eu are bistable when the infected

individuals are in ”Risk area”.

5 Discussion
Our results imply that the modulation of DC has a

strong influence on the disease progression of HIV in-

fection. It is very important to consider the role that

DCs play in immune system. In our study, with CTL

proliferation rate at high value, keeping the low rate

of carrying HIV to CD4T cells and the high rate of

DC activation improve the possibility of preventing

the development of AIDS. Therefore, the experimen-

tal detection of DC activation rate and the rate of

carrying HIV to CD4T cells caused through mature

DC will be essential elements for understanding of

immune system in HIV infection. In the future, both

the analysis of mathematical model and more further

clinical study are necessary to clarify HIV infection.
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1.はじめに 

コウモリは自ら発したパルス音と標的からのエコー

音を比較して、標的の位置,相対速度などの情報を捕え

る。この行動をエコーロケーションと呼ぶ。また、ヒ

ゲコウモリの聴覚経路は、聴覚皮質への上行性経路と

皮質下への下行性経路から成り、上行性の感覚情報に

加えて、高次中枢からの下行性信号が聴覚情報処理に

おいて大きな役割を果たしている[1]。ここで、ヒゲコ

ウモリの大脳皮質への電気刺激が、皮質下において２

つの最適周波数変化、Centripetal BF shifts と Centrifugal 

BF shifts を引き起こすことが示された[2]。しかし、こ

れらの BF shifts がどのような神経機構により生じてい

るのか、また、標的情報の抽出にどのように役立って

いるのかは明らかにされていない。 

本研究では、これらの問題を解決するために、聴覚

系の神経ネットワークモデルを作成し、ヒゲコウモリ

がエコーの周波数を認識するための神経機構を解明す

る。また本モデルでのシミュレーションから、ヒゲコ

ウモリが羽ばたきや動きを伴う標的を捕獲する際、皮

質下行性信号がどのように機能しているのかを示す。 

 
2.アプローチ 
問題解決のために、オン中心オフ周辺の皮質下行性

シナプス結合を考える。 Centripetal BF shifts や

Centrifugal BF shift は皮質下行性の興奮・抑制という２

つの要素に基づく１つの統一したメカニズムによって

生じることが示されている[2]。このシナプス結合が刺

激に対して柔軟に対応するには、蝸牛-IC-DSCF の経路

内のネットワークの上行性/下行性信号に関与する結合

のシナプス荷重の可塑的変化を考える必要がある。こ

のシナプス可塑性は 2 つの BF shifts による DSCF 野の

周波数マップの再編成の際に、実験的に観測されてい

る[2]。我々の聴覚系モデルはこれらの要素に基づいて

構成されている。 

 
 

3.モデル[3] 

 
図 1. モデルの概要 

本モデルはドップラーシフトされた周波数を検知す

るためのモデルであり、図 1 に示すように蝸牛, IC, 

DSCF の３層から成り立っている。この３層のそれぞれ

のニューロンは周波数 60.0～63.0kHz の範囲内でチュ

ーニングされており、周波数ごとに規則正しく配列さ

れトノトピカルマップを形成している。この周波数の

範囲は、第２倍音のエコーの周波数に一致する。また、

ニューロン間のシナプスは Hebb 則に従って可塑的に

変化する。 

 
4.結果 

DSCF 層への刺激による、下層(IC 層)ニューロンの最

適周波数の変化を図２に示した。DSCF 層のあるニュー

ロンに ES(電気刺激)を与えた場合、IC 層では、刺激位

置から遠ざかるような最適周波数の変化(Centrifugal 

BF shifts)が見られる。一方、BMI(GABA-A 受容体拮抗

剤)を与えた場合、抑制が抑えられるため、BMI を投与

した周波数に近づくような最適周波数の変化

(Centripetal BF shifts)が見られる。 

このメカニズムを調べるため、IC 層が受けるフィー

ドバック信号を計算した(図 3)。皮質下行性の興奮と抑

制の信号が、ES や BMI によって変調されることで、下

層のニューロンのチューニング特性に変化が生じるの

である。 
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図 2. IC 層における BF shifts 

 
図 3. IC 層が受けるフィードバック信号の変化 

図 4 はシナプス荷重の時間的変化を示す。シナプス

がこのような性質を持つことで、図 5 のように短時間

の入力に対して素早い BF shifts を皮質下に引き起こす

ことができる。これを標的情報の抽出に利用した結果

が、図 6 である。図 6 では、標的の羽ばたきや動きに

よってドップラーシフトするエコーを想定し、時間的

に振動する入力を与えている。短時間に変化する入力

でも皮質下でCentrifugal BF shiftsを引き起こすことで、

正しい周波数の識別を可能にする。 

 
図 4. シナプス荷重の時間的変化 

 

図 5. 短時間の入力での Centrifugal BF shifts 

 
図 6. 短時間で周波数変化する信号の識別 

 

5.まとめ 
このモデルにより、聴覚皮質への刺激が皮質下で引

き起こす２つの最適周波数変化、Centripetal BF shifts と

Centrifugal BF shifts の神経メカニズムを明らかにした。

オン中心オフ周辺の皮質下行性のシナプス結合による

皮質下行性の興奮と抑制の信号が、この２つのBF shifts

を引き起こす。 

また、皮質下行性信号に応じたシナプスの可塑的な

変化が、標的情報の抽出に効果的な役割を果たすこと

を明らかにした。それは、素早く下行性信号を変調し、

時間的に変化する音刺激を正確に識別できる効果であ

る。 
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（修士論文） 
ショウジョウバエ胸背板形成における wingless発現局在化メカニズムの数理的解析 

九州大学大学院システム生命科学府	 数理生物学研究室	 廣中謙一 
1.はじめに  
形態形成は器官原基における異なる遺伝子発現の空間パターンが確立することから始まるが、それはしばし

ば拡散性化学物質たるモルフォゲンの与える位置情報に基づいている。このとき正確な位置情報を生むために

は、モルフォゲンソースのロバストな局在化が必要となる。具体的には次のような幾つかのメカニズムが考え

られる：(i) ソースの発現レベルのばらつきを減らす、(ii) ソースの空間配置のばらつきを減らす、(iii)ソース

の局在化を強める（モルフォゲンの勾配を険しくする）。本研究では、これらの条件がどのように実現され得

るかを調べるため、ショウジョウバエ胸背板形成における wingless発現制御のメカニズムに注目した。 

 
2.胸背板 wg 発現の Dpp 依存的制御  
胸背板 wg発現の制御ネットワークでは、フィードバックループやフィードフォワードループのような複数

のネットワークモチーフが協同的に機能している。しかし、実験で観察される wg発現パターンは単純なフィ

ードフォワードループだけのモデルでも再現される（図 1 参照）。なぜ現実のネットワークはそれよりも複雑
なのか。その差異にこそ、位置情報を正確にするメカニズムが潜んでいると考え、本研究ではこのネットワー

クをさらに詳細に調べるべく、システムを三つのサブモジュール（フィードバックループをひとつずつ含む）

に分解し、それぞれの解析を行った。 

 
図 1：単純なフィードフォワードループ(FFL)でも実験の発現パターンを再現可能  

 
3-1：モジュール 1 解析……Mad-Dad 競合によるネガティブフィードバック  
	 ひとつめのモジュールは、広く生物種に保存された TGF-βスーパーファミリーに属するモルフォゲン Dpp
のシグナル伝達経路である。Dppによってリン酸化された受容体 Tkvは、細胞質タンパクMadをリン酸化し、
これが転写因子となって下流の様々な遺伝子を活性化する。その中には Mad のリン酸化を阻害するアンタゴ
ニスト Dad も含まれているため、一種のネガティブフィードバックがここで生じる。一連のプロセスを数理
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モデル化し、定常状態において出力であるリン酸化Madについて解くと、次のように書ける。 
フィードバックなし……  	 ｜フィードバックあり…… 

 

	 これらについて、入力（Dpp）の微小変化に対する出力（リン酸化 Mad）の感度 を

算出し、大小を比較したところ、次のような不等式が得られた。 

 

よって、このフィードバックはリン酸化 Mad活性レベルのばらつきを抑える効果があるとわかる。 

 

3-2：  モジュール 2 解析……Pnr-Ush 複合体形成によるポジティブフィードバック  
	 ふたつめのモジュールでは、リン酸化 Mad によって二つの転写因子 Pnr, Ush の発現が上方制御される。
PnrはWg発現を活性化する一方で、Ushと複合体を形成してWg発現を抑制することも知られている。さら
に、Pnr-Ush 複合体は Ush 発現を活性化し、一種のポジティブフィードバックを形成する。このプロセスを
数理モデル化し、定常状態について解くと、次のように書ける。 
Pnr発現レベル：   ｜Ush発現レベル： 

 

	 h>2において、充分なフィードバックの強さの下では、Ushの発現がスイッチ的になった（図 2参照）。こ
れによりWg発現の局在化が強まり、位置情報精度の向上に貢献していた。また、複合体によるフィードバッ
クは単純な自己活性化よりも空間配置のばらつきを減らすことがわかった。 

     
図 2：Ushプロファイルの FB有無による比較	 ｜図 3：Wgプロファイルの FB有無による比較 
（縦軸：発現レベルまたは活性レベル、横軸：Dppソースからの距離） 

 
3-3：  モジュール 3 解析……Wg 自己活性化  
	 最後のモジュールは、このシステムにおける二つ目のポジティブフィードバックループWgの自己活性化で
ある。詳細な分子メカニズムは不明であるため、ここでは単純にWgタンパク質が活性化を行うと仮定した。 
細胞内Wg発現：     	 ｜細胞外Wg発現： 

 
	 モジュール 2同様、ここでもWgの局在化を強め、位置情報精度を高めていることが示された（図 3参照）。 

 
4.考察：  
	 以上より、胸背板 wg発現の制御ネットワークによって (i)-(iii)の条件が実現されていることが示された。今

後は、今回省いていた幾つかの分子メカニズムを考慮して更なる研究を行う必要があるだろう。 
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修士論文 

家系図ネットワークの構造解析 

大阪府立大学大学院工学研究科電子・数物系専攻 

堀内陽介 

 

 

有性生殖をおこなう生物の一個体の祖先

数は、親が２、祖父母が４、曾祖父母が８・・・

と世代をさかのぼるごとに２のべき乗で増加

していく。しかしそのまま増加し続けると、

いずれある時代の総個体数を超えるというパ

ラドクスが生じる。このパラドクスは、祖先

個体の中に重複した役割を持つ個体がいると

考えることで解消される。図はその例であり、

家系図、すなわち生物個体集団とその親子関

係を線で表した図において、ある個体に着目

し、その個体とその直接の祖先を抜き出した

図である。着目した個体を「主個体」、抜き

出された図をその主個体の「木」と呼ぶ。丸

印がオス、三角印がメス、四角印が主個体を

表す。左図に示された木はすべての祖先が異

なる単純な構造であり、主個体の祖先数は２

のべき乗で増加している。一方、右図には中

抜きの印で示されるように役割の重複した個

体が存在している。左図と比べると右図は複

雑な構造を持っているが、祖先数が少なくな

っている事がわかる。祖先数のパラドクスを

解消するには実際の家系図は右図のような構

造を持たざるを得ない。 

この構造を特徴づける量の１つに非先祖

率がある。非先祖率とは、過去のある世代で

の総個体数に対する主個体の木に属していな

い個体数の割合であり、家系図の中で一本の

木がどの程度広がっているかを示している。

中立的なモデルを用いた先行研究では非先祖

率が過去にさかのぼるにつれて単調に減少し、

０でないある値に漸近することが報告されて

いる。 

本研究では実在する生物個体集団として

競走馬の木をデータベースから入手し、それ

を元に性比や性別ごとの仔数分布、平均出産

数、非先祖率等を見積もることで、木の構造

を解析した。その結果は先行研究で用いられ

ている中立的なモデルでは説明できない事が

わかった。 

そのため、モデルを性比や仔数分布を変化

させるように拡張した。これにより、競走馬

のデータ解析により得られた特徴的な性比や

仔数分布をモデルに取り込むことができた。

この拡張されたモデルで作られた木の構造を

解析し、既存のモデルと比較した結果、性比

や仔数分布が木の構造に大きな影響を及ぼす

ことが明らかになった。さらに、競走馬のデ

ータとの比較も行い、実データに近い構造が

再現されていることも分かった。 

また、我々は繁殖する過程でのオスとメス

がペアを作成するルール、すなわち配偶シス

テムの違いにも注目した。一夫一妻や一夫多

妻などの配偶システムの異なる個体集団を構

築し、それらの木の構造を解析、比較した。

その結果、非先祖率を最小にする配偶システ

ムが、性比によって異なることが分かった。 

 

      

 

図 単純な木（左）と重複した役割を持つ個

体を含む木（右） 
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修士論文・チャネルの異なる雑食とギルド内捕食を含む群集の構造と安定性，森田由香里，

大阪府立大学大学院 理学系研究科 

 

 

【緒言】 

 食うものと食われるものの関係で結ばれる食物網は、生物群集における物質やエネルギ

ーの流れを支配し、生物群集の構造や動態に大きな影響を及ぼす。雑食は、食物網の構造

を複雑にする重要な要因であり、食物網における普遍性や安定性に及ぼす影響について急

速に研究が進んでいるが、未解明の点も多い。 

Pimm & Lawton(1978)は4種の個体群の動態を記述するLotka-Volterra型のモデルで雑

食を含む食物網は不安定になりやすいことを示した。彼らは、雑食は 2 つ以上の栄養段階

にわたって餌をとることと定義したが、植物も動物も食う真の雑食 (Coll & Guershon 

2002) と区別するために、この定義は後に栄養雑食とよばれることになる。この定義によ

れば、肉食者が植食者だけでなく他の肉食者も食えば、植物を食わなくても雑食者と位置

付けられる。雑食のうちで最も単純なものは、資源、被食者、捕食者の 3 種からなる系で、

被食者が資源を、捕食者が資源と被食者を食う場合である。捕食者と被食者は同じ資源を

利用するという意味で同じギルドに属することになるので、この関係はギルド内捕食 

(Intra-Guild Predation、以下 IGP)と呼ばれている (Polis et al. 1989, Holt & Polis 1997)。 

その後、Holt & Polis(1997)は IGP 系の 3 種 Lotka-Volterra モデルを研究し、ギルド内

被食者がギルド内捕食者の資源利用効率を上回り、かつ系の生産性が中間の時にギルド内

被食者とギルド内捕食者の共存が可能であることを示した。 

最近、Holt & Huxel (2007) と Daugherty et al. (2007) は、基底種にだけ密度効果を

含む Lotka-Volterra 型モデルで、ギルド内被食者やギルド内捕食者が、代替資源を持つ系

を研究した。ギルド内捕食者が代替資源を持つ場合は、連鎖（チャネル）の異なる雑食 (Coll 

& Guershon 2002) とみなされる。本研究では、高次栄養段階にも密度効果を含む

Lotka-Volterra 型の 3 種食物連鎖と 3 種 IGP 系に、捕食者が食う代替資源を加えることに

よって生じる連鎖の異なる雑食が、群集構造と安定性に及ぼす影響を調べた。 

 

【モデル】 

2 種の資源(N1, N4)と消費者(N2)、捕食者(N3)からなる群集の個体群動態を記述する

Lotka-Volterra モデルを考える。 
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資源の内的自然増加率を r1,  r4、消費者と捕食者の死亡率を r2, r3、資源、消費者、捕食者

の種内競争係数を a11, a44, a22, a33、 消費者、捕食者の資源利用率を a12, a13, a43 、捕食者の

消費者捕食率を a23 、捕食者、消費者の餌の転換効率を b12, b13, b23, b43 とする。 

 

食物連鎖に連鎖の異なる                  IGP に連鎖の異なる 

雑食を加えた場合                     雑食を加えた場合、 

                                                                

 

 

 

【結果と考察】 

この系に現れる様々な間接効果のために、多くの場合に構成種のいくつかが絶滅し、4 種

が共存することは稀であった。代替資源の存在は捕食者の存在を容易にするが、代替資源

の消費率 a43が高くなると、捕食者の消費者捕食率 a23の大きさとの兼ね合いで、代替資源

が絶滅して 3 種 IGP が残るか、植食者が絶滅して、捕食者は代替資源のみを食う植食者に

なった。また、捕食者が基底資源も食う IGP の場合には、捕食者の代替資源消費率 a43と

雑食率 a13が大きくなると、代替資源も植食者も絶滅することもあった。一方、捕食者の代

替資源消費率 a43と消費者捕食率 a23と雑食率 a13が小さいときには、4 種の共存が可能であ

った。 

3 種の食物連鎖に属する植食者と代替資源の間には、捕食者を通じた見かけの競争が生じ

る。また，代替資源は捕食者を増やして植物に正の効果を与える栄養カスケードを強める

のに対し，植物は捕食者を増やして代替資源への植食圧を高めるので，植物が代替資源を

「食う」見かけの捕食が生じる。これらの間接効果が、代替資源または植食者の絶滅を引

き起こす要因になっていると考えられる。また、IGP 系では，植物と代替資源の関係に，

見かけの競争の要素も加わる。捕食者の基底資源消費率が大きくなるにともない，植食者

と捕食者との消費型競争，代替資源と植物の見かけの競争が強まり，植食者と代替資源の

存続を難しくする。その結果，同じ連鎖内の雑食であるギルド内捕食と，異なる連鎖の雑

食が併存する場合は稀となり、間接効果は雑食を稀にする可能性が示唆される。 

また、捕食者の基底資源利用効率が極端に低い場合，3種 IGP系は不安定になり振動が起

こる。ここに、捕食者による連鎖の異なる資源を加えても安定性は変らず、振動は容易に

収まらない。基底資源の利用効率が増して、捕食者が被食者だけでなく基底資源からもエ

ネルギーを得られるようになると系は安定化する。したがって，連鎖の異なる雑食は，捕

食者を助け，間接効果によって群集構造を変えるが，安定性への影響は小さいかもしれな

い。 
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修士論文「エビとエビ食魚の左右性の齢構造モデル」

奈良女子大学大学院　人間文化研究科　情報科学専攻　高橋研究室　矢田真善美

1 研究背景と目的
アフリカ・タンガニイカ湖のスケールイーターをはじ

め、魚類は口が右方向に曲がる「右利き」と口が左方向に
曲がる「左利き」という遺伝によって決まっている形態的
な左右非対称性 (左右性)をもつ。この左右非対称性 (左
右性)が存在することで、捕食者と被食者がそれぞれ捕食
や逃避に関して得意な襲撃方向や逃避方向ができる。こ
れによって、頻度依存淘汰が生じて捕食者・被食者双方の
個体群が左右比 1:1を中心に振動していると考えられてい
る。その後、魚類だけではなく水生動物全般において形態
的な左右性が存在し個体群に影響を与えていることが実
証されつつある。ヌマエビでは、腹部のねじれ方向によっ
て、左型か右型かに分類される。左型は左後方、右型は右
後方に逃避する傾向がある。鰭食魚や魚食魚では、自分と
は逆の利きの魚を多く捕食する「交差捕食」が卓越してい
るが、エビ食魚では自分と同じ利きのエビを多く食べる
「並行捕食」が卓越している。エビとエビ食魚の個体群の
左右比は、1:1を中心に約３年周期で振動している。
本研究ではヌマエビとエビ食魚の個体群動態について

のモデルを構築し、平衡齢分布の安定性解析を行い、エ
ビとエビ食魚の比率の振動する条件、各パラメーターが
与える振動周期や捕食被食関係による左右性の比率の振
動への影響を調べる。

2 モデルと結果
本研究では、出生や死亡が年齢に依存することや繁殖

可能年齢、齢ごとの左右性の割合の影響を考慮するために

齢構造モデルを用いた。エビとエビ食魚の左右の個体数が
等しい平衡齢分布の安定性解析を行った結果、エビ食魚の
死亡率 P、エビ食魚の繁殖可能年齢 kが P 2k2 < 2の範囲
では常にエビとエビ食魚それぞれの左利き個体数と右利
き個体数が等しい平衡齢分布は不安定となり左利きの個
体数と右利きの個体数の割合は振動することが分かった。
シミュレーションを行った結果では、P 2k2 < 2の範囲の
ときは平衡齢分布の安定性解析結果と同様に必ずエビの
左利きの割合は振動することが分かった。P 2k2 > 2のと
きは、エビ食魚の死亡率 P が 0.7以下のときは P 2k2 > 2
でもエビの左利きの割合は振動したが、0.7を超えるとエ
ビの左利きの割合は安定となる領域と不安定となる領域
の両方が存在することが分かった。捕食の年齢依存性指
数が小さいときは図 1(a)のようにエビの左利きの割合の
振動は一定の周期をもった振動であるが、捕食の年齢依
存性指数が大きくなると図 1(b)のようにエビの左利きの
割合の振幅は大きくなり周期が次第に長くなっていくこ
とが分かった。これは、エビの左利きの割合とエビ食魚の
左利きの割合の値が (0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)の４つの
平衡点を結ぶヘテロクリニックサイクル内部でぐるぐる
周りながらヘテロクリニック軌道に近づいていると考え
られる。周期が長くなっていかないのは、エビのバイオマ
スの係数が小さいとき、並行捕食率が大きいとき、密度効
果が大きいとき、１年間のエビの捕食量による産卵率が
小さいとき、捕食率が小さいときであることが分かった。
また、並行捕食率が大きいとき、密度効果が小さいとき、
エビ食魚の繁殖開始年齢が小さいときはより短い周期で
振動する。
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図 1: エビの左利きの割合の時間変化のパターン。(a)周期的な振動。(b)振動周期が次第に長くなる場合。
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修士論文 

顔認識における下側頭葉での視覚情報処理の神経機構 
山田有一郎 

電気通信大学大学院 情報システム学研究科 情報メディアシステム学専攻 
 
1. はじめに 
 視覚情報の認識は生物が外界の情報を得る手段の中

で特に重要な機能である．視覚情報は膨大な情報量を

持つが，我々はその情報を瞬時に処理し認識に繋げる

事ができる．視覚情報の初期段階のメカニズムは多く

の研究によって明らかになりつつあるが，より高次の

処理，中でも下側頭葉(IT野)において物体の全体と詳

細に関する情報がどのように表現されているのかにつ

いては不明な点が多い．我々はこの問題を明らかにす

るために顔認識における IT 野での情報処理に注目す

る．最近の IT 野の研究の中で顔を呈示すると特定の

パーツに反応する神経細胞間の発火に強い相関が見ら

れるという結果[1]や，顔の全体と詳細を表現する発火

パターンが時間を隔てて表現されるといった結果[2]，
また，サルの IT 野ではヒトやサルの顔が動物の顔よ

りも早い応答を引き起こすという結果[3]が報告され

ている．本研究では IT 野の階層的な情報処理を再現

する視覚モデルを作成し，シミュレーションを行う事

でこれらの実験結果を統一的に説明する．また，神経

細胞発火の時間的特性が IT 野での顔情報表現にどの

ような機能的役割を持っているかを探る． 
 
2. モデル[4] 

 
Fig.1 モデル概略図． 

 本研究では視覚情報処理モデルとして Fig.1に示す

階層的なモデルを作成した．モデルは V4 層，IT 層，

ITFRから成り，V4層と IT層は異なる 3つの解像度

により B:broad(粗い)，M:middle(中程度)，F:fine(細

かい)に区別される．濃い矢印の先は各細胞が更に複数

のニューロンクラスターを形成していることを示す．

結合は V4－IT 間を除き相互に結合している． V4－
IT 間の結合重みは SOM によって決定され，IT－IT

間，IT－ITFR間はHebb則に従って学習が行われる．

単一ニューロンモデルとして神経細胞の膜電位を

Hodgkin-Huxley モ デ ル で 計 算 し た ． こ れ は

Hodgkin-Huxley モデルの強い非線形性によって再現

される神経活動の不応期が神経発火の同期に重要な役

割を担っていると考えたためである．入力として用い

た顔画像は FO(facial objects)2 つ，NFO(no facial 
objects)2つ，ANIM(animal)1つの計5個である(Fig.2)．

これらの画像は左目,右目,鼻,口の 4つのパーツから構

成されており，各パーツを 100ms間呈示し，1つの顔

当たり 400ms間呈示する．そして FO，NFO，ANIM

を呈示する比率は我々が現実世界で FOを見る機会が

ほとんどないことを考慮して FO:NFO:ANIM=7:1:2
とした．学習後のモデルに対して顔画像を呈示し，各

ニューロンの発火の様子，顔認識の時間などを計算し

た． 

 
Fig.2 入力に用いた顔画像．a)FO,b)NFO,c)ANIM 

3. 結果 

 学習の完了したモデルに FO，NFOを呈示したとき

の動作を調べた．FOを呈示すると ITMと ITFの出力

に同期が確認されたが，NFO では見られなかった

(Fig.3)．同期性の向上は興奮性結合によって繋がれた

ニューロン間が互いに発火することで得られる．本研

究では Hebb則に基づいて結合を持つ 2つのニューロ

ンが近いタイミングで発火することで結合強度が増し

ていき，同期し易くなる．この際，最初のうちは同期

していないのでランダムに発火する細胞が近いタイミ

ングで発火するのは偶然でしかない．しかしこの偶然

が何度も起こるうちに徐々に結合強度が増していき，

やがて発火タイミングが同期するようになる．しかし

Hebb 則には減衰項があり，長く発火しない状態が続

くと結合重みは減衰していってしまう．FO に比べ

NFOの呈示頻度はかなり少ないため，NFOのパーツ

の位置と詳細をコードするニューロン間の結合重みは

育たず，NFOでは同期発火が生じなかった． 

 
Fig.3 ITMと ITFニューロンの応答．a)FO，b)NFO．  
 IT 層間の相互結合は同期性を向上させるために必

要なものであることがわかるが，ITと ITFR間の相互

結合の必要性を検討するために，ITFR からの下降信

号(トップダウン)の同期性への寄与がどの程度あるか

を調べた(Fig.4)．結果は明らかに ITFRからのトップ
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ダウン信号が同期生を向上させていると分かる．これ

は ITFRからの同時信号が関連するニューロンに同時

に入ることによって直接的に同期性を引き上げる効果

によると考えられる． 

 
Fig.4 トップダウンによる同期性への影響． 

 ITF内のパーツをコードするニューロン間の関係性

を調べるため，ITFの目と鼻をコードするニューロン

を対象として相互相関係数と発火率を計算した

(Fig.5)． 

 

 
Fig.5 相互相関係数(上)と発火率(下) 

 ITF内のニューロン間にも発火の強い相関が見られ

た．また FO と NFO で相関の強さには違いが見られ

るが発火率の変化はほとんど見られなかった．これは

HirabayashiとMiyashitaの実験結果[1]に一致する． 
 ITFR で顔を認識した際の時間差を検証するために，

FOと ANIMの画像を提示して ITFRの出力を調べた

(Fig.6)． 

 

 
Fig.6 FOと ANIMの時間差(上)と発火率(下)． 

 反応開始時間には FO(a)と ANIM(b)とで差が見ら

れた．これは入力頻度の差が関係しており，発火率で

見ても統計的に FOをコードする ITFRのニューロン

のほとんどが ANIM より応答開始時間が速いことが

分かり，Kianiらの実験結果[3]に一致すると考えられ

る． 
 本モデルでは ITMにパーツの位置情報が，ITFには

パーツの詳細情報が処理される仕組みとなっているが，

この 2つの層だけでも顔認識は可能である．では ITB
の効果はどこに効いてくるのだろうか．それを調べる

ために ITB との結合の有無での動作を調べた(Fig.7)．

入力には Fig.2a)の 2 つの FO を用いたが，この 2 つ

の顔画像は低解像度の ITBでは同一と判断される．こ

の信号が ITFRに送られ，先ず顔の粗い情報処理行わ

れる．その後 ITM と ITF の情報をバインドして顔の

細かい情報が処理される．この時呈示されなかった顔

画像に対応するニューロンは発火しなくなる．これら

の結果は Sugaseらの実験結果[2]と一致する． 

 
Fig.7 ITFRの Face1と Face2をコードするニューロンの 
       発火率． 
4. 結論 
 本モデルを用いたシミュレーションにより，IT野で

の生理学的実験結果のメカニズムを統一的に説明する

ことができた．HirabayashiとMiyashita及び Kiani
の実験結果[1],[3]は，IT層間の結合が強まることで説

明できる．同期性や初期の時間遅延は呈示頻度，すな

わち経験による IT 層の学習によって決まる．同期性

は部分と全体を強く結びつけ，入力刺激に意味を与え

る．更に刺激頻度が多くなると IT 層間の同期性が強

くなり，それは短い応答時間を生じる．これは呈示し

た画像がどれだけ見慣れたものなのかという判別を与

えることになると考えられる．Sugase らの実験結果

[2]は我々のモデルの解像度に基づく階層的な処理に

よって説明できる．すなわち ITBからの予測信号によ

る粗い情報処理の後，ITMと ITFからの情報と結合さ

れることによって詳細な情報が処理される． 
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修士論文
スクミリンゴガイの性比の遺伝モデル

奈良女子大学大学院　人間文化研究科　博士前期課程　情報科学専攻
高橋研究室　行藤　瞳

スクミリンゴガイ (学名 Pomacea canaliculata)は、
南米原産の淡水巻貝である。日本では「ジャンボタニ

シ」の名で有名な外来種である。野生化した本種が生

育初期の稲に害を与え、各国で大きな問題になってお

り、日本でも九州などの水田で被害を生じている。本

種の雌貝は鮮紅色の卵塊を産む。孵化して産まれてき

た子の性比は卵塊ごとにばらついている (図 (a))。こ
の性比のばらつきは、個体のペアを組み替えて交配さ

せる実験で同じ親の卵塊の性比に強い相関があること

から、両親の遺伝で決まることが示されている (Yusa,
2007)。
本研究では、スクミリンゴガイの性比分布を説明す

る遺伝システムを考えた。まず、２対立遺伝子で遺伝

子座の数を２から７まで変えて、Y遺伝子の数が N

個以上でオスになるとしたモデルおよび、３対立遺伝

子で遺伝子座の数を２から５まで変えて、X遺伝子、
Y遺伝子、W遺伝子それぞれに重みを付けて重みの
合計が N 以上でオスになるとしたモデルを考え、以

下の３つの場合に分けてスクミリンゴガイの性比分布

を比較した。

1.確率を性比とする場合
　親の遺伝子型から産まれて来た子がオスになる確率

を性比とし、親の遺伝子型の組合せの割合を求める。

2.有限の一腹卵数を考慮した場合
　１つの卵塊から産まれる子の数を m、子がオスに

なる数を kとする。性比を産まれて来た子がオスであ

る割合 k
m とし、オスになる確率を二項分布を用いて

求める。それぞれの性比の親の遺伝子型の組合せの割

合の期待値を求める。

3.親の遺伝子型の頻度を考慮した場合
　 2の場合で各々の親の遺伝子型の頻度を考慮して、
親の遺伝子型の組合せの割合の期待値を求める。

確率を性比とする場合、３対立遺伝子モデルでは４

遺伝子座以上で実際の性比分布と有意差がない閾値

が存在した。有限個の一腹卵数での性比の確率分布を

考慮した場合、２対立遺伝子モデルでは３遺伝子座以

上、３対立遺伝子モデルでは２遺伝子座以上で実際の

性比分布と有意差がない閾値が存在した。親の遺伝子

型の頻度を考慮した場合、２対立遺伝子モデルでは３

遺伝子座以上、３対立遺伝子モデルでは２遺伝子座以

上で実際の性比分布と有意差がない閾値が存在した。

対数尤度と Kolmogorov-Smirnov 検定統計量、及び
モデルの複雑性の観点から、遺伝子型の頻度を考慮し

た場合の２対立遺伝子３遺伝子座閾値 N = 5のモデ
ル、３対立遺伝子２遺伝子座閾値 N = 0, 1のモデル
によって実際のスクミリンゴガイの性比分布が説明出

来る。
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図:(a)スクミリンゴガイの性比分布。横軸は性比。
縦軸はその性比となる卵塊数を表す。(b)遺伝子型の
頻度を考慮した場合の３対立遺伝子２遺伝子座閾値

N = 0のモデルの性比分布。横軸は性比、縦軸は親
の遺伝子型の組合せの割合の期待値。
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1

 
内 容 の 要 旨 

 
１．本研究の目的問題と意識  

(1) 研究の目的 

Biological evolution is driven by mutation and 
selection. If the eco-evolutionary feedback loop is taken 
into account, the environmental conditions necessarily 
co-evolve, then as the population moves across the 
fitness landscape, new peaks and valleys will form, 
channeling its further motion. Insights about the 
dynamics of adaptation are thus indispensable for 
understanding the past, present and future of Earth's 
ecosystems. One purpose of this dissertation is to 
illustrate, by way of specific examples and numerical 
simulations, how standard ecological models can be put 
into an evolutionary perspective in order to gain insight 
into the role of natural selection in shaping life history 
characteristics. The other is to find that how evolutionary 
dynamics shapes ecological populations and 
communities and reveal the novel mechanisms of 
evolutionary diversification and extinction.  
(2) 研究の問題 

Specifically, in this dissertation, we investigate the 
following main questions: 
① In the presence of different prey resources, why and 

how a predator may speciate and specializes on 
different prey resources, whether natural selection 
could produce complex specialized structures and 
how intermediate forms could be functional? 

② Can the intraspecific resident-mutant competition 
promote diversity in evolving communities? 

③ How several species can arise over time from a 
single ancestral species? 

④ Which demographic or environmental factors may 
enhance the Red Queen scenarios and evolutionary 
suicide of species? 

⑤ How does the Allee effect influence the evolution of 
phenotypic traits in a predator-prey community? 

(3) 研究の方法 

Our starting point is that how rare mutant species 
with a slightly different phenotypic trait evolve under 
natural selection on the much longer evolutionary 
timescale. Our approach is based on the theory of 
Adaptive Dynamics and bifurcation analysis. In this 
approach, evolutionary dynamics is studied by using the 
concept of invasion fitness. We will also use 
evolutionary game theory to investigate the impact of 
coevolution on community organization. We hope to 
extend the one-dimensional framework of Adaptive 
Dynamics to two-dimensional case and develop more 
realistic models of adaptive ecosystem evolution. But we 
limit ourselves to phenotypic evolution under clonal 
reproduction (that is, we simply ignore the importance of 
genes and sex). Another basic assumption is that the rare 
mutation occurs on a timescale which is long relative to 
the timescale of convergence to an ecological attractor. 
(4) 研究の意識 

   Evolution and ecology govern the properties of 
ecosystems, with population dynamics determining 
aspects like abundances and spatial composition, and 
evolutionary dynamics controlling features like traits and 
genetic composition. Many problems concerning both 
population and evolutionary dynamics are inextricably 
intertwined. On the one hand, adaptive traits determine 
the conditions under which population dynamics unfold, 
and thus affect abundances. On the other hand, with 
natural selection aptly characterized as ecology in action, 
the dynamics of abundances naturally underlie the 
dynamics of traits. This mutual dependence is captured 
by the so-called eco-evolutionary feedback loop, which 
lies at the heart of evolutionary ecology and is 
ubiquitous in natural systems. As we will see, with direct 
observation or manipulation of biodiversity evolution 

Evolutionary Invasion Analysis in Ecosystems 

Jian Zu 
Supervisors: Professors Masayasu Mimura and Joe Yuichiro Wakano   

Graduate School of Science and Technology, Meiji University, Japan 

49



 
2

being rarely feasible, mathematical models are playing a 
key role in characterizing the ecological, evolutionary 
and environmental factors that cause the formation, 
maintenance and loss of species.  

The way populations change under the influence of 
mutation and selection can be described by a rich array 
of mathematical equations. Through mathematical 
modeling and analysis, we can find that how 
evolutionary dynamics shapes ecological populations 
and communities and reveal the novel mechanisms of 
evolutionary diversification and extinction. It is found 
that the strong intraspecific asymmetric competition and 
Allee effect enhance the evolutionary suicide of species, 
which cautions us that, in the ecological protection, if the 
species to be protected is subject to Allee effect, the 
measures taken should take these into account.    

Moreover, the paradigm of mutation-selection 
evolution is also important in the design of complex 
machineries and computer programs. This evolutionary 
approach has had an enormous impact on the complex 
problem solving; it is useful whenever we do not have a 
solution in mind for a complex problem but only have 
the desired functional characteristics of the solution. 

 

2. 本研究の構成ならびに各章の要約 

This dissertation is composed of six chapters. The 
organization of this dissertation is as follows. In the first 
chapter, we give an overview of the evolutionary 
invasion analysis with emphasis on evolutionary 
ecology and outline the general techniques of an 
evolutionary invasion analysis.  

In Chapter 2, we consider the adaptive evolution of 
foraging-related traits in a predator-prey community and 
discuss under what conditions the predator population 
will change from monomorphism to dimorphism; 
whether the two predator species evolving from the 
single ancestor can continue to coexist on the long-term 
evolutionary timescale; why and how specialist and 
generalist strategies evolve.  

In Chapter 3, we present the coevolutionary 
outcomes of predator-prey interactions and investigate 
the impact of coevolution on community 
self-organization. It can be seen that under symmetric 
interactions, depending on the strength of frequency 

dependence in the prey carrying capacity, the final 
evolutionary outcomes may contain: (i) one prey and 
one predator species, (ii) two prey and one single 
predator species, (iii) two prey and two predators, (iv) 
prey and predators evolve infinitely. Under asymmetric 
interactions, the frequency-dependent selection can drive 
the predator population to extinction.  

In Chapter 4, we consider the adaptive evolution of 
phenotypic traits in a predator-prey system subject to 
Allee effect and investigate how the Allee effect of prey 
species influences the evolution of prey and predator 
species. The novel mechanisms of evolutionary 
branching and extinction are discussed. We find that 
under symmetric interactions, predators and prey may 
evolve to a stable limit cycle, a branching point and a 
continuously stable strategy as the strength of Allee 
effect increases continuously from zero. Under 
asymmetric interactions, evolutionary suicide may occur 
for both predator and prey species. 

In Chapter 5, we investigate the coevolution under 
symmetric and asymmetric competitions and find that 
evolutionary suicide can occur in an asymmetric 
competition model with strong Allee effects. Moreover, 
it is found that evolutionary bistability is a likely 
outcome of the process under both symmetric and 
asymmetric competitions. Under asymmetric 
competition, many other complex evolutionary 
behaviors are found, such as evolutionary cycle. 
Numerical simulations are also presented respectively in 
each chapter to illustrate the feasibility of our main 
results. Brief conclusion remarks are given in the last 
chapter.  
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MATHEMATICAL MODELING OF BRANCHING MORPHOGENESIS 
IN ORGAN DEVELOPMENT 

 
平島 剛志 

九州大学大学院 システム生命科学府 数理生物学研究室 
 
 
分岐構造は生物の組織・臓器形成において普遍的に観察されている。特にほ乳

類の腎臓と肺においては、共通の発生過程に依拠した分岐形態形成の様式が示

唆されており、それは以下の三つの過程に大別できる。第一に、分岐形態形成

に必須である分岐誘導因子が、上皮細胞の管先端からの拡散性シグナルによる

制御を受け、間充織細胞にて局在分布する。第二に、拡散性タンパク質である

分岐誘導因子が、上皮細胞内の ERK経路を活性化し、上皮細胞の細胞増殖や細
胞走性を促す。第三に、細胞増殖や細胞走性の積み重ねの結果、管の先端が分

岐誘導因子の局在位置に向かって伸長することにより分岐構造が形成される。

つまり、分岐誘導因子の局在位置が決まり、その局在に向かって上皮の管が正

確に伸長することが腎臓や肺の分岐形態形成の重要な発生過程といえる。 
本論文では、腎臓や肺で観察される上記の三つの発生過程それぞれに注目し、

シグナルレベルでの動態から組織の形態変化まで幅広い現象の数理モデリング

を示す。以下に各題目とその要旨を記す。 
 
第一章：初期肺発生における Fgf10発現の分岐局在機構について 
脊椎動物の初期肺発生では、上皮の管である肺芽が器官の境界となる胸膜細胞

に覆われた間充織に侵入し、伸長・先端二分岐・側枝分岐といった典型的な組

織形態変化の積み重ねにより分岐パタンを作ることが知られている。肺芽の管

が伸長しているときは Fgf10 発現のピークが管先端近くの間充織に一つ局在す
る一方で、先端二分岐や側枝分岐が起こるときには Fgf10の局在が二つに分かれ
ることが観察されている。本章では、Fgf10の空間発現パタンを説明するために、
器官のかたちを特徴づけ、幾何的な要素を考慮した Fgf10発現制御の数理モデル
を示す。このモデルでは Fgf10発現の異なる局在パタンを幾何学的な条件の違い
によって説明することができ、これらの結果は実験観察と一致する。すなわち、

管先端と器官の境界との距離が大きいときには Fgf10 発現のピークが一つ形成
されるのに対し、その距離が小さいときは Fgf10発現のピークが二つに分かれる。
さらに、二つに分かれた Fgf10発現ピークの位置が境界の曲がり具合に依存する
ことも示す。 
 
第二章：初期腎臓発生における腎管芽の分岐形態形成モデリング 
脊椎動物の初期腎臓発生では、腎管芽と呼ばれる上皮性細胞の管が伸長と先端
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二分岐を繰り返しながら複雑な分岐パタンを作っている。この腎管芽の分岐パ

タンは細胞増殖や化学走性による細胞移動などの時空間的な細胞レベルでの振

る舞いの結果として形成されるものである。 
 
本章では、管分岐形成を記述するためのコンピュテーショナルモデルを構築し、

最終的な分岐形態が細胞増殖や細胞走性の時空間的な分布にどのように依存す

るのかを調べる。主要な結果として、細胞増殖の速さと化学走性による細胞移

動速度の適切なバランスが正常な分岐形態形成に必要であることを示す。細胞

増殖速度が細胞移動速度よりも速いときにはねじれパタンが形成され、逆の場

合には膨張パタンが形成される。この結果は同様の条件下での変異体における

管の異常形態と整合する。さらに、細胞増殖と細胞移動のバランスを特徴づけ

る量を定義することにより、細胞レベルの振る舞いから最終的な分岐形態を予

測するできることを示す。 
 
第三章：細胞内 ERK経路におけるシグナル遡及効果の数理的研究 
分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ（ERK）シグナル経路はリン酸化・脱
リン酸化を含む経路で、細胞増殖や細胞走性といった細胞応答に繫がっている

ため、分岐形態形成を含む様々な発生過程で重要な役割を果たす。近年、大腸

菌とショウジョウバエによる実験で、ERKのリン酸活性化と ERK活性の空間的
な局在が、ERK下流の基質によって調整されることが明らかにされた。しかし、
ERK下流の基質がERKシグナルの性質を制御する機構についてはわかっていな
い。本章では、反応速度論に基づいた ERKシグナル経路の数理モデルを提案し、
ERK下流の基質が ERKと結合・解離することによって ERKのリン酸活性度を
変化させる機構について調べる。系に存在する基質量の増加に伴う ERKリン酸
活性度を増減が、基質と ERK との解離定数や ERK 経路が持つ化学反応の性質
に依存することを示す。さらに、核特異的に局在する基質が、ERK のアンカー
となることで ERKの核局在を誘導することを明らかにし、実験結果と照らし合
わせる。ERK 経路の下流の因子がシグナル経路の入出力関係を変化させる遡及
効果が発生過程において重要な点について議論する。 
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ランジュバン系に対するベイズ推定：
タンパク質の粗視化モデルを一分子時系列から構築する

Bayesian estimation on a Langevin system:
Coarse-grained modeling of protein dynamics from single-molecule time series

宮崎　牧人
京都大学大学院 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻　

1 背景
タンパク質は百から千程度のアミノ酸が重合した高分

子化合物である。そのダイナミクスの研究には、少なく
ともアミノ酸の数と同程度の膨大な自由度を考慮する
のが一般的だ。しかし、最近の１分子実験や分子シミュ
レーションの結果を統合すると、少なくともモータータ
ンパク質など比較的大きな構造変化をするタンパク質
は、その大域的で遅いダイナミクスは高々２～３程度の
自由度で1、充分近似できることがわかってきた。[1]こ
のような実験結果をふまえて、タンパク質の大域的で遅
いダイナミクスを低次元の Langevin系でモデル化する
試みがされている。[2]しかし、タンパク質１分子の動
きは直接観察出来ない。リンカーを介して結合されたプ
ローブ粒子の動きから2、タンパク質の動きや粗視化モ
デルの物性パラメータを推定する枠組みが必要となる。

2 ベイズ法によるアプローチ
すべての隠れた自由度をまとめて x = (x1, x2,

. . . , xn)、同様に、観測できる自由度を y = (y1, y2,

. . . , ym)、モデルパラメータをΠ = (Π1, Π2, . . . ,Πp)と
表すことにする。x が粗視化したタンパク質、y がプ
ローブの座標に対応している。なお、パラメータの真値
はΠ∗、推定値は Π̂で表し、x、y、(x, y)の時刻 t = 0
から t = τ までの軌道をそれぞれ [x]、[y]、[x, y]と表
すことにする。
以下、観測で得られた時系列 [y]のみを用いてΠ∗を

推定する方法を考える。ベイズ推定の立場では、推定
値 Π̂はΠの事後確率 P (Π|[y])をΠに関して最大化す
ることで得られる。ここで、ベイズの定理 P (Π|[y]) =
P ([y]|Π)P (Π)/P ([y])を使い、Πの事前確率 P (Π)に
無情報事前分布（P (Π) = const.）を仮定すると、結局、
事後確率の最大化は周辺尤度 P ([y]|Π)の最大化に置き
換えられる。周辺尤度は P ([y]|Π) ≡

∫
Dx P ([x, y]|Π)

と定義され、仮にモデルとモデルパラメータの値が与え
られれば、ある軌道 [x, y]が実現する確率（経路確率）
P ([x, y]|Π)が計算できるので、さらに xに関して周辺
化（経路積分）すれば得られる3。しかし、周辺尤度の

1 他の大多数の自由度は緩和が速く（ns-ps）、タンパク質の局所
的な揺らぎに対応していると考えられる。１分子観測のタイムス
ケール（ms-µs）では遅い２、３の自由度以外の動きは見かけ上
平均化されてしまうため無視できる。

2 立体障害を減らすためにリンカーが必要。蛍光色素を用いる方法
は色素が小さいのでリンカーは短くて済むが、時間分解能は 10ms
程度。この値はタンパク質の遅い自由度の緩和時間（ms-µs）よ
りも長いので、その詳細な動きを観察するには適さない。

3 Langevin 系の経路確率と周辺尤度の計算は、文献 [3] とその引
用文献を参照のこと。

最大化によって正しい推定値が得られる一般的な根拠は
得られていなかった。この問題に対して我々は『周辺尤
度が真値近傍に持つ極大点と真値との距離は、[y]の時
間長 τ に比例して減少し、τ → ∞の極限で極大点は真
値に一致する』という証明を得た。
モデルパラメータが決まれば、経路確率 P ([x, y]|Π)
を xに関して最大化することによって、隠れた自由度 x

の最尤軌道も求めることができる。

3 モデルパラメータの推定
前節で得られた証明は、周辺尤度の極大点が τ の延長
とともに真値に近づくことを保証しているが、この極大
点が大域的な最大値である保証はない。また、極大点が
いくつもある場合には最大値の探索が難しくなる。そこ
で、次の Langevin方程式に従うモデル4（図 1b）:

γẋ = −kx − h(x − y) + ξ , (1)

Γẏ = h(x − y) + η , (2)

で数値実験を行い、ベイズ推定の実用性を確かめること
にした [3]。

x(t)は観測できないと仮定して、y(t)のみから 4つの
パラメータ値（粘性係数 γ、Γとバネ定数 k、h）を同時
に推定した（図 2）。様々な条件でパラメータの推定を
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図 1: １分子実験の例とその粗視化モデル (a) 回転分子モー
ター F1-ATPaseの 1分子実験系。 ATPの加水分解１回につ
き、シリンダー状に並んだサブユニット [青とグレー]の中心
にはまっている回転子 [マゼンタ] が 120◦ ずつ回転する。こ
の回転はリンカーで繋いだプローブ [黄]で可視化できる。今
は簡単のために ATP非存在下で F1-ATPaseは回転しないと
する。(b) 粗視化モデル。粘性係数の違う二つのコロイド粒子
（それぞれの粘性係数は  と Γ）が、バネ定数 hのリンカーで
繋がれており、さらに粘性係数  のコロイド粒子はバネ定数
kのポテンシャルに補足されている。x(t)を F1-ATPaseの回
転子の角度、y(t)をプローブの角度と見なせば、このモデル
は (a)の粗視化モデルとなる。

4 ξ(t)、η(t)は平均 0、分散がそれぞれ 2γkBT、2ΓkBT のホワイ
トガウスノイズとする。
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図 2: パラメータの推定結果 (a) 縦軸は 2つのバネ定数の真
値の比、横軸は 2つの粘性係数の真値の比である。図で左に
行くほどプローブが小さく、上に行くほどリンカーが固い状
態に対応している。Roughness は Π 空間における周辺尤度
の凸凹具合を特徴づける量で、滑らかで１つの極大値しか持
たない場合は 0、ギザギザしていて多数の極大値を持つ場合
は有限の値を取る。従って roughnessが大きな値を持つ領域
（non-precise phase）では最適化が困難とわかる。(b) 推定値
の系統誤差の τ 依存性。Precise phaseから３点を選んで例示
した。

行ったところ、真のパラメータの値がある閾値（図 2a
で precise phaseと non-precise phaseの間の線）を超え
ると推定が急激に困難になる、一種の相転移が起こる
ことを発見した。F1-ATPaseの１分子実験に対応させ
ると、プローブが大きく、リンカーが柔らかくなってい
くと、徐々にではなく、ある条件で突然パラメータ推定
が困難になることを意味している。この “転移線”は τ

の延長とともに多少右下に移動するが、興味深いことに
τ → ∞の極限でも存在する。これは、実験系の設計が
不適切な場合、仮に膨大なデータを取得してもパラメー
タ推定は困難であることを意味する。この極限での “転
移線”は、x(t)と y(t)の緩和時間が等しくなる条件とお
およそ一致している。従って、内部自由度とプローブの
緩和時間の大小関係が逆転するとき相転移が生じると考
えられる。また、プローブを小さく、リンカーを固くし
すぎるとプローブの緩和時間が短くなるため、データの
サンプリングが追いつかなくなってしまう。図 2a左上
の領域（divergent phase）がこの状況に対応しており、
推定値が発散してしまう。まとめると、x(t)の緩和時間
>y(t)の緩和時間>サンプリング間隔∆tの状況に限っ
てパラメータ推定が可能とわかった。この領域（precise
phase）では、観測時間に比例して推定誤差が減少して
いくことが確かめられ（図 2b）、前節の理論と一致する
結果を得た。一方で、∆tを短くしても推定誤差はほと
んど改善されないことがわかった。従って、より正確な
パラメータ推定を行うためには∆tがプローブの緩和時
間より多少短ければ充分で、長時間のデータ取得が重要
である。

4 最尤軌道の推定
前述したようにモデルパラメータが決まれば、経路

確率 P ([x, y]|Π)の xに関する最大化で隠れた自由度の
最尤軌道も求まる。一方で、非線形モデルなど経路確率
の周辺化（xに関する経路積分）が解析的に難しい場合
は、MCMCなどの数値的なサンプリング手法に頼らな
ければならない。この場合にも仮のモデルパラメータ値
で簡単に最尤軌道が求められれば、それをサンプリング
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図 3: 往復法による最尤軌道の推定結果 (a) モータータンパ
ク質の１分子実験の粗視化モデルの例。x(t)がタンパク質の
自由度、y(t)がプローブの変位に対応している。このように
粗視化できる具体的な実験条件は文献 [4]を参照のこと。(b)
(a)の粗視化モデルで y(t)[赤]しか観測できないと仮定し、往
復法を使って x(t)[グレー]の最尤軌道 x̂(t)[青]を求めた。

の “種 (seed)”に用いることで効率的なサンプリングが
可能になる。しかし、準安定状態が多数あるポテンシャ
ルを含む Langevin系（例えば図 3a）の場合、通常の緩
和法では最尤軌道の計算コストが膨大になることが分
かった。
そこで我々は、摂動展開を用いて最尤軌道の近似解を
逐次的に構成する手法を考案した（往復法）。[4]１分子
実験の粗視化モデルで数値実験を行い、緩和法に比べて
３桁以上速く解が収束することを確認した。さらに、初
期条件と境界条件の選択によらず、ほぼ一意で適切な解
が得られることを示した（図 3b）。

5 総括
隠れた自由度を持つ微小系に対するパラメータ推定法
をベイズ推定の枠組みで構築し、理想的な極限で真の解
が得られる根拠を得た。線形の Lanvgevinモデルでベ
イズ推定の実用性を確認し、また一方で、推定が急激に
困難になる一種の相転移現象を発見した。さらに、隠れ
た自由度の最尤軌道を効率的に推定するアルゴリズムを
考案した。この手法とMCMCなどのサンプリング手法
を組み合わせれば、周辺尤度の解析的な計算が難しい非
線形モデルの場合でも、パラメータ推定を効率的に行え
るだろう。
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