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年頭のご挨拶
日本数理生物学会会長　山村則男
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日本数理生物学会会員の皆様

　新年明けましておめでとうございます.

　昨年の１月１日より会長職を務め，はや１年が過ぎました．会員の皆様にはこの間，様々な学会の活動にご協
力していただき，ありがとうございました．特に，運営委員の方々，事務局における仕事を担っていただいている
事務局長の山内淳さん，会計担当の江副日出夫さん，会員データ担当の加藤聡史さんには感謝いたします．また昨
年度の明治大学での年会を成功裏に実施していただいた三村昌泰さん，若野友一朗さんをはじめとする大会実行委
員会の方々に感謝いたします．昨年度の大会は，東日本大震災とそれによる原発事故の影響のため，東京での開催
が危ぶまれていましたが，例年通りの数の参加者があり無事に終えた事をありがたく思います．ニュースレターも
新事務局体制に移り，望月敦史さんに活躍していただいています．

学会主催の年会以外に，本学会は様々な研究集会を後援しています．ここ数年連続して行われている，佐藤一憲
さん，瀬野裕美さん，斉藤保久さんの献身的なご努力によって，京大数理解析研で開催されている「生物現象に対
するモデリングの数理」も 9月に行われました．数理解析研でのもう一つの研究会「生物数学の理論とその応用」
は，守田智さんのお世話で１１月に行われました．この月には，九大の１００周年記念事業に合わせて，巌佐庸さ
んが Simon Levinさんを招いて，数理生態学ワークショップを開催されました．これらの数理生物の関連活動は数
理生物学の発展にとって非常に重要なものと考えていますので，これからも支援していきます．

去年は，アメリカの SMBと日本の JSMBが行っている「大久保賞（若手部門）」の選考の年にあたり，龍谷大学
の近藤倫生さんが見事に受賞されました．最近の若手の国際的な活躍は目覚ましいものがあり，数理生物学の将来
に取って頼もしいと感じています．

私にとって，去年で最重要だった件は，SMB/JSMBの合同大会を２０１４年に日本でやることの検討でした．最
初，運営委員のあいだに消極論もありましたが，しだいに，是非日本でやるべきだという意見が盛り上がり，三村
昌泰さん，難波利幸さん，山内淳さんを中心に計画が進められています．このおり，日中韓数理生物コロキアムも
同時に行う事が検討されています．このコロキアムは２年に一度開催されていて，今年は釜山で開催されます．２
０１４年の大会は，多くの参加者を集める事も含めて，是非成功させたいと考えていますので，皆様のご協力をお
願いいたします．

私の任期も後１年となりましたが，梶原毅さん，佐々木徹さんのお世話による岡山大学での年会を始めとして，
今年も多くの学会活動が予定されています．私も，数理生物学の発展のために精一杯務めに励みたいと考えていま
すのでよろしくお願いいたします．

2012年 1月 日本数理生物学会会長
山村則男
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第２１回日本数理生物学会大会報告
The 21st Annual Meeting of Japanese Society for Mathematical Biology
Sep. 13-15, 2011, Meiji University

三村昌泰 (大会委員長)　若野友一郎 (大会副委員長)
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はじめに

本大会は 2011年 9月 13日 (火)から 15日 (木)にかけ
て，明治大学駿河台キャンパスリバティタワーの 11・
12階にて開催された．大会参加者数は，合計で 208名
であった．招待講演として，大久保賞の受賞講演１件，
研究奨励賞の授賞講演 2件が行われたほか，企画シン
ポジウム７件 (講演数３１件)，一般講演口頭発表４７
件，一般講演ポスター発表４２件の研究発表が行われ
た．3月に東日本大震災と福島原発の問題が発生し，
参加申し込み開始の時期には，東京での開催の是非を
含めて再検討されるという異常事態となった．その結
果，海外から研究者を招待することは絶望的となり，
参加者数の大幅な減少の可能性もあったが，最終的に
は，首都圏で開催される大会として通常程度の参加を
いただいた．放射能の値が毎日報告されていた東京に
来場していただいた皆様には，大変感謝している．

受賞講演

今回の大会では，SMBと JSMBが合同で出す大久
保賞の第 7回の受賞者として，龍谷大学の近藤倫生氏
による 1時間の受賞講演が行われた．題目は「食物網
をめぐる生態学：群集構造と動態をむすぶ」である．
また，今年の研究奨励賞受賞者は，小林豊 (東京大学)
と中澤剛史 (京都大学)の両氏に決定され，それぞれ３
０分間，「時間スケール分離と幾つかの進化的問題へ
の応用」と「Complex food webs formed by ontogenetic
niche shifts」の題目で，受賞講演が行われた．震災の
ため日本人ばかりの大会での発表となってしまったこ
とは，大変残念であった．

シンポジウム・一般講演・ポスター賞

今年は 7件の企画シンポジウムが寄せられた．幅広
い分野からシンポジウムを企画，運営していただい
たオーガナイザーの皆様には，大変感謝している．各
会場に時間を知らせる鈴を用意しなかったのは失敗で
あった．そのため座長をお願いした方々には，苦労をか
けることとなってしまった．ポスター発表が口頭発表

の同数程度あるのは，数理生物学会の若さを表現して
いると思う．ポスター会場は，活気ある討論の場とな
り，「暑い」という苦情が来たのは，ある意味で嬉しい
困惑であった．ポスター賞も，例年以上の投票があり，
田中吉太郎 (明治大学)さんの「反応拡散モデルによる
ひまわりの葉序形成」が得票数１位で受賞となった．

大会運営について

今回の大会では，幸いにも明治大学 GCOE拠点には
数理生物学関連の教員が数名，さらに 10名以上のポス
トドクターが在籍しているため，マンパワーには恵ま
れた．また前年に，応用数理学会を同じ会場で開催し
た経験があったのも，非常に役に立った．一方で，指
揮系統の確立，応用数理学会運営時との違い等，管理
面で少し混乱があったことは反省している．特に，名
札ケースの数が足りず，当日になって緊急に調達する
事態になったのは，責任者を明示していなかった若野
の責任であり，関係者に深くお詫びいたします．

WEB申し込みシステム

今回の大会では，WEBによる申し込みシステムを採
用した．このシステムは，あるフリーウエアをもとに
作成された応用数理学会のWEB申し込みソフト (perl)
をいただき，それを，若野が少し改造したものである．
大会の参加申し込みと，要旨集 PDFの管理は，これで
非常に楽になった．ソフトを提供していただいた応用
数理学会に深く感謝する次第である．事前WEB申し
込みは 6月からスタートした．〆切直前に申し込みが
殺到することを危惧していたが，実際には直前 3日間
の申し込み人数は，20件程度であった．

プログラム

プログラム面では，各受賞講演を総会の後に置きた
かったが，日時指定のある企画シンポジウムとの関係
で不可能であり，総会の前に置かざるを得なかった．
運営委員会を総会の前に開催したのは，円滑な総会進
行にとって重要であったと思う．プログラム編成は，
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時間の関係で最大 3パラレルとなった．同時間帯に似
たトピックや同じ講演者が並ばないように調整した．
しかしこのやり方では，自分の興味のあるセッション
に出続けると，どうしても他の話題を聞くことが難し
くなる，これは大会運営の問題というよりは，学会と
してどのような方針で行うのかを考えるべきかもしれ
ない．

会計関連

会計の方法として，郵便局の振り込み用紙にWEB
参加登録時の番号を記入してもらい，参加費について
は，印刷してある金額に◯をつけるという新しい方法
を試した．郵便局では，口座名が記入された振込用紙
は作成してもらえるが，連絡欄にこちらの指定する情
報を印刷してもらうことはできなかった．そのような

専門の業者もあったが，500部程度では非常に割高と
なるために，自力でプリンターで印刷した．振り込み
用紙の作成には少し苦労したが，その後の会計処理は
非常に楽なものとなった．
今回は，会場費用が非常に高くなる可能性があった

ため (最終的には，明治大教授会において減免申請が
認められたため，20万円で済んだ)，事前に運営委員会
に相談させていただき，参加費を値上げさせていただ
いた．ただし，若手の育成を重視する数理生物学会の
方針をできるだけ残すため，学生会員の参加費は 2500
円と可能な限り安くした．最終的に，ある程度の黒字
を出すこととなったが，大会運営においては大会参加
者数が当日になるまでわからないというリスクが常に
存在しており，過去または未来の大会における赤字と
相殺していただければ良いと考えている．
(文責　若野)

大会参加記
田中吉太郎 (明治大学大学院理工学研究科)

日本数理生物学会を振り返って
私にとって，初めて参加した日本数理生物学会は大
変思い出深いものとなりました．私は今までに学会に
参加したことはなく，ポスター発表も初めてでした．
発表中は多くの参加者に発表を聞いていただいたので
すが，とても緊張していたのを覚えています．発表を
始めた直後は質問が少なく，間がもたず，心理的にも
物理的にも冷や汗をかいていました．しかし，時間が
たつにつれ質問もされるようになり，有意義な議論が
できました．自分が発表することで自分の考えがまと
まり，聴衆の方に意見をいただくことによって新たな
考えを学べました．発表や聴衆の方との議論は大変新
鮮なものでした．
結果として，多くの方から投票をしていただき，ポ
スターセッションで最優秀賞を受賞することができま
した．とても嬉しかったですし，とても光栄に思いま
す．この賞はいつもお世話になっている三村昌泰先生
をはじめ，その他の教授や特任講師，ポストドクター
の方々の常日頃からの指導のおかげだと思います．感
謝の気持ちでいっぱいです．本当にありがとうござい
ました．

研究について
ひまわりの研究を始めたきっかけは黄金比に魅力を

感じ，ロマンを感じたからでした．ひまわりのパター
ンが黄金比やフィボナッチ数列に支配されているとは，
なんと面白いのだろうと思いました．また，数学的な
背景のためかもしれませんが，植物にフィボナッチ数
列だけでなく，リュカ数列まで観察できることは私に
とっては驚くべきことでした．このひまわりに現れる
黄金比と数列に魅了され，研究をすることを決めま
した．
修士一年生の時は，モデリングや数値計算がうまく

いかず，研究につまずくこともたびたびでした．そも
そもモデルを完璧に理解することに時間がかかりまし
たし，私はプログラミングがとても苦手だったので大
変苦労しました．この時期は本当に辛くて苦しかった
のを覚えています．しかし，明治大学の多くの方々に
支えられて，なんとか研究を続けることができました．
苦しい時があるからこそ，その分だけ結果が出た時に
喜べますし，この喜びが研究の醍醐味なのだと感じま
した．若造なりに研究に対する一つの答えが出たのだ
と思います．努力の積み重ねが一つの結果を生むのだ
と身をもって証明することができました．
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【2011年研究奨励賞受賞者特別寄稿】

タイムスケール分離と幾つかの進化的問題への応用

小林豊∗
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1. 研究奨励賞受賞にあたって
2011年度数理生物学会大会では，奇しくも三人の京
大生態研センター出身者が大久保賞・研究奨励賞受賞
講演に集いました．大変嬉しく思うとともに，本奨励
賞の価値を下げてしまわぬよう，研究仲間とより一層
切磋琢磨しなければならぬと気持ちを引き締めさせて
頂きました．私を推して下さった方，普段からお世話
になっている先生方と友人の皆様にこの場を借りてお
礼申し上げます．我々と先の受賞者の活躍により多く
の若く優秀な研究者が本賞に魅力を見出し，こぞって
自薦されることを願っています．
約 18年前，理論物理学に関心があり京都大学理学
部に入学した私ですが，ものぐさであったため物理の
最先端に至るまでに必要な勉強量は絶望的に思えまし
た．しかし実験は嫌いでしたので，てっとり早く追い
つけるような数理科学系の分野を探していたところ，
山村則男・東正彦両教授の教える数理生態学の講義に
出会いました．特に山村教授の教える進化の数理生物
学の単純さは衝撃的であり，浅薄にも「この程度で良
いなら自分にでもできる」と確信を持ちこの世界に足
を踏み入れました．以降，関連書物を読み漁りました
が，すぐに自分が井の中の蛙であったことが明らかに
なりました．特に木村資生先生の中立説と遺伝的浮動
の理論は壮大で，しかも導出過程は通常省略されると
いう現場の慣習に直面し困惑した記憶があります．ま
た，William D. Hamilton博士の包括適応度理論は一般
的教科書の記述から想像されるより遥かに深遠な数学
的内容をもっていることが直ちに明らかになりました．
そこで私はこの理論の能力を最大限に引き出して遊ぶ
ために，島模型における種子休眠の進化というやや複
雑な問題に応用することを考え，これを卒業論文の主
題としました．それ以来，紆余曲折ありましたが，近
年は本来の興味に引きずられ集団遺伝学色の濃い研究
をするようになってきたと思います．現在は東京大学
大学院理学系研究科にて特任研究員を務め，青木健一
教授のもと学習の進化と文化遺伝子共進化の理論研究
に携わっています．不安定な修行中の身ですから，将
来自分が何れの方向に研究の駒を進めて行くことにな

∗東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻

るのか分かりませんが，できるだけ予想外の方向に進
んで行ければと願っています．いつか私の研究を知っ
たさらに若い世代が「この程度で良いなら自分にでも
できる」と奮起してくれることを願い日々精進してい
ます．
自己紹介はこの程度にし，以下では，2011年度大会

受賞講演で触れた内容を中心に，私が近年携わってき
た研究について述べたいと思います．講演を聴いて不
可解に思った方々が，寛容な気持ちでこの拙文を手に
とって下されば幸いです．元々私は数学も生物学もさ
ほど得意ではありませんので，以下の文章に不正確な
記述や語弊のある表現が現れるとすれば，それらは総
じて私自身の勉強不足によるものであり，引用された
他著者の研究の内容には無関係であることを初めにお
断りさせていただきます．

2. タイムスケール分離に関する Möhle の
定理

Möhleの定理 [10]は本稿の話題の要ですが，少々込み
入っているので，詳細は原著に委ね，ここではごく大雑
把にかいつまんで説明します．この定理は，理論集団遺
伝学者には周知の通り，structured coalescentのタイムス
ケール分離操作を形式化するために導入された定理です
が，主要部分の本質は確率過程とは独立です．要するに
良く知られた行列の公式 limn→∞(I+(1/n)A)nt = etA（Iは
単位行列）を一般化したもので，limn→∞(A+(1/n)B)nt =

etPBPP= PetPBP = etPBP− I+Pであることを主張してい
ます（ただしP= limn→∞An）．これがどう使えるかとい
うと，たとえば x(t+1)= (A+ (1/n)B)x(t)のような線形
系があれば，この解は x(t)= (A+ (1/n)B)tx(0)で与えら
れますが，ここでタイムスケールの変換 t′ = t/nを施し
ます．すると x(t′)= (A+(1/n)B)nt′x(0)が得られますが，
定理により，n→∞の極限で x(t′)= et′PBPPx(0)が得ら
れます．これは翻って微分で書くと，ẋ(t′)=PBPx(t′)が
成り立つということです（ただしx(0+)=Px(0)）．この
微分方程式はもとの差分方程式よりもずっと簡単です．
なぜかというと，Pは Aの最大固有値に対応する固有
空間への射影となっており，この固有空間は PBPの不
変部分空間であるため，微分方程式 ẋ(t′)= PBPx(t′)の
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解軌道は時刻 t′ = 0でこの部分空間に飛び込んだあと，
そこから出ることが出来ません．よってこの微分方程
式は高々この部分空間の次元だけの自由度しか持たな
いのです．
便利なことに，適用のための要件は Pが存在すると
いうことのみであり，Aが確率行列である必要もあり
ません．故に広く進化モデルに適用可能であり，また
技術的側面では，例えば摂動法で攻めると意外にデリ
ケートな可約行列なども簡単に扱えるという利点があ
ります．Aの可約性は，大雑把に言うと，定常状態に
おいて空っぽのクラスあっても良いということを意味
し，そこに移住者や突然変異が入った場合に何が起こ
るか調べることができます．Aggregationのような微分
方程式系の方法と違うのは，離散時間系と連続時間系
を橋渡ししている点で，Wright-Fisher過程のような離
散時間過程とKingman過程のような連続時間過程を結
びつけることが出来ます．

3. 性比歪み因子 (SRD)への応用
3.1 生物学的背景
性比歪み因子 (Sex Ratio Distorter, SRD)は，宿主の
性比を操作する寄生的遺伝因子の総称で，代表的なも
のは細胞内共生細菌のWolbachia（以下，ヴォルバキ
ア）です．SRDの多くは母系遺伝し，宿主の性比を
メス側に偏らせます．その際，感染したオスが死ぬ場
合 (Male-killing)と，感染したオスが発達段階でメスの
表現型を持つようになる場合 (Feminization)がありま
す．後者のタイプは主に等脚類 (Isopoda)に広く寄生す
ることが知られています．最も研究が進んでいるのは
ヨーロッパに広く分布する陸生等脚類のArmadillidium
vulgareを宿主とする系です [13]．この種はZW型の性
決定機構を持ちますが，SRD（ヴォルバキア）の垂直
感染率が 1/2より大きければメスの乗っ取りが起こり，
W染色体は排除されてしまいます．面白いことに，正
統メス (ZW)と即席メス (ZZ+SRD)の頻度は集団ごと
に異なります．ヴォルバキアは熱に対し脆弱性を有す
ることが実験的に確認されているので，おそらく気候
の地理変異が感染率の空間変異を生み出しているのだ
と考えられています．以下ではこのメス化SRDを中心
に話を進めます．

3.2 遺伝的浮動への影響
SRDに感染すると，集団の有効な大きさ Ne（すな
わち遺伝的浮動）が影響を受けます．メス化SRDの場
合の NeはWrightの公式から容易に導かれ，

1
Ne
≈ 1

4Nt
+

1
4N(1− t)

(1)

で与えられます [2]．ここで，N は集団の実際の大き
さ，tは SRDの垂直感染率で，SRDがメスを乗っ取る

ための要件として t > 1/2が課されます（さもなくば
SRDは絶滅し，W染色体が存続します）．式 (1)より，
感染率が t→ 1/2のときにちょうどNe =Nですが，tの
増加とともに Neは小さくなります．

3.3 遺伝子流動への影響
次に感染集団における外部からの遺伝子流動が受け

る影響を考えます．単純に考えると，感染集団ではメ
スが増えるので，オスの繁殖価が上昇します．よって，
もし外部集団が感染していなければ，外部からの移住
個体は内部在来個体よりもオス比率が高く，平均的成
功度が高くなるので，有効な遺伝子流入量が増加する
ことが期待されます．有効な遺伝子流入量としては，
以下のBartonとBengtsson[1]の定義を用いることにし
ます．

me =
p(t+1)− p(t)

q− p(t)
(2)

ここで，p(t)は中立マーカー遺伝子の集団内頻度，q
は移住個体のもっている同対立遺伝子の頻度とします．
集団にクラス構造がなければ，中立遺伝子の頻度は
p(t+1)= (1−m)p(t)+mqに従うので，式 (2)よりme =m
であることが分かります（mは実際の移住率）．集団
にクラス構造がある場合は，Möhleの定理を応用して，
mが小さいときに成立する次の近似公式を導くことが
できます [4]．

me ≈ vm (3)

ただし，実際に証明されるのは limm→0me/m= vです．
ここで vは移入個体の平均個体繁殖価で，在来個体の
平均繁殖価が 1となるよう規格化されたものです．
さて，感染集団では ZWと ZW+SRDは空のクラス

になるので，ここでMöhleの定理における Aの可約性
が効いてきます．感染集団に非感染集団から移住者が
やってくるとします．移住個体には ZZと ZWが半々
に混じっていることに注意して移入個体の平均繁殖価
を標準的な方法で計算すると，次の答えが得られま
す [6]．

v=
t

(1− t)(4t−1)
(4)

この答えは，自明でなく，かといって複雑でもなく，
なかなか絶妙な線を行く美しい結果であると言えます．
Monte Carlo試行で得られた仮想多型データから最尤
法で逆推定された移住率が式 (4)とmの積に正確に一
致することには若干の感動すら覚えます [8]．式 (4)よ
り，確かに t→ 1/2 のときは v= 1(me =m)で，有効な
遺伝子流入量は垂直感染率 tとともに増加することが
分かります．

3.4 遺伝的多様性への影響
二つの公式 (1)と (4)を組み合わせれば，次を得ます．

Neme ≈
4t2

4t−1
Nm (5)
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Wrightの有名なベータ分布の公式と式 (5)を合わせれ
ば，感染集団における平衡状態での遺伝子頻度の分布
が予測できますが，細かい議論は原著に委ねることに
します [8]．ここで注意したいのは，1/2< t<1より，有
効な移入個体数Nemeは，Nm<Neme < (4/3)Nmという
かなり狭い範囲に閉じ込められてしまう，つまり，感
染により分布はほとんど影響を受けないということで
す．なぜこうなるかというと，感染は浮動を強めて対
立遺伝子の損失を促進する一方で，外部からの遺伝子
流入を増加させて損失を補償するからです．これは何
も SRDに限らず，多くの性比歪みに共通の性質です．
特に，死亡率の性差などの外部要因によって性比が歪
んでいる場合には，対立遺伝子の損失と補償が厳密に
相殺し，性比に依らず Neme ≈Nmという驚くべき結果
が得られます [8]．
では結局感染集団では見かけ上何も起こらないのか
というと，そうではありません．上の話は全て中立座
位にのみ当てはまる話であり，自然選択の働いている
座位では感染は遺伝子頻度の分布に大きな影響を与え
ます [6][8]．また，これらの議論は全てMale-killing型
のSRDにおいても大体同じように成立します（やや複
雑になります）[8]．

4. 生殖隔離への応用
4.1 有効な組み換え率
次に二つ目の話題として，種分化への応用を紹介し
ます．すでに取り上げた有効な遺伝子流入量の方法で
側所的種分化における様々なタイプの生殖隔離（超劣
性座位，Dobzhansky-Muller不和合，性染色体不和合，
半倍数体における隔離など）の強さ（Introgressionの
量)を評価することができます．この流れに沿う研究
はBartonやGavriletsが先駆的ですが，私自身の仕事も
少しあります [4][5][12]．以下で紹介するのは，同所的
種分化への応用です．同所的な文脈では，移住という
ものがありません．無理やり集団を二つの遺伝子プー
ルに分割すれば，その間の遺伝子流動量を計算できる
のですが，方法論として美しくありません．そこで，
次で定義される有効な組み換え率を考えます [7]．

re =
D(t)−D(t+1)

D(t)
(6)

ここで D(t)は世代 tにおける，ある二座位間の連鎖不
平衡係数です．有効な組み換え率は，遺伝子がシャッフ
ルされる速さを表し，隔離の「弱さ」の指標として使
うことができます．生殖隔離が無い場合は連鎖不平衡
係数はD(t+1)= (1−r)D(t)に従い減少するので，re = r
となります（rは実際の組み換え率）．少なくとも定義
上は，a prioriな境界はどこにも見当たりませんし，空
間構造にも言及しないので，有効な組み換え率は同所
的・側所的文脈の双方に等しく適用可能です．

残念なことに，式 (6)には良い近似公式がありませ
ん．そこで，特別な場合として，一方の座位での遺伝
子頻度が定常である場合を考えます．注目する二つの
座位のうち，一方が対立遺伝子Aと aを，もう一方の
座位が対立遺伝子 Bと bを持つとし，A/a座位の遺伝
子頻度が定常であるとします．組み換え率 rでタイム
スケールを変換し，Möhleの定理を適用すると，rが小
さいときに成立する次の関係が明らかになります [7]．

re ≈ v̂πr (7)

ここで v̂は組み換え体が集団の遺伝子プールに与える
平均的な影響の大きさを与える係数であり，ヘテロ接
合体 Aaの繁殖価が高いほど大きくなります．繁殖価
がA/a座位の遺伝子型に依らない場合は，v̂= 1となり
ます．残念ながら v̂の数学的定義は少々込み入ってい
るので原著に委ねます．係数 πは汎交配係数とも呼ば
れ，以下のように定義されます．

π=
φAa

2φAφa
(8)

ここで φAaはヘテロ接合体 Aaの頻度で，φAと φaはそ
れぞれ遺伝子 Aと aの頻度です．ちょうどハーディー・
ワインベルグ平衡において π= 1となりますが，隔離
があると，π< 1となります．まとめると，式 (7)にお
いて，πは組み換えの頻度を補正し，v̂は組み換えの
影響力を補正する役割を果たします．以下では，式 (7)
を具体的な例に応用します．

4.2 O’Donaldモデル
O’Donaldモデル [11] は一遺伝子座で同類交配が起

こるとする簡単なモデルです．対立遺伝子Aと aを持
つ遺伝子座があり，三つの遺伝子型AA，Aa，および
aaは，確率 αで自身と同じ遺伝子型の個体と交配し，
確率 1−αで乱交配するとします．つまり，このモデル
には，三つの遺伝子型に対応する同類交配群に乱交配
群を合わせて，合計四つの交配群が存在します．以下
では，A/a座位と，そこから組み換え率 rの距離に位
置するB/b座位の間の有効な組み換え率を計算します．
このモデルの場合，ホモ接合体とヘテロ接合体は等

しい繁殖成功度をもち，v̂= 1が成り立ちます [7]．係
数 πの値を導くためには，A/a座位におけるヘテロ接
合体の頻度動態を考える必要があります．次世代ヘテ
ロ接合体は，Aaの同類交配群と乱交配群からのみ生じ
ます．前者の交配群では遺伝子頻度は 1/2，後者では
Aの頻度が φAです．よって，平衡状態でヘテロ接合体
頻度は φAa =αφAa/2+ (1−α) ·2φAφaを満たしますので，
次が成り立ちます．

π=
φAa

2φAφa
=

1−α
1−α/2 (9)

式 (9)より，同類交配率 αが大きくなるほど，有効
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組み換え率 reは小さくなり，α→ 1のとき 0になるこ
とが分かります．

4.3 Udovicモデル
次に考えるUdovicモデル [14]は，O’Donaldモデル
を発展させたもので，A/a座位に関する仮定は変わり
ませんが，それと連鎖した E/e座位において分断化淘
汰が働くとするモデルです．ここでは，Gavrilets[3]に
倣い，E/e座位における三つの遺伝子型は次のような
相対生存率を有すると仮定します．

wEE = 1+ sφ2
e

wEe = 1
wee = 1+ sφ2

E

(10)

ここで wXY は遺伝子型 XYの相対生存率，sは選択の
強さを表す係数，φE は対立遺伝子 Eの頻度（φeも同
様）です．この生存率関数のもとでは，少数者有利の
機構で多型が安定化されます．またヘテロがホモに比
べ不利であるという意味で分断化選択が働き，ある条
件を満たせば，二座位の間に連鎖不平衡が維持されま
す [3]．ここでは，簡単のため二座位の間の連鎖が極め
て強いとし，その連鎖領域と第三の座位の間の有効な
組み換え率を考えます．この場合，v̂と πが計算でき，
有効な組み換え率は次で与えられます [7]．

re

r
≈ v̂π=

8ψ
4+2s(1−ψ)2 (11)

ここでψは遺伝子型 AE/ae（遺伝子型AaEeのうち，A
と Eが連鎖しているもの）の頻度であり，次で与えら
れます．

4sψ = 8−4α+ s(3−α)

−
√

(8−4α+ s(3−α))2

−8s(1−α)(4+ s)

(12)

少々複雑ですが，予想通り，式 (11)は，同類交配率α，
選択係数 sの減少関数であり，α→1もしくは s→∞の
極限で re→ 0になります．

4.4 応用
有効な組み換え率は，同所的・側所的文脈の双方に
適用できるので，広い範囲の生殖隔離機構で比較が可
能になります．このような比較研究からは，生殖隔離
の性質について多くの有益な示唆が得られます．例え
ば，式 (9)と式 (11)を用いれば，Udovicモデルにおい
て同類交配座位 (A/a)と分断化淘汰座位 (E/e)の間の連
鎖不平衡が生殖隔離の総量に対して何パーセント貢献
しているか計算することができます [7]．その結果，選

択の強さ sと同類交配率 αが中程度のときに最も連鎖
不平衡が重要であることが示されます [7]．

5. おわりに
本稿では，タイムスケール分離の進化的話題への応

用について議論しました．残念ながら紙面の都合上，
初歩的かつ集団遺伝学的な色合いの濃い話題にしか触
れることができませんでした．しかし，私自身の最近
の研究により，もっと進化生態学的なモデル（例えば
進化ゲーム的なモデル)の解析においても，同様の技巧
がかなり有用であり，相当に複雑な問題に対しても解
析的な近似解を与えられることが分かっています [9]．
これについては，また場を改めて別の機会に紹介させ
て頂きたいと思います．
最後になりましたが，現在の刺激的な研究の場を

与えて下さった青木先生と新学術領域研究「交代劇」
プロジェクトにこの場を借りてお礼申しあげます．な
お，本稿で紹介した私の研究は，Arndt Telschow 博
士，Peter Hammerstein 博士，Guillaume Achaz 博士，
Matthias Flor博士，John, H. Werren博士，若野友一郎
博士との共同研究を含んでいます．
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1. はじめに
「他の若手の皆さんを encourageするためにも，仲澤
さんの研究紹介や経験を織り交ぜた魅力的な原稿を」
とメールには書いてある．快諾したものの，こういう
のを書くのは初めてで，何を書いたら良いのか，どう
したら人を励ますことができるのか，そもそも僕が奨
励賞に相応しいのか，受賞講演のときと同じようにそ
んなことを考え込んでしまう．なぜ僕が数理生態学を
始めたのか，今まで何を研究してきたのか，そして受
賞テーマである「個体成長と群集生態学」にどういう
経緯でたどり着いたのか．結局は全てが偶然だったし，
それに僕は決して優秀な研究者でもないから「こうす
ればうまくいくよ」なんて法則を示すことはできそう
もない．どうしようか悩んだ挙句，「こんな僕でもそれ
なりにやって来きたよ」みたいなことを書いて，数理
生態学や研究者の道に不安を感じている (でも興味を
持っている)人たちを励ますことができればいいかな
という変てこなモチベーションで過去の経験や思考を
ありのまま晒してみることにする．こう書くと謙遜し
ていると思う人がいるかもしれないので最初に言って
おくと，僕には数理生態学者として持つべき基本的な
知識をちゃんと勉強した経験がない．学部では線形や
微積などの基本的な数学も履修していないし，プログ
ラミングなんていまだにマセマティカしか使えない．
お恥ずかしいかぎり．それでも，数理生態学が好きで，
周囲の人の支えもあったので，その都度勉強して何と
かやって来くることができた．そういう話です．

2. 数理生態学を始めるまで
まずは数理生態学に出会ったときの話からしよう．
就職か進学か悩んでいた頃，僕は一般教養の授業で生
態学のリレー講義を選択した．そこでは，生態学研究
センター (以下，生態研)の教員が週代わりで各自の研
究を紹介されていた．単位が取りやすそうだったのと，
生き物や自然にはもともと興味があっただけの軽い気
持ちでその講義を選択した．そこである週に山村則男
さんの数理生態学の講義を聞いた．学部生のときの授

∗京都大学生態学研究センター

業なんて全部忘れてしまったけど，その講義だけはよ
く覚えている．資源の環境収容力が大きいと消費者が
存続できるとか，捕食者が増えると被食者が減って捕
食者も減るという個体数振動が生じるとか，種内競争
よりも種間競争が強いと二種が共存できるとか．そん
なことを説明されていた．後で思い出せば，ロトカ・
ボルテラモデルを解析しただけの簡単な内容だった．
しかし，山村さんの講義を聞いて僕は数理生態学に一
目惚れをした．単純な数式を使って生態系の振る舞い
をもっともらしく記述できる．「なんてエレガントな世
界なんだろう！」．当時の僕は今までにない強い衝撃
と感動を覚えた．他にも間接的な要因はあったかもし
れないが，結果的に山村さんの１コマの講義が僕の人
生の大きな転換点になった．
偶然と思いつきで生態研への進学を決意した．しか

し，研究や学問なんて全くの未知の世界だったから，
数理生態学者として生きいく覚悟なんて全くなかっ
た．まずは修士に行って勉強してみよう，それでもま
だやりたいと思ったら学位を取ろう，それでもまだ満
足できなかったら研究者になろう，という程度の適当
な計画だった．もちろん，具体的な研究テーマを心に
秘めていたわけでもなかった．数理モデルと呼ばれる
道具を使って何かしらの生物現象を直観的に説明して
みたい，そしてエレガントな数理生態学を自分でも体
感してみたいという憧れを抱いていただけだった．学
部生の僕は総合人間学部というところにいて，主専攻
は生物科学でミクロからマクロまでの生物学を広く浅
く学んで，それと文化人類学を副専攻にして滋賀県の
神社を巡って鎮守の森の成り立ちに関する文献調査や
フィールドワークをしていた．数学や生態学の知識は
ほぼゼロで，本業 (卒業研究)とは別に，一から独学で
やらなければならなかった (理学部から来る後輩には
いつも関心させられている)．日本語で読めるテキスト
は片っ端から読み漁り，数理生物学入門 [1]と動物生
態学 [2]は僕のバイブルになった．
卒業研究は加藤真さんにお世話になった．加藤研と

言えば，生態学者なら知らない人はいないナチュラ
リストの精鋭集団だ．国内外どこにでも行って，山に
登り海に潜り，研究者というよりは探険家か珍獣ハン
ターにしか僕には見えなかった (多少の語弊はあるか
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もしれない)．フィールド観察を善とするそんな研究室
にいて，４回生の僕は「数理モデルで進化をやりたい」
と口走って周囲を凍りつかせたこともある．そんな僕
に与えられた卒業研究は，イサザという琵琶湖の魚の
ホルマリン標本を使った形態計測だった．フィールド
に出て行く研究室の人とは対照的に，朝から晩まで実
験室に籠って約 5000個体の体の大きさや形態をひた
すら計測していた．この研究は，知り合いの先生が琵
琶湖の農薬汚染の調査のために 1970年代から収集し
ていた標本の再利用だったが，「仲澤はフィールドには
向かない」という加藤さんの教育上の配慮もあったか
もしれない．幸運にも，この卒業研究はその後も何か
と良い影響を与えてくれた (後述)．

3. 数理生態学を始めてから
生態研に進学していよいよ数理生態学を学ぶこと
になった．しかし，プログラミングも何もできなかっ
たので，とりあえず渡されたマセマティカの分厚いマ
ニュアルを読み，人の論文を再現することを繰り返し
ていた．また，研究テーマに関するこだわりもなかっ
たので，修士ではほぼ自動的にイサザの体サイズの長
期変動を数理モデルで調べることになった．琵琶湖で
は 1990年代前半に外来魚が大増殖して，イサザが激減
して，生き残ったイサザの体サイズが大型化した．こ
の大型化の要因として，種内競争の緩和による可塑的
な成長促進と，サイズ依存的な捕食による進化的な成
長促進が予想された．そこで，両者を組み込んだ数理
モデルを作ったというのが修士の話だ．
修士までの研究で僕が得たことは二つある．まず，
生物標本からデータを得るという卒業研究での研究ス
タイルは数理生態学と相性が良いかもしれないという
こと．生態学のデータはスナップショットが殆どで，時
系列データは非常に少ない．一方で，数理モデルは平
衡状態を見る場合が多い．つまり，データ構造にそも
そも実証と理論のギャップがある．しかし，生物標本
を使えば，体サイズだけではなく，色々な時系列デー
タを集めることができる．これは，実証データを数理
モデルで説明したいと望んでいた僕にとってピッタリ
の方法である．そんなことを考えて，数理モデルをや
る傍ら，イサザ標本を使って色々な時系列データを得
ようと試みた．例えば，安定同位体分析と胃内容分析
で食性の長期変動を調べた．これらの研究では，イサ
ザは動物プランクトンとベントスを主食にすることで
表水層と底水層の群集をリンクしており，その相対的
な依存度がサイズ変動に連動してダイナミックに変化
することが明らかになった．この結果は琵琶湖の食物
網動態や生態系の撹乱応答を考える上で非常に重要な
発見である．これは水域生態学を専門とする奥田昇さ

ん (生態研)や謝志豪さん (台湾大)との共同研究で行っ
た．また，この原稿を書いている今現在も，遺伝構造
の長期変動を調べてみるためにホルマリン標本のDNA
実験に挑戦している．イサザは年魚で (世代が重なって
いない)，琵琶湖に固有種で (遺伝子流入がない)，個体
数や環境パラメーターのデータがあるという点で，こ
のテーマにもってこいの生き物なのだ．面白いデータ
が得られるはずである．これは分子生態学を専門とす
る荒木希和子さんや川北篤さん (ともに生態研)との共
同研究で行っている．このように，生物標本を調べる
ことで，数理モデルで記述されるような自然界の動き
を見ることができる．発生や免疫などの他の生物学分
野では理論と実験の融合が着実に進んでいるが，長期
データを得ることが難しい生態学では生物標本の利用
は有効な代替手段になりそうである．
もう一つ修士研究で得たもことは，個体群動態や群

集動態を理解するためには，捕食―被食関係から成る
食物網の構造だけではなく，それぞれの生き物の成長
過程を考慮に入れることが重要であるということだ．
僕が生態研に入るちょっと前から，先輩たちが採餌行
動と食物網動態に関する興味深い研究を次々と発表し
ていた．加藤元海さん (高知大)の「不味い餌が富栄養
化の逆説を解消する [3]」，瀧本岳さん (東邦大)の「適
応的なニッチシフトタイミングが個体群動態を安定化
させる [4]」，吉田丈人さん (東京大)の「急速な進化が
個体群動態を駆動する [5]」，そして近藤倫生さん (龍
谷大)の「適応的な採餌戦略が複雑な食物網を安定化す
る [6]」．どれも非常に面白い研究で，僕もあんな研究
をしてみたいといつも思っていた．他の論文を読んで
みても，採餌戦略や防衛戦略の柔軟性を取り入れた食
物網モデルは多かった．これが研究の流行りなのかな
と感じた．しかし，それと同時に，どの研究も「捕食
―被食関係の柔軟な変化が動態に重要」と主張してい
ることが気になった．イサザの激減とそれに伴う体サ
イズの大型化を見てきて，捕食―被食関係だけが重要
なのかという疑問が湧いてきた．そして，こんなこと
を考えた．「生物にとって最も重要なことは繁殖であり，
採餌によってエネルギーを獲得することと同様に，繁
殖に向けて (個体成長の過程で)どのようにエネルギー
を配分して，繁殖でどのようにエネルギーを投資する
のか，これらも柔軟に変化するはずだ」と．実際，先
行研究をレビューしてみても，採餌や防衛よりも繁殖
の可塑性に関する文献のほうが多い．それなのに，食
物網モデルの研究では採餌戦略ばかりが着目されて，
繁殖戦略は殆ど考えられてこなかった．適応的な繁殖
戦略は食物網動態にどのような影響しているのか．種
間相互作用ネットワークの動態には，構造やノード間
のリンクパタン (食物網構造)の変化だけではなく，膨
張したり収縮したりする各ノードの成長特性 (生活史
サイクル)の変化も重要に違いない．こうして博士研
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究の方向性は何となく決まっていった．
博士課程では，繁殖行動の可塑性が多種系の動態に
どのような影響を与えるのかということを考えた．幾
つかの数理モデルを作ったが，とくに動物プランクト
ンの休眠卵に関しては，実証データが充実しており，
モデルを発展させる余地がまだある．ミジンコ等の多
くの動物プランクトンは普段は単為生殖で無性卵を多
く産むが，環境条件が悪化すると有性生殖をして数個
の休眠卵を産む．休眠卵はすぐには孵化せず，好環境
のシグナルを受けて孵化する．結果として，餌 (植物
プランクトン)が少ないときは休眠してその枯渇を防
ぎ，餌が豊富なときは孵化してそれを素早く消費する．
休眠卵にはプランクトン群集を安定化させる効果があ
るかもしれない．個体群動態の実証研究において動物
プランクトンはモデル生物であるにもかかわらず，休
眠卵の機能は無視されてきた．そこで，数理モデルで
安定化の予測を検証してみた．これは，瀬野裕美さん
(広島大)と齋藤保久さん (全南大)が企画された「新し
い生物数学の研究交流プロジェクト (通称モデコン)」
をきっかけに始めたもので，同じグループだった桑村
雅隆さん (神戸大)と幾つかの論文を書くことができた．
休眠卵の機能は他にもある．例えば，産卵までに資源
獲得や対捕食者防衛といった形質が自然選択を受けて
も，それが食物網動態に影響するのはしばらく経って
孵化した後になる．だから，急速な進化と個体群動態
には時間差が生じるかもしれない．
博士課程三年目のとき，山村さんが総合地球環境学
研究所へ異動することになり，指導教官を大串隆之さ
んにお願いすることになった．大串さんと言えば，テ
ントウムシ５万匹のモニタリングで一世を風靡したが
(？)，テントウムシが餌不足に直面をすると体内の卵
を再吸収して生存率を向上させることや，それが個体
群動態を大きく変えるといった研究成果はあまり知ら
れていないかもしれない．せっかく大串研に入ったの
だからと思って，このような繁殖行動の可塑性の影響
も数理モデルで調べてみた．そして，大串さんがデー
タで示唆されたように，卵の再吸収には個体群動態の
安定化効果があることが予測された．このように，博
士課程では繁殖行動の可塑性を入れた群集動態モデル
を研究してきたが，「最適採餌戦略」ならぬ「最適繁殖
戦略」を一つの概念として確立することは難しくて，
結局は事例研究の積み重ねに終わってしまった．学位
論文としてはとても悔いが残った．

4. 学位を取ってから
僕は台湾でポスドクを始めた．以前に生態研にポス
ドクで滞在していた謝志豪さんが国立台湾大学の海洋
研究所に就職されて，僕に声をかけてくれたのだ．今

は何人かの日本人生態学者が台湾にはいるけれど，僕
の前には誰もいなくて，欧米や日本ほど生態学が進ん
でいない国の，しかも数理モデルの人がいない所へ行
くことを心配する声も多少はあった．だけど，謝さん
はとても優秀な研究者であると知っていたし，「自由に
していいよ (給料は安いけど)」という言葉に惹かれて，
僕は迷わず台湾に行くことを決めた．台湾では，自分
のアイデンティティーを打ち出すために新しい研究に
挑戦していた．ストイキオメトリー (生態化学量論)や
ギルド内捕食の数理モデルをやったり，他にも幾つか
お蔵入りした話はある．これらは (少なくとも現時点
では)単発で終わってしまったけど，新しい環境で伸び
伸びとさせてもらったことで，論文の生産性は上がっ
たように思う．小籠包や果物は美味しいし (他にも美
味しい物は沢山ある！)，台湾での生活も基本的に順調
で研究にも問題なく専念できた．しばらくして山村研
の先輩である三木健さんが同じ海洋研に助教で就職さ
れて，ますます台湾の居心地が良くなった．
一年間の台湾ポスドクの後に学振 PDに採用された．

しかし，台湾の居心地があまりにも良すぎて，それに
まだやり残したことがあったので，正式な所属を生態
研に移した後も台湾に滞在していた．そして，数理モ
デルをやりつつ，謝さんとの共同研究でイサザの食性
データの仕事をまとめていた．その結果，上述のよう
に，イサザの食性が体サイズと連動してダイナミック
に変化していることを発見した．つまり，ontogenetic
niche shiftが空間的に離れた (表水層と底水層の)異な
る食物網をカップリングしている．このような現象は
両生類や水生昆虫の変態による水域と陸域のカップリ
ングで有名である．また，地球上の多細胞生物は普遍
的に個体成長して，その殆どが ontogenetic niche shift
をすることを考えると，一般的な現象と考えられる．
では，このような食物網カップリングは系全体の動態
をどのように駆動するのだろうか．この辺りから僕は
「個体成長と群集生態学」を考え始めたように思う．
数理モデルを解析してみると，予想以上に面白い

ことがわかった．Ontogenetic niche shiftによる食物網
カップリングは代替安定状態を創出し，変動環境下で
はレジームシフトを起こす可能性がある一方で，その
可能性 (もしくはレジリエンス)は各成長ステージの栄
養段階や各ステージが存在している局所群集の種構成
や局所群集の結合性，各種の相互作用の非線形性など
多くの諸要因に依存して容易に変化した．したがって，
ある種の生き物が絶滅したり，外部から侵入してきた
り，ある生息地が破壊されてしまうような撹乱が起こ
ると，その生態系は環境変動に対して脆弱な (もしく
は頑健な)系に変容するということが示唆される．自
然界の安定性は微妙なバランスの上で維持されている
のかもしれない．このような動的なレジリエンスは，
食物網を「種間の相互作用」として捉える従来の考え
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方では生じない．もしかしたら食物網を「個体間の相
互作用」として見直す必要があるかもしれない．食物
網の構造を個体レベルの高解像度で記述し，その動的
特性をより深く理解することが今後の群集生態学の課
題になるだろうと考えている．
二年半の台湾滞在の後，僕は生態研に強制送還され
た (学振PDは一年半までしか海外にいられない)．台湾
からの仕事を継続しつつ，日本でも「個体成長と群集
生態学」を考え続けた．そこで大きな進展が一つあっ
た．世界中の海産魚類の個体ごとの胃内容データを解
析した結果，観察スケールを種レベルから個体レベル
へと解像度を上げていくと，捕食者―被食者の体サイ
ズ比 (Predator-Prey Mass Ratio)が変化して，種や個体
のアイデンティティーの効果がより明瞭になることが
わかったのだ．この結果は，やはり食物網は種間では
なく個体間の相互作用ネットワークとして記述するほ
うが望ましいことを示唆している．これは潮雅之さん
(生態研)と近藤さんとの共同研究である．それでは，
個体間の相互作用ネットワークの動態はどのようなも
のになるのだろうか．種間の相互作用ネットワークの
動態とどう違うのだろうか．多大な努力をして観察の
解像度を上げる必要は本当にあるのだろうか．課題は
山積している．

5. これから
奨励賞は「よく頑張った」という意味のご褒美では
なく，本来は「これからも頑張りなさい」という意味
の励ましであるから，これからの話も少しだけしよう
と思う．「個体成長と群集生態学」に加えて，僕の中で
最近ホットになっている研究テーマがもう一つある．
それは「気候変動と群集生態学」だ．気候変動がこの
まま進行したら生態系はどうなってしまうのか，今や
社会全体の大きな関心事である．研究者に限らず多く
の人が沢山の種が絶滅すると危惧している．例えば，
地球温暖化で高地や高緯度地方の生物は減少するだろ
うと．実際，最近の IPCCの報告によれば，産業革命前
に比べて地球の平均気温が 4度上がると 40-70％の種
が絶滅すると予測されている．果たして，このような
予測はどれくらい尤もらしいのだろうか．群集生態学
の視点から言えば，ある種が減少すれば，その餌や競
争者は潜在的な利益を得る．だから，気候変動の影響
はある種にはマイナスでも，他の種にはプラスになる
可能性がある．しかし，現在行われている生物多様性

への影響予測において，実は種間関係や影響の種間差
は殆ど反映されていない．なぜならそのような情報は
殆どわかっていないからだ．生物多様性の将来予測は，
生態学ではなく，相互作用やメタ群集，適応といった
生態学の基本概念を持たない気候学や地球惑星科学の
研究ニッチになっている．彼らの予測が正確なら，そ
れに越したことはない．しかし，もし不確実な予測が
一人歩きしているとしたら何とかしなければいけない
と群集生態学者の一人として感じている．この問題意
識は季節データの解析を得意とする土居秀幸さん (広
島大学)との共同研究を通じて芽生えた．実際，その
ような群集生態学の研究も始まりつつあるが，数理生
態学の力が必要とされている．

6. おわりに
この原稿の執筆依頼が来た 11月の始め，生態研では

設立 20周年記念式典があった．全国から大勢の関係者
が集まって，同窓会のような暖かい感じのパーティー
が開かれた．数理グループに限らず，生態研の先輩や
後輩には優秀な人が本当に多い．また，上で名前を挙
げさせて頂いたように，共同研究者にも恵まれてい
た (もちろん他の大勢の方にもお世話になった)．そう
いった人たちの支えや叱咤激励があったからこそ，何
の知識もテクニックも持たなかった僕がこれまで色々
なテーマで数理モデルやイサザの研究をやってくるこ
とができた．もし僕の ontogenetic“ research”shiftが
周囲を巻き込んで大きな研究の発展に繋がったのなら，
それは「個体成長と群集生態学」の喩えとして綺麗に
まとまるのだけど，もちろん現実は反対で，むしろ僕
が周囲に助けられてきた．この場を借りて，お世話に
なった皆様にお礼を申し上げたい．そして，今後とも
研究者として個体成長できるようご指導をお願いし
たい．

参考文献
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1999.
[3] M. Genkai-Kato and N. Yamamura. Proc. R. Soc. B, 266

1215–1219, 1999.
[4] G. Takimoto. Am. Nat., 162 93–109, 2003.
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　平成 23 年度京都大学数理解析研究所共同利用研究研究集会
「生物現象に対するモデリングの数理」
～Kyoto Autumn Research Program in Mathematical Biology Next Wave 2011～

参加報告記
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■齋藤保久 (Ajou University (亜洲大学，韓国)数学科)

“モデコン”シリーズ― 2006年の初回から数えて
6回目となる本会は，2011年 9月 26～30日，京都大学
数理解析研究所にて開催された．研究代表者は静岡大
学・佐藤一憲先生．私は，副代表者兼特別講師として
会の実施に携わった．
通常の研究集会とは一味も二味も違う．まず，会の
前半には，数名の特別講師がオーガナイズする題材論
文のイッキ読み的集中セミナー．これは，参加者各自
が講義内容を集中的に理解し合うことで，参加者同士
の密な研究交流を促し，最前線の話題に潜む新たな問
題の匂いを嗅ぎ取ろうとする試みである．このウォー
ミングアップ後，出席者がグループにわかれ，同集中
セミナーの内容をシードにして，各グループで新たな
問題の発掘及び数理モデルの開発・解析 (＝数理モデリ
ング)に取り掛かる．そして最終日，“モデコン”なる
コンテスト形式のグループ研究成果発表が行われ，会
の結びとなる．
数理モデリングとは，科学的な「ものの捉え方」で
ある．この“捉える”という言葉は，決して，研究対
象である生命現象を“ 100パーセント”忠実に記述
することを意味しない．現象と数理モデルの間にある
ギャップを認識する論理的プロセスこそが数理モデリ
ングであって，仮に対象の 30パーセントしか記述でき
なかったとしても，残りの 70パーセントを意識し，そ
こから，誠実に科学的な示唆を発信することに醍醐味
がある．「北斗の拳」第二話で主人公のケンシロウが，
『人間は自分の潜在能力の 30パーセントしか使うこと
ができないが，北斗神拳は残りの 70パーセントを使
うことに極意がある』と自らの拳の解説を行っている
が，数理モデリングでは「残りの 70パーセントにどう
向き合うか」に極意があるのだ．私もケンシロウのよ
うに，モデルとの“戦い”の中で奥義を見出し，常に
研究者として進化を続けてゆきたいものである．

2006年の初回から企画者の 1人として会に携わって
いるが，今回もいろいろな方との出会いがあって新鮮

で，楽しく，大いに勉強になった．本会に携わった全
ての皆さんに心から感謝申し上げます．

■小泉吉輝 (九州大学システム生命科学府　数理生物
学研究室)

数理生物研究会の参加者感想
京都大学数理解析研究所で開催された「生物現象に

対するモデリングの数理」に２年連続で参加した者と
して，この研究会についての魅力は２点ほどあります．
１つ目は事前に参加者によって論文を読み込み，その
内容を研究会の場で共有することです．参加者は普段
の研究テーマとは異なった分野の論文を読むことにな
り，私のような研究を初めて間もない者にとっては，
数理生物学が対象としている広い分野を知るきっかけ
となり大変勉強になります．二つ目は「モデコン」の
存在です．モデコンとは参加者がいくつかのチームに
分かれ，それぞれのチームでテーマを議論・決定し，
限られた時間のなかで数理モデルを作り解析していく
コンテストのことです．これこそが他の研究会では味
わえない刺激であると思います．以下に自分の体験談
からモデコンの魅力が少しでも読者に伝わればと思い
ます．
自分が最初の年に参加したときは筑波大学の高橋さ

ん，東京大学の吉田さんとの三人チームでした．もち
ろんチームメンバーのバックグラウンドが異なってお
り，興味も様々です．そこから，それぞれがアイデア
を出し合い，「過疎地での医師不足解決法」，「砂漠で
の生物多様性におけるオアシスの存在意義」，「ゴキブ
リの有効な駆除法」，「クモの巣の多様性」等が候補と
なり，この中から１つをテーマとして決めてからが勝
負です．限られた時間の中，チームメンバーでいかに
テーマを面白い方向に持っていくことができるのかに
全神経・体力を注ぎこみ，夜はほとんどランナーズハ
イな状態で解析とプレゼンの準備を行います．最終日
に審査員の前で発表した後は燃え尽きた状態でした．
この時感じる達成感はクセになるものです．
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2回目となる今年は京都大学の本田さんとの二人チー
ムでした．お互いの興味として「老化」をテーマとし
て，最終的にはなぜ老化が進むのかということに対し
て，進化的な意味と分子生物学的な理由を考えること
にしました．そこで老化に関わるレビューを読み，あ
らゆる生物に分子レベルでも保存された現象として，
「カロリー摂取を制限すると寿命が伸びる」ことに注目
して，「カロリー制限の進化的意義」をテーマとして決
めました．そこからが数理モデルを作っていくのです
が，今年も一筋縄にはいかず，数理モデルづくりにお
いてはトライ＆エラーの繰り返しでした．しかしこの
過程こそが数理生物学を研究する醍醐味だと思います．
うまく現象を再現できている数理モデルができたとき
は，もしや真理に一歩近づいたような錯覚が至福を感
じさせてくれます．このようにモデコンを通して，生
命現象の基本原理が何であるのかを改めて考えるきっ
かけにもなります．
以上のような濃密な体験が５日間に詰まっている研
究会です．最後になりましたが，このような素晴らし
い研究会を企画・運営をなさっている佐藤先生，齋藤
先生，瀬野先生，講師の方々，モデコンの審査員の方々
には感謝の気持ちを申し上げます．そしてこの感想を
読んだ読者の方々が来年度の参加者になってさらに盛
り上げてくださるように願っております．

■本田一暁 (京都大学理学部　３回生)

生物現象に対するモデリングの数理に参加して　
2011年 9月 26日 (月)～9月 30日 (金)の 5日間，私は
京都大学数理解析研究所で開催された「生物現象に対
するモデリングの数理」に参加しました．学部生での
参加は私一人だけであり，最初はかなり緊張していま
した．

1日目から 3日目の午前中までセッションが行われ
ました．各セッションではまず講師の先生の講演があ
り，次にその先生から指定を受けた文献を参加者が紹
介するという形式でした．その形式でのセッションは
全部で４つあり，途中に昨年の参加者の方々が作られ
たモデルの発表もありました．講演ではその分野での
最前線の話を聞くことができました．文献紹介ではそ
れぞれの発表者がレジュメを用意していたり，文献の
内容をさらに深めたりしており，ここまでするのか，
と文献紹介を初めて体験した私は大変驚きました．そ

れと昨年度参加者によるモデルの発表はどれも素晴ら
しく，2日で完成させたのが本当に信じられませんで
した．それぞれの発表は，終わるとすぐに質問がなさ
れ議論へと進みました．発表についていくのがやっと
か，ついていけない私は議論に深く関わることができ
ませんでした．しかし，数式のそれぞれの項への解釈
の仕方，式変形をすると数学的には同じでも数理生物
のモデルとしてみると違うことがある，など様々なこ
とを学べました．ちなみに私の文献紹介はどうだった
のかというと，自分の勘違いで発表準備が間に合わず
散々なものとなってしまいました．

3日目午後からは参加者数名で班を組んで，実際に
モデルを作成していきました．5日目にはそれを発表
しなければならない，というかなり厳しい日程で組ま
れています．班決めの結果，私の班は 2人でやること
になりました．最初はお互いの興味の有ることを列挙
し，話し合っていく中で，老化に関するカロリー制限
の進化的意義についてモデルを立てることにしました．
4日目のプレプレゼンテーション (進捗状況報告)では
他の班がまだモデルを絞りきっていないということを
知りました．4日目はどんな数式を当てはめていくの
かをひたすら議論し続けました．日付が変わっても話
がまとまらず，太陽が出始めるまで議論を続けました．
疲れが蓄積していき，段々と自分の口調が荒くなって
いくのを感じました．完成とまでは行き着きませんで
したが，できたところまでで発表しました．するとモ
デルの改善を図ろうとしたところが評価されて優秀賞
をいただくことができました．
今回，研究集会への参加や文献紹介での発表など，

初めて経験することが沢山ありました．さらに，一日
目の懇親会やセッションの合間で，大学院での生活を
聞いたり，自分の進路についての相談をしたりと，研
究会全部を通して有意義な時間を過ごすことができま
した．今後も，こういった研究会へ積極的に参加して
いこうと思います．最後に，研究集会へ参加された先
生方と参加者の皆様本当にありがとうございました．
皆様のおかげで研究することの楽しさを実感しました．
特に九州大学の小泉吉輝さんには同じ班になり，モデ
ルを作る過程や発表準備でいろいろとお世話になりま
した．本当にありがとうございました．
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■池田幸太 (明治大学先端数理科学研究科)

このプロジェクトは面白い．興味を持った方は次回
の企画に是非参加して欲しい．「スクール」と冠する企
画の中で，私の経験した限り最も有益で，さらなる発
展も期待できる．これが私の結論である．
企画前半で行われた指定文献の内容発表で，私
は「Stabilizing Dispersal Delays in Predator-Prey Meta-

population Models」の後半部分を担当した．被食者-捕
食者系において，個体の「移動状態」は種の共存に寄
与し，平衡点が漸近安定になることが主張されている．
「移動」には時間が必要であるので，分布関数を用い
た積分によって時間遅れ効果が表現されている．当初，
大きな困難を伴うことはなく，文献を読了後いざまと
める段階に至った．しかし，私は時間遅れ項を持つ方
程式を扱った経験がなく，万全を期すという気持ちが
兆した．解の存在や一意性，安定性理論等，通常の微
分方程式と同じ理論が得られるにしても，一度は学習
すべきと考えた．判断ミスである．その理論は奥深く，
関数解析的な取り扱いが必要となった時点で諦めた．
時間的余裕が無かったためである．その後，前述の積
分項はいわゆる時間遅れ項とは数学的に相異なり，新
しい理論は不必要であると判明した．私の努力が表に
出ることは無かった．
企画後半では「モデコン」が行われた．３日間に渡
るこの企画 (実質は丸２日)で，参加者は問題提起，モ
デリング，数理的アプローチを行い，発表まで行う．お
分かりだと思うが時間が足りない．足りなさ過ぎるの
である．それを熟知しておられる故か，先生方による
モデコンの説明内容がどうも怪しい．モデコンが始ま
れば当然徹夜になるよね，という論調である．注意し
たいが，無理をしろとは決して言わない．徹夜になっ
ちゃう，のである．
研究において問題設定は最重要項目であるため，私
のグループは許された時間の半分以上をそこに費やし
た．他の２グループも似た状況であったように思う．
記憶が定かではないが，発表前日の夜にようやくモ
デリングを始めた．昼過ぎから続く議論で疲れが出始
め，数名の参加者が床に座り込む．椅子が机と化す．
ソファーに倒れ込む．電源が足りなかったため，誰か
が提供した延長コードに喝采した．日付が変わる頃は，

モデリングや解析を行っていた．プログラミングを行
う者，安定性解析を行う者，議論を行う者．役割を果
たすべく，皆必死であった．満足する結果なぞ，遥け
き彼方に棲まう１羽の鳥の如く得られないのである．
結論の出ぬままスライドを作成し始めたのは，未だ夜
も明けぬ朝６時であったか．計算結果のグラフをスラ
イドに追加したのは，発表の３０分前，８時３０分を
回った頃と思う．最終発表後には，主催者の先生方や
特別にお越し下さった先生方からご講評を頂いた．短
期間ということを加味した暖かいご意見であったが，
参加者を甘やかすことはなかった．モデルの甘さを指
摘され，忸怩たる思いをした．
最後に，この研究集会がより良くなることを願い，

この場を借りて私見を述べる勝手をお許し頂きたい．
まず，より広範囲 (個人的には，数学を専門とする若
手)に周知して頂きたい．議論をもっと多角的に行う
ため，数多くの視点が必要である．ただし，参加者の
研究分野が広がると，前提知識を共有するのが難しい．
そこで，前提知識を学習する場を設けてはどうか．数
学であれば安定性解析の基本，生物学であれば基本的
な用語や機能の説明があると，より理解しやすいと思
う．また，主催者の先生が黙ってしまうほど，参加者
による積極的な議論を望む．積極性を引き出す手段と
して，例えば全員前方の席に座ることにしてはどうか．
密集することで一体感が生まれ，積極的に発言しやす
くならないだろうか．
再掲したい．このプロジェクトは面白く有益である．

同じ立場の参加者と議論を行い数理モデルを構築する，
希な機会を得られるのだ．さらに，プロジェクトは中
途半端を許さない．２月１９日までに研究結果をまと
め，講究録の原稿を提出しなくてはならない．研究集
会終了後もグループでの活動が義務付けられている．
研究を形として残して初めてモデリングを学んだと言
える，プロジェクトはそう訴えている．研究が結実す
るまで見届ける，それがこのプロジェクトの全貌であ
る．私のグループは週１度，スカイプを通じて議論を
続けている．
既に教員という立場にありながら，この研究集会に

参加させて頂いたことに深く感謝したい．講究録を提
出することで，皆様のご恩に少しでも報いたい．プロ
ジェクトは続いている．私たちは，今も，学んでいる．
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平成 23年度京都大学数理解析研究所共同利用研究集会

「生物数学の理論とその応用」

守田智∗
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2011年 11月 15日から 18日にわたって京都大学数
理解析研究所で行われた共同利用研究集会「生物数学
の理論とその応用」の報告をする．同タイトルの研究
会は 2004年にその１回目が行われ，それ以降毎年行わ
れ今回で８回目となる．実のところ 2004年以前にも生
物学における数学に関する研究会は長く行われてきて
おり，その歴史を受け継ぐものでもある (過去の経緯
については昨年度の研究会報告も参照されたい (JSMB
Newsletter No.64 pp15-16, 2011))．今年度も数理解析研
究所から 53万円の旅費援助の予算をいただき，開催す
ることとなった．
また，本研究会は，日本数理生物学会の後援も受け
ている．本研究会の趣旨・内容は数理生物学会大会と
重なる部分が大きいが，特徴を挙げるなら生物学に関
連した数理的諸問題をより深く追求し発展させること
を目的としている点であろう．数理的な側面について
の議論に十分な時間が取れるよう余裕をもってプログ
ラムを設定している．今回の参加者の総数は 76人であ
り，一般講演数が 25であった．それに加えて 1名の招
待講演と２つのミニシンポジウムが行われた．4日間
にわたって活発な議論が展開されていたと思う．
本稿では，日程にそって研究会の経過を振り返りた
い．例年の報告記は数名の参加者に原稿を分担して完
成させているようだが，締め切り間際まで分担をお願
いすることを失念していたため研究代表であった私が
ほとんどを執筆することとした．いくぶん偏った報告
記になることをお許し願いたい．

一日目
初日は午後からの開始であった．会場に着いてまず
驚いたのは数理解析研究所が見違えるように綺麗に
なっていたことである．外壁はもちろんのこと会場と
なった 420号室も近代化されており，照明もすべて蛍
光灯でなく LEDとなっていた．
この日の一般講演の前半は，感染症モデルに関する
ものを集めた．座長は明治大学の今隆助氏にお願いし
た．まず，静岡大学の竹内研究室の大学院生，田中浩
二郎氏，斉木健太氏，吉田光氏がそれぞれ結核，HIV，
鳥インフルエンザについての感染症モデルを使った研

∗静岡大学工学部

究を披露した．その後，岡山大学の梶原毅氏が疫学モ
デルに関して出てくるリアプノフ関数・汎関数を一般
的に構成する手法を示した．
ショートブレイクの後の一般講演は，生物のパター

ンに関する研究を集めた．座長は梶原氏にお願いした．
まず，数理解析研の大学院生の石本健太氏が微生物の
形と運動に関する研究報告をした．対称性と帆立貝定
理の関係の話が興味深かった．次に大阪府大の大学院
生の右衛門佐誠氏がユリカモメの群れの運動をステレ
オカメラによる撮影からデータ解析した結果の報告を
した．同じ所属の早川良氏が研究者データベースから
抽出した名前の分布の解析について報告した．最後に
京都大学の三浦岳氏がTuring不安定性についての最新
の研究成果について総合的に紹介した．
セッション終了後は夕食でもということで三浦氏と

岡山大学の佐々木徹氏との３人で百万遍へ．発表で
は聞けなかった研究話を聞きつつ，アルコールも少し
入った所でこのお二方が同じ高校出身である事実を知
り驚く．

二日目
午前中の一般講演は，主に疫学関連で静岡大学の佐

藤一憲氏の座長で行われた．スケジュールの変更があ
り，日本大学の鈴木理氏によるメンデル遺伝のような
遺伝メカニズムを非結合代数で表現する研究報告から
始まった．
続いて東京大学の大学院生の上野孝生氏によるHIV

の伝播に関するミクロからマクロへの多階層モデルの
紹介があった．その後，岡山大学の大学院生の秋山知
彦氏による SIRモデルを用いた季節性インフルエンザ
と自然免疫力に関する研究，東京大学の大学院生の國
谷紀良氏による時間周期的な年齢構造化 SISにおいて
基本再生産数の役割について理論，静岡大学の大学院
生の加藤文規氏のサイトパーコレションとボンドパー
コレションを組み合わせたSIRモデルの解析と続いた．
午後は九州大学の岩見真吾氏と東京大学の中林潤氏

オーガナイズのミニシンポジウム「計算ウイルス学・
免疫学の展開」が行われた．このミニシンポについて
は別記事の岩見氏による報告に譲りたい．
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三日目
午前の前半は，２つの一般講演が佐々木徹氏の座長
のもとでおこなわれた．まず静岡大学の佐藤一憲氏が
確率微分方程式とその近似差分表現による絶滅時間の
差異についての研究報告があり，ついで名古屋大学の
南和彦氏による細胞選別モデル・２次元イジングモデ
ル・１次元XYモデル・１次元ランダムウォークモデ
ルの等価性についての考察が披露された．
午前の後半は，京都大学名誉教授の蔵本由紀氏によ
る特別講演「非線形科学と縮約の思想」が行われた．
事物を理解するにはいわば遠目に見たほうがよく，発
展法則を記述するモデル自体を近似的に簡単化してし
まう縮約手法以外の手はないという話であった．縮約
には中心多様体縮約と位相縮約があるが，いずれも中
立安定に近い自由度の存在が縮約を可能としている．
このような縮約手法によって事物の普遍性を明らかに
することの重要性を再認識できた．
午後は大阪大学理学研究科の藤本仰一氏と東京工業
大学情報理工学研究科の中尾裕也氏と私のオーガナイ
ズによるミニシンポジウム「リズムと生物学」が行わ
れた．ダイナミカルな変動が生命現象の特徴の一つで
あることは論を待たないだろう．このミニシンポジウ
ムでは，生命現象の様々な階層で見られるリズムの事
例とそのモデル化の可能性についての以下の方々に研
究報告をしてもらった．藤本仰一氏の「細胞の集団的
振動の始まり方とその情報処理能力」，小林妙子氏 (京
都大学・ウイルス研究所)の「転写因子Hes1の発現振
動による ES細胞の分化調節機構」，寺前順之介氏 (理
研・脳科学総合研究センター)の「大脳皮質におけるゆ
らぎとリズムの起源と機能」，西野敦雄氏 (大阪大学理
学研究科)の「遊泳運動あるいはリズミックで可変的
な進行波生成のための似て非なる 2つの方法」，柴田
達夫氏 (理研・再生科学総合研究センター)の「細胞を
導く自己組織化とゆらぎのリズム」である．議論も盛
り上がり，振動やゆらぎといった時間変動を生むメカ
ニズムと生物の機能の研究は今後も益々発展していく
可能性を感じた．また，実験によるデータと理論的な
解析を統合していく必要性が生物数学でも重要になっ
ていくという考えが深まった．
夜には懇親会が出町柳駅の近くの魚介料理店の紀
州屋で行われ，20名が参加した．ここだけの話だが，
元々20名で予約してあったのでちょうどの人数で幹事
役としては助かった．いずれにしても美味しいお刺身
や寄せ鍋をいただきながら議論・交流を深めることが
できたと思う．ただ，予定より時間が超過してしまい，
途中退出を余議なくされた参加者の方にはこの場を借
りてお詫び申し上げたい．
四日目
午前の一般講演セッションは，京都府立大学の昌子
浩登氏の座長で行われた．まず埼玉大学の道工勇氏の

腫瘍免疫機構に関する確率モデルの研究報告があった．
続いて明治大学の今隆助氏による生活環共鳴によって
起こる個体群振動と題した発表があった．これは年齢
構造を持つ離散時間モデルとその近似であるロトカボ
ルテラ方程式の構造と安定性の関係を調べたものであ
る．東京工業大学の大学院生の関口卓也氏の有限集団
内での繰り返し囚人のジレンマゲームがどのような終
盤効果を持つかという研究の紹介があった．九州大学
の大学院生の入谷亮介氏による宿主寄主者系において
寄生者が宿主の移動分散にどのような影響を持つかを
調べた研究が示された．ランチタイムを挟んでの午後
の一般講演は前半を広島大学の瀬野裕美氏，後半を立
命館大学の中島久男氏に座長をお願いした．まず青山
学院大学の村田実貴生氏から 1次元反応拡散方程式の
一つである Allen ―Cahn方程式の超離散化したもの
についての話があった．昌子浩登氏より中毒性の薬物
を投与されたマウスがその度合いに応じて見せる歩行
パターンの違いを指標化する試みの紹介があった．前
半の最後に中島久男氏からロトカボルテラモデルにお
いて Harvest Paradoxという概念を用いた研究を披露
した．
ショートブレイクの後，瀬野裕美氏よりロトカボ

ルテラ系において外来捕食者の侵入が在来種にどの
ような効果をもたらしえるかという解析が示された．
LINFOPS有限会社の高瀬光雄氏による腫瘍の成長メ
カニズムを遺伝子に基づいて表現するという研究の報
告があった．最後の講演者として兵庫県立大学の中桐
斉之氏から最小存続個体数を考慮した格子モデルを用
いてアリー効果と空間パターンの関係を調べた研究の
紹介があった．
最後は，私のじつに拙い挨拶をもってほぼ予定時間

どおりに研究会の幕が降りた．やはり 4日間分の疲れ
がたまっていたせいか帰りの新幹線でついつい眠りこ
けてしまった．帰り道にも研究に勤しむのが研究者だ
よねえと反省した．

研究会の経過を手短にざっと振り返ってみたが，各
研究発表については私の勘違いもあるかも知れないの
でネット上にある研究概要集もしくは後日発刊される
予定の講究録で確認してほしい．私自身，この規模の
研究集会を取り仕切るのは初体験で，行き届かない点
も多々あったと思うが多くの方のご協力でなんとか無
事に研究会を終えることができた．講演された方，座
長を引き受けて下さった方，参加された方々に深く感
謝する次第である．最後に研究会の運営に関して数理
解析研究所共同利用掛 (ことに村山幸子さん)には大変
お世話になり御礼申し上げたい．
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「生物数学の理論とその応用」におけるミニシンポジ
ウム「計算ウイルス学・免疫学の展開」の報告

岩見真吾∗
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これまで，生命科学分野における研究手法の発達と
共に，ウイルス学的・病態学的・遺伝学的・生化学的・
分子生物学的アプローチ等によって，本国においても，
様々な難治疾患に関する重要な研究成果が挙げられて
きた．中でも，ウイルス・免疫疾患研究の多くは，臨
床並びにノックアウトマウス等の実験動物検体を分子・
細胞生物学的手法により解析する実験科学研究が主体
をなしている．しかし，近年，難治疾患を根本的に理
解するためには，既存の手法を用いて「現象」を「１
つの断面」から理解する事に加え，「現象」を「システ
ム」として包括的に理解する事が希求され始めている．
これは，研究分野の成熟に伴い，これらの研究手法か
ら得られる知見が飽和すると共に，知見自体が示す内
容も細分化を重ねた事により，難治疾患の全体像を理
解する事が困難になって来たからと考えられる．すな
わち，ここには現代生命科学の限界と課題が表れてい
るのである．
一方で，かつて難治疾患を対象とした応用数学研究
は，実験医学・生物学のコミュニティーから本質的に
は度外視されてきた．しかし，現在，欧米諸国を中心
に殆ど全ての大規模な実験科学グループは，数理科学
者との共同研究を行っている．これは，1990年代に興
隆した欧米諸国における生命現象の数理モデリング研
究が，とりわけヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症
を対象とする免疫学・ウイルス学において，大きな成
功を収めたからである．また，これまで日本の応用数
学における数学モデリング研究は，生物学などに使わ
れている数理モデルを材料にして数学的定理を得ると
いう事を行ってきたのが現実である（あった）．今後
は，数理モデルに表され，仮定されている量を測定し
て，数理モデルが実際の状況で記述力を持ち，予測力
を持つ事を実証する事が，数理科学として死活的に重
要な研究であり，応用数学の未来を切り開くものであ
る．

∗九州大学大学院理学研究院生物科学部門 /科学技術
振興機構さきがけ siwami@kyushu-u.org

私の研究グループは，これらの現状にブレイクス
ルーをもたらす１つの可能性として従来の難治疾患研
究（特に，ウイルス学・免疫学研究）に数理科学的な
手法を導入し，これまでとは全く異なるアプローチに
より難治疾患を説明する医学と数学の融合分野である
“計算ウイルス学・免疫学”を展開していく事を目指し
ている．計算ウイルス学・免疫学では，これまでの実
験解析に加え，数理モデリング・数理解析・コンピュー
ターシミュレーションによる分析を行う事で，ウイル
ス感染・免疫疾患のダイナミクスを「定量的」かつ「経
時的・動態的」に取り扱い，未知の疾患プロセスを明
らかにしていく．そして，新たな疾患メカニズムの同
定や新規治療薬開発の標的決定に有用なアイデアを提
供していく事を見据えている．また，このような２つ
の研究分野が融合され，学際的な研究が達成されると，
自然科学の多くの分野，特に，医学分野において，応
用数学や数理科学的アプローチの有用性が確立されて
いく．
私たちは，H23年 11月 15日～18日に京都大学数理

解析研究所で開催された「第８回生物数学の理論とそ
の応用」において，ミニシンポジウム“計算ウイルス
学・免疫学の展開”を開催した．本シンポジウムでは，
こういった融合研究の「走り」になるべく，京都大学
ウイルス研究所の小柳義夫先生と総合研究大学院大学
の佐々木顕先生をコメンテーターに迎え，京都大学ウ
イルス研究所の佐藤佳先生，国立感染症研究所の渡士
幸一先生，理化学研究所免疫アレルギー総合研究セン
ターの岡田眞里子先生，東京大学大学院情報理工学系
研究科の中林潤先生，そして，私がウイルス学・免疫
学分野において，従来の実験科学的な解析手法に加え，
数理科学的な解析手法を融合させた最新の話題を提供
した．今後とも，学会・研究集会の枠を超えて“計算
ウイルス学・免疫学の展開”シリーズのシンポジウム
を開催していく予定である．ご興味のある方は，ぜひ
参加して頂き，活発な議論をして頂ければ幸いである．
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細胞の物理生物学

Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot(著)
笹井理生,伊藤一仁,千見寺浄慈,寺田智樹 (訳)
共立出版
2011年 12月, 957p
ISBN: 9784320057166

本書は，”Physical Biology of the Cell”の邦訳である．
原著は 2008年に出版されるや，分子・細胞レベルの
生物現象を理論的に研究する数理生物学者，生物物理
学者らの間で大変に話題になったものである．この分
野における理論を学ぶための教科書として希少である
というだけではなく，明確な目的意識のもとに書かれ，
冒険的な特徴を多く備えた良書であるためだ．

まず原題を見て気付かされるように本書は，分子細胞
生物学における不動の標準的教科書である，”Molecular
Biology of the Cell”(邦訳「細胞の分子生物学」)を意
識して書かれている．「細胞の分子生物学」(以下「分
子生物学」)の特徴の一つは，模式的なイラストによっ
て「視覚的に分子生物学のストーリーを理解させる」
ことにあるが，「細胞の物理生物学」(以下「物理生物
学」)にも，同一のイラストレーターによる明快なイ
ラストが豊富に盛り込まれている．そして「物理生物
学」の場合は，「分子生物学」とは異なる意味で，或い
はより正確な意味で，このイラストが機能しているよ
うに思える．「分子生物学」の場合には，模式的なイラ
ストには，良くも悪くも「生体分子の振る舞いをあた
かも見てきたかのように図示する」効果があった．(そ
れは，実際には直接観測できない生体分子の振る舞い
を傍証から推測する，という分子生物学の方法に必須
の理解法であったのだが．)

一方で「物理生物学」において中心をなし特に成功
している内容は，統計物理学を用いた生命機能の理解
であろう．その解析において基本となる微視的状態の

数え上げが，本書ではイラストと式を融合させた形で
効果的に説明されている．例えばタンパク質と小分子
の結合を考えたとき，結合サイトが複数あれば結合状
態も様々なものが現れうる．それら状態の数え上げと
結合エネルギーの仮定から，結合の小分子濃度依存性
などを決定できる．この論理がイラストを使った説明
で，直感的に理解できるよう工夫されている．そもそ
も統計物理学の理論には，仮想的な状態についての論
理的考察だけから現象の定量的議論を可能にする，と
いう特徴があるが，模式的な図による説明は，この方
法の本質を捉えた，大変相性の良いものであることに
気付かされる．

「分子生物学」は，「分子」を手掛かりにすることで，
遺伝や細胞機能や発生などの様々な生命現象が理解で
きることを示すことを目標にしており，内容も対象と
なる生命現象の階層に応じて，ミクロからマクロの順
に構成されていた．対して「物理生物学」では，物理
学的な思考法を伝えることに力点が置かれており，対
象の階層よりはむしろ用いる理論によって内容が構成
されている．リガンド－レセプター結合，高分子の折
り畳み，分子モーター，形態形成など広範囲の現象を
対象としているが，これら異なる階層の現象が縦横無
尽に現れ，統一的に説明される様子は小気味よい．

最後に，遊び心にあふれた章タイトルなど，原著に
は楽しく読ませるための工夫が随所に盛り込まれて
いる．それらを損なわず自然に読ませる，翻訳の素晴
らしさも挙げたい．原著発刊から間もない訳書の発刊
や，原著をはるかに超えるページ数からも，翻訳が大
変な労力であったろうと推測できる．本書の謝辞に続
くページに訳者による序文が掲載されているが，そこ
で述べられている理論家としての立場に私は強く共感
した．「そして何より面白いのは，モデルが明らかにう
まく働かない時である．…」この後に続く文は，興味
を持った方々に是非直接本書を手にとって確かめても
らいたい．
(望月敦史)
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学会事務局からのお知らせ

事務幹事長　山内淳

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

1. 2013年-2014年日本数理生物学会役員選
挙開票結果

　 2013年-2014年日本数理生物学会役員選挙の投票が
2011年 12月 20日に締め切られ，12月 21日に京都大
学生態学研究センターにおいて山内淳事務幹事長，高
橋大輔会員の立ち会いの下，谷内茂雄選挙管理委員に
より開票された．56票の投票用紙が寄せられ，開票結
果は以下の通りであった．

【会長】
三村昌泰
（次点・高田壮則）

【運営委員】
（地区選出）

1　佐々木顕　（関東）
2　高須夫悟　（関西）
3　佐竹暁子　（北海道）
4　瀬野裕美　（中国・四国）
5　竹内康博　（中部）
6　森下喜弘　（九州）

（全国区選出）
7　望月敦史
8　時田恵一郎
9　岩見真吾
10　大槻久
11　中丸麻由子
12　難波利幸
13　増田直紀
14　近藤倫生
15　高田壮則
（次点・守田智）

2. 総会の報告
　 2011年度日本数理生物学会総会の報告について，以
下の通り報告いたします．
日　時：2011年 9月 14日　 13:00～
場　所：明治大学駿河台キャンパスリバティータワー
リバティーホール

　総会議長の選出をおこない，佐藤一憲会員が選出さ

れた．

■報告
(1) 2014年 JSMB/SMB合同大会現状報告
　会長より，SMBからの合同大会申し入れに
関する経緯について説明があった．

(2) 第６回研究奨励賞
　奨励賞審査委員長の時田氏より審査報告が
なされた．

(3) 第７回大久保賞
　大久保賞審査委員の日本側代表の稲葉氏よ
り審査報告がなされた．

(4) 次期ニュースレター編集局
　 2012年１月からの編集局長を，望月敦史
氏（理化学研究所）に快諾頂いた旨が報告さ
れた．

(5) 会長／運営委員選挙
　本年末に 2013-2014年役員選挙を行う予定
であることが報告された．

(6) ECMTB報告
　ECMTBで，今後SMB，ESMTB，JSMBの
協力を深めて行くことが確認された旨が報告
された．

■議題
(1) 2014年 JSMB/SMB合同大会について以下のこ
とが議論され承認された
・三村昌泰先生（明治大学）を大会委員長と
する．
・関西で開催する方向で検討する．
・事務局も関西を中心に担当する．
・三村先生と山村会長のもとで準備委員会を
結成する．
・日中韓コロキウムと同時開催とする．
（中国・韓国との関係については，本報告末
尾に運営委員会での議論の詳細を記載）

(2) 2010年決算／監査報告
　前事務幹事長の佐藤氏より 2010年決算が報
告され承認された．
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(3) 2011年・2012年会計監事選任
　慣例に倣い前事務幹事長の佐藤氏を会計監
事選任とすることが承認された．

(4) 学会業務の外部委託
　学会業務の一部について，取りあえず２年
間土倉事務所に委託することが承認された．

(5) 2012年予算
　会計担当の江副氏より予算案予算案が説明
され承認された．

(6) 大久保賞選考委員
　大保賞選考委員について，稲葉氏の任期満
了を受けて佐々木徹氏（岡山大学）を選任す
ることが承認された．

(7) 2012年 JSMB年会予定
　2012年の岡山大会を2012年９月10日（月）
～13日（木）の間のいずれかの３日間とする
ことが承認された．

(8) 2013年 JSMB年会開催地
　 2013年の大会を静岡大学浜松キャンパスで
開催することが承認された．

(9) ポスター賞について
　いままで大会実行委員会が独自に運営して
きたポスター賞について，学会としてオーソ
ライズすることを検討するために，ワーキン
ググループを組織することが承認された．

3. 日本数理生物学会第６回研究奨励賞授賞
報告

　 2011年度第 21回日本数理生物学会大会の総会にお
いて，第６回研究奨励賞の受賞者が小林豊氏（東京大
学）と仲澤剛史氏（京都大学）に決定したことが時田
恵一郎選考委員長より報告された（授賞理由等は前号
ニュースレター（No.65, page14）に掲載）．また総会
に引き続き受賞講演が行われた．

4. 第７回大久保賞授賞報告
　 2011年度第 21回日本数理生物学会大会の総会に
おいて，第７回大久保賞の受賞者が近藤倫生氏（龍
谷大学）に決定したことが稲葉寿選考委員（選考委員
長：Louis Gross）より報告された（授賞理由等は前号
ニュースレター（No.65, page13）に掲載）．また総会
に引き続き受賞講演が行われた．

5. 日本数理生物学会研究奨励賞募集
　日本数理生物学会 (JSMB)は，数理生物学に貢献を
している本学会の中堅または若手会員の優れた研究
に対して，研究奨励賞を授与しております．この度，

2012年（第７回）の候補者の推薦をお願いすることに
なりました．研究奨励賞の推薦に関しては，候補者自
身が自薦されても，他の方が候補者を他薦されても構
いません．
　研究奨励賞の候補者を自薦または他薦される場合に
ついて，次の書類を (送付先)までお送りください．
(1) 推薦者の名前，住所，電話番号，所属 (自薦の
場合は不要)

(2) 候補者の名前，住所，電話番号，所属
(3) 業績についての推薦者による簡単な説明文，及
びそれに関連する主要論文３編以内

(4) 候補者の簡単な履歴 (ただし，様式は問わない)
なお，候補者の業績について照会できる方２名まで
の氏名・連絡先を記載されても構いません．その方に
あらかじめ了解をとる必要はありません．締め切りは
2012年 3月 31日（水）となっています．候補者の推
薦をお待ちしております．どうか，よろしくお願いし
ます．御質問がありましたら，(送付先)まで御遠慮な
くお問い合わせください．

(送付先)
〒 520-2113滋賀県大津市平野２丁目 509-3
京都大学生態学研究センター
日本数理生物学会事務幹事長
山内淳　宛
E-mail: a-yama@ecology.kyoto-u.ac.jp

★過去の受賞者（所属は受賞時のもの）
☆ 2006年（第１回）: 若野友一郎 (東京大学)
☆ 2007年（第２回）: 今隆助 (九州大学),西浦博

(長崎大学)
☆ 2008年（第３回）: 大槻久 (東京工業大学)
☆ 2009年（第４回）: 近藤倫生 (龍谷大学),中岡
慎治 (東京大学)

☆ 2010年（第５回）: 岩見真吾 (JSTさきがけ，東
京大学),手老篤史 (JSTさきがけ,北海道大学)

☆ 2011年（第６回）: 小林豊 (東京大学),仲澤剛
史 (京都大学)

6. 2014年 JSMB/SMB合同大会について
　 2014年の年会は SMBとの合同大会として関西で行
う予定です．以下のメンバーを準備委員会として鋭意
準備を進めています．

三村昌泰（委員長）
難波利幸（事務局担当）
巌佐庸・大槻久・瀬野裕美・竹内康博・時田
恵一郎・中岡慎治・望月敦史・森田善久・山
内淳・山村則男・若野友一郎
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数理生物学の発展ため，学会を挙げて成功させたいと
思います．ご協力よろしくお願いします．

7. 東日本大震災被災若手研究者に対する
2011年学会大会参加費支援

　 2011年３月に発生した東日本大震災で被災した数
理生物学会に所属する若手研究者について，希望者に
対し 2011年度数理生物学会への参加費を援助するこ
とになった．これについて１名の応募者があり，学会
特別会計より学会大会参加費を援助した．

8. 学会事務局業務の一部に関する外部委託
　 2012年１月より，学会事務局の業務の一部を外部の
業者に委託することになりました．具体的には，会員
データベースの管理およびニュースレターの発送を土
倉事務所に委託します．また，2013年からは学会経理
の管理も同様に委託する予定です．なお，選挙および
名簿の作成は今まで通り事務局の業務となります．ご
了承下さい．

9. 2011年１月以降の入退会者（敬称略）
《入会》54名
舘野 高 (大阪大院・基礎工), 田村 光平 (東京大), 梅舘
拓也 (東北大),木賀大介 (東京工業大院・総合理工),入
谷亮介 (九州大院システム生命科学府), 津田真樹 (理
化学研究所),玲玲 (名古屋市立大院),加藤聡史 (総合地
球環境学研究所),岡嶌亮子 (明治大・研究知財戦略機
構),渡邊大樹 (大阪電気通信大院・工),小泉吉輝 (九州
大・数理生物学教室),宗像佳菜子 (東京農工大・農),横
井正之 (株式会社パスカルシステム),内山有祐,内之宮
光紀 (九州大・システム生命科学府),武藤敦子 (名古屋
工業大・情報工学),花本惣平 (京都大院・工),田邊奨
馬 (東京大院・情報理工),関元秀 (東京大),工藤由李,

大平徹 (株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究
所),津金澤裕一 (都立産業技術高等専門学校),瀧川裕
貴 (総合研究大学院大学),柳澤大地 (茨城大・理),宮澤
清太 (大阪大院・生命機能研究科),本城慶多 (北海道大
院・環境科学院),舞木昭彦 (龍谷大・理工),池川雄亮
(大阪府立大院・理),木下瑛翔 (早稲田大),山野辺貴信
(北海道大・医),出井遼 (東北大・電気通信研究所),友枝
明保 (明治大),山田智之 (東京大院・工),青山隼也 (早
稲田大・先進理工),大石晃史 (東京大院・工),伊藤公
一 (京都大・生態学研究センター),山崎崇広 (東京農工
大・農学府農業環境工学),高橋大輔 (京都大・生態学研
究センター),板垣智之 (東京大院・情報理工),木下修
一 (明治大・研究知財戦略機構),松野文俊 (京都大院・
工),中益朗子 (明治大・グローバルＣＯＥ),早川慶紀
(理化学研究所基幹研究所),藤田浩徳 (基礎生物学研究
所・共生システム研究部門),池末成明,佐藤雄稀 (津山
工業高等専門学校),齋木健太 (静岡大院),吉田光 (静岡
大院),小松雄一 (広島大院・理),風間俊哉 (広島大院・
理), Chaves Luis(北海道大・地球環境), Feugier Francois
Gabriel(北海道大・地球環境),小杉真貴子 (国立極地研
究所・生物圏研究グループ),西山功一 (東京大院・医)

《退会》51名
行藤瞳, 矢田真善美, 岡棟俊明, 石井励一郎, 大村達
夫,倉田耕治,郡司ペギオ幸夫,小淵洋一,酒井聡樹,
鈴木保夫,武田裕彦,田森佳秀,藤井基子,三木大史,
森田利仁,渡邊精一,西森拓,関雄一,松岡功,宗田一
男,一ノ瀬元喜,富永大介,吉田実加,久保田聡,宮路
智行,胡子和実, Jose Carlos Nacher Diez,西山宣昭,大
日康史,三倉潤也,佐藤友教,武井央仁,松野弘樹,加
藤直人,鳥越章吾, Young-Seuk Park,吉村奈津子,坂戸
克匡, Abdullah Al Mamun, 鷲見 紋子, 飛永 賢一, 堀部
直人,塚辺有哉,木村麻理子, Roger Lui,紺野友彦,吉
野好美,皆藤千穂,大野ゆかり,川平清香,勝川木綿

《現会員数》475名
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研究集会カレンダー
2012年 1月 16日付 (前号 No.65からの差分)

2012 April–September
April 14–15 Lincoln, NE

Conference on Mathematical Ecology: Population
Dynamics
http://www.math.unl.edu/events/special/

population_dynamics/

May 20–22 Philadelphia, PA
SIAM Conference on Imaging Science (IS12)
http://www.siam.org/meetings/is12/

May 23–26 Heidelberg, Germany
EMBO Conference: Microtubules: Structure, Regu-
lation & Functions
http://www.embl.de/training/events/2012/MSF12-01/

May 28–31 神戸国際会議場
第 45回日本発生生物学会・第 64回日本細胞生物
学会合同大会
http://www.aeplan.co.jp/jsdb-jscb2012/

May 30–June 4 New York, NY
77th Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative
Biology: The Biology of Plants
http://meetings.cshl.edu/meetings/symp12.shtml

June 4–8 Vietri sul Mare, Itlay
International Conference: Mathematical Modeling
and Computational Topics in Biosciences (BIO-
COMP2012)
http://biocomp.unina.it/2012/

June 14–15 Rochester, NY
Symposium on Modeling Immune Responses from
Complex Data
https://cbim.urmc.rochester.edu/education/

2012-symposium/

June 18–23 Cambridge, UK
Turing Centenary Conference
http://www.mathcomp.leeds.ac.uk/turing2012/

WScie12/

June 20–22 Rome, Italy
25th IEEE International Symposium on Computer-

Based Medical Systems (CBMS 2012)
http://datadog.unile.it/cbms2012/

July 8–13 大津
ASLO Aquatic Sciences Meeting
http://aslo.org/meetings/japan2012/

July 9–13 Minneapolis, MN
SIAM Annual meeting
http://www.siam.org/meetings/an12/

July 23–24 Knoxville, TN
Investigative Workshop: Modeling Dengue Fever
Dynamics and Control
http://www.nimbios.org/workshops/WS_dengue

July 26–28 Knoxville, TN
Annual Meeting of the Society for Mathematical Bi-
ology
http://www.NIMBioS.org/SMB2012/

Aug 8–11 Santa Fe, NM
The Sixth q-bio Conference
http://cnls.lanl.gov/q-bio/wiki/index.php/

The_Sixth_q-bio_Conference/

Aug 19–23 Tronto, Canada
The 13th International Conference on Systems Biol-
ogy
http://icsb2012toronto.com/

Aug 21–23 首都大学東京
第 14回日本進化学会
http://sesj.kenkyuukai.jp/

Aug 28–Sep 1 稚内
2012年度日本応用数理学会
http://www.oishi.info.waseda.ac.jp/˜jsiam2012/

Sep 5–7 Girona, Spain
Epidemics on Networks: Current Trends and Chal-
lenges
https://sites.google.com/site/epinet2012/

Sep 22–24 名古屋大学
第 50回日本生物物理学会
http://www.aeplan.co.jp/bsj2012/
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編集委員会からのお知らせ

原稿の募集
次号 (No. 67, 2012年 5月発行予定)では，卒業論文・
修士論文・博士論文の特集を予定しています．以下の
要項に従い，会員ご自身または会員がご指導の学生の
皆さんの卒業論文・修士論文・博士論文の題目・要約
文・要旨をお寄せください．

締切: 題目および要約文: 2012年 3月 20日 (火)
要旨: 2012年 3月 20日 (火)

提出先: JSMBニュースレター編集委員会
望月 (mochi＠ riken.jp)まで

様式: 卒業論文については，題目，200文字程度の内
容要約文と，A4サイズ１ページ以内の要旨をご寄
稿ください．また，修士論文および博士論文につ
いては，題目，200文字程度の内容要約文と，A4
サイズ２ページ以内の要旨をご寄稿ください．
要旨については，タイトル部分に，卒業論文・修

士論文・博士論文の別，論文題目，著者名，所属
名の記載をお願いします．
原稿の様式は，内容要約文はテキストファイル(数
式や書式指定などが入る場合は TEX形式が望まし
い)，Microsoft Wordファイル,もしくはOpenOf-
fice.org Writerファイルでお願いします．また，要
旨は pdfファイルでお願いします．要旨には図や
写真を入れても構いませんが，解像度を適切に調
整するなどしてファイルサイズが不必要に大きく
なりすぎないようご注意ください．
その他不明な点は遠慮なく編集委員会までお問い
合わせ下さい．

掲載 : 内容要約文については，ニュースレターNo.67
に掲載します．要旨については，戴いたPDFファイ
ルをそのままニュースレターNo.67 Supplement(pdf
版)としてまとめ，学会webページに掲載します．

編集後記
会長や事務局からもお知らせいただいたように，奈
良・大阪から引き継いで新しい編集委員会が，関東で
スタートしました．今号より 2年間，望月敦史，立川
正志，黒澤元 (いずれも理化学研究所・基幹研究所)と
いうメンバーで，ニュースレターを編集してまいりま
す．よろしくお願いします．昨年の出来事と言えば東
日本大震災を無視することはできませんが，私たち研
究者にとっても社会の中での立場や有り様について，
考えるきっかけとなったように思います．数理生物学
会運営委員会でも，大会参加支援など学会としてでき
ることを議論することになりました．昨年の出来事は
特に当事者の方々にとっては，忘れられない記憶とな
ると思いますが，一方で今年は少しでも飛躍につなげ
たい，と多くの方が考えているのではないかと思いま
す．ニュースレターとしても，数理生物学における交

流の場を提供することで，ささやかなりとも学会メン
バーの助けとなりたいと考えています． (望月)� �

日本数理生物学会ニュースレター第 66号
2012年 2月発行

編集委員会委員長 望月敦史
mochi＠ riken.jp

理化学研究所基幹研究所
〒 351-0198 埼玉県和光市広沢２－１

発行者　日本数理生物学会
The Japanese Society for Mathematical Biology

http://www.jsmb.jp/

印刷・製本 （株）ニシキプリント� �
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