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卒業論文：個体ベースモデルを用いた
感染症の空間的拡大の研究

奈良女子大学　理学部　情報科学科　高須研究室　内田さちえ

研究背景と目的
未知の感染症拡大の予測をする重要な手段として数理
モデルが注目されている。古典的なモデルである SIR
モデルをはじめとして、数理モデルを用いた従来の感
染症の研究はコンパートメントモデルを用いて公式化
された力学系モデルに基づくものが多い。しかし、感
染症を引き起こすウィルスには個体レベルの相互作用
があり、空間上の広がりを考えるためには、個体の感
染・隔離・移動をアルゴリズム的に記述する個体ベース
のアプローチから従来の解析的モデルに理論的根拠を
与えることが必要であると考える。そこで、本研究で
は感染症を個体ベースで定義し、各個体が一定のルー
ルで、感染・隔離・移動を行った場合に個体分布がど
のようになるかに注目する。感染率などのパラメータ
の変化は感染拡大に様々な影響を及ぼすことから本研
究では様々なパラメータの進化動態について考えてい
く。

モデル
確率論的なモデルをシミュレーションするために個体
ベースモデル (Individual-Based-Model、以下 IBM)を
用いる。IBMは、1つの構造体を 1個体とみなし、リ
スト構造を用いて集団を表現する。調査対象となる集
団を疾病状態に合わせて S(Sucetibles：感受性人口)、
I(Infection：感受性人口)、R(Removed：隔離人口)の
3つのコンパートメントに分けて考える SIRモデルを
基にシミュレーションを行った。個体は 2次元空間上
に分布し、Sか IかRのいずれかの状態をとるとする。
感染率は S の近傍に I が存在するかに依存し、I = 0
となった時点で状態変化は終了する。出生・死亡を考
慮するために、S の新規加入率（出生）を µK、各個
体の自然死亡率を µとしてシミュレーションを行う。
新規追加された S個体は、親の位置から少し離れた場
所に配置する。また、感染率・隔離率の進化を調べる
為に I に着目し、I がどの S を感染させるのか実装し
た。このとき、I それぞれが持つ感染率・隔離率を I
ごとに変え、S が I に感染すると I の感染率・隔離率
に突然変異率 εを加えたものが感染した S の感染率・
隔離率となるように考えた。

シミュレーション結果
空間と出生・死亡を考慮した確率論的 SIRモデルの空

間分布のダイナミクスの 1例を Figure 1に示す。Sを
青、I を赤丸、Rを緑で表している。出生により毎単
位時間内に感受性人口が入ってくる為、感染症は終息
せず 3つの状態の個体が共存する。
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Figure 1: 空間分布のダイナミクス

感染率・隔離率に突然変異率 εを与えることでパラメー
タの進化を調べた。左の図は個体数 [青：S・赤：I・黄：
R] 、中と右の図はそれぞれ感染率の進化と隔離率の進
化を平均とエラーバーで表したものである。感受性人
口が出生により補充され、常に存在することから感染
が広がり感染率は大きくなる方向へ進化することがわ
かった。一方、隔離率は感染者をより多く集団へ残し
感染を広げるために、小さくなる方向へ進化する。

t
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t
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t

Figure 2: 感染率・隔離率の進化

まとめと今後の展望
今回のシミュレーション結果により病原体の進化は感
染率を最大化するように働くことがわかった。この結
果を数理的に裏付ける為にAdaptive dynamics理論を
用いた解析が必要である。この理論は、もともと集団
中に存在していた形質とは異なる突然変異が存在した
時、どのように既存の形質に取って代わってゆくかを
適応論的な視点に立って数理的に記述する枠組みであ
る。また、感染率と隔離率のトレードオフを考慮する
必要がある。今回のシミュレーションでは個体はラン
ダムに配置しているがそこからの移動が無く同じ位置
から動かないので、個体が移動する場合の解析を行う。
今後は一つ具体的な感染症を決め、その感染症に基づ
いたパラメータを定義しシミュレーションを行いたい。
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[卒業論文]：アリの行動を媒介とした相互作用を持つ「荷物」のパターン形成 
―フラクタル凝集体からコンパクト・クラスタへ― 

大阪電気通信大学 工学部 応用化学科 木原 由美子 
 
 アリには何かに当たると物を持っていなければ物を持ち上げ、物を持っていれば持ってい

る物を降ろすという性質がある。この簡単な規則を利用して、フラクタル凝集体と同じ形状

で置かれた荷物のパターンがどのような形に変化するのかをシミュレーションした。 
 シミュレーションの結果、図(a)モード 0（荷物を置いた後、ランダムに向きを変えて移動）

の場合には荷物が 1 つにまとまった。荷物との間に空白も少なかった。図(b)モード 2（荷物

を置いた後、点数の高い場所に移動）の場合には、荷物が 1 つに集められているが、荷物と

の間に空白が多く存在することがわかった。 
モードにより荷物と荷物の間に空白の存在する割合が違う。アリは、この単純な規則によ

ってフラクタル凝集体状に置かれた荷物を 1 つにまとめることができた。 

図(a) モード 0 シミュレーション結果 

 
図(b) モード 2 シミュレーション結果 
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卒業論文：ライチョウの個体群存続可能性分析

奈良女子大学　理学部　情報科学科　高須研究室　鈴木彩香

研究の背景と目的
近年、絶滅の危機に瀕する種は数多く存在する。ライチョ
ウもそのうちの 1つである。
ライチョウは、北半球の北部を中心に広く分布し、寒

い気候に適応した鳥 である。その中で日本のライチョ
ウは、本州中部の高山帯にのみ生息し、他の地域のライ
チョウとは完全に隔離された、世界最南端に分布する亜
種である。現在、日本のライチョウは 3000羽といわれ、
環境省の絶滅危惧 II 類 (UV) に指定されている。
本研究では個体群存続可能性分析を行いライチョウの

絶滅リスクを評価する。絶滅リスクを評価することによ
り、絶滅に瀕した種が生物学的に活性ある野生生物集団
としてこれからも生き残ることができるのか、危機の度
合いはどの程度なのか、その要因は何か、保全のための
プランはどのようなものが有効かを調べることができる。
現実世界では繁殖率や生存率など確率的に発生する要

素が多く存在するため、 本研究では確率論的個体群動
態モデルを用いて絶滅リスクを評価する。ライチョウ保
全に確率論的数理モデルの立場から提言することを目的
とする。

モデルとシミュレーション結果
手法として、各個体の生涯を計算機内で再現することが
できる個体ベースモデル (IBM)を用いる。1 つの構造
体を 1 個体とみなし、リスト構造を用いて集団を表現す
る。各個体は年齢などの属性を持ち、一定のルールに従
い出生と死亡を繰り返す。
日本の立山室堂平で観察された生存率やクラッチサイ

ズに関するデータを用いてシミュレーションを行った。
個体群動態のシミュレーション例を（図 a）に示す。指数
的に増えているものもあるが、確率的に個体数ゼロにな
る場合があることが分かる。同じ条件でシミュレーショ
ンを繰り返すことで集団の絶滅確率を評価すると、この
場合 0.069となる。 続いて絶滅リスクのパラメータ依

(a)
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Pop size

存性を調べた。各年齢の生存率が一様に下がる場合と、
クラッチサイズの分散が大きくなる場合について解析を
行った。その結果、生存率を下げていくと絶滅確率が上
昇し（図 b）、クラッチサイズの分散を大きくすると、絶
滅確率が上がることがわかった。（図 c）。

(b)
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次に、ライチョウは集団間の移動があると考えられて
いるため、空間移動を考慮したモデルを解析した。２つ
の集団の間を各個体が確率 µ で移動するとし、µ の値
を変えて解析を行った。絶滅確率の移動率依存性を（図
d-1、2）に示す。結果、移動率が大きくなると個体数が
ゼロになる頻度が低くなることがわかった。

(d-1) µ=0

個体数ゼロになる集団数

頻

度

!"! !"# $"! $"# %"! %"# &"!
!

%!!!

'!!!

(!!!

)!!!

$!!!!

(d-2) µ=0.1

個体数ゼロになる集団数

頻

度

まとめ
生存率を下げたり、クラッチサイズの分散を大きくす

ると、絶滅確率が高くなる結果を得た。また、集団間の
移動率をあげると絶滅確率が低くなることがわかった。
今後の課題として、雌雄のつがい形成やなわばり形成、

環境変動や遺伝的構成などを考慮した、より現実的なモ
デルを考える必要がある。
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[卒業論文]: 都市火災（四條畷市）における樹木の役割 
セルオートマトン法によるシミュレーション研究 

大阪電気通信大学 工学部 応用化学科 冨永貴大 
 

 四條畷市で都市火災が起こった時を想定して、樹木がどのような役割を果たすのか、セルオー

トマトン法を用いてシミュレーションを行った。 
 図 1 の四條畷市地図を参考にしながら 2 次元セル(100×100)の状態量を定めた（図 2）。図 2 を

もとに Cn(樹木比率)=樹木セル（緑セル）/木造セル（茶色セル）で、Cn を 0~0.9 まで 0.1 ずつ変

更してシミュレーションを行った。図 3 は Cn=0.2 の場合の図である。各シミュレーションは 500
ステップ動かし 100 回測定した。その結果が図 4 となる。樹木比率が上がれば焼失セル数は下が

った。樹木比率が 0 と 0.9 の時を比べると約 3 分の 1 まで下がったのがわかった。 
樹木比率を変えてシミュレーションすることにより樹木に防火の役割があることが示された。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図 1四條畷市の地図                  図 2セルで表した四條畷市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3Cn=0.2 の四條畷市        図 4 各 Cn の平均焼失セル数 
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[卒業論文]:  南海沖地震による津波の予測： 
東北地方太平洋沖地震による津波の解析より 

大阪電気通信大学 工学部 応用化学科 馬場 圭一、林 正博 
 

 地震により発生する津波のシミュレーションをセルオートマトン法により行った。セ

ルオートマトン法とはセルを決め、状態量を与える。そして状態量の時間変化として簡

単な規則を決めセル全体の動的パターンを再現する方法である。シミュレーションの対

象となる空間を図 1に示すような 2次元正方格子状に分割し、セル間の相互作用として

表面応力に関する波動方程式を差分化した式を適用する。考慮すべき近傍セルとして上

下左右方向の 4セルを近傍セルとした。P(i,j)は表面応力である。(図 1)波の速度は海

の深度の平方根に比例するとした。 
 東北地方太平洋沖地震での津波の到着時刻は宮城では 18分、青森では 35分である。

シミュレーション結果は、宮城と青森の 2か所の津波到着時刻をほぼ再現出来た。また

この 2か所の測定地点では引き波から始まることも再現出来た。 

 図 2に、シミュレーションの結果、南海沖地震での 180分時の津波の予測を示してい

る。セル数は 110×110、青色が押し波で水色が引き波、水深によって色分けした。南

海沖地震が起きた場合、和歌山では 15分に大阪では 40分に津波が到着し、いずれも引

き波から始まることを予測した。南海地震の発生確率は 10 年以内が 10～20％で 30 年

以内の発生確率は 60％程度で、50年以内の発生確率が 80～90％と言われている。 
 

P (i,j+1)

P (i-1,j) P (i,j) P (i+1,j)

P (i,j-1)

近傍のセル  
図 1.セルの分割状態と近傍         図 2.実行結果:南海沖地震 

5



［卒業論文］JR 大阪駅からの人の避難における誘導灯の効果 
―セルオートマトン法によるシミュレーション研究― 

大阪電気通信大学 工学部 応用化学科 播摩大輔・橋本健吾 
 
避難時における人の流れをセルオートマトン法によるシミュレーションにより再現し

た。2 次元セルにＪＲ大阪駅の一部をマップした（図 1）。人（青色）を 140 人配置し、

人はそれぞれ前方 3 箇所のどれかに移動する（図 2）。移動するセルは視界内（図 3）
の点数を計算し、最高点のセルに移動する。視界内の点数は、青色は人で 3 点、白色は

移動可能で 2 点、黒色は壁で 1 点、黄緑色は誘導灯で 50 点、赤色は出口で 100 点とし

た。視界は、中央 8 マス、左 6 マス、右 6 マス、左補助 2 マス、右補助 2 マスの計 5
つの視界を持つ（図 3）。目の前が壁などにより進めない場合は補助視界のポイントを

加えた高い点数の方へ向くか反転する。以上の様な人の移動ルールと点数計算によりシ

ミュレーションを行った。以下の 4 種類の誘導灯の配置においてそれぞれ 100 回ずつ

計算し、その平均を取った。これを 70 人、5 人についても同様に行った。 
・誘導灯が無い場合 
・誘導灯を出口の前に配置した場合 
・誘導灯を出口の側には配置しない場合 
・誘導灯を出口の前とその他の場所にも配置した場合（図 3） 
避難ステップ数を比較した。縦軸は、人が全員避難するのにかかったステップ数で横軸

は誘導灯の配置である。（図 4） 
◆避難人数が多い場合は、誘導灯の効果は大きく、誘導灯の配置は人が全員避難するの

にかかったステップ数に影響した。 
◆誘導灯を出口の前に配置した場合、短時間に全員避難できた。 
◆誘導灯を出口の側には配置しない場合、誘導灯のせいで遠方の出口に誘導されたり、

迷ったりするため、誘導灯が無い場合よりも避難に時間がかかった。 
 以上より、避難を迅速に行うためには、誘導灯があれば良いのではなく、避難経路が

明確になるように配置する事が大切であることがわかった。 

 

  図 1.初期設定図    図 2.人の向き 図 3.視界図 図 4.誘導灯の効果の比較図 
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プレート型境界地震による前震、本震構造の自己組織的発生： 

Spring-block 模型によるシミュレーション 

 

大阪電気通信大学 工学部 応用化学科 半田正法 

 

 東北地方太平洋地震のようなプレート境界地震ではどの様に歪のエネルギーが解放されるのか調

べたかった。そこで、定常的に移動する下部プレート上の複数のプレートが起こす地震について

Spring-block 模型を用いてシミュレーションを行い調べた。 

 シミュレーションは以下の条件で行った。 

5 × 5 の 正 方 格 子  摩 擦 係 数 = 0 . 4  バ ネ 定 数 = 1 . 0  M 0 / τ 0 2 [ k g / s 2 ] 

移動下部プレートの速度 = 0 . 0 5  a 0 / τ 0 [ m / s ]  計算時間  ９０００ [ s t e p ] 

 下図は「エネルギー」の時間変化を示したものである。それぞれ上から運動エネルギー（赤）、歪

エネルギー（青）、全エネルギー（紫）である。運動エネルギーがゼロで無い場合、「地震」が起き

たとみなした。 

 0～1000 ステップ間では、大きい地震の後に小さい地震が起きる状態になっている。その後、時

間を進めていくと前震→本震→余震構造に変化していった。その後 9000 ステップまで計算を続けた

が地震の起き方には変化することは見られなかった。 

 

   
図 1．エネルギーの時間変化   図 2. エネルギーの時間変化  図 3．エネルギーの時間変化 

    0～1000 ステップ       1000～2000 ステップ     2000～3000 ステップ 
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要旨 
卒業論文 

数理モデルによる線虫の化学走性と神経回路 
九州大学理学部生物学科数理生物学研究室	 守永一彦 

 
我々生物は外界からの情報を受け取り, 行動を決定している. その最も基本的
な物の例として走性が挙げられる. 走性に関する研究はゾウリムシを始め, 線
虫等のモデル生物で行われている. その中でも線虫 C. elegans は神経回路網が
明らかになっており, その神経系の単純さから非常に優れた研究対象であると
言える. 線虫はジアセチルに対して誘引行動(正の走性), 銅イオンに対して忌避
行動(負の走性)を示す. ジアセチルは AWA という感覚神経によって感知され, 
銅イオンは ASHという感覚神経によって感知される. 両神経の活動をカルシウ
ムイメージングにより測定することが出来る. その測定結果から, AWA 神経に
は特徴的なカルシウム濃度の変化が見られるということが分かった. 本研究で
は, カルシウム濃度変化を神経活動として扱い, AWA 神経の示す特徴的な活動
が化学走性行動においてどのような役割を果たすかを明らかにするために行っ

た. その結果, AWA 神経の特徴的な活動によって忌避行動を引き起こす神経の
活動回数が増加することが分かった. この結果は誘引物質を感知する神経の活
動様式が存在することによって, 誘引物質に対して誘引行動をとりやすくする
のではなく, 逆に忌避行動をとりやすくなるために働いているということを示
唆するものであった.  
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要旨 
卒業論文 

異所的種分化における平均待ち時間の推定 
九州大学理学部生物学科数理生物学研究室	 山口諒 

 
	 異所的種分化とは、地理的隔離によって集団間に生じた遺伝的差異が付随的

に生殖隔離を引き起こすとみなされる種分化様式の 1つである。従来、モデル

としては極端である、すでに完全な地理的隔離が成立した例のみが数理的に取

り扱われてきた。本研究では、移出入が想定される、隔離された直後の２集団

を対象として研究を行った。 

	 モデルでは、世代間にオーバーラップがなく複数回交配可能で、生殖隔離が

多くの中立な遺伝子座によって支配される生物種を仮定した。遺伝的構成が均

質な同種の２集団を初期状態とし、集団間における遺伝的構成の差異の程度を

表す、遺伝的距離を定義してその挙動を記述した。遺伝的距離は各集団内での

突然変異と遺伝的浮動によって増大し、移入イベントの成立によって減少する。

その減少程度は移入個体が相手集団内で親個体として選抜される確率に等しく

なる。 

	 遺伝的距離の増大を決定論的に扱うことで、移入イベントのみに確率性を与

え、遺伝的距離の挙動を確率過程として捉えることが可能である。これに拡散

近似を適用することにより、遺伝的距離の定常分布を得た。また、種分化に至

ったと見なす遺伝的距離の閾値を設定することで、種分化に至るまでの平均待

ち時間を広範のパラメータについて得た。移入イベントが考慮されていない場

合とは異なり、時間に伴って遺伝的距離が比例増加せずに飽和するため、生殖

隔離までの閾値が大きいと種分化には至らない。そこで定常分布のパラメータ

依存性及び設定閾値の妥当性、近似の適用範囲を検討した。さらに、定常分布

と平均待ち時間については、近似前のシミュレーションから得られる結果と解

析解の比較を行った。一般に、地理的に分断されたばかりの同種集団について、

異所的種分化が生じるまでの平均待ち時間は、移入と遺伝的浮動により特徴づ

けられる現象として定式化される。 
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修士論文

配偶なわばりをもつ魚類の多種共存のモデル

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　飯野理美

研究背景と目的

アフリカのタンガニイカ湖のPetrochromis属の
シクリッドの大部分は単細胞の藻を食べ，浅い岩
場に生息している．水深 2∼5mに生息しているP.
polyodon，P. famula，P. trewavasaeの同属三種
の摂餌なわばりはモザイク模様に入り乱れて分布
している．これらの種は各個体ごとに摂餌場所を
守る摂餌なわばりを持ち，また三種のオスはメス
に求愛する配偶なわばりをもっている．同属個体
間で摂餌なわばりは重なることはなく，摂餌なわ
ばり内に侵入してきた同種と同属が追い出される．
配偶なわばりは摂餌なわばりの外側にあり，配偶
なわばりに侵入してきた同種オスのみを追い出す．
配偶なわばりがあるために同種オス同士の摂餌な
わばりは離れて分布しており，同種オス同士の摂
餌なわばりの間に同種オス以外の種が摂餌なわば
りをもつことにより，配偶なわばりは多種共存を
促進すると考えられている．

モデルと結果

本研究ではオスが配偶なわばりをもつことが多
種共存を促進するのかどうかを静的モデルと動的
モデルによって検証した．静的モデルでは個体ご
とに種と全長から摂餌なわばり半径を決め，種と

関係なく全長の大きな個体からなわばりを確保で
きるとした．摂餌なわばりが重複しないように，
重なったら一度だけずらすようにしている．静的
モデルでは時間変化を考えていないが，動的モデ
ルでは死亡，成長，繁殖という時間変化を考える．
死亡，成長，繁殖はなわばりの大きさと全長から
決める．またオスの割合のメスあたりの稚魚の数
への影響を考えた．なわばりが重なった場合は，重
なった場所の支配力が最大の個体がその場所を獲
得するようにし，なわばりを分割するようにした．
この二つのモデルのそれぞれで P. polyodon，P.
famula，P. trewavasae のオスの配偶なわばり半
径を変え，それぞれの個体数の割合を調べた．
静的モデルでは，配偶なわばりは P. polyodon

と P. trewavasae との共存を促進したが，P. fa-
mula オスとの共存を促進しなかった．動的モデ
ルではオスの稚魚への影響がないとき，配偶なわ
ばりは P. polyodon と P. famula オスとの共存を
促進したが，P. trewavasae との共存は促進しな
かった．オスの割合の稚魚の数への影響があると
き，P. polyodon，P. famulaオス，P. trewavasae
の三種が共存できるようになった．配偶なわばり
は二種との共存を促進するが，三種の共存のため
には配偶なわばりに加えてオスの稚魚への影響も
重要であることがわかった．

(a) (b)

図 : シミュレーションによる摂餌なわばり分布図．青 : P. polyodon オス，緑 : P. polyodon メス，赤 :
P. famula オス，黒 : P. trewavasae オス，紫 : P. trewavasae メス．(a)静的モデル．(b)動的モデル．
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修士論文 

 

生活史段階に依存した正および負の局所的相互作用と種の共存 

 

池川 雄亮 

大阪府立大学 理学系研究科 生物科学専攻 

【緒言】 

生物多様性や群集構造を決定する要因として、競争や捕食など負の相互作用の重要性は広

く認識されている。しかし、ある個体が同種および他種の別個体に利益を与える正の相互

作用は、負の相互作用と同様に様々な生態系において普遍的に存在するにもかかわらず、

群集構造との関係に焦点を当てた研究は不十分である。正の相互作用のうち、異なる種に

属する個体が互いに利益を与えあう相利や、周りの環境を部分的に改変することによって

他種の存続を容易にするニッチ構築などは比較的よく研究されてきたが、もう 1 つの正の

相互作用である facilitation の研究は遅れている。 

facilitation は、固着性生物が周りの環境から受けるストレスを緩和し、同種または他種

他個体の定着、生育、繁殖を助ける現象であり、主に高山帯、乾燥地帯などの厳しい環境

下で普遍的にみられる。特に厳しい環境下においては、facilitation なしではほとんどもし

くは全く存続できないような種も存在する。以上より、facilitation も、相利やニッチ構築

などと同様に、群集構造や生物多様性に大きな影響を与えていると考えられている。 

しかし、生物の種間関係は生活史段階によって変わることがあり、幼少期には他個体の

手助けを受けていた個体が、成長と共に手助けした個体を抑制することも珍しくない。実

際に、実証研究においては、facilitation される側が成長すると、facilitation する側の適応

度を抑制する負の相互作用が出現することが知られている。例えば、乾燥地帯に生息する

サボテン Cereus giganteus の実生はマメ科低木 Cercidium microphyllum から

facilitation を受けているが、成長するとマメ科低木の死亡率を増加させる。一方、

facilitation に関する理論研究の多くは、facilitation する側からされる側への一方向的な正

の相互作用に注目しており、双方向的な相互作用を明示的に考慮したモデルは数少ない。

facilitation を受けた個体が成長して facilitation を与えた個体を抑制すると、facilitation

の効果が減少し、種の存続が不可能になるかもしれない。そこで本研究では、格子モデル

を用いて、植物 2 種からなる群集動態における、facilitation を含んだ双方向的な相互作用

が群集構造に与える影響を調べた。 

【モデルと解析】 

2 次元正方格子空間に生息する 2 種の植物種 A, 種 B を考える。それぞれの種は 2 つの生

活史段階 ( 成体、実生 )をもち、成体が散布した種子から実生が生まれ成長して成体にな

る生活環をもつと仮定する。各格子点を占めることができる成体は種 A または種 B の成体

11



いずれか 1 個体に限られ、どちらの成体にも占められない格子点もある。実生は成体に占

められていない格子点に種にかかわらず何個体でも存在できるとする。それぞれの種の成

体は固有の種子生産数をもつが、種 A の成体は、近傍格子点上に種 B の成体がいる場合、

種 B の成体からの抑制 ( 負の相互作用 )を受けて、種子生産数が減少すると仮定する。成

体が生産した種子は一部が空間全体にランダムに散布され ( 大域分散 )、残りが成体の近

傍格子点のみに散布される ( 局所分散 )。成体が既に占めている格子点に散布された種子

は全て死亡し、空の格子点に散布された種子は全て発芽して実生になる。1 つの格子点で成

体になる実生は 1 個体なので、同じ格子点内の実生は格子点をめぐって競争する。それぞ

れの種の実生は固有の定着力をもつが、種 B の実生は、近傍格子点上に種 A の成体がいる

場合、種 A の成体からの facilitation の効果によって定着力が増加すると仮定する。どちら

の種の実生が格子点を占めるか、または格子点が空のままかは、それぞれの種の実生の定

着力と格子点内の実生数に依存して確率的に決定されるとする。成体には一定の死亡率が

はたらくとするが、種 A の成体は、近傍格子点上に種 B の成体がいる場合、種 B の成体か

らの抑制を受けて、死亡率が増加する。 

以上のモデルを解析し、種 B が種 A を抑制しない場合と、種子生産数を抑制する場合、

死亡率を増加させる場合を比べて、facilitation を含む 2 種間の双方向的な相互作用が 2 種

系の動態に与える影響を調べた。 

【結果と考察】 

facilitation を受ける種 B が与える種 A を抑制しない ( 一方向的な相互作用 )場合、環境

条件が悪い ( 成体の死亡率が大きいまたは実生の定着力が小さい )とき、facilitation の効

果によって、種 B の存続が可能になった。一方、環境が良い ( 成体の死亡率が小さいまた

は実生の定着力が大きい )とき、種 A がいち早く分布を広げて空き地を減らすために種 B

を排除した。これらの結果は、環境が悪いときに facilitation が卓越し、環境が良いときに

競争が卓越すると予測するストレス勾配仮説 ( Bertness & Callaway 1994 )に合致する。

この傾向は、それぞれの種の初期密度には依存しなかった。 

一方 facilitation に加えて種 B が種 A を抑制する場合、環境の良さを示すパラメータ ( 死

亡率または実生の定着力 )およびそれぞれの種の初期密度に依存して、環境がよいときの 2

種系の様相は抑制がないときとは大きく異なることがあった。すなわち、実生の定着力が

大きく種 A が多い初期密度では、抑制がない場合と定性的に同様の結果であったが、種 B

が多い初期密度では、環境が良いときに種 B が抑制の効果によって種 A を排除した。つま

り、初期密度に依存して、環境が良いときに優占する種が変化する多重安定性を示した。

その一方、環境が悪いときの 2 種系の様相は、初期密度に関わらず抑制がない場合とほと

んど変わらず、両方の種の存続が保たれた。 

以上より、facilitation を含む双方向的な相互作用を考慮することによって、一方向的な相

互作用のみを考慮する場合とは異なり、環境の良さと初期密度に依存して群集の様相が大

きく変化することが示唆された。 
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修士論文 

植物における個体間の協同効果を伴う対被食防衛の進化動態 

Evolutionary dynamics of anti-herbivore defense level 

in plants under the associational effect 
 

伊藤 公一 

京都大学 生態学研究センター 

 

1. 背景 

動物のように移動によって捕食回避がで

きない陸上植物にとって、対植食者防衛は適

応度に関わる極めて重要な形質である。適応

淘汰の理論に基づけば、植物の防衛レベルは、

防衛のコストと利益の差が最大となるよう

な、唯一つの単型な防衛レベルとなる事が期

待される。しかし、野外研究では同一個体群

内でも防衛レベルに多型が存在する例が報

告されている。そのような防衛レベルの多型

を説明するために、本研究では協同効果

(Associational Effect)と呼ばれる植物個体

間で働く防衛の相互作用に注目した。植物個

体上で増殖し、周辺固体に伝播する植食者に

対する防衛や、植食者の天敵を誘引するよう

な物質を放出する間接防衛では、ある個体の

防衛が周辺の個体の適応度に影響を及ぼす

場合があることが知られている。このような

状況下では、ある個体の適応度は周囲の個体

の防衛レベルの影響を受けるため、ゲーム理

論に基づいて捉える必要がある。 

ゲーム理論を用いた先行研究では、協同

効果の存在下では複数の防衛レベルの共存

が可能となる事が示されている。しかし、防

衛レベルが多型となる進化過程については

十分研究されてこなかった。本研究では、適

応ダイナミクスの手法を用いることで、ゲー

ム的な状況下における防衛レベルの進化動

態を解析した。 

 

2. モデル 

防衛が無い場合、食害による植物の適応

度が h減少する場合を考える。個々の個体は、

防衛に xだけ投資することによって、食害量

を  xf 倍（ただし、  xf は 1 以下の減少関

数）にできるとする。また、防衛への投資量

が ix の周辺個体から受ける協同効果によっ

ても食害量は  p

ixf 倍になるとする。 p は協

同効果の強さを示す。最終的な防衛の効果は、

それぞれの個体の防衛の効果の掛け合わせ

によって決まるとすると、周辺に防衛への投

資量がそれぞれ nxx 1 の n 個体がいる場合、

適応度は以下のように記述できる。 

       xxfxhfxxx
n

i

p

in  1| 1  

ただし、基本となる適応度は 1、防衛のコス
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トは投資量に比例するとしている。 

解析の結果、以下の事を解析的に明らか

にした。 

（1）協同効果がある程度強ければ進化の

過程で分岐によって、防衛レベルの二

型が生じうる(図 1、図 2)。 

（2）分岐後の防衛レベルの進化動態は

 xf の形状にのみ依存し、被食圧 h や

協同効果の強さ p の影響を受けない。 

（3）三型以上の多型は分岐によって生じ

えない。 

次に、多型を促進する事が理論的に予測さ

れている、空間構造、被食圧等の環境条件の

変動、有性生殖を考慮したモデルについて、

個体ベースモデルを用いてシミュレーショ

ンを行った。結果、低い分散能力や有性生殖

が存在する場合は、二型より単型が進化しや

すい傾向がみられたが、いずれの場合も防衛

レベルに多型は進化しない事が明らかとな

った。 

 

3. 考察 

本研究の結果は、野外における植物の防

衛レベルにおいて二型が生じるメカニズム

として、協同効果が考えられる事を示唆して

いる。この結果は、種内における防衛の二型

だけでなく、モデルを拡張することで植物群

集内における種間での防衛レベルの二型も

説明可能かもしれない。 

一方で、複数の野外研究では、防衛レベ

ルに連続的な多型が存在する例が報告され

ている。これらの説明のためには、更なる要

素の影響を検討する必要があるだろう。

 

 

図 2 協同効果が大きいと二型が出現する 

横軸に被食圧、縦軸に協同効果の強さをとった

時の、解析による結果の一例。白色は防衛が進

化しない領域、薄灰色、濃灰色はそれぞれ単型、

二型の防衛レベルが進化する領域、黒色は絶滅

する領域を示している。

。 

図 1 シミュレーションの一例 

協同効果の強さが異なる場合における、シミュレーシ

ョンの結果の一例。横軸が時間、縦軸が防衛レベルを

示している。  の値は、それぞれ(a)0.0、(b)0.14、

(c) 0.26。 は図 1と同じ。 。 
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（修士論文） 

ユリカモメの群れ運動の解析 

大阪府立大学大学院 工学研究科 数理工学分野  右衛門佐 誠 

 

自然界の中で、魚や鳥、昆虫、ヒトも含め

動物には、群れを形成し集団的に行動するも

のがいる。群れの運動は、種類や個体数、環

境条件によって多様である。これらの多彩な

振舞いを「アクティブマター」すなわち能動

的な素子の集団運動としてとらえ、数理物理

的な観点から記述しようという一連の研究が

最近盛んになりつつある。 

その中でも、鳥の群れは、マガンのＶ字型

編隊やムクドリの複雑な運動など様々な集団

挙動を示す。これらに対し従来の研究は数理

モデルのみを用いたものが多かったが、近年

の実測機器の性能の向上により、実測データ

をもとにした研究も行われるようになってき

た。実測データの取得方法には、ステレオカ

メラを用いる方法や、GPS 装置を各個体に装

着する方法などが知られている。GPS 装置を

用いると実測対象となる個体が限定されるが、

ステレオカメラでは限定されることはない。

しかし、ステレオカメラでは撮影する画角が

限定され、また、あまりに距離が離れると撮

影ができないなど、それぞれに長所・短所が

ある。 

本研究では、早川（東北大学）が開発した

ステレオカメラシステムを用いて、ユリカモ

メの群れの動画データから各個体の３次元位

置座標を再構築し、その時系列の解析を行っ

た。このシステムは可動式であり、これまで

限定的であった画角の自由度を上げることに

成功したものである。ユリカモメはその振る

舞いが、先行研究で報告されているものと定

性的に異なると考えられる。例えば、各個体

の位置はマガンほど定常的ではなく、しかし、

ムクドリほど流動的でもない。また、ユリカ

モメの羽ばたきの振動数は 3～4 Hz 程度とム

クドリに比べて小さく、測定距離は 20～100 

m と小さいので、詳細なデータが得られやす

い。データを解析した結果、これまでのステ

レオカメラを用いた研究では時間的もしくは

空間的な解像度の限界から困難であった羽ば

たきによる振動をとらえ、数値化することに

成功した。さらには、近距離のデータに関し

て、羽ばたきによる速度の振動成分v の 3 次

元的な解析が可能になった。図１は群れの中

のある１羽の個体の速度の振動の様子を、運

動方向を基準にした座標系で表したものであ

る。その個体の平均的な移動方向を、に垂

直な平面内で鉛直成分がの方向を、最大の

方向をとしている。図からもわかるように、

振動は直線的なものである。群れの中の他の

個体の振動成分の方向を調べると、群れ全体

で揃っていることが明らかになった。また、

２羽の間でこの振動から決まる位相の引き込

み現象と思われるものもある（図２）。群れの

個体数の増加にともなって、羽ばたきの振動

数と平均移動速度が増加することも判明した。

(ａ) 正面図 (ｂ) 側面図 

図１: 速度の振動成分の３次元的構造． 

図２: ２羽で飛行している個体間の位相の
引き込み現象．それぞれ振動成分の鉛直成
分の時系列を示している． 
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（修士論文） 

海洋保護区導入の理論的研究 

高科直 九州大学 システム生命科学府 

 

1. はじめに 

 一昨年開催された COP10において「2020年までに世界海域の 10％に海洋保

護区を導入する」という国際的合意がなされた通り，新たな漁業資源管理手法

として，海洋保護区の導入が注目を集めている。海洋保護区の導入は，不意の

乱獲や，環境の不確実性に対して緩衝作用を持つという点において，従来の管

理様式よりも優れている。しかし一方では，保護区の導入が生態系に与えるイ

ンパクトの詳細な理解は未だ不十分である。このような状況下で，保護区の導

入が常に効果的であると言えるのであろうか。事実，今日までに世界各地で，

海洋保護区の導入に伴い，ある種の（特に被食者の）個体数が減少したという

例が報告されている (Sala, 1996)。本研究では，個体群動態の記述に有用である
数理モデルを用いて，保護区導入が個体群サイズに与えるインパクト，特に保

護区が予期せぬ個体数の減少を引き起こす現象について解析した。更に，効果

的な保護区の導入を目指すために，どのような海洋保護区を導入すべきか，と

いう事を議論する。 
 
2. モデルの概要と結果  
 本研究において，保護区の効果を図る指標として，被食者と捕食者の個体数

を用いた。海洋保護区導入後の個体数の変化を記述するため，2パッチ・被食者

̶捕食者モデル（図 1）を用い，海洋保護区導入後の平衡個体数の変化を解析し

た。 

MPA
R

Fishing ground    
1 R

Predator: y1

Prey: x1

Predator: y2

Prey: x2

Fish Migration:
• Random 
• Adaptive 
• Density-dependent

Alternative prey

Fishing:
• Five fishing regimes 

Alternative prey
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図 1：モデルの概略図 

保護区が個体群動態に与える変化は，種に大きく依存し，特に被食者は，海洋

保護区の導入とともに，その個体数を減少させる場合があるということが分か

った（図 2）。これは，漁獲圧の減少に伴い捕食者が増加した結果，trophic cascade 
(Pinnegar et al. 2000)が引き起こされたと考えられる。 

 

図 2：平衡個体数の変化 

 更にこのような trophic cascadeが起こりうるかは，どの種を海洋保護区内で保

護対象とするかに依存することが分かった。海洋保護区内で保護する種が，被

食者のみであるとき，trophic cascadeは生じず，両種の個体数増加が見込まれる
が，保護する種が捕食者のみであるときには trophic cascadeが生じ，被食者個体

数が保護区の導入とともに減少してしまう事が分かった。 
 

3. 結論  
本研究では，数理モデルを用いて海洋保護区の導入が個体群に与える影響を評

価した。海洋保護区の導入が，時として意図せぬ個体数の減少を引き起こす，

という事を明らかにした。また，海洋保護区が個体数に与えるインパクトは種

に依存し，更には何を保護対象種とするかによっても，個体数の増減が変わる

ことが分かった。これらの結果は，海洋保護区の導入は，これまで推奨されて

きたような「大きな保護区の導入を」という議論に一石を投じるものであり，

複数種にわたる個体群動態追跡の必要性を示唆するものである。今後の発展と

して，より広範な食物網にわたる個体数のダイナミクスを考えた場合，増減す

る種には，何らかの規則があるのかを明らかにする必要があるだろう。 
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修士論文要旨 

腹足類殻形態への理論形態学的アプローチ 

野下浩司 

九州大学大学院 システム生命科学府 数理生物学研究室 

noshita@bio-math10.biology.kyushu-u.ac.jp 

 

 生物の形態は物理的制約から逃れることは

できない．腹足類の多くは炭酸カルシウムの殻

をつくることで捕食者や乾燥など外部環境か

らの擾乱を防いでいるが，殻をもつために姿勢

は不安定になり，殻をつくる材料も必要になる．

殻をもつために生じる制限要因を評価するこ

とで腹足類の殻形態の多様性を理解しようと

する試みもあるが，そうした研究は単一の制限

要因を特定の生息環境で考えるものであった

（Heath, Biol. J. Linn. Soc, 1985; Stone, Mar. Biol, 1999; 

Okajima& Chiba, Evolution, 2009）． 

 本研究では“姿勢の安定性”と“殻形成効率”

という殻の２つの物理的特性から腹足類全般

の殻形態の多様性をどの程度説明できるかを

見積もるため形態空間解析をおこなった．「形

態空間」とは，ある“かたち”を特徴づける幾

つかの形質値の組み合わせの集合で，各形質値

を軸にとれば特定の“かたち”を座標づけるこ

とができる．特に生物の成長や形作り，または

幾何学的パタンを模倣した形態モデルに基づ

く形態空間には，形態モデルによって描かれう

る“かたち”が現実に存在するかどうかに関わ

らず含まれる．それゆえ，あり得る／あり得た

生物のかたちを議論することができる． 

方法 

1. 形態空間解析 

 腹足類の殻は管状の螺環がその径を増しな

がら巻軸周りにらせん状に成長することでつ

くられる．そこで螺環拡大率（W），転移率（殻

の高さ；T），巻軸からの相対的な距離（臍の広

さ；D），垂直方向の殻口の傾き（Δ），水平方

向の殻口の傾き（Γ）の５つのパタメータに従

い，母曲線と呼ばれる円を巻軸周りに回転させ，

その軌跡により殻形態を描く Raup モデルを

用いた（Raup, Science,1962）． 

 腹足類の殻形態を制約している主要因と考

えられる姿勢の安定性と殻形成効率の優劣を

形態空間上で見積もった“適応地形”を理論的

に求めた．姿勢の安定性は力のモーメントから，

殻形成効率は殻と軟体部の比率から，それぞれ

求めた．これを標本の計測結果と比較すること

で２つの物理的特性が，腹足類殻形態の形態的

多様性の制約となっている程度を見積もった． 

 
図 1. 腹足類の殻の理論形態モデル 
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2. 試料 

 東京大学総合研究博物館，静岡県自然史博物

館ネットワーク，信州大学，静岡大学，Bishop 

Museum 所蔵の腹足類 100 科 285 属 383

種，計 414 標本（うち，陸生 116 標本，淡

水生 30標本，海生 268 標本）をデジタルカ

メラで撮影しコンピュータ上で形態パラメー

タを測定した．  

結果 

1. 姿勢の安定性と殻形成効率のトレード

オフが形態的制約を与える 

 殼が低く臍が狭いコンパクトな殻ほど安定

性が高く，逆に殼が高く臍が広い，わずかに螺

環が重なる殻ほど形成効率が良い．そのため腹

足類殻形態の殻の高さと臍の大きさは，姿勢の

安定性と殻形成効率の間のトレードオフによ

り制約されていることが理論形態解析の結果

明らかになった． 

 実際に測定した標本の多くは姿勢の安定性

と殻形成効率のどちらかが極端に悪くなる領

域には分布せず，両機能をともに満たす領域に

分布していた． 

2. 陸生種は海生種より形態的制約が強い 

 姿勢の安定性と殻形成効率を生息環境間で

比較したところ，陸生種が海生種に比べ，より

安定で形成効率の良い殻形態をもつことが認

められた．海生種は浮力の影響を受けるため姿

勢の安定性をあまり気にする必要がなく，陸生

種では殻の材料である炭酸カルシウムを得る

ことが難しいという生息環境の差異を反映し

ていると考えられる．すなわち，陸生腹足類は

海生種に比べ姿勢の安定性と形成効率から強

い形態的制約を受けていることが示唆される．

この結果は，海生種において殻形態の多様性が

高い，殻が厚いという事実と調和的である． 

 

3. 殻口の傾きにより姿勢の安定性と殻形

成効率はともに改善される 

 殻口が巻軸に対しある程度下を向き，かつあ

る程度外を向くとき，姿勢の安定性と殻形成効

率は両方とも改善される．これは重心を接地面

に近づけられるため姿勢の安定性が良く，外唇

付近の殻をつくる必要がなくなるため殻形成

効率が良くなるからである．こうした殻口の傾

きは以前の螺環に接する殻口 “tangential 

aperture”として知られ，腹足類に広く認められ

る規則性と一致する（Linsley, Paleobiology, 1977）． 

 

 
A. 殻口の傾きがない殻形態 

B. “tangential aperture”をもつ殻形態 

 
図 3. 機能的トレードオフ．安定性を増せば，形

成効率は落ちる．観察された標本は両機能をあ

る程度満たす領域に集中している． 
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修士論文 

日本人の名前のサイズ頻度分布 
 

大阪府立大学大学院工学研究科電子・数物系専攻 
 

早川	 良 
 

日本には姓が多様にある。その数は
30 万とも言われている。姓は名字や苗
字、氏とも称されるが、本論文では統
一して”姓 ”と呼ぶことにする。それに
対し、名前を”名 ”と呼ぶことにする。
中国では 1000～ 2000 種、韓国では約
200 種の姓があると言われている。そ
れに対し日本の姓はその種類が著しく
多い。よってありふれたもの (多出 ) も
あれば珍しいもの (希少 ) も存在するの
で、その頻度にはばらつきがあると予
想される。では、そのばらつきに統計
的特徴は見られるだろうか。ばらつき
に影響を与える原因は主に、誕生時に
決定される姓と名の発生、女性であれ
ば婚約時の姓の変更、死亡による姓・
名の減少の 3 つであると考えられる。
婚約時の姓の変更に関しては、婿養子
制などにより男性の姓が変更されるよ
うな例もあるが、97 ％の嫁が夫の姓に
変更しているようである。これらのこ
とについて、もう少し考えてみよう。
まず、誕生時の姓の決定についてだが、
これは父親の姓をそのまま受け継ぐの
が原則になる。婚約時の女性の姓の変
更については、婚約した男性の姓にか
わるという単純な過程である。これに
対し、名は少々複雑であるように思わ
れる。第一に、姓の数は有限であると
考えられるが、名は無限に考えられる
という点。次に、名がどうのように決
まるのかという点は複雑なメカニズム
が働いていると考えられる。このよう
なメカニズムの結果として、現在の
姓・名が多出性や希少性を決定してい
るわけであるが、その分布はど言う言

った統計的特徴を示すだろうか。  
幾つかの国で、姓のサイズｓとその

頻度ｎ（ｓ）がべき則 n(s)∝s-γをなす
ことが知られている。これに対し、我々
は名のサイズ頻度分布を解析するため
に、研究開発支援総合ディレクトリ
(ReaD)及び、電話帳データより姓及び
名のデータを取得した。その結果、姓
だけでなく、名についてもべき則が観
測された。  

図 1.姓と名のサイズ頻度分布 (ReaD) 
 

また、名付け過程について Yule 過程
を取り入れたモデルを構築することで、
どういったメカニズムがべき則を成り
立たせるかということを調べた。ここ
でパラメータとして新名発生確率α・
流行反映度β、排重過程などを設定し
た。その結果、名の希少領域に対する
べき則が再現できた。その値によりべ
きの指数を変化させることに成功した。 
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電気通信大学　修士論文

聴覚皮質における音情報統合の神経機構
原　悠輔

電気通信大学院　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

　聴覚による外界の認識は,生物にとって非常に重要な

機能の一つである．我々人間も,コミュニケーションの手

段の一つとして聴覚を用いて自然環境に適応している．

　聴覚による認識を明らかにするために,神経生理学,
解剖学,心理学,行動学的な研究が行なわれてきた．し

かし,聴覚は視覚に関する研究に比べて,まだ明らかに

されていない点が多い．特に高次中枢での情報処理

については,あまり研究が進んでおらず,その知見も少

ない．

　本研究では,聴覚野における音情報処理の神経機構

を明らかにするために聴覚系のニューラルネットワーク

モデルを作成した．それを用いて,時間的に変化する

音声パターンの情報がどのように表現され,まとまった

音情報として表現されているかについてその神経メカ

ニズムを調べた．

2.モデル

　本研究では,音の階層的処理について以下のような

モデルを提案する．鼓膜から聴覚経路を上行する音情

報は一次聴覚野(A1)で時空間パターンに変換される．

そのパターンから音素やその相関についての特徴を

抽出し,似た音同士は近くのニューロンがコードするよう

にクラスター化する．さらにその上位層で,それらの特徴

を動的に結びつけ,アトラクタによってひとまとまりの音

を表現する．これらの機能を３つの層によって階層的に

処理するニューラルネットワークモデルを作成する．

　Fig.1　モデル概要図

　モデルは,Fig.1 に示すように,三層構造をしている．各

層は二次元ネットワーク構造をとっている．一次聴覚野

(A1)は Yamaguchi et al.のモデル[1]に基づいている. 
FD 層(feature-detective layer)では A1 での時空間パ

ターンを短い時間毎に平均化し,そのスナップショットに

対して SOM を用いて,特徴抽出細胞を形成する．それ

らは音素や音素間の重なりの情報を表す．FB 層

(feature-binding layer)では,FD 層での音素の特徴を動

的に結びつけ,アトラクタによって表現する．アトラクタの

形成は STDP 学習によって相関をつけながら学習する．

それによって,音素や音素間の特徴の時空間的な結び

つけを行なう．

3.結果

　音刺激として, 二つの単語”abc”と”cba”を用

い,/a/,/b/,/c/の主音素を順に入力した．この音素間には

音素の重なり /ab/,/bc/,/ca/,/cb/,/ba/,/ac/をもつ．主音素

と重なりの入力期間は,それぞれ 200ms と 30ms である．

　Fig.2 は音刺激に対する一次聴覚野の活動パターン

である．活性化したユニットは周波数帯に沿って伝播し

た．この結果は Taniguchi et al. の一次聴覚野による光

学測定結果[1]と一致している．

Fig.2　一次聴聴覚野の神経活動

　学習後に音声刺激を与えたときの FD ニューロンの

発火の様子を Fig.3 に示した．ここでは一次聴覚野で

変換された時空間パターンを短い時間(10ms)毎に FD
で特徴を抽出して,各々の音素ごとにクラスター化した．

図は,二次元の FD ネットワークを表している．Chang ら

は,二次聴覚野で単語の特徴を表現するニューロンが

クラスター化していることを報告しいる[2]．Fig.3 の結果
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は,この実験的報告に一致している．

Fig.3　FD で作られた特徴抽出細胞の分布

　FB 層では一次聴覚野に語句”abc”と”cba”に対応す

る入力を与え,同時に FB 層の対応するアトラクタの

ニューロンにも入力を与えた．これにより,FB 層では

STDP 学習で,また FB-FD 層間は Hebb 則によりシナプ

スの学習を行なった．

Fig.4　想起時の FB 層の状態遷移図

　Fig.4 に FB ネットワークの状態遷移図を示す．各語

句に対する刺激に対応するアトラクタに落ち着いてい

ることが分かる．また,刺激の入力時にはアトラクタ間に

単語に対応した音素の時間的順番が生じている．想起

信号を切った状態（BG;バックグラウンド）は全てのアト

ラクタ間を遍歴している．また入力を切った後は,BG に

戻る．

　Fig.4 は学習時の各アトラクタのニューロンペアのシナ

プス変化である．アトラクタの時間的順番は,STDP 学習

によって生じる．単語”abc”,”cba”において時間的相関

のあるアトラクタ AB→B, A→AB に対応するシナプス

の重みは増加し,一方,相関のない AB→A, A→BA に

対応するシナプスの重みは減少している．これによって

アトラクタ間の時間的相関が形成される．　

Fig.5　FB のアトラクタ間の学習曲線　

　現実の音声は話す人によって個人差があり,周波数も

音圧も様々である．しかし,我々はそのような個人差の

ある音声を一つの言葉として認識できている．本研究

で用いたモデルでは,FD において様々な音素の特徴

をクラスター化している．さらに,FB においても動的アト

ラクタを用いてそれらの特徴を時間的な順番でアトラク

タとしているため,個人差によって生じるある程度の周

波数や音圧の変動に対しても頑強な応答が生じる．

4.結論

　本研究では,一次聴覚野に生じる刺激音の時空間的

な発火パターンから音の特徴を階層的に処理するモ

デルを提案した．一次聴覚野で生じた時空間パターン

は FD 層で音素やその重なりとして特徴が抽出され,さ
らに FB 層では動的アトラクタにまとめられることで,まと

まりの音として認識される．一次聴覚野とさらにその上

位核で音がどのように処理され認識されているかにつ

いては,まだ未解明な事が多い．しかし,本研究で提案

された音情報の階層的処理機構は,このような問題に

有用な知見をもたらすものと考えている．
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DYNAMICS OF VOCAL PROCESSING IN THE AUDITORY 
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修士論文

多感覚統合による味覚認識の神経機構
堀端 泰樹

電気通信大学　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

　味覚は動物にとって重要な感覚の一つである．動物が

ものを食べる際に，それが好ましい食物であるのか，そ

れとも危険な毒物であるのか，判断するのは味覚だから

である．味の情報は主に５つの基本味（塩味，酸味，甘

味，苦味，うま味）からできているということが知られ

ている．これらの味覚情報は味蕾に存在する味受容細胞

から後脳，視床を経て大脳皮質味覚野に到達し，そこで

さまざまな味の識別が行われると考えられている．また，

我々が日常経験するように，味覚は食物の色合い，匂い

に大きく左右される[1]．このように，味覚認識は味覚だ

けでなく嗅覚や視覚また過去の記憶と密接な関係があり，

多感覚の情報を統合することで真の味覚認識に至ると考

えられる．いわゆる”風味”という感覚になる．しかし

味情報がどのようにコーディングされ，また視覚，嗅覚

と統合され評価されるのかについては，まだはっきりと

しておらず，それに対してさまざまな議論がなされてい

る．

　そこで本研究では，味情報が多感覚情報とどのように

相互作用して決まるのか，また多感覚の情報が味認識に

どのような影響を与えているのかについて味認識のモデ

ルを提案する．

2．モデル[2]

　多感覚統合による味覚認識の神経メカニズム解明のた

め，味受容器から弧束核を経て 1 次味覚野(GC)に至る味

覚系のモデルを作成した(Fig.1)．

　また，味覚は視覚，嗅覚などの多感覚と同時に提示さ

れることが多く，それらの効果を考慮する必要がある．

そこで，1 次味覚野  において味刺激による入力と，多

感覚の影響である眼窩前頭皮質 (OFC 層) からの下行性の

入力 (フィードバック) を統合するモデルを構成した．こ

のモデルを用いて味の情報表現や OFC からのフィード

バックの効果について調べた．

Fig.1　モデルの概要

　本モデルは，味刺激は味細胞 (Receptor) で受容し，味

神経 (Peripheral nerve)を通じて弧束核 (NST) へと伝達さ

れ GC に至る．GC には，4 つの基本未に対して各領域が

存在し，身情報は，各領域内の主成分と他成分のアトラ

クタによって表現される．また，味刺激として主成分が

NaCl である混合味の味 A，味 B を味覚，視覚，嗅覚共に

与え GC 層 (3×10 neurons)での応答を検討した． 

　また GC ニューロン間のシナプスは時間遅れを加味し

た Hebb 則，OFC-GC 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．

　また，本研究室の先行研究[3]において，弧束核で味の

主成分とその他の成分をスパイクタイミングにより時間

的に分離しているという結果を報告した．この結果より，

NST から GC への入力は，味 A を入力した場合は主成分

である NaCl，味 A の他の成分 Other A (OA)の順で入力し

た．また味 B の場合も同様に NaCl，Other B (OB) の順で

入力した． 学習期間を 0-8000 (ms) とし，学習期間後の

無刺激状態のバックグラウンド期間(BG : 8000 – 

8500，9000 – 9500 ms)と，味 A を加えた入力期間(8500 – 

9000 ms)，味 B を加えた入力期間(9500 – 10000 ms)とした．

ネットワークの状態遷移を Fig.2 に示す．
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3．結果

　Fig.2　GC 層のネットワーク状態遷移図

　ネットワークの状態遷移を Fig.2 に示す．Fig.2 におい

て，味 A，味 B の刺激に対して，GCネットワークの状態

は，それぞれ主成分(NaCl)と他成分 OA，OB のアトラク

タ対に落ち着いている．これは，味 A，味 B の認識を表

現する．バックグラウンド期間は GC 層はノイズで刺激

されているため，アトラクタの形跡が現れている．

　また，味 A 認識時における GC 層のネットワーク状態

の詳細を検討した(Fig.3,)．

　Fig.3　味 A 認識時のネットワーク状態と頻度

　Fig.3 は味 A 入力期間時にとったネットワーク状態と頻

度の図である．DA，DNはネットワークの発火パターンと

NaCl，OA の学習パターンからのハミング距離を表す．

Fig.3 ではネットワーク状態の頻度が NaCl と OA の領域に

大きく広がっている．また味 B 入力時にも同様の応答が

確認できた．

　また味入力期間においてフィードバックを欠いた場合，

味 A と味 B の刺激に対して，そのアトラクタに落ち着く

頻度はかなり少ない．これは味認識が弱いと考えられる．

　次に学習時における OFC から GC へのフィードバック

効果を調べた．フィードバックを欠いた場合には，十分

な味認識には至らなかった．これより，学習時にフィー

ドバックがあると，GC の発火パターンが安定化し，GC

内の各アトラクタの安定性を促進すると考えられる．

　また，学習時にフィードバックがある場合とない場合

を比較しフィードバックの効果を調べた(Fig.4,Fig.5)．

Fig.4　学習時フィードバックが有る場合のシナプス荷重

Fig.5　学習時フィードバックが無い場合のシナプス荷重

　Fig.4，Fig.5 より学習時にフィードバックを欠くと GC

層内の結合が弱く，味入力時のニューロンの発火が減少

することより，認識における違いが現れる．

4．まとめ

　このモデルを用いて，以下のような結果を得た．味情

報は GC において，主成分と他成分のアトラクタ対に

よって表現される．OFC からのフィードバックは様々な

濃度の味刺激に対して，1 次味覚野ニューロンのゲイン

を増加し，頑強な味認識を実現する．また，フィード

バックは味の学習においても 1 次味覚野により安定な味

のアトラクタ形成に寄与する．これは，フィードバック

により 1 次味覚野の活動が上昇し，学習効率が上がるか

らである．

　本研究は，味の質や濃度の情報が１次味覚野でどのよ

うに表現されているか，他感覚の情報が味覚認識にどの

ように寄与しているのかについての神経メカニズムを探

る上での有用な知見を与えるものである．

参考文献
[1]　Spence, C. , Levitan,C.,  Shankar ,M. and Zampini,M.(2010)   
   “Does Food Color Influence Taste and Flavor Perception in Humans ?”, 
    Chem.Percept.,3: 68-84
[2]    Horibata, Y. and Kashimori, Y. (2011)
   “Neural mechanism of gustatory information processing in taste recognition”
     Neuroscience Research , 715 (Suppl) e356 
[3]     齋藤勇輝 (2008) 
     “後脳における味情報の時空間コーディング”

      電気通信大学大学院情報システム学研究科

　　　情報ネットワー専攻修士論文
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コウモリのエコーロケーションにおける標的検知の神経機構

武藤義孝

電気通信大学大学院　情報理工学研究科　先進理工学専攻

【序論】　
　動物や人間の感覚系は外部からの刺激を受動的に処理しているのではなく、環境の中で
必要な情報を能動的に処理している。その中に、「図と地」という概念がある。これは情
景や状況の全体を把握するとき用いられる概念で、実際に感覚認識には「図と地」の分離
が行われている。全体的な情景や場面の中には、知覚(認識)の焦点が合わされる「図」と、
知覚の焦点から外れて背景になる「地」とがあり、通常は「図の違い、図と地の境界線」
によって事物や状況の差異を知覚しているのである。「図と地」の研究は特に視覚の分野
で進んでいる。しかし聴覚にも同様に「図と地」の問題は出てくる。例えば、コウモリが
獲物からの信号音と背景の森からの信号をどのように分離しているのかが挙げられる。そ
こで我々はヒゲコウモリのエコーロケーションに注目する。エコーロケーションとは、コ
ウモリが自ら発したパルス音と標的から反射して戻ってくるエコー音を脳内で比較して、
標的の位置や相対速度、大きさを知ることである。

【問題】
　ヒゲコウモリの生理学実験により、聴覚経路の各々の細胞が最適周波数と最適音圧を
持っていること、聴覚系中枢部では音圧と周波数がマップ上に表現されることが示されて
いる。しかし、音圧情報と周波数情報を統合する神経機構は、まだよく分かっていない。
また、標的から反射して戻ってくるエコー音と、森の木々などの標的以外の背景からの信
号をどのように分離し、標的の有無を判断しているのかも明らかになっていない。本研究
では、コウモリが聴覚系における音報処理を通して、標的検知の神経機構を探る。

【モデルと結果】

Fig.1モデル
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　本研究では、これらの問題を解決するために、Fig.1のような大脳皮質聴覚野を含む聴覚
系モデルを作成した。モデルは音の周波数と音圧を処理する４つの層からなり、各層に
沿った階層的処理によって音情報処理が行われる。周波数情報は周波数マップに追って階
層的に処理される。一方音圧情報は興奮と抑制のバランスを利用して音圧マップ上の情報
に変換される、下丘ではこれらの情報が非線形的に統合される。DSCF野ではさらに反対
側の情報も統合し、標的の相対速度や大きさの情報を表現する。このモデルはいくつかの
実験結果を定性的に再現する。
　例えば、Fig.2ではCochleaとDSCF野の実験より得られた反応特性を再現している。
cochlea(Fig.2の上)では、音圧の上昇に応じて、発火確率が上昇するのに対して、DSCF野
(Fig.2の下)のそれぞれの異なった細胞で、最適な音圧が存在することが確認された。

　また、背景信号と標的信号の分離に関しては、DSCF
野において、ICの出力に含まれる動的信号に敏感な領
域(ACエリア)と動的信号に関して鈍感な領域(DCエリ
ア)の混在した発火のパターンを確認した。ACエリア
では、背景信号のみの場合(Fig.3 左上)に比べ、標的の
羽ばたきに応じて発火パターンが変わっていることが
確認された(Fig.3右上)。そしてDCエリアにおいては
背景信号のみの場合と、標的信号を含めた混成信号の
場合においても、ほとんど発火パターンの違いは見ら
れなかった。よって ACエリアとDCエリアが存在する
ことにより、ヒゲコウモリは標的信号と背景信号を区
別していると考えられる。

Fig.2

Fig.3　ACエリアの反応(上)とDCエリアの反応(下)
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修士論文
温度依存的適応度を仮定した性決定に関する

量的遺伝モデル

山田翔一
北海道大学大学院　環境科学院　環境起学専攻

【背景】
温度依存性決定（Temperature-dependent sex determination: TSD）とは受精卵が分化する

過程でさらされる温度との相互作用によって、個体の性別が決まるような性決定様式のことで
ある。このような性決定システムは、爬虫類の中ではトカゲ類とカメ類の一部そしてワニ類の
すべてが持っており、さらに両生類や魚類の一部も持っている。周囲の温度によって性別が決
まるTSDは遺伝子性決定（Genetic sex determination: GSD）と比べて環境変動に対して、最
適性比の維持がしにくい点において脆弱であると考えられる。しかし、そのような性決定様式
が現在まで残っていということはその不利益を覆すような適応的意義が存在しているからであ
ると考えられ、仮説もいくつか存在している。その一つが『オスとメスの適応度が温度依存的
であるのなら、TSDはGSDより適応的である』という仮説である。
【モデルと目的】
本研究では、TSDを用いる生物の量的遺伝モデルを構築するために以下のような仮定をお

いた。(1) 個体の性別を決定する境界の温度（閾値温度）を量的形質とした。(2) 生息域の温
度分布を一様分布で与えた。(3) 子供のもつ閾値温度は (遺伝率 h2)×(mid-parent valueつま
り両親の閾値温度の平均値)+(1 − h2)× (親集団の閾値温度の平均値)を平均値とする正規分
布によって決定される (図１)。(4) 適応度＝生存率とし、オスの生存率は孵化温度に依存せ
ず、メスの生存率は孵化温度の上昇とともに高くなるとした（オス生存率= am、メス生存率

図 1: 子供の閾値温度の決まり方

= asT + af、ここで asはメス生存率の温度依存性、af は
メス生存率の切片、T は生息域の温度）。
それらの仮定によって構築された量的遺伝モデルを用

いて、生息域の温度分散（σ2
T）・遺伝率・メス生存率の温

度依存性が初期性比（産まれた直後の子供の性比）に及
ぼす影響と遺伝率とメス生存率の温度依存性が実効性比
（繁殖する際の性比）に及ぼす影響について調べた。さら
に、その結果を用いて、GSDが TSDへ進化する条件に
ついて推測を行った。
【結果】
量的遺伝モデルにある確率密度で初期分布を与えて計

算を行うと、世代が経過するごとに分布が変化していき、
平衡分布へ到達する。そして、その平衡分布の時点での初期性比と実効性比、つまり安定初期
性比と安定実効性比を求めた。温度依存的適応度の影響を調べるために、まず、温度依存的適
応度がないとき（メス生存率の温度依存性 = 0）の数値計算を遺伝率 = 1で行った（図２）。

1
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その結果、安定初期性比は生存率や生息域の温度分散によらず、常に 0.5になる。この結果は
フィッシャーの性比理論と一致が見られる。次にメス生存率の温度依存性＞ 0のときの数値計
算を遺伝率= 1と 0.5の両方で行った（図３、図４と図５）。図３より遺伝率= 1の場合、安定
初期性比は、生息域の温度分布が 0ではないときにメス生存率の温度依存性の増加とともにオ
スへ偏っていき、そして、メス生存率の温度依存性が 0ではないときに生息域の温度分布の増
加ともにオスへ偏っていくことが示された。図４より遺伝率= 0.5の場合、安定初期性比はメ
ス生存率の温度依存性の増加とともにメスへ偏っていき、その傾向は生息域の温度分散の影響
を受けないことが示された。図３と図４の比較により、生息域の温度分散とメス生存率の温度
依存性が安定初期性比へ与える影響は遺伝率の影響を受けることがわかった。そして、図５よ
り遺伝率= 1の場合、安定実効性比は生存率の温度依存性の増加とともにメスへ偏ることが示
された。
GSDと TSDが相互に進化してきたことはすでに系統学的研究によって確かめられている

(Ewert & Nelson, 1991)。この事実は、生存率の温度依存性が大きな影響を持つような状況で
はTSDへ進化し、そうでない状況ではGSDへ進化したことを暗示している。そして、生存率
の温度依存性が存在すれば、その影響は性比にも現れるのではないかと考えた。そこで、上記
の結果を用いてGSDがTSDへ進化する条件について考察した。図３より遺伝率が 1で生息域
の温度分散が小さいとき、安定初期性比はメス生存率の温度依存性つまり温度依存的適応度に
影響されない。このような条件下では、温度依存的適応度がTSDを用いる生物に対して影響を
及ぼさないということであり、そのためTSDよりGSDを用いることが有利になると考えられ
る。それゆえ、遺伝率= 1かつ生息域の温度分散が大きい、もしくは遺伝率 ̸= 1のような条件
においては、GSDよりTSDを用いることが有利であると考えられるので、そのような条件下
では、GSDを用いる生物はTSDを用いる生物へ進化することが可能になると考察される。

図 2: 温度依存的適応度= 0のときの
安定初期性比（h2 = 1）

図 3: 温度依存的適応度＞ 0のときの
安定初期性比（h2 = 1）

図 4: 温度依存的適応度＞ 0のときの
安定初期性比（h2 = 0.5）

図 5: 温度依存的適応度＞ 0のときの
安定実効性比（h2 = 1）

2
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蟻蟻蟻蟻のののの集団採餌行動集団採餌行動集団採餌行動集団採餌行動におけるにおけるにおけるにおける化学走性化学走性化学走性化学走性とととと渋滞渋滞渋滞渋滞    

大阪電気通信大学大学院 工学研究科 総合電子工学専攻 渡邊 大樹 

1111....    ははははじじじじめめめめにににに    

アリは集団で情報伝達を行うことによって生活秩序を保っているが、その情報伝達手段の一つはアリ

が体内から分泌するフェロモン（化学情報）によるものである。アリはフェロモンの濃度勾配に従って

移動する化学走性を持っており、餌を獲得すると地面上にフェロモンを分泌しながら帰巣し、フェロモ

ンを感知した他のアリを餌へ誘引する。フェロモンを辿ることによって餌を獲得した他のアリもフェロ

モンを分泌しながら帰巣し、この行動を繰り返し行うことによってフェロモンの濃度が強化され、トレ

イル（行列）を形成する。このように、フェロモンを介した情報伝達によって、効率良く餌を集めるこ

とができる[1]。 

化学情報による採餌行動モデルでは、中川らの研究により、フェロモンの濃度に対して感度の高い敏

感アリの集団のなかに、感度の低い鈍感アリを混入させることで、敏感アリのみの集団より採餌効率が

上がる組み合わせが存在することが明らかにされている [1]。しかし、アリは太陽などの光の角度（視覚

情報）によっておおよその巣穴の位置を把握しており、帰巣する際、化学情報と視覚情報を考慮して移

動する方位を決定していることが荻原らの研究によって明らかになった[2]。 

荻原らの研究を基に、化学情報に加えて新たに取り入れた視覚情報を組み合わせた採餌行動モデルを

構築した。このモデルおいて、敏感アリ・鈍感アリの個体数の比率、鈍感アリの感度、餌場の配置や供

給量によって採餌効率がどのように変化するのか、シミュレーションを行った。そして、得られた結果

を鈍感アリの混入と採餌効率の関係に着目して分析した。 

2222....    数理数理数理数理モデルモデルモデルモデルのののの概要概要概要概要    

2222.1.1.1.1 基本基本基本基本設定設定設定設定    

148×148 の周期境界で結ばれた 2 次元 3 角格子空間を用意し、空間内の中心に巣を置く。巣から 50

セル離れたセルに餌場を 2 箇所配置し、巣と餌場を結んだ相対角度をθによって 2 箇所の餌場の配置が

変化する。一定時間毎に 2 箇所の餌場に同時に一定量餌を供給する（図 1）。 

この 3 各格子空間内で蟻は行動する。アリを 500 匹用意し、各個体は「向き」「位置」「状態」の状態

量を持つ。ランダムに 1 個体が選ばれこれらの状態量を更新し、これを全個体数回（500 回）繰り返し

1step とする。このとき選ばれた個体は「状態」「位置」に関わらず、「向き」の方向から前方 3 セル（R

＝右、Ｆ＝前方、Ｌ=左）の内いずれか 1 セルを選択し 1 セル分移動し、移動した方向に「向き」を変化

させる（図 2）。移動したセルの状況、自身の「状態」に応じて行動を決定していく。 

2.22.22.22.2 アリアリアリアリのののの状態状態状態状態ととととフェロモンフェロモンフェロモンフェロモン    

初期状態ではアリを全個体巣に配置し、空間内のフェロモン濃度は 0 に設定する。巣から餌探索に向

かう「餌探索状態」のアリは、フェロモン濃度に依存した確率で前方 3 セルから 1 セル選択して移動す

る。餌場に接触すると餌を採取し、「帰巣状態（餌あり）」に変化する。餌を採取できずに一定時間経過

すると「帰巣状態（餌なし）」に変化する。 

「帰巣状態（餌あり）」のアリは前方 120°の視野（視覚情報）を持ち、視野内に巣が存在する場合は、

フェロモン濃度に依存した確率で移動し、視野内に巣が存在しない場合は、フェロモンの濃度に関わら

ず前方 3 セルの内、最も巣に距離が近いセルを選択して移動する。1 セル移動する毎にフェロモンを分泌
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し、分泌量に応じてフェロモン濃度が増すが、時間とともに蒸発・拡散する。巣に戻ると「餌探索状態」

に変化し、再び餌探索に向かう。 

「帰巣状態（餌なし）」のアリはフェロモンを分泌、感知しない。その他の移動規則は「帰巣状態（餌

あり）」と同様である。 

2.2.2.2.3333 シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション方法方法方法方法    

鈍感アリと敏感アリの個体数比 500:500－n（0≦n≦500）、鈍感アリの感度、相対角度θ、餌供給量を

コントロールパラメータとして変化させ、シミュレーションを行った。 

3. 3. 3. 3. 鈍感鈍感鈍感鈍感アリアリアリアリのののの混入混入混入混入とととと採採採採餌餌餌餌効率効率効率効率    

鈍感アリの混入と採餌効率（1step あたりに餌を巣に持ち帰ったアリ数）に着目して分析した結果、 

鈍感アリの混入によって採餌効率が上昇し、鈍感アリの効果として次の 2 点が明らかになった。 

・新しい餌場の発見 

片方の餌場に向けてトレイルを形成中、餌供給量が少なく餌が不足しやすい場合、採餌効率を上昇さ

せるためには、もう一方の餌場までのトレイルを形成する必要がある。敏感アリのみの集団は既存のト

レイルに忠実に従うが、鈍感アリを混入させることによって、もう一方の餌場を発見することができる

ため、採餌効率が上昇する。 

・トレイルの濃度と幅の安定 

片方の餌場に向けてトレイルを形成中、餌供給量が多く餌が不足しにくい場合、餌の運搬回数が多い

ほどトレイル濃度が高くなり、トレイルの幅が広くなる。すると、トレイル内で彷徨い続け、餌を採取

できずに帰巣するアリが増える。鈍感アリを混入させると、もう一方の餌場までのトレイルを形成する

ことができ、アリが 2 箇所の餌場までのトレイルに分散されるためトレイル濃度が安定し、採餌効率が

上昇する。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：2 次元 3 各格子空間             図 2：アリの「向き」に対する移動候補セル 
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Recently, in order to gain insight into the effect of past history, mathematical models with delays are pro-

posed in many literatures. It has been considered that the delay arises from various causes such as hatching

period, the feedback of intra- and inter-specific competition on the population and an incubation period

of diseases in a vector population. Such models have provided biologists, physicists, epidemiologists and

engineers as well as mathematicians with a large number of practical results and scientific discoveries. In the

present thesis, we investigate the stability of equilibria of differential and difference equations with delays.

In Chapter 1, we establish sufficient conditions under which Lotka-Volterra systems with delays are per-

manent. For a pure-delay-type cooperative system, Lu, Lu (2008) showed that their system is permanent

under the condition that the length of the delays is sufficiently small. Later, new sufficient conditions were

established by Nakata, Muroya (2010) for a non-autonomous two-species cooperative system to be perma-

nent. It is remarkable that their conditions are independent of the length of delays. In Section 1.1,

by applying functional techniques in Lu, Takeuchi (1994) and Wang, Ma (1991), we improve the results in

Nakata, Muroya (2010) for the following autonomous two-species cooperative system:

dx1(t)

dt
= x1(t)(r1 − a111x1(t− τ)− a211x1(t− 2τ) + a112x2(t− τ)),

dx2(t)

dt
= x2(t)(r2 + a021x1(t) + a121x1(t− τ)− a022x2(t)− a122x2(t− τ)), t > 0,

x1(θ) = ϕ1(θ) ≥ 0, −2τ ≤ θ ≤ 0, ϕ1(0) > 0, x2(θ) = ϕ2(θ) ≥ 0, −τ ≤ θ ≤ 0, ϕ2(0) > 0,

ϕ1 ∈ C([−2τ, 0],R+), ϕ2 ∈ C([−τ, 0],R+).

In Section 1.2, by applying techniques in Nakata, Muroya (2010), we establish the sufficient conditions of

the permanence of the generalized n-dimensional Lotka-Volterra system.

In Chapter 2, we investigate the stability conditions of an endemic equilibrium of delayed epidemic models.

To understand the observed epidemiological patterns and control disease spread, epidemic models have

played a crucial role since the pioneering works of Kermack and McKendrick (1927) concerning the spread

of bubonic plague in London in 1665-1666. One of the basic mathematical models in epidemiology is

called SIR (Susceptible-Infected-Recovered) epidemic model. Based on the model, for vector-borne diseases

such as measle and malaria, Beretta and Takeuchi (1995) introduced distributed delays and considered the

delay effect on global stability of equilibria of the system. Their model, which is given by the following

system of delay differential equations, has a disease-free equilibrium E0 corresponding to the extinction

of the disease and admits a unique endemic equilibrium E∗ (every component of E∗ is strictly positive)

when the basic reproduction number is greater than 1. Beretta and Takeuchi (1995) showed that E0 is

globally asymptotically stable if the basic reproduction number is less than 1 and E∗ is locally asymptotically

stable the basic reproduction number is greater than 1. However, they required that the size of time

delay should be small enough to show the global stability of the endemic equilibrium (see also Beretta,

Hara, Ma, Takeuchi (2001)). The global stability of E∗ for any delay remained unsolved for a long time.

For the problem, McCluskey (2009) introduced a Lyapunov functional and proved that E∗ is globally

asymptotically stable for any h > 0 when the basic reproduction number is greater than 1. On the other

hand, the SIR model is insufficient to characterize the disease transmission dynamics when incorporating

an immunity loss of the diseases. In this situation, recovered individual become susceptible again when the
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temporary immunity fades away and then, individual moves cyclically among three compartments. Such

a population dynamics is described by SIRS (Susceptible-Infected-Recovered-Susceptible) epidemic models

(see Mena-Lorcat and Hethcote (1992)). Recently, various SIRS epidemic models have been proposed in the

literature of epidemiology.

Chapter 2 consists 3 sections. Section 2.1 deals with the following delayed SIRS model with a class of

nonlinear incidence rates:

dS(t)

dt
= B − µS(t)− βS(t)

∫ h

0

f(τ)G(I(t− τ))dτ + δR(t),

dI(t)

dt
= βS(t)

∫ h

0

f(τ)G(I(t− τ))dτ − (µ+ γ)I(t),

dR(t)

dt
= γI(t)− (µ+ δ)R(t),

S(0) = ϕ1(0) > 0, I(θ) = ϕ2(θ), R(0) = ϕ3(0) > 0, ϕ2 ∈ C([−h, 0],R+), ϕ2(0) > 0.

There still remained unsolved problems whether or not the endemic equilibrium of the model is globally

asymptotically stable when the basic reproduction number is greater than 1 for any delay h. In this

thesis, by applying both Lyapunov functional techniques and the monotone iterative techniques,

we provide a partial answer to the open problems of the global stability of the endemic equilibrium. In

Subsection 2.1.3, we construct two Lyapunov functionals which are based on a functional in McCluskey

(2009) for a delayed SIR epidemic model. On calculating the derivative of the first Lyapunov functional

which is the same form in McCluskey (2009), we use the strict monotonicity of the incidence function G(I)

and I/G(I) on a reduced limit system. On calculating the derivetive of the second Lyapunov functional,

we use a quadratic term of the state variable R(t) and the total population. We establish that the endemic

equilibrium is globally stable for a small rate of the immunity loss δ. Applying the functional method,

the similar results have now been obtained for the model incorporating the assumption that the death rates

of susceptible, infective and recovered individuals are different from each other (see, for details, Enatsu,

Nakata, Muroya (2012)). In Subsection 2.1.4, by the monotone iterative techniques which improved the

ones in Xu, Ma (2009), we establish that the endemic equilibrium is globally stable for a large rate of

the immunity loss δ. Finally, combining these techniques, in Subsection 2.1.5, we investigate the global

stability of the endemic equilibrium for the model with a non-monotonic incidence rate G(I) = I
1+αI2 ,

α > 0 and some numerical simulations are provided to support our analytical conclusions. Section 2.2

deals with a delayed SIS (Susceptible-Infected-Susceptible) epidemic model with a nonlinear birth rate and

disease induced death rate. We determine the interval of disease induced death rate which ensures the global

stability of the endemic equilibrium. Section 2.3 deals with a delayed SIR epidemic model governed by the

logistic growth susceptible host individuals. Using a threshold parameter R0 characterized by a nonlinear

incidence function, we establish that the endemic equilibrium is locally asymptotically stable when the basic

reproduction number lies in an interval (1, R0] and it loses stability as the length of the delay increases past

a critical value when the basic reproduction number is greater than 1 and lies in an interval (R0,+∞). This

is an extension of stability results for the model with a bilinear incidence rate in Wang, Zhang, Jin. (2009).

In Chapter 3, we investigate the difference scheme which preserves the global stability of the endemic

equilibria of the corresponding continuous-time epidemic models. Chapter 3 consists 3 sections. Section

3.1 deals with difference equations which are derived from the continuous-time SIR epidemic model with

delays by applying a variation of backward Euler method. Section 3.2 deals with difference equations

which are derived from a continuous-time SIS epidemic model with immigration of the infective individuals by

applying the backward Euler method. Section 3.3 deals with difference equations which are derived from

a continuous-time SIR epidemic model with immunity and latency spreading by applying the backward

Euler method. Throughout the Chapter 3, we establish the global stability results, which are just discrete

analogues of the corresponding continuous models.
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1.はじめに 

理論疫学とは感染症の流行ダイナミクスを

理論的に解析する学問であり、感染症流行

抑制に非常に重要である。理論疫学におい

て感染症の流行ダイナミクスは SIRモデル

と呼ばれる数理モデルが使われる事が多い。

最も基本的な SIRモデルでは、最終流行規

模、流行ピークまでの時間、流行ピークの

規模が解析的に得られる事が知られている。

また流行が起きる閾値として基本再生産数

(R0を求める事により、流行を引き起こさせ

ない為に必要なワクチン量が導出でき、非

常に有用である。しかし、SIR モデルの基

本式は実際の感染症の解析に使えない事が

多い。その理由として、不均一性があげら

れる。不均一性の例として、病原体の抗原

性の進化、感染率の季節変動性、感受性を

持つ宿主の年齢、宿主体内での病原体の増

殖ダイナミクス、宿主の接触ネットワーク

が挙げられる。このような不均一性は、基

本的な SIRモデルから導出される感染症の

流行ダイナミクスを大きく変える事が多く、

感染症抑制に適用する為には不均一性のダ

イナミクスに与える影響を熟知する必要が

ある。本論文では、この中で特に、病原体

の抗原性の進化、感染率の季節変動性、宿

主体内での病原体の増殖ダイナミクスに注

目し、これらを SIRモデルに適用し解析し

た。 

 

2.季節性インフルエンザにおける系統の共

存条件 

インフルエンザ A型に見られる様な抗原性

の進化において宿主免疫の交叉反応は重要

な要因であり、数理モデルにより、抗原型

の分岐には宿主免疫の交叉反応と一般免疫

の両方が重要である事が既に明らかになっ

ている。本章では、新系統の誕生時期と既

に存在している系統との共存との関係性に

ついて解析し、新系統の誕生時期が重複し

た年に新しいクレードは誕生しやすく、流

行シーズンの初期に誕生した新系統が流行

を引き起こすという知見を得るに至った

[1]。 

 

3.季節性インフルエンザの新系統誕生時期 

インフルエンザウイルスの新系統予測は流

行抑制の為に最も必要とされるが、進化動

態の複雑さから困難を極める。本章では、

インフルエンザウイルスの進化動態モデル

を構築し、新系統の誕生時期、流行ピーク

時期、流行期間について解析した。結果、
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新系統は流行シーズン初期に誕生し、誕生

から一年以上経過した時期に流行ピークを

迎える事が分かった。特に後者の発見は、

将来流行する新系統が既に宿主集団に存在

する事を意味し、新系統の予測可能性が示

唆された。 

 

4.コイヘルペスにおける感染症流行の季節

性の理論的解析 

コイヘルペスウイルスはコイに感染する非

常に毒性の高いウイルスであり、流行に季

節性を持つ事が知られている。この流行の

季節性により、過去に水温を人工的に変化

させ流行を制御するという試みが行われた。

本章では数理モデルによりコイヘルペスの

流行の季節性を解析し、水温を人工的に変

化させた時の効果について評価した。その

結果コイヘルペスは秋に流行が始まると宿

主の死亡個体が少なくなる事が分かった。

水温を人工的に変化させる療法については、

感染個体が最大になる時に開始し秋に終え

ると効果が最大になる事が分かった。しか

し、この療法は流行初期に開始しすぐに治

療を止めると、治療をしない時より死亡個

体が増加する危険性があることも判明した

[2]。 
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自己寛容とは免疫システムが自分の体に対して反応を示さない状態のことであ

る。これは免疫系が元々持っている性質ではなく、成立にはその為のメカニズ

ムが必要である。例えば、獲得免疫系を担うリンパ球は抗原を認識する受容体

をチェックし、自己抗原を認識するものは成熟前に排除する（負の選択）。しか

し、このチェック機構だけでは不十分であり、リンパ球の成熟後に末梢でも自

己寛容を保証するメカニズムが必要である。自己寛容の破綻は自己免疫疾患に

つながるため、メカニズムの理解は医学的な観点からも注目を集めている。 
	 本論文では、自己寛容の成立に関わっている二つの機構、制御性 T 細胞とア
ナジーに着目しそれらの意義ついて数理モデルを用いて議論した。ここでは適

応度の考えを導入し、外来抗原を排除する利益と自己抗原を攻撃する不利益を

定式化して比べた。二つの機構は常に有益となるわけではなく、幾つかの条件

下で有利に働くことが分かった。 
 
第一章：制御性 T 細胞が有益となる条件 (Saeki and Iwasa, 2009) 
制御性 T細胞は他の T細胞の活性化を抑制する働きを持つ。しかし抑制する対
象が自己抗原特異的であるのか、外来抗原特異的であるのかは基本的に区別で

きない。本章では、以下の形で適応度を定義し制御性 T 細胞が有利となる条件
を求めた。 
 

€ 

Φ = Λ +ν⋅  − µ⋅     （１） 
 

Λ は T細胞の有無と関係のない適応度、νおよび µは適応度への影響の強さ 
 
その結果、自己抗原が存在する局所で

のみ抑制が働くことが必須であること

が明らかとなった。また適応度の比較によ

って、制御性 T 細胞の分化についての予
測も得られた。 

自己抗原に特異的な

T細胞数 

外来抗原に特異的な

T細胞数 
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第二章：抗原提示細胞上での抑制 (Saeki and Iwasa, 2010) 
制御性 T 細胞による抑制についてより具体的なプロセスを考えるため、抗原提
示細胞（APC）を介した抑制について数理モデル化を行った（下図）。制御性 T
細胞は APC上の自己抗原を認識すると、後から来るナイーブ T細胞の活性化を
阻害すると仮定した。 
 
一つの抗原提示細胞が活性化する外来抗

原特異的および自己抗原特異的な T 細胞
の数の期待値を計算して式（１）に当ては

める。その結果、APC が自己抗原を攻

撃する T 細胞を活性化する前に、制御性 T 細胞と出会うことが重要である
ことが分かった。また、制御性 T 細胞の最適な数についても議論が可能となっ
た。 
 
第三章：アナジー（T 細胞の不活性化状態）の意義 (Saeki and Iwasa, 2011) 
アナジーは T 細胞と抗原提示細胞の相互作用が弱いとき等に誘導される不活性
化状態である。これは、T 細胞がシグナルの強さによって認識している抗原が
自己抗原かどうかを考慮し応答を選んでいるのでないかと考え、数理モデルで

調べた。 
 
負の選択によって自己抗原を強く認識する T 細胞はほぼ排除されるため、末梢
で強いシグナルを受けた T 細胞は外来抗原を攻撃するものである可能性が高い
と予想される。この前提のもとで、T 細胞は抗原認識時のシグナルの強さによ
って確率的に応答を選ぶとする。シグ

ナルの強さはWeak, Strongの２種類
とし、応答の選択しは活性化、不活性

化（アナジー）、ナイーブな状態の維

持の３種類とした（右図）。 
	 式（１）を最大にするような活性化、

不活性化の確率を数値的に求めると、最適な T 細胞の応答の中には弱いシグナ
ルに対して不活性化を誘導するものが存在した。また自己抗原の頻度が高く自

己抗原を攻撃したときのダメージが中程度のときに、不活性化が有利とな

ることが分かった。 
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