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卒業論文 

「感染初期におけるウイルス動態の近似と細胞性ウイルス抑制因子の影響の数理的解析」 

九州大学理学部生物学科数理生物学研究室  池田 裕宜 

 

１、はじめに 

 ヒト免疫不全ウイルスⅠ型(HIV-1)は、

CD4T 細胞やマクロファージに特異的に感

染し、細胞内で自己を複製する。HIV-1 の

複製プロセスは非常に効率よく成り立って

おり、ヒトのもつ免疫システムと幾多の攻

防を繰り広げている。 

２、Tetherinと Vpu 

 細胞性ウイルス抑制因子のひとつである

tetherin は細胞膜表面上に発現し、ウイル

ス粒子を繋留(tether)する効果をもつ。それ

により、感染細胞からのウイルス放出を緩

慢にしている。一方、HIV-1は tetherinを

不活性化させる機能をもつVpuを持ってい

て、tetherin に拮抗しようとしている。今

回は、生体内でのこれらの攻防の影響を数

理モデルを用いて解析していく。 

３、数理モデルの近似 

 一般的な数理モデルでは、3 つの変数

              を考える。それぞれ時刻 にお

ける標的細胞数、感染細胞数、ウイルス粒

子数と定義する。これらを表す常微分方程

式系は以下のようになる。 

                        

                      

                              (1) 

常微分方程式系(1)をシミュレーションした

結果を図に示した。これらを近似すると、

以下のような常微分方程式系に記述しなお

すことができる。 

i)                   for         

ii)                    for        

iii)                                     

for        

iv)           
                 

  
              

for        

これらを用いてウイルス動態を定量する。 

４、実験データからパラメータ推定 

 近似式からパラメータ と 、初期値    、

時刻 T を推定していく。ここでヒト化マウ

スを用いた実験よる標的細胞数とウイルス

RNA量の時系列データと、近似式との誤差

を以下の目的関数によって定義する。 

                                   
 

 

 

５、Tetherinが与える影響 

 野生型 HIV-1 と Vpu 欠損型 HIV-1 を比

較したとき、Vpu 欠損型 HIV-1 では Vpu

による抗 tetherin効果がないので、ヒト化

マウス生体内での tetherinが与える影響を

解析できる。その結果、抗 tetherin効果が

あるとき、単位標的細胞当たりのウイルス

増殖率と標的細胞減少率は 2 倍近くの差が

あることが分かった。これは、実験データ

からは直接考察することのできない情報で

あり、定量化して初めて明らかになったこ

とである。 



卒業論文要旨

教育投資に対する親の意識の世代間遷移ダイナミクスモデル
Mathematical model

on generational transition of parents’ attitude for educational investment

井上　美香
広島大学理学部数学科

INOUE, Mika

Department of Mathematics, Faculty of Science, Hiroshima University
Kagamiyama 1-3-1, Higashi-hiroshima, 739-8526, JAPAN

Parents invest to the education for their child in and out of school. The importance of such ed-

ucational investment is more or less different from each other family. What characteristics could

the variation of such parent’s attitude for educational investment have? In this work, we hypothe-

size a relationship between parent’s attitudes of subsequent generations as a cultural transmission,

and construct a mathematical model, using the concept ‘meme’ and applying a modification of the

modeling in population genetics. We mathematically analyze the generational transition of par-

ent’s attitude distribution in our model and try to find the implication of obtained mathematical

results with respect to the social condition related them. In our model, we suppose two kinds of

meme W and w, and classified the parent’s attitude for educational investment into three classes:

parent attaching high importance, intermediate importance, and low importance to the investment.

Each class is represented respectively by meme type WW , Ww and ww. Quality of the educa-

tional investment for child is assumed to be determined by the combination of parents’ meme types.

Subsequently it determines the quality of child’s experience in the childhood which is represented

by ‘pre-meme’ defined in this work. We introduce the ‘mutation’ of pre-meme due to living and

social environment during the growth of child toward adulthood. With such possible mutation of

pre-meme, the meme distribution in the next generation of parents is determined in our model.

Analysis and numerical calculations of our model show that, without mutation of pre-meme, the

distribution converges to an extreme case that every parent attaches high importance to the ed-

ucational investment, or alternatively low importance to it. With sufficiently large probability of

mutation for pre-meme, there could emerge a biennial oscillation between the state with relatively

large frequency of parents attaching high importance and that with relatively large frequency of

those attaching low importance. As result, such a fashion-like periodic variation in the distribution

of parents’ attitude could emerge under a social condition that parent is likely to have attitude for

the educational investment which does not necessarily coincide with the investment he/she got in

his/her childhood.

親は学校や学校外での子の教育へ投資を行うが，そうした教育投資の家庭における重要度につい
てはばらつきがある。そのような教育投資に関する意識の社会での分布はどのような条件下でどの
ような性質を持ち得るのだろうか。本研究では，教育投資に対する意識についての世代間における
関係を「伝達」として扱い，伝達子（ミーム）の概念を用いて，集団遺伝学のモデリングに倣った
数理モデルを構築した。そして，その意識分布の推移を理論的に考察し，その結果が示唆する社会
的状況についての解釈を試みた。
本研究における数理モデリングでは，2種の文化伝達子W と wを仮定し，教育投資に対する親
の意識を，高い意識，中程度の意識，低い意識の３つに分けて，それぞれを伝達子型WW，伝達
子型Ww，伝達子型 wwによって表す。さらに，子が受ける教育投資のレベルは，両親の伝達子型
の組によって決まり，その教育投資のレベルに依存して，子が得る経験の質が定まるとし，それを
伝達子型を用いて表し，前駆伝達子型と呼ぶ。そして，成長過程における生活環境・社会環境から
子への影響を前駆伝達子の変異確率として導入し，その結果，子が親になったときに持つ伝達子，
つまり，次世代の親の教育投資に対する意識が定まると考える。
数理モデルの解析と数値計算により，伝達子の変異がない場合には，社会は，意識が高い親ばか
りの極端な状態，または，意識が低い親ばかりの状態に収束していくことがわかった。一方，伝達
子の確率的変異が起こる場合には，変異確率が十分に大きければ，意識が高い親が相対的に多い状
態と，意識が低い親が相対的に多い状態が定常的に繰り返される周期変動状態に漸近する可能性が
ある。このことから，親が，自らが（子ども時代に）受けた教育投資のレベルと合致しないような
教育投資に対する意識を持ちやすい（社会的）条件下では，社会における親の意識分布には周期的
な流行のような変動がみられる可能性があるとことが示唆された。



卒業論文要旨

待ち受け型捕食者の縄張りサイズ分布に関する数理モデル
Mathematical model for the territory size distribution of sit-and-waiting type predator

大熊 雄太
広島大学理学部数学科
OHKUMA, Yuuta

Department of Mathematics, Faculty of Science, Hiroshima University
Kagamiyama 1-3-1, Higashi-hiroshima, 739-8526 JAPAN

We consider the optimal territory size for a sit-and-waiting type predator. In general, the larger
territory requires the larger cost to sustain and protect it. In this reason, too large territory could
not be optimal for the owner’s benefit. Let x be the territory size, M(x) be the expected number of
preys visiting the territory of size x per unit time, P (x) be the probability of successfully catching
and eating a prey visiting the territory. Then we can define the expected amount of successful
predation per unit time by W (x) = P (x)M(x). Larger territory could accept more preys, whereas
direct and indirect interaction between territories (i.e. their owners) could cause the reduction in
the number of visiting preys, owing to competition between them, intrusion of other predators,
and destruction/modification of territory by other predators. In these reasons, we assume that the
function M(x) of x is monotonically increasing with an upper bound, or unimodal with a unique
maximal extremum. As for the probability P (x), it is assumed to be monotonically decreasing in
terms of x, because of the increase of cost to sustain and protect the territory. Firstly in this work,
we mathematically derive the optimal territory size to maximize W (x) for some concrete forms of
M(x) and P (x). Then, making use of the result, we consider the distribution of territory size,
introducing a distribution of the parameter expressing the strength of interaction between territories,
which reflects the distribution of predator’s quality (e.g. some ranking about the dominance). In case
of an appropriately hypothesized distribution of the parameter, we could find that the consequent
distribution of territory size could have a wide variety of characteristics with the existence of such
interactions between territories.

多くの動植物や昆虫は，狩猟や繁殖など様々な目的で巣や縄張りを形成する。一般に，縄張りが大きく
なれば，その維持や防衛にかかるコスト（手間や時間）も増えるため，無為に縄張りを広げることは個体
にとって有益ではない。最適性の観点から考えれば，縄張りの大きさは所有者が得る利益が最大になるよ
うに決まるはずである。本研究では，アリジゴクやクモのように，縄張り（あるいはそれに相当するもの）
を形成し，餌個体を待ち受けて捕獲する，待ち受け型の捕食者の縄張りのサイズ分布について，同種の縄張
り間相互作用も考慮した数理モデルを構成，解析した結果に基づいて考察した。
縄張りサイズを x，縄張りに単位時間あたりに訪れる餌個体数の期待値をM(x)，縄張りに訪れた餌一個

体あたりに対する捕食の成功確率を P (x)によって表し，縄張りを所有する捕食者が単位時間あたりに捕食
できる餌の量の期待値W (x)をW (x) = P (x)M(x) によって与える。
より大きな縄張りへはより多くの餌が訪れるが，縄張り間相互作用を考慮した場合，餌個体がある縄張り

に来訪する前に，他の捕食者の縄張りによって先に捕食される負の効果（競争効果）や，縄張りへの他の縄
張り個体の侵入，あるいは，その他の干渉（縄張りの構造の破壊や侵蝕など）効果が考えられる。このよう
な縄張り間相互作用の効果は，より大きな縄張りに対してより強く働くと仮定し，M(x)については，有限
な上限値に飽和する単調増加関数，もしくは，一つの極大値をもつ単峰の関数を考えた。また，より大きな
縄張りでは，維持や防衛により大きなコストがかかるので，その結果として，縄張りを訪れた餌一個体の捕
食に成功する確率 P (x)は，縄張りサイズ xについての非増加関数とした。本研究では，特に，縄張り間相
互作用を考慮した場合について，他の縄張りとの相互関係の特性にどのように最適縄張りサイズが依存す
るかに着目した。
まず，いくつかの具体的な関数M(x)および P (x)について，この数理モデルを解析し，縄張り間の相互

作用の強さを表すパラメータを陽に含む形で最適縄張りサイズを導出した。その結果を応用し，捕食者個
体の質のばらつき（優劣の順位）の反映として，縄張り間の相互作用の強さを表すパラメータに適当な分布
を導入し，その結果として，最適縄張りサイズの分布がどのような特性を持ち得るのかについて検討した
結果，縄張り間の相互作用が定める縄張りサイズ分布は，高い多様性を示しうることが示唆された。



［卒業論文］大飯原子力発電所事故による放射性物質の拡散予測 

―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 並木晃一 

 

 大飯原子力発電所で事故が起きた場合、放出された放射性物質の拡散過程を 2 次元セ

ルオートマトン法シミュレーションによ

り予測した。 

 大飯原子力発電所を事故発生地点とし、

30km、50km、87km(寝屋川市)、100km

の 4 ヶ所に観測地点を置いた（図１）。風

速は[4.8m/s]、風向は北風、標高 1000m 以

上の山脈に放射性物質が当たると、山脈の

地形に沿って移動するようにした。 

 

図１ 事故の発生 

 

 図２は横軸「時間」、縦軸「汚染の量」とし、シミュレーションを行った結果である。

事故が起きた場合、30km(赤線)では 1 時間 10 分、50km（青線）では 2 時間 55 分、

87km（緑線）では 5 時間 15 分、100km（黒線）では 5 時間 50 分で到達した放射性物

質量が最大になることがわかった。また山脈がある場合のほうが汚染量のピークが高く

なったのは、山脈がない場合よりも放射性物質が観測地点に集まってきたためだと考え

られる。 

 

 

図２ シミュレーション結果（山脈なし）  図３ シミュレーション結果（山脈あり） 



[卒業論文] 防災を目指した十字路における人の流れ制御と障害物 

―セルオール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  松元大輝、水田直希 

 

 十字路での人の流れシミュレーションで障害物を置くと、人の流れにどのような影響

を与えるのだろうか。また、人の出入りを片側に規制（制御）すると人の流れはどの様

に変るのだろうか。2 次元セルオートマトン法により十字路における人の流れのシミュ

レーションを行い調べた。 

 図 1 は障害物が無い場合であり、図 2 は障害物（緑色）が有る場合である。人は通路

の端から確率 pで入ってくる。通路のどの場所から入るかランダムに決める場合を「制

御なし」、通路に入るときは右側通行として右半分から入る場合を「制御あり」とする。

人の入る確率を 0.2 から 1.5 まで変える。シミュレーションを 10000 ステップまで実施

し、4 つの通路の内一つでも通ることが不可能になった場合は実行を終了する。シミュ

レーションが停止したステップ数により人の流れ易さを評価する。すなわち、ステップ

数が大きいほど人が流れ易い。各パラメタにつき、3 回ずつ実施し、シミュレーション

が停止したステップ数を平均する。 

 制御していない場合より、制御している場合の方が人の流れが良かった。 

 制御していない十字路での人の流れでは、通路の障害物は流れにあまり影響を与えな

いが中央の障害物は人の流れを悪くすることが得られた。 

 制御されている人の流れで、障害物の置き方を 4 パターン考える(図 2)。これらの中

では、障害物が通路のみのパターンが、一番人の流れが良かった。障害物が中央 5 つ�

通路１つのパターンでは中央の障害物の形や配置を変えると、障害物が通路のみの場合

と同じくらい人の流れが良くなった。これは、通路に置いてある障害物が左右に分かれ

ている人の流れをさらに分けて人の衝突を減らすためと考えられる。 

 中央の障害物は配置大きさによって、人の流れに影響を与える。適切な配置や大きさ

にすると人の流れを邪魔しなくなる。 

 

 

           図１                 図 2 



卒業論文要旨

集団内の人間関係における好き嫌い感情ダイナミクスに関する数理モデル
Mathematical model for love-hate dynamics of human relationship in a community

村松　拓哉
広島大学理学部数学科

MURAMATSU, Takuya

Department of Mathematics, Faculty of Science, Hiroshima University
Kagamiyama 1-3-1, Higashi-hiroshima, 739-8526 JAPAN

We analyzed a mathematical model (1) which governs the temporal variation of love/hate emotion level

between two persons in a community. Rn(resp. Jn) is an individual R’s(resp. J’s) love/hate emotion level

for an individual J on the n th day. Parameter sR represents how the emotional dynamics of R responds

to R’s own love/hate emotion level. Parameter cR represents how the love/hate emotion level changes

in response to the emotional information from J. Parameter βR is the positive and coefficient about

the emotional self-regulation with feedback of the self-emotion level of R. Parameter θR represents the

information from outside of considered relationship between R and J. Parameter γR is the positive and

coefficient of the responsiveness to the information. Corresponding parameters for J are defined as well.

Mathematial models in previous works assumed that love/hate emotion level could get large without limit.

In contrast, we propose and analyze the mathematical model (1) with an upper bound for the emotion

level which is introduced by an emotional self-regulation with feedback from the self-emotion level. For our

model (1), we introduce also the effect of information from the outside of considered relationship between

two persons, which affects the dynamics of love/hate emotion. Without such effect of information from the

outside, the system (1) could show some cases in which the dynamics converges to non-trivial equilibrium.

Firstly we mathematically analyzed the existence and the local stability of equilibrium in the following

three specific cases without the effect of information from the outside: when |sR| � 1 and |sJ | � 1; when

|cR| � 1 and |cJ | � 1; when βR = 0. Results of our analysis show that strength of the effect of emotional

self-regulation is not associated with the stability but is done with its existence. As for the case with the

effect of information from the outside, we analyzed the model, focusing the qualitative change due to the

information, making use of numerical calculation, especially under the condition that, without information

from the outside, the emotional relationship of two persons converges to an intermediate state. As a result,

we found that there are some cases that the emotional relationship between two persons converges to a

2-periodic or chaotic fluctuating quasi-periodic state.

ある集団内における２人の人間の好き嫌い感情の時間変動に関する次の数理モデルを解析した。{
Rn+1 =

sR

1 + βR|Rn|
Rn + cRJn + θRe

−|Rn|/γR

Jn+1 = cJRn +
sJ

1 + βJ |Jn|
Jn + θJe

−|Jn|/γJ
(1)

Rn は n 日目の始めにおける個人 R の個人 J に対する感情のレベル（正なら好意，負なら敵意）を表し，Jn は n 日目の始めにおける個
人 J の個人 R に対する感情のレベルを表している。パラメータ sR は個人 R の感情が自分の感情から受けるフィードバックによる影響の
特性を表し，cR は個人 R の感情が個人 J の感情から受ける影響の特性を表している。正のパラメータ βR は個人 R における自分の感情
の抑制効果に関する係数である。θR は外部（第３者）から受ける情報の影響の特性を表し，正のパラメータ γR は，その情報によって，個
人 R の感情が受けるフィードバックによる影響への応答性の強さを表す係数であり，その値が大きければ大きいほど，感情ダイナミクスは
外部からの情報による影響を受けやすい。個人 J に関するパラメータ sJ，cJ，βJ，θJ，γJ の意味についても同様である。従来の恋愛感
情ダイナミクスに関する数理モデルにおいては，自分の感情は線形に（際限なく）高ぶる形を仮定していたが，本研究では，際限なく気持
ちが高ぶることがなく，自分の感情からのフィードバックによる自己抑制効果を導入することによって，気持ちの高ぶりに上界が存在する
数理モデルを構成し，解析した。また，集団内の第三者からもたらされる情報による影響を数理モデルに導入し，２人の好き嫌い感情ダイ
ナミクスに与える影響について考察した。本研究では，感情が高ぶるほど，外部からの情報の影響は小さい（影響を受けにくい）と仮定し
た数理モデルを扱っている。 集団内の外部からの情報の影響がない場合でも，非自明な平衡点に収束する場合があることがわかった。特に，
自分の感情から受ける影響が相対的に十分に小さい場合，相手の感情から受ける影響が相対的に十分に小さい場合，片方だけが自己抑制の
効果をもつ場合，これらの特別な三つの場合について，それぞれ，平衡点の存在性と局所安定性についての解析を行った結果，自己抑制効
果（自分の感情を抑制する応答性）の強さは，平衡点の存在性には関わるが，安定性には関係しないことがわかった。一方，外部からの情報
の影響がなければ，互いに中庸な気持ちの状態に陥る条件の下で，外部からの情報の影響によって平衡状態がどのように変性するかについ
て，数値計算を用いて検討したところ，２周期状態やカオス変動を伴う擬周期状態に陥る場合があることが示された。



[卒業論文] 伝染病の感染拡大研究 

セルオートマトン法によるシミュレーションと反応速度論解析- 

大阪電気通信大学 応用化学科 森川貴文 

 

 2 次元セルオートマトン法を用いて伝染病の接触感染のシミュレーションを行った。

ウイルス発生時に抗体を失う確率を変化させることによって感染者数の推移や流行の

周期を調べた。 

 まず、感染者の拡大研究ということ

でパターン形成のモデル化において 3

種類の人を想定した。感染者、抗体を

持つ人、抗体を持たない人である。感

染者は抗体を持つ人になり、抗体を持

つ人は抗体を失う確率によって抗体を

持たない人になり、抗体を持たない人

は周りに感染者がいる場合に感染者に

なる。図では、緑のセルが抗体持たな

い人、赤のセルが感染者、灰色のセル

が抗体を持つ人を表す。抗体を失う確

率を変えることによって水疱瘡や麻疹、

インフルエンザ感染のシミュレーションを行った。 

 水疱瘡の場合は 1 度治ると 2 度目はかからないので抗体を失う確率を 0 と設定した。

シミュレーションすると、すぐに拡大は納まり感染者はいなくなった。 

 麻疹の場合抗体を失う確率を低く設定し数値を変え 4 通りシミュレーションを行っ

た。感染者数は周期的に変化することが得られた。抗体を失う確率が小さければ小さい

ほど周期が長くなった。 

 インフルエンザの場合、抗体を失う確率を高く設定し 4通りのシミュレーションを行

った。抗体を失う確率が大きくなると感染者数が増え、周期が短くなるのか不明瞭にな

り、感染者数が減らないことがわかった。 

 ロトカボルテラ捕食系の式を応用し解析した。この式から抗体を失う確率が高くなる

と感染者も増えることがわかった。 

 これらのことから抗体を失う確率を変化させることによって流行の周期が変化する

ことがわかった。連続反応について化学反応速度論による解析を行い、平衡状態と抗体

を失う確率が大きい場合との関係を明らかにした。 

 



[卒業論文] 都市火災(寝屋川市)における駐車車両効果と防災 

―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 山口 哲朗 

 

 寝屋川市で都市火災が起こった時、車は火の拡大にどのように影響するのか 2 次

元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。 

 車両が大通りにある時、路地にある時、どちらにも車がない時の 3 パターンで、

さらに着火地点を何箇所かに変えた。図 2 は図 1 を見本にセル数(100×100)で寝屋

川市を表し、大通りに車（黒色セル）がある時、図 3 は路地に車がある時である。

各シミュレーションは 1000 ステップ動かし、燃焼セル（焼失家屋）数を計算した。

これを 20 回繰り返し、平均した。図 4 はその結果である。 

 全ての着火点において路地に車がある時は、車が無い時と比べ燃焼セル数があま

り変わらなかった。一方、大通りに車がある場合は燃焼セル数がかなり増加した。 

大通りに車があると、延焼範囲が増加する事がわかった。 

 

   

   図 1 寝屋川市の地図       図 2 大通りに車がある時 

 

   

    図 3 路地に車がある時      図 4 各着火地点の焼失セル数  

 



＜修士論文＞	  
種内における競争と協力の進化ゲーム：	 

穿孔性昆虫と細胞性粘菌の数理モデル 
内之宮光紀	 九州大学システム生命科学府	 数理生物学研究室 

	 

	 本論文は種内相互作用に注目し、競争と協力についてそれぞれ穿孔性昆虫と

細胞性粘菌をモデルとした理論研究である。	 

	 

１.キクイムシの穿孔様式の進化	 

	 穿孔性昆虫とは成虫が木に穴を掘り、産卵し、幼虫が木の内部で成長するよ

うな昆虫の総称である。その中でも、キクイムシ(キクイムシ科及びナガキクイ

ムシ科)と呼ばれるグループは木に穴を掘る場所によって大きく２つのグルー

プに分けられる。樹皮下穿孔性のグループは木の師部に穴を掘り、幼虫は師部

を食べて成長する。もう１つの養菌性と呼ばれるグループの成虫は、師部より

さらに内側にある木部まで穴を掘り産卵する。木部は師部に比べて栄養に乏し

いが、養菌性キクイムシの成虫は共生している菌類を植え付けることで栄養状

態を改善していると言われている。幼虫はこの菌類を食べて成長する。このよ

うに大きく２つのグループに分けられるキクイムシだが、例外的な種が存在す

る。ヤツバキクイムシやイズキクイムシの成虫は師部に穴を掘るが、幼虫は成

長すると師部から木部へと移動する。本研究では、キクイムシが穴を掘る行動

を成虫と幼虫の間のゲームと考えることで進化的に安定な樹木の利用戦略につ

いての研究を行った。	 	 	 	 	 	 

	 誘導防御などにより、成虫にとって木部が

掘りにくい場合には師部だけを利用するこ

とが進化的に安定な戦略(ESS)である。一方

で、構成的防御などにより成虫は師部が掘り

にくく、幼虫の穴を掘る能力が乏しい場合は、

進化的に安定な戦略は師部だけを使うもし

くは木部だけを使うどちらかになることが

分かった(図 1)。この結果は、多くのキクイ

ムシが樹皮下穿孔性と養菌性の２タイプに

分けられることと一致する。さらに、例外	 	 図１：ESS における成虫と幼虫の行動	 
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的な種のように成虫が師部を掘り、幼虫が師部と木部の両方を使うような場合

調べた。それによると幼虫が師部と木部を掘る場合、幼虫自身に穴を掘る能力

が備わっている可能性が示唆された。	 

２：社会性アメーバの利他行動	 

	 社会性アメーバ(細胞性粘菌)は細胞の協力に関するモデルシステムとして知
られている。この生物は、通常は単細胞で生活しているが、環境中の餌が少な

くなると多数の細胞が集まり集合体を作る。集合体は子実体になるがこのとき、

細胞の一部は胞子の分散を助けるための柄になる。柄はそのまま死んでしまう

ため、これはある種の利他行動である。この細胞の分化には複数の化学物質が

関与しているが、中でも Differentiation-inducing factor-1 (DIF-1)がよく研究されて
いる。DIF-1は予定胞子細胞から分泌され、予定胞子細胞によって不活性化され
る。これによって、安定的な柄/胞子比率が達成される。この論文では、柄/胞子
比率の進化について理論的に解析した。 
	 系統によって、化学物質の分泌や不活性化の速度や化学物質に対する感受性

が異なるかもしれない。その結果、2つの系統が混ざった場合には一方の系統が
他方より多くの胞子を作りだす。進化シミュレーションと集団遺伝学的解析に

より、子実体が常に 1 つの系統によって作られる場合には、化学物質の生産に
はコストがかかるとすると、細胞性粘菌は化学物質生産量を減らし、感受性を

高めるように進化することが示された(図２a)。しかし、複数の系統が子実体を
作る場合には化学物質の生産を増やし、感受性を高めるように進化する。これ

は混ざった際に柄にされるリスクを軽減するためである。進化において、系統

間の競争は化学物質の生産や感受性に大きく影響を与えるかもしれないが、そ

の結果生じる柄/胞子比率はそれほど影響を受けないことが示された(図２b)。

	 	 	 	 	 	 	  
 	 	 	 図２：DIF-1の産生速度と DIF-1に対する感受性の進化 
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修士論文
連続空間における個体ベース空間個体群動態と進化動態モデル

奈良女子大学大学院　人間文化研究科　情報科学専攻　高須研究室　織田奈津季

　個体群生態学では、様々な個体群モデルが使用されるが、これらは観測結果に定性的に一致する
ように作られたモデルとしてトップダウン的に導入されることが多い。そのため個体群動態の数理
モデルの多くは、数理的に解析がしやすい仮定に基づく集団レベルの定性的記述モデルにとどまっ
ている。しかし、個体群の動態は個体レベルの過程の積み重ねから生じてくるはずであり、個体レ
ベルの過程と個体群レベルの動態の関係を明らかにしていくことは重要な課題である。この両者の
関係を明らかにするための有効な方法の一つに、個体レベルのモデルからボトムアップ的に個体群
モデルを導出するという方法がある。これが生物の「個体」視点のモデル、つまり個体ベースモデ
ルである。
　本研究は、先行研究では考慮されていなかった二次元連続空間上での空間個体群動態のシミュレー
ションと解析を行う。まず最初に、個体の出生・死亡を機械論的に記述ができる個体ベースモデル
を構築し、集団サイズならびに個体分布のダイナミクスを実現する。連続空間上に点として個体を
表現することで、個体の空間分布は点パターンとして記述される。各個体は一定のなわばりを確保
し、なわばり内の餌資源を消費して繁殖する。このなわばりが他個体と重なるとルールに従って重
複資源を分割する。このような他個体との相互作用から出生・死亡を繰り返すアルゴリズムを個体
ベースで記述する。次に、点パターンとしての個体ベースモデルのダイナミクスを集団サイズなら
びにペア相関関数の観点から数理的に記述することを試みる。その結果、二項分布近似を用いて個
体ベースモデルのダイナミクスを記述する力学系モデルの導出が出来た。
　また個体ベースモデルは各個体に適応的形質のパラメータを付与することで、なわばり半径の大
きさ、新規個体の移動分散距離といった様々な適応的形質の進化動態モデルの構築が容易に出来る。
今回は重複資源分割における協力の進化動態モデルに注目した。以前まではなわばり半径が重なっ
た場合、重複資源は折半していた。それに対し、少しでも多くの重複資源を獲得しようとする貪欲
な「裏切り個体」、又は重複資源を協力して栽培することで獲得資源量を増やす「協力個体」へ進化
しうると考え、個体ベースモデルの進化動態がどのような振る舞いを示すか解析する。裏切り個体
は重複資源は多く獲得出来るが競争による犠牲（コスト）を払う必要があり、協力個体は重複資源
を少ししか獲得出来ないが、協力栽培した餌資源を獲得することが出来る。このようなルールで個
体ベースモデルの再構築を試みた。その結果、ある条件下では協力個体と裏切り個体が動的に共存
することが明らかになった。
　各個体の出生・死亡の機械論的相互作用から集団レベルの現象を理解することが本研究の究極の
目的である。個体群動態ならびに進化動態をよりよく理解するための個体ベースのアプローチにつ
いて議論する。



修士論文要旨 

「直流電場によって駆動されるマイクロ液滴の周期運動： 
空間スケール依存性」 

栗村	 朋 
京都大学理学研究科	 物理学・宇宙物理学専攻	 物理学第一教室 

時空間秩序・生命物理研究室 
 
近年、ナノ～マイクロスケールの科学はま

すます注目を集めてきている。しかし、ナ

ノ～マイクロスケールにおいては粘性の効

果が支配的である。そのためこのような条

件下では、従来の機械のサイズダウンでは

同様の効果がえられない。このなかでも実

現が難しいのは大きな摩擦をともなうモー

ター・ミキサーのような回転運動である。 

一方で、生物は繊毛・べん毛などを動かす

ためにナノ~マイクロスケールのモーター

をもっている。徐々にそのエネルギー変換

のしくみについて明らかになってきている

が未解明の部分も多く、現在においてもさ

かんに研究されている。 

ここで、ナノ～マイクロスケールで効率的

に駆動するデバイスを作製するためには生

体分子モーターの機構を模すことが重要な

のではないかと考える。まず、上でのべた

ような生体モーターは等温系で動作すると

いう特徴がある。ここで、注目したいのが

「液滴モーター」である。「液滴モーター」

は一定の直流電圧下で sub-mmスケールの

液滴が流体中で動くというものであり、等

温下でその動きを実現している[1][2]。また

この「液滴モーター」の「液滴」とは油中

水滴のことであり、この水滴を油相中で安

定化するためにリン脂質を加えている。リ

ン脂質は界面活性剤の働きをする。しかし、

従来のこの「液滴モーター」はスケールが

sub-mmであり、必要とする電圧が 100 V



程度であるので、実際の生体モーター(駆動

電圧は数百mVの程度)よりも桁違いに大き

い。そこで、この「液滴モーター」のサイ

ズダウンによる効果を調べるのが本研究の

目的である。このサイズダウンに成功すれ

ば、将来的にはキネシンより速く生体内を

移動させる機械をつくることも可能になる

と考えられる。 

油中にリン脂質を用いてマイクロメートル

スケールの水滴を生成し、一定の直流電位

を印加した。(図 1)	 電極間距離 Lを変化さ

せることで液滴の運動のサイズ依存性を調

べた。ミネラルオイル中の水滴の電極間で

の往復運動に着目し、約１桁のサイズダウ

ンを可能にした。（図 3）また、そのサイズ

ダウンに伴って数 V程度の低電圧条件下で

も同様のリズム運動がおこるということを

明らかにした。(図２)また、液滴の往復-静

止運動には電圧の閾値が存在するというこ

と も 見 い だ し た 。（ 図 ３ ）

 

さらに、この運動に対する新たなモデルを

提案した(以下の式)。 

,  

液滴の位置を x, 液滴がもっている電荷を q

としている。E は電極のつくる電場, vは電
位, lは電極間距離である。αは誘電分極率、
βは液滴の帯電しやすさを表す係数, t0 は

電荷の緩和時間である。このように、提案

したモデルを用いて液滴が静止している状

態からパラメータを変化させると、往復運

動に変化するという実験結果が再現された。

(図 4) 

さらに、この数値計算からこの系はノイズ

によって安定化されることも示唆され、実

験によって示している。このことはナノ~

マイクロスケールのモーターの実現にとっ

て非常に重要である。また生物もそのよう

なスケールで大きな熱揺らぎにさらされて

いることを考えると、生体モーターとの類

似性も見いだせる。 

 

参考文献	 [1] Hase, et al. Phys.Rev.E, 74, 

046301(2006); [2] Takinoue, et al. 
Appl.Phys.Lett., 96, 104105 (2010).  
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図 3: 液滴の往復 - 静止運動の閾値電圧の分岐図 ( 実験結果 )
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FIG. 2. Spatio-temporal diagram of the motion of a droplet
with a diameter of 34 µm at (a) L = 210 µm and (b) L =
140 µm. An increase in the applied DC voltage results in
bifurcation from the static stationary to an oscillatory state.

II. EXPERIMENTAL SETUP

A schematic illustration of the experimental setup is
shown in Fig.1. A water droplet was suspended in min-
eral oil on a glass slide and direct current(DC) voltage
was applied to the droplet using cone-shaped tungsten
electrodes. The motion of the droplet was observed using
an optical microscope (KEYENCE VW-9000, Japan).
We prepared mineral oil containing phospholipid to sta-
bilize the micro-droplet: 10 µM dioleylphosphatidyl-
choline (DOPC) (WAKO, Japan) was solved in mineral
oil (Nacalai Tesque, Japan) by sonication for 90 min at
50 !C. We added 2 µl of pure water (Millipore, Japan)
to 100 µl of the prepared mineral oil, and then agitated
the mixture by a vortex mixer for approximately 3 s to
obtain w/o droplets.
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FIG. 3. Phase diagram for mode bifurcation between rhyth-
mic motion and a stationary state as observed for droplets
with di!erent diameters, where each point represents the
threshold value for bifurcation. The arrows correspond to
the spatio-temporal behavior given in Fig.2.

III. RESULTS AND DISCUSSION

Figure 2 shows typical examples of the oscillatory mo-
tion of a water droplet in a DC electric field between ta-
pered electrodes, with an increase in the applied voltage.
The experiments shows that the system exibits a certain
critical voltage for droplet oscillation, which is dependent
on the distance between the electrodes. As shown in Fig.
2(a), at an inter-electrode distance of L = 210 µm, the
droplet exhibited no apparent motion below a threshold
voltage of 16.3 V, when the voltage was gradually in-
creased from 0 V to 16.3 V. When the applied voltage
exceeded the threshold, the droplet started to oscillate
between the edges of the electrodes. During this oscilla-
tory motion, the voltage was fixed at the threshold value.
A decrease in the distance between the electrodes to 140
µm resulted in a decrease in the threshold potential, as
shown in Fig. 2(b).

Figure 3 shows the diagram with the variation of dis-
tance between the electrodes and applied voltage, based
on the measurements on di!erent sized droplets. The re-
sults suggest that the threshold potential was almost in-
dependent of the size of the droplet. When the distance
between the electrodes was below 70 µm, the droplets
adhered to an electrode. The diagram indicates that the
threshold of applied voltage is roughly proportional to
the distance between the electrodes.

Next, we discuss the mechanism of oscillatory motion
with special emphasis on the e!ect of the distance be-
tween the electrodes, by adopting the simple phenomeno-
logical equation of motion in Eq. (1):

kẋ = qE + !!E2/2 (1)

where k(= 3"#d " 10"7 kg/s) is a coe"cient of viscosity
resistance, and kẋ represents the viscosity resistance for
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FIG. 4. Spatio-temporal diagram deduced from the numerical
calculations based on Eqs. (2) and (5), where t0 = 0.06, ! =
0.0375, " = 0.75, k = 0.04, b = 0.01. The corresponding value
of voltage, v, changes linearly as in the graph beside the x!#
diagram. The distance between the electrodes is l = 2.1 in (a),
l = 2.4 in (b). The applied voltage is changed from v = 8.0
to v = 12.0, whereas in(b), the voltage is from v = 10.0 to
v = 14.0, as shown in the time-traces on the right. The time
and space scales are arbitrary.

a moving droplet with diameter d and velocity ẋ. qE and
!!E2/2 indicate the electric force and dielectric force,
respectively acting on a droplet with charge q and po-
larizability ! ("= 2 # 10!11 Nm3/V2)[19]. Under our
experimental conditions, the Reynolds number is rather
small; Re = "ud/# " 10!3 $ 1, where "(" 103 kg/m3)
and #(" 10!3 Pa · s) are the density and viscosity of
the mineral oil, respectively, and u(" 10!4 m/s) and
d(" 10!5 m) are the velocity and diameter of the water
droplet. Thus, we neglect the inertial term in Eq. (1) for
simplification. Now, we assume that the time-dependent
change in the e!ective droplet charge, q, is described as

q̇ = $
v

l
sinh(x) % q

t0
(2)

where $ is a coe"cient that is associated with the electro-
static property and time scale, and sinh describes charg-
ing on and around the electrodes. Since both edges of
the needles provide sudden charging of the droplet, and
the surrounding lipids and micelles can carry, the hyper-
bolic sine is used to approximate this condition. The sec-
ond term with t0 represents the discharge e!ect from the
droplet, where t0 is the relaxation time of the discharge.
This discharge might be transported by phospholipids
and their micelles. The electric field can be written as
E = (Ex, Ey). By considering the physical symmetry of
the system with respect to x, the change in E2

y along the
x axis is simply given by

E2
y = (v/l)2

!
%(x + 1)2(x % 1)2 + 1

"
. (3)
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FIG. 5. (a) Phase diagram showing the numerical results with
changes in l and v. The parameters are t0 = 0.06, ! = 0.0375,
" = 0.75, k = 0.04, b = 0.1. At the open circles, the droplet
exhibits oscillatory motion. At the filled circles, oscillatory
and stationary states coexist. At the cross marks, the droplet
falls to the fixed point x = 0. At the triangles, the droplet
is trapped at fixed points near the electrodes. (b) Enlarged
view of the square region surrounded by broken black line.

where the positions of the negative and positive elec-
trodes correspond to (x, y) = (%1, 0) and (x, y) = (1, 0),
respectively. The e!ect of the distance between the elec-
trodes is taken in the coe"cient. The x component
in Eq.(1) can then be given as kẋ = qEx + !%xE2/2
"= qEx + !%xE2

y/2 = qEx % (2!v2/l3)x(x + 1)(x % 1),

ẋ =Exq/k % (2!v2/kl3)x(x + 1)(x % 1). (4)

For simplification, we set Ex = v/l, since a droplet moves
on the line between the electrodes during back-and-forth
motion. The qualitative behavior of ẋ is dominated by
Ex = v/l and the balance between the dielectric and
electrostatic terms. Ey represents a gradient near the
electrodes. Then Eq.(4) is given as

ẋ = % qv/kl % (2!v2/kl3)x(x + 1)(x % 1) + b& (5)

Here we put Gaussian white noise & in the motion equa-
tion accompanied by a small coe"cient b. These equa-
tions are dimensionless.

Figure 4 shows typical results of the numeric calcu-
lation with the coupled di!erential Eqs.(2) and (5), by

 
図 4:	 数値計算の結果。時空間図の右のグラフ(青

線)にあるように電圧を徐々に上昇させている。	 
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Mathematical Study of the Role of Delta/Notch Lateral Inhibition 
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 本研究では、ショウジョウバエの呼吸器官の分
岐形成において、２種類の細胞へと分化する過程に

着目し、細胞間の側方抑制の性質を定量的に検証し

た。その結果、１）側方抑制がある場合、外部から

の化学物質の濃度勾配に変動が起こっても、細胞の

配置・個数は変化しないこと、２）他の抑制系（自

己抑制系）と比べ、側方抑制により細胞間の化学物

質の濃度差がより広がること、を数理的解析から明

らかにした。これにより、様々な発生現象で細胞間

の側方抑制が、細胞の配置・個数を正確に決めるの

に有効なシステムである理論的な根拠を示した。本

稿では１）に関する研究の概略を説明する。 

１ ショウジョウバエの呼吸器官の発生 

 ショウジョウバエの呼吸器官は、全身に広がる複

雑な分岐構造である。呼吸器官の発生初期では、上

皮性の細胞群が２種類の細胞へ分化する。１つは枝

の先端として伸びていく先端細胞（Tip cell）、も

う１つは Tip cell に引っ張られていく細胞（Stalk 

cell）である。この Tip cell への分化を促す拡散性

の成長因子（Bnl: Branchless）が、上皮性細胞を

取り囲む細胞から分泌される。このとき上皮性細胞

の間では成長因子の濃度に違いがあり、シグナルの

ソースに近い細胞がより多くの成長因子を受け取

ることで、Tip cell が選び出される（図１上段）。

細胞間では、膜貫通型のリガンド（Delta）がその

受容体（Notch）に作用し、Tip cell への分化を抑

制する（図１下段）。このため、細胞はお互いに Tip 

cell への分化を抑制する「側方抑制」の関係にある。 

 
 細胞間の側方抑制の強さを実験的に調節すると、

選び出されるTip cellの数が変化する[1]。例えば、

Notch を不活化し、細胞間の側方抑制が無い変異

体では、野生型に比べ Tip cell の数が増加する。

また、Tip cell の増加により、呼吸器官は正常な発

生ができず、最後は致死的な状態になる。このため、

Tip cell 数の制御は正常な発生に必須であり、細胞

間の側方抑制が Tip cell の選別において、重要な

役割を担うと考えられる。 

 本研究の目的は、Tip cell の選別における側方抑

制の存在意義を知る事である。本稿では、成長因子

の濃度勾配が変動した時に Tip cell signal がどれ

だけ変動するか、を検証した結果を紹介する。 



２ 数理モデル＆計算結果 
 数理モデルでは、細胞が１列に９個並んでおり、

周期境界条件であると仮定した（図１上段）。ここ

で注目する要素は 3つある。１つ目は各細胞が受

け取る Bnl signal の量である。各細胞が受け取る

Bnl signal の量を入力 Ljとして、以下の様に置いた。 

 
dは入力の最小値、gは入力の最大値を決めるパラ

メータであり、jは細胞番号を表し、入力のソース

から近い細胞を 0として、番号を付けていった。 

 二つ目は、各細胞の Tip cell signal の活性度で

ある。Tip cell signal の活性度をアウトプット xj
として、その時間変化を以下の式で置いた。 

dx j
dt

= Lj
1

1+ c y 2
j( ) ! x j  (1) 

cは側方抑制の強さを表し、これが大きいほど細胞

が受け取る入力を打ち消す効果がある。yjは三つ目

の要素であるDelta/Notch signalの活性度を表す。

(1)式において ! ! = !!!! + !!!! 2とし、隣の細

胞の Delta/Notch signal の活性度により、Tip cell 

signal は抑制を受ける。ここで、Delta/Notch 

signal の時間変化は、以下の式で置いた。 

dyj
dt

= ax j ! byj   (2) 

aは Tip cell signal による活性化率、bは減衰率を

表す。以上の数理モデルの平衡状態を、適当なパラ

メータセットで数値計算した結果が図３である。左

が各細胞の入力量を表し、右が各細胞の Tip cell 

signal 活性量の平衡状態である。

 
 入力の変動を考えるために、入力の最小値を元の

値から 1.2 倍に増加 or 減少させると、それに応じ

て平衡状態における Tip cell signal の平衡状態も

変化する（図３）。入力の変化前と後で、各細胞の

Tip cell signal の変動量を指標として、ランダムに

パラメータセットを取って、変動量の平均値を計算

したのが図４である。

 
強い側方抑制においては、入力の変動に対する Tip 

cell signal の変動が小さくなり、より頑健になるこ

とがわかった。この結果から、側方抑制が入力の変

動に対する Tip cell signal の頑健性を高めること

が明らかになった。 

 本稿で紹介した解析以外にも、入力の変動に対す

る Tip cell 数の頑健性も検証している。紙面の都

合上、紹介できなかった解析は参考文献にあるので、

興味がある方は参考にして頂きたい[2]。 

参考文献 
[1] A.S. Ghabrial & M.A. Krasnow, Nature. 441: 746-749 (2006) 

[2] Y. Koizumi, Y. Iwasa & T. Hirashima, Biophysical Journal. 

103(12): 2549-2559 (2012) 
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Indirect Reciprocity with Trinary Reputations
(3値評判のもとでの間接互恵性)

東京大学 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 田邊 奨馬

1 Introduction

Cooperation is an altruistic behavior that benefits
other individuals by paying some costs. Due to the
costs for cooperation, a donor, who decides to co-
operate or not toward a recipient, faces to a social
dilemma situation.

2 Mechanisms for Cooperation

Although defection intuitively seems to be beneficial
to each individual, many animals including humans
often cooperate with others. Nowak classified main
mechanisms for the evolution of cooperation into five
classes [1] (Fig. 1).

Figure 1: Five mechanisms for the evolution of co-
operation, i.e., (A) kin selection, (B) network reci-
procity, (C) group selection, (D) direct reciprocity,
and (E) indirect reciprocity.

Indirect reciprocity, which is one of such mech-
anisms, works when individuals do not repeatedly
meet, as is the case in large populations. In indirect
reciprocity, each individual is assumed to possess a
reputation (e.g., good or bad), which depends on the
past behavior of the individual toward others. Al-
though there are a variety of mathematical results
on indirect reciprocity, most of them adopt a binary
reputation because of the simplicity [2]. However,
in real situations, reputations of individuals may be
many valued. Possible effects of the number of repu-
tation values remain obscure.

In this thesis we analyze a trinary reputation model
to identify stable populations that realize cooperation
(Fig. 2) [3].

Figure 2: Difference between the binary and trinary
reputation models. C and D stand for cooperation
and defection, respectively. G, N, and B stand for
the good, neutral, and bad reputations, respectively.

3 Model

We consider an infinitely large population. In each
generation, donation game is repeated for sufficiently
many rounds (Fig. 3(A)). We assume that each player
possesses a reputation that takes one of the three
values, i.e., G, N, or B. The action rule σ is a func-
tion from the recipient’s reputation to the donor’s
intended action (i.e., C or D) (Fig. 3(B)). At the end
of each round, the observer assesses the donor to be
+ or − depending on the donor’s implemented action
(i.e., C or D) and the recipient’s reputation (i.e., G,
N, or B). Such an assessment rule is a function from
the donor’s implemented action and the recipient’s
reputation to the observer’s assessment and is called
the second-order social norm, which extends the con-
cept in the case of the binary reputation (Fig. 3(C),
3(D)).

After each round, the donor’s reputation is up-
dated on the basis of the observer’s assessment (Fig. 4).

4 Analysis Methods

We first examine the stability of a homogeneous pop-
ulation of resident players with action rule σ against
mutants with different action rules under a given so-
cial norm. Let Ψ(σ, {pG, pN, pB}) be the probability
that a donor with action rule σ cooperates with a re-
cipient randomly chosen from a population according



Figure 3: Rule of the donation game with trinary
reputations. (A) Illustration of the interaction in a
single game. (B) Eight action rules. (C) Represen-
tative social norms. The rows represent the donor’s
actions (i.e., C and D), the columns represent the
recipient’s reputations (G, N, and B), and + and −
represent the assessments that observer assigns to the
donor. (D) Representative social norms in the binary
reputation model.

Figure 4: Two types of reputation dynamics. (A)
Gradual reputation dynamics. (B) Saltatory reputa-
tion dynamics. Φ represents the probability that the
donor receives +.

to reputation distribution {pG, pN, pB}. We obtain

Ψ(σ, {pG, pN, pB}) = pGζG + pNζN + pBζB. (1)

where ζr represents the probability that the donor’s
implemented action is C when the recipient has rep-
utation r ∈ {G,N,B}. The average payoff per round
to a resident player in the homogeneous population
is given by

π = −cΨ(σ, {p∗G, p∗N, p∗B}) + bΨ(σ, {p∗G, p∗N, p∗B}). (2)

Action rule σ adopted by the resident players is strict
Nash equilibrium if the payoff to a resident player is
larger than the payoff to any mutant player.

We also examine the stability of heterogeneous
populations in which two action rules coexist.

5 Results and Conclusions

Independent of details of the reputation dynamics
(i.e., gradual or saltatory), we found at a small er-
ror level that 12 homogeneous populations and five
mixed populations are cooperative and stable under
different social norms. When the error probabilities
are even smaller, eight homogeneous populations and
four mixed populations remain stable. In particular,
under image scoring, the heterogeneous population
composed of gDisc and CDC (a variant of rDisc) is
stable in the error-free limit.

Figure 5: Cooperative and stable action rules under
different social norms. Each element represents the
probability of cooperation.

References
[1] M. A. Nowak. (2006) Science. 314, 1560–1563.
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Biol. 194, 561–574.
[3] S. Tanabe, H. Suzuki, and N. Masuda. (2013) J.
Theor. Biol. 317, 338–347.



文化進化の格子モデルによる解析 
明治大学大学院	 先端数理科学研究科	 現象数理学専攻 

野村	 塁 
 

1. 目的 
	 本研究の目的は、社会学習者と個体学習者のみが存在する集団中に社会学習者と個体

学習者をどのような空間分布で配置したときに、文化レベルが高くなるのかを調べるこ

とである.私は Rogers(1988)のモデルに対して空間構造を導入した場合、どのような相
互作用が影響し集団全体の文化レベルに影響を与えているのかを解析していく. 

 
2. 空間格子モデルの導入 
	 環境は定期的に変化すると仮定する.異なる環境では、生き残るために有利な行動も

異なる.ある環境下において有利な行動を OKと呼び、不利な行動を NGと呼ぶ. 

記号	 

SL_OK  OKを学習した社会学習者 

SL_NG  NGを学習した社会学習者 
IL_OK   OKを学習した個体学習者 
IL_NG   NGを学習した個体学習者 

 
パラメーター	 

pIL
OK    個体学習によって OKが得られる確率 
L               環境変動の周期 

 
空間格子構造のルールを下に記載する 

1. 設置した格子の中には学習者は一人のみ存在する. 
2. 学習者の位置は時間経過と共に変化しない. 
3. 環境変動が起きる場合は、次の時間ステップに進んだ直後に発生する 

4. 相互作用させるセルを選択する方法は、下に記載する. 
① ランダムに一人学習者を選択する. 
② �で選択した学習者の上下左右に隣接する学習者の中から、ランダムに一人

選ぶ. 
③ �で選んだ学習者が SLだった場合は、�で選んだ学習者の行動を社会学習す



る. �で選んだ学習者が ILだった場合は、確率 pIL
OK
で IL_OKとなり残りの確

率で IL_NGとなる. 
④ 反応させて変化する学習者は、1で選んだ学習者のみ. 

 
3. 結果 
空間分布をスクウェア型で配置し、環境変動がある場合のスナップショッ

トを記載する. 

 
図 1: 初期分布がスクウェア型で実行したシミュレーションのスナップショット(環境変動あり).パラメー

タ pIL
OK = 0.7,L =1000 .格子の大きさは縦 30×横 30 の正方格子である. 環境変動直後の画像は、

Time =1 , Time =1001 , Time = 2001である. 

 
文化レベルが高くなる空間分布はチェッカー型であり、低くなる空間分布はスクウェア

型であった. その理由は、チェッカー型の場合では社会学習者は優れた情報を生み出す
個体学習者の行動を必ず学習するが、ランダム型の場合では社会学習者が他の社会学習

者の行動を学習する機会が多いからである.一方で、スクウェア型の場合は社会学習者

の集団と個体学習者の集団が中央で分かれているため、社会学習者は優れた情報を生み

出す個体学習者の行動を学習する機会が少ないために、集団全体の文化レベルが上がり

にくいからである. 



 
 
修士論文 
環境攪乱下でのアリのコロニーの拡散に伴うコロニー間競争について 
三浦佳南 
東京工業大学大学院社会理工学研究科 
 
自然界には干ばつ、洪水、地滑り等の環境攪乱のリスクを避ける理由で拡散
する生物が存在する。しかし拡散は移住先が生息に適した土地でないリスク
や移住のためのコストを伴う。こういったデメリットがあるものの、環境攪
乱は長距離拡散型移住を促す。しかし実際には、環境攪乱下でも長距離拡散
を行わない生物が存在する。例えばイタドリなどの植物やサンゴ、何種かの
アリなどが挙げられる。一般にアリの場合、そのコロニーは長距離移動をし
た女王アリによって形成される。環境攪乱下では長距離拡散は進化的に安定
な戦略である。その一方で、結婚飛行をせず、多数の女王アリがコロニーを
分割する形で新しくコロニーを形成するアリも存在する。この短距離拡散を
行う種も新生育地でのコロニー形成に成功している。二次元空間モデルを用
いた先行研究によると、攪乱の頻度が大きくかつ小規模なコロニーの死亡率
が非常に大きいとき、短距離拡散が有利となることがわかっている。しかし
既存の研究はコロニー間の闘争を取り入れていなかった。実際の自然界では、
アリは同種でも異なるコロニーの個体間は排他的で激しく闘争する。よって
本研究はコロニー間の闘争を加味したモデルを通して、より精細な知見を得
ることを目的とした。そのためにコロニーの勝率に着目した。そして拡散先
にコロニーが存在する場合に闘争が発生する状況下で、勝率がコロニーにサ
イズ依存、あるいは非依存なモデルの結果を比較した。その結果、環境攪乱
がない状況では短距離拡散は、（１）移動してきたコロニーが勝利する条件、
（２）より大きなコロニーが勝利する条件、（３）ランダムに勝敗が決定する
条件、（４）もともと存在するコロニーが勝利するという条件の順に有利とな
ることが示された。 



修士論文

ガン血管新生の数理モデルに関する平均原理
– 確率微分方程式の生命科学への応用 –

三澤美香子／埼玉大学大学院教育学研究科

§1. ガンの血管新生のモデル化
本研究は確率微分方程式 (SDE) という数学的道具に基づいてガンの血管新生に関する

数理モデルを提案し、確率モデル論の生命科学への応用を目指す、数理生物学的手法に基
づく理論研究である。提案した数理モデルの長時間漸近挙動について研究し、確率生物系
としての平均原理を導出し、併せてモデルのゆらぎ解析も行った。数理的にはガン血管新
生の先端部位のダイナミックスを記述する確率過程の極限定理という意味合いがある。
血管新生 ,すなわち新しい血管の成長は体の中で起こる重要な自然過程である. ガンに

よって誘導される血管新生は, 正常な組織血管構造が無血管腫瘍の成長をこれ以上支える
ことができないというときに起こると考えられている. 血管新生の数理モデルの発展にお
いて, その過程を引き起こす基礎となるメカニズムへのより深い知見を得ることが望まれ
ている. 標的型薬剤を通して, ガン腫自身を栄養不足で死滅させるか, 不活性状態にするた
めには , 毛細血管レベルにおける血管新生を完全に理解することが求められている. 血管
新生とその他多くの繊維組織過程の十分な数理的モデル化には確率的な繊維組織過程の幾
何学的な定理が必要である. 本論文における単純化された確率的な幾何学過程は空間的に
分布する血管新生過程の記述のために必要であり , 関連する基礎場の集合と深く関連して
いる. 血管の分枝メカニズムは新芽の誕生を記述するマーク付きの確率計量過程としてモ
デル化される. 一方血管のネットワークは先端によって展開された軌跡の同合体としてモ
デル化される. したがって毛細血管の拡大は Langevinタイプの確率微分方程式の乱数シス
テムによりモデル化される. これはランダムな方程式が記述する基礎場の時間発展と結び
ついている. 先在する親の血管からの発芽はここでは考えないものとする. また不必要な
数学的繁雑さを回避するため初期の毛細血管の数を N0 と仮定して考察する. 実際は,位置
と速度の同時密度は容易には切り離せないもので, この路線に沿ったアプローチは S.Sun
et al.(2005)において最近提案されたが, われわれが採用したモデルではミクロスケールで
確率性を考慮しないことにしているが, メゾスケールで平均をとることは考慮している.

§2．モデルのダイナミックスを表す確率微分方程式の解の存在性
毛細血管のネットワークをモデル化する. X は血管新生における先端部の位置を, v は

その拡大速度をそれぞれ表すものとする. ガンの血管新生の Vesselの運動方程式を記述す
る連立方程式 {

dXt = (1− paIX(t)(X
k(t)))v(t)dt

dvt = a(t，Xt，vt)dt + dWt

に関連して, 一般化した SDEによる確率モデルを考察する.

Xt = t(X̂t, vt) = t(X1
t ,X2

t ,X3
t , v1

t , v
2
t , v

3
t ) ∈ R

6

1



として，ガン血管新生の Vessel運動に関する確率モデルとして次の Itô型 SDEを考える．

dXt = F (t，Xt)dt + G(t，Xt)dBt， X0 = Z (1)

(1)の Itô 型 SDEの解の存在と一意性について，次の仮定をおく. T > 0 に対して{
F (t，x) : [0, T ] × R

6 → R
6

G(t，x) : [0, T ] × R
6 → R

6 ⊗ R
6

仮定 (Restriction on growth，Lipschitz連続性) ∃C，D > 0 に対して，
(A1) ∀x ∈ R

6, t ∈ [0,Ｔ] に対して，

|F (t，x)|+ ‖G(t，x)‖ � C(1 + |x|).

(A2) ∀x，y ∈ R
6, t ∈ [0, T ] に対して，

|F (t，x)− F (t，y)|+ ‖G(t，x)−G(t，y)‖ � D|x− y|.

Theorem 1. (解の存在と一意性定理) このとき SDE(1)は，t-連続な一意解過程Xtを持
ち，次の 2条件を満たす．

(i) Xt は，FZ
t -adapted．ただし，FZ

t ≡ σ(Z)∨σ(Bs：s � t) ; (ii) E
∫ T
0 |Xt|2dt < +∞.

§3．主結果：平均原理について
確率微分方程式 (1)の解の漸近挙動を考える. パラメータ λ (λ ∈ Λ) 付きの Itô型 SDE

dXλ
t = F λ(t，Xλ

t )dt + Gλ(t，Xλ
t )dBλ

t

の解を Xλ = {Xλ
t : t ≥ 0} とかく．F λ, Gλ も前述の SDEの解の存在と一意性定理と同

じ条件をみたすものとする．ε > 0 に対して，Xε(t，ω) = X(t/ε，ω) を考えて，ε ↓ 0 での
limitの状況を調べる．以下で, 記号 ⇒ は分布の意味での収束を表す.

Theorem 2. F λ は λ = λ0 で積分的に連続性を仮定する．このとき，もし ∀t > 0 に対し∫ t

0
Gλ(s，Xλ

s )dBλ
s ⇒

∫ t

0
Gλ0(s，Xλ0

s )dBλ0
s

が成り立つならば，Xλ
t ⇒ Xλ0

t (λ → λ0) が成立する.

Theorem 3. Xs(ω) = y ∈ R
6 (P-a.s.) に対して, y について一様に

lim
T→∞

1
T

∫ T

0
F (s，y)ds = F̃ (y)

とし, さらにこのとき u ≡ u(t) が

du

dt
= F̃ (u(t))， u(t)|t=0 = z

の解ならば, X(t/ε) ⇒ u(t) (ε ↓ 0) が成り立つ.
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評判に基づく集団形成と協力の進化 

東京工業大学大学院 社会理工学研究科 価値システム専攻  

中丸研究室 修士課程２年 横山 明 

 

１．研究背景と目的 

 人は複数の様々な集団に所属している。集団内で

協力し合う必要がある場合は、常にフリーライダー

問題がつきまとう。もし集団メンバーの取捨選択が

出来るのであれば、フリーライダーを出来る限り排

除したいと考えるだろう。また、所属する集団が選

ぶことが出来るのであれば、協力者が多いグループ

に所属したいと考えるであろう。 

 集団を形成する際の意思決定が全集団の協力率

にどのように影響するのだろうか？進化ゲームを

用いた先行研究として、公共財ゲームにおいて似て

いるタイプの人と集団を形成しやすいと仮定をお

いた研究[1]や頼母子講やグラミンバンクのような

具体的な事例に進化ゲームを適用し、集団形成ルー

ルと制度への協力率の関係を探った研究がある[2]。

本研究では、集団の協力行動のモデルによく用いら

れる公共財ゲームを用いて、協力率が高くなるため

の集団形成の意思決定を探る。 

 

２． モデルとシミュレーションの流れ 

2.1 進化シミュレーションの流れ 

 集団全体は 人からなる。各プレーヤーの戦略は、

協力度合いと集団形成の閾値である。初期値は非協

力者のみとし、閾値はランダムに与える。（１）集

団    人からランダムに平均    人のサブ集団を

     組作る。（２）集団形成ルール（2.2節を参照）

によってサブ集団からゲーム参加者を選別する。サ

ブ集団から弾かれたプレーヤーはゲームをしない。

（３）サブ集団内で公共財ゲームを行う（2.3節を

参照）。協力するほどイメージスコアが高くなると

する[3]。イメージスコアが評判に当たる。（４）そ

して（２）、（３）を   回繰り返し、各プレーヤーの

公共財ゲームでの利得を累積する。１世代が終わる。

（５）高利得だったプレーヤーの戦略は、次世代の

プレーヤーに模倣されやすいとするが、ある確率で

ランダムに戦略を模倣する。この（１）―（５）の

プロセスを繰り返す。まずは       ，  

 ，      とした。 

 

2.2 集団形成ルールについて 

 各プレーヤーは、評判であるイメージスコア    

と閾値戦略       を持っている。集団形成は加入

ルールと許可ルールの２つから成る。 

加入ルールとは、各個人が集団に加入したいかど

うかを判断するときに使うルールである。これは、

サブ集団メンバー候補者全員の評判の平均値が、あ

る候補者の閾値    以上であれば、その候補者がサ

ブ集団に残る（図１(左)）。 

 許可ルールとは、集団がメンバーの取捨選択を行

うときに使うルールである。これは、ある候補者の

評判が、集団メンバー候補者の閾値    の平均値以

上であれば、集団メンバーになる（図１(右)）。 

 

図１：加入ルール(左)と許可ルール(右) 

 

2.3 公共財ゲーム 

 協力的なプレーヤー(C)の投資額は１、非協力的

なプレーヤー(D)の投資額は０とし、集団内のCの

数を    、Dの数を    とおく。投資額の合計を   倍

し、全員に均等に分配する。この   が満たす条件は、

           である。C と D の利得をそれぞ

れ   ，   とおくと 

     
   

     
         

   

     
 



となる。  は            の範囲を 0.01 刻みで

進化シミュレーションを行った。 

 

３． 結果と考察 

 シミュレーション結果を図２－４に示した。横軸

が   、縦軸がCの割合となる。 

 集団形成ルールがない場合の結果は図２となり、

Cの割合は上がらない。これは式(1)、(2)よりDの

得られる利得の方が大きいためと考えられる。 

 

図２：シミュレーション結果①(集団形成ルールなし) 

 

 集団形成ルールを適用した一例が図３，４である。 

 図３は加入ルールのみ、許可ルールのみ、      

と仮定して両方適用した場合と      と仮定し

て両方適用した場合の４パターンを比較したグラ

フである。加入ルールでは    を下げることでサブ

集団に入ることができるため、Dを排除することが

難しい。よって、Dをサブ集団から排除できず、図

２と同様に集団内の D の割合が大きくなり、協力

率が上がらないと考えられる。一方、許可ルールで

は    の設定次第で     が低い候補者を排除できる。

これにより、Dを排除しやすくなり、サブ集団内の

C の割合が大きくなることで協力率が上がると考

えられる。この結果から、許可ルールが協力率を上

昇させるためには重要であることがわかる。 

 図４は許可ルールのみを適用した場合に、集団の

閾値の平均値だけではなく、中央値、最大値、最小

値の４種類それぞれで進化シミュレーションを行

った結果である。結果は最大値 ≈ 平均値 > 中央値 

> 最小値になった。これは、基準となる    の値が

高いほど、Dを排除しやすくなり、協力率が高くな

ると考えられる。 

 

図３：シミュレーション結果② 

（紫：加入ルールのみ，緑：許可ルールのみ，青：     ， 

水色：     ） 

 

図４：シミュレーション結果③(許可ルール) 

（緑：平均値，水色：中央値，青：最大値，紫：最小値） 
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博士論文

Mathematical Analysis for Epidemic Models with Heterogeneity
非均質性を備える様々な感染症モデルの数理的解析

國谷紀良1

東京大学大学院数理科学研究科　

Toshikazu KUNIYA
Graduate School of Mathematical Sciences, University of Tokyo

Abstract In the thesis, focusing on the heterogeneity of population, we construct a multi-group SVIR epidemic
model, an age-structured SIR epidemic model, a nonautonomous SEIRS epidemic model and an age-structured
SIS epidemic model with periodic parameters, and study their mathematical properties. In particular, we focus
on the role of the basic reproduction numberR0 for determining the global behavior of solutions of each model.

1 イントロダクション

各個体の年齢、性別やパラメータの季節依存性の

別など、様々な非均質性を考慮することはより現実的

な感染症モデルを構築する上で重要となる。そのよ

うなモデルは必然的に複雑な構造を備えるため、そ

の数学的性質に関する未解決問題も数多く残されて

いる。本研究では、そのような非均質性に着目して

様々な感染症モデルの定式化を行い、それらの解の挙

動と有名な疫学的閾値である基本再生産数R0（[2]）

との関係に焦点を当てた解析を行った。扱ったモデ

ルは、ワクチン接種の効果を考慮出来る多集団 SVIR

モデル、人口の年齢構造を考慮出来る多集団年齢構

造化 SIRモデル、病気の潜伏期間を考慮出来る非自

律的 SEIRSモデル、感染症の季節的流行を考慮出来

る時間周期的年齢構造化 SISモデルである。

2 多集団SVIRモデル

本研究では、ワクチン接種の効果を考慮出来る

SVIRモデル（例えば [8]を参照）に対し、多集団構

造を導入することで、以下のように拡張された SVIR

モデルの解析を行った。

d
dt

Si = (1− pi)bi −Si

n

∑
j=1

βi j I j −
(
µS

i +vi
)

Si ,

d
dt

Vi = viSi −Vi

n

∑
j=1

σiβi j I j −µV
i Vi ,

d
dt

Ii = (Si +σiVi)
n

∑
j=1

βi j I j −
(
µ I

i + γi
)

Ii ,

d
dt

Ri = pibi + γi Ii −µR
i Ri , i = 1,2, . . . ,n.

各パラメータの意味については、次の遷移図を参照

されたい。

( ) ii bp−1

S

iµ ∑
=

n

j

jiji
I

1

βσ

iγiibp

R

iµ I

iµ

V

iµiv

∑
=

n

j

jij
I

1

β

Si

感受性人口

Vi

ワクチン接種人口

Ii

感染性人口

Ri

回復人口

出生

出生

死亡

死亡

死亡

死亡

回復

感染

感染

ワクチン

このモデルに対し本研究では、[2]の定義に従って基

本再生産数R0を次世代行列のスペクトル半径として

導出し、それが感染症の将来的な流行挙動を決定付

ける意味で完全な閾値となること、すなわち、R0 ≤ 1

であれば感染症流行の無い状況に対応する自明平衡

解が大域的に漸近安定となる一方、R0 > 1であれば

感染症の定着する状況に対応するエンデミックな非

自明平衡解が大域的に漸近安定となること証明した。

詳細については、[6] を参照されたい。

3 多集団年齢構造化SIRモデル

若年層の感染率が高い一方で、高齢層の死亡率が

高いインフルエンザをはじめ、多くの感染症が年齢

依存的であると知られている。本研究では、人口の年

齢構造を考慮に入れた SIRモデル（[3] を参照）に、

多集団構造を導入した次のモデルの解析を行った。

(
∂
∂ t

+
∂
∂a

)
Sk =−(λk (t,a)+µk (a))Sk,(

∂
∂ t

+
∂
∂a

)
Ik = λk (t,a)Sk−{µk (a)+ γk (a)} Ik,(

∂
∂ t

+
∂
∂a

)
Rk = γk (a) Ik−µk (a)Rk,

λk (t,a) =
m

∑
j=1

∫ ω

0
βk j (a,σ) I j (t,σ)dσ ,

Sk (t,0) = bk, Ik (t,0) = Rk (t,0) = 0.

1tkuniya@ms.u-tokyo.ac.jp

1



但し k= 1,2, . . . ,mとする。各パラメータの意味につ

いては、次の遷移図を参照されたい。

k
b ( )a

k
γ

( )a
k

µ

( )at
k

,λ
Sk

感受性人口

Ik
感染性人口

Rk
回復人口

出生

死亡
死亡

死亡

回復
感染 ( )a

k
µ( )a

k
µ

本研究では、このモデルに離散化を施すことで得ら

れる連立常微分方程式に対して、前述の結果と同様

に、R0が感染症の将来的な流行挙動を決定付ける意

味で完全な閾値であることを証明した。詳細につい

ては、[4] を参照されたい。

4 非自律的SEIRSモデル

本研究では、病気の潜伏期間を考慮出来る SEIRS

モデルに、パラメータの時間依存性を仮定した、次の

ような非自律的モデルの解析を行った（[9]も参照）。

d
dt

S= Λ(t)−β (t)SI−µ(t)S+δ (t)R,

d
dt

E = β (t)SI−{µ(t)+ ε(t)}E,

d
dt

I = ε(t)E−{µ(t)+ γ(t)} I ,

d
dt

R= γ(t)I −{µ(t)+δ (t)}R

各パラメータの意味については、次の遷移図を参照

されたい。

( )tΛ

( )tγ

( )tβ
S

感受性人口

I

感染性人口

R

回復人口

出生

死亡

死亡

死亡

回復

感染

( )tµ

E

潜伏期人口

( )tµ( )tµ

( )tε発症
( )tδ免疫

失効

死亡

( )tµ

本研究ではこのモデルに対し、感染症が駆逐される

ための十分条件と、定着するための十分条件を得た。

それらは特別な場合においては [9] で得られた先行

結果を改善するものであった。詳細については、[5]

を参照されたい。

5 時間周期的年齢構造化SISモデル

本研究では、感染症の季節変動的な流行動態を考

慮する上で重要となる、次のような時間周期的年齢

構造化 SISモデルの解析を行った。

(
∂
∂ t

+
∂

∂a

)
S=−{λ (t,a)+µ (t,a)}S+ γ (t,a) I ,(

∂
∂ t

+
∂
∂a

)
I = λ (t,a)S−{µ (t,a)+ γ (t,a)} I ,

λ (t,a) =
1

N(t)

∫ ω

0
k(t,a,σ) I (t,σ)dσ ,

S(t,0) =
∫ ω

0
f (t,a)P(t,a)da, I(t,0) = 0.

但し各パラメータは時間について周期的な関数とす

る。その意味については、次の遷移図を参照されたい。

( )0,tS

( )at,γ

( )at,λ
S

感受性人口

I

感染性人口

出生

死亡 死亡

回復

感染

( )at,µ ( )at,µ

本研究ではこのモデルに対して、[1]の定義に従って

基本再生産数 R0を次世代作用素のスペクトル半径

として導出し、それが感染症の将来的な根絶と、季

節毎の再帰的流行を左右する閾値であることを証明

した。詳細については、[7] を参照されたい。
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本論文は四章で構成される． 

第一章では序章として，それぞれ組織工学と合成生物学における細胞種多様化システム

実現の重要性を述べた．組織工学は生体外で組織や臓器を構築して患者の体内に安全に移

植する技術の発展を目指す学問である．組織工学において，細胞の目的細胞種への分化誘

導は重要な技術の一つで，移植前における細胞の様々な細胞種への誘導が可能になってき

たが，移植後の細胞の細胞種の維持や挙動の制御が課題であった[1]．移植後における細胞

の細胞種の維持や挙動のプログラムの手段として，導入した細胞の挙動をプログラムでき

る人工遺伝子回路が注目されつつある．組織には複数の細胞種が存在し，組織全体の機能

を補い合って構成するので，人工遺伝子回路によって細胞種多様化の機能を移植前の細胞

にプログラミングしておくことは，移植後に正しい機能をもつ組織の構築に必要となるだ

ろう．ところが，一つの人工遺伝子回路で二つ以上の細胞集団が自律的に生まれる細胞種

多様化を実現するような人工遺伝子回路は，現状の合成生物学の分野では実現されていな

い．そこで本研究では，細胞種多様化に必要な人工遺伝子回路の設計およびその設計の評

価をすることにした． 

第二章では，細胞種多様化を実現するためのシンプルな人工遺伝子回路 Asymmetric 

Diversity Generator (ADG) の設計・構築[2]について述べた．ADGは，細胞間シグナリン

グ機構と遺伝子の相互抑制機構とからなり，自律的に生産される細胞間シグナル分子濃度

依存で安定な細胞種の数が一つから二つに変わるように設計されている．本研究では， 

ADGを導入した大腸菌集団の挙動に関する計算機シミュレーションを通じて，回路設計の

妥当性を示したうえで，遺伝子を組み合わせて実際に ADGを調製し，モデル生物である大

腸菌に導入した．そして，その大腸菌集団が適切な初期状態にリセットされていたら細胞

種多様化することを培養実験で確認した．また，本研究では，ADGを導入した細胞集団の

細胞種比率は，細胞間シグナリング分子の蓄積速度の操作で制御可能であることを，大腸

菌の培養実験により示した． 

第三章では，第二章の ADGをもとに，細胞種比率が初期状態によらないような人工遺伝

子回路の設計と数値シミュレーションによる設計の評価[3]について述べた．二つの細胞種

の安定性がそれぞれの細胞間シグナリング分子濃度依存にすることで，両方のシグナリン

グ分子濃度が低い場合にどちらの抑制タンパクも生産しない細胞種になる人工遺伝子回路

Symmetric Diversity Generator (SDG)の設計を行った．続いてより低い初期状態依存性の

ために SDGをベースにして，相互抑制機構を構成する抑制タンパク質の発現の転写因子に

対する感度のみを下げた Low Responsive Repressor production Symmetric Diversity 



Generator（LRR-SDG）を設計した．計算機シミュレーションによる評価の結果，LRR-SDG

が最も初期状態依存性が低い回路設計であることが分かった．さらに本研究では，

LRR-SDG を構成する遺伝子パーツのパラメータの値が変化しても低い初期状態依存性が

維持されること，LRR-SDGを導入した細胞集団の細胞種比率は，遺伝子の相互抑制を構成

する二つの抑制タンパク質の活性を阻害する薬剤の添加で操作できることを計算機上で示

した． 

第四章では，一連の研究の結果に加え，総合討論では細胞種多様化のための本人工遺伝

子回路を組織工学へ応用する方法，および本人工遺伝子回路の機能拡張について具体的に

議論し，細胞種多様化の実現によって展開する組織工学について展望を論じた．組織工学

への応用に向けた，細胞種多様化の哺乳類細胞での実現は，大きく分けて（１）哺乳類細

胞用の相互抑制機構の構築，（２）細胞間シグナリングシステムの構築，（３）相互抑制機

構と細胞間シグナリングシステムの結合，という三つの独立した工程によって可能である．

人工遺伝子回路の機能拡張については，組織工学に有用な機能に限定して，3つの細胞種へ

の多様化機能，および空間構造を認識してエリアごとに細胞種多様性の維持機能の実現方

法について考察した．展望では，細胞種多様化機能とほかの要素技術との融合について論

じた．細胞足場やバイオプリンティングのような形を作る技術や，外部からの入力による

細胞状態の制御といった要素技術は，

生体への移植前における臓器構築シ

ステムの確立に有効である．一方で，

本研究で設計した細胞種多様化およ

び細胞種多様性の維持を実現する人

工遺伝子回路は特に，分化誘導した細

胞が，生体への移植後に所望の比率を

自律的に維持するのに有効である．本

研究で設計した細胞種多様化人工遺

伝子回路と，形を作る技術および細胞

状態の制御との組み合わせによって，

移植前後で有効な臓器構築システム

が確立されるだろう（図１）． 

[1] Ruder WC, Lu T and Collins JJ; Synthetic Biology Moving into the Clinic, Science, 

333, (2011), pp 1248-1252. 

[2] Sekine R, Yamamura M, Ayukawa S, Ishimatsu K, Akama S, Takinoue M, Hagiya M 

and Kiga D; Tunable synthetic phenotypic diversification on Waddington’s landscape 

through autonomous signaling, PNAS, 108, 44(2011), pp 17969-17973. 

[3] Sekine R, Kiga D and Yamamura M; Design strategy for an initial state-independent 

diversity generator, CBIJ, 12, (2012), pp 39-49. 

図 1 細胞種多様化機能とその他要素技術がつくる

臓器構築システムの展望 
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	 急激な気候変動により生物多様性の損失が危惧される昨今、植物は食物連鎖

の一次生産者に位置づけられ、その生態学的理解は基本的に重要である。私は

九州大学大学院システム生命科学府における 5 年間の博士課程で、植物の進化
生態学・群集生態学的研究を数理的手法を用いて行ってきた。 
	 本論文は、全 6章からなる。最初の 4章は、森林性樹木における豊凶現象(マ
スティング)の進化生態学的研究についてである。ブナ、ミズナラをはじめとし
た多くの森林性樹木は非常に大きな年変動をもった同期的繁殖動態を示す。こ

のため、豊作年には、「種子の絨毯」と呼ばれるほど、林内に大量の種子が散布

される。一方で、その他の年には、種子はほとんど生産されない。この動態の

至近要因は樹木が繁殖資源を毎年蓄積し、繁殖時に投資する「資源収支モデル」

を用いて説明されている。一回の繁殖機会に一年での獲得量を上回る資源を投

資した場合、蓄積資源量の回復に時間がかかり、変動の大きな繁殖(豊凶)が実現
する。そうでない場合、毎年繁殖することが可能となる。豊凶は植物がその進

化の過程で獲得した繁殖戦略であると考えられており、実証研究では、花粉獲

得効率が高まったり、種特異的種子捕食者からの被食を回避したりすることに

よる進化的有利性が議論されてきた。これらの研究は種子生産数の向上及び、

種子生存数の向上という観点から議論がなされているが植物の種子間競争の観

点を欠いている。森林の成熟樹木数は森林面積と相関があり、成熟樹木が死亡

する事によって空き地が形成されない限り、幼樹は成熟しない。よって森林性

植物の進化については世代交代様式を含めて包括的に議論する必要がある。そ

こで、私は資源収支モデルの繁殖投資量を決める係数を進化形質として、世代

交代まで含めた豊凶の進化モデルを開発した。 
	 1章では、森林特有の世代交代により、豊凶現象の進化が非常に難しいことを
示す。2章では、実生バンクの存在により、豊凶現象が進化しうる事を示すと同



時に種特異的種子捕食者は豊凶進化を促進する事を示す。3章では、豊凶進化の
数理的基盤をアダプティブダイナミクスの観点から説明する。これにより、非

線形モデリング特有の現象である進化的ジャンプが引き起こされることを証明

する。また、集団の有限性により、豊凶進化が促進されることを示す。4章では、
種子捕食者と樹木の共進化システムについて議論する。いくつかの種子捕食昆

虫は豊凶に対するリスクヘッジ戦略として、休眠延長を示す。休眠延長は同じ

年に生まれたきょうだい間で成熟のタイミングがことなり、いくつかの年に成

熟タイミングを分散させるものである。これにより、豊作年の翌年、凶作年が

来たとしても、親の適応度が減少しにくくなる。この章ではこのような戦略を

持つ捕食者と樹木の共進化の結果として、樹木の豊凶と種子捕食者の休眠延長

の進化が互いに促進されあう事を示す。 
	 5章では上記の資源収支モデルを用いて、東南アジア熱帯林で観察される種間
同調開花現象のメカニズムについて議論する。東南アジアの熱帯林性樹木がジ

ェネラリスト送粉者を共有しているという事実に着目し、一方の種が開花した

時に、そこに同所的に存在する他方の種は同時に開花すれば送粉者を多数得る

事ができるが、逆に送粉者をめぐる競争が激しくなる可能性も存在する。 
	 6 章では、植物群集への外来種の侵入条件に対して、植物-土壌相互作用、環
境撹乱が与える影響について議論する。植物は土壌中の微生物群集と相互作用

しており、特に寄生菌類との負の相互作用は群集構造に影響を与えることが示

唆されている。この負の相互作用により、在来種は競争能力が弱められるため、

負の影響を受けにくい外来種は侵入成功が容易になる。しかし、環境に撹乱が

存在し、これにより土壌からのフィードバックが解消される時には在来種との

競争が厳しくなることによって、外来種の侵入成功条件が厳しくなる事を示す。 
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	 海産大型藻類の多くは、配偶体（半数体世代）と胞子体（二倍体世代）が独立した藻

体をもち、それらが減数分裂と接合を通した世代交代をする。その世代交代（生活環）

パターンは大きく分けると、配偶体が大型化して胞子体が微視的になるグループ、両方

の世代がほぼ同じ形と大きさになるグループ、胞子体が大型化して配偶体が微視的にな

るグループに分類でき、それらは紅藻、褐藻、緑藻の各系統で独立に進化してきた。 
	 これまで生活環進化の問題は、半数体世代と二倍体世代間のトレードオフを、発生学

的側面、遺伝学的側面、生理生態学的側面などから議論する研究と、両世代が多細胞体

に発生して独立栄養生活を送る生活環（biphasic life cycle）の進化について、両世代に
よるニッチ分割、性コストの軽減などの側面から議論する研究を、中心に行われてきた。

しかし、これらの研究の多くは、有害突然変異に対する応答、環境変動に対する進化速

度などの遺伝学的な効果に着目したものであるか、もしくは生活史の一部の形質のみに

着目したものばかりで、生活史全体における形質の進化、個体群動態、野外での分布パ

ターンなど、進化生態学的な視点を重視した研究がほとんど行われてこなかった。そこ

で本論文では、大型藻類の生活環が片方の世代が大型になりもう片方の世代が微小にな

る異形生活環と、両方の世代がほぼ同じ形と大きさになる同形生活環に分けられること

に着目し、それらを進化生態学的視点から理解する理論研究を行った。以下に各題目と

その要旨を記す。 
 
第１、２章：大型藻類生活環の最適生活環戦略と分布パターン 
	 本章では、大型藻類の生活環が片方の世代が大型になりもう片方の世代が微小になる

異形生活環と、両方の世代がほぼ同じ形と大きさになる同形生活環に着目し、その進化

適応に関する研究を行った。そこでは死亡率が季節変化する環境を設定し、大きな藻体

をもつ世代は多量の資源を要求し捕食や物理的撹乱を受けやすいため季節性が強く、微

小世代は成長が遅いが安定した生存が見込めると仮定し、各世代の最適世代交代タイミ

ングについて調べた。その結果、異形生活環の種は、大型の藻体をもつ世代が死亡率の

低い季節に生育して、微小世代が死亡率の高い季節に生育するようなタイミングでの世

代交代が最適であった。そして、同形生活環の種は、全ての世代が一定のサイズに達し

た時点で成熟するようなタイミングでの世代交代が最適であった。次に、異形生活環の

種と同形生活環の種の優位性を個体群動態の平衡状態における個体数で評価したとこ

ろ、異形生活環の種はより季節変動が大きい環境、死亡率が極端に高い環境、死亡率が

極端に低い環境で有利になることが明らかになった。これらの結果は、異形生活環の種

が北半球高緯度地域、岩礁潮間帯における潮上帯、漸深帯で有利になることを示唆して

いる。先行研究で調べられた、日本２６地点での大型藻類の分布と生活環の関係は、理

論研究の予測を支持していた。	 

	 



第３章：異形生活環藻類における進化的に安定な生活環スケジュール 
	 本章では、競争条件下での生活環進化を厳密に考えるために、異形生活環をはじめと

した一年生生物の季節的環境における適応を進化ゲーム理論により解析した。そこでは

死亡率が季節変化する環境を設定し、大きな藻体をもつ世代は捕食や物理的撹乱により

季節性が強く、微小世代は安定した生存が見込めると仮定し、成長速度、死亡率、定着

成功率がバイオマスで測った個体群密度とともに減少すると仮定した。そこでは各個体

がそれぞれ最適な戦略を実現しているゲーム的な状況になっており、様々な生活史スケ

ジュールを持つ個体が混じった個体群動態を調べることで、進化的に安定な生活史スケ

ジュールについて調べた。その結果、進化的に安定な個体群では、世代交代スケジュー

ルに関して異なる表現型をもつ個体が混じっていることがわかった。そして、頻度依存

的な競争の結果として個体群内で早くに繁殖する集団（春型）と遅くに繁殖する集団（秋

型）の二型が進化しうることなどが明らかになった。	 

	 

第４章：半数体世代と二倍体世代の相対的優位性についての理論的研究 
	 最後に、藻類生活環における、半数体世代と二倍体世代の相対的サイズの進化を理解

する足がかりの研究として、両世代間に働くトレードオフに関する仮説の中の一つであ

る、半数体世代が二倍体世代よりも貧栄養環境下で有利になる、というNutrient	 Saving

仮説の理論的検証を行った。そこでは過去に酵母菌を用いて行われた競合実験のシステ

ムを念頭に置き、細胞分裂により増殖する単細胞生物の生活史を想定し、細胞の成長速

度が細胞の栄養塩取り込みに依存する、栄養塩取り込み効率は細胞の表面積と周囲の栄

養塩濃度に依存する、サイズ依存的な死亡率が働く、細胞分裂は細胞サイズが初期サイ

ズの二倍に達した時に起こる、という仮定の下で、半数体細胞と二倍体細胞の内的自然

増加率を調べた。さらに、半数体細胞と二倍体細胞間の栄養塩の奪い合いを通した競合

実験を、個体群動態モデルにより再現した。数理モデルを解析したところ、Nutrient 
Saving仮説を支持する領域は、実験室環境において部分的に観察されうるが、自然環境
での動態は環境の栄養条件には依存しない可能性がありうることが示唆された。 
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論 文 内 容 の 要 旨 
 

Most ecosystems on the Earth are strongly affected by diverse human activities. As a result, for achieving 

successful ecosystem management and biodiversity conservation, we need to consider social, economic, and 

cultural aspects of human society. These aspects are in turn affected by ecosystem, as demonstrated by the 

"collapes" of human civilizations by the fragility of ecosystem services (Diamond, 2005). Hence study of 

ecosystem dynamics that are interacting with social, economic, cultural aspects of human society is 

important.  

 Last several decades, we observed a rise of theoretical ecology that aims to promote our 

understanding of the ecological dynamics which can be a good basis of the ecosystem management. More 

recently, there have been several attempts to explore the behavior of coupled dynamics of social and 

ecological systems (Iwasa et al., 2007; Satake et al., 2008; Suzuki and Iwasa, 2009). One of these studies is 

on how the dynamics of target ecosystems, for examples, pollution level of a lake, change responding to the 

decision of local people and factors that affect those decisions. People’s level of concern about environment 

and willingness to make contribution interact with the dynamics of pollution level, and explain very different 

states of the lake water quality. Elinor Ostrom who identified design principles for stable resource 

management emphasized that understanding of social-ecological systems is essential for the appropriate 

analysis of sustainability of target resource (Ostrom, 1990; Ostrom, 2009). 

 In this thesis, I study key elements of coupled social ecological dynamics, aiming to provide 

understanding of the whole system and sometimes to give policy recommendation for natural resource 

management through three different examples.  



 First, a common fishing ground is considered, focusing an example of women divers in Jeju islands, 

Korea. Previously existing resource use system is about to change by introducing new resource users, 

tourists from metropolitan areas. The model analyzes the impact of tourism in a common fishing ground and 

points out the potential conflicts between two groups of users.  

 The second model is aiming to emphasize the importance of public support for biodiversity 

conservation. Conservation of biodiversity needs a constant of supply of public supports the level of which is 

decided by public concern about biodiversity. The link between public concern and public support seems to 

be underestimated in the current sciences of conservation. The model clearly describes the link and relates 

this to the optimal management of natural reserve which contains the conservation target.  

 Successful management of common pool resource must have a set of rules or regulations and a 

system of punishment to deviators. The third study in the thesis focuses on the institution which is regarded 

as essential for cooperation maintenance. According to Ostrom, the successful institution needs to have 

"graduated punishment", in which punishment level increases with the level of the harm to the society by the 

selfish action. This is known to be efficient to suppress the resource overexploitation from experiences, but 

the efficiency of this property of institution has not been explained successfully. We find the conditions 

under which this institution is optimal for cooperation enforcement provided two conditions are met. 

Sustainable resource management is successfully implemented with people’s cooperation. To get this 

cooperation from resource users or stakeholders, it is important to understand how we human being behave 

and apply this to the implementation. With the recent rapid development of behavioral or psychological 

economics, the theoretical study for ecosystem management might have high potential for its improvement 

by reflecting this achievement. Considering the impact of human choice on the resource management, the 

accurate mechanism of human decision can contribute the ecosystem management and its sustainable use.  
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