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卒業論文

稚魚食と頻度依存を考慮した
被食魚と捕食魚の左右性の齢構造モデル

奈良女子大学　理学部　情報科学科　高橋研究室　伊藤　友香

1 研究背景

アフリカ・タンガニイカ湖のスケールイーターを

はじめ、魚類は口が左方向に開く右利きと、口が右

方向に開く左利きがあり遺伝子によって決まってい

る形態的な左右非対称性（左右性）をもつ。捕食の

方法は自分とは逆の利きの餌を捕食する交差捕食と、

自分と同じ利きの餌を捕食する並行捕食があり、魚

食魚については交差捕食が卓越していることが多い。

また、魚は成魚ではなく稚魚が捕食されることが多

い。本研究では、稚魚食が振動周期や個体の左右比

にどのような影響を与えるのかを調べるため、稚魚

食のモデルを構築した。また警戒の頻度依存と捕食

対象の選択の頻度依存を入れたモデルを考えた。

2 モデル

左右性の個体群動態を考えるにあたり、出生や死

亡が年齢に依存することや繁殖可能年齢、齢ごとの

左右性の割合の影響を考慮するために齢構造モデル

を用いる。魚の齢分布の時間変化の式は、成長によ

り年齢分布が年齢が増加する方向に移動するものか

ら死亡率を引いたものである。産卵による稚魚の加

入速度の式は、魚が繁殖可能年齢以上になるとその

年齢の魚がバイオマスに比例してこどもを産む。

並行捕食と交差捕食で捕食率が異なることを考慮

して齢構造モデルに左右性を入れると、被食魚の齢

分布の時間変化の式の死亡率は被食魚のバイオマス

に比例した密度効果による死亡、並行捕食による死

亡、交差捕食による死亡の３つからなる。また、捕

食魚の産卵による稚魚の加入速度は、繁殖可能年齢

以上の捕食魚が並行捕食と交差捕食の採餌量の和に

捕食したものを産卵に使う割合をかけたものとなる。

稚魚食を考慮すると、捕食魚は被食魚の稚魚だけ

を捕食し、被食魚が成魚のときの死亡率は並行捕食

と交差捕食による死亡がなくなり、被食魚のバイオ

マスに比例した密度効果による死亡だけになる。

被食魚がたくさんいる利きの捕食魚を警戒し、ま

た捕食魚がたくさんいる利きの被食魚を狙うように

するとして、頻度依存を以下のように入れる。警戒

の頻度依存により、捕食魚の左利きの捕食能力の割

合が増加すると左利き捕食魚の捕食効率が減少する。

捕食対象の選択の頻度依存により、被食魚の左利き

のバイオマスの割合が増加すると左利き被食魚の標

的倍率が増加する。

3 シミュレーション結果

捕食係数と被食魚のバイオマス係数の値を変えて、

左利き被食魚の割合の振動が周期的かどうかを調べ

た (図１)。稚魚食でない場合は捕食係数が大きくな

ると振動しないところが多いが、稚魚食により捕食

係数が大きくなっても振動するようになることがわ

かった。
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図 1: (a)稚魚食でない場合と (b)稚魚食の場合での

左利き被食魚の割合の振動周期の判定。左利き被食

魚の割合が振動しているが周期的でないところと振

動していないところが白色、振動していてかつ周期

的であるところが黒色。グラフ左下の白い部分は捕

食魚が絶滅している。



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 阿部詩央璃

1 研究背景・目的
ニホンライチョウ（ Lagopus muta japonica）は

キジ目ライチョウ科ライチョウ属に属し、北アルプス
や南アルプスといった本州中部の高山帯のみに生息す
る、他の地域のライチョウとは氷河期以降に完全に隔
離された世界最南端に分布する亜種である。1980年
代の生息数の推定値は 3000羽ほどであったが、現在
1700羽ほどと推定されている。国の天然記念物であ
り、環境省の絶滅危惧種 IB 類（EN）に指定されてい
る。本研究では乗鞍岳に生息するニホンライチョウの
個体群のみに注目して絶滅リスクを評価し、ライチョ
ウの保全に数理モデルの立場から提言することを目的
とする。2011年度までのデータを用いた乗鞍岳のラ
イチョウの個体群存続可能性分析が行われている（鈴
木 2013）が、本研究では 2012年以降の新しいデータ
を用いて解析を行う。

2 データと解析方法
信州大学名誉教授の中村浩志先生によるフィールド
調査により得られた個体の生存率、一腹卵数、雛の生
存・孵化率、なわばり数を含む個体群データを用い、
決定論的モデルと確率論的モデルの２通りで個体群存
続可能性分析を行うことで絶滅評価を行う。決定論的
モデルはすべてのパラメータが定数であり、初期値に
依存して集団サイズの動態が一意的に決まるモデルで
ある。対して確率論的モデルはパラメータが確率的に
変化したり、集団サイズが確率的に変化することで個
体群動態が一意的に決まらないモデルである。決定論
的モデルにおいてはレスリー行列を用いた解析から最
終的な集団の増加率λを求め、行列の要素である齢別
の繁殖価と生存率が増加率λにどれだけ寄与するかを
評価する感度分析と弾力性分析を行う。確率論的モデ
ルにおいては個体ベースモデルを用いた解析を行う。
個体ベースモデルとは、年齢と性別等を個体の属性と
して割り当て、各個体の出生・死亡を計算機内でアル
ゴリズム的に再現するモデルのことである。

3 結果・考察
決定論的モデルにおける行列モデルによる解析では、
6歳以降の個体は出産後すべて死亡すると仮定したシ
ナリオ 1の増加率λの平均は 1.07±0.13（平均±標
準偏差）、λ＜ 1であった確率は 30.69％。6歳以降の
個体も出産・生存すると仮定したシナリオ 2の増加率
λの平均は 1.09±0.12、λ＜ 1であった確立は 23.18
％。先行研究（鈴木 2013）では同解析の結果、シナリ
オ 1の増加率λの平均は 1.10±0.06、λ＜ 1であった
確率は 4.2％。6歳以降の個体も出産・生存すると仮
定したシナリオ 2の増加率λの平均は 1.11±0.061、λ
＜ 1であった確立は 2.8％であった。
　確率論的モデルにおける個体ベースモデルによる解
析では、雌個体のみもしくは雌雄のつがいの形成を考
慮する、なわばり数の上限を考慮する・しない、の4通
りの解析を行った。図 1は雌雄がつがいを形成した後
に繁殖を行い、なわばり上限を考慮しない場合におけ
るシナリオ２の個体数の変動を表したグラフである。
この条件では 30年以内に乗鞍岳のライチョウが絶滅
する確率は 10,000回実行した結果、28.39％であった。
尚、図 1は 100回分の結果を抽出して記載している。
先行研究（鈴木 2013）では同解析の結果、絶滅確率
は 3.55％であった。

図１

　今回の研究結果より、先行研究（鈴木 2013）時より
乗鞍岳のライチョウの個体群の絶滅確率は高くなって
いることが示された。今後の展望として、個体ベース
モデルの属性としてつがい関係の継続性や複数局所集
団間の移動といったメタ集団構造を考慮した、より現
実的な系を対象とした個体群存続可能性分析を行うこ
とが考えられる。
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個体ベースモデルを用いた感染症の空間的拡大と
モーメントダイナミクス

奈良女子大学 理学部 情報科学科 高須研究室 若狭 由香利

1 研究背景と目的
感染症とは環境中に存在する病原性の微生物が体内
に侵入して引き起こされるものであり、日常生活にお
いて人は常に感染のリスクにさらされている。今日の
医療発展により多くの感染症が克服されたものの、未
知の感染症の発生や、一度抑制されていた感染症の復
活が懸念される。このような背景をふまえると、数理
的手法を用いて分析し、急速に流行予測を行うことが
重要である。本研究では感染症の古典的モデルである
SIS モデルを空間上の個体ベースモデルとして再構築
し、先行研究で既に得られているモーメントダイナミ
クス (内田、2013年度修士論文)と比較を行うことで、
より具体的な感染症の拡大に及ぼす効果の解析を行う。

2 モデル・シミュレーション
感染症の古典的モデルである SIS モデルはコンパー

トメント型の数理モデルで、調査対象となる疾病状態
にあわせて S(Suspectible：感受性人口)、I(Infected：
感染人口) の２つの集団に分ける。各集団の感染症ダ
イナミクスは微分方程式を用いて以下のモデルで表さ
れる。

dS
dt = －βSI+ γI (1)
dI
dt = βSI－γI (2)

ここでβは感染率、γは回復率を表すパラメータであ
る。空間上の感染症拡大をシミュレーションするため
に、個体ベースモデル (IBM;Individual based model)
を用いる。各個体は Sか I かのいずれかの状態をもっ
ており二次元平面上で考える。Sは Iからの距離dに応
じて確率β(d) で感染し、I は率 γで回復し Sとなる。
いま回復率γは同じ確率で感染してなおると考え、あ
る定数とする。本研究では個体の感染・回復をイベン
トとし、個体の変化に対応する技法であるGillespieア
ルゴリズムを用いる。S個体と I 個体のペア相関関数
を考え、ペア密度に注目した点パターンの定量化を行
い、個体の初期分布（完全ランダム、集中分布、過分

散）が感染症の空間的拡大に及ぼす影響を解析する。
また１次構造である点密度と２次構造であるペア密
度に関するモーメントダイナミクスを用いて、シミュ
レーション結果を数理的に記述することを試みる。

3 結果と考察
個体の初期分布（完全ランダム、集中分布、過分散）
についてシミュレーションを行った。ここでは初期状
態が過分散であるときのシミュレーションの一例を図
１、２、３に示す。

図 1: 1 × 1トーラス空間での個体分布図

図 2: 個体数 図 3: ペア相関関数

図１、２で S個体は青、I 個体は赤で表し、十分時間
t が経過したあとの個体分布 (図１) と個体数 (図２)
を示している。図３は SS ペアを青、SI ペアを緑、II
個体を赤で表した距離 dのペア相関関数 (PCF;Pair
Correlation Function)を示している。
初期分布が過分散のとき、個体数は I が Sを追い抜き
安定し、ペア相関関数については距離が 0に近づくと
急降下したグラフとなることがわかる。今後は初期分
布がランダム、集中分布、過分散のときのそれぞれの
シミュレーションを、モーメントダイナミクスから導
いた平衡状態と比較していく必要がある。
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論文題目：HIV-1感染における重感染の定量的解析 

	  -細胞の感受性の不均一性の影響- 

著者名	 ：伊藤悠介 

所属名	 ：九州大学数理生物学研究室 

 

ヒト免疫不全ウイルス(HIV-1)はウイルス粒子内に 2本の RNAを持ち、主

に遺伝的組替えを通じて多様性が創出される。また遺伝的組換えを促進する機構と

して重感染(co-infection)があり、1細胞内に複数のウイルスが同時に感染する現象

である。近年、HIV-1の重感染がランダムに生じるよりも多く特定の細胞に偏って

生じるという「HIV-1重感染における偏向性」が明らかにされてきた。そしてこの

偏向性には「細胞の感受性の不均一性」が大きな要因であると実験的にも理論的に

も示唆されている。 

本研究において、HIV-1重感染を記述する確率モデルの構築と定量的解析

について報告した。具体的には、HIV-1重感染の偏向性に重要な要因と示された細

胞の感受性の不均一性を考慮した確率モデルを構築し、 理論的に HIV-1重感染の

偏向性が生じることを予測した。また HIV-1 感染実験データを解析した結果、実

験解析だけでは特定が困難な 1細胞に感染するウイルス数を推定した。例えばウイ

ルス接種量に比例して、平均感染HIV-1数が 1.02~1.64個であることを特定した。

さらに異なるウイルス接種量に応じて、 大 40%の感染細胞が重感染しているこ

とを明らかにした。重感染が遺伝的組換えを通じて HIV-1 の多様性を促進するこ

とを考慮すると、HIV-1重感染における特に重感染細胞の割合の特定は、遺伝的組

換えや HIV-1の多様性への影響につながると予期される。 
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論文題目：長期的な再生産能力を持った骨髄球系前駆細胞を含む造血システム

の数理モデル研究 

著者名：岩波	 翔也 

所属名：九州大学数理生物学研究室所属 

 
 近年、マウスを使って⾏われた１細胞移植実験によって、造⾎幹細胞(HSC)だ
と考えられていた細胞区画から、⾃⼰複製能⼒を有しながら分化能⼒が限定さ
れ た ⾻ 髄 球 系 前 駆 細 胞 （ MyRP: myeloid-restricted progenitors with long-term 

repopulating activity）が発⾒された。また、分裂した２つの娘細胞の性質を調べ
る Paired daughter cell assay によって、MyRP は HSC から直接分化することがわ
かっている。 

 本研究では、実験によって提唱された MyRP による HSC から MPP を経由せ
ず直接⾻髄球系の細胞を⽣産するバイパスを持った新しいモデルを数理⽣物学
的⼿法によって解析した。MyRP を含む造⾎システムの数理モデリングは初の研
究である。造⾎組織を単純化し、⻑期的な⾃⼰複製能⼒を持つ造⾎幹細胞(LT-

HSC)、short term-HSC(ST-HSC)、MyRP、⾻髄球系細胞、リンパ球系細胞の５つ
の集団を考え、それぞれの集団における増殖率と分化率をパラメータとして与
え、造⾎幹細胞移植後の造⾎組織の再構築の動態を調べた。モデルでは、LT-HSC

は ST-HSC と MyRP に分化し、ST-HSC は⾻髄球系細胞とリンパ球系細胞に分化
し、MyRP は⾻髄球系細胞にだけ分化するとした。まず、⾻髄球系細胞として好
中球・単球、リンパ球系細胞として B 細胞の１細胞移植におけるキメラ率変化
のデータを⽤いて、モデルのパラメータを推定した。推定したパラメータを⽤い
て、LT-HSC→MyRP→⾻髄球系細胞の経路があるときとないときでキメラ率の
変化を⽐べたところ、あまり変化が⾒られなかった。続いて、⾻髄球系細胞に⽤
いるデータを⾎⼩板のデータに変えて、同じようにパラメータを推定し、LT-HSC

→MyRP→⾻髄球系細胞の経路があるときとないときで⽐較したところ、⼤きな
変化が⾒られた。これらのことから、本研究のモデルにおける MyRP は⾎⼩板
を⽣産する経路をよく表現できていることがわかった。実験において、LT-HSC

から直接分化し、⾎⼩板だけを⽣産する MkRP (: megakaryocyte repopulating 

progenitor)が確認されており、数理モデルによって造⾎モデルをよく表すことが
できた。 



アレルゲン免疫療法の理論的解析（卒業論⽂要旨） 

九州⼤学理学部⽣物学科 原 朱⾳ 

 
 花粉症は、スギやヒノキなどの無害な花粉

に対する過剰な免疫反応、つまりアレルギー反

応により起こる。⽇本では例年 2 ⽉から 3 ⽉

にかけての花粉⾶散期に多くの⼈が花粉症を発

症する。近年、予め花粉を摂取しておくことで

症状を和らげるという治療法が実⽤化されつつ

ある。これをアレルゲン免疫療法という。この

治療法の機序には、過剰な免疫反応を抑制する

はたらきを持つ、制御性 T 細胞(Treg)が関わ

っている。また、アレルギーを引き起こすのは

ヘルパー2 型 T 細胞(Th2)である。未分化 T 細

胞からこれら 2 種類の T 細胞が分化する過程

に着⽬し、図 1 のようなモデルを考えた。 

 さらに、Treg と Th2 の数の増減を以下の

(1),(2)式に表現した。各パラメータが⽰すも

のは図１中に書き込んでいる。 

  
図 1 モデル 

 治療の効果は、花粉投与のたびに Treg が蓄

積することによるものだと考えた。そのため、

モデル上では Treg の寿命が Th2 よりも⻑いこ

とを仮定した。 

 まず、モデルに含まれるパラメータの⼤きさ

を変化させ、治療が成功しやすいパラメータの

⼤きさについて調べた。その結果、治療が成功

しやすい条件として、Treg の寿命が Th2 に⽐

べて⻑いことや、花粉刺激に反応する未分化 T

細胞の数が多すぎず少なすぎないこと、Treg

の抑制効果がより強いこと、治療期間が⻑いこ

となどがあることがわかった。パラメータが与

える治療結果への影響を調べることは、治療が

成功しやすい⼈はどのような⼈かを調べること

につながる。 

 次に、より効果的な治療法について調べた。

このとき、治療が引き起こす発症の度合いが低

いことと、花粉⾶散期における抑制効果の⼤き

さに着⽬し、これら２点を達成する治療法を探

索した。その結果、時間とともに投与する花粉

の量を増加させる⽅法が、治療初期の投与によ

る発症を抑えつつ、より多くの花粉を投与する

ことができ、花粉⾶散期に治療効果を発揮でき

ることが分かった。 

 本研究の結果は、アレルゲン免疫療法をより

適した相⼿に、より効率良く⾏う⽅法を探索す

るための⼀歩となるだろう。 

 
(1) 

 
(2) 



 
 
 

   

[卒業論文] セルオートマトン法による避難シミュレーション：新幹線車両の場合 
大阪電気通信大学工学部環境科学科  綛田 光生 

大阪電気通信大学工学部環境科学科  増永 和浩 

 

1．目的 

２０１５年６月３０日に起きた、新幹線の事故から

災害発生時における、人の流れに興味を持った。新幹

線車内をモデル化し、セルオートマトン法でシミュレ

ーションを行う。得られた知見に基づき今後の減災に

役立てることを目的する。 

２．セルと状態量 

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。新幹線の１車両を６８×１５セルの二次元セ

ルで表す。これを基本シートセルと呼び時間変化しな

いものとする。さらに、２次元の人シートセルを用意

し、人の移動はこのセルによって調べる。 

３．状態更新ルールの説明 

 人の動きについてルールは 3 種類用意した。 

ルール 1：指定した範囲の視野を基本シートセルに設

定、最も遠いセルの方向に人の向きを定め、一歩進む。 

ルール 2：指定した範囲の視野内の他の人との向きを

比較する。方向毎に点数を計算し点の高い方向に進む。 

このルールでは、人のあとについていきやすい。 

ルール 3：基本シートセルに出口からの距離を危険度

として点がついている（出口を知っていることに相

当）。人は近傍８方向のセルの点をチェックし、より

点の低い方向に進む。 

それぞれのルールは進む方向に壁や人が存在した場

合その左右どちらかに進む。また視野内に障害物があ

れば「死角」が生ずる。 

４．結果 

 新幹線から１１８人避難するまでの時間を測定し

た。縦軸が避難にかかった秒数、横軸が視野の広さで

ある。黒のグラフがルール１、斜線のグラフがルール

２、網模様のグラフがルール３である。 

 ルール１で視野を広げると視野１０（「視野」の広

さが 10x10 の大きさという意味）が最も早く避難し、

視野１５、２０にすると時間がかかった。これは、視

野を広げすぎると向いている方向と逆の出口も見え

る為である。出口は同じ点数にしているので、複数の

出口が見えた場合、どの出口に向かうかランダムに決

まり時間がかかる。 

ルール２では視野１５、２０にすると避難できない人

が現れた。座席を壁とみなし、座席が死角をつくると

したため、出口が見えなくなり、人が反応しづらくな

った。通路が狭いため人どうしが通路で詰まり避難で

きなかった。 

ルール３では出口を知っているので他のルールと比

べ避難の時間が早くなった。 

 

 
図１ 各ルールの結果 

 

５．結論 

 あらかじめ出口を知っておくことが重要であ

る。 

 人のあとについて行かないほうが良い。 

 

６．参考文献 

 [１]森口 信 セルオートマトン複雑系の具象化 養賢堂 



[卒業論文] セルオートマトン法による避難シミュレーション： 
梅田 TOHO シネマズおよび HEP Five 

大阪電気通信大学工学部環境科学科 河野磨美 

大阪電気通信大学工学部環境科学科 余頃泰成 

 

１．はじめに 

映画館のように、通路幅が狭く、出口が少ない時の人の避難状況と、ショッピングモールのように通路幅が広

く、出口が多い時の人の避難状況の違いを知りたいと考えた。結果から、減災に役立つ知見を得たい。 

 

２．シミュレーションの方法 

セルオートマトン法によるシミュレーションを行った[１]。基本シートセル、人シートセル、人の向きセルの 3

枚の 2 次元セルを設定した。基本シートセルは時間変化せず、人シートセル・人の向きシートセルは時間変化す

る。ルール 1 では、設定した視野の最も遠方の点へ人の向きを変更し、1 歩進む。ルール 1、ルール 2 では点数が

最も高い方向に人の向きを変更し、1 歩進む。障害物が視野内にあると、死角として働く。ルール 2 では、視野の

範囲内に他の人の有無で点数を評価する。ルール 3 では、基本シートセルに、ゴールからの距離を状態量と設定

する。そして、人の前方 3 セルのうち状態量が最も小さいセルへ人が移動する。 

 

３．シミュレーションの結果 

映画館について、視野の広さを変えた場合の避難時間の変化を図 1 に示す。視野の広さが 10 以上だと避難時間

が短くなることがわかった。ルール 1 とルール 2 では視野が広ければあまり差が無い。HEP Five について同様の

図を図 2に示す。HEP Five は映画館より速く避難できる。ルール 2では視野を広くすると、人の向きにより強く

依存し、かえって避難時間がかかることがわかった。ルール 3は、出口を知っているので、すばやく避難した。 

       

４．まとめ 

 出口を知っていた方が良いことがわかった。映画館は遠くを見て避難することが良いとわかった。HEP Five 避

難の際は自分の判断が重要だとわかった。 

謝辞 

本研究に際しまして、綛田氏にはシミュレーターの開発に協力をしていただきました。 

 

参考文献 

[１]森下 信:セルオートマトン複雑系の具象化    株式会社養賢堂(2003) 

図 1. 図 2.



 

[卒業論文] アリの採餌シミュレーション：餌の配置の違いによる効果 

 
大阪電気通信大学工学部環境科学科 田尻 朋輝 

 

 

1. 目的 

蟻はフェロモンを媒介とした集団行動をとるこ

とによって、効率よく餌を集めることができる。餌

の配置によって採餌効率に変化があるか調べる。 

2. モデルの説明 

5 つの二次元セルを重ねた多層二次元セルを用

いており、それぞれ基本シート、帰巣フィールド、

餌フィールド、地面上のフェロモンフィールド、

空気中のフェロモンフィールドである（図１）。 

基本シートの状態量によって、フィールドセル、

壁セル、巣穴セル、餌セル、敏感アリセル、鈍感

アリセル、餌持ちアリセルの区別を行う。敏感ア

リ、鈍感アリは巣穴から、6 方向ランダムに出現

する。 

敏感アリ、鈍感アリには上下斜め 6 方向の向き

が あり、向きの方向に前方 3 つのセルをランダ

ムに 1 つ選択して進む。敏感アリ、鈍感アリは餌

に接触すると餌持ちアリに変化する。 

餌持ちアリは帰巣フィールドを認識し、帰巣フ

ィールドセルの点数が最も大きいセルに移動する。 

餌持ちアリは 1 ステップごとにフェロモンを残

す。敏感アリはフェロモンに接触すると、餌フィ

ールドを認識し、6 方向のうち餌フィールドの最

大点数のセルへ移動する。 

餌持ちアリは地面上にフェロモンを分泌し、地

面上のフェロモンは空気中で蒸発し、消滅する。

空気中のフェロモンがアリが感知できるフェロモ

ンである。 

 

 

 

3. シミュレーション結果 

 測定は巣穴から餌までの距離、巣穴から壁まで

の距離=60 にして、餌の配置を変えた場合(図 2)

と、巣穴から餌までの距離=30 餌の配置を一定に

して、巣穴から壁までの距離を変えた場合(図 3)

の 2 パターンで測定を行った。 

 

 
 

 

 

 

 

4. 結論 

① 敏感アリの割合が高くなるほど、採餌効率は

高くなる。 

② 配置場所が１ヶ所の場合、多くのアリが餌を

見つけることができず、採餌効率は低くなる。 

③ 餌同士の間隔が狭い場合、多くのアリが餌を

見つけることができず、採餌効率は低くなる。 

④ 敏感アリは壁の影響を受けにくく、鈍感アリ

は壁の影響を受けやすい。 

 

5. 参考文献 

[１] 森下 信:「セルオートマトン-複雑系の具

現化-」 養賢堂出版、p48、2003. 

図 2. 餌の配置による影響 

図 1. 多層二次元セル 

図 3. 壁による影響 



[卒業論文] 新幹線車両火災シミュレーション 
大阪電気通信大学工学部環境科学科 中井淳史 

 

 
 

１．はじめに 

 2015 年 6 月 30 日東海道新幹線車内で発

生した火災から、新幹線車両内の防炎対策

に興味を持ったため、燃え広がり方につい

てシミュレーションを用いて調べた。 

２．モデルの説明 

 新幹線車内をセルで表し、新幹線車内で

火災が起こったときの火の燃え広がり方を、

セルオートマトン法[1,2]を用いて調べた。 

 

図１.セル表現した新幹線車両内 

 図１の赤色のセルは着火セル、茶色のセ

ルは座席セル、灰色のセルは通路セル、黒

色のセルはガソリンセルとなっている。座

席セルとガソリンセルは着火状態と燃焼状

態になる。着火状態は火がついたばかりで

延焼する能力がない。燃焼状態は座席セル

とガソリンセルに延焼する能力がある。座

席セルから着火状態になる確率 Pは P＝Cb * 

Cf/ Cdとなる。Cdは距離により変化するパ

ラメータで Cd=５r－１とし［1］、rは第一近

接サイトから第六近接サイトまであたえた。

Cbは可燃セルの燃えやすさを表し0.055と

した。Cfは火の勢いを表し図２の灰色の実

線のようにした。 

 

図 2.時間変化による燃焼セルの火の勢い 

ガソリンセルも同様に考え、Cb は 0.2、Cf

は図 2の黒色実線にした。 

焼失セルは、燃えず、白で表す。また、通

路セルは燃えない座席セルを可燃セル、通

路セルを不燃セルとした。 

３．シミュレーション結果 

シミュレーションした結果、新幹線車両内

はあまり燃え広がらなかった。これは、通

路をこえて燃え広がることがなかったため

ではないかと考えた。火元の周りにもガソ

リンがまかれている場合では、先ほどと比

べて火の燃え広がる範囲は増えたが、あま

り燃え広がっていないことが分かった。

 

図３.ガソリンがまかれている場合 

燃えやすい素材で新幹線ができていた場合

についてもシミュレーションを行ってみた

ら、端のごく一部を除いて大部分が燃えた。 

４．まとめ 

 シミュレーションの結果、新幹線車両内

では火災は燃え広がらないことが分かった。

可燃物であるガソリンを少量まいただけで

はあまり燃え広がらないことが分かった。 

参考文献 

［1］謝 孟春,坂本 尚嗣,藤田 克志,小倉 久和 

「都市火災シミュレーションへのセルオートマト

ンの適用」福井工業高等専門学校,研究紀要,自然

科学・工学,第 35 号(2001)p19-24 

［2］森下 信「セルオートマトン 複雑系の具象

化」養賢堂発行 



[卒業論文] L-システムを用いた植物成長シミュレーション：受光率の極図形 

大阪電気通信大学工学部環境科学科 村田 直也 

大阪電気通信大学工学部環境科学科 松本 有希也 

1 はじめに 

 植物の成長について関心があったので L-システムを用いて成長のシミュレーションを行った。さらに受光率を

計算し、成長による受光率の変化を調べてみた。そこから、植物の成長戦略について考えた。 

 

2 L-システムと受光率 

   Visual Basic2013 により、L-システムによる植物の成長シミュレーションソフトを開発した。L-システムと

は、コードの書き換え規則により形態の変移を記述するシステムである[1]。コードに対する表現型について、

受光率を計算した。ここで受光率< >は ∑ iで定義し、 iは葉の一つの受光率であり、100×|sin(θ-φ)|(%)

と表される。ここで θは光の角度、φ は葉の角度、Nは葉の枚数である。 

葉の角度 10 度～80 度まで 10 度ずつ変化させて受光率を計算した。光の角度は 0 度～180 度(=0 度)まで 15 度

ずつ変化させて、極図形を作成した。葉の角度による受光率の違いは成長の初期程、著しかった。 

 

3 スギとツバキの場合 

葉角度 30 度をスギ、葉角度 80 度をツバキとして解釈し、これらの成長戦略を考えた。 

スギの場合は、成長が幼いとき 0度から 30 度、150 度から 180 度のときが最も受効率が高い。なので、周りに

高い植物がある場合、たとえば杉林でも朝夕は効率よく光を受けることができる。さらに高緯度地方の夏では 1

日中効率よく光を受けることができ、成長しやすいと考えられる。 

ツバキの場合は、幼いとき 60 度と 120 度のときが最も受効率が高い。なので、中緯度の地域なら、幼い時か

ら成熟期まで効率よく光を受けることができる。それらの地域で多く分布すると考えられる。 

 

  

            

    図 1 スギの受光率の極図形(葉角度 30°)        図 2 ツバキの受光率の極図形(葉角度 80°) 

 

4 まとめ 

   植物の成長が幼いとき、葉角度によって受光率に違いが生じることが分かった。しかし、植物が成熟してい

くにつれて葉の角度に対する光の受光率の変化が少なくなっていくということが分かった。スギは高緯度に適応

しており、ツバキは中緯度に適応していると考えられた。 

 

参考文献 

[1]Edward Rietman, Genesis Redux Experiments Creating Artificial Life, (McGraw-Hill, New York,1994) 



 

[卒業論文] 日本近海の津波シミュレーション: 
Visual Basic2013 への移植と定量化の再検討 

大阪電気通信大学工学部環境科学科  山田 直也 
1． 初めに 

Visual Basic6.0 でプログラムが作られていたので、Visual Basic2013 に移植したいと思

った。移植に当たって定量化の再検討を行い、特に反射波が生じた原因について調べた。 

2． シミュレーションの方法 

地震によって発生する津波をセルオートマトン法〔1〕により調べた。地図のセルと表面

波を表すセル P(x,y)の 2 枚の 2 次元セルを考えた。セル数は 200×200 とし、地図のセルは

水深によって海の色を 6段階に色分けをした。 

地図のセルは時間変化しない。 

表面波のセルは波の高さによって青色の濃淡で示した。青色を押し波、水色を引き波と

した。状態遷移則は波動方程式を差分化した式とし、次の時刻の P(x,y)を求めた。津波の

速さは水深の平方根に比例する。式中のパラメータは東北地方太平洋沖地震における津波

を、近似的に再現するように定めた。具体的には宮古(宮城県)の到着時に一致するように

定めた。その結果 八戸(青森県)では 34.5 分となり実測値 35 分と近い値を再現することが

できた。 

3． 反射波の原因 

                                 図1図2は140

×140 セルを表

示しており上枠

内は対応する地

図セル200×200

として表示。反

射波が生じた原

因として地図セ 

  図 1 前回の結果 96 分後      図 2 今回の結果 96 分後    ルが原因で深さ

が急激に変わることで津波の速度が変化したため反射波が生じたことが分かった。 

南海沖地震についてのシミュレーションをした。高知県(土佐清水市)では 7.5 分、和歌山

県(紀伊大島)では 7.5 分、高知県(高知市)では、25 分大阪府(大阪市)では 119 分に津波が

到着する結果が得られた。 

4.まとめ  

宮城の到着時間の実測値に近づけると青森のシミュレーションと実測値がほぼ同じ値を

得ることができた。反射波の原因が不完全な地図セルにより生じるものだと判明した。 

参考文献 

[1]森下 信 セルオートマトン複雑系の具象化 養賢堂 



修士論文
カイメンの骨格形成に対する数理モデルの構築

北海道大学大学院理学院数学専攻　石橋 宏朗

1 はじめに

地球には多種多様な生物が生息しており, 体の形も様々である. 中には，何故，どうやってその形になったのか

と不思議に思うものもいる．我々はこのような生物の形作りが単純な規則の組み合わせでできているのではない

かと考えている．このような形態形成は我々の体にも深く関わる問題であり, 人類が挑む課題の一つでもある.

形態形成では小さな要素が集まって全体の形を作り上げる，そして作られた全体の形が各要素に影響を与える

ということがよく見られる．このような相互作用を繰り返しながら生物は形作りを行う．形態形成を考えるため

には要素の動きを理解すること，要素により作られる全体の形を表現すること，そしてそれらの相互作用につい

て考えることが必要であり，どの項目も難しい課題である．

研究の題材であるカイメンの骨格形成を考える際にも, 骨片という要素がカイメンの形に影響を与え, 反対にカ

イメンの形が骨片の動きに影響を与えるという相互作用があり, 複雑な骨格の形をどう表現するかという課題が

ある.

なお, 本研究は京都大学の船山典子准教授, 乾ちひろさん, 岸本光司さんとの共同研究であり, 多くの実験データ

を頂いた.

2 カイメン

図 1: 様々なカイメン (出典:京大船山先生より

提供)

図 2: カイメンの骨格 (出典:http://

www.brh.co.jp/seimeishi/journal/070/

research 1.html)

カイメンは海や湖に生息する，海綿動物門に属する動物の総称

である (図 1)．種によって様々な形のものがあり，それぞれ異な

る骨格を持つ (図 2)．京都大学の船山等の研究によりカイメンの

骨格形成のメカニズムは，他の動物のものと全く異なることが発

見された (Nakayama et al.，Current Biology，25，1-6(2015)参

照).

カイメンが三次元的な成長を行うためには細胞を支える物が必

要であり, その役割を果たすのが骨片と呼ばれる針状のものであ

る. 骨片は体内の様々な場所で作られ, 骨片運搬細胞により不規

則な経路で体内を運ばれる. その後骨片は固定され, それを支え

にしてカイメンは成長する. この骨片が組み合わさることでカイ

メンは骨格を作り上げる. この際の骨片の運ばれ方に規則性は感

じられないが最終的に作られる骨格はとても美しい形となること

がとても不思議に思える.

3 数理モデル

カイメンの骨格形成において，骨片がどの位置に固定されていくのかが重要である．我々は運搬細胞により骨

片が運ばれるときの動きについて理解するために数理モデルを用いる．カイメンを下から見た平面での骨片の動

きについて，粘性抵抗が支配的な環境での棒の動きに忠実なモデルを作成した．



3.1 運搬細胞

図 3: モデルの運搬細胞

実際は複数の運搬細胞が一本の骨片を運ぶが，モデルでは骨片上の運搬細胞の位置

を一点とし，運搬細胞の力はその点にかかるとする (図 3)．運搬細胞が実際にどのよ

うな力を骨片に与えているか分からないため, 暫定のモデルとして骨片が運搬細胞か

ら受ける力 F tの方向と大きさをランダムで与える．このとき, F tにより生じるモー

メント τ t は τ t = pt × F t で求められる.

3.2 移動時の抵抗

図 4: 各ベクトルのイメージ

骨片にかかる抵抗は骨片上の各点の速度と, その速度の骨片軸方向に対する角

度に依存すると考える. 骨片が速度 v，角速度 ωで動いているとき，回転中心か

らの位置 rの速度は v +ω × rである (図 4). 骨片との角度 θ, 骨片の両端を結ぶ

経路を C とし, 骨片全体にかかる並進運動に対する抵抗 F r，回転運動に対する

抵抗 τ r を次のように求める．このとき γ は係数である.

F r = −γ

∫
C

(v + ω × r) sin θ|dr|

τ r = −γ

∫
C

r × (v + ω × r) sin θ|dr|

3.3 シミュレーション結果

図 5: 実際の骨片の軌跡

(出典:京大船山先生より

提供)

図 6: シミュレーション

での骨片の動き

このモデルを用いてシミュレーションを行う．骨片の動

きは重心の座標 pと骨片の回転量 ψの変化で見る．

d2p

dt2
=
F t + F r

M
，

d2ψ

dt2
=
τ t + τ r

I
．

実際の骨片の動きの軌跡が図 5，シミュレーションの骨片

の軌跡が図 6である．

4 実際の動きと比較

ここまでの数理モデルを用いて実際の骨片の動きと比較を行う．このときの質量等のパラメータは, 実際の骨片

の観測結果から 5分間での移動量, 回転量の分布を導き, それらの平均，分散がシミュレーションで再現できるよ

うに調整した．実験とシミュレーション結果との違いを見るためにフォン・ミーゼス分布を用いる．フォン・ミー

ゼス分布の確率密度関数を fvM (θ), 方位母数を µ, 集中母数を κと表す.

100分間の観測結果から，5分毎の移動方向を求め θ1, θ2, · · · θ20とし，
20∏
i=1

fvM (θi)が最大となる µ，κの値を求

める．5分毎に µ，κを求め直しプロットしたものが図 7, 図 8である．図 7には µ = −π, 0, πのときに高い κの

値が存在するが, 図 8には見られないという違いがわかる．この結果から仮定した運搬細胞の力の与え方が全くの

ランダムではないことが考えられる. 今後はこの違いについて追求していく.

図 7: 実際の骨片のプロット結果 図 8: シミュレーションのプロット結果



修士論文要旨 

森林伐採が里山に与える影響の数理的研究  

～陽樹陰樹ダイナミクスの応用～ 

 

北海道大学大学院環境科学院高田研究室 髙木俊甫 

 

里山は古くから日本人に親しまれ、薪炭や木材といった生態系サービスを供給する場として利

用されてきたが、今日、薪炭林や人工林の管理放棄が進むとともに、生物多様性が減少し、森林

が持つ生態系サービスが劣化してきている。近年、ピョンチャンで開催された生物多様性会議

（COP12）の SATOYAMA イニシアティブなどを通して、日本の里山への関心が高まってきてい

る。そこで、本研究では、生物多様性指標を利用した環境価値、および樹木の価格を考慮した経

済的価値を導入し、適切な里山の管理方法を考えた。 

幼木、高木のサイズ段階をもつ陽樹陰樹の競争ダイナミクスを表す数理モデルを構築し、安定

性解析を行った。4つの平衡点を求め、陰陽混交林の安定性条件を求めた。陰陽混交林の平衡点

における環境価値（     ）と経済的価値（     ）を用いて、それぞれを重視する保全的利用者

と林業的利用者の非協力、協力ゲームモデルを考案した。非協力ゲームは、各々が利得の最大化

を試みるゲームである。協力ゲームは、保全的利用者と林業的利用者が協力して、環境価値と経

済的価値の和の最大化を試みるゲームである。前者ではナッシュ均衡を、後者では和の最大値を

与える解を適切な伐採方法とし、これらのゲームを解析した。 

非協力ゲームでは、5つの戦略の組み合わせについて解析した。その結果、ナッシュ解をもつ

戦略の組み合わせが 3つ得られた。いずれの解も陽樹、陰樹の単価に影響を受けないことが示さ

れた。2種類の組み合わせでは、保全的利用者が一切伐採を行わない Edge Nash 解が得られた。

しかし、ある組み合わせでは、保全的利用者が伐採を行うナッシュ解が得られた。この理由は、

陰樹を伐採することで陽樹への被陰効果を減らし、生物多様性を高めることができるからである。

両者が陰樹を伐採するとき、ナッシュ解は得られなかった。これは、保全的利用者は陽樹を被陰

する陰樹を伐採したいと考え、林業的利用者は自身の収入を大きくするために、陰樹をより多く

伐採したいと考えることに拠る。協力ゲームでは、数値解析から陽樹の単価が陰樹の単価より高

いとき、陽樹、陰樹の伐採率がともに大きくなり、陽樹の単価が陰樹の単価より低いとき、陽樹、

陰樹の伐採率がともに小さくなることが明らかになった。さらに、陽樹繁殖率と被陰効果のパラ

メータ依存性に着目し、数値解析を行った。その結果、単価のパラメータに依存して陽樹を伐採

する解としない解が得られた。陽樹繁殖率が上昇した際、前者では、陰樹伐採率は減少し、後者

では、陽樹、陰樹の伐採率が増加した。被陰効果が上昇した際、前者後者ともに、陰樹の適切な

管理は陰樹の伐採率を増やす管理となった。また、陽樹の適切な管理が陽樹陰樹の単価に依存し

てどのように変化するか解析を行った。これらの結果から里山や利用者の立場、利得に合わせて、

非協力、協力の提案を行うことが可能になった。 
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1. 背景 

生物は環境中から情報を得るために、様々な感覚

器官を発達させている。特に”眼”ないし光情報を

受容する器官は多くの動物が発達させており、そ

のサイズや配置がどのような要因によって決定さ

れているのかを明らかにするために多くの研究が

なされている(e.g. Burton, 2008; Hall, 2008; 

Lisney and Collin, 2007)。Leuckart は、眼のサイ

ズを決定する一つの要因として、移動速度の大き

い生物は眼が大きいとし、これを Leuckart’s Law

と呼んだ(Hughes, 1977)。しかしながら、この

Leuckart’s Law の成立を確かめた近年の報告では、

鳥類では成立せず(Hall and Heesy, 2011)、哺乳類

では成立する(Heard-Booth and Kirk, 2012)と結

論している。本研究はこのような背景を踏まえ、

どのような状況で Leuckart’s Law は成立し、どの

ような状況で成立しないのかを解明するために、

コンピュータシミュレーションによる理論研究を

行ったものである。 

 

2. モデル 
移動速度、可視距離、可視範囲、旋回能力という 4

つのパラメータを持った仮想的な生物を考える。

本研究では、実験的な知見に基づき、眼の大きさ

は可視距離と相関するとした(Land and Nilsson, 

2012)。背景に挙げた実験結果はその生物の生息す

る環境中の餌の量や障害物量に大きく依存すると

考え、障害物量や餌の量を様々に変えた二次元空

間の中を充分な時間動かし、障害物に衝突した回

数や獲得した餌の数を記録した(図１)。動き方のル

ールは、取ることのできる餌に近づくこと、障害

物は避けること、障害物と餌を同時に認識した場

合は障害物回避を優先すること、という 3つの規

則に従うとした 

 

3. 結果 

上記のシミュレーションから、様々な移動速度と

可視距離に対して、衝突回数と獲得した餌の数の

等高線を描いた(図 2)。その結果、移動速度が小さ

い時には見える距離は短くて十分で、大きい時に

は遠くまで見えたほうが良いということが示唆さ

れた。移動速度が速いときは、回避や餌の獲得の

ために距離が必要なためである。このことは、採

餌や回避からLeuckart’s Lawが成立するというこ

とを示している。 

図 1: 実際のシミュレーション例 

障害物 餌 

動物の視界 

餌獲得 

衝突 



さらに、餌が取れると利益、衝突すると大きな損

失とし、また大きな眼をもち可視距離が長いこと

にはコストが伴うとし、以下の式から最適な可視

距離を計算した。 

           

ここで、gは採餌数、hは衝突数、Rは可視距離で

あり、dと cは対応する係数である。可視距離は眼

の大きさと正に相関するため、移動速度と最適な

可視距離間の回帰直線の傾きが大きいほど

Leuckart's law が明確に成立すると考えて、障害

物や餌の量、衝突ダメージ、眼のコストに対して、

最適可視距離の移動速度に対する回帰係数がどの

ように変化するかを求めた。その結果、餌の量が

多いと回帰係数は小さくなり、障害物量が多く、

衝突時のダメージが大きいときに大きくなるとい

うことがわかった(図 3)。この結果は、餌が多い、

障害物量が少ない、衝突ダメージが小さい、とい

った状況ではLeuckart’s Lawが成立しにくいこと

を示唆する。 

 

4. 議論と展望 
上記の結果から、鳥類の種間比較研究では

Leuckart’s Law が不明確で、哺乳類の種間比較では

明確に成立する原因は、鳥類は渡り鳥などの飛翔

する範囲に障害物を持たないものを含むのに対し、

哺乳類は多くの種が多数の障害物を回避しながら

移動する影響が大きいと結論した。もちろん動物

の眼のサイズは移動速度だけでなく、活動時間や

食性などにも影響されるためそのような要因を考

慮したさらなる研究も必要である。しかしながら

本研究は Leuckart’s Law の成立条件に対してはじ

めて理論的に行われた研究であり、今後上記のよ

うな他の要因を考慮した理論研究との組み合わせ

によって生物の眼のサイズを決定する要因とその

影響に関して明らかにすることが可能であろうと

考える。 
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図 3:各パラメータが移動距離と可視距離の回帰
直線の傾きに与えるインパクト 
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   図 2: 衝突回数と採餌数の等高線 


