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第 27回日本数理生物学会大会 (JSMB17，

Sapporo)のご案内
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日時：2017年 10月 6日（金）～ 8日 (日)
場所：北海道大学・工学部フロンティア応用科学研究棟
大会実行委員長：高田壮則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（北海道大学大学院地球環境科学研究院 takada@ees.hokudai.ac.jp）
大会ホームページ：https://mmc01.es.hokudai.ac.jp/JSMB2017/✒ ✑
日本数理生物学会大会２７回大会を，2017年 10月 6日（金）～ 8日 (日)の日
程で，北海道地区・東北地区合同の主催で運営することになりました．会場と
しては，北海道大学内の会場を利用して開催いたします．

http://www.eng.hokudai.ac.jp/building/detail.php?area=2

本大会は 2010年に北海道大学札幌キャンパスにて年会が開催されて以来，７
年ぶりに北海道で開催される数理生物学会です．北の地北海道ならではのシン
ポジウム，懇親会を企画する予定でおります．会員の皆様の積極的なシンポジ
ウムのご提案，一般講演へのご参加をお待ちしております．

１）重要な締切および使用言語
「企画シンポジウム」，「一般講演（口頭発表，ポスター発表）」の申し込み，要
旨提出期限等，につきましては，以下のようになっていますので，お忘れなき
ようお願いいたします．詳細につきましては順次大会ホームページにてお知ら
せいたします．

4月 30日 (日)　　企画シンポジウムテーマ募集期限
6月 30日 (金)　　一般講演 (口頭，ポスター)発表申込期限
7月 15日 (土)　　講演要旨提出期限・早期割引振込期限
8月 31日 (木)　　懇親会参加申込期限
使用言語は日本語・英語どちらでも構いません．何かご不明な点がございまし
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たら，下記メールアドレスより大会事務局までご連絡ください．皆様からの多
数のご応募をお待ちしております．よろしくお願いいたします．

２）参加費と事前振込のお願い
7月 15日までに申込み頂いた方の大会参加費は一般 6000円，学生 2000円，7
月 16日以降に申込み頂いた方は一般 9000円，学生 3000円となっております．
下記の口座へお振込み下さい．

振込口座:　みずほ銀行札幌支店普通預金 1880546

口座名義:　日本数理生物学会年会 (ニホンスウリセイブツガツカイネンカイ)

参加登録を済ませた方におかれましては，速やかに参加登録費をお支払いいた
だきますようお願い申し上げます．参加予定で参加申込みをしていない方にお
かれましては，大会本部にて当日参加を承っております．大会当日は混み合う
ことが予想されますので，予めwebにてご登録の上，大会参加費をお支払い頂
ければ幸いです．

３）大会スケジュール，一般講演（口頭発表・ポスター発表）発表の詳細
大会スケジュール（シンポジウム，ポスター発表の時間帯等）及び一般講演の
発表時間，ポスターサイズなどの詳細については，参加人数，企画されたシン
ポジウム数に依存して変わることが予想されるため，適宜大会ホームページ上
で公開する予定です．

大会ホームページ：https://mmc01.es.hokudai.ac.jp/JSMB2017/

４）大会実行委員と問い合わせ先
i)大会実行委員
北海道地区
高田壮則（北大・地球環境），栄伸一郎（北大・理），長山雅春（北大・電子研
究所），舘野高（北大，情報科学），山野辺貴信（北大・医），秋山正和（北大・
電子研究所），大森亮介（北大・人獣感染症センター），西浦博（北大・医），
Marko Jusup（北大・電子研究所）
東北地区
瀬野裕美 (東北大・情報科学)，穴澤正宏 (東北工業大・工)
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ii)問い合わせ先
大会全般に関するご質問は，大会事務局までお尋ね下さい．
日本数理生物学会大会事務局
〒 060-1810札幌市北区北 10条西 5丁目
北海道大学地球環境科学研究院
E-mail：JSMB2017office[atmark]gmail.com（件名は数生大会として下さい）

クラーク博士がお待ちしています

化石もお待ちしています
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【報告】

第 3回数理生物学交流発表会報告
佐藤 一憲 ∗
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図 1 後ろから見た講演会場の様子

数理生物学や関連分野を研究している学生の間の交
流を目的としたこの発表会も今年で３回目を迎え，い
よいよ恒例行事になったような気がしています．今年
は去年よりもさらに多くの大学から参加していただき，
講演数も増えました．詳細なプログラム及び要旨につ
きましては，下記のホームページをご覧ください：
　 http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/

　　　　　　~sato/3rd program20170219

参加者の皆さんからの声をお届けします（氏名のあい
うえお順です）．

■岡田ありさ・三木麻祐子（奈良女子大学 理学部 情
報科学科 学部４年）
学部生である私たちにとって、外部の方と合同で行
う研究発表の機会はそう多くはありません。今回の数
理生物学交流発表会で発表する場を与えていただいた
ことは非常に良い経験となりました。今後自身の研究
を進めていくにあたり、前に立って研究発表をするこ
とは必要不可欠です。理解し易い説明方法を学ぶとい
う意味でも、スライドの構成や話し方、質疑での対応
など非常に参考になりました。会場が柔らかい雰囲気
なので場数を踏むという意味でも参加する価値は大き
いと思います。
研究の内容に関しては、一言で数理生物学における
数理モデルと言っても様々なタイプがあり、対象とす
る事象は多岐にわたります。同じ事象に関する研究で
も着目する要素によって様々な考え方があり良い勉強
になりました。また、生物学にとどまらず医学や化学、

∗静岡大学

図 2 前から見た講演会場の様子

経済学など様々な分野での活用が考えられており、新
たに気付かされることや興味を持つような内容が多く
聞いていて非常に面白かったです。ここで学んだこと
を次に活かしていきたいと思います。最後になります
が、本交流発表会を開催してくださった先生方に心よ
り感謝申し上げます。

■岡田悠希（岡山大学大学院　環境生命科学研究科　
生命環境学専攻）
私は昨年に引き続き数理生物学交流発表会に参加さ

せていただきました。前年より多くの大学、学生が参
加し、非常に盛り上がった数理生物学交流発表会とな
りました。修士 1年である私にとって、この発表会は
１年の成果を発表することができる唯一の場であるの
で緊張しましたが、うまく発表できたように感じます。
他大学の先生方からアドバイスもいただけ、自分の研
究を見つめ直す有意義な場となったこととてもうれし
く思います。
発表の内容としては、生物モデルや病気感染や免疫

のモデル、私の研究室では扱うことが少ない生物の行
動モデルやネットワークのモデル等各大学ごとにとて
も個性的なものが多く見られました。私と同じ研究分
野の発表でもアプローチ方法やモデルは全く違ってい
たので、他の学生の発表を聞き自分の研究に対する知
識や視野を広げることができました。この経験を今後
の研究に生かしていきたいと考えています。
最後になりましたが、数理生物学交流発表会を開催

するにあたってお世話になりました各大学の先生方あ
りがとうございました。



佐藤 一憲：数理生物学交流発表会報告 5

図 3 懇親会の様子

■織原健人（東京大学理学部生物学科 4年　進化人類
学研究室）
今年初めての参加させていただきましたが、様々な
分野の研究とそれを行う研究者と出会い刺激的な二
日間であったと思います。研究を始めたばかりの自分
にとっては、自分の研究を人に見てもらう機会も少な
く、自分とは違う視点の方から意見をいただけたこと
は貴重でした。また他大学の方の発表を聞くことで、
自分の詳しくない分野についても理解が深まり、自分
の研究に生かせる点も多々あったのではないかと思い
ます。それに加え、日本の様々な場所で近い学年の方
が頑張っていることを知り、ライバル意識を持ったり、
モチベーションを向上させることができたと思います。
短い間でしたが、様々なことを学べました。来年は
学んだことを生かし、成長した研究を見せられればと
思います。運営の皆様、ありがとうございました。

■柿添友輔（九州大学大学院　システム生命科学府　
博士 1年）
2017年 2月 19日、20日の期間で静岡大学にて開催
された「第３回数理生物学交流会」の感想を書かせて
頂きます。この交流会は、数理生物学を研究している
学部、修士、博士課程の学生が１年間の研究成果を各
自 10分ほどで発表し、先生、参加者からの質問を受
け、議論するものです。今回は、開催が 3回目という
事もあり、参加者はかなり多く、44人の学生が参加・
発表しました。そのため、発表内容は多岐に渡り、各
研究室により生態学や、病理など、テーマに多様性が
あり、普段の勉強では中々触れる事のできないトピッ
クに関して勉強する事ができました。また、発表後の
飲み会も、交流会の楽しみの１つになっています。交
流会中は、緊張して先生方とあまりお話ができなくて
も、お酒と、美味しい食事を一緒にすることで、研究
議論に限らず、普段できないような話ができ、より活
発な交流をする事ができます。会話が弾んだ後はもち
ろん二次会、三次会と続き、さらに飲み会を楽しみま
す。浜松餃子もラーメンも、さわやかのハンバーグも
美味しかったですし、言う事はないです。この様に本
交流会は、数理生物学の同期と交流し、研究内容を知

図 4 講演者の発表１

るだけでなく、自身の研究の深化や、モチベーション
の維持にもなり、大変有意義なものでした。今後も交
流会が継続される事を願いますし、さらに多くの大学
からの参加者が増えれば、より交流会の活性化になる
と思いました。最後になりましたが、本交流会を企画
し取りまとめて頂いた、佐藤先生、竹内先生、梶原先
生、宮崎先生、高須先生、守田先生、また交流会への
参加を促して頂いた、岩見先生に感謝申し上げます。

■鈴木　憲幸（青山学院大学理工学研究科修士 1年）
昨年に引き続き数理生物学交流発表会に参加させて

いただきました。今年は修士 1年ということで中間報
告として発表させていただきました。まだ学内で発表
をする機会がないのでこのような機会があることを大
変うれしく思います。また青学には同じ数理生物学関
連の研究をしているところがないので、同じ分野の研
究をしている方々の発表を聞けるのはすごく良い経験
になります。同じ分野でも学校や研究室によってアプ
ローチなどは様々なので、とても刺激を受け今後の研
究のモチベーションにもなります。今年で 3回目の開
催ですが最初は 3大学、今回は 6つの大学からの参加
と着実に規模が大きくなっているのでこれからも規模
を拡大し、よりたくさんの学生が交流できる場になれ
ば良いなと思います。

■横井伸行（静岡大学創造科学技術大学院博士課程
１年）
第 1回の交流発表会が開催された 2年前に修士 1年

生だったことから、第 1回から参加しており、博士課
程へと進んだために今年で 3度目の発表の場を頂くこ
ととなりました。毎回多様な研究を知ることができる
ので、この時期の楽しみにもなっています。
一口に数理生物学と言っても、生態系を調べるのか、



6 JSMB Newsletter No. 82 (2017)

図 5 講演者の発表２

生物そのものを観察するのか、もっと原理的な数式を
解析するのかなど、実際の発表を見ていると研究対象
は幅広いことを再認識します。また研究手法も様々で、
数学的な観点から厳密に数理モデルを考えていくもの
もあれば、より工学に近い観点からプログラミングや
シミュレーションを駆使して役に立つ技術を開発する

研究もあります。大学や研究室、分野によっても着眼
点に特徴があるので、自身の研究に対する見方を見つ
め直す機会にもなります。
3度目の参加となる立場としては、以前に発表され

た方々の研究がどのように進展しているかについても
強く興味を持っています。前年に学部生だった方が卒
業研究をベースに修士の研究を進めている、修士の中
間発表をされていた方が完成した研究成果を発表され
る、卒業された方の研究を引き継いで新たな結果を出
している、そうした様子を見ていると何か一つの大き
な研究室の仲間であるような感情を覚えました。これ
も学生間交流の魅力の 1つだと思っています。
最後に、貴重なご意見、ご指摘をくださった先生方、

発表された学生の皆様、第 3回数理生物学交流発表会
の開催にあたって準備を進めてくださった皆様、この
度はありがとうございました。
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卒業論文

押味　良太　横浜国立大学理工学部数理生物学研究室
磯焼け状態になった海藻群落に生じるヒステリシス：
メタ群集モデルを用いた理論的説明
海藻群落と urchin barrens(海藻が消失しウニが優占す
る状態)という 2種類の状態には、いずれもその状態を
保とうとするレジリエンスが働いている。そのため、
一方の状態からもう一方の状態へと一度遷移が起こる
と、元の状態へと戻りにくくなる。このヒステリシス
を理論的に説明するためには、それらが代替安定状態
にあることを説明すればよい。本研究では、まずメタ
群集モデルを構築し、そのモデルが持つ複数の平衡点
に対して局所安定性の解析を行った。その結果、ウニ
の絶滅率の変化に対して、局所安定な平衡点が非線形
に応答し、海藻群落と urchin barrensが代替安定状態
の関係にあることが数学的に説明された。つまり、こ
の系のおけるヒステリシスを理論的に説明することが
できた。

久留主　達也　九州大学理学部生物学科
B型肝炎ウイルスの細胞内侵入に関する数理モデリン
グ
B型肝炎ウイルス (HBV)の感染後、複製起点である
cccDNAを体内から完全に排除することは既存の薬剤
では非常に困難である。そのためウイルスの細胞内へ
の侵入を効果的に阻害することが重要であるが、HBV

の細胞内侵入に着目した定量的なモデルは確立され
ていない。本研究ではまずHBV感染実験データの解
析によってHBVの細胞内侵入に関する新しい数理モ
デルを構築した。次にそのモデルを用いた確率シミュ
レーションによって、HBVの侵入阻害を様々な割合
で行ったときの感染阻害確率を計算した。HBVの細
胞接着、内在化、複製起点である cccDNAの形成をそ
れぞれ阻害した結果、感染阻害のためには細胞接着の
阻害が最も効果的であるということが判明した。

† 掲載されている論文のより詳しい要旨は，JSMB Newsletter No.83

Supplement（pdf版のみ発行）として日本数理生物学会ホームページに
アップロードされ，公開される予定です．

堀田　淳之介　九州大学理学部生物学科数理生物学研究室
河川内での干渉型競争が生活史意志決定に及ぼす影響
サクラマスは代替生活史戦術をする生物であり、河川
で孵化した後に川に残る残留型と、海へ降る降海型に
分かれる。この意思決定は稚魚時の体サイズによって
決定され、体サイズの大きな個体ほど残留型になりや
すい。先行研究では意思決定におけるモデルとして、
相対評価と絶対評価という考え方がされているが、具
体的な稚魚の成長に関することは加味していない。本
研究では残留型成魚のバイオマスが大きいほど稚魚の
成長が抑制されるというモデルを考案し稚魚の平均体
サイズの変動を調べた。その結果、絶対評価の場合で
はバイオマスの大きさにより稚魚の平均体サイズの安
定性が変動するが、相対評価の場合では常に安定であ
ることが明らかとなった。

永田　拳吾　九州大学理学部生物学科数理生物学研究室
病原体を持ち込む外来種：侵入の数理モデル
国内に生息する外来種から国内に自然分布しない寄生
虫や細菌・ウイルスなどが発見されることがある。こ
れらの病原体は外来種のみならず在来種にも感染し影
響を与えることが予想される。この事は国内に侵入す
る外来種が病原体を持ち込むことにより、在来種との
競争を有利に進める可能性があることを示し、disease-
mediated invasion(DMI)として知られている。本研究
では、外来種シロアゴガエルPolypedates leucomystax

と在来種オキナワアオガエル Rhacophorus viridis の
競争について、シロアゴガエルから発見された線虫
Raillietnema rhacophoriが与える影響を考慮し数理モ
デル化、病原体としての線虫の影響を評価した。

河野　航　北海道大学理学部数学科

質量保存を伴う反応拡散系におけるパルス状局在解の
挙動について
細胞極性を表す数理モデルは, 質量保存という特徴的
な性質を有しており, 最終的に極性の方向がただ一つ
に決まるための重要な役割を担っていることが知られ
ている．本卒論では, こうした質量保存を伴う数理モ
デルに対して,外部から刺激を与えた場合に, その方向
に極性が移動する過程を理論的に解析することを目標
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とした．本研究では簡単のため, 細胞膜を円周として,

円周上を移動する極性の運動方程式を導出した．また,

運動方程式を具体的に解析することにより,外部刺激
が対称でその強さがただ一つのピークを持つとき, そ
のピーク位置に向かって極性が移動していくことを理
論的に示すことができた．

田口　伸彦　北海道大学理学部数学科
自己駆動粒子による災害時のシミュレーション
本研究では室外への群集避難における避難効率の向上
方法について考察した。ポテンシャルモデルによって
接触力を表現し、自己駆動粒子を用いた避難行動モデ
ルを構成することで、避難効率向上のための諸施策の
効果を検証した。先行研究においてその効果が示され
ている、出口付近への障害物の設置について、自身が
作成したモデルにおいても効果を確かめられた。また、
諸施策について、同様に初期配置を変えて試行を繰り
返し、避難完了時間の平均を算出したところ、避難口
の壁の角を円形に処理することにより、避難時間を短
縮することができた。

毛利　光希　北海道大学理学部数学科
知人関係ネットワーク上の SIRモデル
感染症の広がりを人々が作る知人関係のネットワーク
上で記述することができれば、広がりの重要な要因と
なっている部分を発見することができる可能性がある。
そのために感染症が人々の間をどのように移動するか
を考える必要があり、その特徴がわかれば感染症が広
がるのを抑えたり、また逆に広めたりすることが期待
できる。私の研究では感染症をいかに広めないように
するかという観点から、「1.知人関係のネットワーク
の構成」、「2.感染症の広がり方の記述（SIRモデル）」
という 2つの段階を経た上で様々な策を施し、広がり
方の変化を調べた。

笠井　瑛梨　大阪電気通信大学工学部環境科学科
結晶成長界面の成長指数と荒さ指数：ランダム析出模
型と弾道析出模型
結晶成長表面におけるステップの成長モデルとしてラ
ンダム析出模型と弾道模型のシミュレーションプログ
ラムを作成した。成長ステップのゆらぎ幅について成
長指数と荒さ指数を求めた。

櫛田　優人　大阪電気通信大学工学部環境科学科
セルオートマトン法による J号館からの避難シミュ
レーション：出口知識の有無
大阪電気通信大学寝屋川学舎 J号館 5階の教室につい

て、人の避難のシミュレーションを行った。昨年まで
のプログラムに、「出口」と人との位置関係から出口に
人が向かうようなアルゴリズムを追加した。

田中　翔、米田　隼一　大阪電気通信大学工学部環境科学科
格子模型による落雷シミュレーション：建物の形状と
人への落雷との関係
絶縁破壊に対する高安氏による格子模型を用いて落雷
シミュレーションを行った。人と建物を電極の突起物
として模型化し、建物と人との関係を調べた。建物に
よる人への誘雷が起り易いことが解った。

田中　祥宏、東野　凌　大阪電気通信大学工学部環境科学科
都市の電力自給自足シミュレーション
枯渇性エネルギーを消費しない持続可能社会を目指し、
浪速区で消費した電力を水力、風力、太陽光発電でま
かなえるかどうかをシミュレーションするプログラム
をunityとC#を用いて開発した。水力、風力、太陽光
発電装置を置けるだけ置いてみたが、浪速区での電力
自給自足は難しかった。しかし、ビル 410個分の電力
はまかなえた。

中西　宥二　大阪電気通信大学工学部環境科学科
高浜原子力発電所事故における放射性物質の拡散：高
山への堆積効果
高浜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（プルーム）の拡散を調べる。プルームは風
に流され、高山に堆積する効果を取り入れた。スケー
ルが大きいため、純粋な拡散より風に流されてプルー
ムが移動する効果が大きい。北風の場合、近畿の地形
により金剛山に最も堆積することが解った。

中村　智祥　大阪電気通信大学工学部環境科学科
セルオートマトン法による寝屋川市都市火災シミュ
レーション：移動する車の効果
セルオートマトン法を用い、大阪電気通信大学から出
火したとして寝屋川市の火災シミュレーションを行っ
た。過去の研究から車があると車を燃焼物として延焼
が拡大する結果が得られていた。車を走らせたところ、
大きな道路から車がいなくなってしまうため、延焼が
食い止められることが解った。

齊田　早記　奈良女子大学理学部情報科学科
ダルマハゼの双方向性転換のモデル
ダルマハゼ (Paragobiodon echinocephalus)はサンゴ礁
域に棲息するハゼ科の魚で、1つのサンゴでは 1 ペア
しか成熟しない一夫一妻である。また、双方向性転換
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を行う魚として知られている。ダルマハゼは成長率の
違いから小さい時にはメス、大きい時にはオスになる
と考えられている。本研究では、ダルマハゼの未成熟
個体がサンゴに定着した後に起こりうるイベントを考
え、1匹の未成熟個体がサンゴに定着してから死亡する
までの繁殖成功を計算した。オスの成長率が小さく、
メス・未成熟の成長率が大きいほど、また、移入個体
が少ないほど双方向性転換が有利になるということが
わかった。

佐野　仁美　奈良女子大学理学部情報科学科
マゼランペンギンの採餌、給餌モデル
マゼランペンギンの子育てについて，親が 1羽の場合
は式をたてて解析的に、2羽の場合プログラムを組ん
でシミュレーションを行い調べた。親が 1羽の場合は
採餌時間が長いほどヒナが襲われる確率は大きくなり，
採餌時間が長いほど、ヒナが餓死する確率は下がると
して、巣立ち率が最大になるような採餌時間を求めた．
餌の密度が大きくなるほど、巣立ち率が最大になるよ
うな採餌時間とそのときの採餌距離は小さくなり、実
際の観測結果を説明することができた。親が 2羽の場
合は毎日 2羽の親が 1回ずつ交代で採餌に出るものと
する。ヒナが襲われるのは両方の親が巣にいないとき
とし、採餌中に親が襲われる危険も考える。また両方
の親の合計の給餌量が少ないとヒナは餓死する。餌の
密度が大きいほど、巣立ち率が最大になるような採餌
時間は短くなることがわかった。また親が生存してい
る場合は、生涯繁殖成功が最大になるような採餌時間
を考えナッシュ均衡を求め，2羽の親両方で育てると
いう結果に落ち着くということがわかった。

高橋　りか　奈良女子大学理学部情報科学科
クーポンの販売への影響のモデル
街中や新聞のチラシ、店頭などで割引券等のクーポン
を配布しているスーパーやドラッグストアを頻繁にみ
かける。そこで、クーポンを配布することによって、
実際に商品の販売個数やお店の利益にどのような変化
があるのかをモデルを作って検証した。また、お店の
おかれた状況によってお店の利益を最大にするクーポ
ンの値引額がどのように変化するのかを調ベた。販売
のモデルは、1店で商品が 1種類、2店で商品が 1種類
と 2種類の時を考え、シミュレーションを行った。1

店の場合ではクーポンを配布することで利益を向上さ
せることはできないが、2店ではクーポンによる値引
きで利益を大きくすることができ、他店との競争を考
慮するとクーポンを配布することが効果的な場合があ

ることを示すことができた。

南雲　佳奈　奈良女子大学理学部情報科学科
蜘蛛の婚礼ギフトは交尾後捕食によって進化するのか
クモによくみられる交尾後捕食は、婚礼ギフト行動が
進化する要因となるのかについてモデルを構築して調
べた。メスとオスの繁殖成功を定め、それぞれのパラ
メータで交尾後捕食がある場合とない場合の最適ギフ
トサイズを求めた。メスが必ずオスを捕食するときの
最適ギフトサイズは正であることから、ギフト行動は
交尾後捕食を避けるためでなくても進化する。メスが
オスを捕食したときに得られるエネルギーが中間、卵
数の最大値が大きい、メスがオスを捕食するリスクが
小さい、オスが他のメスに出会う確率が小さくないの
いずれかの場合に捕食・非捕食の両方を考えた方が最
適ギフトサイズはより大きくなるため、交尾後捕食に
よってギフト行動は進化する。

森田　麻暖　奈良女子大学理学部情報科学科
男性の家事育児の協力意欲による結婚意思決定モデル
本研究では、男性の家事育児の協力意欲による男女の
結婚意思決定をモデル化し、結婚意思決定への影響、
結婚する割合が上昇する条件を調べた。男性の結婚の
効用関数を男性の家事育児の協力意欲が大きいほど減
り、女性の結婚の効用関数を協力意欲が大きいほど増
えるものとした。男性の戦略を家事育児の協力意欲、
女性の戦略を男性に求める協力意欲とし、男性は結婚
の効用が０以上のとき、女性は男性の協力意欲が男性
に求める協力意欲以上のとき結婚する。結婚の効用が
個人により変わらない場合のナッシュ均衡，結婚の効
用が個人により変化するときの結婚割合の変化を調べ
た．

修士論文

齋藤　涼平　東京大学大学院数理科学研究科
人口転換に関する年齢構造化 S-Iモデルの数理解析
人口転換とよばれる人口学的現象を、感染によって出
生力が低下する homogeneousな年齢構造化 S-Iモデル
によって定式化した。このモデルに関して、解の存在
と一意性およびwell-posednessを証明した。また、規
格化されたシステムの平衡解の存在条件をある非線形
作用素の不動点の存在に帰着させ、非自明平衡解の存
在する一つの十分条件を与えた。続いて、「高出生力状
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態」に対応する自明な平衡解の周りでシステムを線形
化し、基本再生産数に相当する量を定義し、それが高
出生力状態の局所安定性の閾値であることを示した。
また、この閾値と非自明平衡解の存在との関わりを見
出した。さらに、「低出生力状態」に対応する自明な
平衡解の周りでも同様に基本再生産数を定義し、それ
が低出生力状態の局所安定性の閾値であることを示し
た。

上岡　駿宏　九州大学大学院システム生命科学府数理生物学研究室
Evolution of density-dependent wing determination

and juvenile hormone regulation in wing polymor-

phic insects

翅多型昆虫の密度依存性と幼若ホルモン制御の進化に
ついて、密度が直接翅型決定に影響を与えると仮定し
た数理モデルと、密度が幼若ホルモン量を介して翅型
決定に影響を与える数理モデルをそれぞれ構築し、解
析を行った。どちらのモデルでも、資源変動が大きい
条件において、低密度時に移動型を生産せず、密度増
加に従い移動型を生産するパターンが進化した。また、
移動型生産の密度応答性は資源の変動性が大きいほど
大きくなることが示された。さらに、幼若ホルモン量
の平均値と分散の進化両方が、移動型生産の密度依存
性に影響を与えることが示された。

志村　隼人　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
Mutual Aid Gameにおける間接互恵性の進化
協力行動は人間社会の基盤であり、公共財ゲームや
囚人のジレンマによる研究が多くなされてきた。しか
し、1人に対して多人数が協力する保険や香典のよう
な状況は扱われて来なかった。本研究ではこの状況を
Mutual Aid Gameによりモデル化した。保険や香典
では非協力的な個体は協力を受けられないため、協力
の実現には評判が重要となる。数ある評判ルールの内、
代表的な 8つのルールを用いて分析した結果、4つの
ルールで無条件非協力戦略に条件付き協力戦略が侵入
可能であった。その４つの共通点は、評判の悪い者が
評判の悪い者に協力しなかった時に、その非協力者の
評判は悪いままとなる性質である。特に、評判の良い
者に協力することでのみ評判を改善できるルールで最
も協力率が高かった。ゲームを行うグループサイズ大
きい程、協力の進化を促進する結果となった。

米倉　崇晃　東京大学大学院理学系研究科附属植物園
コクサギ型葉序形成機構の数理的解析
植物の葉序のパターンは、茎頂において葉原基が先行

する原基とどういう位置関係で発生するかによって決
まる。これまでに、新たな葉原基は先行原基からの抑
制作用を避けるように発生すると仮定して、いくつか
のモデルがつくられ、標準的な葉序の説明がなされて
いたが、コクサギ型など非標準的な葉序には対応して
いなかった。そこで本研究では、非標準葉序の成因か
ら葉序生成機構を見直すことを目的に、コクサギ型葉
序の数理的解析を行った。その結果、葉原基の発する
抑制力の原基齢依存的な変化を従来のモデルに導入す
ることで、コクサギ型葉序の生成を説明できた。また、
葉原基形成抑制への関与が考えられているオーキシン
極性輸送との関係について、モデルを用いて検討した
ところ、抑制力の変化がオーキシン輸送特性の変化に
よる可能性が示唆された。

博士論文

山口　諒　九州大学大学院システム生命科学府数理生物学研究室

Mathematical theory of speciation: geographically

isolated populations connected by infrequent mi-

grations

地理的に隔離されているが移出入のある複数の集団間
において、どのように遺伝子流動を乗り越えて種分化
が起きるかを解析した。遺伝的距離の増加とともに集
団間の交配成功率の低下を仮定した結果、種分化ダイ
ナミクスはある不安定平衡点に到達することで急速に
進行することが明らかになった。また、種分化後に 1

つの島からの移入により他方の島に新集団が形成され、
両者の間でふたたび遺伝的分化が始まるため、形成さ
れる種の数は島の数より多くなりうる。移住率が高す
ぎると集団の遺伝的分化が起きにくく、移住率が小さ
すぎると種分化後の移入・新集団形成までの待ち時間
が長くなることから、種を繰り返し形成する速度を最
大にするような中間的な最適移住率が存在する。

小南　友里　東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学専攻
マアジ骨格筋における致死誘導性細胞生物学的変動に
関する研究
本研究では，個体死が回避できないような危機的環境
下の細胞の振る舞いについて着目し，致死的ストレス
下のマアジ Trachurus japonicus骨格筋組織を対象と
してマルチオミクス解析を行った．またペプチドーム
に関して，線形重回帰モデルによる解析法を確立し，
タンパク質分解動態の記述を行った．本研究によって，
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致死的ストレス下におけるロバストな挙動から破綻に
至るまでの過程が in vivoで示された．

林　達也　東京大学大学院数理科学研究科

Mathematical modeling for synchronization of car-

diac muscle cells（心筋細胞の拍動同期現象に関する
数理モデル）
本研究は，早稲田大学の安田賢二教授の研究室で行わ
れた心筋細胞の集団効果に関する実験結果をもとに，

心筋細胞の同期現象を記述する数理モデルとして不応
期を持つ積分発火モデルにノイズ項を加えた確率微分
方程式モデルを提案し，その数理モデルが実験結果を
よく再現することを示した．さらに，その数理モデル
を用いて心筋細胞の同期現象に関する in silico 実験
（大規模数値シミュレーション）を行うことによって，
生体は安定性へ向かうという心筋細胞の集団効果を明
らかにした．
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【プロジェクトへの道】
JST CREST研究課題「環境DNA分析に基づく魚類
群集の定量モニタリングと生態系評価手法の開発」－
平成 25年度から平成 30年度－

近藤 倫生 ∗
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1. CREST環境DNAプロジェクト
平成 25年から、科学技術振興機構（JST）が運営す
る戦略的創造研究推進事業CRESTのプロジェクトで
研究代表者をしています。環境DNA分析を利用した
生態系観測・評価手法の開発に取り組む 5年間のプロ
ジェクトです。CRESTでは、国が設定した戦略目標
に基づく課題のもと複数の研究「領域」が設置され、
さらに各領域内ではそれぞれの設定課題を達成すべく
複数の「研究チーム」が組織されています。私たちの
研究チーム（図１）は、東京大学の小池勲夫名誉教授
を研究総括とした領域「海洋生物多様性および生態系
の保全・再生に資する基盤技術の創出（海洋領域）」に
属しています。この海洋領域全体の目的は「海洋の生
物多様性および生態系を把握するための先進的な計測
技術と将来予測に資するモデルの研究開発を行い、こ
れらを保全・再生するために必要な基盤技術を創出す
ること」とされています。

図 1 CREST環境DNAチームのメンバー　　　　　　
舞鶴湾全域調査の際のスナップショット。この研究プ
ロジェクトは若いメンバーに支えられているのがよく
わかる。右端に写っているのはちょうど取材に来てい
たNHKの撮影班。（写真提供 益田玲爾氏）

私たちの研究チームの目標は、水中の魚類群集を観
測する新手法を開発することです。どのような生物が、
どこに、どれだけの量いるか、というのは生態学研究

∗龍谷大学理工学部環境ソリューション工学科　　　　
mkondoh@rins.ryukoku.ac.jp

において、もっとも基礎的な情報のひとつです。また、
これらの情報は、生態系を持続的に利用するうえでも
欠かせません。たとえば、水産資源に代表される生物
資源を適切に管理するには、対象となる生物資源の量
や分布を正しく評価する必要があります。また、生物
多様性保全の取り組みの効果を評価したり、生態系保
護区域を適切に設定したりするには、生物多様性評価
ができなくてはいけません。しかしこれらの情報は、
水の中に生息している魚類などでは、手に入れるのが
非常に難しいのです。魚は泳ぎ回りますし、簡単には
見つからないことも多いためです（図２）。私たちは、
水中に浮遊する生物由来のDNA（環境DNA）を利用
することで、この重要な生態学的情報を簡単にかつ高
精度で得る新手法を生み出そうとしています。DNAの
配列は、生物の種を特定するのに有用であるだけでは
なく、所属する系群（個体群）や過去の個体群動態の
履歴といったさまざまな情報を含んでいます。また、
生物量と水中に放出されるDNA量は無関係ではない
はずです。水中から魚の放出したDNAの適切な配列
を抽出し、定量・分析してやることで、そこに住む魚
種の組成や量、さらには集団遺伝学的な特徴などを知
ることができるだろうという目論見をもっています。

図 2 海のなかの魚類群集　　　　　　　　　　　　　　　
見通しのきかない海のなかで行動を制限されながら、
泳ぎ回る魚の群集調査をおこなうことは容易ではな
い。（写真提供 益田玲爾氏）

環境DNAによる生態系調査には、従来法に比べて、
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さまざまな優位性があります。捕獲や目視等に頼る従
来の調査法は、発見・捕獲の不確実性や魚種判別の困
難さ、煩雑な事前処理・事前情報の必要性、高い人的・
時間的コスト等、おおくの克服すべき問題がありまし
た。環境DNAを利用した生態系調査は、これらの問
題を一挙に解決できるかもしれません。まず、現場の
水を使った調査なので、魚を探し回ったり捕まえたり
する必要がありません。また、環境DNAは種に特異
的なDNA配列を利用するので、魚の形態的特徴に基
づく種同定に関する専門的知識がなくても種解像度で
の生物判別ができます。さらに、調査水域で必要な作
業は水試料の採取のみなので、非破壊的であり、作業
自体も比較的短時間で行うことができます。これらの
理由から、環境DNAを利用すれば、調査にかかる費
用や時間も圧倒的に少なく済ませられるでしょう。も
しも、環境DNAを利用した生態系調査の標準手法が
開発されれば、世界で同時並行的に海産魚類の定量モ
ニタリングが可能となるでしょうから、地球規模での
漁業資源管理や保全への大きな貢献も期待されます。

2. プロジェクト発足の経緯
私の元々の専門は理論群集生態学です。数理モデル
を使って、多種共存機構や食物網の構造・動態につい
て研究を進めてきました。DNAや化学分析に直接関
わるような研究にはまったく携わったことがありませ
ん。ですので、どうして私が環境DNAに関するプロ
ジェクトでリーダーをしているのかと、しばしば尋ね
られます。分野違いではないかというわけです。でも、
私の中では環境DNA利用技術の開発は生物群集を本
当に理解しようと思ったらぜひとも取り組むべき課題
であって、あまり「変なこと」をしているつもりはあ
りません。理論群集生態学の興味は、環境DNA研究
にほとんどまっすぐつながっていると言って良いくら
いです。実証的な研究に取り組むことを思案している
若い数理生物学者の参考になるかもしれないと思うの
で、プロジェクトが発足した経緯について少し書いて
おこうと思います。
いまでこそ私たちの環境DNAプロジェクトは、30

名を超える研究メンバーが参加する大規模なものにな
りましたが、初期の研究チームはずっと小さなもので
した。研究プロジェクトの核となったアイデアは、源
利文さん（神戸大）と山中裕樹さん（龍谷大）が始め
た環境DNA研究です。源さんと山中さんは、地球環
境学研究所のプロジェクト「病原生物と人間の相互作
用環（代表 川端善一郎さん）」でコイヘルペスの研究
を進める中で、偶然、コイを飼育している水の中にコ
イ由来の DNAが多数存在することに気づきました。
これを応用することで、水を利用した生態系調査が可
能かもしれないとの着想を得て研究を進められ、河川
水等からの複数魚種DNA検出にも成功していました。

私が環境DNA技術に興味を持ったのは、群集生態
学への応用可能性を思いついたのがきっかけでした。
それまで、私自身はそれまで食物網などの群集ネット
ワークの構造と動態の関係に関する理論研究を進めて
いましたが、ここで提案される理論予測がなかなか実
証されないことに大きな不満を持っていました。たと
えば群集ネットワークの複雑性は個体群動態の安定性
に影響するという古くからの理論予測がありますが、
その野外での実証は決して簡単ではありません。野外
で種間相互作用を検出したり、多種の個体群動態を観
測することが難しいためです。しかし、水試料のみか
ら生物群集の状態がわかるとなれば、これをもとにし
て生物群集理論のテストができる可能性があります。
このことに思い至って、環境DNA技術に強い興味を
持ちはじめました。そこで、もともと知り合いだった
お二人と、魚の行動生態に詳しい丸山敦さん（龍谷大）
に声をかけて、平成 24年度から 2年間、科研費の挑戦
的萌芽研究「実証的群集生態学に革新をもたらす環境
DNA分析手法の確立」を立ち上げ、環境DNAを利用
した生態系観測基礎技術の開発に取り組みました。源
さんは当時の役職上、代表者としてのプロジェクトの
申請が難しく、僕が代わって代表者をやることになり
ました。この時の予算は 2年間で 260万円ほどでした
が、淡水魚や両生類をターゲットに複数の生物種を環
境DNAから検出するのに成功しました。環境DNAを
利用した生物相調査が、近い将来、可能になるかもし
れないと思い始めました。
現在進めているCRESTプロジェクトに初めて応募

したのは、平成 24年の初夏のことでした。萌芽研究
で環境DNAによる野外生物調査手法のパワフルさを
経験していたので、参加メンバーには、いずれ、環境
DNA研究が重要な生態系調査手法になるという確信
に近い物があったと思います。問題はそれを「私たち
が」進めるためにはどうしたら良いだろうかという
ことでした。環境DNA研究を飛躍的に前進させるた
めに申請できそうな研究補助金を探しているうちに、
JSTがCRESTの研究課題を募集しているのを見つけ
ました。とは言っても、海洋生物や水産分野の研究者
をターゲットにした領域のようで、湖沼や河川といっ
たこれまで慣れ親しんだフィールドでの研究をそのま
ま提案するわけにはいきません。萌芽研究のメンバー
で集まってどのように進めたら「勝ち目」があるか話
し合いました。私は数理生態学、源さんはアユやコイ
を材料にする分子生態学、丸山さんも山中さんも淡水
魚が専門で、海をフィールドとする研究経験は誰にも
ほとんどありませんでした。そこで最低でも、「海の魚
がわかるメンバー」、そして海は湖沼と違って開放系
でDNAは水と一緒に動きますから「移流・拡散過程
の物理モデルを扱えるメンバー」が必要であろうとい
うことになりました。それぞれの付き合いから何人も
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の候補者の名前を出しては消しを繰り返し、最終的に
京都大学の舞鶴水産実験所におられた益田玲爾さん、
そして当時、京都大学の農学部におられた笠井亮秀さ
んにコンタクトを取り、参加していただけることにな
りました。萌芽研究メンバーにこのお二人を加えた 6

名の中心メンバーが確定したのは、申請書提出期限１
週間前のことでした。
CRESTに応募した研究提案は書類選考を通過した
ものの、面接の結果、不採択となってしまいました。
申請当時、環境DNAを利用した魚類調査は、陸水で
の実証研究ばかりで、海での実績はほとんどありませ
んでした。この研究実施の不確実性を考えると（贔屓
目に見ても）不採択は無理もないことだったかもしれ
ません。しかし、幸運なことに、次年度の再応募を条
件に、半年間の「特定課題調査」として研究を小規模
で進めてよいことになりました。審査員のなかに、私
たちの研究課題に可能性を感じてくださった方があっ
たのだと思います。本当にありがたいことです。与え
られた予算は半年間で 300万円。2年間かけて行った
萌芽研究の時の予算総額と同等の予算をいただいて、
海水からの環境DNA抽出・分析の実現可能性を確か
める予備研究に取り組みました。短い期間でしたが、
次年度の評価・採択に直接関わるので、みな必死でし
た。海水に適用できる環境DNA技術を開発し、これ
を舞鶴湾に適用して複数魚類DNAを環境水から抽出・
種同定することに成功し、さらにマアジの個体群密度
と環境DNA量には関係がありそうだということを見
出しました。
平成 25年度、再びCRESTに研究課題を申請しまし
た。再チャレンジで作成した申請書は前回よりもずっ
と発展的な内容でした。次世代シーケンサを利用した
メタバーコーディングへの展開を想定して宮正樹さん
（千葉博）に、さらに種内の遺伝子多型を扱おうと荒木
仁志さんにも新たに参加していただきました。また、
これまで別のプロジェクトで環境DNA研究に関わっ
てこられた土居秀幸さん（兵庫県立大；当時、広島大）、
高原輝彦さん（島根大；当時、広島大）、時系列解析で
有名な謝志豪さん（国立台湾大）にメンバーとして加
わっていただいたのもこのときです。計画書にはメン
バー総出でおこなったブレインストーミングの成果が
たくさん詰め込まれました。環境DNA技術を巡って、
生物量や種組成の推定だけではなく、時系列データか
らの種間相互作用検出や、生態系動態予測の技術開発
までも射程に入れた、非常に独創性の高いものになり
ました。このプロジェクトがスタートして 3年が経過
しさまざまな成果を生み出してきましたが、このとき
に作成した計画書を読み返してみると、まるで「預言
書」のようにいまの成果を見通していたことがわかり
ます。当時のメンバーの研究者としての勘がいかによ
かったかをよく表していると思います。面接では、半

年の間進めた特定課題調査の成果を丁寧に説明し、環
境DNA技術が陸水だけではなく、海でも適用できる
という証拠を示すことができました。メンバーの努力
が実り、この年の研究課題として私たちの提案が採用
されました。いよいよプロジェクトが始まりました。

3. 主な研究成果とこれからの展開
現在進行中のCREST環境DNAプロジェクトには、

さまざまな研究機関から研究メンバーが参加していま
す。代表機関である龍谷大学以外にも、神戸大学、京
都大学、北海道大学、千葉県立中央博物館が共同研究
機関として、また、統計数理研究所、兵庫県立大学、
東京大学、九州大学からのメンバーもいます。参加メ
ンバーが専門とする研究分野も分子生物学、魚類行動・
心理学、水産学、統計学、海洋物理モデル、数理群集
生態学、集団遺伝学、バイオインフォマティクスなど
極めて多岐にわたっているのが一つの特徴です。環境
DNA技術といっても、水からDNAを抽出してそれを
分析すれば済むものではなく、その水がどこから来た
ものなのか、環境中のDNA量は魚の行動とどう関連
付けられるか、環境DNAデータはどのような情報を
保有しているか、またその情報を取り出すためにはど
のような分析がなされるべきかなど、取り組むべき課
題は多様です。メンバーの専門分野の多様性はこの課
題の多様性を反映しているのだと思います。そして、
実際、このメンバーがこれまで生み出してきた成果は、
さまざまな専門的知識や技術によって支えられたもの
になっています。
最初に注目を浴びた大きな成果は、環境DNAを利用

した多種同時検出系の開発でした（Miya et al. 2015）。
海や湖沼の水の中にはさまざまな生物種のDNAが浮
遊しています。ですので、それらを全部集めて片端か
ら配列を読み、既存の配列情報と付き合わせてやれば、
そこに生息する種のリストを作ることができます。こ
の分析における最大のネックは、環境DNAの量が少
ないことです。水中に存在するDNAそのままでは配
列を読むのが困難なのです。これを解決する一つの方
法は、PCRというDNAを増幅する過程を間に挟むこ
とですが、これも簡単ではありません。なぜなら、ゲ
ノムすべてを増幅するわけにはいかないので、適当な
配列を増やすことになるのですが、どのような配列を
増やすのが網羅的種判別に適当かの見極めが難しいの
です。しかし、この問題は宮さんのこれまでの経験・
研究成果をうまく組み合わせることで解決することが
できました。これによって環境DNAから多数の魚種
を同時に検出する実験系 (環境DNAメタバーコーディ
ング) が確立されました。種組成がわかっている美ら
海水族館の水槽を用いてその性能試験を行ったところ、
そこで飼育されている魚種の 9割以上の検出に成功し
ました（図３）。この成果は、非常に大きな驚きととも
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に新聞やテレビニュースなどで広く紹介されました。

図 3 水族館における環境DNAメタバーコーディング実
証実験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
環境DNAメタバーコーディング手法を利用すること
で、沖縄の「美ら海水族館」の魚類種組成を驚くべき
精度であきらかにすることができた。（作成宮正樹氏）

また、環境DNAメタバーコーディングは野外にお
ける魚類相調査にも有効であることを示すことができ
ました（Yamamoto et al. 2016）。京都府の北部、日
本海側に舞鶴湾という湾があります。湾口 700m、面
積 23平方キロ、最大水深 20mの比較的閉鎖的な海域
ですが、ここを舞台に環境DNAメタバーコーディン
グを利用した魚類相調査を行いました。2014年 6月 18

日、舞鶴湾内に広く設定された 47地点において採水を
行い、その試料を用いて環境ＤＮＡメタバーコーディ
ングを行いました。その結果、計 128種の魚類のDNA

が検出されました。舞鶴湾では 2002年から現在まで、
２週間に１度のペースで潜水目視による魚類相調査が
行われています。６月を中心として４～８月の過去の
目視観察データ、合計１４０潜水分を集計したところ、
この時期に舞鶴湾には８０種の魚類が観察されている
ことがわかりました。環境DNAメタバーコーディン
グの結果検出された 128種の魚類には、潜水で観察さ
れた 80種類の魚類の 6割余りも含まれていました。ま
た、潜水目視調査の結果には 14年間でたった数匹程度
しか観察されていない稀な種も 23種含まれていまし
た。年によって舞鶴湾に出現したりしなかったりする
これらの魚種を除くと、環境ＤＮＡメタバーコーディ
ングを用いればたった１日で、これまで目視調査で観
察された種の８割を検出できたことになります。さら
に、これまで目視で観察されなかった魚種も 20種以上
検出することができました。
環境DNAを利用した生物の分布・密度推定の研究も
進めています。例えば、環境DNAには空間的な分布
のばらつきがあり、かつその分布は魚のバイオマスを
よく反映していることを示した実証研究（Yamamoto

et al. 2016）は、新聞などでも紹介されて大きな反響
を得ました（図４）。舞鶴湾では、毎年 6月ごろにマ
アジが回遊してきて、他の魚種の数倍から数百倍の生
物量となることが知られています。舞鶴湾の多地点に
おいて表層と底層からそれぞれ 1Lの海水を汲みとり、

そこに含まれるマアジの環境DNA量を測定しました。
また、宮下和士さん（北海道大）の研究チームのご協
力を得て、採水作業と平行して計量魚群探知機によっ
てマアジの生物量も測定し、その結果を比較してみま
した。すると、マアジの環境DNA濃度は、数 10～150

メートルくらいの範囲のマアジの生物量とよく相関し
ていることが明らかになりました。環境DNAの空間
分布からマアジの空間分布を評価できる可能性があり
ます。現在では、舞鶴湾に存在するマアジの環境DNA

量やその空間分布を基にして、舞鶴全域のマアジバイ
オマスの定量推定に取り組んでいます。深谷肇一さん
（統計数理研究所）や南憲吏さん（北海道大学）、尹錫
鎭さん（北海道大学）、長田穣さん（地球研）らが中
心となって研究が日進月歩で進められており、１年く
らいの間にはマアジの生物量推定が可能になるのでは
ないかという感触を得ています。割に近い将来に、水
を汲んで調べれば、どんな魚がどれくらいいるのか推
定できる時代が来るのかもしれません。

図 4 舞鶴湾におけるマアジの環境DNA調査　　　　　
船に搭載した計量魚群探知機を利用して舞鶴湾全域で
マアジの生物量を推定する（a）とともに、多地点の
水試料に含まれるマアジDNAの量を調べ（b）、両者
が対応することを明らかにした。（作成 山本哲史氏）

4. プロジェクトで得た個人的経験
CREST環境 DNAプロジェクトは、私自身がこれ

までにかかわったプロジェクトの中でも、特に成功し
たプロジェクトだと思います。開始して３年たらずで
すが、すでに研究分野全体を牽引するような重要な研
究成果をいくつもあげています。また、これまでに 30

を超える新聞記事・TV番組で取り上げられ、NHKの
ニュース番組や科学番組（サイエンスZERO「水の生
態調査の大革命！環境DNA」2016/6/17放送）で環境
DNA特集が組まれるなど、社会的注目度もかなり高
まりました。このプロジェクトがこれほどうまくいっ
ているのはなぜか、その理由を特定できれば今後同様
のプロジェクトを企画・推進する際に役立つでしょう。
しかし、残念ながら、私はそれができるほどの経験・
分析力を持ち合わせていません。それでも、プロジェ
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クトリーダーを務める中でプロジェクトを成功させる
上で重要と思えてきたことがいくつかあります。最後
に、それについて、少しまとめておきたいと思います。
注目するのは三つ、「研究テーマ」、「研究メンバー」、
「リーダー」です。
第一に、当たり前ですが、魅力的な研究テーマの選
定がなによりも大事です。どんなメンバーが集まって
も、研究テーマが悪ければ話になりません。ここでい
う研究テーマの魅力とは、科学的な重要性だけではな
く、研究者を夢中にさせられるかということです。環
境DNA技術の開発は独創性と応用可能性の高い重要
な研究課題だと思いますが、同時に、研究者を惹きつ
ける不思議な「魔力」を持っています。その理由は二
つあります。一つは、水を調べれば生物のことがわか
るという「意外性」です。海や川で汲んできた水を実
験室で分析し、その情報を計算機で解析すると、現場
ではまさにその水に阻まれて見ることのできなかった
多様な魚種の世界が突然目の前に広がる、その瞬間の
単純で圧倒的な驚きです。もう一つは「アイデアのシ
ンプルさに由来する応用性の高さ」です。「水の中に
存在する生物由来DNAから生息生物の情報を取り出
そう」という基本的アイデアは決して理解の難しいも
のではありません。むしろアイデア自体はとても単純
ですから、それをどのように発展させるかについても
誰でも比較的容易に想像を広げることができます。で
すので、自分自身の学問上の興味と結びつけることが
容易で、これが参加メンバーの高いモチベーションや
研究展開の広がりにつながっていると思います。では、
どのようにしたら魅力的なテーマ設定ができるのか。
これに答えることは簡単なことではありません。しか
し、いま振り返ると、研究計画段階で参加メンバーの
縛りが強すぎないことは重要そうです。実際、本プロ
ジェクトの大まかな方向性に関する議論は、メンバー
が固定する前に行われていました。自由にメンバーが
選べたとして、自由にお金が使えたとして、環境DNA

を利用した最も魅力的な成果はなんだろうと初期メン
バーで何度も問い続けました。そして、それが見えて
きたら、その実現に必要なメンバーを探すのです。も
しも、（しばしば見られるように）プロジェクト参加メ
ンバーがあらかじめ決まっていて、それぞれが進めて
いる既存の課題・技術に即した「最大公約数的な共同
研究テーマ」を考えなければならなかったとしたら、
それは研究計画を立案する上で大きな足かせになって
いたと思います。
一旦テーマが決まってしまえば、次に重要になるの
は参加メンバーです。定まった研究テーマを推進する
のにどのような能力・技能が必要になるかを想像し、
この必要な能力・技能を持った参加者を探すことにな
ります。たとえば、私たちのプロジェクトでは、（１）
生物量・分布の推定、（２）生物相の推定、（３）種間

相互作用・群集動態の評価という３つの目的がある程
度決まっていました。ですので、これらの目的ごとに、
環境DNA分析技術開発・野外実証に必要なスキル（た
とえば、DNA抽出・分析、バイオインフォマティクス、
海洋物理モデル、水槽を使った魚実験、野外での潜水
調査など）をリストアップし、ちょうどパズルをはめ
込むように、どのピース（＝人材）を探すべきかをか
なり熱心に検討しました。知り合いの知り合い、ある
いはその紹介、のようにして適切な研究メンバーを探
していきましたので、最終的には、まったく研究分野
の異なる、普通に一人で研究を進めていたらまず一緒
に仕事をすることがなかったであろう研究者が、プロ
ジェクトの中で出会うことになりました。実際、この
プロジェクトに関わるようになって、私自身の人脈も
爆発的に拡大しましたし、このことがプロジェクトの
外で研究を進める上でも非常に大きな武器になってい
ます。また、プロジェクトを介して生まれた新しい出
会いが、次々に新しい研究展開を生んでいます。この
ような新しい出会いによる「化学反応」が生じるには、
研究テーマが魅力的であることはもちろん、研究メン
バーが自分の本来の研究分野から少し離れ、踏み入れ
たことのない領域に踏み入っていける自由さと楽観性
をもちあわせていることが大事かもしれません。
最後はプロジェクトリーダーです。私がリーダーを

務めて３年が経過しました。しかし、プロジェクトリー
ダーにはどのような資質が求められるか、正直に言っ
てまだよくわかりません。ただ、再確認したのは、プ
ロジェクトリーダーの仕事・役割が極めて多様である
ことです。第一になによりも、プロジェクトのかじ取
り役として、研究それ自体を成功させなくてはいけま
せん。そのための研究方向性の決断については、リー
ダーが責任を負うことになります。研究を進めるうち
にいくつも選択肢が現れます。うまくいっていないよ
うに思える計画にいつ見切りをつけるか。特定の課題
に集中すべきか、それとも新しい研究展開の可能性を
求めて課題を広げるべきか。見切り発車をすべきか、
着実に進めるべきか。どのメンバーに特定の課題を振
るべきか。さまざまな決断に迫られます。これらの選
択は多くの場合、メンバー間でも一致しません。各分
野・技術の専門家、現場で直接作業に関わる若い研究
者の意見を聞きながら、自分の経験を信じて最終決定
をくだすことが求められます。第二に、研究メンバー・
機関の間の調整役は、リーダーの重要な仕事です。研
究者は自分の価値観や美学、直感を信じて進む個人主
義者であることが多いので、時としてメンバー間の利
害の調整が必要となります。オーサーシップの問題、
チーム間で無駄な競合が生じないよう気をくばること、
研究費をはじめとする限られた資源を適切に配分する
こと、さらには参加者の所属機関内部での立場を考慮
して成果・プレス発表することなどが含まれます。背
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景や作法を異にする多様な研究者が協働することにプ
ロジェクト研究の醍醐味や強みがあるのならば。これ
を健全に保つこれらの仕事はリーダーの最も重要な仕
事と言えるのかもしれません。第三に、リーダーには、
研究資金を提供する組織と研究チームの間の橋渡し役
としての役割が求められます。プロジェクトリーダー
は、研究チームの代表者として研究費提供機関と相対
することが求められます。特に重要なのはプロジェク
トの成果を、わかりやすいプレゼンテーションや報告
書を通じて研究費提供機関に示すことです。また、研
究費増額や研究環境の改善に関する折衝もあります。
研究を進めるうちにプロジェクトメンバーから出てき
た要望や提案を、研究費提供機関の立場を理解しつつ、
研究費提供機関に伝えることも大事です。研究費提供
機関には研究費提供機関の「思惑」や「事情」があり
ますから、これは研究者の立場だけではなく研究費提
供機関の立場も考えながら進める必要があります。
プロジェクトの運営は、ぜひ進めたい研究アイデア
があるのなら、ほんとうに素敵な仕事です。もちろん、
プロジェクトの組織作り・運営は、時間や労力を要求
します。場合によっては、さまざまな代償を払うこと
も必要になります。例えば、プロジェクトの運営に時
間を奪われて、これまでのようには自分自身で手を動
かして研究を進めることは難しくなるかもしれません。
気苦労もずいぶん増えます。博士研究員を雇用するよ
うなプロジェクト規模になると、まだ定まった職につ
いていない若い研究員の「出口」を気にする必要も出
てきます。幸いにして僕はほとんど経験したことはあ
りませんが、メンバー間のコンフリクトが生じたとき、
その調整は神経をすり減らすものになるかもしれませ
ん。しかし、これらの代償を払うことになったとして
も、プロジェクトリーダーとしての仕事は引き受ける
価値のあるものだと思います。個人で研究を進めてい
ては決して得ることのできない経験をすることができ
るからです。研究計画段階での、研究テーマ・参加メン
バーの選定は、仲間たちと一緒に夢を語ることのでき
る幸福なプロセスです。そしてなによりも、プロジェ
クト研究をすすめることで、勝手に自分で設定してい
た「自分の限界」を超えることができます。一人の人

間ができることには限りがありますから、どんなに大
きな夢があったとしても、一人で進める研究はこの限
界を意識して進めなくてはいけなくなります。しかし、
プロジェクト研究ではこの限界が外れます。自分の夢
がそれまでの限界を外されて爆発します。多様なスキ
ルや人的・経済的パワーを活用した研究計画を企画す
るなかで、自分のこれまでの経験を超えた研究展開の
方向性が見えてきます。それに、科学的な成果がそれ
ほど上がらなかったとしても、プロジェクトリーダー
としての経験や人脈はおおきな財産になるでしょう。
この財産を利用すれば、将来の研究の幅はずっと広が
るのだとおもいます。「自分は数理だから」と尻込み
しないで、多くの皆さんがご自身の専門の垣根を越え
て、より自由に広い分野のプロジェクトに興味を持っ
てくださったらと思います。
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【2015 年研究奨励賞受賞者特別寄稿】

感染症流行の力学
中田行彦 ∗
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一年前以上のこととなったのだが，大変名誉ある研
究奨励賞を頂くことが出来た。日本の数理生物学にお
ける綺羅星の若手研究者が受賞してきた研究奨励賞で
あるから，奨励賞受賞を知った時には，嬉しさは勿論
のこと，私で良いのだろうかという思い，責任感や身
が引き締まる緊張感，多くの感情が自分に押し寄せた
ことを今でも覚えている。強い日差しが差す，夏休み
が始まる駒場だった。
粗雑な私を忍耐強く指導して下さる先生方や付き
合ってくれる共同研究者の方達に，この場をお借りし
て，深くお礼を申し上げたい。私の長年の指導教官で
あった室谷義昭先生の安らかなる御冥福をお祈りした
い。恥ずかしくも平々凡々とした数学の才しか持たな
い落ちこぼれが，生きる場所を得ることが出来たのは，
指導教官の室谷義昭先生をはじめ，数理生物学会の風
通しの良い多くの先生方に助けられたお陰である。ま
た，私が学生時代の時に，歳が近い先輩方が積極的に
次々と研究成果の発表をされて，新しい結果を生み出
そうとする熱が，とても刺激的であったことが今でも
思い出される。恵まれた環境で勉強させて頂いたのだ
と今更ながらに思う。
去年の四月から，島根大学総合理工学部の教員とし
て，松江で生活を送っている。学部や大学院の授業を担
当し，研究室には，学部四年生三人と理工特別コース
の学部二年生一人が所属することとなった。Brauerと
Castillo-Chavezによるテキスト “Mathematical Mod-

els in Population Biology and Epidemiology”??をが
やがやと読むことから始まった。まだラーメン屋に行
けば学生証を求められるような自分であるから，フ
ラットで自由な発言が促進されるような研究室運営を
心掛けた。一年間はあっという間で，この三月に三人
が卒業する。二人が進路を再考した結果，大学院へ進
学することとなった。学生に恵まれた一年となった。
非線形な微分方程式の力学的解析が好きで，数学の
ファインディングを実世界へと推し進めたいと思った
学生は，何かを手にした感触を得ているだろうか。奨
励賞は私がまだまだスタート地点にいることを意味し
ている。今後に向けた私的な駄文をお許し頂けると幸
いである。

∗島根大学大学院　総合理工学研究科

遅延方程式による個体群動態モデル
早稲田大学で学位を得てから，スペインとハンガ

リーでポスドク生活を送っていた。幸運にも素晴らし
い友達や共同研究者に恵まれて，自分が好きなように
好きなだけ思考やペンを走らせることが出来る時間で
あった。ハンガリーのセゲドにいた頃は，毎日 19時く
らいに大学のオフィスを出て，大学近くのA Cappella

や Dock Cafeでコーヒーとケーキを食べていた。ポ
ピーシードのケーキを頬張りながら，多くの個体群動
態の記述には再生方程式や遅延方程式が不可欠で，常
微分方程式のモデルや遅延方程式のモデルが互いにま
とまり合う感覚を掴み始めた時であった。一方で，そ
れらの方程式系は上手に料理しないと，何一つ洞察が
得られないことが分かった。遅延方程式モデルの正の
平衡点の安定性解析や周期解に関する情報を引き出す
作業は通常かなり難しく，いつしか周りには力学的な
数理解析が為されない数理モデルがいくつも散乱して
いた。
セゲドのレストランで，ステーキをナイフで切り，

口の中に放り込みながら，自分はこれからどこに泳い
で行けば良いのか迷っていた。自分の将来を考えた時
に，海外にいることがそうさせるのか，日本の社会に
何か出来ることがあれば，それをしたいと思ったので
ある。複雑な感情だった。世界の最果てにある海に囲
まれた島国。変な味がする缶コーヒーを飲んで朝から
晩まで皆が働いている日本。罰ゲームのように家が狭
い東京。しかし目に見えないそのリードは日増しにそ
の存在感を増しているようだった。
試しに日本学術振興会のPDに応募して，すぐに結

果が出なくてもまた来年トライすれば良いと考えてい
た。セゲド大学で私を受け入れてくれていたGergely

Röstに雇用条件を確認して，申請書類を用意した。周
りの学振に採用された方に過去の申請書を見せて頂い
た。百花繚乱的な申請書では，従来よりも高い次元で
時間遅れの方程式を，個体群動態の解析に応用し実践
的なアウトプットを目指し，生物学・数学のどちらの
分野にも貢献することを謳った。結果的にはPDに内
定し，SPDへの面接候補者となった連絡を頂いた。し
かし，麹町での面接は，如何に自分が何をやりたいか
わかっていないか，ということを再確認し，頭を思い
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図 1 SIR型感染症モデル：時間 tにおける感受性保持者の
数, S(t), 感染者の数, I(t), 免疫保持者の数, R(t), の
時間変化を微分方程式によって表し，感染症流行の現
象を記述している。個体は感染によって生涯免疫を獲
得する。

切り殴られたような大失敗の面接だった。自分には社
会から無くしたいと思う感染症も無く，数理モデルを
解析するベネフィットも人に説明できないことがよく
分かったのである。海外でのポスドク経験や論文数と
いうデコレーションは簡単に剥がれ落ちて，三年間の
猶予期間を得た。

フィードバックループ
4年前に自分から飛び出したから，苦いような甘い
ような気持ちで，夜の成田に降り立った。三月の生ぬ
るい空気がする東京は，勝手知ったる場所で，何とな
く居心地の悪さを感じさせる場所でもあった。そんな
アンビバレンスな状態の私は，東京大学の稲葉寿先生
にずっと面倒を見て頂いた。遅延方程式や偏微分方程
式で定式化された構造化個体群モデルをくっきりと応
用に繋げる必要性や応用の背景における厳密な数理解
析の重要性。それらを数理解析の建前とするのではな
く，実証していく必要があった。その主張に力を持た
せるために武器を揃えることが私の課題だった。
東京では，博士課程で研究していた，微分方程式で
定式化された感染症モデルの大域挙動解析について
引っ張り出してレビュー原稿に纏めていた。これは，
基本再生産数が 1を超えるような場合に，微分方程式
モデルの解の挙動や安定性を調べてみよ，というもの
である。何故そんなものを調べるのだろう。数理モデ
ルの数学的側面を調べていると，その問題が何故「外
の世界」から「数学の世界」へと照射され，持ち込ま
れたのかという点を見落としがちである。考察の対象
を元の文脈から切り離し，丸裸に解剖して本質を探し，
普遍化する努力は，数学におけるドグマである。しか
しながら，しばしば，我々は，問題の出自を知らずに，
闇雲に普遍化を進めることがあった。数学の普遍化が
（広い意味で）応用を目指すためのものであるならば，

免疫消失率 

免疫消失 
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図 2 SIRS型感染症モデル：SIR型感染症モデルとの違い
は，一度得た免疫が時間と共に失われ，再感染が誘発
される点である。個体の状態は S→ I →R→S ···と
循環的に変化する。

それを問題の出自と照らし合わせることや，獲得した
本質を元の文脈で再解釈せずにいられるだろうか。そ
の問題がどのように「現象」から「数学」にやってき
たのか，その過程を批判的に捉えなくては，哲学や強
度を持たない研究になるのではと考えるようになった。

SIRと SIRS感染症モデル
稲葉先生との雑談の中で感染症流行におけるホスト

の感受性変化の問題の話になり，[5]の論文や，当時執
筆されていた [3]の原稿を紹介して頂いた。釈迦に説
法なテキストであるが，感受性保持者の集団の時間変
化に注意を払いながら，簡単に感染症数理モデルの典
型的な挙動について，説明したい。
簡単のためにホストの出生や死亡を無視できる時間

スケールで感染症の流行を考えてみよう。感染によっ
て個体が得る免疫が生涯免疫ならば，感受性保持者の
集団は，（感染によって）時間とともに減っていき，増
えることはない（図 1のような SIR型感染症モデルを
思い浮かべて頂ければ良い）。最初期は，全体の人口
集団がほぼ感受性保持者で構成されていることから，
感染症にとって流行する条件が一番整っている状態と
なり，初期の流行動態が長期的な流行動態の理解にお
いて重要となる。少なくとも最初期に感染症が流行で
きなければ，その後も流行曲線が立ち上がることは無
い。流行条件を表すために便利なパラメータが有名な
基本再生産数R0であり，ここでは

R0 =
βS(0)

γ

と与えられる。
一方，感染によって個体が獲得する免疫が，時間と

ともに減衰し次第に失われていくような感染症の流行
動態の理解は少し複雑となる。図 2のような SIRS型
の感染症モデルでは，個体が獲得した免疫が時間と共
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図 3 SIR型感染症モデルの解挙動：S(t)は単調減少関数
で，感受性保持者の集団は時間とともに減少する。
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図 4 SIRS型感染症モデルの解挙動：感受性保持者の集団
は減少したり増加したりする。最初期では，感染者数
は減少するが，十分時間が経てば，感染症が人口集団
に定着することがわかる。

に減衰するような感染症の流行動態を記述している。
このようなモデルでは，感受性保持者の集団は必ずし
も時間とともに減って行くわけでは無い。このことか
ら，SIRS型の感染症モデルでは，初期の感染者数の
変化で，その後の流行ダイナミクスを占うことが出来
ず，流行動態は SIR型の感染症モデルと違ったものと
なる。例えば，次のような条件

β

γ
> 1>

βS(0)

γ

が成り立てば，図 4のように，初期に感染者数は減る
にも関わらず，感染症は流行し，最終的には人口集団
に定着することがわかる（全人口サイズを 1とし，β

γ

が基本再生産数 R0 となる）。勿論これは回復者集団
から，個体の免疫消失によって，感受性保持者が常に
供給されるためであり，最初期に，十分な感受性保持
者がいなくても，免疫保持者が感受性を獲得すること
で，時間が経ってから，感染症の流行が導かれる可能
性を示唆するものとなっている。例えば，R(t)をワク
チンや自然感染により免疫を獲得した個体の集団とす
れば，初期に感染者数が減ったとしても，一方でワク
チンによる免疫が減衰することで，感受性保持者が増
え，感染者数が増加して，感染症が人口集団に定着す

る可能性が示唆される。
このように，SIR型と SIRS型の感染症数理モデル

は，方程式の見た目が似ていても，感染症の流行動態
の仕組みは大きく違うのである。感染症動態の理解は，
人口集団における感染力と感受性の相互作用の力学に
よって得られるべきで，SIRモデルはそれが一番簡単
な例であることから，様々な数理疫学理論が発達して
いるだけであり，その他の多くの場合には，未だ数理
解析的な手法や概念，感染症流行動態の力学的性質の
理解が不足しているのだと考えている。
個体の免疫減衰の影響は，虱潰しに具体的なモデ

ルを幾つも解析し，比較するのではなく，一般的なモ
デリングと数理解析によって，より普遍的に議論する
ことができるだろう。時間遅れや積分を含むようなモ
デル方程式の必要性や応用に悩んでいた時，改めて
KermackとMcKendrickによる 1927年の論文 [4]を読
み返したことは大きなヒントとなった。この論文では，
数学による普遍性や一般性が応用へと力強く昇華され，
現在でもその価値は失われていない。感染年齢の構造
を備えた SIR型感染症モデルが定式化され，閾値原理
は勿論のこと，現在も疫学データ解析で利用される最
終規模と基本再生産数の関係性が示されている。特筆
すべき点は，感染性の変動や回復期間の分布について
特別な仮定を必要としない一般的なモデルを定式化し
た結果，幅広い状況で数理的帰結が活用されるという
恩恵を産み出すことに成功している点である。
また，[6]の論文では，感染年齢の構造とともにホス

トの出生・死亡を備えたSIR型感染症モデルについて，
リアプノフ関数と時間微分を計算する際の巧みな式変
形によって，感染が定着する状況を示す平衡解の大域
漸近安定性が厳密に示された。これも驚く（とともに
数学的には美しい）結果で，SIR型の感染症の流行ダ
イナミクスにおいて，感染者集団の異質性が（定性的
には）何ら影響を及ぼさず，モデル方程式の解は時間
とともに定常解に収束していくことを示している。基
本再生産数によって，完全に定性挙動が特徴付けられ
るという定性解析の大きな成功例となった。このよう
に「感染個体が最終的には生涯免疫を獲得する」とい
う仮定の下では，“R0 rules!”というようなはっきりと
明確で分かりやすい結果が得られていた。[7]によって
再燃した，リアプノフ関数による感染症モデルの多く
の大域漸近安定性結果は，その仮定のもとで示されて
いた。
未だに証明できない問題が残っている。[9]では時間

遅れをもつ SIR‘S’モデルのエンデミックな平衡点の
大域漸近安定性のための十分条件を，指導教官だった
室谷先生や後輩の江夏洋一君と与えることが出来た。
元々は [11]の論文で手がつけられた問題で，[7]による
リアプノフ関数を利用して，SIRモデルと同様に大域
安定性が示せるのでは，と長い間考えていたが，未だ
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に大域漸近安定性が不明なパラメータ領域は存在して
いる。シミュレーションや局所安定性解析の結果は，
SIRモデルと同様に，（基本再生産数が 1を超えた場
合の）エンデミックな平衡点の大域漸近安定性を強く
示唆していたが，δ=0と δ> 0でモデルの顔付きはガ
ラッと変わる。周りの研究者とよくディスカッション
したが，成果を上げることができなかった。
一口に SIRSモデルといっても，免疫保持期間の分
布に関する仮定によって，様々な定式化が可能となる。
SIR型のモデルと異なり，[2]では，エンデミックな平
衡点の不安定性条件が示されていた。個体が感染後に
免疫を失い，再び感受性保持者となるようなモデルで
は，エンデミックな平衡点の不安定性が示される。一
方，[9]で考察していた SIRSモデルの平衡点は（少な
くとも局所的には）常に安定であった。
免疫減衰の仮定やモデルの構造と安定性の関係はど
のようになっているのだろうか。その問題に答えるた
めには、一般的なフレームワークの中で，エンデミッ
クな平衡点の（不）安定性が導かれる本質的なメカニ
ズムを特定するべきだと考えた [8]。常微分方程式で
朧げに見えていた SIRモデルと SIRSモデルの挙動の
違いは，無限次元の力学系の設定の中で，明確に現れ
る。「有限な」免疫保持期間の仮定は安定性解析を困
難にするが，幾つかの新たな安定性結果を得ることが
出来た。得られた結果を眺めてみると，免疫保持期間
と感染期間の分布関数の形や感染性の変化がシステ
ムの安定性に重要な要因であるようだった。この分布
関数によって，免疫保持集団から感受性保持者集団へ
のフィードバックの特徴が大きく変化する。これは，
Kermack-McKendrickのSIRモデルの動態とはかなり
違っており，現在でも SIRS型モデルの力学的側面は
不明なことが多く残ったものとなっている。そもそも，
再感染を記述するモデルの定式化についてもまだまだ
研究の余地があるようである。
またこの時期に，現象に挑戦した論文を書くことが
出来たことは，大きな経験となった [10]。国立感染研
究所の鈴木先生からマイコプラズマ肺炎の周期的流行
について問題提起をされ，私はふんわりと聞いていた
が，ある日，北海道大学の大森君が興奮しながら「時
間遅れだよ！」とスカイプを通して言ってきた。確か
に免疫の減衰が指数分布でないことを仮定すれば、基
本再生産数が低いにも関わらず，四年毎の周期的流行
が繰り返されたという現象の説明が出来た。数値計算
やシミュレーションを多用する研究手法や現象の問題
を切り込んで行く理論の構築の仕方はとても勉強に

なった。学生の頃から共同研究することはお互いに夢
であったが，「時間遅れ」で，憧れの雑誌から論文を出
版出来たことはとても喜ばしく，私の自信となった。

Secondary cases

学生の頃から，随分と時間が経ってしまったが，以
前にも増して，数理生物学の分野に惹かれ続けている。
学生の時に感じた「数理生物学」が持つどきどきする
魅力は今でも色褪せず，勉強したいと思うことはどん
どんと増えている。今後も生物生命現象は数学の発展
における大きな引き金となり，数学理論はまだまだ生
物生命動態における疑問を答える余地を残していると
希望とともに考えているし，そこに幾許かの貢献を残
して行くことが今の夢である。
去年の四月から島根大学に赴任することとなり，研

究室でセミナーをし，学生に講義をする時間が増えた。
色々と手探りの状態であった一年であったが，三人の
学部生を無事卒業させることが出来そうである。来年
度の研究室には，学部生五人と大学院生二人が配属さ
れる予定で，人口動態の数理と応用を中心に勉強する
予定だが，ごった煮の研究室をまた楽しんで運営して
行きたいと考えている。

参 考 文 献

[1] F. Brauer, C. Castillo-Chavez, Mathematical mod-

els in population biology and epidemiology. Springer

(2001)

[2] H.W. Hethcote, H.W. Stech, P. van den Driessche,

SIAM J. Appl. Math. 40.1 (1981): 1-9.

[3] H. Inaba, Age-Structured Population Dynamics in De-

mography and Epidemiology. Springer (2017)

[4] W. O. Kermack, A. G. McKendrick, in Proc. Royal

Society of London A, 115.772 (1927) 700-721.

[5] G. Katriel, Math. Biosci. 228.2 (2010): 153-159.

[6] P. Magal, C.C. McCluskey, G.F. Webb, Appl. Anal.

89.7 (2010): 1109-1140.

[7] C. C. McCluskey, Nonlinear Anal. RWA 11.1 (2010):

55-59.

[8] Y. Nakata, Y. Enatsu, H. Inaba, T. Kuniya, Y.

Muroya, Y. Takeuchi, SUT J. Math. 50.2 (2014): 205-

245.

[9] Y. Nakata, Y. Enatsu, Y. Muroya, DCDS-B (2011):

1119-1128.

[10] R. Omori, Y. Nakata, H.L. Tessmer, S. Suzuki, K.

Shibayama, Scientific Reports 5, 14473 (2015)

[11] J. Zhen, Z. Ma, M. Han, Acta. Math. Sci. 26B (2006)

291-306.



22 　 JSMB Newsletter No. 82, pp. 22–28, 2017

≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀≀

【海外ラボへ行こう】

イギリスで研究生活を始めるまで
伊藤公一 ∗
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はじめに
2015年の夏、イギリス南西部の地方都市、エクセ
ターにある University of Exeterでポスドクをしない
か？と誘われたときは、本当にワクワクしたのを覚え
ています。フレンドリーでいつも面白いアイデアを出
してくるボス、動物行動の研究者に囲まれた研究環
境、のんびりとしたイングランドの田園風景。一も二
もなくその話に飛びつき、イギリスに飛び込んでから
は夢中で研究する日々でした。そして、気づけばもう
9ヶ月。こんな恵まれた環境を与えてくれた Andrew

Higginson氏には本当に深く感謝しつつ、毎日のびの
びと研究とイギリス生活を楽しんでいます。
一方で、この話をもらったときに、受けるかどうか
にためらいがあったのも事実です。苦手な英語になれ
ない海外生活、ビザはどうすればいいのか？家は？銀
行は？　元々小心者で心配性の僕には、海外ラボ生活
なんて不安で仕方がありませんでした。実際、今でこ
そ順調な海外ラボ生活を楽しめているわけですが、そ
の生活をスタートさせるまでには山ほどの面倒事があ
りました。そこでこの記事では、苦労したビザ取得を
中心に、イギリスでの生活を安定させるまでの出来事
について書いてみたいと思います。この記事の内容が、
イギリスでの研究を考えている方々の参考になれば、
あるいは僕のような心配症の方々の不安を少しでも和
らげることができれば幸いです。ただし、本記事の内
容は僕がビザ申請に際して色々と調べた 2016年 4月時
点のものです。また、あくまで僕の理解なので誤り等
も含まれる可能性があります。あくまで、参考程度に
御覧ください。

イギリスのビザ取得
エクセター大学でのポスドクポジションに応募した
のが 3月初頭、面接後、正式な内定をもらったのは、3

月 22日。ここから、勤務開始予定日の 6月 1日までの
二ヶ月強の間に、ビザを用意してイギリスに入国する
必要があります。イギリスのビザは、目的別にいくつ
かのカテゴリに分かれており、主だったものはTier X

∗Centre for Research in Animal Behaviour, College

of Life and Environmental Sciences, University of

Exeter, UK

の形で呼ばれています。日本人の研究関係で利用する
機会があるのは、以下の 5つではないかと思われます。
1. ビザなし渡航
イギリスでは、日本国籍を所持していれば、一年
の間に最大 6か月まで滞在可能でし。ただ、イギ
リスは入国審査が厳しいことで有名で、制限内で
あっても長期の滞在予定は入国審査時にトラブル
となりやすいようです。実際、イギリスの研究機
関も、数ヶ月程度の滞在を予定する場合には、ビ
ザの取得を推奨しているようです。

2. Academic Visitor

研究目的で 12か月まで滞在可能なビザです。研究
計画と受け入れ機関からの許可が取れれば取得は
容易のようです。ただし、就労は許可されていま
せん。サバティカルなどでの短期・中期の滞在時
に利用されるようです。

3. Tier 5 短期労働ビザ
12～24か月まで就労することが可能となるビザで
す。就労先となる受け入れ機関から許可がとれれ
ば、取得は容易のようです。海外学振やサバティ
カルなどでの取得例があるようです。

4. Tier 4　留学ビザ
大学や語学学校等で教育を受けることが可能とな
るビザ。当然、就労目的では使えません。語学力
や資金レベルなど、一定の基準を満たしているこ
とが必要です。

5. Tier 2　就労ビザ
最長 6年まで就労することが可能となるビザです。
Tier 4同様、語学力や資金レベル、雇用条件など、
一定の基準を満たしていることが必要です。

下に行くほど、より自由度の高いビザとなります。今
回の僕のポスドクとしての雇用期間は 1年間。就労が
許可されている必要があるので、Tier 5の短期労働ビ
ザがあれば条件は満たされるはずです。Tier 5ビザは
大学側との雇用契約さえ結べれば、取得自体は非常に
容易なようです。面倒な書類手続きは多少あるにして
も、なんとかなりそうです。
ところが、3月の終わりに受け取った大学からのメー

ルは、僕の楽観を打ち砕くものでした。それは、雇用
条件としてTier 2 就労ビザの取得が必要である、とい
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図 1 エクセターのシンボル、エクセター大聖堂

うものでした。なぜTier 5ではダメなのか、詳細な理
由はいまだによくわからないのですが、おそらくポス
ドクとしての採用条件にTier 5では制約があったため
だと思われます。
Tier 5 ビザならいざしらず、本格的なTier 2ビザの
申請となると少々面倒なことになります。そもそも、
イギリスのビザ制度は厄介なことで有名です。まず、
ビザのルールが極めて頻繁に変更されています。数年
前にビザを取得した人々の情報が信じられないのはも
ちろん、イギリス政府の公式サイトすら、ビザについ
ては古い情報が混在している有様です。唯一信用でき
るのが、Policy Guidanceの名前で公開されている、政
府発行のビザに関するガイダンス資料。ところが、こ
の資料がまた非常にわかりにくいのです。段落構成が
曖昧で、どの記述が自分のビザに該当するのか、調べ
るだけでも困難です。あまりの難解さに、エクセター
大学の外国人雇用サポートチームに助けを請うものの
「私達にも最近の細かい変更までは分からない。とも
かく、ガイダンス資料を読んでくれ。」と言われてし
まう始末。まさに何をしていいかさっぱり分からない
状態からのスタートでした。
ガイダンス資料と延々格闘した結果、ひとまず以下
のことがわかりました。まず、申請するビザは一般
用のTier 2 General ビザと呼ばれるものであること。

Tier 2 ビザには、他にも幾つかの分類があるのです
が、スポーツ選手や宗教関係者など向けであり、研究
者には関係ないようです。Tier2 Generalビザは、ポイ
ントベースシステム（PBSと略される）と呼ばれる、
申請者の能力や雇用条件に応じて付けられる点数に基
づいて、ビザ取得の可否（あくまで足切り条件）が決
められていること。そして、ビザ申請にはひとまず以
下の４つの条件を満たせば良いらしいことがわかりま
した（繰り返しになりますが、これらの情報はあくま
で 2016年 4月時点での内容です。ビザを取得される際
にはこの記述を鵜呑みにせず、必ず最新のガイダンス
資料をご参照下さい。）

条件１「職の内容」：以下のいずれかを満たす（30点）
a) Shortage Occupationとして、現在イギリス政府
によって指定されている職種。

b) A resident labour market test（おそらく公募か政
府による認定）が行われている。

c) 年収が 155,300ポンド（2017年 3月現在で約 2千
万円）以上。

条件２「給与」：以下のいずれかを満たす（20点）
a) 年収が 20,800ポンド（約 300万円）以上。年々増
加傾向にある模様で、2016年 11月には 25,000ポ
ンドまで制限が引き上げられています。
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図 2 エクセター街並み　すぐ向こうには、のどかな田園地帯が広がる

b) 政府の指定する特別な機関での雇用者や、看護師
などの指定された職種に該当する場合のみ。研究
者にはおそらく無関係なものばかり。

条件３「英語力」：以下のいずれかを満たす（10点）
a) IELTS for UKVI の試験を受けて、CEFR（ヨー
ロッパ言語共通参照枠）基準で B1以上のスコア
をとる。

b) イギリス政府の指定する大学の学位等を取得して
いること。日本の大学の学位が英語力証明になら
ないのはもちろん、カナダの大学の学位すら認め
られないようです（一部にフランス語圏が存在す
るため）。

条件４「経済力」：以下のいずれかが満たす（10点）
a) 過去 90日以上連続して個人の保有する資金が 945

ポンドを超えていること。
b) A-ratedなスポンサーに雇用されていて、かつ最
初の一ヶ月の資金や住居の援助が受けられること。

ちなみにこの 4条件、ちゃんと一箇所にリストとして
明示されてれば良いんですが、ガイダンス中では記載
位置がバラバラで探すだけでも大変でした。おまけに
ポイントベースと呼びながら、ビザが発給される条件
は最高得点の 70点、つまり結局すべての条件をクリア
する必要があるなど、色々と納得ができない制度です。

昔は修士・博士号の有無や給与額によって連続的に点
数がついたようなのですが、度重なる制度変更の結果、
点数を付ける意味のないシステムとなってしまったよ
うです。
ともかく、これらの 4条件を満たしていることを証

明する書類を準備することが、ビザ申請の第一歩です。
以下で、準備した書類について順に説明していきます。

英語力検定
Tier 2 Generalビザを取得する必要があることが分

かって一番慌てたのが、条件３の英語力の証明です。
イギリスのビザ制度では、現在TOEICやTOEFLの
スコアを英語力の証明に使うことができません。以前
はTOEICやTOEFLも英語力の証明としてビザ申請
に使うことができたようなのですが、数年前に IELTS

と呼ばれるイギリス発祥のテストしか認められなくな
り、さらに 2015年からは IELTS for UKVIと呼ばれ
る、イギリス政府の委託業者が主催するビザ申請専用
テストを受験することが必須となりました。むろん、
僕は英語圏大学出身でもビザ専用の英語力検定の受験
経験もないので、一刻も早く受験してスコアを取る必
要があります。
IELTS for UKVIは、東京と大阪の 2ヶ所で、それ

ぞれ月に一度程度行われています。ビザのために要求



伊藤公一：イギリスで研究生活を始めるまで 25

されている「CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）基
準で B1以上」というのは、例えば「その言葉が話さ
れている地域を旅行しているときに起こりそうな、た
いていの事態に対処することができる」程度の語学力
とのことです。これだけ読むとかなり高いレベルが要
求されているように見えますが、実際にはそれほど高
い難易度でもないようです。とはいえ、ただでさえ苦
手意識を持つ英語。しかも、勤務開始まで二ヶ月半し
かない状態では、試験に一度でパスしないとなかなか
厳しいスケジュールです。
正式採用が決まった直後の 3月 31日に試験を受け
ました。緊張しつつ、受験会場につくと、持ち物はす
べて持ち込み不可、入り口には金属探知機による検査
とボディーチェック、筆記用具や飲料水すら試験会場
に用意されたものを使う、という厳戒態勢の中での受
験でした。試験内容は、Reading, Writing, Listening,

Speakingの 4つ。分量は多いものの、出題傾向等はあ
る程度決まっているので、TOEICやTOEFLと同様、
しっかり対策を取ればいずれも点数が取れそうな印象
でした。Speakingだけ少し特徴的で、実際にマンツー
マンでおしゃべりをする形を取ります。ある程度気さ
くに話しかけてくれる上、相手の反応を見ながら会話
することができるので、実際に外国人と会話する経験
があると非常に有利だと感じました。もっとも会話の
流れで「なんで日本人は神を信じないのに神社に行く
んだ？」と聞かれたときには、どう答えようかと頭を
抱えましたが。
試験から待つこと二週間、4月 14日に無事条件クリ
アの結果を受け取ることができました。試験受験後、
ビザ申請への有効期限は発行から 2年間有効です。

CoS発行手続き
ビザの条件１と条件２、職の内容や給与については、
自分で証明書類を用意する必要はありません。代わ
りに証明してくれるのが、Certificate of Sponsorship

（CoS）と呼ばれる雇用番号です。この番号は、採用が
決まった後に雇用者（僕の場合はエクセター大学）が
政府に申請して発行されるもので、ビザには発行され
たCoS番号を記載する形になります。ただし、雇用者
が西部にCoS番号を申請する際に、いくつかの書類の
提出を要求されます。エクセター大学から正式な雇用
契約書が届いた 4月 10日ごろ、外国人雇用サポート
チームから 2つの書類の提出を求められました。一つ
は、学位取得を証明できる書類。これは、出身大学が
発行してくれる英文での学位取得証明書でOKでした。
ただし、イギリス政府のガイダンス資料によれば、本
来は学位の証明には「学位記」とその翻訳証明書が必
要なようです。今回は結果としてCoSが発行されたの
で良かったですが、トラブルを避けるためには、学位
記の翻訳を正規の翻訳会社に依頼した方が無難だと思

われます。
問題となったのが、もう一つの書類、パスポートの

Certificated Copy です。最初は単にパスポートのコ
ピーを取れば良いのかと思ったのですが、どうも正
当なコピーであることを法的裏付ける証明書類を指
す言葉のようです。イギリスでは郵便局でできてしま
う簡単な手続きのようですが、日本では聞いたこと
もありません。戸惑いながら、イギリス政府の公式
サイトを確認すると、誰が認証できるか、の項目に
は「professional person or someone well-respected in

your community」との記載・・・これはひょっとして、大
学教授なら well-respectedに該当しないだろうか？い
や本当にwellだろうか？などと、日本での大学教授の
社会的ステータスに悩んだりもしました。幸い、色々
と他の例を調べているうちに、どうも日本では認証コ
ピーと呼称される業務に該当するらしいことがわかり
ました。日本では弁護士と行政書士にのみ法的にその
資格が認められているようです。なお、弁護士や行政
書士でも認証コピーを取り扱っていない事務所もある
ようなので注意が必要です。ちなみに、公証人役場と
いうものもありますが、こちらはパスポートのような
公文書の認証はできないので、今回のようなケースで
は使えないようです。幸いにして今回は地元の行政書
士さんを見つけることができました。イギリス政府が
公式サイトに記載している、Certificated Copy用の指
定のフォームを行政書士さんに伝えてパスポートを渡
せば、ものの 10分で書類が発行されました。
これら 2種類の書類を大学に送付すれば、後は大学

がCoSの申請を進めてくれました。CoSは毎月 5日が
締め切りで、10日以降に番号が発行されるようです。
書類が集まったのが 4月 30日ごろ。大慌てでイギリス
に送り、待つこと二週間。CoSが無事発行された旨と
その番号がメールで送られてきたのは、5月 11日でし
た。ビザ申請への CoSの有効期限は、発行から 90日
間です。

銀行の残高証明
さて、最後の条件４「経済力」の証明には、「90日

以上連続して銀行口座内に預金残高が一定以上ある」
ことを示す必要があります。必要残高は 15万円程度と
少額なので条件自体はそれほど厳しくありません。と
ころが、実際に銀行に出向いてみると、証明書の取得
でつまずきました。普段僕が利用している銀行では、
ある日付での預金残高は証明できるものの、期間は証
明できないと言われてしまったのです。どうも金融機
関によっては期間の残高証明が可能なところもあるも
のの、そういった証明書自体を最初から取り扱ってな
い所が多いようです。とはいえ、銀行残高に関しては
普段からお世話になっている銀行以外にはお願いでき
ないため、窓口で他に方法がないか粘ったところ、親
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切にもわざわざイギリスのビザセンターに銀行の方か
ら電話で確認を入れて下さいました。その上で、銀行
口座への 4か月分の「預金取引明細書」と、ビザの申
請書類である旨を記した支店印付きのレターを発行し
てくださいました。
証明書、レターともに日本語だったので、翻訳会社
に依頼して翻訳証明書付きの翻訳を用意しました。残
高証明に限らず、学位取得証明書などの様々な証明書
類は発行から一ヶ月間がビザ申請に使える有効期限の
ようです。CoSが無事発行されたとの連絡を受けた直
後、5月 13日に銀行に行って証明書を用意し、即翻訳
会社に依頼しました。翻訳証明書を受け取れたのは、
5月 20日のことでした。

申請書類
証明文書が準備できるめどが立った時点で、ようや
くビザ申請書類の準備を開始できます。以前は 60ペー
ジもある申請用紙に記入していく必要があったようで
すが、現在は専用のウェブフォームから必要な情報を
入力するだけで済みます。ただし、かなり面倒な内容
の記入を求められます。自分だけでなく、両親の氏名
や生年月日と出生地。過去 10年間の世界各国への旅行
日やイギリスへの入出国日とその目的。雇用者（エク
セター大学の偉い人）の住所、氏名、電話番号とメー
ルアドレス。重要なポイントとして、滞在先の住所を
この時点で聞かれます。後述しますが、この住所はビ
ザ受け取り時に重要な意味を持つので、一時的な逗留
先ではなく一ヶ月程度は生活することが見込まれる場
所か、確認を取った上で大学事務の住所を書かせても
らうべきです。延々と続く質問に回答を記入し終えれ
ば、あとは印刷して二か所にパスポートと同じサイン
をするだけです。なお、印刷後に修正が必要な場合は、
手書きで二重線を引き横にサインをすれば修正できる
ようです。
1時間ほど掛けて記入を済ませて申請用紙の印刷を
終えると、次にビザ申請センターへの訪問日時を予約
します。これは、大使館とは別にビザの申請のためだ
けにある事務所で、日本では東京と大阪に開設されて
いるようで、ビザ取得のためにはどちらかへ直接出向
く必要があります。訪問日時の予約を済ませると、続
いて Immigration Health Surchargeとよばれる、イギ
リスの健康保険である NHS国民保健サービスを利用
するためのデポジット、さらにビザ申請自体の費用を
支払います。ちなみにビザ申請費用は、1年間しか働
かないのに 10万円もしました。この額も、年々増加
傾向にあるようです。結局、すべてのウェブ上での申
請作業を終えるのに 2時間ほどかかりました。採用通
知から二ヶ月。勤務開始予定まで残り一週間のところ
で、ようやくビザ申請の準備が整いました。あとは、
ビザ申請センターへ必要書類を持っていくだけです。

ビザセンター訪問
5月 24日、ビザ申請のために大阪のビザ申請セン

ターへ向かいました。最終的に用意したのは、以下の
書類です。
・パスポートとその見開きコピー
・古いパスポート（任意とあるが提出推奨のよう
です）

・銀行での預金証明とレター、およびその翻訳、さ
らにそれらのコピーを一式

・ IELTSの試験結果の通知書と、そのコピー
・ウェブフォームに入力したものを印刷した申請書類
・ビザセンター予約票
・大学からCoS番号を通知してきたメールのコピー
（本来は、提出は不要のはずだが念のため提出）
・ Immigration Health Surchargeの支払い完了メー
ルのコピー（これも念のため提出）

一部の文書でコピーを取っているのは、原本を返却
してほしい場合です。パスポートはもちろんですが、
IELTSの試験結果通知書も手元に置いておくべきもの
なので、コピーは必須かと思われます。
ビザセンターにつくと、予約表を確認された後、厳

しいセキュリティーチェックがありました。金属探知機
はもちろん、鞄の中やポケットの中まですべてチェック
され、すべての電子機器も電源をオフにすることが求
められました。また、なぜかUSBメモリースティック
は、一時的に係員に預ける必要がありました。入室し
て数分で窓口に呼ばれて、書類のチェックが始まりま
した。なおこのチェックは必要最低限の項目を確認し
てくれるだけで、基本的にすべての必要書類がそろっ
ているかはチェックしてくれないようです。チェックが
終わると、別室で指紋と写真を取られます。最後に、
記入内容の確認とビザが却下されても申請費用が返還
されない旨の同意書にサインをすれば、ビザセンター
での手続きは終了です。所要時間は 45分ほどでした。
申請後、通常なら 10～14日程度で結果が帰ってきます
が、急ぐ場合は優先審査サービスを使えば一週間程度
で結果が帰ってきます。
6月 1日、再度ビザセンターを訪問し受け取ったパ

スポートには、無事念願のビザが貼り付けられていま
した。長い長い戦いがようやく終わりました。これで、
ようやく胸を張ってイギリスに入国できる・・・と安心
したの束の間。受け取ったパスポートに貼り付けられ
ているビザをよく見ると、有効期限が 30日しかありま
せん。実は、受け取ったビザは正式な就労ビザではな
く、「就労ビザを取得して入国を認められた」ことを示
す、短期の入国ビザでした。もちろん、就労ビザの申
請が許可されたからこそこのビザが貼られているので
すが、正規の就労ビザの証明と呼べるものは、入国後
に受け取れるBiometric Residence Permits (BRP)と
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呼ばれるカードを受け取るまでおあずけです。なお、
発行された短期入国ビザは、申請時に聞かれた入国希
望日にもとづいて有効期限が決められており、一度発
行されたらこの期間のうちに入国する必要があります。

住居の確保
さて、話が前後しますが、イギリスで生活する以上
は住居を確保する必要があります。本来ならば一度現
地に飛んで住居を探すべきなのかもしれませんが、時
間の都合でそれも難しいです。結局、日本に居ながら
にして住居を探すには、限られた方法しかありません
でした。一つ目は、大学が提供している住居を利用す
る方法です。大学に近い上に幸いにして空きもありま
したが、賃料がやや高い上に立地もよくありません。
ただでさえ田舎町なのに、山一つ越えないと町の中
心にも出られないなんて論外です。二つ目は、ハウス
シェアを見つける方法です。イギリスではハウスシェ
アが盛んで、特にエクセターは大学の街だけあって数
多くのハウスメイトの募集がハウスシェアの専用サイ
ト上で募集されています。賃料も随分安くなる上に、
日常生活での話し相手ができるのメリットです。一方
で、こうしたハウスシェアは一般にシェアハウスの住
人が、何人もの希望者と事前に面会した上で最終的な
シェアメイトを決めることが多いので、不可能ではな
いにしても日本から応募するのはやや不利でした。三
つ目が、ルームレンタルです。学生などは長期間外出
する際には、自分の部屋を数週間から数ヶ月単位で貸
し出すことが頻繁にあるようです。価格もずいぶん安
い上、家具等の心配をしなくて済むのが最大のメリッ
トです。幸いにして、僕の渡航時期が大学の夏休みと
重なっていたため、夏休み中にエクセターを離れる大
学生たちが短期の部屋のレンタル相手を求めて、学生
用掲示板に多くの書き込みがありました。
ビザ申請の手続きが見えてきた 4月中旬ごろから、
部屋探しをはじめました。最初はハウスシェア、難し
いと分かってからはルームレンタルを中心に探し、見
つからなければ大学提供の住居を使おうと考えていま
した。幸いにして、5,6件目で部屋を貸しても良いと
いう人を見つけることができたため、その方にお願い
しまして住居を確保しました。大学最寄りで家賃もか
なり安めの部屋で、期間は夏休み中の 6月から 9月ま
で。これだけあれば、現地で正式な住居を探す時間は
十分です。また、数ヶ月単位での滞在先があらかじめ
決まっていたため、引越荷物の送付や後述するイギリ
ス到着後の各種手続きでこの住所を使うことができ、
非常に助かりました。最初の数週間はホテル等に滞在
してその間に住居を探す、ということも考えましたが、
終わってみれば、後述する手続きのためにもやはり最
低でも二ヶ月程度の「住所」がかける住居を持ってお
くことは大事だなと感じました。

図 3 エールとサンデーロースト

着いてからやるべきこと
とりあえずの住所も決まり、ビザも受け取り、お世

話になっていた京都大学生態学研究センターにも別れ
を告げて、イギリスへ渡航できたのは、ビザ発給から
一週間後でした。さて、到着して最初に待っているの
が、エールビールとサンデーロースト・・・ではなく、雇
用主であるエクセター大学との各種手続きです。この
手続きを済ませて、初めてイギリスでの就労ビザ＆身
分証となる Biometric Residence Permitsカードの発
行プロセスが始まります。身分証としてならパスポー
トでも良いのですが、銀行口座の開設や各種契約、公
共のサービスを受ける際などには、必ずと行っていい
ほどこの BRPカードが要求されるので、できるだけ
早く手に入れる必要があります。大学事務に出頭して
手続きを済ませてから一週間ほどで、ビザ申請時に記
入した住所に BRPカードの受取用レターが送られて
きます。あとはそれを持って指定された郵便局へ向か
えば、無事 BRPカードを受け取れました。ビザ申請
から一ヶ月経って、ようやくこれで正規の就労ビザの
証明書が手に入りました。
BRPカードが手に入れば、いよいよ生活のために

必要な契約を進めることができます。まず必要だった
のが、給与を受け取るための銀行口座でした。日本同
様、イギリスでも年々銀行口座を開設するのが難しく
なっているようです。大学事務に口座について相談し
たところ、最近は開設を拒否されることが多いから、
と「大学の職員であること」「記載された住所に住ん
でいること」を明示した銀行宛のレターを用意してく
れました。気合をいれて訪れた一軒目では、居住して
いることの証明として公的機関からの郵便物が必要
だ、と取り付く島もない対応。大学のレターを見せて
も断られてしまいました。ところが、次に訪れた銀行
では、レターと BRPカードを見せると特に何も言わ
れずに契約についての説明が進み、あっさりと 1時間
ほどで開設することができてしまいました。銀行や支
店によって開設の難しさが違うという話は、イギリス
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へ留学してきている他の人からも聞いたので、おそら
く断られてもあきらめずに何件か回ってみることが大
事なようです。ただし、キャッシュカードやデビット
カードなどはすぐには使えず、一週間から二週間程度
して登録した住所に郵送されてくる、という形でした。
渡航してから約一ヶ月後のことです。
次に必要となったのが国民保険番号National Insur-

ance Number（NIN）です。大学が給与の支払いで必
要とする上、この番号がないとイギリスの国民保健
サービス（NHS）、つまり公立病院も受診する事がで
きません。ところがこのNIN、ウェブ申し込みはでき
ず、直接電話をかけて申請する必要があります。この
時代に無駄な労力をかけている気もしますが、とも
かく電話をかけるしかありません。イギリスで早速契
約した携帯電話を使ってかけると、名前、生年月日、
BRPカードに記載されているビザの情報、住所、電話
番号などを聞かれます。無事申込みが済むと、一週間
ほどで申請書類が届くので書類の項目を埋め、身分証
明書のコピーと合わせて送り返せば、一ヶ月ほどで登
録した住所にNINを記載した紙が送られてきました。
渡航してから約二ヶ月程度かかりました。
NINを取得したら、かかりつけ医（GP）を登録し
ます。イギリスでは公立病院は無料で受診することが
できます（薬代のみ自己負担のようです）。勝手に大
病院に行くことはできず、原則として最初にGPの診
断を受ける必要があったり、受診には予約が必要だっ
たり、医療サービスの質もそれほど良くないと噂され
ていたりと、あまり良くない評判もあるのですが、い
ざという時に備えて置く必要はあります。GPを登録
するためには、まず新規患者を受入れ中の周囲の公立
病院を探す必要があります。NHSの公式サイトでは、
食べログのように病院ごとの評価やコメントがリスト
アップされており、その中から自分の地域の病院を選
びます。あとは、気に入った（？）病院を訪問してかか

りつけ医登録の申込みを行えばGP登録完了です。以
後は、このGPを予約すれば、いつでも受診すること
ができます。一度だけ予防接種でお世話になりました
が、診察も丁寧で仕事も早く、噂ほど悪い印象を受け
ませんでした。もっとも、もし風邪になったときに果
たしてすぐ受診するための予約が取れるのだろうか、
という不安も感じます。医療費は高額ですが私立病院
もそれなりの数が存在するようなので、別途健康保険
等に加入して私立病院を使う、というのも一つの選択
肢かもしれません。

おわりに
以上が、僕がイギリスでの研究生活をスタートさせ

るまでに行った手続きの数々です。当初の予定である6

月1日には間に合わなかったものの、正式採用から二ヶ
月半にあたる 6月 13日から働き始められたことを考
えれば、大きなトラブルもなく順調に手続きが進んだ
ほうだと思います。渡航前後の二ヶ月は、てんやわん
やしながら手続きを進める日々でしたが、終わってみ
ると何とかなるもんだな、と感じました。大学事務を
始めとして周りの人が助けてくれるのはもちろん、や
はりネットでとにかく検索すれば情報が出てくる、と
いうのは何をするにも非常に助けになりました。もっ
とも、ビザに関して、頻繁な制度変更のせいで、逆に
ネット上の情報に躍らされることも多かったですが。
そして、それさえ終わってしまえば本当に充実した

日々が待っていました。研究環境はもちろん、友人と
パブに繰り出してエールやサイダーを飲んだり、イン
グランドの田舎町へとあちこち繰り出してみたりと、
こちらに来るまでは想像もできなかったほど、イギリ
ス生活を満喫しています。最初に書いたとおり、この
ポジションの話をもらった時にはためらう気持ちもあ
りましたが、不安でも飛び込んでみて本当に良かった
な、と感じました。みなさんも、面倒な手続きを乗り
越えて、ぜひ海外ラボ生活を楽しんでください。
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【数理の道具箱】
Adaptive Dynamics入門 （４）
～進化的特異点の分類とPIP～

大槻　久 ∗
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0. はじめに
私の父は山が好きで、フットワークも軽く渓流釣り
によく出かけていたものだが、どうやらそれは息子に
は遺伝しなかったらしく、私は山にそこまで魅力を感
じない。とはいえ、一旦山登りが始まったら上まで行っ
て眺めを楽しみたいのは老若男女共通であろう。しか
し頂上まで上りきったその瞬間に周りを見渡すと、こ
れはどうしたことか私は谷底にいる。はて、さっきま
で私が上っていた坂は何だったのか？それとも悪い夢
でも見ているのだろうか？そんな不思議な地形を想像
できるようになれば、あなたは adaptive dynamics中
級者の仲間入りである。

1. 前回のおさらい
前回はDieckmann & Law(1996)が導いた adaptive

dynamicsの canonical equation（正準方程式）を解説
した。簡単におさらいしよう。
一次元形質の進化を考え、野生型 (resident)および
変異型 (mutant)の形質値をそれぞれx,yとおく。野生
型の平衡集団に侵入した変異型の初期増殖率を s(y,x)

と書く。sは侵入適応度 (invasion fitness)と呼ばれる。
この時、野生型 xの進化ダイナミクスは

dx

dt
=

1

2
µxσ

2
xNx

∂s(y,x)

∂y

∣∣∣∣
y=x

(1)

と書けることを前回解説した。ここで µx,σ2
x,Nxはそ

れぞれ野生型 xの集団における突然変異率、突然変異
の大きさの分散、および平衡個体数である。
一点、侵入適応度について大切な事を思い出してお
こう。それは変異型の形質 yが野生型の形質 xと同じ
時は、変異型の侵入適応度 s(y,x)はゼロになるという
事実だ。なぜなら y= xなる変異型は野生型と区別が
つかず、また野生型の集団は平衡状態にあると仮定し
ていたからである。したがって、

s(x,x)= 0 (2)

はどんな xについても成り立つ恒等式である。
∗総合研究大学院大学・先導科学研究科 (oht-

suki hisashi@soken.ac.jp)

2. 進化的特異点
前回もお話したが、式 (1)の 1

2µxσ2
xNxの部分はただ

の正数だから、進化ダイナミクスを理解するには

D(x)=
∂s(y,x)

∂y

∣∣∣∣
y=x

(3)

で表される局所適応度勾配 (local fitness gradient)に
さえ注目すれば実用上は十分である。つまり、前述の
正の係数を無視して

dx

dt
=D(x) (4)

という微分方程式を考えれば（進化を考える形質 xが
一次元の時は）十分だ。
一次元力学系 (4)は皆さんも教科書等でおなじみの

式であろう（だから恐くないはずだ）。進化の平衡点
x∗は

D(x∗)= 0 (5)

で特徴づけられる。つまり初期値を x= x∗ に選ぶと
力学系 (4)の下では形質値はずっとx∗に留まる。この
ように適応度勾配がゼロになる点をadaptive dynamics

理論では進化的特異点 (evolutionarily singular point)

と呼ぶ。Dはもともと侵入適応度 sの偏微分として式
(3)のように書けていたことを思い出すと、x∗が進化
的特異点である条件は
進化的特異点 (evolutionarily singular point)✓ ✏

∂s(y,x)

∂y

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

=0 (6)

✒ ✑
と書ける。

3. 収束安定性
力学系を学んだ人なら誰しも、平衡点を求めた後は

その安定性が気になるであろう。一次元力学系 (4)の
平衡点 x∗が局所安定となる条件は

D′(x∗)=
dD(x)

dx

∣∣∣∣
x=x∗

< 0 (7)

であることはよく知られた事実である。x∗が局所安定
ならば x∗の十分近くから出発した軌道は x∗へと収束
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する。adaptive dynamicsにおいてこのような進化的
特異点 x∗は収束安定 (convergence stable; CS)である
と呼ばれる (Christiansen 1991)。
前と同様にこれを侵入適応度 sの言葉で書いてみよ
う。式(3)をxで微分するのは少し難しいが、chain-rule
より

dD(x)

dx
=

∂2s(y,x)

∂y2

∣∣∣∣
y=x

+
∂2s(y,x)

∂y∂x

∣∣∣∣
y=x

(8)

が分かる。したがってx∗の収束安定性は以下で特徴づ
けられる。
収束安定性 (convergence stability; CS)✓ ✏

∂2s(y,x)

∂y2

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

+
∂2s(y,x)

∂y∂x

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

< 0

⇕
∂2s(y,x)

∂y2

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

<
∂2s(y,x)

∂x2

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

(9)

✒ ✑
ただし、最後の同値性の導出には恒等式 (2)を xで 2

回微分して得られる恒等式

∂2s(y,x)

∂y2

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

+2
∂2s(y,x)

∂y∂x

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

+
∂2s(y,x)

∂x2

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

=0

(10)

を用いた。各自で確認して欲しい。

4. 適応度勾配を侵入適応度から理解する
ここまでの話は一次元力学系 (4)に関するごく基本
的な事項の再確認であり

⎧
⎪⎨

⎪⎩

力学系 ⇐⇒ adaptive dynamics

平衡点 x∗ ⇐⇒ 進化的特異点 x∗

x∗が局所安定 ⇐⇒ x∗が収束安定

という用語の言い換えをしたに過ぎない。しかしそも
そも適応度勾配Dは侵入適応度 sの偏微分で書けてい
るのであるから、そのことを思い出してこれまでの議
論を振り返ろう。
図 1は adaptive dynamicsの模式図である。野生型
の形質xを一つ固定すると、横軸に変異型の形質 yを、
縦軸にその侵入適応度 s(y,x)をとったグラフが描け
る。様々な xに対して侵入適応度をプロットしたのが
図 1中のそれぞれの点線である。特に y= xにおいて
s(y,x)=0が常に成り立っていることに注意しよう。こ
の点線の y= xでの傾きこそ適応度勾配D(x)であり、
その方向は図 1中の矢印で示されている。x∗は適応度
勾配が 0となる進化的特異点であり、図 1(a)では x∗

は収束安定、図 1(b)では x∗は収束不安定である。

図 1 進化的特異点 x∗ 近傍の adaptive dynamicsは、(a)

x∗が収束安定、(b) x∗が収束不安定、のそれぞれの
場合において上図のようになる。図中の丸で表されて
いる各点は野生型xの形質値を表し、点線はその時の
侵入適応度、丸の上に描かれている矢印は適応度勾配
の方向を表している。ここでは侵入適応度のグラフは
直線で描かれているが、一般には曲線である。

5. 進化的安定性
Adaptive dynamics理論が真価を発揮するのはここ

からである。一旦形質が進化的特異点x∗に到達したら
どのようなことが起きるだろうか？力学系 (4)によれ
ば、適応度勾配はこの点でD(x∗)=0となっているので
もはや進化は起きない。しかし、canonical equation(1)
は、適応度勾配が 0でない場合に何が起きるかを、そ
れより高次の項を捨てて記述した理論であった（詳し
くは前回を参照）ので、実は適応度勾配がちょうど 0

となった進化的特異点で何が起きるかに関しては予測
力を持たないのである。言い換えれば、進化的特異点
x∗ に到達してからは canonical equation(1)は無力で
ある。
ではどうすれば良いのだろうか？そこで侵入適応度

の高次の成分、特に 2次の成分に着目しよう。図 1で
は侵入適応度のグラフ（点線）は直線で描かれている
が、一般には直線ではなく曲線である。例えば図 2の
実線を見て欲しい。進化的特異点 x∗では適応度勾配
（=1次の成分）は 0だが、曲線の凹凸、つまり 2次の
成分は一般には 0ではない。これは適応度勾配 s(y,x)

を yに関して xの周りでTaylor展開した式
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s(y,x)≈ s(x,x)︸ ︷︷ ︸
定義から=0

+(y−x) · ∂s(y,x)

∂y

∣∣∣∣
y=x︸ ︷︷ ︸

適応度勾配D(x)
進化的特異点では=0

+
1

2
(y−x)2 · ∂2s(y,x)

∂y2

∣∣∣∣
y=x︸ ︷︷ ︸

適応度勾配の凹凸を決定

(11)

からも分かる。もし図 2(a)や (c)のように、進化的特
異点 x∗において侵入適応度のグラフが上に凸であれ
ば、野生型x∗の近くのどんな変異型 y ̸=x∗に対しても
s(y,x∗)<0が成り立つので、野生型x∗からなる集団は
変異型の侵入に対して頑健である。この時、進化的特
異点x∗は（局所的に）進化的安定 ((locally) evolution-

arily stable; ES)であると呼ばれる (Maynard-Smith

& Price 1973, Maynard-Smith 1982)。
逆に図 2(b)や (d)のように、進化的特異点 x∗にお
いて侵入適応度のグラフが下に凸であれば、野生型x∗

の近くのどんな変異型 y ̸=x∗に対しても s(y,x∗)>0が
成り立つので、野生型 x∗からなる集団は正負どちら
の方向の変異型にも侵入されてしまう。このような進
化的特異点x∗は（局所的に）進化的不安定であると呼
ばれる。
式 (11)からも明らかなように、進化的安定性は侵入
適応度 sの 2階偏微分を用いて次のように特徴づけら
れる。
進化的安定性 (evolutionary stability; ES)✓ ✏

∂2s(y,x)

∂y2

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

< 0 (12)

✒ ✑
6. 進化的特異点の分類
ここまで述べてきた二つの異なる安定性条件の式 (9,

12)を用いて、進化的特異点 x∗は 2×2=4通りに以下
のように分類される。

6.1 収束安定かつ進化的安定である場合
図 2(a)の場合、特異点 x∗ には adaptive dynamics

によって到達することができ、かつその点に達した
ら他の変異型は侵入できない。したがって進化の最終
状態として x∗のみからなる単型集団が達成されるこ
とが予想される。形質を個体の “戦略”として見た場
合、このような戦略 x∗のことを連続的に安定な戦略
(continuously stable strategy; CSS)と呼ぶことがある
(Eshel 1983)。ただし頭文字の “C”が “convergence”

の “C”と区別しにくいので、この用語を使用する際に
は若干の注意が必要である。

図 2 進化的特異点x∗の分類。(a) x∗は収束安定かつ進化的
安定である。(b) x∗は収束安定だが、進化的安定では
ない。このような点は特に進化的分岐点 (evolutionary

branching point)と呼ばれる。(c) x∗ は収束安定で
はないが、進化的安定である。このような点は特にエ
デンの園 (Garden of Eden)と呼ばれる。(d) x∗は収
束安定でも進化的安定でもない。

6.2 収束安定かつ進化的不安定である場合
図 2(b)の場合、特異点 x∗ には adaptive dynamics

によって到達することができるが、そこに到達するや
いなや、正負両側の変異型に侵入されてしまうという
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不思議な現象が起こる (Christiansen 1991, Abrams et

al. 1993)。本稿の冒頭で述べた山登りの話は、実は図
2(b)を述べたものである。適応度勾配という山を上っ
ていたのになぜ進化的特異点では谷底にいることに
なってしまうかというと、それは山登りをしている自
分の位置 xが、侵入適応度 s(y,x)の勾配に影響を与え
てしまうからだ。トランポリンやウォーターベッドな
ど、弾力性のある膜の表面を歩くことを想像して欲し
い。あなたがより高い位置に移動しようとすると、あ
なた自身の体重のせいで行った先はへこんでしまい、
山登りをしたにもかかわらず結局高いところに行くこ
とができない。図 2(b)でもそれと似たような事が起き
ていて、野生型 xの移動にともなって侵入適応度のグ
ラフ（点線）が時々刻々と変わってしまうので、山登
りの結果として谷底に到達してしまうのだ。
前回、野生型の単型集団に変異型が侵入を試みて二
型になり、一方が他方を駆逐してまた単型に戻るとい
う形質置換列という考え方が adaptive dynamicsの基
本であると述べた。しかし図 2(b)のような進化的特異
点に到達した場合、進化の真の姿はもはやこのような
描像では記述しきれなくなってしまう。
例えば x∗を進化的特異点とし、そこからわずかに
正の側にずれた変異型の形質を y+、わずかに負の側に
ずれた変異型の形質を y−と置こう。x∗は進化的に不
安定なので y+の侵入適応度 s(y+,x∗)は正であり、し
たがって y+は x∗の単型集団への侵入に成功しやがて
y+の単型集団が形成される。しかし x∗が収束安定で
あったことを思い出すと、新しい野生型となった y+に
変異型 x∗は侵入できるので、集団は再び x∗の単型集
団に戻ってきてしまう。上の議論は y+を y−に変えて
も同じである。
しかし、野生型x∗の集団に変異型y+とy−が同時に
侵入した場合には話が変わってくる。この時集団は一
時的に {y−,x,y+,}の三型になり、条件にも依るが最
終的に野生型 x∗のみが駆逐され、変異型 y−と y+が
安定共存する二型の集団になることが想像される。そ
して y− と y+ は「野生型 x− と x+」と名を変え、こ
の二系集団においてはそれぞれ x∗から遠ざかる向き
に、つまり二型の違いが強調される向きに進化が進ん
でいく。このような進化の様式を分断選択 (disruptive

selection)もしくは多様化選択 (diversifying selection)

と呼ぶ。
以上は侵入適応度のグラフの形から推論される事で
あるが、実際に対応するコンピュータシミュレーション
を走らせると多くの場合、単型集団から二系集団への
進化を観察することができる。このよう現象を進化的
分岐 (evolutionary branching)と呼び、図 2(b)で見ら
れるような収束安定かつ進化的不安定な特異点x∗のこ
とを特に進化的分岐点 (evolutionary branching point)

と呼ぶ (Geritz et al. 1997, 1998)。進化的分岐は同種

内の多型のみならず、単一種が別種に分かれる種分
化の説明にも応用されており (Dieckmann et al. 2004,

Doebeli 2011)、adaptive dynamics理論のハイライト
の一つであると言える。
6.3 収束不安定かつ進化的安定である場合
図2(c)の場合、集団が最初から進化的特異点x∗にい

ればそれは進化的に安定であるが、そもそも収束不安
定であるのでx∗には adaptive dynamicsによって到達
することができない。したがってx∗は実現不可能な進
化の最終状態である。日本語で言うと「絵に描いた餅」
であり、旧約聖書に現れる理想郷の名をとってこのよ
うな進化的特異点はエデンの園 (Garden of Eden)と
呼ばれる (Hofbauer & Sigmund 1988, Nowak 1990)。
6.4 収束不安定かつ進化的不安定である場合
図 2(d)の場合、特異点 x∗は adaptive dynamicsで

到達不可能であるし、仮に初期値がここであったとし
ても進化的分岐を起こしてしまうので、進化の最終状
態にはなり得ない。

7. Pairwise Invasibility Plot (PIP)

上述の進化的特異点の分類を視覚的に分かりやす
く表した図が Pairwise Invasibility Plot (PIP)である
(Geritz et al. 1997, 1998)。これは横軸に野生型の形質
xを、縦軸に変異型の形質 yをとり、変異型の侵入適
応度 s(y,x)の符号で色分けをして得られる図のことで
ある。
図 3には様々な PIPを、∂2s(y,x)/∂x2|x=y=x∗ およ

び ∂2s(y,x)/∂y2|x=y=x∗ の符号や大小で場合分けをし
て示した。図 3中の各パネルが一つの PIPを表して
いる。
各パネル内の中心は進化的特異点の位置を表し、右

上がり45°の対角線y=x上では常に s(x,x)=0が成り
立っている。s(y,x)> 0なる領域を灰色で、s(y,x)< 0

なる領域を白色でそれぞれ示した。パネル内で横軸の
点 xにおける適応度勾配D(x)の符号を知りたければ、
そこから真上に行って右上がり 45°の対角線にぶつ
かり、さらにそのほんのわずか上を見て、そこが「プ
ラス」もしくは「マイナス」のどちらの領域に属して
いるかを確認すれ良い。プラスであれば適応度勾配は
D(x)> 0であり、xの値は大きくなる向き（右向き）
に進化する。反対にそこがマイナスであれば適応度勾
配はD(x)< 0であり、xの値は小さくなる向き（左向
き）に進化する。
なお、図 3の各パネル中に現れるプラス領域とマイ

ナス領域の境界線のうち 45°対角線でないほうの線
は、ここでは直線で描かれているが一般には曲線であ
る。ただし進化的特異点の十分近傍ではこの曲線は直
線で近似できるので、図 3のような分類が成り立つ。
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図 3 PIPの分類。図全体の横軸は進化的特異点における
∂2
x,xs(y,x)≡ ∂2s(y,x)/∂x2 の値を、縦軸はそこでの

∂2
y,ys(y,x)≡∂2s(y,x)/∂y2の値を表す。進化的特異点
の分類：(a,b,c)収束安定かつ進化的安定、(d)進化
的分岐点、(e,f,g)収束不安定かつ進化的不安定、(h)

エデンの園。

8. 例
PIPの計算例として、前回説明したニッチ利用モデ
ルを考えよう。モデルの簡単なおさらいをすると、一
次元実数で表されるニッチを考え、ニッチ xの利用に
特化した形質をやはり xで表すこととする。ニッチ x

の環境収容力K(x)を

K(x)=K0exp

[
− x2

2σ2
K

]
(13)

で与える（K0 > 0）。これは環境収容力がニッチ x=0

で最大であり、σK (> 0)の広がりを持つことを意味す
る。また、形質が∆xだけ離れた個体間の競争の強さ
を表す競争カーネル (competition kernel)C(∆x)を

C(∆x)= exp

[
− (∆x)2

2σ2
C

]
(14)

で与える。これは競争の範囲が σC (> 0)の広がりを
持つことを意味する。最後に、個体群の成長はマルサ
ス係数が rである一般化 Lotka-Volterra方程式に従う
と仮定する。詳細については前回の記事、もしくは原
論文であるDieckman & Doebeli (1999)を参照して欲
しい。
前回は野生型 xに侵入した変異型 yの侵入適応度が

s(y,x)= r

[
1−C(x−y)

K(x)

K(y)

]
(15)

で与えられ、直観どおり x∗=0が進化的特異点である

ことを確認した。では今回は各種安定性条件を調べよ
う。直接計算から

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂2s(y,x)

∂x2

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

= r

(
1

σ2
C

+
1

σ2
K

)

∂2s(y,x)

∂y2

∣∣∣∣x=x∗

y=x∗

= r

(
1

σ2
C

− 1

σ2
K

)

(16a)

(16b)

が分かるので、明らかに (16b) < (16a)であり x∗ =0

は収束安定である。
次に進化的安定性を調べる。σC > σK であれば、

(16b) < 0であるので x∗ =0は進化的安定である。反
対に σC <σK であれば x∗ =0は進化的不安定であり、
したがって進化的分岐点となる。図 4では後者の場合
のPIPを示した。

図 4 ニッチ利用モデルの PIP。パラメータとして σC =

0.7,σK =1を用いた。x∗ =0は進化的分岐点である。

9. おわりに
本連載では4回に渡って駆け足でadaptive dynamics

理論を解説した。第1回にいきなり canonical equation

を紹介しても良かったのだが、それでは背景にある膨
大な量的遺伝学の理論とのつながりが分からなくなっ
てしまうので、前半の 2回で量的遺伝学から導かれる
進化ダイナミクスの解説をし、後半の 2回で adaptive

dynamicsを解説する構成とした。
個人的な感想を述べれば、量的遺伝学が集団におけ

る形質の「分布」φの時間発展を調べることに重きを
置いているのに対し、adaptive dynamicsではその辺
りをかなり簡略化して、野生型形質 xという「点」が
どう時間発展をするかを重点的に調べており、後者は
現代流のスマートな方法論であると思う。しかしなが
らクラシカルな量的遺伝学の手法にもその良さがあり
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捨てがたい。例えば近年では形質分布のモーメントの
発展方程式を調べることで収束安定性や進化的安定性
を調べる手法も開発されており (Wakano & Lehmann

2014)、それぞれの手法の長所を活かして進化ダイナミ
クスの解析が出来るようになれば、おのずと研究のバ
リエーションも増えていくと思う。その意味で、新し
い理論を扱った本連載第 3,4回だけでなく、古典理論
を扱った第 1,2回の内容も大切にして頂ければと思う。
本解説では紙面の都合上、変異型の野生型への初
期侵入が置き換えまでをも意味するか否か、つまり
いわゆる “Invasion means Fixation”の成立条件につ
いて述べることができなかった。この点については
“Tube theorem”という定理が知られている (Gertiz et

al. 2002)ので、興味がある読者は末尾の参考文献をあ
たって欲しい。また、進化的分岐が起きた後の二型集
団の進化ダイナミクスについても触れることができな
かった。進化的特異点の分類理論は、多型の場合には
進化的特異連合 (evolutionarily singular coalition)の
理論へと拡張される。この辺りはGertiz et al. (1998)

が詳しい。
最後に adaptive dynamicsの解説論文を二つ紹介し
よう。Diekmann (2004)は多くの具体例を交えた優れ
た解説であり、手を動かしながらじっくり読み進めた
い人向けだ。Bran̈nström et al. (2013)はカラフルな
図が多く視覚的にも分かりやすい解説である。
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J.A.J. (1998) “Evolutionarily singular strategies

and the adaptive growth and branching of the

evolutionary tree.” Evol. Ecol. 12(1): 35–57.

• Dieckmann, U. & Doebeli, M. (1999) “On the ori-

gin of species by sympatric speciation.” Nature

400: 354–357.

• Geritz, S.A.H, Gyllenberg, M., Jacobs, F.J.A. &

Parvinen, K. (2002) “Invasion dynamics and at-

tractor inheritance.” J. Math. Biol. 44: 548–

560.

• Dieckmann, U., Doebeli, M., Metz, J.A.J. & Tautz,

D. (eds.) (2004) “Adaptive speciation.” Cam-

bridge Univ. Press, Cambridge, UK.

• Diekmann, O. (2004) “A beginner’s guide to ad-

pative dynamics.” Banach Center Publ. 63: 47–

86.

• Doebeli, M. (2011) “Adaptive diversification.”

Princeton Univ. Press, Princeton, NJ.
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【コラム：フィッシャーマニアのつぶやき（３）】

フィッシャー×ライト：統計的因果推論における理論
的系統分化と交雑

林岳彦 ∗
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1. はじめに
今回のテーマは、フィッシャーとライトです。いわゆ
るライバル関係の二人です。80年代アイドルで言うと
中森明菜と松田聖子のような関係です。本ニュースレ
ターの読者の中には、両者の対立として種分化理論な
どの進化学説における対立を思い浮かべる方が多いか
と思います。その一方、その対立は実は統計的因果推
論の理論においても存在し、そしてその対立の系譜が
長きにわたり続いてきたことをご存知の方はあまりい
らっしゃらないかもしれません。本稿では、まず「統
計的因果推論の”founder”」としての観点からフィッ
シャーとライトについて解説していきます。そして両
者の理論が現在までにどのように系統分化し交雑して
きたのかを解説していきます。

2. 話の前提：確率≠因果の難しさ
まずは話の前提として、「因果の問題」の特殊性に
ついて簡単に説明していきます。「因果の問題」の難
しいところは、それがまず「確率の問題」と混同され
やすいことにあります。例として、図 1aのような２つ
の人工池の例を考えてみます。この人工池は丘の上に
あり、上流側に人工池Xが、下流側に人工池Yがあり
ます。両者の間は水路でつながれており、人工池Xの
水は人工池Yに流れ込むため、人工池Yの水位は人工
池Xの水位に依存する関係にあります。単純のため線
形関係を仮定し、両者の関係は

Y =βX+γ+ε（式 1）

で規定されるとします。ここでX と Y は人工池Xと
人工池Yそれぞれの水位 (cm)を表し、β、γは定数、
εは誤差項を表します。
ここから「確率（予測）の問題」と「因果（介入）の
問題」の違いを見ていきましょう。実際に人工池Xと
人工池Yの水位のデータが図 1bのように得られてい
るとします（ここでは時系列的な相関は無いものとし
ます）。ここで図 1bのデータに式 1を適合させたとき、

Y =2X+30　　（式 2）
∗国立環境研究所環境リスク・健康研究センター
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図 1 XがYの上流側にある人工池の例

という回帰式が得られます。ここで、まずは「確率（予
測）の問題」として「所与のXの値からY の値を予測
する」ことを考えます。特に難しいことは考えずに、
X=50cmのときは Y=130cmくらいであると予測で
きます。また逆に、「Y の値からX の値を予測する」
ときも特に難しいことは考えずに Y=130cmのときは
X=50cmくらいであると予測できます。このように、
「確率（予測）の問題」についてはほぼ何も考えずに
XとY を入れ替えた議論ができます。これは、予測の
もととなる同時確率分布において P (X,Y )と P (Y,X)

が等しいという、確率論に内在する対称性からもたら
される本質的な特徴と言えます。（細かく言うと、X

とY の間の回帰の方向により予測時の値は多少ズレま
すが、それはここでは本質的なものとは考えません。
そのような回帰の方向による違いは、データを標準化
するだけで消失するような単なる尺度上のズレといえ
ます。）
では一方、「因果（介入）の問題」として、水位Xへの

介入により「水位Xを人為的に 10cm増やしたときの
水位Y の値の変化量を予測する」ことを考えます。この
とき、式2の回帰式から、Xを人為的に10cm増やした
ときのYの変化量は 20cmと予測できます。さてここ
で、逆に「水位 Y を人為的に 20cm増やしたときの水
位Xの値の変化量の予測」はどうなるでしょうか。図
1aで示されているように人工池 Y は人工池Xの下流
にあるため、Y を 20cm増やしてもX は増えません。
つまり、このときのXの変化量は 0cmとなります。こ
のように「因果（介入）の問題」では、XとY の間に
「影響→被影響」という本質的な非対称性があり、X

と Y の入れ替えは「確率（予測）の問題」のように単
純な話とはなりません。ここで、図 1bで示されている
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データの値自体も、そのデータに適合させた式 2も、
確率分布P (X), P (Y ), P (X,Y )も、またそれらの条件
付き確率も、これらの「確率の問題」と「因果の問題」
の間で何も変わっていないことに注意してください。
このような場合でも、両者の問題は全く異なりうるわ
けです。この例では「人工池Xが人工池Y の上流にあ
る」という背景知識が本質的な要素であり、この知識
がない限り因果効果を適切に（一意に）推定すること
はできません。同時確率分布をもとに確率論的な手法
により「因果（介入）の問題」を考えることは、一見
簡単そうに見えるものの、確率論と背景知識を何らか
の形で hybridizeさせなければ解けない難問なのです。

3. 統計的因果推論の founderとしてのフィ
ッシャーとライト

3.1 因果の囲い込み：フィッシャーの実験計画
もちろんこの難問についても天才フィッシャーは天
才的な解決法を提示しています。ここでフィッシャーの
採った戦略は、「実験計画法（無作為化）」によって「因
果を囲い込む」というものです。フィッシャーは所与の
確率分布（P (X),P (Y ),P (X,Y )）に基づく演算の展開
や組み合わせによって因果に迫る道を採らず、「データ
の生成過程そのものを囲い込む＝実験計画」ことによ
り「因果の問題」を「確率の問題」で捉えるための体
系を構築したのです（詳しくは本連載の前回の原稿を
参照）。かくしてフィッシャーの統計学の理論体系は、
「”確率の問題”は likelihoodで」「”因果の問題”は実験
計画で」という二元体制で構築されることになりまし
た。この二元体制は、現在の視点から見てもまさにセ
ンスの塊というべきスマートで堅牢なものです。しか
し、あまりに堅牢すぎることにより、その後の統計学
全般における「数理統計学」と「因果推論」の乖離の
主因となったとも言えるかもしれません。
3.2 推測と因果の結合：ライトのパス解析
さて、みんなが大好きなセウォール・ライトです。
フィッシャーのライバルたるライトが因果の問題に対
して採ったアプローチは、個々の変数間の関係を回帰
モデルで記述し、そのような一連の回帰モデルの組み
合わせとしてデータ生成メカニズムの構造自体を記述
していく方向性のものです。「パス解析」（図 2）と呼
ばれるこのライトの手法は、もともとは家系の中でど
のように遺伝的形質が heritageされていくのかを追う
集団遺伝学の研究の中から生まれてきました。
統計的因果推論の源流と言えるもの—無作為化とパ
ス解析—はいずれも現代の進化生態学の founderでも
あるフィッシャーとライトの仕事によるものです。し
かし、その後の歴史において、進化生態学分野の中で
は統計的因果推論の理論的系統ははほとんど繁栄し
ませんでした。一方でそれらの系統は、他の学問分野

X

Z

Y
-0.2

0.93

0.72

図 2 パス解析の概念図．図中の矢線は要因間の質的な影響
関係を表現し、矢線上の数字（パス係数）の絶対値は
変数間の関連の強さを表す

の中において適応放散を繰り返し、さまざまな系統分
化を生み出してきています。以下では、その「フィッ
シャー理論系統群」と「ライト理論系統群」の中で生
まれてきた諸系統について概観したいと思います。

4. フィッシャー理論系統群の分化：潜在反
応モデルと疑似実験いろいろ

詳しくは本連載の前回の記事で述べましたが、フィッ
シャーの無作為化のキモは、処理をランダムに割り付
けることによって、処理を受ける群と受けない群のも
つ諸特性についての平均的な差を無くすことにありま
す。この「両群に実質的な差がない状況」のことを「処
理群と非処理群の間で exchangability （交換可能性）
が成り立っている」と言います。より厳密な言い方をす
ると、どの処理Xを受けたかと、その処理を受けたと
きの潜在反応 Y X が独立であるときに exchangability

が成立していると言います。式で書くと、全ての処理
Xに対して：

P (Y X)⊥⊥X　（式３）

が成り立つことに相当します [1]。例えば、本連載の前
回の記事の例を踏襲し、処理Xが２値（X= 職業訓練
あり or 職業訓練なし）であり、結果Y を「3年後の年
収」とします。このとき、exchangabilityが成立して
いる条件を式で表すと：

P (Y X=職業訓練あり|職業訓練なし)　
=P (Y X=職業訓練あり|職業訓練あり)　
=P (Y X=職業訓練あり)　

P (Y X=職業訓練なし|職業訓練なし) 　
=P (Y X=職業訓練なし|職業訓練あり)　
=P (Y X=職業訓練なし)　

となります。ここで、P (Y X=職業訓練あり)は「もし職業
訓練を受けたときの3年後の年収」、P (Y X=職業訓練なし)

は「もし職業訓練を受けなかったときの3年後の年収」
を表します（潜在反応モデルのより詳しい解説につい
ては、本連載の前号の原稿をご参照ください）。上記
の条件が成り立っているとき、処理群（「職業訓練あ
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図 3 回帰分断デザインの概念図．処理が切り替わる境目に
着目する

り」で条件付けされた群）と非処理群（「職業訓練な
し」で条件付けされた群）の間では結果Yに関連する
諸特性について実質的な差がなく、exchangabilityが
成立しています。
さて、前号の原稿で述べた通り、exchangabilityを
成立させるためのもっとも straightforwordな方法は
無作為化です。しかし、現実の問題に対して無作為に
処理を割り当てることは、手間的にも倫理的にも多
くの場合に困難です。そこで、計量経済学や疫学分野
などを中心に、意図的な無作為化（＝実験操作）が
できない場合にも exchangabilityが成り立っている状
況を見出して「因果効果」の推定を行う”疑似実験
（quasi-experiment）”と呼ばれる手法が進化してきま
した。以下、それらの手法の代表的なものとして「マッ
チング法」「回帰分断デザイン」「操作変数法」につい
て概要を説明していきます。
無作為化ができない場合において処理群と非処理
群の間の exchangabilityを確保するための手法として
は、「マッチング法」と呼ばれる手法が広く使われて
います。マッチング法とは、処理群と非処理群の中で
（結果 Y に関連する性質において）類似した個体同士
で比較することにより、exchangabilityを確保する方
法です。これは「似たもの同士の個体」の間であれば
（処理群と非処理群のどちらであっても）その潜在反応
Y X はどちらにしろ「似たものと見なせる（ゆえに潜
在反応YXと処理Xは独立とみなせる）だろう」とい
う考えによるものです。ここでは、何をもって「似た
もの」とするか（＝個体間の”距離”をどう構成する
か）が１つのの大きな論点となります。具体的な手法
の例としては、結果 Y に関連しうる多数の共変量を 1

次元にまとめた合成指標である「傾向スコア」を用い
る「傾向スコアマッチング法」などがあります [2][3]。
マッチング法と同じような考え方に基づく方法とし
て、ある連続量の中で処理X が突然切り替わるよう
なケースを利用した「回帰分断デザイン」と呼ばれる
手法も広く知られています。例えば、ある特定の降血
圧剤の処方の効果を調べたいときに、ある病院におい

て高血圧の治療対象者において「体重が 85kgを越し
た人には全員にその薬を処方する」という投薬ルール
（投薬あり：X =1、投薬なし：X =0）でその薬が処
方されているとします。このとき、この高血圧の治療
対象者全体の集団で見たときに血圧が 85kgのところ
を境に血圧の「ジャンプ」が見られる場合には、「高
血圧剤の処方による因果効果」がどの程度かを推測す
ることができます（図 3）。この方法は、ある連続量
（例：体重）に沿って潜在反応 Y（例：血圧）も連続
的に変化するという仮定の下で、処理X が切り替わ
る狭い fractionに着目する（≒そこの境目のグループ
でマッチングする）ことにより、処理群と非処理群の
間の exchangabilityを確保する方法と解釈することが
できます。これらの「マッチング法」「回帰分断デザ
イン」は、フィッシャーの実験計画法における「統制
（諸条件を”揃える”）」の側面を、データ取得後のデー
タ解析手法の場面へと拡張することで、「処理による
影響」と「処理以外の諸条件に起因する影響」を独立
にする（無作為化する）ことを志向した方法とも言え
ます。
統制（”揃える”）というよりも無作為化（”独立に

する”）の方の拡張といえる手法としては、「操作変
数法」と呼ばれる手法が使われてきています。ここで
「操作変数」とは、(1) 処理Xに対して影響を与え、か
つ (2) 処理Xを通してのみ結果 Y に影響を与え、(3)

結果とその変数の両者に影響を与える共通要因がない、
という条件を満たす変数のことになります。例をもと
に考えていきましょう。処理Xを特別講義への参加の
有り（X =1）無し（X =0）、Y をその後の期末テス
トの点数とします（図 4）。また、特別講義の開催日は
3日あり、参加者はそのうちの 1日に参加する状況を
考えます。そのとき、その 3日のうちの 1日において
大雪により交通網が完全に止まり、その日の特別講義
が中止になり、その講義の振替も行われなかったとし
ます。ここで、もし「参加日の特別講義が中止になっ
た（W =1）か、中止にならなかったか（W =0）か」
が、(1)特別講義への参加の有無Xを通してのみ期末
テストの点数 Y に影響を与え、かつ (2)「特別講義の
中止の有無（W）」と「期末テストの点数 Y」に影響
を与える共通の要因が存在しないときに、このW を
「操作変数」とみなすことができます。
このとき、特別講義への受講の有無Xとテストの点

数 Y の両方に影響を与えることにより exchangability

を崩している共変量Z（例えば「普段の学習時間」）が
あったとします（図 4）。本来ならばこの学習時間Zに
対して何らかの調整をしない場合には、特別講義の参
加の有無X →テストの点数 Y の因果効果の推定には
バイアスがかかります。しかし、大雪で補講が中止に
なった（W =1）群と、中止にならなかった（W =0）
群における期末テストの点数Y を比較することにより、
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図 4 操作変数法の概念例．特別講義の中止の有無Wが操
作変数となっている

（W はZと独立であるという「操作変数」であること
による仮定により）学習時間Zにより exchangability

を崩されることなく、X → Y の因果効果を推定する
ことができます。このような操作変数 W を用いて
exchangabilityを確保する方法は、フィッシャーの無作
為化の適用範囲を（操作変数についての強い条件的仮
定のもとに）拡張したものとして理解することができ
ます。（今回の例では、簡単のためXとW が 1対 1対
応となるP (X=0|W =1)=1、P (X=1|W =0)=1と
いう特殊な状況を想定しています。一般には、XとW

については確率的な関係 (0<P (X|W )< 1)を想定し
ます。また一般に、操作変数法による因果効果は集団
全体ではなく集団の一部における因果効果を見るもの
となります [4][5]）。
上記で見てきた諸手法は、フィッシャーの実験計画
法のキモである「統制（揃えられるものは揃える）と
無作為化（処理を集団の特性に関わらずランダムに割
り付ける）」の条件を、実験ができない状況へも拡張
する方向で進化してきたものとも言えます。これらの
方法は、データ取得前の「実験計画」によってではな
く、データ取得後の「データ解析」によっても因果推
論を可能にする点で、因果推論に関する研究の可能性
を大きく広げるものとなっています。

5. ライト理論系統群の分化：構造方程式モ
デル

一方、ライト理論系統群における分化は、要因間の
関係の関数的記述における進化により起こりました。
ライトによるパス解析の流れは、主成分分析や因子分
析等の諸多変量解析手法と関連しながら、要因間の関
係性の構造を方程式で記述する構造方程式モデルと
して発展し、心理学や社会学などにおいて広く用いら
れる手法となっています。構造方程式モデルでは一般
には、データ生成モデルにおける因果構造を一連の方
程式（注：この一連の方程式はあくまでデータ生成モ
デルを記述したものであり、いわゆる連立方程式では
ない）で表現し、その「一連の方程式」と観測データ

の共分散行列を適合させることにより、モデルやモデ
ルのパラメータに関する統計的な推定を行います（図
5）。構造方程式モデルの特徴としては、パス図と呼ば
れるダイアグラムを用いて因果構造を表すことも挙げ
られます。構造方程式モデル自体は非常に一般性の高
い統計解析の枠組みを提供するものであり、多くの既
存の解析（回帰分析・因子分析・分散分析・共分散分
析・パス解析等々）を構造方程式モデルの枠組みの中
で記述することができます。

6. フィッシャー×ライト：その理論的系統
の交雑

上記で説明してきたように、フィッシャー理論系統
群はいわば「統制」と「無作為化」の側面において分
化してきました。その一方、ライト理論系統群は「要
素間の関係性の関数的記述」の側面において分化して
きたと言えます。どちらも同じ「因果推論」の目的に
使える手法であるものの、両者の手法はかなり独立の
方向に分化してきたようにも見えます。また実際、研
究の現場でもそれらの手法はほとんどお互いに出会う
ことがありませんでした。しかしながら現在において
は、「因果推論」という観点からは、それら諸手法の理
論的なキモの部分は「同じ」（ことを別の方向から定
式化している）ことがすでに示されています [6]。
以下に、簡単に両理論的系統群の対応関係のキモに

ついて説明してみます。ちょっと意外な感じがするか
もしれませんが、その対応関係を整理するための１つ
の理論的なポイントは「マルコフ性」にあります。例
えば、処理Xと結果 Y と共変量Zがあり、ZがXと
Y の両方に影響を与える”交絡変数”である場合を考
えます（図 6a）。ここで、X→ Y の因果効果を推定す
る場合には、Zで条件付け（層別化やモデルに追加す
る等）した解析を行う必要があります。ここで、フィッ
シャー理論系統群からの見方をすると、例えば Zで層
別化した場合には「Zを層別化により統制することに
より、Zの各層内において excahgabilityが成立する」
ことになります。一方、ライト理論系統群から考えた
場合には、Z で条件付けることは、図 6aの構造から
「X→ Y の直接的な因果効果のパスを除いた場合（図
6b）に、f(X⊥⊥Y |Z)となる」ということになります。
ここで重要なのは、図 6b において f(Y ⊥⊥X)は一般
には成り立たないのに、f(X⊥⊥Y |Z)は図 6bの構造
により一般に成り立つということです。これは「親＝
直接の入力元」の変数が規定されると、それ以前（祖
先）の変数とは独立になる「マルコフ性」によるもの
です。そして、この「X→Y の直接的な因果効果のパ
スを除いた場合に、f(Y ⊥⊥X|Z)となる」ということ
と、「Zで条件付けしたときに、exchangability（式３）
が成り立つ」ということが理論的に対応することにな
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図 6 Zを条件付けることの概念図．bの構造において、Zで
条件付けるとマルコフ性によりXとYが独立となる

ります [6]。マルコフ性を導入することにより、フィッ
シャー理論系統群とライト理論系統群が交雑可能（＝
同種）な理論体系であることが明確になるわけです。
このようなマルコフ性による条件付き独立等に関す
る理論については、推測統計学の中でではなく、グラ
フィカルモデルやベイジアンネットワークの研究の中
で発展してきた側面があります。関数的構造の観点か
らの因果推論の体系化を推し進めたジュディア・パール
も、もともと人工知能の分野でベイジアンネットワー
クの研究を進めてきた第一人者として知られています。
その観点から因果推論の理論についての系統分化と交
雑の歴史を整理すると、「ライト理論系統群の構造方
程式モデル」が「グラフィカルモデルの理論体系」と
出会って交雑し、そのことにより「フィッシャー理論
系統群」とのさらなる理論的交雑が可能になったとま
とめることもできるかもしれません。

7. 結論：結局のところ、全ての道はフィッ
シャーに通じる（し、ライトにも通じる）

結論は、結局のところ「全ての道はフィッシャーに
通じる」です。因果推論の分野においても理論的な体
系のパスを辿っていくと、どこかで必ずフィッシャー
に至るということです。また、フィッシャーとライト
の理論が交雑可能であることから、同様に「全ての道
はライトにも通じる」とも言えるのだと思います。話
はやや変わりますが、実はこのような両者の理論の
「分化と交雑」は、種分化の理論においても似たような
状況が見られるのではないかと思っています。フィッ
シャーによる「単峰型の適応度地形での局所点におけ

る適応度勾配に着目した頂上への”hill climbing”の理
論」とライトの「多峰型の適応度地形全体に着目し
た”shifting balance”の理論」は相容れない対立する理
論であると見做されてきました。しかしながら、近年
の種分化理論では、種分化に至る進化過程を考える上
ではもっと高次元な適応度空間内の「穴ぼこだらけの
適応度地形（holey adaptive landscpae）内での進化経
路上の移動」を考えるという、ある意味で「適応度地
形全体の holisticな話」でもありながら「局所点にお
ける適応度勾配の話」として記述することにも合理性
があるような理論的な進展が見られており [7]、ある意
味で両者の観点が交雑したような状況になっています。
このように、因果推論の理論においても種分化理論

においても、フィッシャーとライトの理論系統群は現
在においては交雑し、大きな１つの理論体系群を為し
ていると言えます。生前はライバル関係として激しく
やりあったフィッシャーとライトですが、お互いの理
論群が紆余曲折を経て大きな１つの流れに合流してい
る現在の状況を見て、天国で一緒に仲直りしていると
良いなあと思います。（でもたぶんフィッシャーの方
は地獄にいる尤度が高そうなので無理かもしれないで
すね）
謝辞
本稿もロナルド・フィッシャーへのラブレターとし

て執筆された。
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1. 2017年日本数理生物学会年次総会のお知
らせ

2017年度の年次総会が日本数理生物学会年会（2017
年 10月 6日～ 10月 8日・北海道大学）に合わせて開催
されます。詳しい日時と会場はまだ未定ですので、追っ
て biomath-MLやWebページなどでお知らせします。

■議題（予定）
（１）2018 年日本数理生物学会・SMB合同大会 (シド

ニー開催)について
（２）2019年日本数理生物学会大会について
（３）2016年度決算および 2017年度予算
（４）その他

■報告事項（予定）

（１）研究奨励賞　第 12回受賞報告
（２）その他

2. 第 5回 CIJK数理生物学コロキウムにつ
いて

2017年 8月 23日～26日にて、第 5回 CIJK数理生物
学コロキウムがインドのカンプールで開催されます。
日本・中国・韓国・インドの数理生物学会の共催であ
り、今回はインドが主催となります。日本生物学会会
員の皆様の積極的な参加をお待ちしています。HPな
どコロキウムに関する情報は、Biomathメーリングリ
ストを通じて追ってお伝えします。

3. 会費納入のお願い
日本数理生物学会の年会費は、1月～ 12月の 1年分
で
　　　正会員 3000円/年
　　　学生会員 2000円/年
です。会員は数理生物学会年会の登録費割引の特典を
受けることもできます。また、会員は年会で発表する
ことができ、学会役員選挙において投票することもで
きます。
今年度または過去の会費未納の方は,下記口座への

納入をお願いいたします。

【ゆうちょ銀行の振替口座】
　　　口座番号:00820-5-187984
　　　口座名称 (漢字):日本数理生物学会
　　　口座名称 (カナ):ニホンスウリセイブツガッカイ

【他銀行から振込】
　　　店名 (店番):〇八九 (ゼロハチキュウ)店（089）
　　　預金種目:当座口座番号:0187984

4. Biomathメーリングリスト登録のお願い
日本数理生物学会では、会員と会員でない数理生物

学に関心をお持ちの方々との交流や情報交換を目的と
する、Biomathメーリングリストを運営しています。
Biomathメーリングリストには,学会や会員からの重要
な情報 (大会情報、国内外の公募情報、研究会や定例セ
ミナーの情報、学会賞の情報など)が投稿されますの
で、日本数理生物学会に新規に入会されるときには、
合わせてBiomathメーリングリストへの登録をお願い
しています。また、現在会員の方でBiomathメーリン
グリストに未登録の方にもぜひ登録いただきますよう
にお願いいたします。つきましては,未登録の方には、
お手数ですが、以下のいずれかの方法でBiomathメー
リングリストへご登録ください。

(1) Biomathメーリングリストに自分で登録する：登
録は本文も件名も空白の電子メールを
　 biomath-ml-subscribe＠ brno.ics.nara-wu.ac.jp
にお送りいただくと、確認メールが返送されます。
それに返信していただくと入会することになり
ます。

(2) Biomathメーリングリストに登録するが、登録作
業は事務局にしてもらいたい：登録を希望する電
子メールアドレスを事務局までお知らせください。

登録された皆様の電子メールアドレスは厳重に管理し
ます。登録者以外からは投稿できないシステムになっ
ておりますので迷惑メールの心配もありません。
配送頻度も週に 1通程度となっております。その他、

Biomathメーリングリストに関しましては
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　　　 http://jsmb.jp/biomath/biomath.html
に記載しております。合わせてご覧ください。

5. 事務的事項のお問い合わせについて
入会、退会の申し込み、会員情報 (所属,住所,ニュー
レター送付先など)の変更は、業務委託先の土倉事務所
(bwa36248@nifty.com)にご連絡ください。会費の納入
状況の確認などの事務的問い合わせにつきましても,土
倉事務所までお問合わせください。それ以外の事項に
つきましては,幹事長の中岡慎治（secretary@jsmb.jp）
へお問い合わせください。

6. 事務局連絡先
幹事長　　中岡　慎治（Shinji　NAKAOKA）
会計　　　江夏　洋一（Yoichi ENATSU）
幹事　　　佐藤　一憲（Kazunori　 SATO）

〒 153-8505　東京都目黒区駒場 4-6-1
東京大学生産技術研究所中岡慎治
E-mail: secretary@jsmb.jp

また、業務の一部委託先は次のとおりです。
土倉事務所内日本数理生物学会
〒 603-8148京都市北区小山西花池町 1-8
Tel: 075-451-4844　　 E-mail: bwa36248@nifty.com
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編集後記 82号
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今号は著者の皆様に当初のお願いを大幅に上回る大
変力のこもった原稿をお寄せいただきました。著者の
皆様には心から御礼申し上げます。
数理生物学交流発表会も今回で3回目となり、恒例企
画として定着して来た感があります。ニュースレター
へもいつも報告記をお寄せいただいて感謝しておりま
す。特に学生の皆様には貴重な発表の機会だと思いま
すので、今後ますます盛り上がっていくことを願って
おります。
近藤さんに現在進行中の巨大プロジェクトについて
ご執筆いただきました。「このときに作成した計画書
を読み返してみると、まるで「預言書」のようにいま
の成果を見通していたことがわかります。」という行
がすごいですね。こんな見事なビジョンを描ける人は
そうはいません。そうそうたる共同研究者を集められ
ることといい、リーダーとしての器の大きさがまぶし
いです。後に続く皆様には、是非こういうプロジェク
トをやって欲しいと思います。決して、お役所的な文
章で報告書を書くことに汲々とする、という悲しい作
業にトラップされませんように。
私の初動が遅れたせいで遅くなってしまいましたが、

2015年の奨励賞受賞者特別寄稿をやっと掲載すること
が出来ました。本文では、中田さんが様々に思い悩ま
れ、現在の境地にたどり着いた様子がよく描かれてい
ます。また、「数理モデルの数学的側面を調べている
と，その問題が何故「外の世界」から「数学の世界」
へと照射され，持ち込まれたのかという点を見落とし
がちである。」という行が印象に残りました。忘れが
ちなことですが、これはとても大事なことです。
今回の伊藤さんによる「海外ラボ」では“イギリス
渡航マニュアル”を非常に詳しく丁寧に書いていただ
きました。イギリスに行く、というのがこんなに面倒
だったとはびっくりです。すぐにまた手続きが変わっ
てしまうかも、というのは大変残念ですが、すぐに全
面的に改訂、というのはさすがにないでしょうから、
後に続く人にとって大変ありがたいと思います。
　大槻さんの数理の道具箱は今回でフィナーレを迎
えました。皆様“中級”まで達しましたでしょうか？
編集部を引き受けたばかりのときは、初回の原稿の目

処がほとんど立っておらず、大変不安だったのですが、
快くこの大口の原稿をお引き受けいただき、絶大な安
心感に包まれたことをよく覚えております。和文の査
読無しの雑誌にもかかわらず、ここまで丁寧に体系的
な整理を行っていただいたことに心からの敬意を表さ
せていただきたいと思います。当然のことながら奥が
深い分野であることがにじみ出ておりますので、そこ
から先に踏み込むことは非常に怖いことには違いない
と思いますが、きっとこの連載が足下を照らしてくれ
ると思います。
林さんの原稿では確率的な予測と因果推論の違いを

明快に解説していただいており、今回も大変勉強にな
りました。しかし、5章以降を読むに、まだまだ広大
な背景がありそうですね。また、フィッシャーの人と
なりについてはよく知らないのですが、「フィッシャー
の方は地獄にいる尤度が高そう」って、そんなに悪い
ことでもしたんでしょうか？ネット検索したら何か出
てきそうですが、世の中知らない方が良いこともある
ので、これは変に追跡しないでおこうと思います。
数理生物学会の申し込みがまもなく始まります。皆

様お申し込みはお早めに。お知らせ末尾の一部写真に
胸を熱くする同志はいらっしゃいますでしょうか？（本
業に影響しない範囲で）北大博物館でお会いできるの
を楽しみにしております。（吉田勝彦）
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