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モデル生態系における安定性および周期性

立命館大 ･理工 中 島 久 男

§4.時間遅れをともな う系

(前号よりの続き)

前節までは個体数の時間変化の割合 が,その瞬間の各個体数の関数で与 えられ る系を

取 り扱ってきた｡ しかし一方では,生物個体群の増加率が,その生物個体群や,それと

相互作用をしている個体群から時間遅れをともなって影響 される場合がある｡例えば,

過放牧の影響はその瞬間の草食動物が関係するのではなく,その草地の状態が回復する

までの時間に相当する固有の時間だけさかのぼった時間における草食動物の個体数が影

響 しているであろう｡また捕食者被捕食者の系において捕食者の増加率は,その時点に

おける被捕食者の個体数のみによって影響 されるのではなく･その時点までに捕食者が

捕食した個体数が関係 していると考えられる場合 もある｡この節ではこのような履歴の

効果がある二,三の系について,その安定性 と周期性について議論を行 う｡

時間遅れをともなう典型的なモデルは Hutchinson【12]による｡

iN(I)- rN(t)[卜]N(t-T)/K]dt (4.1)

がある｡ これは草食動物一種 からなる系で, rは増殖率,Kは carryingcapacity であり,

草地の回復時間がTである｡ T- 0であれば (4.1 )は logistic成長の式 と一致 し,辛

衡点N-Kは安定である｡この型の方程式は FrischandHolme【3]によってその挙動が

解析され,

rT< *

の場合 には N(t)-Kという平衡点が安定で,逆に

rT,i
のときは,その平衡点が不安定となる｡Jones[14]によって, N(I)二 K なる平衡点が

不安定な場合に リミットサイクルの解が存在することが示 され,KaplanandYorke【15】
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によってそのリミットサイ クルが安 定であることが示 された｡

このように時間遅れは平衡点 を不安定化す る傾向があ り,周期的変動 をひきおこすこ

とが多い｡

過去の影響 をより一般的にとり入れた式 として次のように各々の時刻における個体数

に時間の重み をつけて平均 した型

I

IN(I)Q(t-I)dT
----1)〇

が考えられ る｡系 (4.1)はこの特殊な場合 で

Q(t-I)- 吉 ∂(t-T)

(4.2)

である｡ただし 6&) は Diracのデルタ関数 である｡ (4.2)の型の項 を含む積分微分

方程式の解析は難か しいが,関数Q(t)が指数関数, あるいは多項式と指数関数 との積で

ある場合には,系をその精分微分方程式 と等価な連立微分方程式 に書きなおすことがで

きる｡ 以下ではこのような型の例について系の挙動 を解析する｡

4-1 時間遅れ をともなう自己抑制系

次のような系を考 える｡

t

豊 -fE-βN(t)-I N(T)Q(卜 T,dTiN(I)--LTll

ただしEは増殖率, PN(I)は履歴 をともなわない自己抑制の項であるO

まずここで

Q(t)- W-rt

(4.3)

とす る｡ すなわ ち過去の効果は, さかのぼ る時間とともに指数的 に減少するとする｡こ

こで

x(t)- N(t)

I

y(t)-I N(I)e-r(I-T)dT
一一{ヽ⊃
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(4.4)

とすると,系 (4.3)は次 の系 と等価 となる｡

dd苦- (8-px- y)x

= -ry+Ⅹ

系 (4.4)の正の領域にある平衡点は

･x*,y*)-(弄f7,77h)
で与 えられ る｡ ここで,

Ⅹ

H(x,y)- -x*lnF +(x-x*)+号 (y-y* )2

とす ると,その時間微 分は

諾 ニ ーβ(x-x*f-r" y-y*)2 ≦O

(4.5)

(4.6)

となり,系は大域的に安定で,全ての解は (x*,y*)に漸近する｡

履歴効果が,指数関数的に減少する場合は常に安定であって周期解は存在 しなかった

が,つぎに履歴の効果が,ある固有の時間において強 くあらわれ るような場合,すなわ

ち関数Q(I)が一つの極大を持っ堺合 について考えよう｡ここで

Q(t)- xire-rlt-｡-r2t)

とお く,ただし

r2>rl

(4.7)

(4.8)

とする｡明 らかに t>()に対 しQ(t)>0,かつ t- ln(r2/rl )/(r2-rl ) において極

大 となっている｡ここで

x(I)-N(t)

I
y(t)-∫ rMT)｡~r2(卜T)dT

一一()〇
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t

Z(I)- I N(I)でe-rl(卜 T) -r2(H)idT~e
-(X)

とお くと,系 (4｡3)紘

蓑 - (8-βx-Kz)x

史 ニ ーr2y+ xdt

霊ニーrlZ+(r2-rl)y

となるo系 (4.9)の平衡点は,

(0,0,0 )
お よび

(Ⅹ*, y*,Z*)- Erlr2 er2

(4.9)

E(r2-rl)

Prlr2十K(r2-rl ) ,βrlr2+K(r2-rl),βrlr2+K(r2-rl)

の二つ である｡ここで安定性等の議論 をす る際の簡単化のため次のような変数 とパラメ

ー ターの変換 を行 う｡

X-x/Ⅹ*

Y - y/y*

Z - Z/Z*

β ′- βrlr2/ iP rl r2+K ( r2-r l ))

これにより系 (4.9)は

Et1-PIX-(1-P')Z)X

dY
前 一 二 r2(-Y十X)

dZ
前 - - rl(-Z+Y)

(4.10)

(4.ll)

となり, (4.ll)の正の平衡点は (1,1,1)となる｡ (4.ll)の平衡点 (1,1,1)の安

定性 を調べるために, この平衡点のまわ りで系 (4.ll)を線型化す る｡すなわち
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X- 1+ E

Y- 1+ り

Z- 1+I

とおいて, i, 符, Eに関する2次以上の項 を無視す ると

dE

盲丁 ニ ーeβ '仁 E(ト β′)I

d77

言7 - r2E - r2り

dE
すγ - r17- rlE

(4.12)

となるo 系 (4･12)の平衡点 (0,0,0 )が安定となるための条件は, (4･1.2)の右辺の

係数がっ くる行列の固有値の実部が全て負 となることである｡固有方程式は

}3+(β ′E+rl+r2)̂2+ (β ′E(rl+r,)+rlr2日 +rlr2E- 0 (4･13)

となる｡ Routh-Hurwitzの定理 [4] によると, (4.13)の根 の実部が全て負 となるた

めの条件は,以下の不等式が全て成 り立っことである｡

P'e+rl+ r2>0

(β′E+rl+ r2) tβ ′E ( rl+ rZ)+ rl r Z ) -rl r Z e> O

rlrZE>0

(4.14)

(4.14)の一番 目と二番 目の不等式は常 に成 り立っので,二番 目の不等式 が問題 となる｡

この不等式が成 り立っ場合には系 (4.12)の平衡点は安定で,かつ線型化定理 によ り,

系 (4･11)の平衡点 (1,1,1)が安定となるOすなわち rl,r2が Eに比 して大きいか,

P′が1に近 い (関係式 (4.10)よりK/Pが0に近い )場合には正の平衡点が安定 となる｡

上記の結果は生物学的には,履歴効果の減衰が生物個体群の増加の速さよ りも速い場

令,または同時的抑制に較べて履歴 をともな う抑 制の方が小さい場合には,平衡点は安

定 となると解釈 される｡

一方,平衡点が不安定な場合 には,系 (4.3 )は 一βN(t)の項によ り発散 を抑 えられ

ているはずであるから周期解の存在が予測され る｡

三変数以上の力学系における周期解の存在を示す手法には, Hopf-bifurcationの方法
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[25]と,不動点定理 を用いる方法の二つがある｡前者は,力学系のあるパラメーター

が変化 したとき,平衡点が安定渦巻点から不安定渦巻点-と変化する場合,平衡点の近

傍に周期解 が存在することが示 され,その周期解の安定性 を判定するアル ゴリズムが確

立されている. しかしこの議論は,平衡点が安定か ら不安定に変わる bifurcation の近

傍にお ける小さな振幅の周期解の存在に限定されている｡後者の手法紘,逆に大きな振

幅の周期解の存在を示すことができる｡ここでは後者の不動点定理 を用いる手法で,系

(4.ll)の平衡点が不安定なとき周期解が存在す ることを確める｡

証明の手順は,まず平衡点を含まず,表面においては系の軌道は全てその中に入るよ

うな ドーナツ状 の領域 を構成する｡ つぎにその ドーナツ状 の領域の一つの断面から出発

した軌道が有限時間内に再びその断面をよぎることを示す｡最後に不動点定理 を用いて

周期解の存在 を示す｡

次の六つの曲面

x-1/P', Y-0, Y-1/P', Z-0,Z-1/P'

K(X,Y)= llnX+ Ei q )Y.

r2

e(1-β′)(rl+吏 ±巳 7J = ′ .

(4.15)

r2)

rl β ′rlr2

(4.16)

で囲まれ る領域喧系 (4.ll)の confinedsetとなっている｡なぜならば, (4.15)の五

つの面 Lでは系 (4.ll)のベク トルは領域の内部-と向ってい ることは簡単に示 される｡

(4.16)で与えられる曲面上のベク トルの向きを調べるためには, (4.16)を微分する

と,

dK
丁子 ニ ーE+ EX

(4.17)

となる｡ (4･16)よ り0≦Y≦1/P′, o≦ Z≦1/P′におけるXの最大値 Xm｡xは

X - 1max

となることか ら,この領域では

貨 ≦ o
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l ＼
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l ＼ ･
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＼ I
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入るか,または平衡点 (1,1,1)に漸近するかのいずれかである｡(8)についても同様の

議論か ら,その中の点は時間がたっ とともに他の(1),(3),(5)のいずれかに入るか,ある

いは平衡点 (1,1,1 )に向かうかのいずれかである｡ ここで(7). (8)を除外する｡(1)～(6)

の領域はまだ平衡点 (1,1,1)を含 んでいるので,それ を除かなければならない｡平衡

点の近傍におレ､て平衡 点- と向か う特異軌道の方向は,いま除外 した(7)と(81を結ぶ方向

となっているのが,平衡点の近傍 で線型化することによって確められ る｡ (付録D参照)

そこでこの特異軌道 と,その軸 が平衡点で接す る円筒で もって平衡点を切 り取る｡この

円筒の半径が十分小 さければ,平衡点が不安定だとい うことから,その側面上では系 (

4.ll)のベクトルは領域内部の方向を向いている｡ これで,前記の性質 を満たす ドーナ

ツ状の領域 が構成できた｡

各 boxにおいて,ある変数の増加率が定符号すなわち (1)では dX/dt≧0, (2)では

dY/dt≧ 0,(31では dZ/dt≧ 0,(針では dX/dt≦O,(51では dY/dt≦0,(6で は

dZ/dt≦0であることから,(1)のX- 1な る面 をFとす ると, Fヒか ら出発 した状態

点は有限の時間で(1)-(2)-(3ト (4ト (51-(6)-(1)と各 boxを-めぐり,,再び FLに達す

る｡この出発点から再びよぎる点-の写像をTとすると,初期値に関す る連続性から,

写像Tは連続で,かつ ドーナツ状 の領域の外に出ることはないことからrllは Fか らFの

中-の写像 となっている｡したがって不動点定理によって, rll内に少 くとも一個,写像

Tに関する不動点が存在する｡明 らかにこの不動点か ら出発する解は周期解 となる｡

安定条件 (4･14)か ら,例 えば e - 1, r】- 0･1, r2- 0･2とすると β′-=0･1が安

定 と不安定の境界の値である｡このとき履歴効果 と同時的影響の比 〟/β は 1.8となっ

ている0 8 - 1, r1- 0･1, r2- 0･2,β′- 0･O9 における系 (4･11)のXの時間変

化 を数値的に求めた結果が図3に示 されている｡
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XFZ1 1l

1

図 3 時間遅れ をともなう自己抑制系

4-2 時間遅れをともなう捕食者被捕食者系捕食者被捕食者系

蓑 - (81-Px-az)x

(4.18)

音 - (-82+bx)Z

が安定であることは§2で確められた｡ここでは volterra[39]が指摘 したように,捕

食 によって破捕食者の個体数はその瞬間に減少するが,捕食者の個体数がそれによって

その時点で増加するのではなく,一個体あた りの増殖率は,これまでに,その個体が捕

食 した被捕食者の個体数に関係すると考える｡ すなわち

I

y- ∫xを)Q(t-I)dT
-.(:X)
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で定義 される yを(4.18)の二番 目の式の笥二項 xのところに代入 した型の系を考える｡

ここで

Q(t)- e-rt

とすると, x, y, Zに関する方程式は

dd… - (61-Px-az)Ⅹ

dy
dt ニ ーry十 Ⅹ (4.19)

震 - (-82+by)Z

となる｡

これ は MacDonald[23日 24】によって導出された系で,彼は Hoprの方法 を用いて局

所的な周期解の存在とその安定性 の議論 を行ったが, ここでは大域的周期解 の存在を示

そ う｡系 (4.19)の平衡点は

(0,0,0) , (el/P･ el/Pr･ o )

と

(x*,y*,Z*)-
(

re2 E2 elb-Pre2
b , b , ab

である｡ (Ⅹ*,y*,Z*) が正の領域 に存在す るために,

Elb-βrE2>0
とする｡ ここで再び変数 とパラメーターの変換 を行 う｡

Ⅹ - Ⅹ/Ⅹ *

Y- y/y*

Z- Z/Z*

β′- βre2/b

x,Y, Zに対する方程式は

dX
訂｢ - (elβ′X-(81-P′)Z)X

-r(-Y 十 X)

- 3 54-
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dZ
石丁 = 62(-1+Y)Z

とな り,平衡点は (1,1,1)となる｡ この平衡点のまわ りで (4.24)を線型化すると,

その係数がっ くる行列の固有方程式は,

ス3+(r+ β′)12+rβ′l+(81-P′)re2- 0

となる｡固有値の美都が全て負 となる条件 は

r+β′>o

β′(r+β′)-62(81-β′)>0

(81-β)re2> 0

(4.25)

(4.26)

であるO条件 (4･22)よ り, el>β′とな るから, (4･26)の一番 目と二番 目の不等式

は常に成立 している｡二番目の不等式が満 されていれば,系 (4.24)の平衡点は安定と

な る｡ さらにその平衡点が不安定な場合,●前回と同様にして周期解 の存在を示すことが

できる｡

次の六つの面で囲まれ る領域は系 (4.24)の confinedsetとなっている｡ (証明は付

録 E)

X-El/P'･ Y-0･ Y-El/P'

Kl(X,Y,Z)- zfeOg姐-qO

ただし 硝)-i
- X

e2

g(r)-(与)2r ㌔

e2

e2

o≦x ≦与

i <x -< e l/P'

0≦Y ≦1

-(Y一与)~2T e字 Y , 1≦Y≦el'P′

K2(X,Y,Z'- -1｡X十 a｡Y工 ユ1 'Z-K2e
2

K｡( X,Y,Z)ニ ーlnX-PJY-E lnZ- KO3
r E2
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ここにKIO,KZ,K…ぉよび α.の値は付録 Eで与 えられてい る0,でそれを参照 された

レヽ｡

この領域は (1,1,1)以外の平衡 点を含んでいないので, 4- 1で行った方法 と全く

同 じや り方で, 8つの boxに分割 し,平衡点を円筒で くりぬき,周期解の存在 を示すこ

とができる｡
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§5 三 種 系 の 挙 動

三種系に関する解析は,これまでそれほど多 くの研究はなされていない6その理由の

一つには,着目する種の個体変動に対する影響の うちで一番顕著なものをとりあげ,他

の影響はその種の個体数変動とはあまり関係 しない一定の状態にある一つの環境因子と

みなして考える場合が多かった｡そして,その二種 間相互作用の様式が二種の個体群変

動にいかに影響するかを解析 してきた｡ さらに複数種間の相互作用 を考慮する場合には,

各種の生態学的挙動の個性 を平均化 した,いわゆる多種系 としての解析が多 く行われて

きた｡三種系の解析があま り行われなかったもう一つの理由は数学的取 り扱いの困難さ

複雑 さによるところも大きい｡微分方程式系の解の性質において,二変数系と三変数系

では大きな差異があり,また二変数系に比べて三変数系では理論的解析が系統的に完備

されていない ｡

前節で解析 した時間遅れをともなう系は,微分方程式に帰着できるものを取 り扱った

が,本質的には三変数系の解析 となっている｡§1の捕食者被捕食者の系では,平衡点

が不安定とな り周期解が出現するためには,Allee効果やスイッチング機構が必要であ

ったが,三変数系では,各変数間の相互作用の形式が単純な場合において も,そのよう

な挙動をする場合があることを前節で示 した｡

本節では,捕食者が二種類の被捕食者 を,その個体数に応 じて捕食率を変えて摂食す

るという,本質的な三種系と,二種競争系とは異 った振舞が出現する三種競争系につい

て考察する｡

5-1 二種の生物 を捕食する際のスイッチング効果 [34]

三種生物のVolterra系では,正の領域に三種共存する平衡点は存在せず,一種が滅亡

して残 り二種の系となる｡すなわちその例として次のような-捕食者二被捕食者のVo-

1terra系

dx
甘丁 - (el-aZ)x

jユ ニ (e2-bz)ydI

- 3 5 7 -

(5.1)
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dz
盲丁 = (-E3+ax+ by)Z

を考 える｡ (5.1)の平衡点は

(0,0,0), (e3/a･0,el/a)I (0･E3/b･62/b)

で三種共存の平衡点は存在 しない｡ここで,

E E
l > l
a b

と仮定する｡このとき次の関数H を考 える｡

e ax E e az e

Hニ ー1 1n一 十 x-i +y-⊥ lnT +Z-⊥a e3 a a 1 a

(5.3)を時間で微分す ると,

(5.2)

(5.3)

-(ayz)(x-i)+(82-bz,y+a(x-i)(Z一享 )+by(Z一㌢)

- b(意一意)y≦o

となる｡ (5.3) のHの型からyが滅亡 Lx, Zの二種系 となるのがわかる｡仮定 (5.

2)とは逆に

6 6
1 < l
a b

とすれば,上と全く同様な議論か らxが滅亡 L yとZ の二種 系となる｡ このように捕食

率 と増殖率の比のアンバランスから被捕食者一種が滅亡 し残 り二種の系- と移行 してい

く｡

つぎに とと同様に二種 の被捕食者 X, yを一種の捕食者 Z が捕食する系 を解析するが,

捕食者一個体がそれぞれの被捕食者 を捕食する量 を kl(x,y)x, k2(x,y)yとすると

き,それらの比

kl(x,y)x

k2(x･y)y

(5.4)

が x/yに比例せず,被捕食者 の多い方 をよ り多 く捕食するとい うスイッチ ング機構のあ

る系を考察する｡
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kl(x･y)-akL三一)

k2(X,y)- bk

･･(幻

1+(チ)n

(5.5)

とお く｡ nが大きい程スイッチングの切 り替が鋭 くなるが,以下ではn- 1の場合 につ

いて解析 を行 う｡力学系は

dx

dt

dy
dI

dz

石丁

( 61- xR )x

(e2-xR )y

となる｡ (5.6)の平衡点は

(0,0,0 ), (0,㌔/b,62/b), (E3/a,0,81/a )

と三積が共存する

(x*,y*,Z*)
8163(bet+aE2) 82 63(bet+a E2) bel+ae2

a(bE12+aE22) , b (bef+ae22) , ab

(5.6)

(5.7)

である｡平衡点 (x*,y*､Z*) の安定性 を調べるために, (5.6)を平衡点の近傍で線型

化する｡その係数がる行列は

x*y*Z*

〔

-a
(Ⅹ*+y*

Y* 2Z*

(x*+y*)2

2ax*(x*+y*)-(ax*2+by*2)

(x*十y*)2

となる｡ この行列の固有値方程式は

13+all2+a21+a3- 0

x*2Z*

(x*+y*)

-b
Ⅹ*y*Z*

(x*+y*)2

2by*(x*+y*ト(ax*2+by*2)

(x*+y*ア
Z*, 0

(5.9)
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ただ し,

al =

a2=

a3 =

(a+b)x*y*Z*

(x*+y*yz

z* ′2
(a2x*4+2a2x*3V*12abx*2y*2+2b2x*y*3+b2y*4)

(Ⅹ*+y*)3

abx*y*Z*2

(Ⅹ*+y*)3
(ax*2+by*2)

とな る｡ (5.9) の根 の実部が全 て負 であ るための条件 は, Routh-Hurwitzの定理によ

り,

al>0･ ala2-a3>0･ a3>0

であ るが,一番 目と三番 目の不等式は明 らかに成立 してい る｡ 二番 目の式 を求めると､

ala2-a3=
x*y*Z*2

(Ⅹ*十 y*)5
ta3Ⅹ*4+2a3Ⅹ*3y*-3ab(a+b)x*2v*2

+2b3x*y*3+b3.Y*4†

ここで X*- ax*,Y*- by*とす ると (5.10)は,

Ⅹ*y*Z*2
ala2-a3=

(x*+ y*)5
(x*-Y*)2(x*x*+2(X*y*+x*Y*)

+ Y*y*† ≧ 0

(5.10)

(5.ll)

となる｡ この こ とから X*≠Y*の とき,系 (5.6) の共存平衡点 が安定 とな ることが示

され た｡

Ⅹ *- Y*の場合 ,固有 方程式 (5.9) は一つの負の実根 と,互いに共役 な純虚数の根

を持っ｡ このこ とか ら,その場合 の系の挙動 に関 しては線 型化 された系か らは何 も知 る

こ とはで きない｡ さて関係 X*-Y*は (5･7)か ら 81- 62 と同値 である｡ すなわち二

種 の被捕 食生物 の増殖率 が等 しい場合 に相当 している｡

こ こで,次 のよ うな関数 Hを老 える｡

Hニ ーx*lnxk I(xIX*'-y*lnf･十(y-y*)-Z*lnを十(Z-Z*)

(5.12)

(5.12)を時間に 関 して微 分す ると,
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■!

Z ~(x~Y)盲

となるoただしX- ax,Y- byとするOここで el= 62= E とすると

dH e(X-Y)2

dt bX+aY
≦0 (5.13)

となる｡ しか し(5.13)から平衡点が漸近安定と結論することはできない｡すなわちⅩ

- Yなる面 上で,関数Hの値が保存していて, Volterra系 (2.1) にあらわれ るよ うな

中立安定な閉軌道が存在する可能性が残されているoつぎに関数 Hlを

by
Hl=-ax

と定義する｡ (5.14)を時間に関して微分すると,

dll_ ax-by by by--~ Z- ~
dt x十y ax x+y

(5.14)

(5.15)

とな り,IJl は時間 とともに 1に近づくo すなわち系 (5･6)の軌道は時間とともに

ax- byなる面-と近づいてゆくOこのとき軌道は平衡点-と向うのではなく,面 ax

- by 上の中立安定な周期解-と近づ く｡ (証明は付録 F)O

このように,捕食にスイッチングの機構がある場合には,それが被捕食者の絶滅 を防

ぐはたらきがあり,系 を安定化 し,三種共存状態が可能となることが確められた｡

5-2 三種競争系

§3では二種競争系における二種共存の条件を考察 したが,二種系では周期解が存在

しないことが示された｡ここでは三種競争系において,二種系とは異った挙動が現われ

ることについて議論する｡

MayandLeonard[271 によって三種競争系における興味ある例が示 されたoその系

において,三種共存の平衡点が安定から不安定にかわるとき,その境界の状況では,中

立安定な周期解が存在 し, 5-1の系と同様に解はその周期解に漸近 していくoまたさ

らに,その平衡点が不安定 となった場合には,単に一種が滅亡するというのではなく,

三種の生物のうちのある種が圧倒的に多 く他の二種の個体数が少いという状態 を三種が

交互に繰 り返 し,かつその交替する周期が時間とともに増加 していくという,二種系 と

-361-



中島久男

は全 く異 った挙動 を示す｡

Smale【311によってn種からなる競争系

語 - fi(xl,-･,Xn ,xi (i- 1･.･･,n)
(5.16)

において

(i) xi>0において任意の i, jの対に対 して,

∂f.
⊥ <o

∂Xj

Oi) ある正の数Kが存在 して IIxIE>Kの とき

fi(xl,-,X｡ )< 0 (i- 1,-･n)

という制限を課 しただけでは,関数 fi反)のとり方によって任意の解 を持っようにする

こ とができることが示 された｡すなわちn種系では n-1 次元多様 体上の任意の力学系

を構成することが可能である｡この ことか ら,三種系において,二次元系であらわれる

よ うな周期解 を持っ系を作 り出すことが可能である,ここで Volterra型の競争系で周期

解が存在す ることを示そ う｡

Cyclic な競争関係のある系

dx
前 = (81-斉IX-rlZ)x

dy

訂 = (82-β 2y- r2X) y

dz
一 - (E｡-β 3Z--r3y)zdt

を老える｡ここで次のような変数 とパラメー ターの変換 をすると.

X- βlX, Y-β2y, Z-β｡z

ri - rl/P3･ r; - r2/Pl･ r',- r,/P2

X,Y,Zに関す る方程式 は

2 - (el-X-r,1Z ,X

dY
- = (82-Y-r;X)Ydt
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dZ′

百千 二 (e3-Z-r',Y)Z

となる｡ここで

Elr;< E2, 82弓< 83, 61-r'183+ (1r･382>0

と仮定する｡系 (5.19)の平衡点は

( 0,0,0 )･ (E l ･ 0,0 )I ( 0 , e2･ 0 )I (0,0 , 6, )

(81,62-G el,0 ), ( 6 1 - ri e3 ･0, 6 3 ), (0,82 ,63 - 82 r'3 )

と三種共存の平衡点

(Ⅹ*,Y*,Z*)-

(5.20)

(5.21)

el-rie3十 rl'r;e2 rir'363+ 62-r;E1 63-rie2+弓r'361
1十 r'1r'2rli 1+rir;r; 1+rir;r'3

(5.22)

がある｡

ここで

0≦x≦ El･ 62-r'281≦y≦62, 83-弓e2≦ Z <E3 (5･23)

な る領域 は明 らかに系 (5.19)の confinedsetとなっている｡ この領域には平衡点 (x*

y*･Z*)以外に もうーっ (0,82･E,-82rr,)があるので,周期解 の存在 を示すためには,

この平衡点を含まない confinedsetを構成 しなければならない｡そのために関数H(X,

Y,Z)を

H(X､Y,Z)ニ ーlnX一弓r;lnY+rilnZ (5･24)

とする｡ Ii(X,Y,Z)-Koなる面上でのベク トルの方向をみるために,Hを時間で微

分すると,

dH

古手 = ~El+r'18,-rl'r;e2+(1+r'lr;r;)X･
(5.25)

となるo ここでH-K｡なる面 LにおけるXの最大値 は (5･23)と(5･22)よ り

X

max (621r;el)rir'3

-Ko

となるoここでK｡ を十分大 きくするとXmax_は い くらで も零 に近づ くことができる｡

一方 (5.25)の右辺の定数項は (5.20)の仮定により負であるか ら
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dH

dt
≦ ∩

となるK｡ をとることができる｡ したがって H-K｡ で区切ることによって,平衡 点は

(X*,Y*,Z*)だけ を含む新たな confinedsetが構成できた｡

ここで次のように,この confinedsetを8つの box に分割する｡

(1)Ⅹ*<X Y <Y*

*

*

X

X

X

く

く

く

*X

X

X

)

Il･･--
..,∫

2

3

4

ZlI1
3

iH川-1u

Y <Y *

Y <Y*

Y*<Y

(5) X <Ⅹ * , Y*<Y

(6) Ⅹ*<X , Y*<Y

(7) X*<X Y*<Y

(8) X <X* , Y <Y*

Z <Z*

Z*<Z

Z*<Z

Z*<Z

Z <Z*

Z <Z*

7J*<Z

Z <Z*

(5.26)

この分割 は,前節の時間遅れがある系が周期解 を持っことの証明で行った ものと,box

の番号の付け方が異 ってい ることに注意 されたいo

以後の手続 きは前節における証明 と全 く同 じで(1)-(6)の boxが含んでいる唯一の平衡

点 を,(7),(8)をむすぶ方向に軸を持っ円筒で切 りとり,それによって構成 された ドーナ

ツ状の領域 を,系 (5.19)の状態点は(1)-(2ト→(3ト (4)--15)-(6)--(1)の順で-めぐり,不

動点定理 を用いて周期解の存在を示すことができる｡すなわち系 (5.17)または(5.19)

の三種共存の平衡点が不安定な場合 には,周期 解が存在する｡

そこで,平衡点 (5.22)の安定性を調べよう｡系 (5.19)を平衡点 (5.22)のまわ りで

線型化 すると,その係数がっ くる行列の固有方程式は

3̂+ (x*+Y*+Z* ) 2̂+(x*Y *+Y*Z*+Z*Y * ) A+x *Y*7J*(1十ri弓r'3)

- () (5.28)

となる｡ Routh-Hurwitzの定理によ り方程式 (528)の根の実部が全て負 となるための

条件は,
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X*+Y*+Z*>0

(X*+Y*+Z*)(X*Y*+Y*Z*+Z*x*)-X*Y*Z*(1+rir'2弓 )>O

X*Y*Z*(1+中(2弓)>0 (5.29)

の三つの不等式が全て満たされ ることである｡ (5.29)の一番 目と三番 目の不等式は常

に成 り立っているが,二番目の左辺は r'lr;r,3が十分大きい場合には負となることがあ

るo (rl'r;r:'3<2 の場合には二番 目の不等式が成立して,三種共存の平衡点は安定

となる｡これは §3における二種共存が安定であるための条件 と対応 している )｡実際

に,例 として,

(5.30)
8 - 1+r'1･ E2 - 1+ (2･ E,- 1+r'31

とお くと

(X*,Y*､7J*)- (1,1,1)

となり, したがって (5.29)の二番 目の

不等式の左辺は

8-r',r'2弓 (5･31)

となる｡ ( 5.31)が負 となる条件 と(5.

2())の条件から

r'1r;< 1･ r'2r;<1･

r'1(2r'3>8 (5･32)

となるoこの不等式 (5･32)は r; が小

さく, r'1,弓が大きい毅合に成立するO

図 4は r'1 - 9, r'2 - 0･1, r'3 -9の場

合 について数値計算によって得られたX,

Y, ZJの時間的変動である｡

このように,三種競争系において周期

解が存在することが示されたが,条件 (

5.20)紘,二種のみが存在するところ
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-他の一種が,浸入 してきた場合 (浸入個体数が小さくとも )系の状態が,その浸入種

の個体数が増加する方向へ~と変化 していくための一つの十分条件 となっている｡このよ

うな浸入可能とい う意味において,X,Y,Z座標系の各軸 Lや面 ヒの平衡点が不安定

な場含には, 上記のように,それらの平衡点 を含まないような confinedsetがとれた｡

これは三種共存が,個体数が時間的に変化 しない安定な平衡状噂にある毅含だけでなく,

時間的 にそれ らの個体数が変動しながら実現 され ることもあることを示 している｡一般

の Volterra型の競争系

dx

dt - (61-PIX一∂1.Y-rlZ )x

dy

訂 -(82-β2y-∂2Z-r2X)y

dz

- - (83-63Z- ∂3X- r3y)zdt

(5.33)

において, ヒ記のように,一種あるいは二種のみが存在する平衡点が,他の種に対 して

浸入可能であるとい う意味でそれ らの平衡点全てが不安定であったならば,三極共存の

平衡点が安定か不安定化によらず,三種共存の状態が実現 される｡
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§6 捕食被捕食関係にある多種系の安定性 [35]

前節までは,二種および三種からなる系の安定性,周期性を色々な場合について解析

してきたが,本節では多種類の生物が,捕食被捕食の関係で相互作用 をしている系の安

定性 を,平衡状態の安定性 という観点から解析を行う｡

fllton[2]によって生態系はその構造が複雑になればなるほど安定となると言われ

以後多 くの生態学者によって,生態系の複雑 さと安定性の間の関係について議論されて

きた｡ GardnerandAshby【51とMay[26] は生態系を記述する微 分方程式 をその平衡

点のまわ りで線型化 したときの係数がっくる行列が安定行列であるかどうかの解析を行

い,系の安定性 を議論 している｡そこでは種間相互作用に起因する行列の非対角要素の

値が確率的に与えられた場合には,種間の相互作用のつなが り方が増すにつれて行列が

不安定行列 となる確率が 1に近づくことが示された｡これは生態系の安定性 を微分方程

式系の平衡点の安定性 という観点からみ ると, Eltonの結論と逆の結論が導かれたこと

になる｡

本節では捕食被捕食のF3,3係にある多種の生物からなる系について,平衡点の近傍で線

型化し,その線型系に対 し,ある二次関数が Lyapunov関数 となるかどうかの判定を行

い,系が安定となるための,･各相互作用の係数 と系内における相互作用の結びつ きの数

との関係 を導いた｡

ます最初に,一般化された多種の Volterra 系

dx

⊥ - tE.(xl)- ∑｡りXJixl (i- 1,･･･,∩ )
dt j≠ 1

(6.1)

を考えるOここで el(x.)は種 iの増殖率で x. に関して単調減少であるとする｡さら

に α が反対称すなわちり

α ニ ー α
り

とすると,多種系に対する Volterra の保存量

- L!.巨 ln音 ･x了可

(6.1)

(6.1)

(ただし tx芋)は系 (6･日 の平衡点とする )は系 (6･1)の Lyapunov関数 となって
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いる｡ すなわち

= - iP,[ {EI'xi ) - ei'xi* )'･ J雪lαij(x了 X? ,] (xlザ )

∩
- ∑l e i(xl)- Ei(x㌘) I (xi-Xi* )≦ O

l二 l

となるo このことか ら平衡点 (x芋,-･,x*)は安定 で,かつ系は大域的に安定となってn

い る｡条件 (6.2)はかな り強い制限となっているが,捕食被捕食の関係が図 5のよう

図5 ループのない食物連鎖

に枝わかれ しているだけで, loop状 のつなが り方が無い場合には･各変数 xl に適当

な定数 を掛けて変数 を変換すれば,新たな変数 に掛 する微分方程式 にあらわれ る係数 を

反対称 とするこ とができる｡ (付録 G参照 )0

つぎに摂食 の係数 が定数 ではない場合や,捕食被捕食の関係に loop がある場合 をふ

くむ一般的な系についての安定性 を考察する｡ここで系は

dx.

dt
1 - fl(xl,-･･X｡)x l (i- 1,-,∩) (5.4)

とし,平衡点 (xl*,･･･,Xn*)が正の領域にあると仮定するD さらに系 (6･4) をその平

衡点のまわ りで線型化 して,その方程式 を

dE n

_ ｣ - - ∑ a.i.

dt J =l H j

とする｡ただし
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(6.6)

である｡種 lと種 jとの間に捕食被捕食の関係があれば,明らかに

a.a.<()
I) )I

であるから,一般に

a a ≦ ()
り Jl

が成 り立っ｡またここで

a‥<()
11

(j≠ i)

(J≠ i) (6.7)

(6.8)

と仮定する｡ (平衡点において 自己抑制的であるとする｡)QuarkandRuppert【291に

よって, (6.7)と(6.8)が満たされ,かつ相互作用関係のつなが り方に loop が無い

場合 には,系 (6･5)は安定 とな り,すなわち元の系 (6･4)の平衡点 (xl*････,Xn*)が安

定 となることが示 されている｡

ここで,捕食被捕食の関係の連鎖に loop がある場合,系の各々の種 をloopstructure

group (Lsd)とbranthedchainstructuregroup(BSG)の二極類 のグループに分解するo

系の各々の種を点 とし,捕食被捕食の関係にあるものどうLを線分で結んだとき,ある

種か ら出発して,いくつかの種に対応する点 を通 り,かつ同じ線分を二度通 ることなく

元の出発点に戻ることができたとき,その出発点はLSG内の要素 とする｡ もちろん,

ヒ記の道筋 上にある点 もLS(封こ属する｡つ ぎに LSG内の各要素 を次のようにして類

別する｡ まず LSG内の一つの要素から出発 して 上記のひ と筆書きの要領で戻るとき,

その道筋上の要素は全て同 じLSG内の要素 とするOさてこの類別に従っていくつかの

i｣S(j ができるが, さらに各LS(1の うちで直接線分でつながれているもの (二つの

LSGをむすぶ線分上に,それら1｣S(ユ以外の要素が介在 していない場合 )紘,一つの

IJSUとなす ｡ ここで lJS(jの薮 をNとす る. LS(j以外の要素はBSGの要素 とする｡

上与S(i内の要素は,系か ら全ての LSGを除いたとき,線分でむすばれているものを同

一 のtjS(三の要素 としてlうSGを粗別する｡BSOの数 をMとする. このようにLSG

とBS("Jに分割すると,隣あったlJS(封ま一つの BSGで結ばれ,また隣あったBSO

-369-



男久良中

図6 点線で囲まれた 2つの LS(Jが存在 している｡

は一つLSGで結ばれている｡ (図 6参照 )

k番 目のLSGの中の要素 を nk とし･ 1番 目の要素 を湾とする｡また 1番 目のB

sGの中の要素の数 をrTl とLj番 目の要素 をElとす る｡各々の変数 の方程式 は∫

d k ∩ mt

十 二 - 二 一 一･Ⅰ=】 J二 l

( 6. 9 )

N n 汀1h

封 - ∑ 去 cw i+ ∑ dhhE ワl=1 1=1 jl I=1 日 )

となる｡ここで (6.7)に相当する関係式は,

a竺 akk≦ o
り Jl

b竺b竺 ≦ o
り Jl

dPhdhP≦0日Jl

(i≠ j )

(i≠ J )

となる｡ 系 (6.9) の安定性 を調べるために,次 のよ うな関数 を考 える｡

H - 法 .筆l冊 里 塁 β ,h (E T ,2

ただ し｡号,君 は正の定数 とするO明らかに
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Ii≧()

であ り零 となるのは鼠点のみである｡1-1の時間微分は

dd? -芝封 珊 + 芋 粥 芋(珊 + p ,hc: )瑠

M mh

+ ∑ ∑

h J
棚 E H Z+ "E mE h(p lhd: ･珊 瑚

h i>J

となる｡ さてここで もし

｡kbkP十君C,hチエo1り

βTd器+β?d;7-O
α㌣ =αk

( i≠ j )

と なる正 の αチ,β Jhが存在 した とすれば式 (6 ･1 3 )紘1

diュ N nk
- - ∑ = αka冊 + Z mip,hdM )2
d l k 1,∫ h j

(6.12)

(6.13)

(6.14)

となる｡ さらに もLdhhが全てのhとjに関して負で,かつ全ての kに対 し行列 Ak-jJ

い-∴!が負定符号であれば, (6.14)は負定符号となり, (6.ll)で与えられ る関数

Iiが系 (6･9)の Lyapunov関数 となり,系 (6･9) は安定 となるo

条件 (6･13)を満たす ｡7,巧の存在は付酎 iで示されているoここでは Ak が負定

符号 とな る十分条件について考察 しよう｡ k番 目のLSG内の i番 目の要素が直接結び

ついている要素の数 を 1i とすると,

伊 J7j-{lP,･潤 一中 2 7,2] + [(alj+aj.)両 (6･15)

となるO ただしt.ヨ†は直接線分で結ばれている対についての和を意味する｡ もし全て

の iに対 し a ≠Oとすれば (6.15)は
11

(aり+a･)jl

2all
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となる｡従 って

かつ

a <0
ll

Ja‥a..≧√TTllJJ IJ
la_十 a.

り Jl (6.17)

であれば二次形式 は負定符号となる｡ (6.17)の意味は,任意の二種の自己抑制の係数

の幾何平均が,相互作用の係数の算術平均 に各々の結合数の積の平方根 を掛けたものよ

りも大きいことである｡これは自己抑制が犬 きくかつ,各種の結合数が小さければ,系

が安定 となることを意味 してレ､る｡逆に一種 あた りの結合数が大きい場合には 自己抑制

がそれに対応 して強 くなければ (6.16)は負定符号 とはな りえないので,系は不安定と

なる｡ これはMayが薩率的 に導いた結論と憧向が一致 している｡
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壕

A Allee型の系における大域的安定性

§2-1における系 (2･5)における el玩) がある条件 を満たす場合 に Lyapunov関数

を構成することができ,大域的安定性 を示すことができる｡系は

dx

訂 = iel (カーayix

(A.1)

dy
Tr - モーE2 + bxi･V

とするOまた§2-1と同様 に

e′(x) >o ()≦ x< xu

e'(x(,)-I o

E'(x) < () xt,< x

かつ EQo)>0, 8(首)- O

とする｡ (A･1)の平衡点 (x*,y*)紘

x*=立
b

y* - El(x*)
a

で与 えられ るが, xt,<x*<言 の場合にその平衡点が安定 であることは導かれたO こ

こで次〝)ような閑数 を老 える｡

･]-yp仁 x*ln三言+(x-X*)) ･ I;言 (S-y*,spLlds (A･2)

fiを時間で微 分すると

諾 - yp(x-x*) l el(x ト el(x*,+ bp 仁 x*ln 萎 +x-x* ) ]

となる｡ ここで
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x>x*に対 して

X
El(x*ト elk)>bp 仁 x*ln三言+x-X*i

x< x*に対 して

El(x*トel(x)<bpト x*lnf.+x-x*l

とな るpが存在 した とすれ ば

更旦 ≦ o

dt

とな り系は全域で安定 となる｡

Allee型で最 も簡単な型の関数

elk)--ax2+px+r (r>o)

について 上の条件を満たす pを求めると,

p-♂/b

となる｡なぜな らば

X

f&)二-el夜)-El(x*)十 bpト x*lnf･ +(xIX*))

とすれば, ∫(x)をxについて微 分すると,

f′(x)--2ax+β十P廷
X

-2αx2+2βx-βx*

Ⅹ

となる｡ f′(x)≦0なる十分条件は

β2-2αβx*≦0

(A.3)

(A.4)

であるが,平衡点が安定 となる条件 e'1(x*)≦Oより

-2αx*十 β≦()

であるから上の (AA)の条件が満たされ, f(x)は単調減少関数 である｡また明らかに

∫(x*)- 0 であるか ら条件式 (A.3)が成立する｡従 って系は大域的に安定である｡

§2-1において平衡点 x* が E'1(x*)- 0 なる安定 と不安定の境界にある場合 にはそ
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の平衡点 の安定性については,境界の場合について も大域的 に安定 であることが示 され

ている｡

B･ Allee型増殖 を持っ系の有界性

(2･7) で与 えられた四つの曲線の うち, CA ヒで系 (2･5)のベ ク トルが領域の内部

を向いているのは容易にわか る｡

Cl 上にお けるベク トルの方向を調べるためにKl(x,y)を時間で微分す ると

btel玩)-aylx+aト62+bxly

- e2lF半 -ay]

- 62FT'･bx-K'1']

となる｡ここで

K'1' - O-<?<; 撃 ･bx2

とす ると

95㌧< O
dt

となるo したがって Cl Lにおけるベ ク トルは領 域 Rの内部に向いてい る｡

つぎに曲線 C2 を考 えるが,やは りK2(x,y)を時間で微 分す ると,

些 - b(x-x*)el(x)tel(x)-ay)+ト bx*lny.+b(x-x*)+ayidt

x〔,b(x-Ⅹ*)LEI(xト ayi+aト 82+bxly〕

-b(x-x*)El射 el(x)-bx*ln芸 +b(x-x*))

とな り, ()く x≦x*にお いて

想定 ≦ o
dt
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とな り, したがってK2-K2OLのベク トルは令渦 Rの内部 を向いているoここで Cl と

C2を連続的 につな ぐため

K20-i (K2IE2)2 (11･4)

とお くoまた y≧ 0の領域におけるK2(x,.Y)-K'2Lのxの最小値 を xmln とする｡

C｡上でK｡(x,y)を時間で微分すると･

些 - xy pl el(カ ー ay-PE2+pbxldI
1

･xyp{El(A-a(g njp -PZE･pbx}

ここで

p - 1 % '

とお くと,

(I~15)

(B.6)

f(x)- Elk -pe∑+pbx- el(x工 塑 +iiil)bx
2 2㌔

とな り, 0≦x-< x*-< xoでは, elk)>El(O)より, f(x)>Oとなり,また x*<x≦

言では x*- 82/b よ り冊 >Otなるo Lたがって (ti･5)においてK: を十分小 さく

とれば (B･5) の右辺 は正 となる｡ゆえに C二i Lにおいて も(2･5) のベ ク トルは領域

内 を向いている｡

C.系 (2.13)におけ る周期解の存在

ここで考 える系は方程式 (2.13)

dx

石T

d y

d I

ニ ト px2+EIX-♂+i - 巨

である｡ここで

E

-i +(b一 ㌔ )xX
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f(J二ニーPxZ.elX-P'上X

とす ると f(i)-()でか- El/β<xで 柏 )< 0,0<x<el/βで 柏 ), 0 とな-

てい る｡状態空間に図 7のような五つの直線および曲線 Cl-C5を次 のように構 成 する｡

Clの方程式 は x- E.ノp とす る｡

C2は x*≦ x≦ el/β で定義 され,方程式は

K2(x,y)- (h e2)x+ay-KO2

とす る｡ただ しK2は

K2 - max
x*≦x≦e2/P

E,(b-82)x

82P 〔βx2･ e lXIP･三苧 )

とす る｡

C｡ の方程式は

yH [KO2-(b-62)x*]

とする｡ この直線 が y- 与 f(x)t交わる点の x座標 をK4Oとす るo
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C4の方程式は

x -K40

とす る｡

最後 に C5の方程式 は

K5(x,y)- xyP- K'3

とするoただ し p-♂(El/β-JW 2-))/E2>O o

明 らかに, Cl,C3,C4 Lでは方程式 (B･l)で生成 され るベク トルは領域 Rの内の方

を向いている｡ C 2 LではK2(x,y)を時間で微 分 すると

聖 - (b-C2,x仁 βx2･elX-β+‡ ト 隻 Vdt x

- ( b - e2)x ト β 2･ EIX-β+fjl 仁 子K!2
6

X

とな るo x*≦x≦El/βでは

砦 ≦ (b-EZ)xトβ2･EIX小 学 卜準

となり, K02の定義よ り

塑 ≦ ()
dt

となる｡ したがって C2 亡で もベク トルは Rの内を向いている｡

最 後にC5 を調べよ う｡ K5(x,y)を時間 で微 分す ると

票 ニトβx2+(E了Pe2,x-β十 誓 +pbx-ay ii xyP

とな る｡

-Px2十 (81--PE2)x-β+ fi王 立 十 pbxX

は ()<x≦ El/β で正 であ る｡従 って kLl? を十分小さ くす るこ とによって KO.≦x≦卓1/P
におけるK5- KiO上の yの値 を小さ くす ることができ,ゆえに

dK
- > ()
dt
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とすることができる｡このことか らC5 上でベ ク トルはRの中を向いていることが示 さ

れた｡

以上のことか ら Poincar6-Bendixon の定理によ り,平衡点が不安定 であれば R内に周

期解が存在する｡

D･線型系 (4.12)の固有べ クト/レ

系 (4.12)の係数が作る行列Aは

A-

-EP′ O -e(1-β′)

r2 - r2 0
0 rl - r l

で与えられ る｡この行列 の固有方程式は

F(A)--(i+ee ′ )(A+r2)(ス十rl)+erlr2(1-β′)-0

(Dl)

(D.2)

で与えられ るO β′<1よ りF(0)>0かつス>()において F′(i)>0 よ り,方程式

(I).2)は正の実根 を持っ ことはできないことが確められる｡このことから, この系の

不安定性は,固有値が複素数で,その実部が正 とな る場合に限られ る｡ 負の実根で最小

値 を-リ とすると･ Fト EP′), F(-r2), F(-rl) は全 て正 となることか ら, リは

eβ′, r2, rlのいずれ よりも大きいことがわか る｡固有値 -γに対するAの固有ベクト

ルを t(負,令,仝 ) とすると,それ らは

-eβ,A-e(卜 β′)仝ニーレ会

r2分-r2やニーレ牟
<

rlや-r17Jニーリ9J

の方程式 を満たす｡ (D.3)より

分=r-EP'e(1-P′)
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円 _ p d 四

r2-y

となるが,このとき史>Oとすると仝>0, や<oとな り, このベク トルの方向は §4

の box(7トと(8)を結ぶ方向 と一致 している｡すなわち系 (4.ll)の平衡点 (1,1,1)の

折傍 においては,線型系 (4.12)で近似することができ,平衡点-向か う特異的な軌道

の方向は, 上記の固有ベ ク トルの方向 と一致 していることから,そ の特 異的 な軌 道 が

box(7)から(8)-向か う,又はその逆方向 となっている｡

E.系 (4.24)の confinedset

ここでは式 (4.27)から (4.30)で与 えられた六っの面で囲まれた領域 が系 (4.24)

の confinedsetとなっていることを示 す｡

式 (4.27)で与えられた三つの面に関しては,その上でベク トルの方向は全て領域内

部の方を向いていることは全て領域内部の方 を向いていることは簡単 に確 められ る｡

次に (4.28)の面 を調べるが, ここで ●

KOl-岩 (i)2(3#')~去e等 ~

とお く｡ Kl(X,Y,Z)を時間微 分 し各 々の区域で調べてみると,次のように全区域で

負 または零 となってレ､る｡

(i) 1/2<X≦ El/p′, 1<Y≦El/P''において

旦ニト 2(小 Y)十十 β′x-(E1-β′)Zdt

+r(-Y十X)
し去司 +亨)iKl

l

･ iel ･E2X一停 +8,)lKl ≦ ()

(ii) 1/2<X≦ el/P', ()■≦Y< 1 において
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埜 - iel-β′x-(81-β′)Z-82+82YJKldt

･ IEl･ 82X一倍 +亜 ≦0

0日D O≦X≦ 1/2, 1<Y≦El/P′において

÷ -82+62Y+ r(-Y+X

82(Y-1)(2X-1)

2Y-1

)(-2i 量
Kl≦ 0

e+l
r

紬 o≦X≦1/2, 0≦ Y≦1において

旦生 - 82(-1'Y)Kl≦OdI

/■}

ここで,この面 上におけ るZの最大値 をZとするO式 (4･29)における a.を

α()-
(十 β′)官

dK2--61+ β′X+(El+ β ′ )Zx十 (61-P′)(Z一宮)Ydt
≦-el+ (β′十(81-P′)官)x

となる｡ この面上におけ るXの最大値 をXmaxとすると, (4･29)よ り

X - expmaX
(6162+γβ′)(81-β′)

TP'E2

(Eユ)

となる｡そこでKZOを十分大きくとれば, X はいくらでも()に近づ くことか ら,max

-El+ (β′+(十 P′)幻 x<_()

となるK2Oが存在するoすなわち,

K2-(eleL2+rrP′)e(2E了 β′)-ln

とすればよい｡

P′+(81-P′)Z

次 に (4.29)で与 えられる面 ヒにおけるXの最少値 をX とする｡以後は貰≦xの範囲
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で考察 を行 うo (4･30)で与えられ る面 を調べるために,K3(X,Y,Z)を時間で微分

すると,

dK3- -81+(61-P,+82P,)Zdt

となるDこの面 上のZの最大値 Zm x は (4･30)よ り

zm x - 妄 e~K30

となる｡ そこで

KO3- 1nt(E1-β′+E2β′)/El文l

とすれば

埜 _< o
dt

となる｡このようにして六つの面 で囲まれた領域は系 (4.24)の confinedsetとなって

いる｡

ド. 系 (5.6)の漸近挙動

系 (5･6)において 61- E2- 8となる場合, (5113), (5･14)から安定性 は言えた

が,その場合,軌道が面 ax- by上の中立安定な閉軌道- と漸近することを示そう｡系

(5.6)と軌道が等 しい系

dx
dt

dy

言て

- te(x+y'-axzl孟

- te(x+y,-byz-bt
dz

前 ニ ト E3(x+y)+ax2

で考察する o ここでHlを (5･14)

Hl - ab:

とする. (rll.2) の時間微分は

十1
1

と

bv21I
by

- 382-
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jR 1- 1-日1dt

となる｡ (巨1.3)より

Hl(t)- 1+(HY-､1)e-I

となるoただし坤 ま初期状態におけるfilの値であるO

つぎに関数 Iiを(5.12)と同様に

(F.3)

(ド.4)

I-i--x*ln芸+x-x*-y*ln蓄 +y-y*-Z*ln芸 +Z-Z* (F･5)

とす る｡ Ilの時間微 分は

dti e

- - -詔 宕 (ax-by)2dt

Er

- 一芸 Hll(1-Iilf≧ 一存 孟 (1-Hl,2
(ド.6)

となる｡ただして,言は,それぞれ初期状態によって定められ るHの値 をHOとしたと

値 を代入 して積 分す ると

fi(tト IIO≧一割 I11O-1)(1-e~t)+ln i

1+(HT- 1)e - t

1+(H冒-1)

となる｡ ただしと10-Ii(O)｡そこで .1霊 H(t)-H∞ とすると

H-≧IIO一語 [(車 1,-1n{1+(HIO-1)}]
(ド.7)

となる｡そこで任意のHO>()に対 しH-HO なる曲面 を考えると,それによって言,

言がきまるが,十分 1に近いH冒をとれば (F･7)の右辺を正とすることができ,その

ときIj∞>()となる｡ fi- I一o,とHl-Hごとの交線 tの点か ら出発する点はI1- 0す

なわち平衡点-近づ くことはできず,その平衡点のまわ りをまわる閉軌道-と近づく｡

G･ loopのない捕食被捕食系における,係数の反対称化

系 (6.1)の各 々の種 を点 として,捕食被捕食の関係にある種 どうLを線分でむすぶ｡
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そのとき,種 1から種 iまでをこれ ら線分をたどっていくとき,loop がないとい う条

件か ら, この経路は一意的 に定まる｡そ このこの経路が

1= (i,1)→ (i,2)一 ･- - (i,n了 1)- (i,ni)- i

とするo ただ し(i,j)は 1か ら i-向か う経路 との J番目の種の番号 とする｡そこで

a(1,k),(1,k+1)

竺 i,k十1),(.,k)

とす る｡ X に対する方程式 は (G.1)と(6.1)より1

dX. .～

一石チ エ Eei(Xl)I.≡ βijX, I X l

となる｡ ただ し

･lj- αi, nkhIll( -

7'.(xl)- el
n~li
n

k=1

a(i,k+1),(J.k)

a( ∫,k),(∫,k+1)

α(1,k十l),(i,k)

α(1,k),(I,k十1)

((17.i)

(G.2)

である｡さて捕 食被捕食関係 にある i, jの対 を考 える｡ i, jは一本の線分で直接結

ばれているので, ここで

1- (j,1)- - - i- j

とす る｡すると

α(j,k+1),( J,k)

α(∫,k),( ∫,k+1)

α(∫,k+1),(j,k)

α(J,k),h k十1)

n.-11

=-αJik91

とな り係数 が反対称 となる｡

a(i,kH),(I,k)

α(i,k),(1,k+1)
ニーβJ.
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ti･ 条件 (6･]3)を満 たす αで,p,hの存在

1番目のLSGの各要素に対 して

α11- α1 (i- 1･-･･nl) ( Ii . 1)

とするDつぎにこのLSuの p番 目の要素から隣接するh番 目のBSGの中の q番目の

要素に直接線分がでているとする｡ このh番 目のBSG内のu番 目の要素まで qから続

く線分が

p→ q→ -･→ t- u

とな って い る と き ,β: を

p uh- (-A )
(H･2)

とするoこのよ うにして全ての i(i- 1,-mh )に対 してP,hが一意的 に定 まるo (6･

10) か ら明らかに βいま正であるo

h番目の BSOの中のV番 目の要素から隣接するk番 目のLSGの中の W 番 目の要素

と直接むすびついているとすると

hk

･kニーCivβvh,()
W

とし.k番 目の LSG内の全ての要素に対 し

牢 - αkw (i- 1,･･･nk )

(H.3)

とする｡

これらの操作 をくりかえすことによ り･全ての 中 宮 を定めることがで き,かつそ

れ らは正の値 を持ち, さらに条件 (6.13)を満足 している｡
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