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研究会報告

捕食関係によって誘引される空間パターン戦略の解析

東大教養 西村信一郎 * 池上高志 I

Abstrac上

動物がつくる群れのパターンは,ゲーム性が最も重要であると主張する.また集団になっ
て初めて出現する戦略を議論したい.そのため,我々は二次元平面上を相互作用しつつ動き回
るpreyとpredatorの群れの振舞を力学系とし,捕食関係をある種のゲームとして記述する
モデルを考えた.ゲームによる得点にしたがってpreyや predatorの個体数は増減する.さら
に,個体の持つパラメーターも変わりうる.モデルのシミュレーションの結果,色々なパター
ンが観察された.それらの中には,ゲーム性を導入したことによって初めて出現するものも存
在する.またもっとも良いと思われるパラメーターに進化せず,さらに,パラメーターの拡散
も遅いことが観察された.これに対し我々は群れをつくることによりランドスケープに障壁が

でき,進化を妨げているのではないかという仮説を立てた.また,集団戦略が実際に創出され
ていると結論した.

1 イントロダクション

生物の集団は,時に大変興味深い空間パターンを見せてくれる.渡 り鳥に限らず集団で飛行する

鳥はしばしば,｢く｣ の字型 の パターンを形成する.(これを横から観察するとまるでリボンが

飛んでいるようで美しい)また､魚類も多 くの種で集団を作る･これを魚群 (school)と呼ぶ･マ

グロも魚群 をつ くり,海上を飛ぶ航空機から観察される 【11･

多 くの種で,集団をつ くることは集団防衛として意味づけできる.北アメリカに生息する ジャ

コウウシ (musk-oX)は,オオカミなどの天敵に襲いかかられると,円陣を組む.ジャコウウシの

雄の成獣には角があり,これを円陣の外側に向けて防御する 【1,61.

ジャコウウシだけでなく,エランド(eland)もハイエナに襲われると子を囲んで防御陣をつ く

る [3,6ト また,シマウマも防御陣をつ くるという･(ただしシマウマは後ろ足を外側にむける.

後ろ蹴 りによって防御するためであろう.)補乳動物以外にも,陣をつ くって身を守る種が存在す

る.例えば,ツノトンボの幼虫はクワガタのような大顎を持っていて,捕食者が近づいてぐるとひ

とまとまりになってその大顎をくりかえしすばや く開閉する 【4,6ト 鳥類にも防御陣を張る種が

存在する.ホシムクドリは普段はルーズな隊形であるが,ハイタカを上空に発見すると,小さくま

とまった隊形をつ くる.この隊形にハイタカが急降下して襲いかかると傷つく場合がある【5,,6].
防衛行動だけでなく,捕食行動のため群れをつ くる種も多い.多 くの肉食獣は実際群れで狩をす

る.プチハイエナなどは,その例 である.プチハイエナは,何を獲物にするかによって狩をする数

が異なる.季節によって何を狩るのかは決まっておらず,また獲物を発見する前からチームを組む

ので,発見する前から何を狩るかを決めていると考えられる.このことからプチハイエナには,高

度な群れの意志決定システムがあると思われる.(ただし群れで狩りをしても囲いこんだりするわ
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｢複合系Ⅱ要素と全体一現象論の視座-｣

けでもなく,バラバラに集いかかるだけである.つまり群れとしてのシステマチックな狩の方法は

特にない.)【3】

このように,群れの形成は捕食関係に関連している場合が多い.捕食関係はゲームとしてとらえ

ることができる.従って,群れのパターンを論 じるにはゲーム性が最も重要である.また,群れに

よるゲームを考えることにより,集団になって初めて発現される戦略について論 じることができ,

ゲームを新しい視点で研究することができる.

我々のモデルでは,prey(捕食者)predator(被食者)は平面上を動き回る.その振舞は力学系に

よって表現される.それだけでなく捕食関係をある種のゲームとして表現している.そのゲームに

は異方性がある.つまり,体の向きがゲームの性質を決めている.これはロトカ･ボルテラ的な濃

度によるダイナミクスでは表現が困難であり,prey-predator系における研究の新たな視点になる.

2 M odel

我々のモデルは大きく分けて2つの部分からなる.それは,個体の運動を規定している部分と

ゲームを規定している部分である.ある個体の運動は他の個体との力学的相互作用によって定ま

る.1 また,ゲームでは prey-predatorの捕食関係と個体の生死を得点によって決める.

2.1 運動

個体は,平面上を運動するが,その速度方向とは別に内部自由度としての ｢頭の向き｣を持つ.

つまり横へのドリフト運動や,後退することが可能である･ただし,頭の向きを速度方向に∵致さ

せようとする作用がある.

次に他の個体との相互作用を述べる.相互作用には,同種間相互作用と異種間相互作用があり,

同種間では近づきすぎると斥力が,遠すぎると引力が働く.これにより一定の距離に保たれる (図

1).異種間には同種間の場合よりも少々複雑な相互作用がある.predatorは preyの後ろから追

いかける (図 2).ただし,正面衝突は避ける (図3).preyは いかなる場合に おいてもpredator

から逃げる.

ある個体と他の個体との相互作用の強さは,exp(β*∑(force))に比例する.βは,各個体が固

有である.

以上のことは,実際には微分方程式で表現する.方程式は2階ではなく,1階のものをつかう.

つまり;運動方程式の慣性は無視する.

雷 - I-(r･i)exp(-βlf-(r･i)l)+d･i(Oi)

esin(4,i-Oi)

但 し,

･車i-arCtan(立i,bi)

･Ri:i番目の個体の scopeにある個体の集合

･a,a,C,β:定数

1このように力学によって多数の生物の運動を記述しようという試みは,Breder【7】 ,三宮 【8】らがすでにおこなって

いることで,最近では,早川ら【9】が,頭の向きという新しい内部自由度を導入し,研究している･
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図 1:同種間の相互作用

==コ

図 2:predatorは preyの 後ろから追いかける.preyは逃げる.

⊂=

図 3:predatorはpreyとの正面衝突をさける.preyは逃げる.
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｢複合糸Ⅱ要素と全体一現象論の視座-｣

･ii(0)-(cosO,sine)

.完(r1-台

rlは個体の位置を,0は 頭の向きを表す.式 (1)は2次元平面上の運動の方程式で,右辺第 1項は

他の個体との相互作用を,第2項は頭の向きに自走する効果を表す, 第1項の係数 exp(-)には相

互作用を弱める効果がある.また,式 (2)は,頭の向きを速度方向に緩和する過程を表す.

式･(1)の 第 1項の f-(r-i)は 同種間相互作用と異種間相互作用 の和から成る.

●同種間相互作用

b嘉 (憲一孟)i(r･i3･,
･異種間相互作用 (1):preyが predatorから受ける相互作用

9,.FA_一志i'rij'

･異種間相互作用 (2):predatorが preyから受ける相互作用

∑COS(0,I- Oi)⊥nl,ij)

j∈Ri ri31

(3)

(4)

(5)

式 (3)(4)(5)の 添字 iは作用を受ける個体の番号を,jは作用を与える個体の番号を表す.よっ

て式 (4)ではiはprey,jはpredator,式 (5)ではiはpredator,jはpreyを表す.各式の意味は,

この節の始めに述べた通 りである.

2.2 ゲーム

我々のモデルは運動だけでなく,得点の増減と得点によって決まる個体の増減のルールを持つ.

このルールのことをゲームと呼ぶ.以下このゲームについて述べる.2

･preyとpredatorが近接している場合

この場合,preyとpredatorの 向きが重要である.predatorは,preyの後ろから襲うと得点が上

がり,preyの得点は下る (図 4).しかしpreyとpredatorが頭から衝突すると,preyは 頭に角

を持っていて,predatorに一志報いることができると考え,両方とも得点を下げる (図 5).

･preyとpredatorの接触がない場合

この場合,preyは餌を食べることができ,得点を増やす.predatorは 飢えて得点を減らす.ただ

し,preyの得点の増加率は preyの個体数が増えると餌が減って小さくなる.

●個体の増減

個体の得点がある開催よりも大きくなった場合,その近傍に新しい個体を生む.(このとき,得点は

リセットされる)さらに力学的な相互作用を弱める効果の強さを表す βも コピーされる.ただし,

少し変化 してコピーする.つまり,β′-β+∂(βは ガウシアンノイズ )また,ある間借を下回っ

たら,その個体は死滅する.

2prey,predatorが平面上を動き回るシミュレーションとして,War-Torl10】などがある.War-Torとは "wator
toruS"の略で,球ではなく,トーラスの ｢地球｣を意味する.
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point +

図 4:predatorはpreyの後ろから集うことができる.

po土nヒ

図 5:predatorはpreyと正面衝突すると得点を下げる.
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｢複合系Ⅱ要素と全体一現象論の視座-｣

3 結果

この節では,実際に観察できた空間パターンと進化の様子を説明する.ただし,コンピューター

によるモデルのシミュレーションでは,β以外,全てのパラメーターをフィックスした.

3.1 パターン

3.1.1 preyのみのときのパターン

まず predatorが存在せず,preyのみのときのパターンについて説明する.この場合,4つのパ

ターンが存在する.(図 6)

1.円形の陣を組んで直進運動をするパターン

2.風車のように回転するパターン

3.バラバラだが,進む方向は同じパターン

4.完全にdisoTderな パターン

パターン 1,2は βが 小さいときに観察されるパターンである.逆に パターン3,4はβが大き

いときに観察される.predatorが存在しても,この4つは基本的なパターンとして観察される.パ

ターン1,2および パターン3,4はそれぞれ双安定なパターンである.

3.1.2 predatorが存在するときのパターン

predatorが存在するときも,preyとpredatorの基本的なバク∵ンは同じである.しかしその

形は変形 し,時には崩れる.

図 7は,4枚のスナップショットで,番号の順序は時間順である.黒丸は predatorを,白丸は

preyを表す.predatorの集団が まるでアメーバ-が仮足を伸ばすかのようにpreyの集団に襲い

かかり,preyが全滅している様子が観察できる.prey,predatorのパターンはどちらも図 6の 1

番目のパターンを変形したものになっているが,一挺にpreyに襲いかかり,preyを食いあきると

再び集結して丸 くなる.この複雑なパターンの推移は,ゲーム性を導入したことによって始めて現

れたものである.

図 声もスナップショットを時間順に並べている.図 7と比べて,そのパターンははっきりとし

ていない.predatorとpreyはドメイン構造をつくり,predatorは ドメインの最外縁に位置する

preyに襲いかかっている.prey,predatorともそのパターンは 図 6の4番めを変形 したもので

あるが,ドメイン構造をつくる.predatorはpreyの ドメインに侵入できず,その最外縁の prey

を襲って細々と食いつないでいる.これもまた,ゲーム性を導入しなければ観察できない.

3.2 進化の様子

前節では,ある短いタイムスケールの空間パターンを説明したが,この節ではもっと長いタイム

スケールである進化の様子を説明する.図9,10,11は,predatorについてのものである.縦軸は

β,横軸はtimestepで,横線はある個体が生まれてから死ぬまでを表す.所々で小さく延びている
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図 6:preyのみの場合のパターン.
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｢複合系Ⅱ要素と全体一現象論の視座-｣

図 7:predatorが存在するときのパターン:predatorの集団が preyに襲いかかる.
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図 8:predatorが存在するときのパターン :preyとpredator~が ドメイン構造をつ くる.
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i+
⊥1
4J
Jq

d
⊥J
qJ
.q

0 500 1000 1500
tinestet)

2000 2500

図 9:predatorの 系図 1.β-1.5あたりが最も長続きする.

0 500 1000 1500 2000 -2500

図 10:predatorの 系図 2.β-1.5あたりを始めから取り除いたもの.
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図 11:predatorの 系図 3･初期条件の異なるものを 10run重ね書きしたもの･

縦線はどの親から生まれたかを示 している.このような図を系図と呼ぶ･図9では,β-1･5あた

りが 長時間生き残っている (最終的には predatorは全滅する)･従ってこのあたりのβを選ぶこ

とが最も良い戟略である.この場合,実際の predatorの パターンは図 8の predatorのパターン

とほぼ同じである.β-1.5から遠いパラメーターは,この最適値に収赦していない･そこで,始め

にβ-1.5の当たりのパラメーターを持つ predatorを取 り除いて,シミュレーションをする (そ

れ以外の初期条件は変えない).その結果,図 10の様な系図を得た･この系図を見る限り最適値と

思われる βには進化せず,途中で全滅してしまう･従って,初期条件に大きく依存する系であるこ

とがわかる.初期条件によらない性質を見るために,幾つかの異なる初期条件から始めたものを重

ねて(10run)表示する(図 11)･するとβ ～1･5に近い部分が最も長時間生き残った･つまり,

このシミュレーションには最適解は存在するが,初期条件によってはそこにたどり着 くことがで

きない.
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4 デ ィスカッション

4.1 進化について

3.2節で述べた通 り,最も最適と思われるパラメーターには進化しない.その理由についてここ

で考察する.考えられることの一つにlandscapeの いたる所に高い障壁ができているのではない

かと.いうことが挙げられる.(図 12)そのため,最適なパラメーターに 進化できない.

図 12:集団をつくるため,landscapeに 障壁ができ,進化 しづらくなる.

また,なぜこのような高い障壁ができるのかについても仮説を立てた.進化できるパラメーター

はβであるが,このパラメーターは相互作用の仕方を決めているだけである.つまり,集団の中に

いて初めて意味のあるパラメータである.このとき,もし少数の個体が突然変異したとしても全体

に与える影響は少なく,丘tnessは上がらない.これが障壁の原因になっているのではないかと考

えられる.

4.2 集団戦略について

4.1節の仮説は集団であるということがポイントである.そこでここでは集団戦略について議論

する.

3.1節の図 7の predator(黒丸)は,密集した集団として運動 している.これはある種の集団戦

略と呼ぶことができる.集団を構成するpredatorは,自由な運動をすることができないので,場合

によってはpreyにありつくことができずに,もしくは preyに頭から衝突して全滅する.図L9か

らわかる通 り,β ～0.3の predatorはほぼ同時に全滅している.preyと正面衝突したものと思わ

れる.この場合,淘汰は個体ではなく,集団にかかっていると考えることができる.predatorの集

団は preyを追いかけているうちに分裂してしまうこともある･(2つ?集団が融合する場合 もあ

る)われわれは個体を単位としてゲームをするモデルを立てたが,集団を単位とした状況を創出で

きたことは興味深い.
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