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｢大自由度進化モデルの力学系研究｣

多様性のダイナミクス′

大阪大学 サ イバーメデ ィアセンター 大規模計算科学研究部門

時田 恵一郎1

研究会当日は ｢イントロダクションと問題提起｣と称して､数理生物学 ･理論生態学の歴史に

おいて､大自由度力学系の観点から取り組まれてきたものを取り上げ､特に統計力学､計算物理

学､複雑系に関連するいくつかモデルについて概説した｡筆者らが標梼してきた ｢大自由度理論

生態学｣は今現在を含めこれまで決して理論生態学の主流になったことはない｡ゆえに､かなり

偏ったレビューになったことは敢えて否定しない｡しかし､錐波利幸氏が伝続的かつ現在主流の

数理生物学モデルについて完壁なレビューをして下さり､野外/実験研究､理論研究のいずれに

おいても､自由度の大きい系の複雑な振る舞いを理解しようという流れが確実に生まれつつある

という感触を得ることができたのが大変心強かった｡本稿では､講演 【1]で触れた話題のうち､物

理との関連の探いものついて簡単にまとめる｡ さらに､自然の生態系に頻繁に見出される特徴的

な ｢種数と個体数の関係｣ついても簡単に触れたい｡

1 地球上の生物多様性は急激に減少している

あらゆる数理生物学のテキストの最初に出てくるモデルは､指数成長のモデル (盆-Rx)であ

る｡バクテリアなどは､生活資源が枯渇するまでこの式に従って個体数が爆発的に増大する｡Mark

Newman氏のホームページ 【2]にも地球人口について同様のグラフが示されており､一見すると

｢なるほど､人類もこれまでは指数関数的に増殖してきたのか｣と思ってしまうが､実は､指数関

数よりもさらに速い曲線 (i-Rx2)に当てはまると書いてあり驚かされる(2020年に人類の個体

数は ｢発散｣するようだ!)｡早晩曲線が飽和することは間違いないが､とにかく個体数動態の観点

からも人類は極めて特殊な存在である｡ この異常な増殖により地球史的な規模の動植物大絶滅が

引き起こされており､それに対する危機感から､1992年にブラジルでの地球サミットで ｢気候変

動防止枠組み条約｣が締約されたのと時を同じくして ｢生物多様性条約｣が結ばれた｡生物多様

性を保全することは果たして本当に必要なのか､どの生物を生き残らせればよいのか､どうした

ら必要な生物が絶滅しないようにできるか､自然はどのように生物多様性を保っているのか｡こ

れら全てが古 くて新しい生物学上の大問題であり､現在もそれらに答える包括的な理論 ･実証研

究はないといってよいと思う｡

1URL:http://vvvacty.phys.sci.osaka-u.a.jprtokita/
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2 生態学のパラドックスと大自由度モデル

確かに地球上の生物多様性は急激に減少している｡しかし､今でも熱帯雨林や珊瑚礁を眺めて

みれば､多種多様な生物が､捕食 ･被捕食､相利共生､競争､寄生などといった､複雑な種間関

係を介して巨大な生態系を保っていることがわかる｡熱帯にまで出かけなくても､庭を掘 り返し

て調べてみれば､ほんのひとかけらの土の中に､種の同定も不可能/無意味な膨大な種類の微生

物がぎっしり共存していることがわかる【3】｡地球上には数千万種もの生物が存在するという計算

もあるが､そもそもどうしてこんなに多くの生命が共存しているのか｡これに対して1960年代ま

での生態学者たちは､たくさんの種が共存する複雑な生態系は､単純な生態系よりもより安定に

存続できるからだ､と考えていた【4,5】｡しかし､1970年代になって､理論研究者が簡単な生物

群集の大自由度モデルを使って､全く逆の結論を導いた【6,7,8,9】｡これが､｢20世紀の生態学に

おける未解決問題 【10]｣の一つとして知られる､いわゆる ｢生態学 (多様性)のパラドックス｣で

ある｡ 以下､この問題の契機となった数値解析､ランダム行列の理論による結果を紹介する｡

イリノイ大学 ｢生物コンピュータ研究所 【11】｣(!)のGardnerとAshbyは､1972年の ｢大自由

皮 (サイバネティック)力学系の結合度 :安定性の臨界値 【61｣と題する論文の中で､線形写像

x-=Ax- (1)

の安定性を調べた｡Aは対角成分が ト1,-0･1】の一様乱数､非対角成分が 卜1,11の一様乱数で与

えられる時間変動しないⅣ次元ランダム行列であり､さらに各要素に確率1-Cで強制的に0を

割り当てる(Cは ｢結合度｣)｡この系に対して､A一丁(∫:単位行列)を数値的に対角化すること

により､多数のランダム行列サンプルに対して､(1)が安定になる割合を調べた｡結果は､自由度

Nが大きくなると(N>20)､結合度が C<cc(～0.13)であれば､ほほ全てのサンプルで安定､

C<ccでほぼ全てのサンプルで不安定となり､シャープな転移が見出された.(1)は､｢N種ロ

トカ ･ボルテラ方程式｣等の一般的な進化方程式 【12】の内部平衡点近傍での線形安定性を決める

ので､生態学の言葉で言い換えれば､多様性が高 く(種数が多く)､密な相互作用 (C大)を持つ

複雑な系は不安定であり､絶滅が起こる(個体数君が全て0でない ｢全種共存解｣が安定でない)

ことを意味する｡この結果は､数億シミュレーションによる複雑系解析の金字塔と言ってもよい

かと思う｡ 野外 ･実験生態学者の予想を単純なモデルを用いた理論でうち砕いたからだ｡この後

Mayは､時間連続な式

雷-Ax- (2)

に対して､ランダム行列理論を用いて､GardnerとAshbyの結論を解析的に導いた 【7】｡ここで､

AはⅣ次元の実非対称ランダム行列であるとする(対角要素は-1､非対角要素は平均O､分散γの

時間変化しないランダム定数で､さらに確率1-Cで0になるものとする)｡種数無限大(〟-∞)

の極限でAの固有値が半円分布すること(Wigner則)が知られているので､その最大値を見積も

ることができる｡その最大値と対角要素-1の和が正にならなければ､系は安定(全種共存可能)で

ある｡結果は､｢VCⅣ<1で安定､VCⅣ>1で不安定｣となる｡ この結論は､GardnerとAshby

の結果に加えて､相互作用の分散の大きさも結合度と同等に系の安定性に寄与することを示して
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いる｡ 生態学の言葉で言い換えれば､種間相互作用が種内競争よりも強ければ系は不安定､とい

うことになる｡上記のモデルは､複雑さと安定性の関係 【13】について再考を促し､のちの生態学

研究に大きな影響を与えた｡ただし､種間相互作用のランダム性が仮定されており､その非対称

性 (aijとajげ 無相関)の生態学的意味付けが難しい (A種が B種の個体数変動に与える影響と

その逆が無相関であるとは通常考えられていない)ことから､複雑に見える自然界の種間相互作

用はランダムではなく､安定性をもたらす構造が隠されているのではないかと考えられるように

なった｡そして､現在も自然界の多様な相互作用の検出は､生態学における野外 ･実験研究の主

要テーマとなっている｡

3 ランダム相互作用をもつ進化力学系

前節で取 り上げたGardnerとAshbyおよび May(以下GAM と略す)らの理論研究は､いずれ

も大自由度ランダム相互作用モデルの全種共存解 (内部平衡点)の局所安定条件に関するものであ

る｡ しかし､相互作用がランダムであれば､そもそもロトカ ･ボルテラ方程式等の一般的な進化

力学系が内部平衡点を持つ確率は大自由度極限では0である(解 x-の仝成分が第 1象限になけれ

ばならないから)｡ゆえに､大自由度ランダム系では前節の解析の前提である内部平衡点が存在せ

ず､例え全種共存の初期状態から出発しても必ず絶滅が起こることになる｡ よって､大自由度ラ

ンダム相互作用モデルに対する次の興味は､絶滅を伴う大域的な振る舞いがどうなるか､最終的

にどのような部分系へと収束するのか､であろう｡

TregonningとRobertsl14]は､ランダム相互作用を持つ大自由度ロトカ ･ボルテラ方程式の数

値解を形式的に求め､個体数が負の種のうち絶対値が最大のものを系から取 り除くという操作を

行った｡さらに､残った部分系に対して､全ての個体数が正になるまでこれを繰 り返した｡この

除去操作は､内部平衡点を持つ系を見つける一つのアルゴリズムになっている. しかしながら､

そこでわかったことは､最初に大きな系から始めても､ほとんどの場合最後に得られる安定な系

は､自由度の小さな系であり､任意の規模の複雑な相互作用を持つ系を生み出すことは非常に困

難であるということだった｡

上記の困難は､大自由度ロトカ ･ボルテラ方程式と位相的に同相なレプリケ一夕系

〟 〟 〟
(∑ aijX,･-∑ ∑ a,･kX,･Xk) (i-1,2,･･･,N)
3'=l j-lk-1
〟

∑ xi- 1
i=1

(3)

(4)

に対する統計力学的な解析によっても示唆されている｡DiederichとOppert151は､実対称なラ

ンダム相互作用 (aij-aji,aii--1)をもつレプリケ一夕系 (対称相互作用系は時間連続な集団

遺伝学の方程式に対応する【121)を､スピングラス(磁性合金)理論で使われるレプリカ法を用い

て調べ､絶滅率 α≡(1/N)∑ie(-xi) (0(x)>1ifx>0)や解の個数などを計算した.対称相

互作用をもつレプリケ一夕系は､平均適応度∑,N=1∑F=1ajkX,･Xkがリアプノフ関数 (単調増加関
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数)になるので､これをエネルギーに見立てることにより平衡統計力学による扱いが可能になる｡

式(4)の条件から､スピングラスの ｢単体 (Simplex)｣モデルと呼んでもよいかもしれない｡この

解析により､絶滅率はランダム相互作用の分散 Vの減少とともに1から滑らかに減少すること､

〟> γ｡-1/(2Ⅳ)の範囲で平衡点の数が指数関数的に増大することがわかっている｡ GAMの解

析は非対称系に村するものなので単純な比較はできないが､対称系に対するここでの解析は､内

部平衡点 (全種共存解)が不安定化しても､最終的に残る多様度は非連続的に減少することはない

ということを示している｡ しかし､γ>γ｡の範囲ではレプリカ対称性の仮定が正しくない可能性

があり､レプリカ対称性の破れを考慮した場合にも同じ結果になるかどうかは明らかではない｡

また､OpperとDiederich【16】は､GAMの理論に対応するような非対称相互作用をもつレプリ

ケ一夕系について､統計力学的な扱いが可能なパラメータ領域､すなわち､内部平衡点が基底状

態でかつ､局所安定である条件を導いている｡ さらに､絶滅率α-1/2を与えるパラメータ値が

GAMの臨界点になっていることを示している｡

GAMが対象とした非相称相互作用系における､内部平衡点の不安定領域での絶滅率の計算は一

般には困難である｡ 非対称相互作用系は､対称相互作用系のようにリアプノフ関数を持たず､系

のダイナミクスが勾配的でないので､平衡統計力学的解析は役に立たない｡非対称系では､本質

的に非平衡系としての性質が顕わとなり､リミットサイクル､カオス､ヘテロクリニック軌道な

ど､あらゆる複雑な振る舞いが見られるからである｡ 我々が ｢絶滅ダイナミクス｣【17】と呼ぶモ

デルを用いて､非対称相互作用系に対して行った解析は､対称相互作用系での解析結果と同様に､

最終的に生き残る種数はランダム相互作用の分散吊こ依存することを示している.また､CAM

の不安定領域､特にγが十分大きい領域では､初期の種数によらず､生き残る種数のオーダーは

0(〟)ではなく0(1)となる｡ つまり､もとの種数Ⅳが大きければ大きいほど規模の大きな絶滅

(大絶滅)が起こることを示唆している｡いずれの解析も､大自由度ランダム相互作用進化力学系

は､少なくとも､相互作用行列が対称もしくは非対称で､種間相互作用の分散が種内競争の絶対

値よりも大きいと､初期の多様度をほとんど保つことができないということを示している｡

これに対し､最近茶碗谷毅氏と筆者は､種間相互作用を捕食 ･非捕食タイプに限定することに

より(反相称ランダムレプリケ一夕系)､GAMの不安定領域､特にγが十分大きい領域であって

も､多様性が初期のオーダーに保たれ､任意の規模の複雑な相互作用を持つ系が生み出されるこ

とを発見した 【18】｡これについては茶碗谷氏の報告を参照されたい｡

なお､上記のようなランダム相互作用系の研究は､｢バッチ｣で構成した群衆は安定に存続でき

ないことを強く示唆しているが､それは進化を無視しているからであり､新しい種が ｢オンライ

ン｣で既存の系を壊さないように加わっていけば､複雑で安定な系が構成できるのではないか､と

いう考え方がある｡これはCommunityAssemblyの理論と呼ばれている【19】｡この場合も､あら

ゆるタイプの種間相互作用を持ち､何百種もの種が共存する系を構成することはこれまでできな

かったが､安富歩氏と筆者は､/表現型における中立突然変異を考えることにより､相互作用のタ

イプを捕食 ･非捕食等に限定することなく任意の規模の系が進化しうることを示している【20]｡こ

こで進化した系の相互作用行列はほとんど対称行列であり､各要素の分布は､ある平均値 m(>o)
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図 2:個体数 (のlog)の分布

のまわりのガウス分布に近い｡ゆえに､進化的に得られる系は､上で紹介したDiederichとOpper

が解析した対称ランダム系に ｢強磁性的な｣相互作用が加わって

p(aid,-去exp〔

(aid-m)2

2V
)

, (aid-a31i) (5)

のような型の分布を持つものとなる｡mは共生の度合いであると解釈できる｡ これが種間相互作

用の分散よりも十分大きければ (m≫ 可､相互作用のランダムネスが相対的に弱まるので､明ら

かに全種共存解は安定であることがわか り､このような系が進化した理由も直感的に理解できる｡

さらに､対称ランダム系のアトラクタは全て平衡点であり､進化した系の各種の個体数変動の幅

が非常に小さく安定しているということとも符合している｡ 注意したいのは､ここで ｢共生｣と

いう場合､(3)式の大自由度レプリケ一夕系の相互作用に対してであって､系の生態学的な意味

付けは､対応する等価な大自由度ロトカ ･ボルテラ系での相互作用で行う必要がある､というこ

とである.(3)式にみるように､レプリケ一夕系におけるi番目の種の ｢増殖率｣は､iの適応度

∑3･ai3･x2･と､その平均 ∑ jkajkXJ･Xkの差で表現されているため､aiJ･をそのまま生態学的な相互作

用と解釈することはできないからだ｡そこで､対応するロトカ ･ボルテラ系での相互作用を調べ

てみると､共生関係だけでなく､捕食 ･非捕食､競争等を含む､複雑なものとなっていることが

わかった｡ ロトカ ･ボルテラ系で眺めると複雑な相互作用を持つ系も､等価なレプリケ一夕系に

焼き直して考えることで､統計力学的な解析が可能な形式になっていることがわか り興味深い｡

4 種一個体数関係

前節における､ランダム相互作用を持つ大自由度進化力学系の研究は､生態系の精密なモデル

を構成しその振舞いを自然と比較する､という類のものではない｡むしろ､生態学のパラドック

スの解答として､｢複雑で多様な相互作用を持つ大自由度進化力学系が安定な場合は確かにある｣

ということを示すことを目的とするものであったともいえる｡｢複雑さは安定性と決して相容れ
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図 3‥中立突然変異によって進化したモデル系の個体数の順位 (rank)-サイズ関係

ないものではない｣ということ以上に､大自由度進化力学系の理論が､実際の生態系に対する野

外 ･実験研究と情報を交換できる可能性があるだろうか｡多種が関わる大規模生態系の野外 ･実

験研究は､空間 ･時間のスケールが大きく､実証には非常に時間がかかり､理論の予測との比較

も容易ではない｡しかし､多数の種が含まれる群集について比較的よく調べられている量がある｡

いわゆる ｢種一個体数関係 (Speciesabundancepattem)｣である｡ ある地域に共存する生物種を

個体数が多い順番に並べ､縦軸を対数でスケールすると､図1のAとBのような曲線が得られ

る｡ このような関係は､様々な環境での､様々な動物種､植物種の群集について共通して普遍的

に見られることが知られている【21,22,231｡ さらに､種数が少なく､群集構造が比較的単純な､

過酷な環境下では､Aのようなタイプになり､熱帯雨林のように種数が多い環境ではBのような

タイプが見られることも知られている｡ この関係を与えるメカニズムについては様々な理論があ

る【24,25,26,27,23】が､微視的な個体群動態の方程式や､多種の進化方程式から導かれてはい

ない 【28】｡一方､前節で触れた表現型の中立突然変異を考慮した大自由度進化方程式のモデルに

おいても､進化した群集について桂一個体数関係をプロットしてみると図3のようになり､図1

と同様の曲線が得られているが､その理由は明らかではない｡以下では､図1のような種-個体

数関係を与える最も単純なメカニズムについて考えてみる｡

桂一個体数関係が､図 1のような個体数の村数y-log(x)の順位-サイズ関係 y-y(n)で表さ

れているとする｡ ここで､n -1,2,3,… Nは各種の個体数を大きい順に並べたときの順位であ

り､y(n)はn番目に多い個体数を持つ種の個体数の対数である.Nは種数である.定義よりi≧j
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であればy(i)≦y(i)であり､y(n)はnの非増加関数となる｡このため､逆関数n-n(y)を定義

することができる. ここで全種数Nが十分大きいと仮定すると､n(y)は連続であると考えるこ

とができ､Idn(y)/dylは個体数 (の対数)yをとる種数､つまりyの分布を与える. 図2の曲線 A

およびBは､図1の曲線AとBに対応するyの分布である｡Aのような種数が少ない､過酷な環

境下では､個体数の分布が幅の狭い対数正規分布に近く､Bのように種数の多い環境では､個体

数分布にプラトーがあり､平均が少しずつ異なる対数正規分布の重ね合わせに近い｡

個体数の分布が対数正規分布になる最も単純なメカニズムは､全ての種の増殖率が同じ統計性

をもつランダム変数となっていて､個体数 xiの平均値 (盃)からのずれ zi-Xi一元が

憲 - Ezi (6)

に従う場合である. 一般には､個体数の平均値豆は､種ごとに異なるはずだが､その場合にも､i

の統計性が同じであれば､虎が一棟に分布していて(ゆらぎがEよりも小さければ)､図2のBの

ような個体数分布を与える｡問題は､これが複雑で密な相互作用を持つ大自由度進化力学系にお

いても成り立っているかどうかである. 先に述べたランダム反対称系 【18】に串いては､増殖率自

体は全ての種で統計性が同じに見えるが､個体数の平均値 (豆-内部平衡点におけるそれぞれ種の

個体数)の分布が単純でないために､分布は図2のような対数正規分布 (もしくはその重ね合わせ)

にはなっていないようである｡これについては別の機会に報告したい0

なお､種一個体数関係のモデルには､等比級数別など対数正規分布以外にも様々なものがあり､

資源 (ニッチ)の分割等の観点から生態学的な妥当性が調べられているが 【23ト それらに対しても

大自由度進化力学の立場からの説明の可能性を模索しているところである｡

5 おわりに

上記のような大自由度ランダム進化方程式系の解析か6.得られた結果 ･予測を､実際に野外 ･

実験研究で検証するのに大変な労力を要することは明らかで､気軽に調べてくれと頼むわけにも

いかないが､時間スケール､空間スケールの小さい等価な系での検証が可能なのではないかと考

えている. 筆者は､本研究会世話人の一人である横山和成氏と､微生物群集を使った実験も行っ

ており､本稿で紹介した知見の検証を試みている｡
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