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Abstract:We focus on elucidation of mechanisms which accelerate the diversity of ecosystem. For
this purpose, we constructed model ecosystems of the dynamics of diversity, and investigated the
biodiversity, interaction structure, and working mechanisms. In this article, we started with dis-
cussion on preceding models which classified into community assembly models, and evaluated the
biodiversity from three indicators; species richness, species evenness, and diversity of interactions.
We reported the limit of potential of preceding models, and showed the way of improvement. The
improved model shows high potential of the biodiversity, especially in continuous increase of species
richness and diversity of interactions.

1 はじめに

生態系における複雑性と安定性の関係を解明すること
は，理論生態学における重要なテーマの一つである [1]．
この分野の研究は，1950年代から 1960年代にかけて生態
系の観察を行う研究者から，非常に複雑な群集が単純な群
集よりも安定しているという主張がなされたことに端を発
する [2,3]．ところが 1970年代になると，ランダムな相互
作用を行う群集の安定性に関する理論研究の面から，これ
に反する結果が次々と報告された [4–9]．特に重要な結果
はMayが示したものであり [5]，Mayは時間連続な線形
微分方程式 dx⃗/dt = Ax⃗に対して安定性の解析を行った．
ここで，x⃗は各種の個体数 xj を表すN × 1の列ベクトル
で，Aは j が kから受ける影響 ajk を表す N 次元ランダ
ム行列である．Aの対角成分 (種内相互作用項)は−1，非
対角成分 (種間相互作用項)は平均 0，分散 α2(αは相互作
用の強度平均)のガウス乱数で割り当てられ，確率 1 − C
で強制的に 0になる (C は結合度)．N → ∞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，想定する平衡点
は安定 (つまり全種の共存が可能)である．そして結果は，
α < (NC)−1/2で安定，α > (NC)−1/2で不安定となるこ
とが示された．これにより，Mayは複雑な生態系は安定
しないと結論付けている．
上記のような実際に観察できる複雑な生態系の安定性と

理論の乖離は『複雑性と安定性のパラドックス』と呼ばれ
ており，自然界で多様性が進化し維持される機構がフィー
ルドワーク・理論研究の両面から調べられるきっかけと
なった．こうした中，Mayらの理論から予想されるより
も複雑で大規模な系を構築しようとする試みがなされてき
た．現在，生態系における種間相互作用が，Mayらが仮
定したような非対称ランダム行列で表されるようなもので
あるという点は懐疑的に捉えられている．なぜなら，進化
的に獲得された特別な相関が系の安定性をもたらしている
と考えられるからである．そこで，連続的な種の侵入や進
化を通して，少数種から大群集が形成される過程や系の安
定要因を調べる研究が，群集アセンブリと呼ばれる分野で
行われてきた．
このような研究の草分けとして，Postと Pimmの研究

[10]が挙げられる．彼らは，現実の自然の中で観察される
食物連鎖と乖離しないような相互作用を持つ種プールを
事前に用意し，その中からまず 1種を選んで適当な個体
数を与え，そのあと別の小さな個体数の種を加えてそれ
が増加するなら侵入に成功したものとみなす，という手順
を繰り返した．類似の群集構成方法が数多く試されてお
り [11–17]，このタイプのモデルは，外部から種が移入し
てくる系を想定した短期的な群集形成を論じる場合には現
実的であると考えられている．
上記のグループとは別に，長期的群集形成を論じるため
のモデルを扱うグループが存在する [17–21]．これは，1
種の生態系から開始し，既存種のパラメータ (主に相互作
用項)にノイズを加えて新しい種を作りだす手順を繰り返
すものである．このタイプのモデルはノイズの加え方が主
な問題となり，恣意性が少ないと考えられるが，観察や実
験との対照が困難であるためか研究がそれほど盛んでは
ない．
群集アセンブリの各モデルは，Mayらの理論から予想
されるよりも大きな群集の安定を示すことに成功している
が，数百のオーダーで種が共生する例を示したものは数が
少ない [20, 21]．その中で，種間相互作用の型や結合率に
制限を設けずにこれを達成している例として，時田らの研
究が挙げられる [21]．時田らは，既存種のパラメータにノ
イズを与えた新種を導入していく後者のタイプのモデルを
扱い，侵入型，グローバル型，ローカル型の 3つの変異規
則の比較を行った．侵入型は前者のグループ，グローバル
型は後者のグループの先行研究にそれぞれ対応しており，
時田らが新しく提案したローカル型は 1回の変異が影響
する範囲を 1種との相互作用のみに限定したものである．
そしてこれらの比較から，ローカル型においてのみ数百の
オーダーで種が共存する複雑な生態系が観察できると結論
付けた．加えて，ローカル型では種数の持続的な増加を報
告している．
本研究は，多様化が促進される要件に関して知見を得る
ことを目的とし，構成論的アプローチにより研究を進め
る．本稿ではまず，既存の群集アセンブリモデルで構築さ
れる生態系の多様性を検証することから始める．そして多
様化が実際に促進されうるモデルを検討し，更にそのモデ
ル生態系の構造を分析することで駆動しているメカニズム
を探る．



2 モデル生態系の多様性の評価法

　既存の群集アセンブリ研究では，大規模 (種数多)で
複雑な (結合度大)共存系を構築することに焦点が当てら
れてきた．その中では，多様性という言葉は種数という言
葉と置き換え可能であるように扱われた場合が多い．しか
し，生物多様性はもっと広い概念であり，相互作用行列で
種が規定される群集アセンブリモデルに限っても，可能な
評価尺度は他にもあるはずである．そこで，本研究では適
用可能な 3つの切り口からモデル生態系の多様性に関する
評価を行う．

1つ目は種の豊富さで，生態系にどれだけの種が存在す
るか，という評価指標である．これは既存研究においても
考慮されてきた．しかし，通常の生態学においては種数を
そのまま計測するが，本研究で扱うタイプの群集アセンブ
リモデルでは，種の区分1に生物学的に明確な判断基準が
あるわけではなく，どんなに形質が類似する対象同士でも
別種に分類されるといった問題がある．そこで，本研究で
は，類似する種をウォード法によって合併し，系統と呼ぶ
クラスタ (相互作用ベクトルの種間平方距離 d2

ij > 0.01)を
作成することにより独自の区分レベルを設ける．そして，
この系統数を用いて種の豊富さを評価する．

2つ目は種の均等度で，構成種の個体数密度がどれだけ
均等に分布しているか，という評価指標である．計測は
Pielou の均等度指数 J ′ を用いて行い，次のように算出
する．

H ′ = −
M∑
i=1

yilog2yi (0≦H ≦H ′
max = log2M)

J ′ =
H ′

H ′
max

　 (0≦ J ′≦ 1)　

ここでMは系統数，yiは i番目の系統の個体数密度を表す．
H ′ は情報理論におけるエントロピーに相当し，それ自体
が種の豊富さと均等度の双方を考慮した Shannon-Wiener
の多様度指数として用いられる．

3つ目は種間相互作用の多様性を表す指標で，構成種同
士が形質的にどれだけ異なるか，を評価する．計測は相互
作用ベクトルの分散2を用いて行い，次のように算出する．∑N

i=1 |x⃗ − x⃗i|2

N
　

ここで，x⃗は相互作用ベクトルの平均，x⃗iは種 iの相互作
用ベクトル，N は種数を表す．

3 時田モデルの詳細検討

時田らが [21]で用いた 3つの新種導入規則を先行研究
の代表例として詳細に検討する．

3.1 モデル

自種との相互作用係数の初期値として−1を持つ 1種か
ら開始し，以下の手順を繰り返す．

1. レプリケータ方程式により個体数密度を更新 (更新操
作，絶滅操作，スケーリング)

2. 一定の割合で新しい種を導入

本研究では，1万回に 1回の割合で新種の導入を行い，こ
れを 1万回繰り返すことで 1試行とする．

11 つの種は相互作用行列の行で規定されるものと考える．
2ここで相互作用ベクトルとは，相互作用行列の行ベクトルを指す．

3.1.1 レプリケータ方程式の適用

以下のレプリケータ方程式で個体数密度の更新を行う．

dxi

dt
= xi(fi −φ)　 　 i = 1, 2, . . . , N 　

fi =
N∑

j=1

xjaij　 　（i種の適応度）

φ =
N∑

i=1

xifi　 　（平均適応度）

上式は
∑N

i=1 xi = 1を満たす．実際の数値計算の際にはオ
イラー法を用いて以下のように離散化した式を用いる．

∆xi = xi(fi −φ)∆t　 　 i = 1, 2, . . . , N 　

なお個体数密度が閾値 δ ≪ 1(本研究では 0.0001)以下の
種は絶滅したものとして群集から取り除く．また絶滅操作
に伴い保存量であるべきバイオマスが流出するため，以下
のようなスケーリングを施す．

xi　⇐　 xi∑N
i=1 xi

　

ここまでの一連の流れを以後，“世代交代”と呼ぶ．

3.1.2 新種の導入

新種の導入は，具体的には相互作用行列の拡張を意味す
る．新しく導入される種の初期個体数密度は θ = 0.001と
し，存在する場合親種がこの分減算される．以後，新種の
導入をシミュレーションの時間尺度とし，1万回の世代交
代と 1回の新種導入で 1ステップと考える．

侵入型 [11, 13, 17, 21]既存種とは無関係な外来種の侵入
を表現した方法．変異種 kの相互作用の akiと aikを
平均 0，分散 1のガウス乱数∆pij で独立に割り当て
る．下記は侵入種 C が導入される際の行列の拡張法
である．

( A B C

A a b ∆p13

B c d ∆p23

C ∆p31 ∆p32 ∆p33

)

グローバル型 [17, 19–21]一般的な変異を表現した方法．
親種がランダムに選ばれ，変異種 kは全ての既存種と
の相互作用に弱いノイズがかかったものを引き継ぐ．
ノイズは aki ⇐ γaki + (1 − γ)∆pki，aik ⇐ γaik +
(1− γ)∆pikで与えられる．∆pij は平均 0，分散 1の
独立したガウス乱数，0 < γ < 1はノイズの強さを表
し 0.9が使用される．下記は親種 B から変異した新
種 B′ が導入される際の行列の拡張法である．

0

@

A B B′

A a b γb + (1 − γ)∆p13

B c d γd + (1 − γ)∆p23

B′ γc + (1 − γ)∆p31 γd + (1 − γ)∆p32 γd + (1 − γ)∆p33

1

A

ローカル型 [21]中立突然変異を表現した方法．親種がラ
ンダムに選ばれ，変異種 k は基本的に親種の相互作
用の仕方を引き継ぐが，ランダムに選ばれた 1種との
間の相互作用が平均 0，分散 1の独立したガウス乱数



∆pij で新たに置き換えられる．下記は親種Bから種
Aとの相互作用が変異した新種B′が導入される際の
行列の拡張法である．

( A B B′

A a b ∆p13

B c d d
B′ ∆p31 d d

)

なお，時田モデルにおいては対角要素の値は全て ν = −1
で固定される．

3.2 新種導入パラメータの影響

新種導入に関するパラメータ設定が多様性に与える影響
を明らかにするため，∆pと γに関していくつかの設定を
用いて実験を行い，前述の多様性指標を計測した．

3.2.1 設定

• 初期生態系の設定；自種に対する相互作用係数 ν = −1
の 1種 (個体数密度 x1 = 1.0)から開始

• 新種の初期個体数密度；θ = 0.001

• 種の絶滅閾値；δ = 0.0001

• 新種導入の頻度；1万世代に 1回

• 1試行の長さ；1万ステップ

• 試行回数；5試行

3.2.2 結果：多様性の評価

表 1, 2, 3に各指標の 1万ステップまでの平均値 (5試行
分)を示す．グローバル型とローカル型においては，各パ
ラメータを変動させたものを合わせて載せている．これら
の結果から，時田らが比較したオリジナルの設定ではロー
カル型>グローバル型>侵入型の順に種数，系統数が多
くなることを確認した．ここで着目したいのが，導入する
新種の類似度を高める (ローカル型で用いる γを大きくす
る，或いはローカル型，グローバル型で用いる∆pの偏差
を小さくする)と，いずれの場合も種数，系統数の平均が
上昇するという結果についてである．更に，図 1, 2はグ
ローバル型とローカル型の指標の推移を示したもの3であ
り，ローカル型のみならず，グローバル型においても γパ
ラメータを上昇させた場合に種数，系統数が持続的に増加
しているように見える．このことから，導入する種の類似
度が系規模の変動要因であること．そして，ローカル型は
この類似度を調整する 1つの方法として考えることができ
るが，他の調整法でも系が持続的に成長する可能性がある
ことが示唆される．

3指標値の推移を示す図は 5試行のサンプル平均データを用いており，
区間 50 の移動平均を取っている．

Table 1: Diversity of Invasive.
種数　 4.82
系統数 4.82
Shannon指数 1.94
Pielou指数 0.88
相互作用分散 4.69

Table 2: Diversity of Global.
∆pの偏差　 1 1 1 0.75 0.5
γ の値　 0.99 0.95 0.9 0.9 0.9
種数　 57.36 25.67 17.68 25.60 45.02
系統数 47.09 25.67 17.68 25.60 45.02
Shannon指数 4.77 4.10 3.64 4.16 4.96
Pielou指数 0.87 0.88 0.88 0.89 0.91
相互作用分散 3.65 3.27 3.08 2.85 2.60

Table 3: Diversity of Local.
∆pの偏差　 1 0.5 0.1
種数　 25.85 43.27 125.18
系統数 23.27 37.79 96.14
Shannon指数 3.93 4.57 5.74
Pielou指数 0.88 0.88 0.89
相互作用分散 22.23 10.55 3.80

Fig. 1: Global γ = 0.99; Index transition.

Fig. 2: Local deviation of ∆p = 0.1; Index transition.
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Fig. 3: Global γ = 0.99; Square distance and Matrix
element.
3.3 相互作用構造の分析

系の大規模化が観察されたグローバル型 (γ = 0.99)と
ローカル型 (∆pの偏差 0.1)の相互作用の分布を図 3, 4に
示す．これらの図は任意の 1試行の最終世代データをサン
プルとして用いており，横軸に任意の 2種間の相互作用ベ
クトルの平方距離を，縦軸に相互作用行列における 2種間
の相互作用に対応する要素値をとったものである．なお，
ここでの行列要素値は種の増殖率の観点から良し悪しを
判別しやすくするため，平均適応度を差し引いたものをプ
ロットしている．進化した生態系は双方ともよく似ている
ように見受けられ，相関係数がそれぞれ 0.67, 0.49と正の
相関が認められる．また，対角要素 aij と ajiの相関係数
はそれぞれ 0.92, 0.66となっており，相互作用が対称関係
になっていることも確認された．
時田らは，ローカル型において行列要素値の分布が次第

に正の領域にシフト (適応度の高い相利共生系へと進化)
していく現象を報告している (グローバル型においても同
様のことが言える)．しかし，両図では 0.4以下の値で上
昇が抑制されているように見え4，この遷移が無制限に続
くわけではないことが示唆される．これは，ローカル型の
場合，aij の全ての非対角要素に他要素との相関が全くな
く，常に平均 0，偏差が固定されたガウス乱数で値が割り
当てられるため．また，グローバル型の場合，aij の非対
角要素は対角要素の −1に，変異 (平均 0，偏差固定のガ
ウス乱数で割り当てられる値)の影響を重ね合わせた値を
とるが，除々に進化が進むと変異の影響が支配的になり，
ローカル型の非対角要素と同じ様な傾向を有する値に遷移
するためと考えられる．

3.4 多様性増加に関する考察

前述したように，導入する種の類似度が系規模の変動要
因として，変異が影響する範囲を局所的にするローカル型
は類似度の調整法の 1つとして考えられる．また，変異を
与える範囲だけでなく，形式が若干異なるものの，グロー
バル型とローカル型で構築される生態系の構造はよく似て
おり，駆動しているメカニズムが類似している可能性は検
討してみる価値がある．そこで，これらのモデルで系の大
規模化に寄与している設計要因を考察すると，2点が考え
られる．1つは種内相互作用と種間相互作用の調整を行う
ことで共生系を築くように誘導している点．具体的には種
内相互作用を ν = −1に固定することで，種内相互作用に

4ただし，この値は ∆p の偏差によって変わる．
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Fig. 4: Local deviation of ∆p = 0.1; Sauare distance and
Matrix element.
より得られる利得が種間相互作用よりも常に小さい状況が
実現されている．もう 1つは行列要素値が取りうる範囲を
0付近からさほど乖離しない領域に制御している点．これ
は，グローバル型とローカル型で実現法が多少異なるが，
基本的には種間相互作用に平均 0，偏差が固定されたガウ
ス乱数を割り当てる方法に準拠した形で実現されている．
そしてこれにより，Mayの理論から不安定化が予想され
る相互作用の強い系 (行列の分散が大きい系)への進化を
抑制し，更に平均適応度も低いレベルに抑えられるため，
新種が定着できる可能性が保たれていると考えられる．
上記のような構成法により実現される生態系の問題点
として，類似度を高めることによって大規模系を構築して
も，構成種の相互作用ベクトルの分散も小さくなることが
多く，種の豊富さと相互作用の多様性を同時に増加させる
ことが難しいことが挙げられる5．更に重要な難点として，
実質的に行列要素値が一定以上に上昇することが難しいこ
とが挙げられ，これは相互作用の多様性が増加する可能性
が乏しいこと，計測に種間平方距離の幅が必要な系統数の
増加にも実質的な限界があることを意味していると考えら
れる．

4 多様性のさらなる創出

既存の群集アセンブリモデルでは，種の豊富さと相互作
用の多様性に制約がある可能性を前節で指摘した．そこ
で，本節ではこの制約を外した上で，生物多様性評価の要
件を全て満たすモデルを構築することに主眼を置く．既存
モデルの制約は，進化による行列要素値の上昇可能性に対
する制限が厳しすぎたことに起因すると考えられる．従っ
て，まずは行列要素値が持続的に増加しうる状況を作り出
すことを考える．その上で，系が大規模化し，種の均等度
が高いレベルで維持されるように，既存モデルのメカニズ
ムを駆動させることを考える．以上の要件を満たすことが
期待できるモデルを次に示す．

4.1 モデルの変更

基本的に時田モデルのグローバル型をベースとしたモ
デルを考える．親種は個体数密度に比例したルーレット
選択で決定．変異の影響は全所的にかかり，その与え方は
aki ⇐ γaki+(1−γ)aki∆pki，aik ⇐ γaik +(1−γ)aik∆pik

5ただし，グローバル型の γ の値を大きくした場合には，例外的にこ
れらの指標が同時に増加する傾向が見られた．



とする．ここで，親種からの形質遺伝率は γ = 0.9を用い，
変異の幅∆pは平均 0，偏差 1のガウス乱数を割り当てる．
この変異法の解釈としては，親種から相互作用係数の値を
一定の割合で受け継ぐが，元々の相互作用係数の値に応じ
て変異の大きさが変化する状況と言える．∆pに親種の形
質に応じた係数をかけることはガウス分布の偏差を変化さ
せることに相当し，既存の要素値の制約を超えることが期
待できる．変異した種の対角要素は ν = −1で固定．ただ
し，初期種の種内相互作用のみ a11 = 1とする．これは，
変異の与え方を見れば分かるように，相互作用係数の値が
0に引き込まれる形をしているため，負の値から開始する
と 0以上に値が大きくならないことが予想されるからであ
る．他の設定は，時田モデルと同様とする．

4.1.1 結果：多様性の評価

表 4と図 5に各指標の平均値と推移を示す．時田モデル
のローカル型 (∆p = 0.1)とも比較して，種数，系統数が
多く，持続的に増加していること (最終世代の系統数；約
127 → 472)，均等度が高レベルで維持されていること (最
終世代の Pielou指数；約 0.89 → 0.93)，相互作用行列の
分散が大きく，持続的に増加していること (最終世代の相
互作用ベクトルの分散；約 4.3 → 518.6)，が確認できた．
これにより，本研究で考慮する多様性評価の全ての要件を
満たすモデルを作成することができたと言える．

4.2 相互作用構造の分析

続いて，構築された生態系の相互作用構造の分析に移る．
まず，相互作用の分布を図 6, 7に示す．図 7は任意の

1 試行の最終世代データをサンプルとして用いて，横軸
に行列要素の aij を，縦軸に ajiをプロットしたものであ
る．なお，各行列要素値からは平均適応度分を差し引い
ている．これらの図から，この生態系における相互作用
の傾向が二分していることが確認できる．1つ目のグルー
プは，種間平方距離に依らず 0付近の値を取り，図 7の
(0, 0)付近に対応する対称な相互作用関係を構築している．
2つ目のグループは，種間平方距離に正の相関が見られ，
(0, aji), (aij , 0)の片利共生の関係を構築している．前者は
系の大規模化に，後者は相互作用の多様化にそれぞれ寄与
しているものと考えられる．行列要素値は 1万ステップで
250付近の値をとるものが見られ，期待した行列要素値の
持続的上昇が実現されていることを強調しておく．
次に，行列要素値 aij > 0のリンクだけを残して可視化

した有向グラフを図 8 に示す．矢印の方向は相互作用に
よる利得の流れを表している．この図から，シンプルな多
重スター型のネットワーク構造が形成されていることが確
認できる．中心に位置する青いノードで表される種がスー
パーハブとなっており，全ての種の増殖に貢献している．
この種に対する相互作用係数値は約 0.1～250に多様化し
ており，種間相互作用の多様性が増加しているのはこの影
響が大きい．右上に位置する青いノードで表される少数
種はハブとなっており，多数の種の増殖に若干貢献してい
る．これらの種に対する相互作用係数値は約 0～0.1の範
囲で多様化しており，多様化が同時に複数種に対して起こ
る可能性が考えられる．他の赤いノードで示される全ての
種は，スーパーハブ，ハブに対してのみ結合している片利
共生の受益集団である．ちなみに，aij > 1.2で有向グラ
フを作成すると，ハブ種のリンクのみが全て消え，完全な
スター型ネットワークとなる．

Table 4: Diversity of new Global.
種数　 235.53
系統数 235.50
Shannon指数 6.49
Pielou指数 0.88
相互作用分散 190.48

Fig. 5: New Global; Index transition.
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Fig. 6: New Global; Square distance and Matrix element.
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Fig. 7: New Global; Symmetry element.



Fig. 8: New Global; interaction network aij > 0.

5 おわりに

構成論的アプローチにより，群集アセンブリモデルにお
いて多様化を促進する要件を分析した．先行研究の代表的
な 3つの群集構成法を詳細に検討し，導入する種の類似度
が系規模の変動要因として考えられる根拠を示した．先行
研究では変異の範囲を局所的にした群集構成法で系が大規
模化することが知られているが，これは類似度を調整する
方法の 1つとして考えられること，また他の調整法によっ
ても持続的に系が大規模化する可能性があることを明らか
にした．変異を想定した既存モデルの生態系構造が，ノイ
ズを与える際の影響範囲を変えても類似している点を指摘
し，これらの生態系に駆動しているメカニズムから系の大
規模化を司る設計要因をまとめた．また，既存の群集構成
法では種の豊富さと相互作用の多様性に制約がある可能性
を指摘し，この問題を解決した上でモデル生態系における
生物多様性評価の要件を全て満たす群集構成法を 1つ示し
た．そして，この群集構成法によって構築される生態系の
構造を分析し，極めてシンプルな多重スター型構造をとる
ことに触れた．本稿の最後に示した群集構成法によるモデ
ル生態系において，特定の種に特殊化が集中する要因を明
らかにすることを今後の課題としたい．
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