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This paper aims at clarifying the influences of the use of multiple cues in mate choice on sympatric speciation. We con-

structed an agent-based model of sexual selection in which a female makes a choice of her mate based on the average degree

of coincidence between the males’ multiple cues and her corresponding preferences. From the evolutionary experiments, we

found that the runaway processes toward the opposite directions of exaggerated cues and preferences occurred when the

intensity of natural selection was low, which resulted in a stable reproductive isolation of sub-populations. Furthermore,

we argue the relationship between multiple cues during the repeated occurrences of the separation and concentration of the

population when the intensity of selection was intermediate.

1 はじめに

　異性を巡る競合によって生じる生存競争は性選択と呼ば
れ，配偶者を選択する際の選り好みが進化に与える影響に
ついて，様々な議論がなされている [1]. その中でも，地理
的な隔離がない状況で生じる種分化である同所的種分化に，
選り好みが与える影響について議論されている．つまり，同
じ場所に存在し，互いに交配相手の候補として遭遇し得る
個体群であっても，選り好みによって特定の相手 (サブ集
団) のみと交配する状況が生じればサブ集団間に遺伝的交
流がなくなり (交配前隔離) ，種分化が生じうるということ
である．たとえば，アフリカのヴィクトリア湖に生息する
魚であるシクリッドが，同所的な環境できわめて短い時間
で爆発的な種分化 (適応放散) が生じた過程について，体色
などの選り好みに基づく交配前隔離がその仕組みを説明す
る候補の一つとして議論されており，選好の遺伝的性質な
どについて調べられている [2].

選り好みが同所的種分化に与える影響に関して，特に，配
偶者の生態的な適応性の直接の指標ではないキューの選り
好みに関して生じるランナウェイプロセスが与える影響に
ついて論じられている．オスのキューのある特徴 (大きさや
色など) を好む遺伝的特性を持つメスの頻度が何らかの要因
(遺伝的浮動や他の選択圧，環境の影響など) で増加した状
況を考える．それらのメスが好みの特徴を持つオスを配偶
者に選ぶことは，子孫のキューと選好に関する遺伝子の相
関を高める．その結果，次世代では好みのオスを選ぶことが
同時に自身の選好の遺伝子を選ぶ結果になる傾向が強まり，
その次の世代での選好の遺伝子頻度の増加をもたらす．こ
の過程が繰り返されることで，キュー自体には直接の適応
性がなくても，キューと選好が対になって同時に集団中に
広まっていく過程がランナウェイプロセスである．Higashi

らは，両極端な状態を取り得るオスのキューとそれに対す
るメスの選好が進化するモデルを構築した [3]. このモデル
では，オスのキューとメスの選好は遺伝的に決まる正また
は負の整数で表され，メスは両者の積に応じて指数関数的
にオスを選びやすくなる．実験の結果，性選択圧が強く自
然選択による淘汰圧が弱い場合，正または負のキューと選
好の組に関してランナウェイプロセスが同時に生じ，同所
的な棲み分けが生じうることが示された．一方で，このよ
うな過程で種分化が生じるかどうかは，双方向の進化のきっ
かけとなる遺伝的多様性が十分かどうかに大きく依存する
など，発生の条件が厳しいことも指摘されている [4].

本研究では，ランナウェイプロセスに基づく同所的種分
化を引き起こす遺伝的多様性をもたらす要因として，複数の
キューを利用した選り好みに注目する．近年，多くの生物が
複数のキュー (選択の基準となる形質や振る舞い) を用いて
配偶者選択を行っていることが明らかになっており，キュー
間の関係やその適応的意義が注目されている [5]. たとえば，
クジャクでは，目玉模様の数などの羽の特徴を選択に用い
ているとの従来知見に対し，それ以外のキューも利用され
ているという新たな報告がなされている [6]. 先に挙げたシ
クリッドでもその体色よりも臭いを種間の識別に利用する
種があることなども指摘されている [7]. Pomiankowskiら
は，複数のキューとその選り好みが進化する量的形質の遺
伝モデルを構築し，極端なキューほど特に選ばれやすく，選
り好みにコストがかかる場合，ランナウェイプロセスが各
キューと選好の組に関して交互に生じるサイクリックで多
様な進化の過程が生じうることを示している [8]. これは，
複数のキューに基づく性選択の過程が，双方向のランナウェ
イプロセスのきっかけとなる遺伝的多様性を生み出しうる
ことを示唆するものと考えられる．しかし，利用可能な複
数のキューの存在やそれらの関係が同所的種分化にもたら



す影響について，これまで議論は十分でなかった．

そこで，本研究は，複数のキューを配偶者選択に利用す
ることと同所的種分化との関係，特に，ランナウェイプロ
セスによって生じるすみ分けと選り好みされるキューの流
行のダイナミクスの理解を目的とし，前述の Higashi らの
モデル [3] を複数のキューを配偶者選択に用いるよう拡張
し，さらに突然変異を導入した個体ベースモデルを構築し，
実験と解析を行った．

2 モデルの概要

2.1 個体の遺伝子表現

　オスまたはメスからなる 2つの集団を考える．オスN個体
からなる集団における各個体には，Fig. 1に示すように，m

個のメイティングに用いるキュー
˘

ci | i ∈ N, 1 ≤ i ≤ M
¯

があり，それぞれの値が，選り好みする際の手がかりとし
て用いられる鳴き声，体色などをあらわす．

各キューの形質値 ciを決定するのは，m 個の遺伝子座上
にそれぞれ 2つずつ存在する遺伝子であり，それぞれ－１，
０，＋１のいずれかの整数値を取る．キューはオスのみに
発現し，その遺伝子発現は相加的であり，遺伝子の値の総
和がキューの形質値 (−2m ≤ ci ≤ +2m) となる．キュー
は中間的な値を境に正または負の両極端な値を取ることが
でき，たとえばグレーの体色を中間にして白からと黒まで
とりうる状況に対応づけられる．

メスN 個体からなる集団における各個体には，Fig. 1の
ように，m個のメイティングに用いる選好

˘

pi | i ∈ N, 1 ≤
i ≤ M

¯

があり，それぞれの値が，対応するキューへの好
みをあらわす．各選好 pi を決定するのは，m 個の遺伝子
座上にそれぞれ 2つずつ存在する遺伝子であり，それぞれ
-1, 0, +1のいずれかの整数値を取り得る．選好はメスのみ
に発現し，その遺伝子発現は相加的であり，遺伝子の値の
総和がメイティングに用いる選好 (−2m ≤ pi ≤ +2m) と
なる．これは，前述の両極端のキューに対して，どちらを
どれほど好むかを表している．

Fig. 1: メイティングに用いるキュー, 選好と遺伝子表現

2.2 自然選択とメイティング

　本モデルでは，オスの個体に対し，自然選択による淘汰圧
(捕食される危険性，栄養不足による死亡) が極端なキュー
ほど強くかかるものとして，オスの繁殖可能年齢までの生
存確率を次のように定める．
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ここで，ω は自然選択による淘汰の強さを表すパラメータ
である．つまり，オスはキューの絶対値が大きいほど自然
選択により生殖可能年齢まで生き残りにくい．繁殖可能年
齢まで生存したオスのみが，メイティングに参加し，繁殖
する可能性を持つものとする．

メイティングは，すべてのメスと，繁殖可能年齢まで生存
したオスとの間で行われる．メスはすべてのオスに対して
評価をし，その評価値に比例する確率で 1個体のオスを選
択し配偶者とする．その際の評価値は，次のように定める．
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ここで，αは選り好みの強さを表すパラメータ，ci はオス
のキュー，pi は対応するメスの選好である．これは，メス
はオスのキューと自身の選好の傾向（符号）が一致してい
る場合，両者が大きいほど指数関数的に高く評価し，一致
しない場合は両者が大きいほど低く評価することを表して
いる．

2.3 世代交代

　以上のメイティングを各メス個体が行った後，オスとメ
スのペアはそれぞれ 2個体の子孫を残す．メスは 1回のみ
繁殖，オスは複数回選択され，複数のメスとの間に子を残
す可能性がある．各親は，各遺伝子座からランダムに一つ
ずつ選んだm 個の遺伝子を子孫に伝える．その際，各個体
の各遺伝子について，一定の確率 pmut で突然変異が生じる
ものとする．突然変異は遺伝子の値が他の値に置き換わっ
てしまう (−1, 0, +1のうち，遺伝子の現在の値以外のどち
らかの値をランダムにとる) ものとする．

3 実験結果

　以上のモデルを用いて 1000世代に渡って実験を行った.

今回はパラメータ設定としてすべての実験で，個体数N =

1000, キューと選好の種類数M = 2, キューと選好を決定
する遺伝子座の数 m = 5 を用いた. また，初期集団とし
て，Fig. 2にキューの頻度分布が示されるような，すべて
のキューと選好を決定する遺伝子が (−1, 0, +1) いずれか



Fig. 2: 初期集団 (1世代)のキュー
の頻度分布　　　　　　　

Fig. 3: 4 集団に分化したときの
キューの分布の典型例 (ω = 15.0)

Fig. 4: 3 集団に分化したときの
キューの分布の典型例 (ω = 12.0)

のランダムな値からなる個体群を用いた．

3.1 自然選択による淘汰の影響

　自然選択による淘汰圧 (極端なキューを持つ個体の死亡
率の高さ) が，集団の分化ダイナミクスにどう影響するか
を調べるため，淘汰圧を表すパラメータ ω が異なる設定で
実験を行った．パラメータには，選り好みの強さを表すパ
ラメータ α = 0.4, 突然変異率 pmut = 0.001 を固定して用
い，ω の値のみを変更している．

Table 1は，各 ω での，各世代でのオスすべての 2個体
の組み合わせに関して，個体間での 2つのキューの値を軸と
するキュー平面上の距離を計算し，その 1000世代の平均値
を出したものと，メスすべての 2個体の組み合わせに関し

Table 1: オスの個体間でのキュー平面上の距離の平均とメ
スの個体間での選好平面上の距離の平均

距離の平均
ω オスのキュー メスの選好

15.0 1.22 × 101 6.17 × 100

14.0 1.21 × 101 6.03 × 100

13.0 1.16 × 101 5.76 × 100

12.0 1.15 × 101 5.87 × 100

11.0 1.10 × 101 5.52 × 100

10.0 1.08 × 101 5.50 × 100

9.0 9.64 × 100 4.85 × 100

8.0 6.21 × 100 3.81 × 100

7.0 4.05 × 100 2.96 × 100

6.5 2.35 × 100 2.31 × 100

6.0 1.87 × 100 1.89 × 100

5.0 1.85 × 100 1.99 × 100

4.0 1.71 × 100 2.04 × 100

3.0 1.66 × 100 2.56 × 100

2.0 1.06 × 100 2.94 × 100

て，個体間での 2つの選好の値を軸とする選好平面上の距
離を計算し，その 1000世代の平均値を出したものの，それ
ぞれ 10試行の平均である．表から，ω が高いほど，キュー，
選好共に距離が大きいことがわかる．これは，自然選択によ
る淘汰圧が弱いほど，分化しやすいことを示している．ま
た，全体としても，キューの距離の方が，選好の距離より
も大きいことがわかる．このことは，オスのキューはメス
によって直接的に選択圧がかかるのに対し，選好には間接
的にしか働かないためであると考えられる．

より詳細には，ω の値が小さくなる (自然選択による淘
汰圧が強まる) のに従い，集団の挙動は次のような傾向で
あることがわかった．自然選択による淘汰圧が弱い，ω =

15.0, 14.0, 13.0 付近では，集団は主に 4つのサブ集団に分
化して安定するという傾向があった．Fig. 2 は初期集団に
おける各オスが持つキューの頻度分布，Fig. 3 は 4つのサ
ブ集団に分化したときの分布の典型例を示したものである．
なお，本稿ではキューの分布のみ示し選好の分布は省略す
るが，基本的にはキューの分布と同様の傾向であった．Fig.

2に示される初期集団におけるキューと選好の多様性が，各
軸の正負方向へのランナウェイプロセスをもたらし，交配
前隔離によるすみわけが生じて Fig. 3 のように 4つのサブ
集団に分かれた．このとき，ごくまれに 1つの集団が絶滅
して 3集団になることがあっても，生じた隙間には新しく
サブ集団が分化してくることからすぐに 4集団に戻るとい
う様子が見られ，4集団の状態が安定であった．

ω = 12.0 ～ 7.0 では，集団は基本的に 2 · 3 · 4 の複数の
サブ集団からなる状態を行き来する傾向があった．Fig. 4

は ω = 12.0 の場合の，3集団に分化したときの典型的な様
子を示したものである．自然選択による淘汰圧が強くなる
に従い，極端なキューをもつことにはコスト (自然選択によ
る死亡率の増加) がかかるため，各集団の確率的な絶滅が
比較的多く生じ，安定した分化状態が維持されにくくなっ
たものと考えられる．ω が大きいほどより多くのサブ集団



Fig. 5: 各キューの平均と，すべてのオスのキューの組み合わせに関する距離の平均 (ω = 6.5)

に分化している傾向があり，逆に ω が小さいほど分化数が
少なくなり，ごく一時的に 1集団になる場合もあった．

自然選択による淘汰圧が強い ω = 6.5 ～ 4.0 付近になる
と，2集団への分化と 1集団への収束が繰り返される，複
雑な系の挙動が観察された．1集団へ収束した状態では，ラ
ンナウェイプロセスでキューの特徴が正反対の方向へ進化
する，キューの流行と呼べる過程が観察された．この過程
の途中で，もう一方のキューに関してもランナウェイプロ
セスが生じた場合，2 集団ヘ分化が生じてしばらく安定化
する傾向が見られた．この過程については次節で詳しく解
析するが，ω が小さいほど分化の過程が生じにくい傾向が
あった．

自然選択による淘汰圧が極めて強い，ω = 3.0, 2.0 では，
集団の特徴が初期状態から変化しなかった．このあたりの
条件では，極端なキューに対する淘汰圧が高すぎるために，
集団は中央付近の空間でしか生存できず，その結果，初期
状態と同じような分布が見られた．

以上から，オスの極端なキューに関する自然選択による
淘汰圧が十分弱い場合には，集団が 2つのキューに関して
安定して分化が生じること，自然選択による淘汰圧が比較
的強い場合には，キューの流行と分化という 2つの過程が
繰り返されることが判明した．

3.2 集団の分化・収束と流行の発生

　前の節では，自然選択による淘汰圧が弱いほど，多くのサ
ブ集団への安定したすみ分けが生じることがみられた．一
方，自然選択による淘汰圧が強くなるに従い，集団全体の
挙動は不安定化し，特に自然選択による淘汰圧が比較的強
い場合には，選り好みされるキューが移り変わったり，2集
団への分化と 1集団への収束を繰り返す複雑な進化が観察
された．この条件では，複数のキュー間の関係が進化に大
きく影響していると考えられるため，特にこのダイナミク
スに注目し詳細な解析をおこなうこととした．なお，実験
のパラメータには α = 0.4, ω = 6.5, pmut = 0.001 を用
いた．

Fig. 5 は，ある試行における，各世代での各キューの
平均と，すべてのオスのキューの組み合わせに関する距離
の平均を計算し，時系列で示したものである．この図から，

キューの距離の推移は，初期数十世代をのぞく 1200 世代
付近までのように 2前後の小さな値を推移している状態と，
その後 1200世代から 1800世代までのように大きな値を推
移する状態に分けられることがわかる．前者では，各キュー
の平均がほぼ最大値 (+10) または最小値 (−10) に近い値
となっており，1集団に収束していることがわかる．また，
各値は時折最大値・最小値の間を入れ替わっていることも
わかる．これは選り好みされているキューが移り変わると
いう意味での流行が発生していることを示している．後者
では，各キューの平均値は中程度の値をとった．これは少
なくとも一方のキューが最大値・最小値に近い値に分かれ
て分布しており，すみ分けが生じていることを示している．
同様のすみ分けは 2600世代から 2800世代付近にかけても
生じていることもわかる．

次に，これら変化が生じている世代に注目し，集団の分
化ダイナミクスを詳細に説明する．Fig. 6 は，それぞれ 90，
326，1204，1213，1683世代における，オスのキューの分
布とオスの適応度地形である．オスの適応度地形とは，各世
代において，キュー平面の各座標に対応するキューを持つ
オスが次世代に残しうる子孫の期待値をプロットしたもの
である．具体的には，各オスの自然選択での生存率に，各メ
スがその個体を選ぶ確率の総和をかけた値を適応度とした．
一般には，集団は地形の低いところから高いところへ進化
すると考えられるが，このモデルでは地形はメスの選好性
に依存するため世代を通して変動する．適応度地形は，期
待値が高いほど明色で，期待値が低いほど暗色としている．

すみ分けと単一集団への収束が繰り返し生じるダイナミ
クスは以下の通りである．まず，Fig. 2のような初期分布に
おける遺伝的多様性をきっかけに，キューの双方向へのラン
ナウェイプロセスが働いて両極端なキューを持つ 2集団へ
進化したが，安定せずにごく早い世代で Fig. 6a (90世代)

のように，ほぼすべてのオスのキュー 1が (−10)，キュー
2が (+10)である 1つの集団に収束した．

集団が 1つになると，すみ分ける必要がなくなって遺伝
的浮動の力を受けやすくなるため，両キューが最も極端な
値の状態から少しずれた個体が確率的に生じる．Fig. 6c

では，キュー 1の値が少し正方向にずれた個体がわずかに
存在しており，適応度地形上ではキュー 1の正の方向に向
かって高い領域ができている．これがきっかけとなり，Fig.

6b - 6d (320 - 345 世代) のようにキュー 1 のみが正の方
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Fig. 6: オスのキューの頻度分布とオスの適応度地形



向に向かってゆっくりと動くランナウェイプロセスが生じ，
両キューが (+10) である集団に至った．また，このとき，
キュー 2の正方向の選り好みがどの個体にも一様に強く働
くため，キュー 1方向の選択圧が相対的に弱まってランナ
ウェイプロセスが比較的ゆっくりしたものになり，分化せ
ずに集団全体が移動する場合がほとんどであった．同様な
過程がおよそ 800世代に渡って繰り返された．

1200 世代付近では，Fig. 6e (1204 世代) のように分布
がキュー 2に関してゆっくり中心に至った状態から，それ
まで (+10)に収束していたキュー 1についても分布が負の
方向に広がり始め，キュー 1の負の方向へのランナウェイ
過程が生じた．このとき変化の過程は素早く，一部の集団
が元の正の位置に残ったままであった．その結果，1213世
代の Fig. 6f に見られるように集団が分化した．このよう
な分化を伴うランナウェイプロセスは，もう一方のキュー
の分布が中心にある状況で頻繁に生じた．これは，Fig. 6e

の適応度地形で高い領域が平面の中心まで広がっているこ
とからわかるように，一方のキューに関する選り好みが弱
い状況ではもう一方のランナウェイプロセスが容易に生じ
やすいためであると考えられる．

その後，2 集団は不安定な増減を繰り返しつつも，Fig.

6g (1683世代) のように，両者が対角方向へ進化し，比較
的安定な状態になった．各集団が互いに距離を置く方向へ
進化していたのは，サブ集団が対角方向に位置した方がす
み分けがうまくいくためであったと考えられる．実際，適
応度地形を見ると対角方向 (左上・右下) で高くなっている
ことがわかる．しかし，両方のキューが極端なほど自然選
択の影響が高まること，また，正のフィードバック (いった
ん多数派ができるとその方がより広まりやすくなる) が働
きうることから，確率的に片方が絶滅し，Fig. 6h (1917世
代) のように，1集団に戻る．このようにして，キューの流
行とすみ分け，単一集団への収束を繰り返す結果となった．

4 おわりに

　本稿では，複数のキューに基づく配偶者選択が同所的種分
化に与える影響を明らかにすることを目的とし，個体ベー
ス進化モデルに基づく実験と解析を行った．

実験結果から，オスの極端なキューに関する淘汰圧が小
さい場合，各キューに関して複数方向へのランナウェイ効
果が同時に働いて，最大 4つのサブ集団への生殖隔離が安
定して生じることが明らかになった．一方，淘汰圧が比較
的強い場合には，1集団から 2集団への分化や一方の絶滅
による収束，1集団で選り好みされるキューが移り変わる流
行のような現象が繰り返し生じる複雑な進化が観察された．

解析の結果，流行の過程で両キューの特徴が正反対な状
態に至る際には，両者が同時に進化するのではなく，いっ
たん一方に関してランナウェイプロセスが生じ，続いても

う一方にも生じることがわかった．これは，複数の特徴を
持つような複雑で極端なキューが進化する過程では，それ
ぞれに関して徐々にランナウェイプロセスが生じている可
能性があることを示唆している．

また，あるキューに関するランナウェイプロセスによっ
て生じる集団の分化は，もう一方のキューに関する性選択
圧が弱いときに生じることもわかった．これは，種分化の
きっかけとなるすみ分けの発生において複数のキュー間の
関係が重要な要因となることを示唆していると言える．

今後の課題として，自然選択による淘汰圧の異なる各条
件に関するより詳細な解析やキューや選好間の明示的な制
約を導入した実験などを検討している．
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