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シノプシス

昆虫の空間分布集中性がどのように生じ，その結果として個体群動態にどのような影響

を及ぼすかについて，モデルを作成することにより検討を行った。

昆虫個体群がコロニーからなると考え，そのコロニーがアロメトリー（相対成長）的に

成長するという単純な仮定をおくことにより， Taylor'spower lawなど実際の空間分布に

関する経験則が説明できることを示した。

分布集中性は単一種個体群システムにおいて一般に個体群動態を安定化させる作用を持

つことを示した。さらに，より複雑な虫媒性のイネ縞葉枯病の疫学システムにおいて，媒

介虫の分布集中性は病気の発生を安定化させることを示した。

食草が不連続に分布している環境では，その上で生活する食植性昆虫の空間分布がより

集中化し，その結果としてその個体群動態は安定化しやすくなることをモデルおよび野外

実験の両面から示した。
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序論
になってきた。 Hassellら(1973)は捕食者一被食者系に

ついて取り扱い，捕食者の被食者に対する攻撃圧が集中

昆虫の空間分布は次の 2種類の空間分布の複合 していれば系は安定化しやすいことを示した。この系統

(compounding)からなっていると考えることができ のモデルは， 1990年頃に大きく発展し，実際にデータに

る。 適用されるまでになった(Hassellら， 1990など）。一方，

(1) 昆虫が利用する資源の空間分布 これとは少し別の系統のモデルが「メタ個体群」という

(2) 資源あたりの昆虫数の空間分布 キーワードとともに1990年頃から多用されるようになっ

たとえば，モンシロチョウ Pieris rapae crucivora てきた (Hanskiら， 1997)。このモデルはもともとは

Boisduvalの湯合にはキャベツ Brassica oleracea Lin-

naeusやイヌガラシ Rorippaindica (L.) Roehrなどのア

プラナ科植物個体が幼虫の食料としての資源単位とな

る。それら食料資源は空間的に集中して分布しており，

多くの場合，資源の「島」を形成している。これら資源

の島は「資源パッチ」と呼ぶことができるであろう。一

方，資源パッチあたりの昆虫数の分布もほとんどの場合

は集中分布である。たまたま多くの個体が存在する資源

パッチもあれば，ほとんど個体の存在しない資源パッチ

もある。ただし， (1), (2)の二つのレベルの空間分布は

相互に独立ではなく，一般に(2)は(1)に大きく影響され

ていると予想される。

これら空間分布が昆虫個体群の時間的動態に大きな影

響を与えているという可能性は古くから示唆されてき

た。古典的な Huffaker(1958)の実験は(1)の資源の空

間分布の影響に関する研究例として位置づけることがで

きるであろう。彼はオレンジーハダニーカプリダニ系を

用いて個体群動態の持続性について実験を行った。ハダ

二の資源であるオレンジの空間配置やハダニ，カブリダ

二の移動率についてさまざまな工夫を凝らしたところ，

系の空間構造を非常に複雑にした場合にのみ安定した個

体群動態が見られた。このような実験的研究が進む一方

で， 1970年頃からは理論的な研究も盛んに行われるよう

Levins (1969)のアイデアに由来するモデルであり， (2)

の資源あたりの個体数について資源パッチ内に個体が存

在するかしないかという二値化に基づいて議論を行う点

にその一つの特徴がある。ただし，いずれの系統のモデ

ルもその一般性においてはまだ不十分な点が多い。

本研究では，このような「資源の空間分布一昆虫の空

間分布」の階層構造を念頭に置きながら，昆虫の空間分

布がどのように決定されるのか，そして，それが昆虫個

体群の時間的な個体数変動にどのように影響を与えるか

について，より一般的な形での考察を試みる。まず第 1

章では，資源あたりの昆虫の分布の集中性がどのように

形成されるのか，そのメカニズムについてモデルを考え

る。第2章では，単純な単一種個体群のケースを取り上

げ，資源あたり個体数の集中性が個体群動態にどのよう

な影響をもたらすかについてモデルにより考察する。第

3章では，具体的な事例として虫媒性のイネ縞葉枯病の

疫学システムを取り上げる。媒介虫の空間分布を組み込

んだモデルを構築し，これを野外データにあてはめ，媒

介虫の空間分布集中性が病気の発生を安定させることを

示す。第4章では，昆虫の資源あたりの分布がなぜその

ように集中しているのか，その進化的な理由について議

論する。第 5章では，資源の空間分布の影響について取

り扱う。資源の不連続性が昆虫の資源あたり空間分布の
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集中性をもたらし，その結果として個体数変動を安定化

させうることをモデルと野外実験の両面から示したい。

なお，本論文は京都大学大学院農学研究科に提出した

学位論文を一部修正加筆したものである。

I 空間分布の形成機構

1 . はじめに

空間分布が個体群動態に及ぼす影響について考察する

前段階として，本章ではまず昆虫の空間分布が形成され

る過程についてモデルを考える。昆虫の空間分布は簡単

のため区画あたり個体数 X のサンプル平均値(m)とサ

ンプルバリアンス (sりによって要約されることが多い。

翌は mの増加に伴って増加することが知られている。

Bliss (1941)は両者の関係を記述するために二つの式を

用いた。

2 b s =am 

s2=cm+dm2 

、
ー
、
｀
ー
、

1

2

 

．

．

 

l

l

 

、
,
_
｀
｀
'
ー

ここに a,b,c,dは定数である。式 (1.1)はTaylor's

power lawと呼ばれている式であり，対数スケールでは

直線関係で記述される (Taylor,1961)。

log(s2) = log(a)+ blog(m) 

． 
m= a +/3m 

(1.3) 

式 (1.2) は Iwao's み—m regressionとよばれる直線関

係で表すことができる (Iwao,1968)。

(1.4) 

ここにはんは Lloyd(1967)によって提案された平均こみ

あい度のサンプル推定値であり.m=m+(s2/m)-1, a= 

c-1, {3=d+lである。式 (1.1)と式 (1.2)は多くの生

物の平均ーバリアンス関係を記述することができる。そ

のため，これらの式はサンプリング計画を構築する際の

汎用ツールとして用いることができる (Iwaoら， 1968;

Kuna, 1969 ; Green, 1970 ; Iwao, 1975 ; Kuno, 1976 ; 

Routledgeら1991)。しかしながら，生物的な情報に関し

ては二つの式のもつ意義はかなり異なっている。 Iwao

(1968)は式 (1.2)を導く生物的モデルを発見した。し

たがって，式 (1.2)をデータに当てはめてそのパラメー

ターを推定することにより，生物的な情報，たとえばコ

ロニーサイズやコロニーの分布の集中度といった情報を

得ることができる。ところが式 (1.1)のパラメーターか

らは，そのような生物的な情報を得ることはできない。

式 (1.1)を導くためにさまざまなモデルが今までに提案

されてきたが，それに十分に成功した解析モデルはまだ

存在しないからである (Taylorら， 1977; Andersonら，

1982 ; Gill isら， 1986; Hanski, 1987 ; Perry, 1988 ; 

Yamamura, 1990; Perry, 1994; Kendal, 1995)。本章

では，まず式 (1.2)を導く Iwao(1968)のモデルにつ

いて要約する。次に，この lwao(1968)のモデルの仮定

を改変することにより，式 (1.1)を生成するモデル「コ

ロニー拡大モデル」を導く。さらに，このコロニー拡大

モデルは，今まで二項サンプリングで経験的に用いられ

てきた「河野杉野式」も導くことを示す。このモデルに

基づいて式 (1.1)と河野杉野式の持つ生物的な意味につ

いても議論したい (Yamamura,2000)。

2 . lwao (1968)のモデル

ある区画に x匹の個体が存在する確率 P(x)は平均

μ, バリアンスダをもつ負の二項分布でしばしば記述さ

れる (Anscombe,1949)。

P(x)=[三―1][1+伶〕-k[ふr (1.5) 

ただし，ここに，べき係数 Kは負の二項分布のパラメー

ターであり，次式の関係にある。

2 

k= 
μ 

i'-μ 
(1.6) 

式 (1.6)のサンプル推定値の逆数 1/f =(s2-m)/m2は負

の二項分布における集中度指数としてしばしば用いられ

る。 Kは平均密度によって大きく変化することが多い

(Blissら， 1953;Blissら， 1958)。これは K一定の負の

二項分布では実際の生物の分布を十分には記述できない

ことを示唆している。 Iwao(1968)は一般化負の二項分

布を用いることによりこの問題を解決した（図1.1上）。

この一般化負の二項分布は次の仮定に基づいている。

(1) 個体群は区画を横切らないコンパクトなコロニーか

らなる。

(2) コロニーあたりの個体数の平均とバリアンスは一定

である。

(3) 区画あたりのコロニー数はべき係数一定(kco,)の負

の二項分布にしたがう。

氏olと<Teo,をそれぞれ区画あたりのコロニー数の平均と

バリアンスとし， μIndとIJ1n名をそれぞれコロニーあたり

の個体数の平均とバリアンスとする。このとき区画あた

りの個体数の平均(μ)とバリアンス (aりは一般化分布の

性質からそれぞれ，μ=比0屯Ind,(T=氏01IJ1na2 +μ,ni IJco.2で

与えられる (Pielou,1977)。さらに次のように変数を定

義する (Iwaoら. 1971) : 

μ=μ+(町μ)-1,
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なる。 Iwao(1968)はさらに，正の二項分布など一様分

布を含むより広いクラスの分布に関しても式 (1.2)が成

立することを示した。しかし．本章では単純のため集中

分布の領域(a~o. (:J~l) だけについて扱うことにする。

コロニー拡大モデル

◎
 • ＿ 

図1.1.個体群の生長過程に関するモデルの仮定の模式

固。円はコロニーとその密度の等高線を示す。

Iwao (1968)モデルでは，コロニーサイズを一定

に保ったままコロニー数が増加する（上図）。コ

ロニー拡大モデルでは，それとは逆に，コロニー

数を一定に保ったままコロニーサイズが大きく

なる（下図）。

ん。1=邸＋（品。i/~1)-l,
μ1ru1=μ1nd+(<r1nd/μ1nd)-l。

このとき次式を得る。

． 
μ=a+/3μ (1. 7) 

ただし， ここに

＊ 

a=μInd 

/3=μcoif. 邸 =1+(l/kco1) 

‘.,'、̀
'‘

8

9

 

．

．

 

1

1

 

、,‘、,̀
｀

tllndと知は一定であると仮定されているので，；とμ

の間に直線関係が成立することになる。したがって，も

しサンプルサイズが十分に大きいならば， m=μ,s2= 
a2, み=μであるから式 (1.2) と (1.4)を得る。

lwao (1968)のモデルを用いることにより，式 (1.2)

から生物的な情報を得ることができる。パラメーター

c(=a+l)はコロニーサイズと関係している。 1コロ

ニーが 1個体からなるとき Cは1であり，コロニーサイ

ズが大きくなるにつれて Cは大きくなる。パラメーター

d(=/3-1)はコロニーの分布の集中度と関係している。

コロニーがランダムに分布しているときには d=Oであ

り，コロニーの分布集中度が高まるにつれて dは大きく

3. コロニー拡大モデル

式 (1.1)はIwao(1968)のモデルの仮定を次のよう

に改変することにより導くことができる（図1.1下）。

(1) 個体群は一定数のコロニーからなる．コロニーはラ

ンダムに分布している核からそれぞれ独立に成長して

複数の区画にまたがることにより形成される。

(2) コロニーの占有面積が h倍に増加するとき，そのコ

ロニーの占有面積あたりの個体数密度がアロメトリー

（相対成長）的に V倍に増加する。ただし hとVは独

立な確率変数であり v:2::1,h:2::1である。

hとVをそれぞれ水平方向 (horizontal)な増加，垂直方

向(vertical)な増加と呼ぶことにする。アロメトリーは，

生物の体の二つの部分の測定値A,Bを得たとき，その

対数値 log(A)とlog(B)の間に直線関係が成立するとい

う関係に対してもともと用いられてきた概念である。生

物の体のある領域を考え，その領域内のすべての点が同

時に成長を行い，各点が横方向に一定倍に拡張する際に，

縦方向に別の倍率で一定倍に拡張するといった場面を想

定すれば，その領域の縦の長さ Aと横の長さ Bの間に

ァロメトリー関係が生じる。コロニー拡大モデルでは同

様な場面を想定し，コロニーの占有面積内の任意の点が

水平方向に一定率で拡張すると同時に垂直方向に別の一

定倍で拡張すると考える。いまコロニー数を Y,区画の総

数を zとする。区画あたりのコロニー数 (y/z)を一定に

保ったまま十分に広い空間 (z→oo) を考える。 nuを第

i番目のコロニーの第j番目の区画での個体数とすれ

ば，区画あたりの個体数の平均(μ)は

1 y z 

μ=-:l!:l! 
...l:'_lYZ 

nu=•-
Zi=lj=I Z Y 

:l! :l! nu i=lj=I 
(1.10) 

コロニーは空間に独立に分布していると仮定するため，

区画あたり個体数のバリアンス (a2)はそれぞれのコロ

ニーについてのバリアンスを足し合わせることによって

与えられる。

a2=f{lfnu2 1 z 
2 

i=I Z;=I 一〔z疋］｝
=1・ 乱含窟n記］ー-¼-·i[ぷ合〔窟nu『] (1.11) 

式(1.11)の右辺第 2項は Z→00において 0に収束する。

なぜなら (y/z)は定数であり，鍵かっこで囲まれた部分
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は1コロニーあたりの平均二乗和であり定数に近づくか

らである。したがって次式を得る。

IT X. 一
1 y z 

= z y[菜;n;;2] (1.12) 

単位時間後のコロニーの成長後の値をプライム(')で表

し，期待値を Eで表す。コロニーの成長後は，ある占有

領域における単位面積内の個体数は V倍になり，そのよ

うな領域の面積が h倍になる。したがって

叶謡n'u]=E(v)E(h)淫図nu

また，ある占有領域における単位面積内の個体数の二乗

値は炉倍になり，そのような領域の面積は h倍になる。

もしコロニーの占有面積が区画サイズよりも十分に大き

いならば，占有される区画数も h倍になる。この場合，

次の近似式を得る。

E[謡n'i]~E(炉）E(h)謡n記 (1.14)

今の場合は y→oo, z→00を考えるので，左辺の Eは削除

することができる。式(1.13),(1.14)を式(1.10), (1.12) 

に代入することにより次式を得る。

μ'= E(v)E(h)μ 

6心：：：：：E(炉）E(h)a2 

，

ー

、

）

5

6

 

1

1

 

．

．

 

1

1

 

，
ー
＇
、
．
＼

初期条件におけるμ と112をそれぞれ凶と 116で表す。

このとき， t時間後の平均とバリアンスは次式で与えら

れる。

μ=脚[E(v)E(h)]'

<T~cro[E(v2)E(h)]' 

(1.13) 

、
ー
、
｀
ー
、

7

8

 

1

1

 

．

．

 

1

1

 

（

（

 

式 (1.17), (1. 18) を組み合わせることにより tを消去

すれば，

2 a~aµ b (1.19) 

ここに

a=~ 四―b (1.20) 

b=⑰ 1[[~ げt)~!i叫ク芯，悶 (1. 21) 

E(v), E(h), E(炉）が定数であるから bは定数となる。

サンプル数が十分に大きい場合には， m=μ,翌=a2であ

るので， (1.1)式が得られ，そのパラメーター aとbは

それぞれ式 (1.20) と (1.21)で与えられる。式 (1.21)

はbが ln[E(h)],ln[E(v)], ln[E(炉）］の相対的な大き

さによって決まることを示している。式 (1.21)の値は

E(h)の増加とともに減少するため，その逆数 I/bはコロ

ニーの空間的な広がりの速度を示しており，したがって

これを個体の分散を示す指標として用いることができる

であろう。

hとVにばらつきがない場合には，式 (1.21)の近似

の妥当性は単純なシミュレーションによって示すことが

できる。この場合， E(h)とE(v)をそれぞれ hとVで表

すことができ， E(炉）は炉で表されるので，式 (1.21) 

は次式のように表現できる。

b= 
ln(h)+21n(v) 
ln(h)+ ln(v) 

この式を変形することにより

(1. 22) 

h= v1<2-oiHo-1i1 (1.23) 

密度の増加率 (hv) は

hv=v11i<b-OJ (1. 24) 

lOOOX 1000個の区画からなる広い空間を想定してシミュ

レーションを行った。それぞれの区画のサイズは 1X 1 

とする。一つのコロニーの個体の密度を円錐形で表現す

る。個体数は離散撮であるが，便宜上ここではそれを連

続量として扱う。特定の地点における垂線が円錐形と交

わる点の高さはその地点での個体の密度を示し，円錐形

の体積はそのコロニー内の個体総数を示す。初期条件と

して一つの円錐（体積 1,底面直径 1) を空間の中央の

区画の中央に置き，このコロニーをコロニー拡大モデル

に従って相対成長的に成長させた。それぞれのシミュ

レーションのステップにおいてそれぞれの区画内の個体

数を数値積分によって求めた。常用対数軸上 log10(m)で

0.5毎に計算結果を得るために，コロニーの個体数が各ス

テップ毎に !IO倍成長するようにした。加＝且すとな

るV値は式 (1.24)から v=(!IO)b-1で与えられる。こ

の値を式(1.23)に代入することにより h=(孔Q)2-bを得

る。 b=l.l,1.3, 1.5, 1. 7, 1.9となる h-vのペアにつ

いてシミュレーションを行った。医1.2は式 (1.22)によ

る近似がコロニーサイズの大きいときには非常に良いこ

とを示唆している。

4. 存在頻度率

存在頻度率 (1匹以上の個体が存在する区画の率）は

Iwao (1968)のモデルとコロニー拡大モデルのいずれに

おいても単純な形で与えられる。冗を 1個体以上が存在

する区画の率とし， Pをその推定値とする。 Iwao(l968)
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b = 1.9 
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9
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-゚1 

-2 

-3 

-4 

-5 

(1.27) 

1.7 

1.5 

-ln(l-P)=kco,ln[ 1 + m 
kco1μ1nd] 

コロニー拡大モデルにおいては，存在頻度率は次のよ

うに導くことができる。加を第 i番目のコロニーによっ

て占められる区画数とする。各コロニーは独立に分布す

るとし，十分に大きな空間(z→oo)を考えるので，

1.3 

1.1 

1一疇[1-詈〕＝転P[_1£.j__ 
i=l ~expH-声) .〕

E(w',);,:,E(h)w, 

-ln(l一冗')a::-[ln(l一冗）]E(h) 

(1.28) 

上式の対数をとれば，

-ln(l ー冗）＝ー•一
y l y 

z y ~W; 
i=l 

コロニーの成長後は，占有面積は h倍に大きくなる。も

しコロニーの占有面積が区画の大きさよりも十分に大き

いならば，コロニーの成長後は，占有区画数は近似的に

h倍に大きくなる。したがって，このとき，

(1. 29) 

(1.30) 

式 (1.30) を式 (1.29) に代入することにより，

(1. 31) 

-5 -4 -3 -2 

log10(m) 

ー1

゜
冗oを初期状態での冗としよう。すると t時間後の一ln(l

一冗）は

図1.2.コロニー拡大モデルのシミュレーションから計

算された平均ーバリアンス関係の例。点の脇の直

線は式 (1.22)から予測された傾きを示す。

のモデルでは， 1コロニーには必ず 1個体以上が存在す

ると仮定する場合には，個体が存在しない区画の率はコ

ロニーが存在しない区画の率と一致する。また，区画あ

たりのコロニー数の平均（氏01)は(μ/μInd)で与えられる。

Iwao (1968)のモデルではコロニー数の分布は負の二項

分布に従うと仮定されているので，式 (1.5)のμ とKを

それぞれ(μ/μInd)とkco,で置き換えれば，そのゼロ項から

個体の存在しない区画の率 (1-;r)を得ることができる。

l —• [ 1 +μrkco, 
kco屯Ind

サンプル数が十分に大きければ， P=冗， m=μ であるか

ら，上の式より次式を得る。

(1. 25) 

-ln(l一冗)::::: -[ln(l一冗o)][E(h)]' (1. 32) 

式 (1.17) と式 (1.32) を組み合わせることにより tを

消去すれば，

-ln(l -JC):::::: Ji炉

ただし，

(1.33) 

ここに

/=-[ln(l一冗o)]四―g (1.34) 

g= ln[E(闘悴盆[E(v

E(h)とE(v)は一定であるので gは定数となる。サン

プル数が十分に大きいとき p=冗'm=μ なので，式

(1. 33) より

(1.35) 

-ln(l-p)~Jmg (1.36) 

1-P=[l+ m ]— keo>

kco1μ1nd 

この式の対数をとれば

(1. 26) 

この対数をとれば log(m)に関する直線関係が得られ

る。

log[-ln(l-p)]:::::Jog(/)+glog(m) (1.37) 

式 (1.37)は河野ら (1958)とGerrardら (1970)によっ
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て経験式として発見された「河野杉野式」と一致する。

この関係式は，それが成立する理論的理由が今まで不明

であったが，経験的によく成り立つという実用上の理由

から，二項サンプリングから平均個体数を推定する際に

頻繁に用いられてきた（たとえばNachman,1984 ; 

Kuno, 1986 ; Ekbom, 1987; Nyropら， 1989;Binnsら，

1990 ; Schaaljeら， 1991;Fengら， 1992;Rouxら，

1992; Fengら， 1993)。gはE(h)の増加とともに増加す

るため，これを個体の分散に関係した大まかな指標とし

て用いることができるであろう。

存在頻度率を記述する際に， Iwao(1976) はIwao

(1968)のモデルを用いずに，個体の分布が負の二項分

布によって記述され，その Kが式 (1.2)に従って変化す

るというモデルを用いた。このとき式 (1.2)を式 (1.6) 

のサンプル推定値に代入することにより次式を得る。

5
 

4
 

3
 

（沿）
0

1
6
0
1
 

2
 

-゚1 

-2 

k= 
m 

dm+c-1 
(1. 38) -2 ー1

式 (1.38)を式 (1.5)に代入すれば，そのゼロ項から次

式を得る。

m -ln(l-p)= ln(c+dm) 
dm+c-1 

-ln(l -p)= am四ー1In(amb-1) 

(1. 39) 

Wilsonら(1983)は同様の考え方から存在頻度率を議論

した。彼らは個体の分布が負の二項分布に従うとし，そ

のKが式 (1.1)に従って変化すると仮定した。このとき

lwao (1976) と同様の手順により次式を得る。

(1. 40) 

式 (1.40) も個体数推定の際のツールとして頻繁に用い

られている（たとえばEkbom,1987 ; Nyropら， 1989;

Sloneら， 1998)。式(1.39),(1.40)は増殖や分散といっ

た生物的なプロセスに基づかないため，そういう意味で

これらは生物的なモデルではない。

5. 式の比較

図1.3はIwao(1968)のモデルとコロニー拡大モデル

の挙動の違いを例示している。静岡県柑橘試験場により

報告されたミカンハダニ Panonychuscitri (McGregor) 

のデータに式 (1.1) と (1.2) を当てはめた（静岡県柑

橘試験場， 1970,1971)。等分散性を改善するため，対数

変換後に最小二乗法を適用した (Taylorら， 1978;

Perry, 1981 ; Kuno, 1991)。この計算には統計パッケー

ジJMPを用いている (SASInstitute, 1995)。推定され

た式は s2= 8.234 m 1.525(r2 = 0. 982), s2 = 1.554 m 

+3.415記(r2=0.965)である。図1.3は一般に式 (1.2)か

ら予測される s2は式 (1.1)から予測される s2と比べて

0 1 

log10(m) 
2
 

3
 

図1.3.式 (1.1)と式 (1.2)から予測される平均ーバリア

ンス関係の比較。式はミカンハダニPanonychus

citriのデータに最小二乗法によって当てはめ

た。

中間領域の mにおいて小さくなることを例示している。

戸の値は，この例においては式 (1.1)の方が平均ーバリ

アンス関係の記述として優れていることを示している。

実際のデータを記述する際にいずれの式の方が優れてい

るかについて今までに多くの議論が行われてきた (Iwao

ら， 1971; Taylorら， 1978; Taylor, 1984 ; Kuno, 

1991 ; Routledgeら， 1991;Perryら， 1992)。それらの

結果は，一般に式 (1.1)の方が当てはまりの良いことを

示唆している。

式 (1.27), (1. 36), (1. 39), (1. 40)の挙動の違いは

図1.4に例示されている。等分散性を改善するために対数

に変換した後にミカンハダニのデータにこれらの式を最

小二乗法で当てはめた。式 (1.27), (1. 36)の推定式は，

-ln(l -p)=0.5921n(l + 1.151m)(r2=0.929), -ln(l-p) 

=0.33lm0・632(r2=0.958)である。式(1.39), (1.40)のパ

ラメーターの推定値は次のようである： c=2.031, J= 

l.939(r2=0.926), fi=6.200, ii =l.569(r2=0.961)。図1.4

は，式 (1.27)が予測する Pは，中間領域の mにおいて

式 (1.36)のそれよりも大きいことを例示している。式

(1. 39), (1. 40) による予測値はそれぞれ式 (1.27), 

(1. 36)のそれに非常に近い。これは，個体の分布は

Iwao (1968)モデルとコロニー拡大モデルのいずれにお
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式(1.40)ヽ 要因によって f尼のまわりに変動していることを示して
ッ
'

0.5 

゜

ー

5
 ゜

(
(
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'
L
)
 LIi
＇)0
 (
6
0
1
 

-1.5 

-2 

-2 -1 0 

log10(m) 
2 3 

図1.4.式 (1.27), (1. 36), (1. 39), (1. 40)から予測さ

れる存在頻度率の比較。式はミカンハダニ

Panonychus citriのデータに最小二乗法によっ

て当てはめた。

いても負の二項分布で記述できることを示唆しているか

もしれない。戸の値は，この例においては，式 (1.36) 

や (1.40) は式 (1.27)や (1.39) よりも記述式として

優れていることを示している。

式 (1.36) は，これを一般化線形モデルとして取り扱

うことにより，そのパラメーターをより信頼できる形で

いる。

6. 低密度時の挙動

lwao (1968)のモデルと異なり，コロニー拡大モデル

は低密度領域においては定義されない。このモデルは y

個の主コロニーが確立した後の個体群の成長を想定して

いるからである。コロニー拡大モデルのこの制約は空間

的プロセスが次の二つの相からなると仮定することに

よって取り除くことができるであろう。

(1) コロニーの創始個体が空間に入ってきてランダムに

分布する。

(2) それぞれの創始個体がコロニーを形成し，これらの

コロニーがコロニー拡大モデルにしたがって成長す

る。

第 1相においては個体の分布はポアソン分布で記述でき

るので s2=mの関係がある。第 2相においては，コロ

ニーサイズが十分に大きくなった後には翌=ambの関

係が生じる。第 2相の最初の頃にはコロニーの占有面積

は区画サイズに比して小さいので式 (1.14) は成り立ち

にくい。しかし，大まかな近似としては次式を用いるこ

とができるであろう。

2 b s =am 
2 s=m 

m>aum-•>1 
m立 1/(1-b)]} (1. 41) 

繰り返し指摘されてきたように，式 (1.1)は低密度範囲

に外挿すると必ず s2<mを予測するという非現実的な

性質を持っている (Kuno,1991 ; Leps, 1993)。Perryら

(1992)はこの問題を回避するために式 (1.1)を改変し

た二つの式を用いた。一つは式 (1.41)であり，もう一

つは次の Nelder'smodelである。

s2=m+qm" (1.42) 

推定することができる (McCullaghら， 1989;Liangら， ただし，ここに qとU は定数である。

1993)。与えられた m(μ ではなく）のもとで Pの誤差が 式 (1.2), (1. 41), (1. 42)を当てはめた例が図1.5に

過大分散二項分布 (overdispersed binomial distribu— 示されている。式を Mangel(1989)の図から読みとった

tion)に従うと仮定する。式 (1.36)の左辺は補対数一対 チチュウカイミバエ， Ceratitiscapitata WiedのJackson

数変換(CLL変換）と同等であるので，推定には SASの トラップデータに当てはめた。最小二乗法による推定値

procedure GENMODにおいて CLLlinkオプションを は以下のとおりである。式 (1.2):c=l.014, J= 

用いた (SASInstitute, 1993)。得られた最尤推定値は最 0.301(r2=0.900), 式 (1.41) : ii= 1.208, ii= 1.485(戸＝

小二乗法によって得られた推定式とほとんど同じであっ 0.912), 式(1.42):q=0.413, ii=l.810(r2=0.903)。こ

た：ーln(l-p)=0.342m0・510。Dispersionparameterの のデータにおいてはバリアンスー平均関係は鋭く折れ曲

推定値は3.393であり 1よりもかなり大きい。これは がっているように見える。式 (1.41)の戸は式 (1.2),

-ln(l-p)が一ln(l-7r)の周りを二項分布にしたがっ (1.42)のそれよりも少しだけ高い。 Perryら(1992)は

て変動するだけでなく，ーln(l-7r)自体も何らかの変動 文献から引用した20セットのデータに対してこれらの式
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図 1.5.式 (1.2), (1. 41), (1. 42)の低密度領域での挙

動の比較。Mangel(1989)からのCeratitiscapitata 

のJacksonトラップデータに最小二乗法によっ

て当てはめた。

を当てはめ，その当てはまりの程度を比較した。その結

果，式 (1.41) は10セットのデータにおいてもっとも当

てまりが良く，式 (1.2) と式 (1.42) はいずれも5セッ

トのデータにおいてもっとも当てはまりが良かった。（た

だし，かれらは式 (1.2)を2相型に改変したものを用い

た。）これらの結果は， 2相に拡張したコロニー拡大モデ

ルは実際の空間プロセスの一つの良い近似となっている

可能性を示唆している。

7. 議論

コロニー拡大モデルは今まで経験式として用いられて

きた二つの式 (Tayl<JJ"'spower lawと河野杉野式）を導

いた。これらの二つの式を組み合わせることにより，コ

ロニー拡大モデルのもとで生物的な情報を得ることがで

きる。一つの有用な指数はコロニーの水平垂直成長比I.

= ln[E(h)]/ln[E(v)]であろう。生物の分散力が大きいと

きI.は大きくなる。もう一つの有用な指数は V の相対

的なばらつき lv2=ln[E(炉）]/ln[E(v)]であろう。この

指標は，環境のばらつきや生物の個体差の大きさなどを

計量するのに役立つであろう。 bとgはI.とlv2の関数

として表現することができる： b=(l. + lv2)/(I. + 1)お

よびg=J./(I.+I)。また逆に I.とlv2をbとgの関数

として表すことができる： J.=g/(1-g)およびl,2=(b

-g)/(1-g)。パラメーターの推定値t;,含をこれらの式

に代入することにより 1.とl,2の推定値を得ることがで

きる。さきほどのミカンハダニのデータにおいては推定

値として i.=1,719,i,2=2.700が得られる。これらの推

定値は生物の分散性を比較する際に有効である。しかし，

コロニー拡大モデルは個体群の増加期を記述するが，現

段階ではそれは個体群の減少期には十分には定義されな

いことに注意しておく必要があるであろう。

Taylorら (1980)は，サンプル地点の距離が離れてい

る大スケールサンプリング (largescale samplings)に

おいては式 (1.1)のは bは2よりも有意に大きくなりう

ることを示唆した。平均値の増加の際のバリアンスのこ

のような急激な増加は Andersonら(1982)らのモデルの

ような伝統的な形の個体群動態モデルでは再現すること

ができない (Taylorら， 1983)。lwao(1968)のモデル

もこのようなデータに対しては当てはまりが悪い。式

(1.2)においてはバリアンスの増加率は平均の 2次の

オーダーを越えないからである。これに対し，コロニー

拡大モデルは，大スケールサンプリングで bがなぜ 2よ

りも大きくなりうるかについて一つの説明を与えること

ができる。式 (1.14)による近似は区画サイズがそれぞ

れのコロニーの占有面積よりも十分に小さい場合にのみ

有効である。もし区画サイズがコロニーの占有面積と比

較してあまりに大きいときには，たとえコロニーがその

占有面積を増加させても占有される区画数はほとんど増

加しないであろう。この場合，見かけ上の E(h)は真の

E(h)の値がいかなる値であっても 1に近くなる。 E(h)

=lを式(1.21)に代入すれば b=ln[E(炉）]/ln[E(v)]を

得る。この値は Vのバリアンスがゼロでない限り 2より

も大きな値となる。なぜなら V のバリアンスは E(炉）

-[E(v)]2で与えられるからである。すなわち大スケー

ルサンプリングにおいては Vのバリアンスがゼロでな

いかぎり bが 2よりも大きくなると期待できる。同様の

現象はシミュレーションによる計算からも示唆されてき

た (Hanski,1987 ; Sober6nら1987; Perry, 1988)。

同じ理屈から，区画サイズが大きくなるにつれて bが

大きくなることも予想される。いくつかの生物において

bのそのようなサンプリングスケール依存性が報告され

ている (Boagら， 1984; Mitchellら， 1987; Y amamur・

a, 1990)。さきほどのミカンハダニのデータにおいて隣

接する 9木のサンプル個体数データを合計して，その合

計値に関して頻度分布を計算すれば，最小二乗推定値と

して翌=2.113m1.soiおよびーln(l-p)=0.687°-<55を得る

(Yamamura, 1990)。9木あたりの密度における bの推
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定値 t;=1.801は1木あたりの密度における推定値 b=

1.625よりも大きい。一方， gに関しては， 9木あたりの

密度における推定値 g=0.455は1木あたりの密度にお

ける推定値 g=0.632よりも小さい。 9木あたりの密度

については ih=0.835およびね=2.470を得る。 9木あ

たりの jhは1木あたりのそれ ih=l.719と比べるとか

なり小さ <'9木あたりのねは 1木あたりのそれ iv2=

2.700とあまり変わらない。したがって，このミカンハダ

二のデータの場合，区画のサイズの増大に伴う bの増加

は，見かけの E(h)の減少によるものであり， vのバリア

ンスの増大によるものではないことが示唆される。

もし，経験式を導く生物的なモデルが存在するなら，

たとえその経験式の当てはまりが悪い場合でも，そこか

ら生物的な情報を得ることができる。たとえば式 (1.2)

の当てはめにおいて系統誤差が大きい場合には， Iwao

(1968)のモデルの仮定 (μInd一定といった仮定）のう

ちの少なくとも一つが実際の空間プロセスの近似として

は良くないことを意味している。これは平均密度の変化

につれて空間分布パターンがある意味で変化しているこ

とを示している (Itoら， 1986)。同様に，式 (1.1)の当

てはめにおいて系統誤差が大きい場合には，コロニー拡

大モデルの仮定 (ln[E(h)]/ln[E(v)]が一定であると

いった仮定）のいずれかが実際の空間プロセスの近似と

しては良くないことを意味している。このように，コロ

ニー拡大モデルは lwao(1968)のモデルと同様に，デー

タに対するあてはまりの良くないときでも一つの有益な

生物的情報を与えてくれるであろう。

II 単一種個体群における分布集中性の安定化作用

1 . はじめに

第 1章では，昆虫の集中分布がどのように形成される

かについてモデルを考えた。本章では，そのように形成

された集中性が，昆虫個体群の時間的動態にどのように

影響するかについて議論する。空間分布の集中性と個体

群動態の関係については既にいくつかのモデルが構築さ

れてきた。 DeJong(1979), Kuno(l983), Ivesら(1985)

は差分式に K一定の負の二項分布を組み込むことによ

り，空間分布の集中性の影響を調べた。これらのモデル

は，空間分布の集中性は昆虫の平均密度を低下させ，か

つ個体群の安定性をもたらすことを示唆した。ところが，

第 1章で議論したように， K一定の負の二項分布は実際

の空間分布の表現法としては不完全であり， Taylor's

power lawや Iwao'sm-m regressionがより優れてい

る。 Kuno(1988)はこれら二つの式を差分式に組み込む

ことにより，空間分布集中性の影響を，より現実に近い

形で考察した。その結果，空間分布の集中性は平均個体

数を低下させることが解析的に示された。しかしながら，

これらのモデルは特定の増殖率曲線を仮定しており，し

たがって，この結果がどれだけ一般性をもつかについて

はまだ十分には明らかではない。本章では，より一般的

なモデルを用いて分布集中性の影響について議論する。

まず，モデルの構造を定式化し，空間分布の集中性の影

響を Taylor展開近似を用いて一般的な形で表現する。

次にこの近似を用いて，集中性が，個体群動態の平均レ

ベルにどのように影響するかについて議論する。そして

さらに，集中性が個体群動態の安定性にどのように影響

するかについて示したい (Yamamura,1989)。

2. 空間分布集中性と増殖率の関係についてのモデル

(1) モデルの構造

z個の資源パッチからなっている空間に，世代の重な

らない昆虫個体群が生活している場面を考えよう。成虫

はこれらの資源パッチのうちの一つに定着して増殖する

ものとする。 nuを第 t世代の第 i番目のパッチで増殖

する成虫数とし，加を加の平均値とする。 x匹の個体

が存在したパッチから生産される 1匹あたりの次世代個

体数が関数f(x)で与えられるとする。このとき，第 t世

代の個体群の全体の増殖率 TTR,(Total Reproductive 

Rate)は次式で与えられる。

~{nば(na)}
TRR戸 •=I z 

~n,, 
i=l 

(2) 数値例

(2.1) 

まず，問題を数値例で示す。典型的な /(x)の例として，

ここでは図2.1の折れ線を用いる。もしパッチの大きさが

小さすぎなければ，個体数 xが小さいときには，そこで

の増殖率は最大値を実現するであろう（図2.1のAの部

分）。 xがこの範囲を越えれば，増殖率は Xの増加ととも

101-A ---1- B 、 I~C

8 

...,,. :.::-C: 6 

4 

2 

゜゚1 2 3 4 5 6 7 8 

n; 

図2.1.増殖率曲線f(x)の仮想例。
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表2.1. nttとTR凡の組み合わせの例。 f(x)として図2.1を仮定した
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゜0.5 
0.83 

に減少し，ゼロに至るであろう（図2.1のBおよびCの部

分）。そういう点で図2.1は増殖率曲線の一般的な形を表

現しているといえる。

表2.1は加の組み合わせと TRR,の関係の例をいく

つか示す。例 1においては，すべての加が 2であり，し

たがって， TRR,=f(m,)=8である。例 2と3は平均を

m,=2に保ったまま加にばらつきを与えたものであ

る。これらの例においては TRR,はf(m,)よりも小さく

なっている。平均を 4に保ったまま加にばらつきを与

えた場合にも同様の結果が得られる（例4, 5, 6)。し

かし， m,=6の場合にはこれとは異なる結果が得られ

る。この場合には空間分布が完全一様分布の場合には個

体群は直ちに絶滅する（例 7)。しかし，分布が集中して

いれば，たまたま n"が少なかったパッチにおいて一部

の個体が増殖することができる。すなわち，空間分布が

集中していれば TRR,はf(m,)よりも大きくなり，その

結果として個体群は全体としては存続しうる（例 8,9)。

(3) 一般的な近似

今の議論を Taylor展開近似を用いてより一般的な形

で表現しよう。f(x)は正確には xを正の整数とする離散

的な関数である。空間分布が完全に一様であるときには，

TR凡の値は図2.1に示されるような [O,/(1)]と隣接す

る[m,,f(m,)]をむすぶ折れ線上の値をとる。しかし，分

布集中性が TRR,に与える影響を解析的に調べるため

に，便宜上ここでは Xが連続であり f(x)が滑らかな連

続関数で与えられ微分可能であると仮定する。まず，式

(2.1) を次のように変形する。

1 z 1 
TRR戸ーL!f(nt1)+―cov[n",f(n")] 

Zi=I m, 

ただし，ここに cov[n",/(n")]は加と f(n")の共分散

を表す。 f(x)が微分可能であるため m,に関する

Taylor展開近似を用いれば上式は次のように近似的に

表現できる。

TRR,~[f(m,)+がar(n,,)/"(m,)]
1 +―var(n.,)/'(m,) m, 

= /(m,)+var(n,;)[ -¾;t'(m,)+蒻(m,)]
(2.2) 

ただし，ここに var(n")は加の分散を表し， f'(mふ

/"(m,)はそれぞれ関数f(x)のx=加における 1階微

分値と 2階微分値を表す。さらに，それぞれのパッチで

生産される総個体数に関する関数（すなわち xf(x)) を

F(x)と表そう。このとき，式 (2.2) はより単純な次式

で表現し直すことができる。

TRR,::::::f(m,)+var(n")[ 
F"(m,) 
2m, ] 

mt+l;;:;;F(m,)+var(nu)F"(m,)/2 

(2.3) 

ただし，ここに F"(m,)は関数 F(x)のx=加における

2階微分値を表す。空間分布が完全に一様のときは

var(n砂=Oであり，このとき式 (2.3)は近似ではなく正

確な値 TRR,=f(m,)となる。空間分布が集中したとき

に TRR,>J(m,)となるか TRRべ/(m,)となるかは

F"(m,)の値が正であるか負であるかによって決まるこ

とがわかる。また， TRR,=m,+dm, なので式 (2.3)は

次式のように表現することもできる。

(2.4) 

式 (2.3), (2.4)は後述の第6章の式 (6.1)からも導く

ことができる。

3. データヘの当てはめ

Bellows (1981)は，いくつかの差分型の増殖率式の表

現力を比較検討し， MaynardSmithら(1973)の次式が
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もっとも柔軟であることを示した。

/(x)= C 

1 +(ax)b (2.5) 

ここにa,b, cは定数である。ここではこの式を文献で

報告された実験データに適用し，分布集中性の影響につ

いて検討する。表2.2は最小二乗法で推定した /(x)のパ

ラメーターを示す。寄生蜂に関しては雌成虫の数を用い

た(a,c, d)が，他の例では雄雌を含めた全個体数のデー

タを用いた (b,e, f)。

図2.2は推定された曲線の典型的な例と，それに対応す

るF"(x)/ (2x)の値，すなわち /'(x)/x+/"(x)/2の値を

示す。 Callosobruchuschinensisのデータにおいては

F(x)を最大化する Xの値 (Xmax)が存在する。このタイ

プの増殖率曲線は Nicholson(1954)にちなんでしばしば

スクランプル型 (scrambletype)と呼ばれる。 Cryptoles-

tesのF(x)曲線にも Xmaxが存在するが， C.chinensisと

比較すれば曲線の曲がり方は緩やかであり，むしろ最大

値に漸近しながら単調に増加しているようにみえる。一

般に最大値に漸近するタイプの増殖率曲線はしばしばコ

ンテスト型 (contesttype) とよばれる。

増殖率は，成虫の産卵数，卵期の生存率，幼虫期の生

存率，成虫の性比や生存率といったさまざまな要素に

よって決定される。これらのコンポーネントの内の生存

率についての密度依存性だけを調べた文献は数多い。も

し，この生存率以外のコンポーネントに密度依存性が存

在しないならば，式 (2.5)の仮定のもとでは生存率は次

式で与えられる。

s(x)= c' 
1 +(ax)b 

(2.6) 

したがって，この場合には生存率の密度依存性のデータ

表2.2. 昆虫の増殖率についての式(2.5)のパラメーターの推定値

種名 a b C 実験密度 Xmax Xthr 
範囲

(a)Tガchogrammaevanescens 0.146 1.955 18.68 50 7 12 

(b)Callosobruchus chinensis 0.0148 1.535 21.70 768 101 186 

(c)HeterosPius prosopidis 0 .1034 1.245 24.92 96 30 57 

(d)Trichogramma japonicum 0.0525 1.847 4.92 128 21 37 

(e)Cryptolestes sp. 0.0421 1.170 29.36 128 108 209 

(f)Catha,rtus sp. 0.0834 1.125 47.78 128 76 149 

著者は以下のとおり。 a:SALT(l936),b:UTIDA(l941), c:UTIDA(l944), d:KUNO(l962), e-f:VARLEYら(1973)。

f(x) F(x) P'(x)/(2x) 
40n 

800 j~。
2 10・5 

C. chinensis ゜20-K 400 
＂ -2 10-s 

゜o1 -~ r o-. o1 . 80,0 -410-5 0 ． ． ． 

゜
400 800 0 400 400 800 

30-i 500 5 10・3 

Cryptolestes 
400 

2,0 :J 
0 100 

-5 10・3 
10 

＇ 
I ... 50 1 10-2 

゜
50 100 50 100 1 0 50 100 150 

図2.2.増殖率曲線の典型的な例。
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表2.3. 昆虫の生存率についての式(2.6)のパラメーターの推定値

種名 a b C 
， 

実験密度 Xmax Xthr 

範囲

(g) Rhizopertha dominica 0.792 1.197 1.496 20 4.9 9.5 

(h) Sitotroga cerealella 0.848 1.160 1.463 20 5.7 11.2 

(i) Plodia inteゅunctel/,a 0.00896 4,427 0.732 250 85 124 

(i) Lucilia cuprina 0.0274 3.203 0.808 240 29 45 

(k) Musca domestica 〇.000643 4.977 0.678 2560 1178 1687 

(l) Drosophila melanogaster 0.00646 3.037 0.845 300 122 194 

(m) Drosophila simulans 0.00717 6.799 0.728 300 108 ・146 

(n) Stegobium paneceum 0.110 〇.950 0.711 512 なし なし

(o) Lasioderma serricorne 0.0114 7.53 〇.806 1024 68 91 

(P) Tribolium con/usum 0.0116 3.12 0.610 130 68 107 

(q) Tribolium castaneum 0.0149 4.21 0.800 130 51 75 

著者は以下のとおり： g-h:CROMBIE (1944), i:SNYMAN (1949), j:NICHOLSON (1954), k:SULLIVANら(1963),

1-m:MILLER (1964), n-q:BELLOWS (1981)。

だけから a,bを推定して分布集中性が個体群動態に与

える影響を議論することができる。表2.3は生存率のデー

タに式 (2.6)をあてはめた結果である。 (n), (o). (p), 

(q)のデータについては Bellows(1981)の推定値をその

まま使い，それ以外のデータについては最小二乗法に

よってパラメーターを推定した。多くの場合には Xmaxが

存在し，生存率曲線はスクランプル型であることがこの

表に表れている。

加が極めて大きいときには一般に F'(m,)の値はゼ

ロ近くになるであろう。コンテスト型の場合には，曲線

の傾きF'(m,)は加の増加につれて正の値からゼロに

近づいてゆく。したがって 2階微分値 F"(m,)は常に負

であろう。一方，スクランプル型競争の場合には曲線の

傾き F'(m,)は加の増加につれて正から負に変化し，

そしてゼロに近づいてゆく。したがって， 2階微分値

F"(m,)は加の増加につれて必ず負から正に変化する

（図2.2を参照）。 Xmaxよりも大きい密度範囲の中に，

F"(m,)が負から正に変化する臨界値 (Xthr)が必ず存在

する。個体数が Xthrよりも小さければ，空間分布集中性

は増殖率を低下させ，個体数がXthrよりも大きければ，

空間分布集中性は増殖率を増加させる。表2.1において分

布集中性が TRR,が増加させる場合と減少させる場合

の二つのケースに分かれたのは，そこに臨界値 Xthrが存

在したためであることがわかる。なお，表2.2,2.3に示

されるように昆虫の増殖率にはスクランプル型が多いの

に対し，植物の増殖率にはコンテスト型が多いことが示

唆されている (Harper,1977)。これは植物では臨界値

Xthrは存在せず，分布集中性は常に増殖率を低下させる

効果を持つことを意味している。

4. 議論

分布集中性は増殖率に影響を与え，その結果として個

体群の平衡レベルや安定性にも影響を与えると予想でき

る。この様子は図2.3に模式的に示されている。たとえば

死亡率 d1がかかるとき，その結果として増殖率は

TRR,(l-d1)に低下する。このとき平衡個体数は

TRR,(l-d1)=lを満たす個体数であり，すなわち log

(TRR,)= -log(l -d1)を満たす個体数である。したがっ

て，死亡率 d1のもとでの新しい平衡個体数は log

(TRR,)の曲線と水平線一log(l-d1)の交点によって与

えられる。分布が完全一様分布のときは，平衡個体数は

図2.3の中の e2であり，分布が集中したときには e1で与

えられる。このように，もし空間分布が完全一様の場合

の平衡個体数がXthrよりも小さければ，空間分布集中性

は平衡個体数を低下させる。ところが，図2.3の eaとe,

によって示されるように，もし空間分布が完全一様の場

合の平衡個体数が Xthrよりも大きければ，空間分布集中

性は平衡個体数を増加させる。

式 (2.3)や (2.4)を用いれば，空間分布集中性が個

体数変動の安定性を一般に高めることを以下のように示

すことができる。個体数の安定性は平衡点付近での増殖

率曲線の傾きによって決定されることが知られている。

log(m,)に対して log(TRR,)曲線をプロットしたとき，

その平衡点付近での傾きが一 2よりも緩やかであれば，

個体数は平衡点に収束する (Mayら， 1974)。あるいは

mt+Iを加に対してプロットしたとき，その平衡点付近
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ーlog(1唸）1・・・・・・・・・... +~ 忍。g(ffiR,)

log(f (m,)) 

log(xthr) 

図2.3.空間分布集中性が平衡個体数に与える影響

(f(n)がスクランブル型の場合）。横軸はパッチ

あたりの平均個体数の対数値log(mふ縦軸は増

殖率 m,+1/m,の対数値を示す。 TRR,は分布集

中時の増殖率曲線であり， f(m,)は一様分布の時

の増殖率曲線。Xthrの定義より log(Xthr)において

はF"(m,)=Oであるから，式 (2.3)の右辺第二

項がゼロとなり log(TRR,)とlog(m,)は一致す

る。 log(Xthr)の前後で F"(m,)の符号が変わるた

め， log(TR凡）と log(加）の大小関係が逆転す

る。死亡率 d,がかかるとき，平衡個体数は増殖率

曲線と水平直線一log(l-d,)との交点によって

与えられる。
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図2.4.空間分布集中性が増殖率曲線に与える影響の仮

想的な数値例。実線は分布が一様の場合。点線は

分布が集中していた場合。破線は加+1=加線。

f(x)としては式(2.5)を用いた。 a=O.l,b=lO, 

c=lO。集中分布としては k=lの負の二項分布
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での傾きが一 1よりも緩やかであれば個体数は平衡点に 10 

収束する (Clark,1976)。増殖率曲線の傾きがこれらの

値よりもより急であれば，個体数は周期的変動あるいは

カオス変動を示す (May,1974)。図2.3は，少なくとも

Xthrの近傍においては， log(m,)に対してプロットした

log(TRR,)曲線の傾きは， log[/(m,)]曲線の傾きよりも

緩やかであることを示している。また，式 (2.4)は，少

なくとも Xthrの近傍においては m,に対してプロットし

た mt+I曲線の傾きは f(m,)曲線の傾きよりも緩やかで

あることを示している。したがって，空間分布が集中す

れば，個体数が一般に安定化に向かうと予想することが

できる。集中性が安定化作用を持つことはシミュレー

ションによっても容易に例示することができる。ここで

は/(x)としては，さきほど用いた MaynardSmithら

(1973)の式 (2.5)を用い，分布が完全一様分布の場合

と分布が k=lの負の二項分布にしたがう場合とを比較

しよう。典型的な例として a=O.l,b=lO, c=lOを代入

すると図2.4に例示されるような mt+Iとm,の関係が得

られる。図2.3で議論したように二つの曲線は交差してお

り，集中分布の場合の曲線は一様分布の場合の曲線より

5 10 15 

genetation (t) 

20 

図2.5.空間分布集中性が個体数変動に与える影響。白丸

は分布が一様の場合（図 2.4の実線）。黒丸は分布

が集中している場合（図 2.4の点線）。初期個体数

はmo=5とした。

もなだらかである。図2.5はmo=5を初期個体数として

図2.4の二つの曲線を用いて個体数の時間的変動シミュ

レーションを行った結果である。空間分布が完全一様分

布の場合には個体数は大きく周期変動を行う。このよう

な周期変動は極地方の生物個体群にしばしば見られる

（たとえば Baltensweiler,1993など）。一方，分布が集

中している場合には個体数は速やかに平衡個体数に収束

することが図2.5に例示されている。
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III イネ縞葉枯病流行における媒介虫の

分布集中性の影響

1. はじめに

第II章ではもっとも単純なシステムである単一種個体

群を取り上げ，昆虫の分布集中性がシステムの安定性に

与える影響について議論した。他のさまざまなシステム

においても分布集中性が同じような効果を持つことがモ

デルにより示唆されてきている (Hassell,1978)。近年と

くに研究が進展したのは寄主一捕食寄生者系である。こ

こでは CVら 1(CV: 変動係数）という単純なルールを

適用することにより系の安定性が実際のデータに基づい

て議論されてきた(Hassellら， 1990: Pacalaら， 1990:

Hassellら， 1991: Pacalaら， 1991)。しかしながら，分

布集中性が一般に安定化効果を持つか否かについてはま

だ論争が続いている。森林性の昆虫類を用いた比較研究

によると，大発生しやすい種は大発生しない種と比べて

卵を卵塊で産む傾向が強く，分布が集中しているという

(Hunter, 1995)。Stewart-Oatenら(1990)は，単一種

システムにおいて DeJong (1979)のモデルを改変した

モデルを用い，集中性が増すにつれて安定した個体群変

動をもたらすパラメーターの範囲が狭くなることを示し

た。また,Murdochら (1989)は被食者一捕食者系にお

いて分布集中性が不安定化効果をもたらすことを示し

た。これらの議論は，分布集中性の効果は条件次第で変

化しうることを示唆している。前章では臨界値 Xthr近辺

での個体数変動を念頭に置き，単一種システムにおいて

は分布集中性は全体的には安定化効果をもたらすことを

示した。しかし．細かく見れば，集中性は必ずしも安定

性をもたらさないケースもあるかもしれない。実際に野

外で集中性が安定化効果を持つかどうかを調べるために

は．野外データから推定した現実的なパラメーターの値

を用いて集中性の効果を議論する必要がある。

本章では，前章よりも複雑なシステムであるイネ縞葉

枯病の疫学システムを取り扱う。イネ縞葉枯病はヒメト

ビウンカ Laodelpho.xstriatellus (Fallen) (Hemiptera, 

Delphacidae)によって永続媒介される病気である。ここ

では野外データからパラメーターを推定し，現実的なパ

ラメーターのセットのもとで，媒介者の空間分布集中性

のもつ安定化作用を議論したい (Yamamura,1998b)。

2. イネ縞葉枯病の疫学システム

冬季にはヒメトビウンカは休閑水田のまわりの畦で幼

虫態（主として 4齢幼虫）で越冬している。羽化した親

の多くは短翅型であり， 5月に大麦畑や小麦畑に侵入し

産卵を行う。この卵が発育して 6月に第 1世代の成虫と

なる。この成虫の多くは長翅型であり，田植えされて間

もない水田へ5~6月に飛び込む。水田では 3~4世代

が繰り返される。最終世代の幼虫は畦に移動し，短日低

温条件に誘発されて休眠に入る。

媒介虫は 2種類の経路によりウイルスに感染する。一

つは卵を通じてウイルスが親から子へと伝えられる「垂

直伝染」であり，もう一つは感染したイネから虫が吸汁

する際にウイルスを獲得する「水平伝染」である。経卵

伝染率は0.93から0.97である（山田ら， 1956;新海，

1962 ; Kisimotoら， 1986)。感染イネから吸汁する際にウ

イルスを獲得する率は20%以下である (Kisimoto,

1967)。ウイルスの水平伝染は水田の中でのみ生じる。大

麦，小麦や他のイネ科雑草も場合によってはウイルスに

感染はするが，ヒメトビウンカがこれらの植物からウイ

ルスを獲得することはほとんどない（山田ら， 1956)。

健全なイネが5月から 6月に保毒虫（ウイルスを持つ

媒介虫）に吸汁された場合には，そのほとんどのイネは

感染する（新海， 1962)。しかし，イネのウイルスに対す

る感受期は若いステージに限られる（新海， 1962)。媒介

虫の生活史パラメーター（たとえば成虫の寿命，産卵数，

幼虫の発育率など）は，媒介虫がウイルスに感染しても

あまり低下しない(Kisimotoら， 1986)。イネ萎縮病ウイ

ルスの場合には，媒介虫がウイルスに感染すると，媒介

虫の生活史パラメーターが悪影響を被ることが知られて

いるが，イネ縞葉枯病の場合はそのような影響はないの

である (Kiritaniら， 1987にレビューがある）。

3. モデル

間接感染によって伝搬する病気のモデルは，その中に

多くの動的コンポーネントを含んでいるのが普通であ

る。しかし， Murdoch(1993)によって指摘されたよう

に，もしそのシステムがほぼ一方的な相互作用を含んで

いるならば，その複雑なシステムはより単純なモデルで

記述しなおすことができる。なぜなら，ほぼ一方的な相

互作用をもたらすコンポーネントは単なる環境パラメー

ターとして固定することができ，その部分はサプモデル

として全く独立にモデル化すれば良いからである。イネ

縞葉枯病の疫学システムにおいても，他の疫学システム

と同様に，いくつかの一方向の相互作用を含んでいる。

まず第一に，イネの数は病気の発生の有無にほとんど関

わりなく農家によって決定される。第二に，媒介者の生

活パラメーターはウイルスの感染にあまり影響されな

い。したがって，このシステムは Murdoch(1993)のい

う「decomposable」なシステムである。この場合，媒介
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者の個体群動態は気温や湿度と同様に環境の要素の一部 率を Bとする。この確率はウイルス獲得とウイルス消失

として与えればよいことがわかる。このため，ここでは の適当な組み合わせから成るいくつかのケースを含んで

与えられた媒介虫の個体群動態のもとで保毒虫率の変動 いる。仮定 2より，前年の区画内の保毒成虫数に関わり

を計算するためのモデルを作成する。今まで作成された なく Bもほぽ一定である。

イネ縞葉枯病のモデルは世代間の変動を扱っていた（河 第(t+l)年の生物的区画あたりの第 1世代保毒成虫の

野， 1966;村松， 1979; Kisimotoら， 1986)。しかし本章 期待数は，垂直伝染により感染した成虫数と水平伝染に

では解析的な解を得る目的のために年次変動だけを取り より感染した成虫数を合計することによって得ることが

扱う。実際の相互作用を非常に単純化し，次のような仮 できる。 i匹の保毒虫と (x-i)匹の非保毒虫が区画に侵

定をもうけることにより，いくつかの植物疫学系に適用 入した場合を考えよう。 f,を第 t年の第 1世代成虫にお

可能な単純なモデルを構築することが可能となる。 ける雌率とする。 R,を第 t年の年間の増殖率とする。

p(j; i, 0)をパラメーター i,0をもつ二項分布確率，す

仮定 なわち（れ）が(1-0)/-jとする。このとき， i匹の保毒虫の

1. 水田では媒介虫は区画の中で生活する。この区画を うちの j匹が雌である確率は P(j:i, /,)で与えられる。

「生物的区画」と定義する。 したがって， i匹の保毒虫が存在するという条件のもと

2 . 6月にこの区画の中に 1匹以上の保毒虫が存在する で，垂直伝染した成虫の数の条件付き期待値は 2い
と，その区画内のすべてのイネが感染，発病する。 aR,jp(j; i, /,)で与えられる。 (x-i)匹の非保毒虫のう

3. 非保毒虫が感染したイネで生活するとき，その非保 ちの K匹が雌である確率は p(k;x-i,J,)で与えられ

毒虫は一定の確率で保毒虫になる。 る。したがって，もし 1匹以上の保毒虫が区画に侵入し

4 . ウイルスは卵を通じて一定の確率で垂直伝播され た場合には， (x-i)匹の非保毒虫の存在する条件のもと

る。 で，水平伝染により感染する個体数の条件付き期待値は

5. 保毒虫も非保毒虫も決定論的な方式で同じ率で増殖 2江i/3R,kp(k;x-i, /,)で与えられる。 X個体が区画に

する。 侵入した場合，その区画が i匹の保毒虫を含む条件付き

6. 媒介虫は 5月から 6月に麦畑から水田へ生息場所を 確率は二項確率 p(i;X, q,)で与えられる。したがって，

転換するときに十分に混ざりあう。 i匹の保毒虫と (x-i)匹の非保毒虫が区画に侵入する

確率は p(i;x, q,)P,(x)で与えられる。以上のことから，

次のように記号を定義する。 保毒虫の全体の期待値は次式で与えられる。

a= 1年あたりの垂直伝染確率。

/J= 1年あたりの水平伝染確率。

P,(x)= t年に区画内に x匹の第 1世代成虫が存在する

確率。

加 =t年の区画あたりの第 1世代成虫数の平均。

Q1=t年の第 1世代成虫の保毒虫率。

d,=t年における発病区画率（発病株率）。

aとBに関しては，より厳密な定義が必要である。ここ

では第 1世代成虫のうち，前年の第 1世代成虫の保毒雌

からの子孫である 1個体がウイルスを持つ確率を aと

する。この確率はいくつかの複雑なケースを含んでいる。

たとえば，前年の感染雌に由来する子孫のうち一度ウイ

ルスを失ってから再び感染植物からウイルスを獲得した

場合も含んでいる。仮定 2より，前年の区画内の保毒成

虫数に関わりなく aはほぽ一定である。また，第 1世代

成虫のうち，前年の第 1世代成虫の健全雌からの子孫で

ある 1個体が，前年に同じ区画に 1匹以上の保毒成虫が

侵入したという条件のもとでウイルスを持つ条件付き確

疇揺p(i;x, q,)[咲jp(j;i, /,) 

x-; 

＋図書(k;x-砂）］れ(x)} (3.1) 

式(3.1)は1:;;:iの場合だけを含んでいる。なぜならある

区画から保毒虫が生産されるのは，その区画に 1匹以上

の保毒虫が侵入した場合だけだからである。式 (3.1)の

角括弧の中の第 1項は二項分布の期待値の公式を用いる

ことにより次のように単純化される。

a~jp(j; i,/,)=aif, 
;-1 

角括弧の中の第 2項も同様に単純化される。したがって，

式 (3.1) は次のように書ける。

R,f, ふ{fp(i; x, q,)[ai噸 x-(3i]P,(x)} (3.2) 
X=I ;=I 

式 (3.2)の大括弧の中の第 2項は二項分布の定義を用い

ることにより次のように単純化される。
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孟p(i;x, q,)/3xP,(x)=[I -p(O; x, q,)]/3xP,(x) 

=[l-(1-q,Y]/3xP,(x) 

式 (3.2)の大括弧の中の第 1項と第3項は二項分布の期

待値の公式を用いることにより次のように単純化され

る。

窟p(i;x, q,)[ai-{3i]P心）=(a-{3)x訊 (x)

したがって式 (3.2)は次式のように単純化される。

~ 

R,J. 丑{axq,十/3x(l-q,)[l-(1-q,)呵 }Ph)

(3.3) 

(t+l)年の第 1世代成虫の個体数は

m 

RJ,I!xP,(x)=RJ. 面 t
X=I 

(3.4) 

R,, /., m, は決定論的なパラメーターなので， (t+l)年

の第 1世代成虫の保毒虫率の期待値 E(Q,+1)は式(3.3)

を式 (3.4)で割ることによって与えられる。

E(q,.,)~ どこ1"(1-q,)じー(1-q加 1:,5) 

第 t年における発病区画率の期待値E(d,)は同様にして

次式で与えられる。

oo X 

E(d,)=~ ~p(i; x, q,)P,(x) 
x=H=I 

啜[1-(1-研 ]Pt(x) (3.6) 

孟[:]炉=(l+ッ）U

ここに U は任意の実数，ツは一1<ッく1の範囲内の任意

の実数である。したがって，式(3.5)の第 3項は式(3.8)

を代入することにより次のように書ける。

~ 

-/3(1-q, 平 (1-q,)X-'[
-k, 

[1+-'E;-j―::、〔 -m~k, 『/~.
=-/3(1-q,)[1+舟〕—kt-I

到―k,-I][一叫1一q,)『―1

x=1 x-1 k,+m, 

=-(3(1—叫1十紐L]―kt-I
k, 

(3.9) 

式 (3.5)の第 1項と第2項も同様に単純化することがで

きるため，次式を得る。

E(恥） =aq,+(:J(l—叫1一〔1+予〕ーk,-1] (3.10) 

また，式 (3.8)を式 (3.6)に代入した後に同様にして

次式を得る。

E(d,)=1一〔1+予］―kt (3.11) 

図3.1は与えられた k,のもとでの E(q,+1),E(d,), q,, 

加の関係を示している。E(Q1+1)とE(d,)のどちらもが

加の増加とともに増加している。

パラメーター a,(:Jを推定するためには，まず q,,m,, 

k, の値を推定しなければならない。しかしながら，二つ

E(qt+1)とE(d,)を計算するためには P,(x)の分布を決 の値 m、と k,は直接には推定することはできない。なぜ

めなければならない。ここでは第 I章で述べたように生 なら，野外観察において区画サイズは多くの場合人為的

物個体群に広く適用されている負の二項分布を用いる に決定されており（人為的区画），これは上の仮定 1で定

(Anscombe, 1949)。 義される生物的区画のサイズとは異なるからである。し

P,(x)=[k, 十戸][1+舟］―K、[加~k, 〕X (3. 7) 

ここに k,は負の二項分布のパラメーターである。式

(3. 7) は次のように書きかえることができる。

P心）＝［―/'][1+舟〕—K、[-m~江 (3.8)

ただしここに

［了t]=―k1(-k1-l)…(-ki-x+l)
x! 

ここで次の Newtonの二項公式 (Taylor展開の一種）を

用いることができる。

たがって，ここでは w=m./u,と定義される補正係数 w

を用いる。ただし， Utは人為的区画あたりの平均密度で

ある。そうすると，変数 m,はWいによって与えられる。

ところが残りの変数k,についてはさらに問題はやっか

いである。第 I章で述べたように負の二項分布において

はk,は理論的には分布の平均μ,と分散 4と関数関係

にある。

2 

k,=_EL_ 
cf,-μ, (3.12) 

したがって，もし 4の推定値があるならば， K、を推定す

ることができる。第 I章で述べたように， Bliss(1941) 

は4の推定値s:が平均 m,の2種類の関数のいずれか

で与えられることを示唆した。
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図3.1.左：媒介虫の平均個体数 m,のもとでの保毒虫率の変化。右：対応する発病区画率。 a=0.80,

/3=0.085, k,=0.33。

2 b s,=am, 

s:=gm,+hm、2

(3.13) 

(3.14) 

ここに a,b,g,hは定数である。式 (3.13), (3.14)が実

際の生物のデータに広くあてはまることは，それぞれ

Taylor (1961)とIwao(1968)によって初めて示された。

式 (3.12), (3.13), (3.14)を式 (3.10), (3.11)に代

入して加=wu,の関係を用いることにより， E(qt+1)と

E(d,)を二つの変量 Qt,如の関数として与えることがで

きる。この 2変量 q,,u, はいずれも野外で推定可能であ

る。

4. パラメーターの推定

茨城県農業試験場および防除所は茨城県（総面積6,093

kmり内の四つの地域（県西部，県北部，県南部，県東部）

において野外調査を実施してきた（茨城県， 1968-1990)。

媒介者は 5月から 6月にこれら 4地域のそれぞれの中に

おいて十分に混ざりあい，かつ， 4地域をまたぐ移動は

ないと仮定してモデルのパラメーターを求めることにす

る。第 1世代成虫の個体数は 6月に25株あたり個体数と

して調べられており，したがって25株が人為的区画の大

きさである。県西部では20年 (1968-1987)にわたり36地

点において，県北部では20年 (1968-1987)にわたり44地

点において，県南部では18年 (1968-1975,1978-1987) 

にわたり52地点において，県東部では20年 (1968-1987)

にわたり 18地点において第 1世代成虫数が調べられてい

る。発病株率はこれらと同じ調査地点において 6月から

は，その年に観察された発病株率の最大値を用いること

にする。第 1世代成虫の保毒虫率は 4地域ごとに各 1

~2地点において 6月に調べられている。保毒虫率の判

定には約200個体のサンプルに対して赤血球凝集反応が

用いられた。県西部，県北部，県南部については 8年間

の連続データ (1973-1980)が使用できるが，県東部につい

ては 2年の連続データしか使えない。このため，以下の議

論では三つの地域についてのみ議論を行うことにする。

まず最初に四つの地域ごとに第 1世代成虫の人為的区

画あたり個体数の平均とバリアンスを計算した。パラ

メーター a,b,g, hが区画サイズにあまり影響されない

と仮定し，式 (3.13), (3.14)をこれらの推定値にあて

はめた。等分散性を改善するために対数変換した後に非

線形最小二乗法を用いて次の推定値を得た： ii=4.64, E 
= 1.56, g = 1.11, ii =3.07。戸は式 (3.13)は0.88,式

(3.14)は0.89であり，いずれの式も同程度にデータに

当てはまった。式 (3.14)を式 (3.12)に代入すれば，

g= 1のときには k,は一定になる。今の場合は gの値は

1に近いため，負の二項分布のパラメーター k,は加に

依存せずほぼ一定であることがわかる。このように式

(3.14)はk,一定という単純な近似につながるため，以

降は式 (3.13)ではなく式 (3.14)を用いることにする。

式 (3.12), (3 .14) を式 (3.10), (3.11)に代入するこ

とにより次式を得る。

E(q1+1)=aの+/3(1-叫1-(1十予〕ーKヽー1](3.15)

E(d,)=1-[1十売］―幻 (3.16) 

9月にかけて調べられている。病徴はしばしばマスクさ ただし，ここに k,={h+(g-l)/(wu,)}一1である。

れるため，イネが発病していると判定するのに適した時 次に三つのパラメーター w,a, /3の推定を行う。式

期は年によって変化する。そのため， d,の推定値として (3.15)はすべてのパラメーターを含んでおり，式(3.16)
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図3.2.モデルの当てはめ。上：保毒虫率 q,+1の年変動。下：発病株率 d,の年変動。白丸は観測値を示

す。折れ線は最小二乗法によって当てはめられたモデルの予測値を示す。

はW しか含んでいない。したがって，式(3.16)はW に なってくるかをシミュレーションにより比較する。ラン

ついてより精度の高い推定値をもたらすと予想できる。 ダム分布に対する式は式 (3.15), (3.16)で極限 k,→CX) 

このため，まずはじめに式 (3.16)から W を推定した。 を考えることにより与えられる。

推定の際には等分散性を改善するために角変換を行った

後に最小二乗法を用いた。この推定値を式 (3.15)に代

入し， aと8の推定値を得た。推定値とその漸近的標準

誤差は以下の通りである： w=2.10土0.37, ii=0.80 

土0.19,ff =0.085土0.048。図3.2は，県西部，県北部，県

南部での推定値を示す。観測値は大きく変動しているた

めグラフは対数スケールで示してある。当てはまりの程

度は県西部と県北部では良いが，県南部では良くない。

県南部でよくない理由は定かではないが，県南部では媒

介虫密度が低いため， m,の推定におけるサンプル誤差

の大きいことがその理由の一つであるかもしれない。

ヒメトビウンカは茨城県では 1年に 5世代ほど経過す

ると考えられている。経卵伝染率がKisimotoら (1986)

によって報告されたように0.94と考えると，水平伝染の

無いときの 1年あたりの垂直伝染率は 0.945=0.73とな

る。 aの点推定値0.80はこの値と合っているように見え

る。 Bの点推定値は0.2よりも小さく，これも先述のよう

に実験結果と整合性がある。

5. 病気発生に対する分布集中性の影響

まず媒介虫の空間分布が集中分布である場合とランダ

ム分布である場合とで病気発生の変動がどのように異

E(qt+l)=aqげ /3(1-q,)[1-exp(-wq, い）］

E(d,)=1-exp(-wq心）

(3 .17) 

(3.18) 

初期値として1973年の q,を用いることにより，それぞれ

の年の q,とd,を逐次的に計算した。 u,の欠測している

年については前年の mを用いた。図3.3は，空間分布が

ランダムな場合には分布が集中している場合に比べて

q, は低くなることを示している。d,も分布が集中してい

る場合に比べて低くなるが，これは式 (3.16), (3.18) 

の形から示唆されるように媒介虫の年次変動に影響され

て大きく変動している。県北部と県南部では q,の点線は

急激に減少している。これは，もし媒介虫の空間分布が

ランダム分布であったなら，これらの地域ではウイルス

は根絶される可能性があることを示唆している。

次に媒介虫の分布集中性が病気の存続に与える影響を

解析的に考える。疫学モデルにおいては病気の存続を評

価する際に感染の「基本増殖率」が用いられる。ただし，

ここに基本増殖率は次のように定義される「感受性個体

のみからなる個体群において，ある典型的な感染個体が

その全感染期の間に生産する 2次感染個体の数の期待値

(the expected number of secondary cases produced, 
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図3.3.媒介虫の集中性の影響を示すためのシミュレーションの結果。上：保毒虫率 Qt+lの年変動。下：

発病株率 dtの年変動。白丸は観測値を示す。折れ線は推定された ktを用いて計算した集中分布

の場合のシミュレーション結果。点線はランダム分布の場合のシミュレーション結果。このシ

ミュレーションにおいては推定誤差が逐次的に集積されるため，折れ線は図 3.2のそれとは異

なっている。

in a completely susceptible population, by a typical 

infected individual during its entire period of in-

fectiousness)」(Diekmannら， 1990)。次の不等式を用

いることにより，病気が侵入する限界条件を求めること

が可能である。

（基本増殖率） >1 (3.19) 

なぜなら，上の不等式が満たされるならば，少数の感染

個体が侵入した後に感染個体の数が増加するからであ

る。同じ議論により，今のモデルにおいては q,=O近くで

E(q,+i)>q, となる条件を計算することにより限界条件

を求めることができる。いましが十分に小さいため，

Newtonの二項公式を用いて Qtに関する高次項を省略

することにより次の近似式を得ることができる。

(1-q,)X=I-xq, (3. 20) 

ここでみtを第 1世代成虫の平均こみあい度 (Lloyd,

1967) とする。すなわち，

ふ＝委(x-l)P,(x)/m,=m,+岳—1 (3.21) 

式 (3.20)を式 (3.5)の第3項に代入し，式 (3.21)の

定義を用いることにより次式を得る。

~ 

E(qt+1)= :l: {aqぷ +(3q必(x-l)}P,(x) m, 

=:;,+pqぶ， I(3.22) 

したがって， E(qt+l)>q,を満たす臨界条件は次のよう

に与えられる。

ふ>(l-a)//3 (3. 23) 

一般に平均こみあい度は平均個体数と分布集中度指数

との積によって表現することができる (Iwaoら， 1971)。

年 m,[句＝加(l+CA):::::加E(/a) (3.24) m, 

ここにみJ加は Lloyd(1967)によって提案されたパッ

チネス指数 (indexof patchiness)であり， CAは久野

(1968)によって提案された集中度指数である。 hは

Morisita (1959)によって提案された散布指数 (indexof 

dispersion)である。したがって，不等式 (3.23)は病気

の侵入には平均個体数と分布集中度の両方が重要な役割

を果たすことを意味している。また，式 (3.21)を不等

式 (3.23)に代入することにより，集中性の影響を表現

する別の不等式を得ることができる。

a+細＋杞忍ー1]>1 (3.25) 
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不等式 (3.25)の左辺の三つの項は伝染プロセスの三つ

の異なるコンポーネントに対応している。第 1項は母か

ら子への垂直伝染によってもたらされる伝染コンポーネ

ントを示しており，第 2項は成虫の密度に依存した水平

伝染による伝染コンポーネントを示している。そして．

第 3項は成虫の空間分布の集中性に依存した水平伝染に

よる伝染コンポーネントを示している。なぜなら，第 3

項はランダム分布 (cf.=加）において 0になるからであ

る。不等式 (3.25)は．媒介虫の平均個体数 (m,)が大

きいか，あるいは媒介虫の散布係数 <cf.Im,)が大きいと

きにイネ縞葉枯病ウイルスが侵入できることを示してい

る。

本章で取り扱った空間的モデルにおける病気の侵入条

件を非空間的モデルのそれと比較するとそこには重要な

違いが見られる。直接感染性の病気（たとえば人間の風

邪や性病など）の疫学モデルにおいては病気の侵入条件

は個体の密度によって与えられる (Andersonら,1979)。

蚊による間接感染病であるマラリアの場合においても病

気の侵入条件は 1人あたりの媒介虫の平均個体数で与え

られる (Mayら， 1979)。これに対して．本章で取り扱っ

た空間的モデルにおいては病気の侵入条件は媒介者の平

均個体数ではなく平均こみあい度で与えられた。ただし．

特定の媒介者の種に焦点をあてた場合には，侵入限界条

件は平均密度で表現することができる。なぜなら第 I章

で取り扱ったように平均こみあい度は種ごとに固有な平

均密度の関数で与えられるからである。式 (3.14)を不

等式 (3.25)に代入して加=w山の関係を使うことによ

り次式を得る。

u,> 
1 1-a 

可［方―+1-g) (3.26) 

a, fl, h, g, wの推定値を不等式 (3.17)に代入するこ

とにより．ヒメトビウンカの限界密度は25株あたり0.20

と推定された。 1973~1979年の間の観測された25株あた

り平均個体数（土推定標準偏差）は県西部で0.86士0.60,

県北部で0.33士0.41,県南部で0.18土0.08であった。県

西部と県北部では野外でのヒメトビウンカ密度は病気の

侵入限界密度よりもかなり高い。県南部の密度は侵入限

界密度よりも低いが．これはヒメトビウンカの主な繁殖

地である麦畑の面積が小さいことがその原因であるかも

しれない。

gが1に近いため．不等式(3.26)はさらに次式のよう

に近似的に単純化される。

u,{1> 
l-a 

w(h+l) 
(3.27) 

a,h,wの推定値を代入すると u,{1>0.018となる．この

不等式は，水平伝染確率 f3を低下させることは媒介虫密

度 (u,)を低下させることと同じぐらいの効果を持つこ

とを示している。これは「むさしこがね」等の病気抵抗

性品種を導入する際の効果について重要な示唆を与えて

いる。いま病気抵抗性の品種の植えられた水田では水平

伝染が生じないと仮定する。病気抵抗性品種は媒介者の

増殖に影響をあたえないことが示唆されている（江塚，

1985)ため，ここでは媒介虫の増殖率，密度，空間分布

および垂直伝染率が病気感受性品種水田と病気抵抗性品

種水田で変わらないと仮定する。このとき，抵抗性品種

水田に関しては /3=0であり，抵抗性品種水田の条件の

もとでの翌年の保毒虫数の期待値は式 (3.1)の第2項を

ゼロに置き換えることによって得ることができる．抵抗

性品種水田と感受性品種水田の両方を含めた全体の保毒

虫数期待値はそれぞれの水田条件での保毒虫数をその面

積比で重み付けして足し合わせたもので与えられる．こ

れは式 (3.1)のf3に感受性水田面積率をかけたものと数

式上は同じである．すなわち，感受性品種の率が低下す

るとともに見かけ上の /3は減少する．したがって，不等

式 (3.27)は，たとえば抵抗性品種を40%導入すること

は媒介虫密度を40%減らすことと同じ効果を持つことを

示している。大ざっぱにいえば，県西部では約75%の抵

抗性品種導入が病気の根絶に必要であることがわかる。

なぜなら，初期水田に侵入する媒介虫の25株あたり密度

(u,)は県西部では0.86であり，したがって75%の抵抗

性品種導入のもとでは u,/3=0.86X0.085(1-0.75)= 

O.Q18となり，式 (3.27)の限界条件になるからである。

実際に埼玉県では病気抵抗性品種の導入後に保毒虫率は

急激に低下したことが知られている (Kisimoto,1993)。

いま病気の侵入条件を考えてきたが，病気の侵入でき

る条件のもとで分布集中性が長期的にどのような影響を

もたらすかを調べるために，次に平衡条件における二つ

の特性を調べた。一つは E(q,+1)=q,を満たす平衡保毒

虫率であり，もう一つは E(d,+,)=d,を満たす平衡発病

区画率である。それらをいくつかの加について，集中度

指数 (1/k,)の対数値に対してプロットした。野外データ

では加は 0から34の範囲にわたっていたので，ここで

は0く加<24の範囲について示している（図3.4,3.5)。

ほとんどの加において，集中度が増加するにつれて，平

衡保毒虫率は漸近線に近づきながら増加する（図3.4)。

与えられた k,について考えると，平衡保毒虫率は m,が

増加するにつれて増加している。極限値加→00あるい

はk,→0を考えることにより，平衡保毒虫率の最大値は

/3/(I-a+/3)で与えられることがわかる。 a,/3の推定値

を代入すれば，この最大保毒虫率は0.298となる。一方，
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図3.5.さまざまな平均密度 m,において，媒介虫の集中

性が平衡発病区画率に与える影響。 a=0.80,{3= 

0.085。点線の意味は図 3.4と同じ。

平衡発病区画率はしばしば中程度の集中度において最大

となる（図3.5)。図3.4と図3.5のいずれにおいても I/k,

が小さいときには率は m,に依存して大きく変化する

が， I/k、が大きいときには率はあまり m,に影響されな

い。したがって，媒介虫の空間分布が十分に集中してい

る場合には，たとえ媒介虫の個体数が大きく変動しても

病気の発生はほとんど一定に保たれると予想できる。

6. 議論

今までにさまざまなモデルが個体群の空間的側面を時

間的な動態に組み込むために提案されてきたが，それら

を実際の野外データに適用した例は比較的少ない。植物

ウイルス病の疫学においては，多くの空間的研究は病気

の空間勾配 (diseasegradient)すなわち病気の発生源か

らの距離と病気の発生との関係の記述に焦点を当ててき

た (Thresh,1976 ; Jeger, 1990)。いくつかの研究はこ

の病気勾配がウイルス病の発生に与える影響について取

り扱っている。 Holtら(1997)は病気の勾配をシミュレー

ションモデルに組み込み，イネの栽培の空間的同調性が

イネツングロウイルス病の流行に及ぽす影響を検討し

た。かれらのモデルではそれぞれの区画内で病気がロジ

スチック的に進行すると仮定し，その進行がその区画の

病気発生量の影響を受けるだけでなく病気の拡散勾配に

応じて近隣の区画の病気発生量の影響も受けると仮定し

ている。いくつかのシミュレーションモデルでは媒介者

の確率的な動きが組み込まれている (Ferrissら， 1993;

Holtら， 1996)。システムの内部の相互作用の定盤的な形

が未知である場合には，それぞれの区画の状態を離散的

なカテゴリーで記述するのも望ましいであろう。たとえ

ばMaynardSmith (1974)は被食者一捕食者システムの

空間的ダイナミクスを表現する際に，それぞれの区画の

状態をたとえば［少数の被食者，多数の捕食者］とか［多

数の被食者，少数の捕食者］といったカテゴリーで表現

した。 SatOら(1994)は同様の観点からモデルを構築し，

連続マルコフ過程とペア近似を用いて病気の絶滅条件を

明らかにした。もし，病気の発生が加法的だと近似して

よいならば，いつくかの研究によって示されたように空

間一時間自己回帰モデル (spatio-temporalautoregres-

sive models) も有効であろう (Maddenら， 1988;

Reynoldsら， 1988)。

上に引用した病気の空間的モデルは，空間的な相互作

用の強さは距離が離れるにつれて減少する，という考え

方に基づいている。しかし，本章では「局所的相互作用，

全体的混合」とでも言うべき，さらに単純化した仮定を

採用した。そこでは，個体はまずそれぞれの区画内で相

互作用を行い，そのローカルな相互作用を行った後に全

システム内の個体が完全に混合する，と仮定されている。

これにより，より扱いやすい形のモデル構築が可能にな

るため，この仮定は空間分布集中性の影響に関する研究

のなかで頻繁に用いられてきた。しかしながら，この仮

定を用いた近似が妥当なのは区画サイズを的確に決める

ことができた場合に限られる。野外調査においては区画

サイズは便宜上人為的に事前に決定されることが多い。

したがって，この野外データをモデルにそのまま用いる

ことはできない。生物の空間パターンを研究する際に，

隣接する区画を逐次的に併合しながらそのパターンの変
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化を追うというアプローチがある (Greig-Smith,1952 : 

Hill, 1973 ; Mead, 1974 ; Ripley, 1981)。これらの手順

は的確な区画サイズを決定するのに利用することができ

るが，この方法が利用できるのはそれぞれの個体の空間

的な位置が正確に記録されている場合だけである。本章

では，感染の相互作用が行われる空間範囲を推定するた

めに校正パラメーター W を導入した。この W の推定値

は2.70であり，これは L.striatellusの空間的な相互作用

がおよそ2.70X25=68本の植物の中で行われていること

を示している。一般に，空間的モデルを野外データに適

用する際には，生物的区画サイズの推定に注意する必要

があるであろう。

IV 空間分布集中性の進化機構

移動のコストが大きい生物群

移動性の低い生物が進化する

空閻分布が集中化

1. はじめに 個体群動態が安定化I 
Hassellら(1976)は24種の昆虫の野外個体群動態を検
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討し，そのうちの 1種だけがリミットサイクルを示し， 図4.1.移動コストと個体群安定性についてのシェマ。

その他の種の動態は安定であると判定した。 Turchinら

(1992)はHassellらの結論は単純すぎるモデルに基づ る利益としては従来から 2種類のものが考えられてい

いているために安定性を過大評価する方向へ偏っている る。一つは資源の自己消費を回避することによる利益で

とし， responsesurface法を用いて解析を行った。この ある。ある場所に定住して生活していると資源が消費し

解析によれば14種の昆虫の野外個体群動態のうち密度依 尽くされてしまうので，移動して未利用の資源を利用す

存的制御のない昆虫が 1種，安定な変動を示す昆虫が9 ることにより利益を得ることができるわけである。もう

種．リミットサイクルや quasiperiodicoscillationを示 一つはDenBoer (1968)によって「リスクの分散(spread-

す昆虫が3種．ヵオス変動を示す昆虫が 1種であると判 ing of risks)」とよばれたものである。ある一つの場所

定された。これらの結果は，昆虫の個体群動態はいくつ ですべての子孫が生活していると，環境変動によりたま

かの種においては不安定ではあるものの大多数の種にお たまその場所が崩壊した場合にすべての子孫が死に絶え

いては安定であることを示唆しているであろう。あらゆ るのに対し，子孫が複数の場所に分かれて生活している

る生物は進化の結果として存在するのであるから．これ と，環境が変動してもいずれかの子孫が生き残ることが

は何らかの理由で安定性が進化したことを意味してい できる。ただし，このリスクの分散の利益が生じるのは

る。安定性は生物の空間分布と密接に関係しており．生 資源変動が空間的に同調しておらず，その同調していな

物の空間分布が集中しているとその個体群動態は安定化 い広い範囲にわたって生物が分散を行う場合に限られる

しやすいことが第II章，第III章のモデルにより示された。 (Kuno, 1981)。これに対し，資源の自己消費の効果は

また，生物の空間分布集中性は生物の移動性の少なさに 必ず生じうる。したがって，本章ではとりあえずリスク

よって生じることが第 1章のモデルから示唆された。こ の分散の効果を無視し，資源の自己消費の効果だけを考

れらの結果を総合することにより，個体群動態の安定性 慮して，生物の移動性がどのように進化的に決定される

は「生物の移動性の少なさ」が進化した結果として生じ かについて考えたい。

ているという仮説を考えることができる（図4.1)。 生物の移動のコストと利益を定量的に把握するのは一

一般に移動性の高さは移動時のコストと利益のバラン 般に極めて難しい。ある特定の親に由来する子供を識別

スで決まっていると考えられる。移動に関わるコストの して生存率を測定しなければならず．これはかなり困難

中には移動時の死亡や移動に要するエネルギー．翅や足 である。そこで，ここでは，その前の 1ステップとして

などの移動器官を形成するためのコストなどが含まれる 植物の葉の空間分布について扱いたい。植物の葉の空間

であろう。これらのコストは系統発生上の制約の関係か 分布も生物個体の空間分布と同様に，葉の移動に要する

ら生物群によっても異なるであろう。一方，移動に関わ コストと利益によって決定されているはずであるから．
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生物個体の空間分布の進化を説明する場合と同様に葉の

空間分布の進化を説明できるはずだからである。しかも，

植物の葉の場合は 1個体全体のコストと利益を測定すれ

ばよいので適応度の評価が比較的簡単である。ここでは

昆虫の空間分布の最適性を議論する代わりに，雑草であ

るスベリヒユ Portulacaoleracea L. について葉の空間分

布の最適性を議論する。スベリヒユは畑地に普通にみら

れる多肉性の植物であり，その茎は放射状に地表面に広

がる。葉の空間分布の形成過程については第 I章で論じ

たコロニー拡大モデルを用いる (Yamamura,1997)。

2. スペリヒユの葉の空間分布モデル

単純のため，すべての葉はほぼ同じサイズであり，そ

の密度分布が図4.2に示されるような円柱形で与えられ

ると仮定する。ここに底面の直径 Lは植物の幅を意味す

る。円柱形の高さ Dは単位面積あたりの葉の密度を意味

する。このとき葉の総数N は円柱形の体積 N=

D冗(L/2)2で与えられる。？と hをそれぞれ葉密度の成

長率（垂直方向の成長率）および占有面積の成長率とす

る。このとき，円柱の直径の水平方向の成長率は !hで与

えられる。また，単純のため水平方向と垂直方向の対数

成長率の比を Pと記する。

P= 
log(v) 

log(-/h) 
(4.1) 

ここでは Pが一定であると仮定する。すなわち，葉の空

間分布に関して第 1章と同様にアロメトリー（相対成長）

的な成長を仮定する。

植物体の各部の成長に関しても以下のようにアロメト

リーを仮定する。まず，茎は水分輸送や養分輸送を含め

D。I~ → 
IvQ。

拓'-o

図4.2.モデルの仮定。葉の空間分布は円柱形で表現され

る。底面の直径 Lは植物幅，円柱の底面積は植物

の占有面積，円柱の高さ Dは単位占有面積あた

りの葉の密度，円柱の総体積は総葉数Nを意味

する。初期の葉密度 Doと初期の植物幅 Loはあ

る一定時間後にそれぞれ vD。'./hL。に増加す

る。相対成長率P=log(v) /log(.fl: りは一定である

と仮定する。

植物体の構造を維持するのに重要な役割を担っているの

で，茎の乾燥重量は植物幅のアロメトリー的な関数で与

えられると仮定する。葉の乾燥重量は葉の総数のアロメ

トリー的関数で与えられると仮定する。葉のサイズはほ

ぼ同じであると仮定されているので，この仮定は葉の総

重量が葉の数に比例するという単純な仮定とほぼ同じで

ある。根は葉の蒸散と密接に関わっているので，根の乾

燥重量は葉の総数のアロメトリー的な関数で与えられる

と仮定する。スベリヒユの場合には根の重量は植物体の

全重量に比べてかなり小さいので，根の成長に関する仮

定はあまり重要な意味は持っていない。

植物の光合成能力が高ければ植物の成長が早くなり，

その結果として多数の子孫を残すことが出来るであろう

から，光合成の総能力は植物形の最適性を評価するのに

適している。純光合成能力はそれぞれの葉毎の光合成能

ヵゃ，葉面積指数 (LAI),呼吸，太陽光の角度の日変化

などさまざまな要因によって決定されるであろう。しか

し，ここでは Hondaら(1978)が用いた最も単純な指標，

すなわち，葉によって覆われる地表面積（垂直投影面積）

を用いることにしたい。スベリヒュの植物形は比較的平

らであるので，この指標は妥当であると思われる。

3. パラメーターの推定

コロニー拡大モデルを適用するために以下のような野

外調査を行った。まず，裸地に単独で生えているスベリ

ヒユ個体について地表面をlOXlOcmの区画に区切り，

各区画内の葉（長さ 2mm以上）の数を数えた。このと

き，植物の生え際が，ある区画のちょうど中心にくるよ

うに区画を設置した。野外調査の後，葉面積計により全

葉面積を測定した。また，葉，茎，根の乾燥重量を測定

した。いくつかの区画については1.5mの高さから写真

を撮り，この写真を拡大して葉の部分を切り取り，その

紙の重最を測定することにより葉に覆われている地表面

積を推定した。

パラメーターを推定する前に，まず「葉密度がアロメ

トリー的成長を行う」という仮定が妥当であるかを検討

しなければならない。そのために，植物幅と占有面積あ

たり葉密度の間の関係が両対数軸で直線になるかどうか

を検討すべきである。しかし，実際の植物の周囲の形は

なめらかな円形ではなく凹凸をもっため，植物幅は簡単

に測定することはできない。そのため，まず占有区画数

Q を測定し，植物幅 L(cm) を 2✓100Q/冗で推定し，占有

面積 (cmりを IOOQで推定した。これを用いて占有面積

あたりの葉数と植物幅の関係をプロットした（図4.3)。

植物体が小さいときは占有区画数はつねに 1になってし
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まい，これは推定に大きな偏りをもたらすため， 1区画

しか占有していない植物についてはグラフから除いてあ

る。ばらつきは大きいが図4.3は植物幅と葉密度の間にア

ロメトリー的関係が存在することを示している。

固4.3の傾きから相対成長率の推定値ク=0.819を得

ることができる。しかし，上に述べた理由から，この推

定値はまだ偏りをもつ可能性が高い。アロメトリー的成

長のもとでは第 1章で議論したように Taylor's power 

lawが成立するため，この関係からパラメーターを推定

する方が信頼できる。いま v,hにばらつきがない状況を

考えているので， E(v)=v,E(h)=hであり， E(炉）＝

[E(v)]2=炉である。式 (1.21)にこれらを代入すれば次

式を得る。

(4.2) 

2
 

b=l+ 
log(v)/log(h) 2(1+ p) 

1+ log(v)/log(h戸 Z+P

これを変形すれば，

P= 
log(v) 

＝ 
Z(b-1) 

log(/h) 2-b 
(4.3) 

したがって bを推定すれば式 (4.3)を用いて Pを推定す

図4.3.植物幅 Lと葉密度 Dの間のアロメトリー関係。 ることができる。bを推定するために，植物が121個(llX

それぞれの丸は別々の個体を示す。最小二乗法に 11)の区画（それぞれlOXlOcm)からなる空間の中央に

よる推定式は： log 10(D)=-l.176+0.819 log 生育していると仮定して平均と分散を計算し，それらを

w(L), 戸=0.582。 対数スケールでプロットした（図4.4a)。そして直線回帰

で求めた傾きの推定値を用いて式 (4.3)により Pを推定
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図4.4.区画あたり葉数の平均 mと分散 s2の間のpowerlaw関係。直線は最小二乗法で求めた。 (a)実

際のデータ： log10(s2)= 1.833+ 1.285 log10(m)。戸=0.970。(b)予備シミュレーション。白丸は円

柱形を用いたシミュレーションの結果： log10(s2) = 1. 788+ l.285log10(m)。戸=0.996。黒丸は円錐

形を用いたシミュレーションの結果： log10(s2)=1.821 + l.303 log1o(m)。戸=1.000。
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図4.5.植物各部のアロメトリー関係。直線はreducedmajor axis法で推定。 (a)全葉面積 A (cmりと

総葉数 N。lomo(A)=-0.412+ l.042 log10(N)。戸=0.968。(b)葉の乾燥重量凱(g)と総葉数 N。

!og10(WL) = -0.3118 + 1.1141 log(N)。戸=0.990。(c)根の乾燥重量閏(g)と総葉数 N。log,o(WR)

= -3.853+ l.036 !og10(N)。戸0.966。(d)茎の乾燥重量 Ws(g)と総葉数 N。log10(Ws)=-4.126 

+ 1.434 log1o(N)。戸=0.988。

したところ p=0.797を得た。すなわち v= h"12 = ho.399 向の値のみが誤差を持つと仮定されているのだが，アロ

である。なお，葉密度と植物幅の間にべき乗関係が存在 メトリー関係の場合は x軸と y軸の観測値の両方が誤

する場合には，葉サイズが一定であるという仮定のもと 差を持つからである。系統誤差の大きい変量はランダム

では葉面積指数(LAI)と植物幅の間にもべき乗の関係が 誤差も大きいと見なされるため，ここでは reduced

生じる。今の場合は LAicc (植物幅）0.797である。 major axis法 (GM回帰法）を用いた。図4.5a-dは以下

次に植物の各部の間のアロメトリー関係について推定 の推定値を与える。戸が非常に大きいので，別の推定法

した。総葉面積(cmりを A と記し，葉の乾燥重量(g)を を用いても今の場合は推定値は実際にはあまり変化しな

WL, 根の乾燥重量(g)を Wn,茎の乾燥重量(g)を Wsと い。

記する。アロメトリーのパラメーター推定の方法につい

ては多くの議論がなされてきた (Jolicoeur,1990)。直線

回帰の場合には X軸の値は誤差がなく測定され， y軸方

log10(A)= -0.412+ l.042log10(N) (4.4) 
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図4.6.区画内の葉で覆われた地表面積 G とその区画

での葉数 N,の曲線関係。 logw(G,)=2+log1o{l 

-exp(-0.003617 Nふ寄与率 0.980。点線は 100

cm2区画をすべて覆った場合を示す。

log10(WL)= -3.118+ 1.114log10(N) 

いては， 121個の区画(llXll;それぞれはlOXlOcm)か

らなる正方形の空間の中央に仮想的な 1本の円柱型の植

物（図4.2)を設置した。時間 0における植物幅を10cmと

し，ステップ幅 /h=l.2によってこの植物を水平方向に

成長させた。 p=0.797と推定されているので，縦方向の

成長率としては炉=1.zo.197 = 1.156を用いた。つまり，植

物の直径が1.2倍に増加する際に，葉の密度が1.156倍に

増加するという割合で植物を成長させた。それぞれの計

算ステップにおいて，数値積分によりそれぞれの区画に

おける円柱の体積を計算した。この体積がそれぞれの区

画における葉数を表している。この葉数の平均と分散を

それぞれのステップで計算した。このシミュレーション

を，さまざまな初期葉数を用いて実行し，得られた平均

分散関係を実際のデータと比較した。的確な平均分散関

係を生成したのは初期葉数を55とした場合であった（図

4.4b)。この初期条件を代入することにより総葉数N と

植物幅 L(cm)の間に次の関係を得る。

log10(N)= -1.320+2.797log10(L) (4.9) 

式 (4.9)を式 (4.7) に代入することにより，茎の乾燥

重景 Ws(g)と植物幅 L(cm)の間に次の関係を得る。

log10(Ws)= -6.019+4.010log10(L) (4.10) 

予備シミュレーションで決定された初期葉数を用い

て，次に最適な P値を見つけるためのシミュレーション

を行った。円柱型の植物を予備シミュレーションと同様

の様式で，ただし小さなステップを用いて成長させた。

それぞれのステップでそれぞれの区画の中の円柱部分の

体積を数値積分により計算した。この値から式 (4.5),

(4.6), (4.10)を用いて植物の総乾燥重雇を計算した。

総被覆面積は式 (4.8)により計算した。また同時に葉面

積指数 (LAI)も式 (4.4)を用いて計算した。このシミュ

レーションをさまざまな Pに関して実行した。

葉によって覆われた総地表面積はその植物の光合成能

カの指標と考えることができる。したがって与えられた

乾燥重量のもとでもっとも多くの被覆面積を示す個体

が，もっとも効率のよい植物形をもっていると解釈する

ことができる。そこで，まず被覆面積 Gを植物の総乾燥

重量妬に対してプロットした（図4.7)。曲線が幾分不

4. 最適値を求めるためのシミュレーション 規則に増加しているが，これは今のシミュレーションで

まず，シミュレーションで用いるべき初期値（初期葉 は葉密度が円柱の端で急にゼロになるからであろう。 p

数）を最初に決定しなければならない。そのために，さ が非常に小さいとき (p=O)や非常に大きいとき (p=ZO)

まざなな仮の初期値を設置して予備シミュレーションを には同じ乾燥重量に対して被覆面積が小さく光合成能率

行い，もっとも野外データに当てはまる結果を与える初 が悪い。その中間の値に最適値が存在し，最適な Pの値

期値を探索することにした。このシミュレーションにお は今の場合はおよそ1.4である。実際の Pの値(p=0.797)

log10(We)= -3.853+ 1.036log10(N) 

logw(Ws)= -4.126+ 1.434log10(N) 

(4.5) 

(4.6) 

(4. 7) 

植物に覆われている総地表面積を計算するために，区

画内の葉数とその区画での被覆面積の関係を調べた（図

4.6)。被覆面積は葉数が増加するにつれて増加し最大値

100cm2に近づいてゆく。したがって，飽和型の曲線を非

線形最小二乗法を用いて当てはめた。等分散性を改善す

るために，当てはめる前に軸を対数に変換した。得られ

た関係式は

logw(G,)=2+ log10{1-exp(-0.003617N,)} (4 .8) 

ここに Gは第 i番目の区画における被覆面積であり，

N, はその区画での葉数である。 1個体の植物によって覆

われる総地表面積 Gは，まず式(4.8)を用いてそれぞれ

の区画毎の被覆面積を計算し，次にそれらを 1個体全体

で足しあわせることによって得ることができる。
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の端の数値は，それぞれのシミュレーションで用 は図 4.7と同じ。

いられた相対成長率 Pを示す。実際に野外デー

タから推定された値は 0.797である。 の形は必ずしも円形ではなく，場合によっては菱形とな

4
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2

 

＿＜
1
 

る(Novoplanskyら， 1990)。したがって，以上のシミュ

レーションの結果が円柱形という仮定によって大きく左

右されているのかどうかを検討しておく必要がある。こ

の目的のために次に円柱形のかわりに円錐形を仮定した

シミュレーションを行った。すなわち，植物体の中央部

から端に向かうにつれて葉密度が直線的に減少すると仮

定してみた。シミュレーションの結果は円柱形の場合と

ほとんど同じである（図4.9)。したがって，最適な P値

0.797 は植物形についての基本仮定にはあまり依存しないこと
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図4.8.シミュレーションの結果。植物幅 L(cm)と葉面

積指数LAIの関係。それぞれの曲線の端の数値の

意味は図 4.7と同じ。

は厳密には最適ではない。被覆面積は p=l.4の場合の約

85%である。 P=l.4の場合の LAIもP=0.797の場合の

LAIもいずれも植物幅の増加につれて増加した（図

4.8)。この図は植物の成長に伴って LAIを適度に増加さ

せてゆくのが最適な成長であることを示唆している。

実際の野外での植物形は厳密には円柱形では表現でき

ない。ある場合には葉密度は植物の中央部分で低くなり

ドーナツ型の様相を示す場合もある。また別の場合には

葉密度は植物の端の部分で低くなる。さらに植物の外周

が示唆される。

もし水平的な成長のコストが小さければ，自然選択は

水平に成長する植物に有利に働くであろう。したがって，

茎の乾燥重量と植物幅の間のトレードオフ関係（式4.10)

は最適な植物幅を決定する上で重要な役割を担っている

はずである。そのようなトレードオフの影響は式(4.10)

の傾きの値を変えることによって調べることができる。

もし茎の単位長あたり乾燥重量が植物幅に依存せずに一

定であり，茎が植物の占有面積内を等間隔で満たしてい

るとすれば，茎の総乾燥重量は占有面積に比例する。こ

の場合，式 (4.10) の傾きは 2となる。したがって，式

(4.10) の傾きを2.0で置き換えてシミュレーションを

行ってみた。図4.10に示されるように，この場合には水

平方向にだけ成長する個体すなわち p=Oの個体がもっ

とも大きな被覆面積を獲得することができる。

早く成長する植物個体は植物がしばしば破壊されるよ

うな変動環境で生育する場合には有利である。そのため，

次に時間t と被覆面積 Gの間の関係を計算した。植物
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傾き 4.010を2.0で置き換えることにより仮想 曲線の端の数値の意味は図4.7と同じ。

的に減少させた。それぞれの曲線の端の数値の

意味は図4.7と同じ。

の生長は光合成能力と密接に関係するため， King(1981)

と同様の仮定を採用した。すなわち，乾燥重量の瞬間増

加率がその時点での被覆面積に比例すると仮定した。

dWr -=cg(W: 分 (4.11)
dt 

ここに Cは定数であり， g(Wr)は函4.7の関数で与えら

れる被覆面積である。 c=lとなるように時間単位を選ぶ

ことにすれば，与えられた総乾燥重量にまで成長するの

に必要な時間は次の数値積分によって与えられる。

t=f[l/g(WT)]dWT (4 .12) 

植物がアロメトリーの制約にとらわれずに生育の途中で

柔軟に Pの値を調整することができるのであれば，植物

は受光量をより効率的に増加させることができ，した

がってより早く成長することができると考えられる。そ

のような最適なパラメーターの変化は Iwasaら(1984)

やIwasaら (1986)によって示唆されたように

Pontryaginの最大化原理やダイナミック・プログラミン

グのような最適制御理論を用いることによって計算する

ことが可能となるかもしれない。

5. 議論

本章では，生物個体群のコロニーが成長を行う場合に，

その縦横成長比Pにゼロと無限大の間で最適値が存在

シミュレーションの結果（函4.11)は図4.7の結果と似て することをスベリヒュの葉の空間分布を例にして示した

いる。 Pの最適値すなわち与えられた時間においてもっ （図4.7)。第 1章で示したように，コロニーがアロメト

とも大きな被覆面積を与える Pの値は約1.4である。野 リー的拡大を行う場合には Taylor'spower lawが生じ，

外データから推定されたパラメーターの値{p=0.797)は 成長率に確率変動がない場合には b値は式 (1.22)ある

厳密には最適値ではない。 p=0.797の場合の被覆面積は いは (4.2)で与えられる。 Pが無限大の場合すなわち水

P=l.4の場合のそれの約70%である。國4.11の曲線は互 平方向にコロニーが成長しない場合には b=2であり， p

いにしばしば交差するため，最適なパラメーターの値は がゼロの場合すなわち水平方向にしかコロニーが成長し

時間とともに変化する。生育の初期の段階では，垂直方 ない場合には b=lである。したがって，縦横成長比Pに

向に成長する個体がより大きな被覆面積を得るのだが， ゼロと無限大の間で最適な値が存在するということは，

生育の後期の段階では，比較的水平方向に生育する個体 Taylor's power lawの傾き bに1と2の間で最適値が

がより大きな被覆面積を得ることができる。このような 存在することを意味している。

シフトが生じるのは，生育初期には葉面積指数LAIは非 一般に Taylor'spower lawのb値は種によってさま

常に小さいのでLAIの急激な増加は生育初期にはあま ざまに異なる値をとりうる。図4.12はYamamuraら

り自己被覆を起こさないからであると解釈できる。もし (1999a)の実験データから，いくつかのキャベツ害虫に



30 

2
 

（油）
0
1
6
0
1
 ゜

-1 

第19号 (2001)

・2 
-1.5 -0.5 0 0.5 

log10(m) 

4
 

3
 

2
 

(
N
 s) 0
 1

6
0
1
 

゜

農業環境技術研究所報告

タマナギンウワバ卵

b=ns 

-1 

コナガ卵

b=1.52 

1.5 

（沿）
0
1
6
0
1
 

2
 

゜
-1 

モンシロチョウ卵

b=1.28 

4
 

3
 

2
 

（沿）。二
6
0
1

゜

ー1 -0.5 0 0.5 

log10(m) 

モモアカアブラムシ

b=1.74 

1.5 

-0.5 

゜
0.5 1 1.5 

log,0(m) 
2
 

2.5 -0.5 

゜
0.5 1 1.5 

IOQ10(m) 
2
 

2.5 

図4.12.Taylor's power lawの傾き bの種による違い。

ついて Taylor'spower lawを描いたものである。 2m

間隔の格子状に選ばれた 9株のキャベッ上の個体数の平

均とバリアンスがプロットされている。推定された b値

はタマナギンウワバ，モンシロチョウ，コナガ，モモア

カアプラムシの順番に大きくなっている。この順番は飛

翔能力の強さの順番と逆順であるように見える。形式的

に共分散分析により平行性を検定したところ，傾きの違

いは有意であった (Fs,281=14.86;P< 0.0001)。本章の結

果は，このような種ごとの b値はそれぞれの種の移動の

コストとベネフィットの関係から進化的に決定されてい

るということを示唆している。種によっては系統的な制

約から移動に要するコストが大きい場合があるであろ

う。そのような場合には進化の結果として b値は大きく

なる。逆に移動に要するコストが小さい種の場合には進

化の結果として b値は小さくなる。したがって，非常に

大ざっぱな議論ではあるが，それぞれの種の現在の b値

を調べることにより，その種のもつ進化的背景を推論す

ることも不可能ではないであろう。すなわち，現在小さ
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なb値を持つ種は移動のコストが小さいという系統発

生的な特質を持っており，大きな b値を持つ種は移動の

コストが大きいという系統発生的な制約を持っていると

推論することができる。タマナギンウワバやモンシロ

チョウの場合には b値は比較的小さいことから，株間移

動に要するコストは少なく，株内にたくさんの卵を産む

ことによる株内密度効果のコストの方が相対的に大きい

ことが推測される。また，コナガやモモアカアブラムシ

の場合には b値は比較的大きいことから，株間移動時の

死亡やコストが大きく，株内密度効果のコストの方が相

対的に小さいことが示唆される。

生物進化の結果として空間分布が集中するならば，そ

の間接的な結果として生物個体群の安定性が進化しうる

ことを本章の冒頭で述べた。この議論をキャベツ畑の害

虫にそのまま適用すれば，タマナギンウワバやモンシロ

チョウの個体群動態は比較的不安定で，コナガやモモア

カアプラムシの個体群動態は比較的安定であるかのよう

にみえる。しかし，個体群動態の安定性の問題を考える

際には，移動交流のあるひとまとまりの個体群全体につ

いて，その空間分布の集中性を考えなければならない。

キャベツ畑の害虫はいずれも一つのキャベツ畑よりも

ずっと広い範囲を分散しながら世代を繰り返している。

そこではさまざまな空間スケールの分布集中性が表れ

る。ある昆虫の場合には，より広い空間スケールにおけ

る空間分布の集中性，たとえば圃場間の空間分布の集中

性などが重要であるかもしれない。小さな空間スケール

では不安定に変動しているように見えても，より大きな

空間スケールで空間分布が集中していれば個体群変動は

安定化しうるからである。第III章の議論とも関係するが，

われわれが空間分布の集中性を測定するとき，その空間

スケールについてはあまり考慮しないことが多い。どの

空間スケールにおける空間分布が重要であるかについて

判断するためには，各生物の生活史を十分に検討する必

要があるであろう。

本章で行ったシミュレーションでは環境の変動がない

状況を考えているため，実際の野外での最適な分散率は

これとは少し異なる可能性がある。変動環境下では

spreading of risksの効果により，分散のメリットが増大

されるからである。また，本章の議論では成長率 v,hに

確率変動がない状況を考えていたが，それらに確率変動

がある場合には，式 (1.21)に示されるように Taylor's

power lawの傾き bは大きくなる。野外ではこれらさま

ざまな要素が複合して働くため，定量的に進化的な議論

を行うのは簡単ではない。しかし，定性的には，これら

の推論は広く適用できる可能性があるであろう。

v 資源の不連続性が個体群動態に及ぼす影響

1. はじめに

第IV章では，進化の結果として移動性が決定され，そ

の間接的な結果として個体群動態の安定性が決定される

という可能性について議論した。第IV章の議論において

は一つの固定された環境を想定していたのだが，同じ遺

伝形質を持った生物であっても，環境が違えば実現され

る移動性は異なってくる。同じ生物であっても，資源間

の移動が困難な環境に置かれた場合には実現される移動

性は小さくなり，その結果として空間分布集中性がより

高くなると期待できる。第II章での議論によれば，その

ような環境では個体群動態は安定化しやすいと予測でき

る。逆に，資源間の移動が容易な環境におかれた場合に

は，実現される移動性は大きくなり，空間分布集中性が

低くなった結果として個体群動態は不安定度を増すと期

待できる。野外では，実際にこの予測に合致すると思わ

れる現象が少なくない。 Pimentel(1961b)は生物多様性

と安定性の関係を論じる際に次のような例を引き合いに

出した「動物や昆虫の大発生は，単純な群集が存在する

北極地方や，人間が一種類の作物だけを植えている農耕

地において頻繁に生じている。」これらの二つの大発生例

は確かに生物多様性の少ない環境で生じている現象であ

る。しかしこれは別の見方でとらえることもできる一

農耕地や極地は「同じ種の植物が密集した連続的環境で

ある」という共通した特徴をもっている。ある特定の植

物を摂食する食植者の場合，このように植物が連続的に

存在している環境では容易に植物間の移動ができる。し

たがって，植物あたりの個体数分布（より正確には摂食

圧）が一様化し，その結果として第II章で議論したよう

に個体群動態が不安定化しているという仮説を考えるこ

とができるのである（図5.1)。すなわち，不安定性をも

たらしているのは生物多様性の少なさではなく，この資

源の連続性であるかもしれない。

隣接する食草へ移動しにくいという資源の不連続性が

食植者の個体群動態を安定化させる作用を持っているこ

とを野外実験で証明するために，ここではキャベツとモ

ンシロチョウの系を取り上げる。キャベツを栽植密度を

変えて植えることにより，食植者にとっての資源の不連

続性を制御し，そこでの食植者の個体群動態の安定性を

検討する。ただし，野外ではさまざまな要因が複雑に作

用するので，安定性の問題を取り扱う前に，まずキャベ

ツの栽植密度の影響についてさまざまな角度から把握し

ておく必要がある。本章では，まずキャベツの栽植密度

が食植者の密度と生存率に与える影響を論じ，その後に
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食物に対するアクセス率が高い環壊
（連続的に食草が生えている環壌など）

空閻分布が一様化

個体群動態が不安定化

図5.1.資源の連続性と個体群安定性についてのシェマ。

安定性に関して議論を行う。

2. キャペツの栽植密度と節足動物個体群密度の関係

植物密度が昆虫発生に与える影響に関連して Root

(1973)は資源集中仮説 (resource concentration 

hypothesis)という仮説を考案した。この仮説は「多くの

食植者，特に寄主範囲が狭い食植者は，集中的に生育し

ている寄主植物（つまり密植や単植の状態の植物）をよ

り見つけやすい」とする。この仮説は「植物密度が高く

なれば 1植物あたりの昆虫数は多くなる」ことを予言し

ていた。要するに，植物が集中して生えていれば，昆虫

はそれを見つけやすくなるから 1植物あたりの昆虫数は

増えるだろうと期待したのである。それ以来，数多くの

研究者がさまざまな昆虫について実験を行ない，この仮

説について検討を行ってきた。植物密度だけでなく植物

パッチのサイズを変えた実験なども多数行われたが，

パッチの大きさを一定に保ったまま栽植密度を変えた実

験だけを取り上げて比較を行うと比較的一貫した結論が

見えてくる。それらの実験の多くでは， 1植物あたりの

食植者数は密植区で低くなっている (LuginbillJrら，

1958 ; Pimentel, 1961a ; Wayら， 1966: A'Brook, 

1968 : Farrell, 1976 ; Solomon, 1981 : Latheefら，

1983: Rootら，1984:Power, 1987: Segarra-Carmona 

ら， 1990: Thompsonら， 1995)。密植区で食植者密度が

高くなった実験例は比較的少なく (Ralph,1977 ; Tur-

chin, 1988など），一貫した傾向の結果が得られなかった

実験例も多い (Mayse,1978 : Bach, 1980 : Boiteau, 

1984 : Power, 1989 ; Collら， 1994)。結局， Root(1973)

の仮説は成立しておらず，その逆の仮説，いわば資源拡

散仮説 (resourcediffusion hypothesis)とでも名付ける

べき仮説が成立するのである。この仮説は「食植者は寄

主植物が拡散している方がそれをより効率的に利用する

ことができる」と予言する。

単位地表面積あたりの寄主植物密度 Xのもとでの 1

植物あたり昆虫密度を /(x)としよう。このとき，単位地

表面積あたりの昆虫密度はガ(x)で与えられる。資源拡

散仮説は /(x)がXの減少関数であることを予言してい

る。この場合xf(x)は/(x)の形に依存して単峰型や飽和

型などの形をとり /(x)の性質をより細かく表現しうる

(Yamamura, 2001)。したがって /(x)の形よりもガ(x)

の形を調べる方がより有益である。本節ではまずキャベ

ツ畑に生息する節足動物について xf(x)曲線の形を調べ

る (Yamamura,1999b)。

(1) 材料と方法

実験は農業環境技術研究所内の圃場で行った。播種後

1ヶ月のキャベツ苗 (Brassicaoleracea Linnaeus, 品

種：六0)を実験区（それぞれlOXlOm)に4水準の植物

間隔(2X 2 m, 1 X 1 m, 0.5X0.5m, 0.5X0.25m) 

で移植した。植物密度はそれぞれ0.25, 1, 4, 8株Im

2である。実験は 5mの裸地で隔てられた 2つのプロッ

クで1990に2回行った。 5月18日移植による実験を初夏

実験， 7月19日移植による実験を盛夏実験とよぶことに

する。化成肥料14-14-14NPKおよび過燐酸石灰をそれ

ぞれ 1アールあたり 5kg, 10kgの割合で施用した。初夏

実験の前に堆肥を 1アールあたり200kg施用した。実験

区域内の雑草は除草し，ウサギの食害を防ぐために高さ

80cmの粗い金網で実験区域全域を囲んだ。カプラヤガ

Agrotis segetum (Denis et Schiffermliller)やタマナヤ

ガAgrotisipsilon (Hufnagel)に食害されることによっ

て欠株となった株については実験の早い段階でそれを健

全な株と交換した。

それぞれの実験区の中央に 2mの格子型に 9株を選

び，それらを調査株とした。この調査株上に存在する節

足動物の数を 5週間の実験期間中に週 2回ずつ計測し

た。モンシロチョウ Pierisrapae crucivora Boisduval 

(Lepidoptera, Pieridae), タマナギンウワバAutogr.、
pha nigrisigna (Walker) (Lepidoptera, N octuidae) , 

コナガ Plutella xylostella (Linnaeus) (Lepidoptera, 

Y ponomeutidae)については卵数を，モモアカアプラム

シMyzuspersicae (Sulzer) (Hemiptera, Aphididae) 

については有翅雌虫を数えた。捕食者の曲線を食植者の

それと比較するために，クモ類の数とヒラタアプ類の卵

数も記録した。このキャベツ畑では 3種類のヒラタアプ

が観察された： Sphaerophoria macrogaster (Thomson), 

Episyゅhusbalteatus (Degeer), Parogus haemorrhous 
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Meigen。クモ類は以下の科に属していた： Theridiidae, 

Linyphiidae, Araneidae, Tetragnathidae, Agelenidae, 

Oxyopidae, Clubionidae, Philodromidae, Thomisidae, 

Salticidae。栽植密度によって植物の成長が違うかどう

かを比較するために，各調査株毎にもっとも長い葉を選

び，その葉長と葉幅を測定した。

個体群密度を決定するメカニズムを明らかにする目的

で，モンシロチョウの産卵行動を調べた。ある雌成虫が

実験区に侵入した際にその行動を観察し，それらが止

まった株の位置を地図上に逐次に記録した。また，葉に

止まった際の行動について，腹曲げ行動と休憩行動のい

ずれであるかを記録した。この観察は雌が実験区から移

出するまで続けた。成虫の飛翔経路を地図上に記録しや

すくするために 2X2m毎に 6X45cmの木板を設置し

た。 1腹曲げ行動あたりの産卵確率は1989年に二つの栽

植間隔 (2X 2 mおよび0.5X0.5m)について，雌が腹

を接触させた葉の位置に新しい卵が存在するか否かを調

べることにより推定した。

個体数のバリアンスは一般に個体数の平均が増加する

につれて増加し，これは分散分析を行う際に要求される

等分散性の仮定に反する。したがって，植物密度の影響

を検定する際には，誤差に変動係数 (CV)一定のガンマ

分布を仮定した尤度比検定を採用した。ガンマ分布の尺

度母数 (scaleparameter)はPearsonカイ 2乗によって
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求め (McCullaghら， 1989,p296), 検定には F検定を

用いた。季節の違いは個体数に対して相加的な影響を及

ぼすとは考えにくいので，二つの季節のデータは別々に

扱って分析を行った。この計算には SASのGENMOD

procedureを用いた (SASInstitute., 1993)。

(2) 結果

資源拡散仮説から予測されるように，植物あたりの鱗

翅目昆虫の卵数/(x)は植物密度が増加するにつれて減

少した（図5.2;すべての種について P<0.001)。モモア

カアブラムシの植物あたりの有翅雌虫数も植物密度の増

加につれて減少した（函5.2:盛夏実験については P=

0.181, 初夏実験については P<0.001)。一方，単位地表

面積あだりの食植者個体数xf(x)は植物密度が高まるに

つれて上昇した（図5.3;初夏実験のコナガについては

P=0.155: その他は P<0.001)。捕食者の個体数につい

ても同様の傾向が見られたが，それは統計的には有意で

はなかった（図5.4)。初夏実験，盛夏実験の確率水準は

それぞれ以下のとおりである： /(x)曲線；クモ類 P=

0.201および P=0.452,ヒラタアブ類 P=0.346および P

=0.153 : xf(x)曲線；クモ類 P=0.057お よ び P=

0.013, ヒラタアブ類 P=0.456および P=0.067。

キャベツの葉の長さは植物密度が増すにつれて上昇し

た（図5.5a;いずれの季節の実験においてもP<0.001)。

しかしながら，その差の絶対量は葉の全体の長さに比べ
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図5.2.栽植密度が 1植物あたり個体数に与える影響 (f(x)曲線）。モンシロチョウ，コナガ，タマナギ

ンウワバについては卵数，モモアカアプラムシについては有翅雌虫の数を示す。白丸は初夏実験，

黒丸は盛夏実験の結果を示す。バーは漸近的標準誤差。
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るとわずかである。葉幅の差も葉幅全体と比較すればわ きる。

ずかである（図5.5b;初夏実験では P=0.405,盛夏実験 モンシロチョウの卵の x/(x)曲線が飽和型になる理由

では P=0.584)。したがって，植物の生長の違いは節足動 を明らかにするために，モンシロチョウの産卵プロセス

物数の違いにはあまり寄与していないとみなすことがで を3つのコンポーネントに分割した： (1)実験区への侵
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図5.6.(a)栽植密度がモンシロチョウの腹曲げ行動回数 (Ebend)に与える影響。 (b)栽植密度が侵入数

(Een,)に与える影響。バーは標準誤差。

入， (2)葉に止まって腹を曲げる， (3)卵を葉に産み付け は有意であった（図5.6a;Kruskal-Wallis test, が＝

る。もしこれらのコンポーネントが相互に独立であれば， 47.6, df=3, P<0.001)。Eessは初夏の実験について 1m 

卵の総数の期待値 (Eess) は次式で単純に表現される。 2あたりの卵数（図5.3の白丸）をlOX10m2でかけること

Eegg= Eent• Ebend• E。VI (5.1) 

ここに Eentは実験区に侵入するモンシロチョウ雌成虫

数の期待値， Ebendは1侵入あたりの腹曲げ行動数の期

待値，そして E。wは産卵が行われる腹曲げ行動の割合の

期待値（産卵確率）である。まず E。wを二つの栽植密度

において推定した。（卵数）／（腹曲げ行動の総数）は 2X 

2m区では119/149=0.799, 0.5X0.5m区では276/

346=0.798であった。産卵確率 E。wの95%信頼区間はそ

れぞれ0.744-0.852,0.762-0.833であり，その差は，

もしあったとしても非常に小さいことがわかる。した

がって，次に両方の栽植密度のデータを用いて共通の

E。wの推定値を求めた： E。v,=(119+176)/(149+346)= 

0.798。Ebendを1侵入あたりの平均の腹曲げ行動回数か

ら推定し，栽植密度の影響を検定したところ，その影響

によって推定した。そして E。vt=0.798,Eegg, £bendを式

(5.1) に代入することにより Eentを求めた。 Ebendと

Eentはいずれも栽植密度の増加につれて飽和型を描い

て増加した（図5.6a,b)。これはモンシロチョウの卵数

が飽和型を描いて増加する理由としては £bendとE.,の

両方のコンポーネントが寄与していることを示してい

る。また，栽植密度の増加につれて £bendの方が Eentよ

りも大きな比率で増加することから， £bendの寄与がよ

り大きいと判断される。式 (5.1) を対数で表現すれば

log10(Eegg) = log10(Een1) + log(Ehend) + log10(E。v1)

この関係を用いて log10E(egg)の決定に対して右辺の各

コンポーネントがどれだけ寄与しているかを key-stage

分析(Yamamura, 1999a)により，分析することができ

る。その結果， log10(Ee88)の分散0.1209に対して， log
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図5.7. (a)栽植密度がモンシロチョウの方向転換飛翔率に与える影響。バーは正確な 95%信頼区間。

(b)腹曲げ行動から腹曲げ行動までの間の平均飛翔距離。バーは漸近的標準誤差。
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る。この腹曲げ行動間の飛翔距離は栽植密度の増加につ

れて有意に減少した（図5.7b; Kruskal-Wallis検定，が

=128.4, df=3, P<0.001)。しかしながら，腹曲げ行動

間の飛翔距離を栽植間隔に対してプロットした場合に

は，栽植間隔が減少しても，飛翔距離はそれに見合うほ

ど十分には減少しないことがわかる（図5.8)。図5.8にお

いて飛翔距離をラフに外挿した場合には，飛翔距離は栽

植間隔が小さくなるにつれて約1.3mに近づくことがわ

かる。

固5.8.モンシロチョウの腹曲げ行動間の平均飛翔距離 (3) 議論

を栽植間隔に対してプロットしたもの。バーは漸 図5.6bにおいて栽植密度の増加につれて侵入頻度が

近的標準誤差。直線は線形回帰によってもとめ 飽和的に増加する原因としてはキャベツの発する視覚的

た。 y=l.33+0.53x, 戸=0.966。 な刺激や嗅覚的な刺激の性質が関係していると思われ

る。 Stanton(1983)は植物の匂いの拡散について議論し，

10E(bend)の寄与は0.0807であり， log10(Eent)の寄与は 匂いの濃度が誘因限界濃度よりも高くなる面積を計算し

0.0402であった。すなわち log10(Eegg)の決定に関して た。彼女の計算によれば，植物密度と誘因面積の間の関

log10(Ebend)がlog1o(Een,)の2倍の寄与を行っていると 係は飽和型になる。これは図5.6bにおける侵入数の飽和

判定された。 型増加に対する一つの説明を与えている。

次に Ebendと栽植密度の間に飽和型の関係が生じるメ 1侵入あたりの産卵数の飽和的な増加についてはいく

カニズムについて調べた。便宜上，雌成虫の飛翔パター つかの他の種のチョウについても研究されてきた。 Rau-

ンを二つのコンポーネントによって表現した： (1)株を sher (1983)はBattusphilenorの産卵率が植物密度とと

飛び立ってから次の株に止まるまでの飛翔方向， (2)株を もに飽和的に増加するのは植物に止まった後の産卵確率

飛び立ってから次の株に止まるまでの飛翔距離。この折 が低下することによるのであって，植物に止まる率が頭

れ線から，まず方向転換率 (90度以上の角度で飛翔方向 打ちになるからではないことを示した。本論文ではそれ

を変える移動の率）を推定した。このとき直角方向の移 と対照的に，モンシロチョウの産卵数の飽和的な増加は，

動については方向転換かどうかを判定できないので無視 腹曲げ行動数が頭打ちになることによって生じるのであ

した。方向転換率は栽植密度に依存せず，ほぽ0.2であっ り，産卵確率 E。wの変化によって生じるのではないこと

た（図5.7a)。二項分布に基づく尤度比検定によれば，栽 が示された。腹曲げ行動数が頭打ちになるのは雌の飛翔

植密度の影響は有意ではなかった(P=0.413)。次に腹曲 行動と関係していた。雌は 1度腹曲げ行動を行ってから

げ行動間の飛翔距離を求めた．これは腹曲げ行動から次 次の腹曲げ行動を行うまでに平均して少なくとも1.3m

の腹曲げ行動までの飛翔距離であり，休憩のために飛翔 ほど飛翔しなければならない（図5.8)。もし植物密度が

して株に止まった場合はそれらの飛翔距離も合計してあ 十分に高ければ，雌は多くの植物を産卵せずに飛び越え
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てしまう。このような卵のばらまき行動は Rootら いては 1寄主植物あたりの食植者密度は 2つのコンポー

(1984)やStanton(1983)によってモンシロチョウの欧 ネントによって決定される。

米亜種Pierisrapaeとsulferbutterfly Golias Philodice (1) 実験区の周りから侵入した個体によって生まれる卵

eriphyleに関して．それぞれ報告されている。Capmanら 数。

(1990)はlamb'squarter Chenopodium album上の (2) 実験区の中で生育した個体の生存率および産卵数。

wing skipper Pholisora catullusについて同様の行動を 小面積での短期実験においては植物あたりの食植者数は

報告している。 周囲から侵入する個体数によって大部分が決定される。

前章で触れたように，雌が卵を疎にばらまけば．その これに対して，大面積での長期的な実験においては．個

子供は 2種類の利益を得ることができる。まず第 1に． 体群の大部分は実験区の中で生育した親に由来するた

その子供はそれ自身の密度が原因となって生じる資源悪 め，食植者の密度は実験区の中での生存率によって大部

化（密度効果）を避けることができる。第 2に，その子 分が決定される。したがって，大面積での長期的な食植

供は局所的に生じる資源悪化を回避することにより 者密度を予測するためには，個体密度の調査よりも生存

Den Boer (1968)のいう「リスクの分散 (spreadingof 率の調査に重点を置く必要があろう。ところが．資源集

risks)」の効果を得ることができる。 Rootら (1984)は 中仮説を検討した研究例は多いものの．生存率までをき

後者の利益が雌の「卵ばらまき行動」が進化した主な理 ちんと推定した研究例は非常に少ない。本節では，個体

由であると考えた。しかしながらリスクの分散の効果を 群の大面積での長期的な変動を明らかにする目的のため

得るためには，雌は子供の死亡率が同調しない広い面積 に，キャベツ密度が食植者の卵や幼虫の生存率に与える

にわたって卵を散布しなければならない(Kuno,1981を 影響を推定する (Yamamuraら,1999b)。

参照）。卵ばらまき行動が進化した理由を明らかにするた (1) 材料と方法

めには．卵をばらまく空間単位の大きさだけでなく環境 ここでは 3種の鱗翅目害虫，モンシロチョウ，タマナ

変動の空間単位の大きさについても定量的に調べ．この ギンウワバ，コナガ，について調査を行った。モンシロ

両者の大きさを比較して検討する必要がある。 チョウの終齢幼虫 (5齢）は約28mm,タマナギンウワバ

モンシロチョウの産卵行動の分析により xf(x)曲線が の終齢幼虫 (5齢）は約35mm, コナガの終齢幼虫 (4齢）

飽和型になることは 2つのコンポーネント (Eentと は約10mmである。農業環境技術研究所の圃場において．

Ebend)によって決定されており．後者はより大きな影響 播種後 1ヶ月のキャベツ苗を二つの栽植間隔 (2X 2 m 

を及ぼしていることが示された。同じような議論は他の および0.5X0.5m間隔）で実験区内（それぞれlOXlOm)

食植者についても適用できるであろう。ただし，それら に移植した。実験は 5mの裸地で隔てられた 4つのプ

のコンポーネントの相対的な重要性は種によって異なる ロックにおいて1989年に 2回行った。 5月25日移植によ

かもしれない。しかしながら，捕食者の xf(x)曲線につい る実験を初夏実験. 7月12日移植による実験を盛夏実験

ては，食植者のガ(x)と違って．その解釈は単純ではな と呼ぶことにする。栽培管理方法は前節の実験と同じで

い。捕食者の密度は植物密度だけでなく，被食者の密度 ある。

にも依存すると考えられるからである。例えば．ヒラタ それぞれの実験区の中央に 2mの格子状に 9株を選

アプの雌成虫は卵をアプラムシのコロニーの近くに産む び．それらを調査株とした。 5週間の実験期間の間にこ

であろうから，単位地表面積あたりのヒラタアプ卵の飽 れらの調査株上の個体数を平均して週 2回計測した。植

和型の増加はアプラムシ密度の飽和型増加の間接的な結 物の成長を比較するために，各調査株毎にもっとも長い

果であるかもしれない。したがって，捕食者のガ(x)曲線 葉を選び，その葉長と葉幅を測定した。実験の最後にモ

を決定するメカニズムを明らかにするためには，別の実 ンシロチョウの終齢幼虫，コナガの終齢幼虫と蛹を採集

験により植物密度の影響と被食者密度の影響を分離する し,25度恒温下で飼育して寄生率を調べた。

ことが必要となってくるであろう。 個体数は生理時間に基づいて．修正Kiritani-N akasu-

ji-Manly法を用いて推定した(Yamamura, 1998a)。発

3. キャペツの栽植密度が害虫の生存率に及ぽす影響 育ゼロ点 (To度）および有効積算温度定数 (K日度）は

前節においては，栽植密度と食植者密度の間の関係を 非線形最小二乗法によって推定した。このときモンシロ

基本的な実験によって調べたのであるが，次に述べるよ チョウについては以下の文献を用いた。卵期，長沢(1955)

うな理由から．一般にこうした野外実験の結果は慎重に の25℃の実験データ；幼虫期と蛹期．松沢 (1958)の

取り扱わなければならない。前節のような野外実験にお 16.0°, 20.5゚， 21.0゚， 24.0°,28.0℃のデータ（ただし21℃
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の1齢幼虫のデータは異常値として除いたに推定された

共通のは9.0℃であった。推定された Kは以下のとお

り：卵， 43.4; 1齢幼虫， 37.5, 2齢幼虫， 29.7, 3齢

幼虫， 28.1,4齢幼虫， 35.5,5齢幼虫， 61.0,蛹， 114.7。

タマナギンウワバについては一瀬ら (1959)から30℃以

下のデータを用いた。推定された TOは8.9℃である。 K

の推定値は以下のとおり：卵， 63.3;1齢幼虫， 45.5,

2齢幼虫， 39.4, 3齢幼虫， 31.0, 4齢幼虫， 34.2, 5 

齢幼虫， 61.9,蛹， 134.9。コナガについては Sarnthoy

ら(1989)のデータを用いた。 T。の推定値は9.9℃であっ

た。 Kの推定値は以下のとおり：卵， 58.5, 1齢幼虫，

45.0, 2齢幼虫， 27.5,3齢幼虫， 31.5,4齢幼虫， 41.6,

蛹， 70.1。農業環境技術研究所の標準気象データ（奥山，

1990)からの時間別気温データを用いて，暦日を生理時

間に変換した。コナガの 1齢および2齢幼虫はしばしば

葉の中に潜っていて正確に個体数を数えられないため，

これらの齢については推定は行わなかった。

モンシロチョウとコナガについては次のモデルを用い

て分散分析を行った。

Iog10(Yuk)=μ+R,+ T;+S叶 TS;k+euk (5.2) 

ここに Yukはi番目のブロックの j番目の処理の K番

目の季節における個体群密度あるいは生存率である (i=

1, 2, 3, 4; j=l, 2; k=l, 2)。ここでは等分散性を改善す

るために常用対数変換を採用した。μは全体平均，凡は

i番目のプロックの影響， T1とT2はそれぞれ粗植と密植

の効果，ふとふはそれぞれ初夏実験と盛夏実験の効果，

TS;kはTiとふの交互作用， eukは等分散正規分布に従

う誤差であり，その自由度は 9である。タマナギンウワ

バについては盛夏実験では個体数が非常に少なかったた

め，初夏実験のデータのみを用いた。したがって，この

種については式(5.2)中のふと TS汰は含まれず，誤差

の自由度は 3である。

食植者の生存率は植物密度だけでなく，それ自身の個

体群密度にも影響される。したがって，植物密度の影響

を正確に調べるためには，個体群密度の影響を分離しな

ければならない。ここでは次の線形回帰を用いて分析を

行った。ただし，このような分析方法は統計学的に問題

を含んでいるため，これは大まかな分析にすぎない（た

とえばKuno,1991 ; Den Boerら， 1996を参照）：

log10(Yuk) =a;+ b;logw(Duk) + e,;k (5.3) 

は無視した。

植物密度が葉長，葉幅に与える影響については，それ

ぞれの季節毎に次のモデルを用いて分散分析を行った：

log10(zu)=μ+ Rげ Tj十e;; (5.4) 

ここに初は i番目のブロックの j番目の処理における

葉長，葉幅であり， euは等分散正規分布に従う誤差であ

る。等分散性を改善するためにここでも対数変換を採用

した。非寄生率を比較する際にも式 (5.4)を用いた。そ

の場合には euは過大分散二項分布 (overdispersed

binomial distribution) にしたがうと仮定した (McCul・

laghら， 1989)。検定には F統計量に基づく尤度比検定

を用いた (Aitkinら1989,.P214)。この計算には SASの

GENMOD procedureを用いた (SASInstitute, 1993)。

(2) 結果

1植物あたりの個体群密度は前節の実験同様に粗植区

で一般に大きくなった（図5.9)。植物密度の影響（冗）を

式 (5.2)に基づいて検定したところ，植物あたりの卵数

はモンシロチョウとコナガにおいて粗植区で有意に多

かった（表5.1)。終齢幼虫密度についてもモンシロチョ

ウとコナガにおいて植物密度の影響は有意であった。

Tふの影響はコナガの卵数については有意(P=0.029)

であったが，それ以外については有意ではなかった (P>

0.05)。生存率に関しては，卵の生存率はコナガとモンシ

ロチョウにおいて粗植区で有意に低かった（表5.2)。幼

虫期生存率についてはタマナギンウワバとコナガにおい

て粗植区で有意に低かった。 TS;kが生存率に与える効

果はいずれの場合も有意ではなかった (P>0.05)。

植物密度が寄生を逃れる率に与える影響は小さかった

（表5.3)。葉長と葉幅の差についても，初夏の葉長は有

意に異なったものの，その差の絶対量は小さかった。こ

のため，植物の成長の違いが生存率に影響したとは考え

にくい（表5.4)。

図5.10では密植区と粗植区の卵期生存率の密度依存性

を比較するために，それぞれに別の直線を当てはめてい

る。この図は，モンシロチョウとコナガについては密植

区と粗植区の卵期生存率は同じ曲線上に位置しているこ

とを示している。したがって，表5.2に見られるようにモ

ンシロチョウとコナガにおいて粗植区で卵期生存率が低

くなったのは，植物密度の直接の結果ではなく，卵数の

違いによる間接的な結果であることが示唆される。ただ

し，統計的な理由から密度依存性が過大評価されている

ここに Dukは同じ種の直前のステージの個体群密度で 可能性が高いので，結果は慎重に解釈しなければならな

あり， a;とb;は定数である。 R;,sk, TS;. はこの分析 い。 TypeIII共分散分析によれば，共通の密度依存直線の

では簡単のため無視した。異種間の密度の影響もここで 傾きの有意確率はモンシロチョウ P=0.019, タマナギ
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図5.9.栽植密度が食植者の 1植物あたり個体数に与える影響。モンシロチョウとコナガについては初夏

実験と盛夏実験の平均値．タマナギンウワバについては初夏実験の平均値を示す。タマナギンウ

ワバの 5齢幼虫は個体数が少なく信頼できる推定値が得られなかったためプロットから除いて

ある。白丸は粗植区 (2X2m間隔）．黒丸は密植区 (0.5X0.5m間隔）。バーは標準誤差を示す。

E: 卵,L 1: 1齢幼虫,L2: 2齢幼虫,L3: 3齢幼虫,L4: 4齢幼虫,L5: 5齢幼虫。

表 5.1. 栽植密度が 1植物あたりの卵と幼虫数に与える影響

log10 (卵数） log,o (幼虫数） I) 

粗植区 密植区 p 粗植区 密植区 p 

モンシロチョウ 1. 742 1.143 <0.001 0.554 0.255 0.008 

タマナギンウワバ 1.852 1.566 0.065 0.326 0.350 0.827 

コナガ 2.160 1.575 <0.001 1.075 0.891 0.034 

式(5.2)に基づく分散分析。

1)モンシロチョウとコナガについては終齢幼虫，タマナギンウワバについては 4齢幼虫。

表5.2. 栽植密度が卵と幼虫の生存率に与える影響

log10 (卵生存率）1) log,o (幼虫生存率）2) 

粗植区 密植区 p 粗植区 密植区 p 

モンシロチョウ -0.465 -0.309 0.007 -0.723 -0.580 0.080 

タマナギンウワバ —0.505 -0.478 0.364 -1.021 -0.739 0.012 

コナガ -0.821 -0.533 0.011 -0.264 -0.151 〇.001

式(5.2)に基づく分散分析。

1) コナガについては卵から 3齢幼虫までの生存率。

2)モンシロチョウについては 1齢から 5齢まで，タマナギンウワバについては 1齢から 4齢まで，

コナガについては 3齢から 4齢までの生存率。

ンウワバ P=0.019,コナガ P=0.013であり，いずれも 圏5.11はタマナギンウワバとコナガの幼虫期の生存率は

有意であったが，切片の差の有意確率はモンシロチョウ 粗植区と密植区では異なる曲線上に位置することを示し

P=0.961, タマナギンウワバ P=0.093, コナガ P= ている。したがって，タマナギンウワバとコナガにおい

0.706であり，いずれも有意ではなかった。これに対して， て幼虫期生存率が粗植区で低くなったのは幼虫の密度の
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表 5.3. 寄生を逃れた個体の百分率（括弧内はサンプル数を示す）

初夏実験

粗植区 密植区 pi> 

モンシロチョウ 5齢幼虫2> 89.5(95) 94. 7(178) 0.198 

コナガ 4齢幼虫3)

コナガ蛹4)

94.3(291) 92.0(242) 0.317 

1)過大分散二項分布に基づく F統計量による尤度比検定。

2) Cotesia glomerata(LINNAEUS) 

3) Cotesia plutellae (KURDJUMOV) 

盛夏実験

粗植区 密植区 p'> 

26.6(247) 27.9(278) 0.867 

91.5(274) 90.0(220) 0.681 

92. 7 (101) 78. 3 (113) 0. 061 

4) Diadromus subtilicomis (GRAVENHORST), Diadegma niponica Kusigemati, Tetrasガchussokolowskii 

(KURDJUMOV)'Campoletis sp. 

表 5.4. 栽植密度が葉長と葉幅に与える影響

初夏実験 盛夏実験

粗植区 密植区 P'l 粗植区 密植区 pi> 

葉長平均(cm) 23.6 25.2 0.308 13.8 12. 7 0.038 

葉幅平均(cm) 15.8 16.9 0.466 7.3 6.9 0.253 

1)式(5.4)に基づく分散分析。等分酸性を改善するために対数変換後に検定を行った。
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図5.10.卵期生存率の密度依存性。コナガについては卵から 3齢幼虫までの生存率。白丸，粗植区(2X

2m), 黒丸，密植区 (0.5X0.5m)。それぞれの密度区ごとに線形回帰を示す。

2.6 

影響ではなく，植物密度の直接的な影響によってもたら 図5.11により，タマナギンウワバとコナガの幼虫期生

された結果であることが示唆される。共通の密度依存直 存率は植物密度によって直接に影響されていることが示

線の傾きの有意確率はモンシロチョウ P=0.031, タマ 唆された。そこで，どの齢期の生存率がもっとも大きく

ナギンウワバ P=0.859,コナガ P=0.149であり，タマ 影響されているかについて明らかにするために key

ナギンウワバとコナガでは有意ではなかった。切片の差 —factor /key-stage分析を行った (Yamamura,1999a; 

の有意確率はモンシロチョウ P=0.737, タマナギンウ 山村， 2000b)。タマナギンウワバについて 1齢から 4齢

ワバ P=0.092,コナガ P<0.001であり，コナガでは有 までの生存率の常用対数値に関して，式 (5.2)の項のう

意であった。 ちふと TS;kを含まないモデルを用いて分析を行った。

(3) Key-factor/key-stage分析 コナガについては幼虫期生存率としては 3齢~4齢まで
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図5.11.幼虫期生存率の密度依存性。モンシロチョウについては 1齢から 5齢まで，タマナギンウワバ

については 1齢から 4齢まで，コナガについては 3齢から 4齢までの生存率。モンシロチョウ

とタマナギンウワバについては 1齢幼虫密度を横軸に，コナガについては 3齢幼虫密度を横軸

にとった。白丸，粗植区(2X 2 m), 黒丸，密植区(0.5X0.5m)。それぞれの密度区ごとに線

形回帰を示す。

表5.5. タマナギンウワバ1齢幼虫期から3齢幼虫期の生存率に関する

key-factor /key-stage分析表

1齢 2齢 3齢 全体I)

ブロック 19.5 7.6 22.4 49.5 

栽植間隔 21. 7 55.9 150.1 227.7 

誤差 〇.0 11.0 11.9 23.0 
全体2) 41.3 74.4 184.4 300.1 

全体のバリアンス V(K)が3要因 X3ステージに分割されている。数値は比較を

容易にするために10,000倍してある。

1) この列はどの要因が key-factorであるかを示している。

2) この行はどのステージが key-stageであるかを示している。

1.6 

の1区間の生存率しか推定されていないため，この分析 （図5.11)。幼虫期生存率が異なる理由としては，粗植区

を行うことはできなかった。 では幼虫が株から落下した際に無事に株にたどり着く率

表5.5によれば，全生存率のバリアンスは300.1であり， が低いことが考えられる。密植区では幼虫期生存率が高

そのうち植物密度の影響による成分は227.7である。 1 いため，もし増殖に関わる他の要因（成虫期の生存率や

齢， 2齢， 3齢期の寄与はそれぞれ21.7, 55.9, 150.1で 1雌あたりの産卵数など）が栽植密度によらず一定であ

ある。したがって，植物密度の影響は主として 3齢幼虫 るならば，密植区では世代を重ねるとともに個体数が増

の生存率を通じて働いていることがわかる。 加し最終的には高密度に至ると予想できる。

(4) 議論

卵期生存率と幼虫期生存率は一般に粗植区の方が密植 4. 資源の不連続性と資源量変動の安定性との関係

区よりも低かった（表5.2)。ただし，この違いは 1世代 第5.3節では資源の不連続性が 1植物あたり個体数の

の間に卵数の違いを補償するほどの違いではなく，終齢 「平均値」に与える影響について生存率の違いを調べる

幼虫密度は，卵密度と同様に粗植区で高かった。卵期生 ことにより議論した。本節では資源の不連続性が個体数

存率は主として密度依存的な要因によって決定されてお の「バリアンス」に与える影響について議論を行う。第

り（図5.10),幼虫期生存率はタマナギンウワバとコナガ II章で議論したように，個体数の時間変動が安定である

については主として植物密度によって決定されていた か否かは密度依存性の様式によって決定されている。第
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(t+l)世代の個体数を第 t世代の個体数に対してプ

ロットしたとき，その平衡点付近の傾きがある限界値よ

りも急であれば個体数は局所不安定であり周期変動ある

いはカオス変動を示す。このような密度依存性の傾きを

決定している要因としてはいくつかが考えられる。モン

シロチョウの 1齢幼虫は野外でしばしば他の卵を捕食す

ることが知られている（渡辺ら， 1993)。このような共食

い現象は図5.10の卵生存率の密度依存性をもたらす要因

の一つであると思われる。しかし，このように密度依存

性が個体間の直接的な相互作用によってもたらされてい

る例はむしろ珍しいであろう。多くの場合は，まず第 t

世代の個体数がなんらかの残存資源量（残存食物量など）

を決定する。そして，その残存資源量が第(t+l)世代の

個体数を決定していると考えられる。すなわち，密度依

存性は資源量を通じて間接的に作用することが多いと予

想される。本節では資源の不連続性が残存資源量の変動

にどのような影響を及ぽし，その結果として個体数変動

にどのような影響を及ぼしうるかについて議論する。

(1) 材料と方法

5 X 5 mの実験区内の中央に 4株のキャベツを二つ

の栽植間隔（密植区： 0.2m間隔，粗植区： 1 m間隔）で

植えた。前節の実験では各実験区の栽培面積を一定に

保ったために，栽植密度の増加とともにキャベツ総数も

変化したが，今回の実験ではキャベツ総数（食物総量）

は一定数 4に保たれている。 16個の実験区からなるプ

ロックを二つ設け，それぞれのブロックにおいて粗植区

と密植区をそれぞれ 8反復ずつ設けた。実験は1994,

1995, 1996, 1997年に行い，播種後約一ヶ月のキャベッ

苗をそれぞれ， 7月1日， 7月10日， 7月11日， 7月10

日に移植した。 1994年と1996年には摂食圧が強くキャベ

ツ株の食いつくしが見られたので実験終了後に各株につ

いて残存した葉の乾燥重量を資源残存量として測定し

た。ただし， 1994年の実験ではアリの加害によりいくつ

かの株が枯死したため， 1ブロックの実験区数を15とし

た。なお，栽培管理方法は前節の実験と同じである。

調査は約 3週間の間，平均して 3日に 1回行った。キャ

ベツーモンシロチョウ系を対象とするため，モンシロ

チョウ以外の食植者や捕食者は調査時に取り除いた。葉

上の捕食者としてはキポシアオゴミムシ (Chlaenius

Posticalis Motschulsk)の幼虫やクモ類が見られた。 1995

年のクモ類の種類構成は図5.12に示す。モンシロチョウ

の各齢期に加入した個体数について前節と同様に修正

Kiritani-Nakasuji-Manly法により推定した。

栽植間隔がモンシロチョウの卵個体数，幼虫個体数，

生存率に与える影響については次のモデルを用いて分析

した。

log10(Y;;)=μ+Aげ T;+e,; (5.5) 

ここに Yuは第 i年の第j番目の栽植密度における 1植

物あたりの個体数あるいは生存率である。μは全体平均，

Aは年の効果であり， Tjは栽植密度の効果である (i=

l,2,3,4;j=l,2)。euは等分散正規分布にしたがう誤差

である。ここでも等分散性に近づけるために常用対数変

換を採用している。生存率についてはさらに次のモデル

を用いてその密度依存性を分析した。

log ,o(su)=μ+ Aげ T;+ b, log 10(D,;) +如 log10(D,;) 

+e0 (5.6) 

ここに S;;は第 i年の第j番目の栽植密度における生存

率である。 Doは個体数であり，卵生存率に対しては 1植

物あたり卵数，幼虫生存率に関しては 1植物あたり 1齢

幼虫数を用いた。 b,は第 i年における密度依存性の傾

き， buは第 i年と第j番目の栽植密度との交互作用であ

る。

栽植間隔の違いがモンシロチョウの幼虫に対して資源

の不連続性に差をもたらしていることを検証するため

に，モンシロチョウの 4齢幼虫の株間移動率を調べる別
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図5.12. キャベツ葉上にいたクモ類の種類構成 (1995年）。採集された293個体のうち，同定できなかっ

た91個体および 1個体しか観察されなかった 7種を除く。
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の実験を行った。 4株のキャベツのうちの 1株を高さ50

mm直径 3mmの木棒と置き換え，その棒上に 4齢幼虫

を放し，その幼虫が他の 3株のうちのいずれかに到達す

る確率を調べた。観察は幼虫が株に到達するかあるいは

地上で脱水死するまで続けた。

(2) モデルからの予測

資源残存量と栽植密度との関係を予測するために第II

章と同様の方式でモデルを考える。ある植物における摂

食圧を xとし，ある実験区における 4株の Xの平均を m

とする。密植区および粗植区における Xのバリアンスを

それぞれ mの関数加(m),hs(m)で表す。密植区では幼

虫が4株間を自由に移動することができるため摂食圧の

分布は一様化しうる。このため一般に次の関係を期待す

ることができる。

加(m)~hs(m) (5. 7) 

摂食圧 X を受けた植物の残存資源量は xの減少関数

f(x)で与えられるとする(f'(x)<O)。株あたり平均摂食

V(m)で変動すると仮定しよう。このとき密植区の 4株

平均値の実験区間バリアンス V[go(m)]はデルタ法

(Stuartら， 1994,p350)を用いることにより次のよう

に近似的に表現することができる。

V[go(m)]~[g'o(m)]2 V(m) 

=[/'(M)+仰 (M)/"(M)/2

＋加(M)/"'(M)/2]2V(m) (5 .10) 

M がXthrに近い場合には /"(M)叫 0なので式 (5.10)を

さらに単純化することができる。

V[go(m)]~[f'(M)+加(M)

/"'(M)/2]2 V(m) (5 .11) 

同様にして，粗植区の 4株平均値の実験区間バリアンス

を V[gs(m)]とすれば， M がXthrに近い場合には

V[gs(m)]~[f'(M) + hs(M) 

/"'(M)/2]2 V(m) (5.12) 

圧が mのときの密植区の 4株の J(x)の平均を gn(m) ここで/'(Xthr)< O, /"'(Xthr) >Oであるから，式 (5.7)の

と記する。この値は Taylor展開により次のように近似 関係を用いることにより次の関係を得る。

的に表現することができる (DeJong, 1979; Yamamur-

a, 1989) 

gD(m):=:::J(m)+ /"(m)hD(m)/2 (5.8) 

同様に株あたり平均摂食圧が mのときの粗植区 4株の

f(x)の平均をgs(m)と記すと．

gs(m):::::f(m)+ f"(m)hs(m)/2 (5. 9) 

第II章で議論したように，不安定な個体数変動を示しう

る生物の f(x)は必ず過大補償型 (overcompensation 

型）であり， f"(x)が負から正へ変わる密度 Xthrが必ず存

在する。いま mが全体平均 M のまわりにバリアンス

V[gv(m)]~V[gs(m)] (5 .13) 

すなわち， M=Xthrの周辺では密植区では粗植区よりも

残存資源量の変動が大きいことが予言される。この残存

資源量が次世代の個体数を決定する場合には，密植区で

は次世代個体数の変動が大きくなり，個体数変動がより

不安定であると予測することができる。この不安定化の

典型例は図2.5に示されている。

(3) 個体数および生存率の比較

l植物あたり卵数は粗植区で有意に大きかった（表

5.6)。粗植区で卵数が多い原因の一つとしては前節で議

論したような雌成虫の卵ばらまき行動が関係していると

表5.6. 栽植間隔がモンシロチョウの 1植物あたり個体数と生存率に与える影響

密植区I) 粗植区1) F1.12a p 

log,。（卵数） 2.010 2.104 8.3252 0.0046 

log1。(1齢） 1.000 1.006 0.0196 0.8890 

log,。(2齢） 0.826 0.950 3.2909 0.0721 

log,。(3齢） 0.853 0.930 0.6448 0.4236 

log1。(4齢） 0.673 0.803 1.1852 0.2786 

log1。（卵生存率） -1.010 -1.099 2.2251 0.1383 

log,。（幼虫生存率）2) -0.317 -0.199 0.7971 0.373 

1)植物総数は一定数 (4株）に保たれている。

2) 4齢に加入するまでの生存率。
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思われる。ただし， log10(卵数）の平均値は密植区，粗 も密植区と粗植区の間で有意差は見られなかった（図

植区でそれぞれ2.01,2.10であり，その差は真数レベル 5.15; a, F1.1a=O.Ol, P=0.9205; b, F1.1a=0.31,P= 

で1.24倍程度であり，さほど大きくはない。これは医5.13 0.5864; C, Fl.14=0.76, P=0.3968; d, Fl.14=0.30, P= 

にも示されている。有意差はないが，幼虫個体数につい 0.5901)。1994年の第 1プロックではキャベツ株の食い尽

も粗植区で多い傾向がある。 くしが生じなかったが，その他の 3プロックでは食いつ

卵期生存率に関する分散分析の結果（表5.7)によれば くしが生じた。これら三つのブロックにおいては区内の

卵期生存率の密度依存性は有意である (P<0.0001)。そ 4株間のバリアンスは密植区で小さかった（図5.16上：

の傾きは栽植密度に依存せず，また切片も栽植密度に依 尤度比検定， a,x/=0.0295, P=0.86363; b, x/=4.4217, 

存しないことが示唆された（それぞれ， P=0.3612,P= P=0.035485; c, が=4.434,P=0.035230; d,xi2= 1.3982, 

0.1691)。この傾向は図5.14にも示されている。幼虫期生 P=0.23703)。これは密植区では株間移動の頻度が多い

存率に関する分散分析の結果（表5.8)によれば幼虫期生 ために摂食圧が一様化されたことを示しており，式(5.7) 

存率の密度依存性は有意である (P<0.0001)。その傾き が成立していることを意味している。一方，これら三つ

は栽植密度に依存せず，また切片も栽植密度に依存しな のブロックにおいては 4株平均値の実験区間バリアンス

いことが示唆された（それぞれ， P=0.8493,P=0.8569)。 は密植区で大きかった（図5.16下；尤度比検定， a,xi2= 

(4) 残存資源量の比較 0.026, P=0.87190; b, x/=3.938, P=0.047207; c, 対＝

幼虫の隣株への到達確率の推定値は密植区で1.00,粗 2.2688, P=0.13200; d,x/=0.4483,P=0.50314)。この結

植区で0.31であった（サンプル数はそれぞれ59,58)。こ 果は不等式 (5.13)からの予測と一致する。

れは栽植間隔を制御することによって，資源の不連続性 (5) 議論

が十分に制御できたことを意味している。各区ごとの 4 モデルと野外実験の結果はいずれも資源不連続性が残

株の乾燥重量の平均値はいずれの年，ブロックにおいて 存資源の変動を小さくすることを示した（不等式 (5.13)
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図5.13.栽植密度がモンシロチョウの産卵数に与える影響。産卵数対数値の平均と標準誤差を示す。 (a)

1994年ブロック 1, (b) 1994年ブロック 2, (c) 1996年ブロック 1, (d)l996年ブロック 2。

表5.7. 卵期生存率の密度依存性分散分析 (TypeIll) 

要因 自由度 平方和 F p 

年 3 0.1488 1.1694 0.3246 

栽植密度 1 0.0812 1. 9150 〇.1691

log,。（卵数） 1) 4 8.7930 51. 8253 < .0001 

栽植密度Xlog,。（卵数） 4 0.1862 1.0977 0.3612 

誤差 115 4.8779 

全体 127 41.8464 

1) log,。（卵数）の要因は年にネストされているとして取り扱った。
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図5.14.モンシロチョウ生存率の密度依存性。左：卵期生存率の卵数に対する依存性，右： 4齢加入ま

での幼虫期生存率の 1齢幼虫数に対する依存性。黒丸は密植区，白丸は粗植区，回帰直線とそ

の推定式を示す。
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表5.8. 4齢加入までの幼虫生存率の密度依存性分散分析 (TypeIII) 

要因 自由度 平方和 F p 

年 3 1.1958 0.9791 0.4056 

栽植密度 1 0.0133 0.0327 0.8569 

log10 (1齢幼虫数） I) 4 15.4358 9.4787 < .0001 
栽植密度Xlog1。（幼虫数） 4 0.5563 0.3416 0.8493 

誤差 106 43.1548 

全体 118 64.6644 

1) log,。（幼虫数）の要因は年にネストされているとして取り扱った。
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図5.15.栽植密度が残存資源量の平均値に与える影響。葉の乾燥重量の平方根の平均と標準誤差を示す。

(a)1994年プロック 1, (b) 1994年プロック 2, (c) 1996年ブロック 1, (d) 1996年プロック 2。

および図5.16下）。この結果は以下のように直感的な形で

解釈しなおすことができる。密植区では，モンシロチョ

ウ幼虫が4株の間を自由に移動できるため， 4株の合計

個体数が比較的少なかった場合にはどの株も少しずつ加

害される。したがって．どの株も食い尽くされることは

ない（図5.17右上）。しかし 4株の合計個体数が多かった

場合には．たまたま個体数が多かったキャベツがまず食

い尽くされ，株を食い尽くしたモンシロチョウは隣の株

に移動して摂食を続ける。このため．局所的な食い尽く

しが4株全体に広がる（図5.17左上）。粗植区では，モン

シロチョウ幼虫が4株の間をあまりあまり移動できない

ため， 4株の合計個体数が比較的少い場合でも，たまた

ま個体数の多かった株が食い尽くされる（固5.17右下）。

しかし， 4株の合計個体数が大きい場合には，たまたま

個体数が多かったキャベツがまず食い尽くされるが，そ

こにいた幼虫は隣の株へたどり着く前に死んでしまうた

め，資源の枯渇が全システムには波及しない。そして，

たまたま個体数の少なかった株が食い尽くしを免れるこ

とになる（図5.17左下）。この結果，粗植区では残存資源

量の変動は比較的小さくなる。また，図5.17は，大きい

システムは小さいシステムよりも安定になりやすいこと

をも示唆している。小さなシステムでは生物は全システ

ム内を移動できるが，大きなシステムでは生物はシステ

ムの一部分しか移動できないからである。

5. 議論

食草がまばらに生育しており，そういう意味で資源の

不連続性が高い系においては，食植性昆虫の 1植物あた

りの産卵率が高いため，第5.2節で示されたように，その

1植物あたりの平均個体数は一時的には多くなると予想

される。しかし，第5.3節で示唆されたように，不連続性

が高い系では昆虫の生存率が低いために，長期的には必

ずしも食植性昆虫の密度は高くはならないと予想され

る。食草の不連続性が平均個体数に及ぼす影響に関して

は必ずしも明確な結論は出ないようである。これに対し

て，食草の不連続性が個体群動態の安定性に及ぼす影響

については第5.4節のモデルおよび野外実験から比較的

明確な結論が得られた。食草の不連続性が高ければ，昆

虫の摂食圧の空間分布が集中化するために食物量の変動

が安定化し，その結果として，それを利用する昆虫の個
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図5.16.栽植密度が残存資源量（葉の乾燥重董の平方根）のバリアンスに与える影響。上： 4株間のバ

リアンスの最尤推定値とその漸近標準誤差，下： 4株平均値の区間バリアンスの最尤推定値と

その漸近標準誤差。 (a)1994年ブロック 1, (b) 1994年ブロック 2, (c) 1996年プロック 1,(d) 

1996年プロック 2。(a)はキャベツの食いつくしが生じなかったブロック， (a)の密植区と (b)の

粗植区の区間バリアンスの最尤推定値は 0である。
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図5.17.実験結果および式 (5.7), (5.13)の直感的な解

釈。 xはモンシロチョウによって完全に食い尽

くされたキャベツ株。〇は食い尽くされずに残

存したキャベツ株を示す。右半分：平均個体数

の少ない場合，左半分：平均個体数の多い場合。

体群動態の安定性が高まると期待できる。

第5.4節の実験において，粗植区の資源変動の安定性を

高めた原動力は幼虫の局所的な絶滅であった。個体群が

多くのサブ個体群から構成されていて，そのサブ個体群

の間に移動交流がある場合，その全個体群はメタ個体群

と呼ばれる (Hanskiら， 1997)。メタ個体群の概念にお

いては局所的な絶滅と再移入のプロセスに重点が置かれ

ている。 Gonzalesら (1998)は実験的なメタ個体群にお

いて， corridorの存在により，生物がサプ個体群間を移

動できる場合には，生物種が絶滅から逃れることができ，

個体群はより安定に保たれることを示唆した。彼らの研

究においてはパッチヘの再侵入が生物個体群の安定性を

もたらすとされている。これに対して，本論文では再移

入の重要性よりも局所的な絶滅の重要性を示した。同じ

ような示唆は古典的な Huffaker(1958)の実験によって

も与えられていた。彼はオレンジを並べたトレーの中で

のハダニ，捕食性ダニの個体数変動を調べ，環境を複雑

にしてオレンジの間の移動率を下げた場合に個体数変動
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は安定に保たれることを見いだした。この場合には，ぉ

そらくハダニと捕食性ダニの局所的な絶滅が系の安定性

を高めていたと解釈できる。

MacArthur (1955), Elton (1958), Pimentel (1961b) 

以来，生物多様性と安定性の関係についてはさまざまな

議論が続いている。生態系を構成する生物は生産者，消

費者，分解者といったさまざまな「機能グループ」に分

類されるが，それぞれの機能グループに属する種数が多

いと，ある生物が減少しても他の生物がその機能を肩代

わりするために，全体の系は安定に保たれると考える説

がある。 Naeemら(1997)は藻類ーバクテリア系を用い

て実験を行い，種数が多いほど生産者のバイオマスや分

解者の密度の予測性が高まることを示した。 Tilmanら

(1994)はミネソタの草原において種多様性を調べる実

験を行い，種数が多いと干ばつに対する抵抗性が高いと

いう結果を得た。これは種数が多いと干ばつ抵抗性をも

つ種が含まれるからであると解釈された。本章では，生

物多様性の効果についてこれらとは全く異なる可能性と

して「不連続性ー安定性仮説」を提案した。植物の多様

性の高い環境は，特定の植物を摂食する生物にとって資

源の不連続性の高い環境である。そのため，植物多様性

の高い環境では高次の食物連鎖レベルにいる生物群集の

変動は小さくなると期待することができるのである。

環境が不連続であっても，その不連続な環境を自由に

移動できるならば，その生物にとってはその環境は連続

的である。このように「生物にとっての環境の不連続性」

は生物の移動力との相対的な関係で決まる。環境が不連

続であっても，生物の適応の結果として，そのような環

境を自由に移動できる生物が進化する可能性も考えられ

る。その場合には，環境が不連続に変わったときに生物

の個体群動態は一時的には安定にはなるが，生物進化の

結果として再び不安定性が表れることになる。このよう

な進化がいつも生じるのならば，本章で行ったような「環

境の不連続性一個体群安定性」の議論は成り立たなくな

る。しかし，一般に環境の不連続性が高ければ移動に要

するコストも大きい。第IV章の議論によれば，そのよう

な環境では移動性を高めると適応度がかえって低下し，

したがって，生物の移動性が高まる方向への進化は生じ

にくいと予想される。このことから，「環境の不連続性一

個体群安定性」の議論は生物進化を念頭においた場合に

も成立すると予想される。

複数種が同じ食草を食べる場合には，密度依存的な

フィードバック効果を評価する際には複数種の摂食圧の

合計を評価しなければならないであろう。現実には，同

じ食草を利用していても，その摂食選好部位や 1個体あ

たりの摂食量が異なったりするので，評価は簡単ではな

いであろうが，それぞれの種の摂食圧の重み付け合計値

などを考慮してゆく必要があるであろう。ただし，複数

の種がたまたま同程度の摂食圧を持つという場面はむし

ろ珍しく，現実には，特定の 1種の摂食圧が他の種のそ

れとくらべて何倍か大きいという場面の方が多いのでは

ないかと思われる。 1種の個体群が不安定に変動して食

草を食い尽くすならば，その他の種の個体群もそれにつ

れて不安定に変動す．る。その場合には，その 1種の個体

群動態だけを分析すれば，その他の種の動態も同時に理

解できる場合がある。このような地位を持つ種のことを

key-speciesと呼ぶことができるであろう。食草を介し

て密度依存的なフィードバックがかかっているシステム

においては，種特異的な寄生蜂などによってフィード

バックがかかっているシステムとは異なり，この key

-speciesに関して空間分布集中性を分析するのが重要で

あると思われる。

VI 総合議論

第II章，第III章ではそれぞれ単一種個体群システムお

よび疫学システムにおいて空間分布集中性が安定化作用

を持つことを示した。他のいくつかのシステムにおいて

も分布集中性の安定化効果が知られている。これらの効

果は第II章の議論を以下のように拡張することにより統

ー的に理解できる可能性がある (Yamamura,1998b)。

いま区画内の個体数が，その区画での生物的「生産量」

（たとえば産子数とか保毒虫数など）に影響する場合を

考える。個体数が Xの場合の生産量がf(x)で表されると

する。f(x)曲線の形は，その曲率によって，図 6.1の実線

の曲線で示される 4つのカテゴリーに分類することがで

きる。タイプ Iにおいては曲率は常に負である。タイプ

IIにおいては曲率は常に正である。タイプIIIでは曲率は

密度の増加にともなって正から負へ変化する。タイプIV

では曲率は密度の増加にともなって負から正へ変化す

る。区画あたり平均個体数 E(x)に対して平均生産畳

E[/(x)]をプロットする場合，もし空間分布が完全に一

様ならば，その曲線の形は完全にf(x)に一致する。空間分

布が集中している場合には， Taylor展開により E[/(x)]

を次のように近似的に表すことができる。

E[f(x)]=E{/(E[x])+(x-E[x])f'(E[x]) 

+(x-E[x])ザ"(E[x])/2+…｝

~J(E[x])+ V[x]/"(E[x])/2 (6.1) 

ここに V[x]はXの空間的バリアンスである。 f'(E[x])
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図6.1.分布集中性の影響の 4つのカテゴリー（タイプ

I, II, III, IV)とそのバリエーション（タイプ

III'とIV')。実線の曲線は区画での個体数 X に対

してその区画での生産量/(x)を描いたもの。こ

の曲線は，分布が完全一様分布のときに，区画あ

たり平均個体数 E(x)に対して区画あたりの平

均生産量 E[/(x)]を描いたものに等しい。破線

の曲線は集中分布のときの区画あたり平均生産

量を示す。タイプIII'曲線は/(x)/xが Xの増加

とともに一定値に近づくタイプ。タイプIV'曲線

は逆に f(x)/xが Xの減少とともに一定値に近

づくタイプ。

と/"(E[x])はそれぞれ/(x)のE[x]における 1階微分

値と 2階微分値である。空間分布が完全に一様のときは

V[x]=Oであるから，上に述べたように E[/(x)]=

f(E[x])が得られ， E[/(x)]曲線の形は /(x)に一致す

る。一般に，式 (6.1)は，集中性が平均生産量に与える

影響はその 2階微分値つまり曲率によって評価できるこ

とを示している。もし，曲率が正ならば，すなわち曲線

が下に凸ならば，空間分布集中性は平均生産量を増加さ

せる。もし曲率が負ならば，すなわち曲線が上に凸なら

ば，集中性は平均生産嚢を減少させる。したがって，分

布集中性は曲線の凹凸を和らげる「平滑化効果」を持っ

ていることになる。この結果，集中性は図6.1の破線の曲

線で示されたような形に平均生産量を変化させると期待

できる。

図6.1の破線は空間分布集中性がさまざまなシステム

で安定化作用をもつことを示唆している。第II章の図2.4

のスクランプル型増殖率曲線は図6.1のタイプIV'曲線

であり，この場合の分布集中性の安定化作用については

図2.5で例示した。捕食者一被食者システムで双方向の相

互作用をもつ場合についても同じように安定性を示すこ

とが可能である。捕食を逃れる被食者の率を捕食者密度

に対してプロットした場合，その曲線はふつうは右下が

りである（タイプIIあるいはIVの実線の曲線）。平衡密度

におけるこの曲線の傾きはシステムの安定性に大きく関

わっていることが知られている。捕食から逃れる率が被

食者密度にあまり大きく影響されないという条件のもと

では，この曲線の傾きがあまり急でなければシステムは

局所安定である (Hassell,1978)。したがって，タイプII

やIVの破線の曲線で示されるように，捕食者の分布集中

性によって曲線の傾きが緩やかになれば，もともと不安

定なシステムであっても安定化に向かうと期待できる。

さらに Ivesら (1985)によって示されたように，競争シ

ステムの安定性についても同様の観点から議論すること

ができる。二つの種 (A種と B種）を考えるとき，その

2種は次の条件が満たされるとき共存可能である―

種Aが種Bの単一種系に侵入可能であり，かつ種Bが

種Aの単一種系に侵入可能である。つまり，種Bの単一

種システムの平衡状態において種Aの増殖率が 1より

大きく，かつ，種Aの単一種システムの平衡状態におい

て種Bの増殖率が 1より大きい場合である。一方の種の

次世代個体数を他方の種の個体数に対してプロットする

と，多くの場合はタイプIIの実線の曲線が得られるであ

ろう（たとえばYoshida,1966; Varleyら， 1973)。した

がって，図6.1のタイプIIの破線の曲線に示されるよう

に，一方の種の個体の分布集中性は他方の種の次世代個

体数を増加させる。したがって，両種の空間分布が十分

に集中していれば両種は共存できる。この議論は定性的

ではあるが，複雑な競争モデルから得られてきた結論を

より簡潔な形で説明している (Atkinsonら， 1981; Ives 

ら， 1985; Kuno, 1988)。

群集の中においては生物は種内競争，種間競争，被捕

食など複数の相互作用に同時にさらされていることも多

い。この場合，この生物の増殖率は同種の密度，競争種

の密度，捕食者の密度など複数種の密度の影響を同時に

受けている。図6.1では特定の 1種の個体群密度の影響だ

けを表現したのだが，複数種の個体群密度の影響を同時
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に考慮して多次元のグラフを念頭におくべき場合もある

であろう。たとえばいま S種が同じ食物資源をめぐって

競争関係にある場合を考えてみよう。第II章と同様に Z

個の資源パッチからなっている空間に，世代の重ならな

い昆虫個体群が生活しているとする。成虫はこれらの資

源パッチのうちの一つに定着して増殖を行うとする。 n1,

をi番目のパッチで増殖する i番目の種の成虫の個体数

とする。第p番目の種の成虫の第 iパッチにおける増殖

率を加，加， na,,…，加の関数fp(nli,n2i, na,, …, n.,)で

表現する。このとき第p種の全体の増殖率 (TotalRe-

production Rate : TRRp)は次式で与えられる。

孟[n叫 (nil,n2,, ns;, …, n.;)] 
TRRp= 

幻Pi
i=I 

(6.2) 

。
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図6.2.貯穀害虫ヒラタムシ類における種内競争と種間

競争の同時影響。プロットとその垂線はデータの

位置を示し，曲面は式 (6.4)の推定値を示す。

（データはVarleyら， 1973による）

Fp曲線は Cathartusの個体数軸の方向には上に凸型で

第p種の第 iパッチで生産される子供の数すなわち ある。これは Cat加rlusの個体数の分布集中性は Gath-

npふ(ni;,n幻， ns;,…, ns;)をFp(ni;,nu,ns;, …, ns;)と記 arlusの産子数を常に低下させることを示している。一

する。また，パッチあたりの第j種の平均個体数を m;と 方， Fp曲線は Cryptolestesの個体数軸の方向には下に凸

する。ここでは簡単のため，異なる種の空間分布は相互 型である。これは Cryptolestes個体数の空間分布集中性

に独立であるとする。このとき，さきほどと同様に FPが はCat加rlusの子孫数を常に増加させることを示してい

連続で滑らかな関数であるとみなして Taylor展開近似 る。すなわち， Cryptolestesの分布が集中すれば2種は共

を用いることにより TRRPを次のように表現すること 存しやすくなることを意味している。

ができる。 一般に，個体数が無限大に増えることはないことから，

個体数が増えすぎればその増加を抑制し，個体数が少な

TRRp~Jp(m,,m2,ma, …, m,) 

1 ・
十一―1:var(n"

a2凡(m,加 ma…ms)
2mpJ=I 

) , I I I 
みが

(6.3) 

ここに var(n;1)は第j種の個体数の空間的なバリアンス

であり，がFp(m1,加，加，…， m.)/an/は平均個体数にお

ける Fpの2階偏微分値である。それぞれの種の分布集

中性が TRRpを増加させるか減少させるかはこの 2階

偏微分値の値が正であるか負であるかによって決まる。

すなわち Fp曲面をそれぞれの種の個体数軸の方向にみ

たときに下に凸であるか上に凸であるかによって決ま

る。図6.2は貯穀害虫であるヒラタムシ類2種(Cathartus

sp. とCryptolestessp.)の種間競争の例を示している。第

II章で用いた MaynardSmithら(1973)の式を改変した

次式を Varleyら(1973)のデータに非線形最小二乗法に

より当てはめた。

F1(n11, 加）＝
cnu 

[1 +(a1n11)b•][1 +(a2加）呵
(6.4) 

パラメーターの推定値は以下のとおりである：ふ＝

o.0836, a2=0.0753, 6,=1.124, b2=0.611, c=47.76。

すぎればその増加を促進する仕組み，すなわち何らかの

形の密度依存的な制御が存在することが論理的に示され

る。個体群の安定性にはその密度依存的制御のかかり方

が大きく関係しており，もし急激に密度依存的制御がか

かると個体数はクラッシュする。図2.5の白丸はその典型

的な例であり，これは高速走行中の車が壁に激突してい

るようなものである。本論文では空間分布集中性は密度

依存反応を緩やかにする効果をもっ，つまり高速走行中

の車を減速させるような効果を持つことを示してきた。

第V章では，この安定化作用は生物多様性と密接に関係

していることを議論した。ここ数年の間に生物多様性に

関する研究が大きく進展し，生物多様性は，生態系全体

の生産力を向上させたり，外的撹乱に対する頑健性を高

める，といった効果を持つことが実験により指摘されて

きている。しかし， May(1972)は多種系のロトカ・ボ

ルテラ型競争モデルにおいて競争種数が多くなると平衡

点における局所安定性が減少することを示した。実験結

果と理論の間のこのような見かけの「矛盾」に対して

Tilman (1996)は一つの結論を出そうとした。彼の議論

によれば，生物多様性は生態系全体の生産力を高め，そ

の安定性を高めるが，個々の個体群の安定性を逆に低下
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させる，つまり生物多様性のもつこのような二面性が見

かけの「矛盾」を産んでいるのだということになる。し

かし，いま一度Elton,MacArthurらの直感的な予測に

戻ってみる必要があるのではないか。 Elton(1958)は生

物多様性が安定化効果をもつ証拠として次のような例を

挙げた。(1)昆虫個体群は北極地方でしばしば大発生する

が，種数の多い熱帯では滅多に大発生しない。 (2)人間に

よって群集が単純化された栽培環境において昆虫個体群

は大発生しやすい。彼らが考えていた安定性は生態系全

体の生産力や頑健性の話ではなく個々の個体群の安定性

であった。本論文で議論したように，このような個体群

の安定性は個体群の空間的側面を考慮することによって

説明しうる可能性がある。農業環境において生産効率を

優先した場合には，自然環境に比較してかなり単純な環

境，多様性の少ない環境になる傾向があるであろう。そ

のような環境では空間分布の集中性が弱まり，その結果

として個体群が「壁に激突する」危険性が増加すると予

測できる。ただし，現時点ではこれらの予測もまだ十分

に検証されてはいない。空間的側面を考慮したモデルや

実験がさらに発展することによって，生物多様性ー安定

性に関する議論が早く決着することを期待したい。
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Theoretical Studies on the Relationship between the 

Spatial Distribution of Insects and Population Dynamics 

Kohj i Y AMAMURA * 

Summary 

1. Colony expansion model for describing the spatial distribution of populations 

A mechanistic model, called the colony expansion model, was proposed to describe the spatial distribution of 

insects. This model has two assumptions : (1) a population consists of a fixed number of colonies that lie across 

several quadrats, and (2) the number of individuals per unit occupied area of a colony becomes v times larger in 

an allometric manner when the occupied area of the colony becomes h times larger (v 2: 1, h 2: 1). It is known that 

Taylor's power law, an empirical relationship, holds widely for the relationship between the sample variance (sり
and the sample mean (m) of the number of individuals per quadrat: 翌=am尺wherea and b are constants. The 

colony expansion model generates Taylor's power law with b={ln[E(h)]+In[E(炉）]}/{ln[E(h)]+ln[E(v)]}. This 

model also yields another empirical relationship, known as the Kono-Sugino relation, between the proportion of 

occupied quadrats and the mean density per quadrat :-ln(l -p)= /mg, where p is the proportion of occupied 

quadrats, f is a constant, and g=ln[E(h)]/{ln[E(h)] + ln[E(v)]}. Thus, the colony expansion model clarified the 

biological meaning of Taylor's power law and the Kono-Sugino relationship. 

2. Effect of aggregation on the reproductive rates of populations 

The stabilization effect of spatial aggregation was examined in a single species system in which the population 

of (t+l) generation is given by a function of the population oft generation: i.e., m,+1=F(m,), where m, is the 

number of individuals of t generation. It is known that a system is locally stable if the slope of the function F 

at the equilibrium state lies between O and -1. There is a threshold density (n,h,) at which the second derivative 

of F (i.e., F"(m,)) changes from a negative value to a positive value in an unstable system. By using the Taylor 

series expansions, it was shown that the spatial aggregation has stabilization effects at least around m, = n,hr-

3. Stabilization effects of spatial aggregation of vectors in plant disease systems 

The stabilization effect of spatial aggregation was examined in a more complicated system : an 

epidemiological system of rice stripe virus disease transmitted by the small brown plant-hopper Laodeゆhax

striatellus (FALLliN). It was shown that the condition for the disease prevalence is given by m, >(1-a)/f], where m 

, is the mean crowding of the first-generation adults in the tth year. a and fl are the vertical and the horizontal 

transmission rates per year, respectively. This inequality indicates that the disease cannot invade the system if 

the degree of spatial aggregation of insects is small. It was also shown that the fluctuation in the proportion of 

infected insects, as well as the fluctuation in the proportion of infected rice plants, is small if the insects are highly 
aggregated. 

4. Evolutional foundation of spatial aggregation 

The stability of systems may evolve as a consequence of the evolution of the spatial aggregation of organisms. 

To determine the validity of this hypothesis, simulation studies were conducted using the colony expansion 

model. For convenience, the distribution of leaves of a plant was used in this simulation as an alternative to the 
spatial distribution of insects, since it is generally difficult to quantify the cost required for the dispersal of 
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insects. The simulations showed the existence of an optimal degree of aggregation, indicating that an optimal 

quantity exists for the exponent b of Taylor's power law. 

5. Influence of spatial distribution of resources on the stability of populations 

The influence of the discontinuity of the envirorunent upon the stability of a population was explored by 

conducting field experiments using cabbage Brassica oleracea LINNAEUS and the small white butterfly Pieris攻pae

C加 civoraBorsouv AL. The spatial discontinuity of environment was regulated by changing the spatial distribu-

tion of the cabbages. Four cabbages were planted with two levels of plant spacing (dense plots: 0.2 X 0.2m; 

sparse plots : 1 X lm). The naturally occurring population of P. rapae crncivora was observed for one generation. 

After the completion of one generation, the dry weight of the remaining cabbages was measured. In sparsely 

planted plots (i.e., a discontinuous envirorunent), the variance of dry weight within a plot was large while the 

variance between plots was small. Thus, in a discontinuous environment, the spatial distribution was more 

aggregated while the population dynamics were more stable. This observation indicates the validity of the 

prediction from mathematical models. 

*Laboratory of Population Ecology, National Institute of Agro-Environmental Sciences, 3-1-1 Kannondai, 

Tsukuba 305-8604, Japan 




