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背景 
近年、⽣物多様性の価値は⼀般にも広く認
識されるようになった。種の多様性につい
ては、多様性が⾼まるほど⽣態系の⽣産性
が⾼くなることが知られているし、さまざ
まな恩恵を我々にもたらす（⽣態系サービ
ス）。しかし、種内の多様性や個性の機能
はほとんどわかっていない。我々の社会も
多様性に富んでいるが、その価値や活かし
⽅がわかっているとは⾔い難いのだ。その
原因の背景には、種内多様性の機能の普遍
原理の理解が⽋如していることがある。多
様性に寛容で、すべての多様性に不平等が
なくなり、また、多様性をプラスの活⼒に
変えられる社会の実現のためにも、多様性
とその機能の関係やそれを結びつける機
序を科学的に理解しすることことが不可
⽋である。 
 私は、これまでに集団内の多様性をもつ
昆⾍を⽤い、集団内の多様性の⽣態的機能
とその条件依存性を検証してきた。具体的
には、キイロショウジョウバエにみられる
幼⾍の採餌⾏動に遺伝的多型（よく動き回
る Rover 型とあまり動かない sitter 型）に
着⽬し、餌をめぐる競争において少数派

（マイノリティー）のタイプが有利になる
ことの知られている環境とそうでない環

境を実験的に作り出して２つの個性を単
独、あるいは混合して飼育して⽣産性（⽣
存率や集団全体の重量）を⽐較した。する
と、少数派が有利になれる環境に限り、個
性に多様性のある集団の⽣産性が多様性
のない集団より⾼くなった。逆に、少数派
が不利な状況では、多様性は集団の⽣産性
を低下させ、少数派と多数派の有利性に差
がない場合は、多様性にはなんの効果もな
かった。餌を探索する⾏動に個性があるこ
とで資源をめぐる集団内の競争が緩和さ
れたことが、その原因の⼀つだと考えられ
る。また、多様性のある集団ほど環境条件
を変えても安定して⾼い⽣産性を保つこ
ともわかった。⼀連の結果は、少数派が有
利になり多様性が共存しやすい環境では、
集団内の個性の多様さには、集団の⽣産性
や持続性を向上させる効果が現れること
を⽰唆している。すなわち、集団内の多様
性が⾼いほど集団の増殖率が⾼まるが、そ
の効果は少数派が有利になる資源条件の
みであるのだ。これらの結果は数理モデル
によって裏付けることにも成功している。 
 ⼀⽅で、いくつかの疑問が残る。⼀つは、
⾏動の多様性がある場合は、種内での個体
間相互作⽤がどのように変化するのかと
いうことである。すなわち、多様性がある



ことで遭遇頻度の低下などが起こるのか
どうかである。ふたつ⽬は種内の多様性の
効果は種を超えてどれほど⼀般的に認め
られるのかという問題である。そこで、本
研究では、まず、ショウジョウバエの⾏動
多型を⽤い、さまざまな多様性の成⽴過程
を模した複数の資源条件のもと、多様性の
存否が個体間相互作⽤や個体数動態（⽣産
性や安定性）に与える影響を定量すること
を⽬的とした。さらに様々な種の⽣態ビッ
グデータを⽤いて、多様性と集団の⽣態的
機能の関係を検証する。これらのボトムア
ップ的プローチとトップダウン的アプロ
ーチを組み合わせ、集団や社会の中の多様
性の価値や機能の普遍原理を探ることを
⽬指した。 
 
ショウジョウバエを⽤いた解析 
キイロショウジョウバエでは、負の頻度依
存選択が働く条件（低栄養条件）において
は単型の個体群よりも多型の個体群で増
殖率が⾼く、正の頻度依存選択が働く条件

（⾼栄養条件）においては単型の個体群よ
りも多型の個体群の増殖率が低くなる。そ
こで本研究では、まず、個体間の相互作⽤
に着⽬し、多様性の⽣態的効果やその条件
依存性の背景に存在する⾏動的メカニズ
ムを調べることを⽬的とした。2 つの表現
型の幼⾍を 5 通り（Rover:sitter=0:4、1:3、
2:2、3:1、4:0）の存在⽐で低栄養か⾼栄養
の培地上に配置して動画撮影した。動画を
⽤いてすべての個体の移動をトラッキン
グし、10 分間の移動の座標データを得た。
このデータをもとに、個体ごとに他個体と
遭遇していた時間、すなわち、互いの座標
が近接していた時間を求めた。また、遭遇

が個体のパフォーマンスに与える影響を
評価するため、さまざまな密度で幼⾍を活
動させ、その際の採餌料を測定する実験を
⾏なった。さらに、多様性の存在が集団の
⻑期的な動態に与える影響を推定するた
め、２つの表現型を混合した集団と単独で
飼育した集団について、増殖率や密度、安
定性を評価する実験を⾏なった。 

 
個体群全体（4 個体の合計)での個体間の

遭遇時間は、低栄養条件では多型がある個
体群の⽅が単型のみの個体群よりも短く、
⾼栄養条件では多型がある個体群の⽅が
⻑かった。このことは低栄養条件では異型
間の遭遇が⽣じにくく、⾼栄養条件では⽣
じやすくなることを⽰唆している。実際、
両型が存在する個体群では低栄養条件で
同型間、⾼栄養条件で異型間の遭遇が多い
傾向があった。また、低栄養条件において
は両表現型ともに⾃⾝が少数派であるほ
ど他個体との遭遇時間が短く、⾼栄養条件
においてはその逆の傾向があった。遭遇は
資源競争や共⾷いのリスクを⾼めると考
えられているため、異型間の遭遇のしやす
さが条件によって変化することで、低栄養
条件では負の頻度依存選択や正の多様性
効果を⽣じ、⾼栄養条件では正の頻度依存
選択や負の多様性効果を⽣じると考えら
れた。実際、集団中の個体密度を⾼めると、
すなわち実験的に遭遇頻度を⾼めるよう
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な処理を⾏なうと、個体あたりの採餌量が
減少することが⽰された。このことは、個
体間相互作⽤が個体に対してさまざまな
リスクをもたらすという前提の妥当性を
裏付けている。 

なお、各条件における Rover 型と sitter 型
の⾏動パターンを詳細に定量してみると、
低栄養では、sitter 型が観察エリアの中⼼
に近い部分に、Rover 型が観察エリアの辺
縁部分を歩く傾向があり、２つの⽅が遭遇
しづらくなっていると考えられた。⼀⽅、
⾼栄養条件では、両型とも観察エリアの辺
縁部分を歩く傾向がつよく、互いに遭遇す
る確率を⾼めているようであった。 
 
ビッグデータを⽤いた解析 
種内の多様性とその⽣態的機能の関係の
普遍性を明らかにするために、⿃類を対象
に解析を⾏なった。⾊彩多型種は⿃類種の
およそ 3.5%を占めており、特定の⽬に偏
る こ と な く さ ま ざ ま な ⽬ に 出 現 す る

（Galeotti et al., 2003）。また、⿃類はほか
の分類群よりも様々な情報が蓄積されて
おり、形質や分布に関するデータが充実し
ている。加えて、⿃類の現存種の系統関係
が明らかにされており、利⽤可能である

（Jetz et al., 2012）。以上の点から、⿃類を
研究対象に⽤いることで、全球スケールで

⾊彩多型の効果を網羅的に解析すること
が可能となる。本研究では、Ducatez et al. 
(2017)により作成された、⾊彩多型の有無
と形質データが不⾜なく得られている種
のなかで、海⿃を除いた⿃類種およそ
6000 種を⽤いて、系統種間⽐較により⾊
彩多型の効果を検証した。説明変数には種
の繁栄に影響を与えるとされている体重
や⾷性などを加えた。⽬的変数には広さの
指標として種の分布⾯積や⽣物地理区分
数、気温幅、降⽔量幅、標⾼幅、植⽣幅、
蒸発散量幅を⽤い、絶滅リスクの指標とし
て IUCN のレッドリストカテゴリーと個
体群の傾向を⽤いた。これらの変数を⽤い
て系統を考慮した重回帰分析を⾏ない、そ
れぞれの⽬的変数に対する多型の有無の
効果を AIC を基準にしたモデル選択によ
り判定し、回帰直線の傾きから効果の⽅向
性を調べた。これらの結果から、⾊彩多型
への進化が種の分布環境幅や絶滅リスク、
すなわち種の繁栄に効果を与えるのかを
検討した。 

各⿃類種における⾊彩多型の有無につ
いては Ducatez et al. (2017)を参照した。
ここでは、同⼀個体群内において複数の⾊
彩が確認されている種のみを⾊彩多型種
として定義している。これは体⾊多様性の
進化的起源だけでなく、個体群動態や局所
的な環境変化への応答がことなる、体⾊多
様性が異所的にみられる種を排除するた
めである。このデータセットのうち、海⿃
を除いた 5764 種を解析に⽤いた。さらに、
説明変数として、Ducatez et al. (2017) か
ら体重と世代時間、渡り、島嶼性、Wilman 
et al. (2014) から⾷性と活動時間帯に関
する形質データを得た。渡りの形質には、
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定住性と標⾼間での渡り、南北の渡りの 3
区分が存在する。島嶼性は、⼤陸に⽣息す
る種と島嶼に⽣息する種の 2 区分が存在
し、前者を 0、後者を 1 とした。⾷性には
果実⾷と無脊椎⾷、雑⾷、植物⾷、脊椎・
⿂・腐⾁⾷の 5 つの区分がある。活動時間
帯は、採餌⾏動の時間帯について⽇中と夜
の 2 つの区分があり、前者が 0、後者が 1
となっている。⽬的変数に⽤いた各⽣物種
の分布範囲には BirdLife International and 
NatureServe (2015)からポリゴンデータ
として得た。分布⾯積は、分布範囲のポリ
ゴンを直接算出した。また、⽣物地理区分
数に関する全球でのメッシュデータ（2 度
四⽅のメッシュサイズ）は Holt et al. 
(2013)から得た。気温と降⽔量についての
メッシュデータは Worldclim 2 より得た。
標⾼のメッシュデータは GTOPO30 から、
植⽣のメッシュデータは ORNL DAAC

（http://daac.ornl.gov/）より、蒸発散量の
メッシュデータは UNEP website より得
た。 

各⿃類種の分布環境幅を評価するため
に、種ごとの分布範囲のポリゴンデータと
気温と降⽔量、標⾼、植⽣、蒸発散量のメ
ッシュデータを ArcGIS 上で重ね合わせ、
種の分布範囲内の環境値の最⼤値と最⼩
値の差を算出した。⽣物地理区分数につい
ては、分布環境幅と同様、種ごとの分布範
囲のポリゴンデータと区分数のメッシュ
データを重ね合わせ、種の分布範囲内の区
分数の総和とし求めた。さらに、絶滅リス
クと個体群の傾向は IUCN レッドリスト
よりデータを得た。個体群の傾向として、
IUCN レッドリストでは、各種の個体数が
過去に定量した際と⽐較し、減少、安定、

増加しているかを評価している。本研究で
は、絶滅リスクは、低懸念（Least Concern : 
LC）と準絶滅危惧（Near Threatened : NT）
を 0、危急（Vulnerable : VU）と危機

（Endangered : EN）、深刻な危機（Critically 
Endangered : CR）を 1 とした。個体群の
傾向については、減少傾向を 0、安定と増
加傾向を 1 とした。 
 ⾊彩多型の有無が種の繁栄の指標に与
える効果を検証するために、GLM による
重回帰分析を⾏なった。種の分布⾯積と⽣
物地理区分数、気温幅、降⽔量幅、標⾼幅、
植⽣幅、蒸発散量幅については、R の
phylolm パッケージの phylolm 関数を、絶
滅 リ ス ク と 個 体 群 の 傾 向 に 対 し て は
phyloglm 関数により penalized likelihood
を基準としたロジスティック回帰を⾏な
った。種の分布⾯積と⽣物地理区分数、気
温幅、降⽔量幅、標⾼幅、植⽣幅、蒸発散
量幅、個体群の傾向には説明変数として多
型の有無と体重、世代時間、活動時間帯、
渡り、⾷性、島嶼性を、絶滅リスクにはこ
れらの形質データに種の分布⾯積を加え
て説明変数として解析した。AIC を基準に
したモデル選択を⾏ない、各説明変数の効
果を評価した。 
 ⾊彩多型が種の分布⾯積に与える効果
をその他の形質および系統関係を考慮し
たうえで解析した結果、⾊彩多型種の分布
⾯積は単型種よりも広いことが確かめら
れた。同様に、⽣息する⽣物地理区分数も
多型種のほうが単型種よりも多くなった。
また、気温幅と降⽔量幅、標⾼幅、植⽣幅
についても、多型種のほうが単型種よりも
広くなった。⼀⽅で、蒸発散量幅に対する
⾊彩多型の効果はみられなかった。分布の



広さの指標を⽬的変数とした解析のなか
では、渡りと⾷性、島嶼性の 3 つの形質デ
ータはすべての⽬的変数のベストモデル
に選択された。特に、島嶼性に関してはす
べてのベストモデルで負の効果を⽰して
いる。傾きが負であるということから、島
に⽣息している種は⼤陸に⽣息している
種に対し、分布⾯積は狭く、地理区分数は
少ない、さらに分布環境幅も狭いという結
果が得られた。⽬的変数が地理区分数と気
温幅、標⾼幅のとき、無脊椎動物⾷に⽐べ
て、果実⾷と雑⾷、種⼦⾷、動物⾷は正の
相関が得られた。このことから、無脊椎動
物⾷は 5 つ存在する⾷性の区分のなかで、
⽣息する地理区分数が少なく、気温幅と標
⾼幅が狭くなった。⼀⽅で、種の活動時間

帯はどの⽬的変数のベストモデルにも選
択されず、⽇中と夜間での活動時間帯の違
いは分布の広さには影響を与えないこと
がわかった。 

IUCN より得たレッドリストカテゴリ
ーを絶滅リスクとして⽬的変数に⽤い、系
統種間⽐較法により解析を⾏なった結果、
⾊彩多型種のほうが単型種よりも絶滅リ
スクの低い種の割合が⾼くなった。⽬的変
数が絶滅リスクのときでのみ、すべての形
質を加えたモデルがベストモデルとして
選択されている。分布の広さの指標では選
ばれなかった活動時間帯の形質における
傾きは負であったことから、夜に採餌⾏動
を⾏なう（夜⾏性）種のほうが、⽇中性の
種よりも絶滅リスクが低いという結果が
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得られた。渡りの形質は定住性と⽐較した
傾きを⽰すが、標⾼間と南北間での渡りの
間で傾きの正負がことなることから、おな
じ渡りという形質のなかでも絶滅する確
率は変動することがわかった。また、分布
の広さの指標では、島嶼に⽣息する種は狭
い分布域や狭い分布環境幅を⽰していた
⼀⽅で、これらの種のほうが絶滅リスクは
低くなった。 

個体群の傾向を⽬的変数にした解析で
は、個体群が安定あるいは増加している種
の割合は多型種のほうが単型種より⾼い
ことがわかった。このベストモデルには多
型の有無と体重、活動時間帯、渡り、⾷性
が選択された。絶滅リスクが⽬的変数のと
きには、おなじ渡りという形質のなかでも、
標⾼と南北という垂直⽅向と⽔平⽅向の
違いによって絶滅リスクにも違いがみら
れた。しかしその⼀⽅で、個体群の傾向、
つまり個体数の増減という⽬的変数に対
しては、定住性の種に⽐べて標⾼・南北ど
ちらの渡りを⾏なう種でも安定あるいは
増加している傾向がみられた。これら 2 つ
の⽬的変数に対して、多型の有無と反対の
傾きをみせたのが体重であった。すなわち、
体重が重い種ほど絶滅リスクが⾼くなり、
個体数は減少傾向を⽰すという結果が得
られた。これまで⽤いていた⽬的変数であ
る分布の広さの指標と絶滅リスクのベス
トモデルには、島嶼性は選択されていたが、
個体群の傾向を⽬的変数としたときには
じめてベストモデルに選ばれなかった。こ
の結果から、⼤陸に⽣息するか島嶼に⽣息
するかは個体数の変動に影響を与えない
ことが⽰された。 
 

考察 
2015 年に開催された国際持続可能な開発
サミットにおいて 17 の⽬標が⽰された。
その中に「飢餓をゼロに」という⽬標があ
る。⾔わずもがな、世界では、さまざまな
原因（紛争や気候変動など）により多くの
⼈が飢餓に苦しんでいる。⼀⽅、農地の減
少や⼈的資源の減少による⾷料⾃給率の
減少や、⾷料を輸⼊に依存することによる
発展途上国での環境破壊など、⽇本にも⾷
糧⽣産に関わる多くの課題がある。⾷料資
源の⽣産の⾼効率化は、⼈類が解決すべき
喫緊の課題だ。こうした問題のうち⼀部は
遺伝⼦組み換えや品種改良などを通じて
解決されうるものであるが、個々の品種の
改良による⽣産性やその頑健性の向上に
は限界がある。各品種の個体の特性に着⽬
した既存の技術は、集団レベル以上のレベ
ルの視点を⽋くためだ。そのため、個が集
合したときに⾒られる相乗的な効果を引
き出すような視点を加えることで、⾼効率
で頑健な⾷糧⽣産を可能にし、⾷糧問題に
ブレークスルーを起こすことができるは
ずである。例えば、同所同時に複数の種類
の作物を栽培する「混栽」は不安定な環境
下で頑健な作物⽣産を可能にする。しかし、
古典的な混栽では収穫の効率は必ずしも
⾼くない。かたや、同じ種類の作物であり
ながら、遺伝的に異なる複数の系統を混植
することで⾼い⽣産性や収穫効率を達成
できる可能性があるが、このような作物の
混栽や家畜の混⽣産の効果を最⼤化する
ための戦略を策定するには科学的知⾒は
著しく不⾜している。 

閑話休題、持続可能な開発⽬標には、「ジ
ェンダー平等を実現」「⼈や国の不平等を
なくそう」など、⼈の多様性に関する⽬標
も掲げられている。⼈種や個性として実感
可能な多様性は会社やグループのパフォ
ーマンスを向上させると期待され、現在の
社会ではこれらを積極的に取り⼊れる動



きがある。⼀⽅で、多様性が逆にグループ
のパフォーマンスを低下させると感じた
経験をもつ⼈も少なくないはずだ。多様性
に寛容で、すべての多様性に不平等がなく
なり、また、多様性をプラスの活⼒に変え
られる社会の実現のためにも、多様性とそ
の機能の関係やそれを結びつける機序を
科学的に理解しすることことが不可⽋で
ある。このような視点は、あらゆる⼈が暮
らしやすい新たな社会の形を⽣み出し、先
に述べた⾷糧問題をも解決し、われわれの
⽬指す社会を構築するための科学的基盤
になると期待される。 
われわれの社会では、さまざまなところ

で個性や多様性、ダイバーシティーといっ
た⾔葉を⽿にすることは少なくない。社会
のなかでの⼈の多様性の重要性が指摘さ
れることはもちろん、味や⾹りのバリエー
ションが豊富なお菓⼦やスイーツがヒッ
トしたり、カラーバリエーションが豊かな
スマートフォンや⾞がよく売れたりする。
⼀⽅で、何かひとつの単純な問題を解決す
るためには、少なくとも短期的には、その
分野に特化した⼈材だけが集まったほう
が効率的であるように感じられるし、外来
種が在来の⽣態系に侵⼊してくることで
⼀時的に多様性が増えることは好ましく
ないように感じられる。また、絶対に誰も
欲しがらない味付けや⾊によって商品の
バリエーションを増やしたとしても、全体
の売上を良くしないことは想像に難くな
い。これらの経験や直感から多様性の機能
は条件や状況によって変化することがわ
かる。しかし、どのようなときに多様性は
良い効果をもたらし、どのようなときに効
果がなかったり、あるいは悪い効果をもた
らしたりするのかはほとんど理解されて
いない。本研究により多様性と機能の関係

に関する⼀般則を明らかにできれば、多様
性を活かしていくこと（インクルージョン
などと呼ばれる）や、多様性を活かしやす
い環境を考えることに⼤きく貢献できる
はずである。 
 本研究では、多様性の機能やその条件依
存性を実証することを⽬的としてきた。本
研究は２つのアプローチにより多様性の
機能を検証することを計画した。⼀つは、
実際の⽣物を使ったアプローチで、もう⼀
つはビッグデータを⽤いた解析である。前
者は、多様性と機能の関係をメカニスティ
ックに理解するために⾏なわれ、後者はよ
り多様性のより広範な機能を検証するた
めに⾏なわれるものである。ショウジョウ
バエを⽤いた実験・解析では、少数派が有
利になる条件においては、個体間の無駄な
競争は緩和され、それぞれのタイプが⾼い
パフォーマンスを発揮することで、集団全
体のパフォーマンスが向上することが明
らかになった。⼀⽅、多数派が有利になる
ような状況では、多様性は個体間のコスト
を伴う相互作⽤を頻発させ、集団に対して
悪影響をもたらすことを明らかにした。こ
のこは、少数派が活躍できるような環境条
件や制度、意識が整えば、多様性を集団の
活⼒に変換できることを⽰唆している。さ
らに、そのようなパフォーマンスの増加が
種の分布域や絶滅リスクに影響すること
も後半のビッグデータを⽤いた解析によ
り明らかにすることができた。これらの成
果は、多様性の集団パフォーマンスに対す
る影響の条件依存性を明らかにするとと
もに、その中⻑期的なインパクトの存在を
実証したものといえる。 


