
計測自動制御学会東北支部 第 331 回研究集会 (2021.3.24)

資料番号 331-3

チスイコウモリの社会形成のシンプルモデル

A Simple Model of Social Formation in the Vampire Bats

○川村松吉 ∗，三上大志 ∗，加納 剛史 ∗，石黒章夫 ∗

○ Syokichi Kawamura∗, Taishi Mikami∗, Takeshi Kano∗, Akio Ishiguro∗

*東北大学

*Tohoku University

キーワード : チスイコウモリ (Vampire bats)，エネルギーシェアリング (Energy sharing)，

サバイバビリティ (Survivability)，ネットワークモデル (Network model)，

連絡先 : 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1 東北大学 電気通信研究所本館 4階M457

川村松吉，Tel.: 022-217-5465，Fax.: 022-217-5464，E-mail: syokichi@riec.tohoku.ac.jp

1. 緒言

生物は，食料源が限られ時々刻々と状況が変化する

ような，過酷な環境下を生き残るためしばしば群れを

形成する 1,2)．なかでも，群れの一部の個体が他個体

のために自ら犠牲を払う利他行動は，群れの維持に寄

与していると考えられている 2,3)．このような利他性

が集団の維持にどのように影響するかを深く理解す

ることは，レジリアントな人工システムの構築に資す

ると期待できる．

本研究では，ナミチスイコウモリ (Desmodus ro-

tundus)に着目する 4)．彼らは，鳥類や哺乳類の血液

をエサとする生物で，10 匹前後の群れを形成する生

物である 4,5)．彼らは２日間エサを得られないと死ん

でしまうか弱い生物であるものの，血縁に関係なく，

エサにありつけなかった個体に吐き戻した血液を分

け与える（フードシェアリング）ことで，10年以上も

生き延びることが知られている 4,5)．このフードシェ

アリングは誰にでも行われるわけではなく，彼らは毛

繕い（グルーミング）によって友好関係のネットワー

クを築き，その中でのみフードシェアリングを行うこ

とが知られている．5,6, 12)．

これまでに，チスイコウモリの利他性と集団の維

持の関係を深く理解するために数理モデリングによ

る研究も行われてきた 7–11)．しかしながら，これま

でに提案されてきたモデルの多くはグルーミングと

フードシェアリングの影響を個別論的に議論したも

のであり，それらの相互関係がどのように集団の維持

に資するか，その本質的なメカニズムは十分に捉えら

れていなかった．

この問題に取り組むため，筆者らは以前，フード

シェアリングとグルーミングによるコミュニティ形

成の相互関係を記述したエージェントベースモデル

を提案した 13)．その結果，誰とでも関係を築き，誰
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とでもフードシェアリングを行うよりも，実際のチス

イコウモリと同様に形成するコミュニティの大きさ

やフードシェアリングの行いやすさを限定すること

が，集団の個体数の維持に資することが示された．し

かしながら，モデルが複雑であったため，チスイコウ

モリの社会性についてそれ以上に議論を深化するこ

とが困難であった．

そこで本研究では，従来モデルを単純化することに

より，集団の維持に資するチスイコウモリの社会性

の本質を抽出することを試みる．そのために，位置座

標の更新が必要な自己駆動型の従来モデルから位置

座標の更新が不要なネットワーク型のモデルへの再

構築を行なった．本稿では，提案数理モデルとシミュ

レーション結果について報告する．

2. 数理モデル

本節では，集団の維持に資する本質的なメカニズム

の議論を深化させるためのシンプルで抽象的なモデ

ルとして，ネットワークモデルを提案する．ネット

ワークモデルとは，ノードとエッジで構成されたモデ

ルであり，ノード間はエッジで繋がれている．ノード

i, j(= 1, 2,…, N)は満腹度を有しており，ノード iか

ら j へ向かうエッジの重み wij はノード iが j をどれ

だけ好んでいるかを表す（図 1）．本モデルでは，生

物学的知見に基づき，グルーミングやフードシェアリ

ングによってリンクの重みが更新され，コミュニティ

が形成されているものとみなした．まず，満腹度 xi

についての時間発展式は次のように表される：

dxi(t)

dt
= −c0 +

∑
j

fij(t) + Si(t)． (1)

ここで，c0 は，正の定数で基礎代謝を表す．Si は，環

境からのエサ摂取による満腹度の変化量を表す．fij

は，フードシェアリングによる満腹度の変化量を表す

項である．本モデルにおいて，フードシェアリングは

同時に起こりうるので，総和の形になっている．fij

は，ノード iと j の間でフードシェアリングが行われ

ることによる満腹度の変化を表し，

fij(t) =


max{wji(t)(xj(t)− xi(t))− cs, 0}

(xj(t)− xi(t) >= 0)

−max{wij(t)(xi(t)− xj(t))− cs, 0}
(otherwise)

(2)

と表される．ただし，cs は正の定数である．これは，

j が iよりも満腹な時に j から iに対してエサを与え

る場合（(2)式の上側の式）を考えると，j から iへの

友情度が高いほど，また j が iより満腹であるほど，

与えるエサ量が大きいことを意味する．また，j が i

より cs/wji 以上満腹である場合のみエサを与えるこ

とになる．一方，iが j よりも満腹な時に iから j に

対してエサを与える場合（(2)式の下側の式）を考え

ると，iから j への友情度が高いほど，また iが j よ

り満腹であるほど，与えるエサ量が大きいことを意味

する．また，iが j より cs/wij 以上満腹である場合の

みエサを与えることになる．fij は，j から i にエサ

をあげた場合を満腹度の変化量が正，iから j にエサ

をあげた場合を満腹度の変化量が負と定義している．

cs は，フードシェアリングの起こりにくさを表す重

要なパラメータである．(2)式は，Carterらの行動学

的知見をもとに記述しており 14)，十分に友好関係が

できているコミュニティ内でのみフードシェアリン
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Fig. 1　ネットワークモデル．Network model．

– 2 –



グが起こる様子を表している．

次に，友情度 wij についての時間発展式は次のよう

に表される：

dwij(t)

dt
= −c1wij(t) + c2|fij(t)|+ gij(t)． (3)

ここで，c1 は，正の定数で友情度の減衰を表す．c2

は，正の定数である．つまり，c2|fij |は，フードシェ
アリングによる友情度の変化を表す項である．これ

は，エサの授受量に比例して双方の関係が深まること

を表している．gij は，グルーミングによる友情度の

変化を表し，

gij(t) = c4max{c3 −
∑
k

wik(t), 0} (4)

と表される．ただし，c3 は，正の定数である．c4 は，

正の定数であり，グルーミングによる友情度の変化

の度合いを表す．
∑

k wik は，コミュニティの大きさ

を表す．c3 は，グルーミングが起こりうるコミュニ

ティの大きさを表す重要なパラメータである．(3)式

は，Carter らの行動学的知見をもとに記述しており
14)，コミュニティ（

∑
k wik）が狭いほど，グルーミ

ング頻度を増やす様子を表している．

なお，xi が 0 になると，個体 i は死亡したとみな

す．すなわち，個体 iのノードと個体 iに繋がる全て

のエッジは消滅し，xi は 0のまま変化しなくなる．

3. シミュレーション

この節では，シミュレーション条件とシミュレー

ションによって得られた結果について述べる．

3.1 シミュレーション条件

本シミュレーションでは，満腹度 xi，友情度 wij は

(0, 1] の範囲でランダムに初期化する．(1) 式の環境

からのエサ摂取による満腹度の変化量 Siについては，

各タイムステップに確率 pi で nfood の量のエサが与

えられ，それ以外の場合にはエサが与えられないよう

にした．ただし，腹の容量を表す満腹度 xi の限界値

xlimitを設けており，それを超えると (xi(t) > xlimit)

環境から摂取できるエサを意図的に摂取しなくなる．

なお，pi は (0, 1]の範囲でランダムに初期化する．シ

ミュレーションは，タイムステップサイズを 0.1秒と

し，1試行あたり 100000タイムステップ行う．

3.2 シミュレーション結果

シミュレーションにて，フードシェアリングとグ

ルーミングによるコミュニティ形成が集団の維持に

どのように影響しているのかを検証した．具体的に

は，フードシェアリングの起こりにくさ cs とグルー

ミングが起こりうるコミュニティの大きさ c3 を変化

させ，1試行終了後の生存個体数を 100試行平均した

値で評価を行った．表 1 にシミュレーションで用い

たパラメータの値を示す．

図 2は，シミュレーション結果である．横軸は cs，

縦軸は c3 であり，横軸片対数グラフになっている．

ピクセルの色は 100000タイムステップ後の生存個体

数を表しており，生存個体数が少ない方から順に黒-

赤-黄-白の連続的な色空間で表される．シミュレー

ション結果から，フードシェアリングの起こりにく

さ cs = 0.0001オーダーで小さい時は，cs = 0.001～

0.01 オーダーで中程度の時に比べて，生存個体数が

少なくなった．また，cs = 0.001～0.01 オーダーの

時，cs を大きくしても生存個体数はほとんど変化し

なかった．さらに，グルーミングが起こりうるコミュ

ニティの大きさ c3 を 0～4 の範囲で変化させても生

存個体数はほとんど変化しなかった．

Table 1　シミュレーションのパラメータ．Parame-

ters in the simulation．

文字 数値 単位

N 10 []

c0 0.0005 [s−1]

c1 0.00001 [s−1]

c2 0.01 []

c4 0.001 [s−1]

nfood 0.0008 [s−1]

xlimit 1.0 []
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<latexit sha1_base64="Ic2MH2V3M7OWBsI1QwyQ7on1IZE=">AAACaXichVG7SgNBFD1ZXzE+kmgj2gRDxCrcjYJiFbSx9JUoqMjuOolr9sXuJhCDP2BlJ2qlICJ+ho0/YOEnSEoFGwtvNguiQb3DzJw5c8+dMzOqY+ieT/Qckbq6e3r7ov2xgcGh4XgiOVL07KqriYJmG7a7pSqeMHRLFHzdN8SW4wrFVA2xqVaWWvubNeF6um1t+HVH7JpK2dJLuqb4TBUpS0TyXiIdAI5UJ5BDkEYYK3biFjvYhw0NVZgQsOAzNqDA47YNGQSHuV00mHMZ6cG+wDFirK1yluAMhdkKj2VebYesxetWTS9Qa3yKwd1lZQoZeqI7eqVHuqcX+vi1ViOo0fJS51lta4WzFz8ZW3//V2Xy7OPgS/WnZx8lzAdedfbuBEzrFlpbXzs6e11fWMs0puiamuz/ip7pgW9g1d60m1WxdokYf4D887k7QTGXlWeyudXZdH4x/IooJjCJaX7vOeSxjBUU+NxDnOIcF5GmlJTGpPF2qhQJNaP4FlL6EwODitU=</latexit>

0.001
<latexit sha1_base64="fzPJ8oUs2Ai2CZFR8NPut4cz3kU=">AAACaHichVFNLwNRFD0dX1UfLRaIjbQhVs0dJMRK2FhqKU2qkZnx8GI6M5mZNqnGH7CxRKxIRMTPsPEHLPwELElsLNyZTiII7mTePe+8e+477z3dMaXnEz3ElJbWtvaOeGeiq7unN5nq61/z7KpriIJhm7Zb1DVPmNISBV/6pig6rtAquinW9b3FYH29JlxP2taqX3dEuaLtWHJbGprPVIGyROpmKhPkIEZ/AjUCGUSxbKeusIEt2DBQRQUCFnzGJjR4/JWgguAwV0aDOZeRDNcFDpBgbZWrBFdozO7xuMOzUsRaPA96eqHa4F1M/l1WjmKM7umaXuiObuiR3n/t1Qh7BF7qnPWmVjibycOhlbd/VRXOPnY/VX969rGN2dCrZO9OyASnMJr62v7xy8pcfqwxThf0zP7P6YFu+QRW7dW4zIn8GRL8AOr36/4J1iaz6lR2MjedmV+IniKOEaQxwfc9g3ksYRkF3lfiCCc4jT0pKWVQGW6WKrFIM4AvoaQ/AH0eips=</latexit>

0.01
<latexit sha1_base64="07BFCwqZkDYDKLr4eMNKQenoxMA=">AAACZ3ichVHLSsNAFD2Nr1ofrQpScFMtFVdlUgXFVdGNyz6sFqqUJE7b0DQJSVqoxR9w4baCKwUR8TPc+AMu+gnFZQU3LrxJA6Ki3pC5Z87cc+fMjGxqqu0w1gsII6Nj4xPBydDU9MxsODI3f2AbTUvhBcXQDKsoSzbXVJ0XHNXReNG0uNSQNX4o13fd9cMWt2zV0PedtsmPG1JVVyuqIjkuxZJMLEfilLyI/QSiD+LwI2NE7nCEExhQ0EQDHDocwhok2PSVIILBJO4YHeIsQqq3znGGEGmbVMWpQiK2TmOVZiWf1Wnu9rQ9tUK7aPRbpIwhwZ7ZPRuwJ/bA+uz9114dr4frpU1ZHmq5WQ6fR/Nv/6oalB3UPlV/enZQwZbnVSXvpse4p1CG+tZpd5DfziU6q+yGvZD/a9Zjj3QCvfWq3GZ57gohegDx+3X/BAeppLieTGU34ukd/ymCWMIK1ui+N5HGHjIo0L41XKCLy0BfCAuLQnRYKgR8zQK+hLD8AfbrimE=</latexit>

1<latexit sha1_base64="Gtz6pza7aFf/lPzMi0Z46KhHXmc=">AAACZHichVG7SgNBFD1ZXzG+oiIIggSDYhXuqqBYBW0sTWKioCK766iD+2J3E9DgD2irWFgpiIifYeMPWOQHBLGMYGPhzWZBVNQ7zMyZM/fcOTOju6b0A6JaTGlpbWvviHcmurp7evuS/QMl3yl7higajul4a7rmC1PaohjIwBRrric0SzfFqr6/2NhfrQjPl469Ehy4YtPSdm25Iw0tYCqnbiXTlKEwUj+BGoE0olh2kjfYwDYcGCjDgoCNgLEJDT63dagguMxtosqcx0iG+wJHSLC2zFmCMzRm93nc5dV6xNq8btT0Q7XBp5jcPVamME6PdEt1eqA7eqb3X2tVwxoNLwc8602tcLf6jocLb/+qLJ4D7H2q/vQcYAdzoVfJ3t2QadzCaOorh+f1wnx+vDpBV/TC/i+pRvd8A7vyalznRP4CCf4A9ftz/wSlqYw6nZnKzaSzC9FXxDGCMUzye88iiyUso8jnCpzgFGexJ6VbGVSGmqlKLNIM4ksoox9pmom1</latexit>

3
<latexit sha1_base64="SOzE+4/OVEWLxrTFJ1eXjF0urOw=">AAACZHichVFNSwJBGH7cvswsLQmCICQxOsmoQdFJ6tLRj/wAE9ndxlpcd5fdVTDpD9S16NCpICL6GV36Ax38A0F0NOjSodd1IUqqd5iZZ555n3eemZEMVbFsxroeYWR0bHzCO+mb8k/PBIKzcwVLb5oyz8u6qpslSbS4qmg8byu2ykuGycWGpPKiVN/u7xdb3LQUXdu12wavNMQDTakpsmgTlUlWgxEWY06Eh0HcBRG4kdaDt9jDPnTIaKIBDg02YRUiLGplxMFgEFdBhziTkOLscxzDR9omZXHKEImt03hAq7LLarTu17QctUynqNRNUoYRZU/sjvXYI7tnL+zj11odp0bfS5tmaaDlRjVwspB7/1fVoNnG4ZfqT882athwvCrk3XCY/i3kgb51dNHLbWajnRV2zV7J/xXrsge6gdZ6k28yPHsJH31A/OdzD4NCIhZPxhKZtUhqy/0KLxaxjFV673WksIM08nQuxynOcO55FvxCSJgfpAoeVxPCtxCWPgFtmom3</latexit>

4<latexit sha1_base64="xjuUKm3o/uq0hNVpw2V5Tf09BdA=">AAACZHichVFNSwJBGH7cvswsLQmCICQxOsloQtFJ6tLRj/wAE9ndxlpcd5fdVTDpD9S16NCpICL6GV36Ax38A0F0NOjSodd1IUqqd5iZZ555n3eemZEMVbFsxroeYWR0bHzCO+mb8k/PBIKzcwVLb5oyz8u6qpslSbS4qmg8byu2ykuGycWGpPKiVN/u7xdb3LQUXdu12wavNMQDTakpsmgTlUlWgxEWY06Eh0HcBRG4kdaDt9jDPnTIaKIBDg02YRUiLGplxMFgEFdBhziTkOLscxzDR9omZXHKEImt03hAq7LLarTu17QctUynqNRNUoYRZU/sjvXYI7tnL+zj11odp0bfS5tmaaDlRjVwspB7/1fVoNnG4ZfqT882athwvCrk3XCY/i3kgb51dNHLbWajnRV2zV7J/xXrsge6gdZ6k28yPHsJH31A/OdzD4NCIhZfiyUyyUhqy/0KLxaxjFV673WksIM08nQuxynOcO55FvxCSJgfpAoeVxPCtxCWPgFvmom4</latexit>

0
<latexit sha1_base64="9F/+XWe4+q0NyLT1LUE2HK4AShM=">AAACZHichVHLSsNAFD2Nr1qrrYogCFIsiqtyq4LiqujGpW3tA1RKEqc1NE1Ckha0+AO6VVy4UhARP8ONP+CiPyCIywpuXHibBkRFvcPMnDlzz50zM4qla45L1ApIPb19/QPBwdBQeHgkEh0dyztm3VZFTjV10y4qsiN0zRA5V3N1UbRsIdcUXRSU6npnv9AQtqOZxpZ7YIndmlwxtLKmyi5TaSpF45QgL2I/QdIHcfixaUZvsIM9mFBRRw0CBlzGOmQ43LaRBMFibhdN5mxGmrcvcIQQa+ucJThDZrbKY4VX2z5r8LpT0/HUKp+ic7dZGcMsPdIttemB7uiZ3n+t1fRqdLwc8Kx0tcIqRY4ns2//qmo8u9j/VP3p2UUZK55Xjb1bHtO5hdrVNw7P29nVzGxzjq7ohf1fUovu+QZG41W9TovMBUL8Acnvz/0T5BcSycXEQnopnlrzvyKIKcxgnt97GSlsYBM5PlfgBKc4CzxJYWlcmuimSgFfM44vIU1/AGeaibQ=</latexit>

2<latexit sha1_base64="kUu3sZVQz4OAQX6Vf2Lmn+dr95Q=">AAACZHichVFNSwJBGH7cvswsLQmCICQxOsloQdFJ6tLRj/wAE9ndRltcd5fdVTDpD9S16NCpICL6GV36Ax38A0F0NOjSodd1IUqqd5iZZ555n3eemZEMVbFsxroeYWR0bHzCO+mb8k/PBIKzc3lLb5oyz8m6qptFSbS4qmg8Zyu2youGycWGpPKCVN/p7xda3LQUXduz2wYvN8SaplQVWbSJSicqwQiLMSfCwyDuggjcSOnBW+zjADpkNNEAhwabsAoRFrUS4mAwiCujQ5xJSHH2OY7hI22TsjhliMTWaazRquSyGq37NS1HLdMpKnWTlGFE2RO7Yz32yO7ZC/v4tVbHqdH30qZZGmi5UQmcLGTf/1U1aLZx+KX607ONKjYdrwp5Nxymfwt5oG8dXfSyW5loZ4Vds1fyf8W67IFuoLXe5Js0z1zCRx8Q//ncwyCfiMXXYon0eiS57X6FF4tYxiq99waS2EUKOTqX4xRnOPc8C34hJMwPUgWPqwnhWwhLn2uaibY=</latexit>

Fig. 2 　 100000 タイムステップ後の生存個体数

のパラメータ依存性．Parameter dependence of the

number of survived agents after 100000 time steps．

4. 考察

シミュレーション結果より，c3 を 0～4 の範囲で

変化させても，生存個体数はほとんど変化しなかっ

た．これは，友情度 wij は (0, 1] の範囲でランダム

に初期化するので，wij(0) を全個体で平均すると，∑
j

wij(0)/(N − 1) ≃ 0.5となる．よって，表 1のパ

ラメータの場合，(4)式における初期のコミュニティ

の大きさ
∑

k wik(0) ≃ (N − 1)0.5 = 4.5となる．す

なわち，図 2 の c3 の範囲では c3 <
∑

k wik(0) とな

るため，そもそも初期にグルーミングが行われず，グ

ルーミングを通じたコミュニティが形成されていな

いと考えられる．

また，cs = 0.0001 オーダーで小さい時は，cs =

0.001～0.01オーダーで中程度の時に比べて，生存個

体数が少なくなった．これは，cs = 0.0001の場合を

考えると，友情度 wji 又は wij に関わらず，フード

シェアリングの閾値 cs/wji 又は cs/wij は 0 に近く

なるので，友好関係の程度に関係なく誰にでもフード

シェアリングが行われる．そのため，全個体の満腹度

xi がほとんど均質になる (x1 ≃ x2 ≃ … ≃ xN )．(1)

式より全個体の基礎代謝 c0 の総和が環境からのエサ

摂取 Si の総和を上回っている時 (Nc0 >
∑
i

Si(t))，

全個体の満腹度は全て (Nc0 −
∑
i

Si(t))/N の速度

で減少することになる．また，エサ摂取確率 pi は

[0,1] の範囲でランダムに初期化するので，pi を全

個体で平均すると，(
∑
i

pi)/N ≃ 0.5 となる．すな

わち，Si を 100000 タイムステップ平均したものの

総和は，
∑
i

Si(t) ≃
∑
i

(pinfood) ≃ 0.5nfoodN と

なる．したがって，全個体の満腹度の減少速度は，

表 1 のパラメータの場合，(c0N −
∑
i

Si(t))/N ≃

c0 − 0.5nfood ≃ 0.0001になるので，シミュレーショ

ン時間 10000秒間で全個体の満腹度 xi は全ておよそ

1減少すると考えられる．xi は，最大でも 1までの範

囲で初期化されているため，ほとんどの個体が死亡す

ることが考えられる．

さらに，cs = 0.001～0.01オーダーの時，cs を大き

くしても生存個体数はほとんど変化しなかった．こ

れは，cs を大きくするほど，フードシェアリング頻

度は少なくなるものの，同時に各個体の友好関係も狭

くなることで，友好関係の深い個体全員の環境からの

エサ摂取 Si の総和が基礎代謝 c0 の総和を上回るた

め，友好関係の深い個体全員にフードシェアリングが

行き届くと考えられる．

5. 結言

本研究では，従来モデルを単純化することにより，

集団の維持に資するチスイコウモリの社会性の本質

を抽出することを目指した．そこで本稿では，位置座

標の更新が必要な自己駆動型の従来モデルから位置

座標の更新が不要なネットワーク型のモデルに再構

築し，フードシェアリングとグルーミングによるコ

ミュニティ形成が集団の維持にどのように影響して

いるのかをシミュレーションで検証した．その結果，

各個体が他者に対して高頻度でフードシェアリング

を行うと，生存個体数は少なくなった．これは，摂取

できるエサが少ない場合であっても誰にでもフード

シェアリングすることでエサ不足に陥るためである

可能性が示唆された．また，各個体が他者に対して適

– 4 –



度な頻度でフードシェアリングを行うと，生存個体数

はほとんど変化しなかった．これは，フードシェアリ

ング頻度の減少に応じて友好関係も狭くなることで，

友好関係の深い個体全員にフードシェアリングが行

き届くためである可能性が示唆された．

今後は，グルーミングを通じたコミュニティ形成が

起こりうるパラメータでシミュレーションを行い，コ

ミュニティ形成に対するグルーミングの役割を検証

する予定である．また，個体ごとの友好関係の広さを

ネットワーク構造から解析することで，集団の維持に

対する友好関係の広さの影響を検証する予定である．
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