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特集 積分化における性選択と性的対立

生態的環境への適応と配偶者選択がもたらす種分化

伊藤洋

東京大学大学院総合文化研究科

Adaptation and mate choice in speciation process. Hiroshi C. Ito (Th巴GraduateSchool of Arts and Schiences， 

University ofTokyo) 

要旨・この論文は、同所的種分化に注目し、(1)環境への適応がどのように集団の分化(分新化選択)を促すのか、 (2)

分断化選択はどのように生殖隔離の進化を促すのか、の 2点について現在の理論的知見を紹介するものである O それら

の知見は以下のようにまとめられる。①様々な環境(無機的・有機的資源や物理的条件、天敵、競争相手など)への適

応が頻度依存分断化選択による進化的分岐を促す可能性があり、その条件は生態的相互作用の種類に依存しない。②有

性生殖集団の場合には、様々な交配・遺伝様式によって再類交配が進化する可能性があり、たとえ交配に関わる形質が

寵接的に分断化選択を受けていなくても、他の形質への分断化選択の間接的効果によって生殖隔離が達成され得る O ③ 

同類交配の進化は選り好みのコストによって効果的に抑制され、その程度は交配・遺伝様式によって異なる。④環境の

空間構造は遺伝子流を抑制し、種分化を容易にする。

キーワード・適応、動態、進化的分"皮、問所的種分化、同類交配

種分化の分類と適応、

Mayr (1942)の生物学的種概念によれば、種とは、「実

際に交配しているか、潜在的に交配可能な集団jである。

この定義に基づくと、それぞれの種は、たとえ同所的に

存在しでも、互いに生殖的に隔離(生殖隔離)されてい

なければならない。生殖隔離された多数の種が同所的に

共存することによって、複雑な生態系が維持されている。

これらの麓が共存するためには、それぞれが異なるニツ

チを占めている必要がある (MacArthur1972)。それは、

閉じニッチを複数種が占める場合、競争に最も強い l種

が他種を競争排除するからである(競争排除剤)。すなわ

ち、異なる 2麓が向所的に共存するためには、互いのニ

ッチ類似度が寵界類似度 (limitingsimilarity) を越えでは

ならない。その一方で、全ての種は元を辿れば lつの祖

先種に由来するはずなので、 1つの祖先種が進化的に分

岐する種分化という現象が、ニッチ分化を伴いながら繰

り返されてきたに違いない。種分化とニッチ分化がどの

ような関係にあるかは、種分化のタイプによって様々で
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ある O 種分化はおおまかに、同所的種分化と異所的種分

化の 2つに分類される。 1つの集団から生殖陪離された 2

集団が生じる全ての過程が問所的に進行する現象が、同

所的種分化である。従って同所的種分化はニッチ分化を

伴わなければならない。逆に lつの集屈の地理的分布が

陵域や水域などの物理的障壁によって分断され(地理的

隔離)、分断された 2集団が独立に進化することによって

生殖隔離が達成される現象が、異所的種分化である。こ

の異所的種分化においては、生殖縞離した 2集団が再び

関所的に存在するようになってから、ニッチ分化が進行

する可能性もある。ただし、完全に均ーな空間も完全な

地理的障壁も現実には存在しないので、完全な伺所的種

分化や異所的種分化は理想、極限のようなものである O 従

って多くの種分化現象は厳密には、その中間的な性質を

持つ側所的種分化に対応すると考えられている O その中

には、同所的種分化に近いものや、巽所的麓分化に近い

ものがあるだろう。注目する種分化がどのタイプに近い

かは、その生物の分散力を基準にした、環境の空間勾配

やモザイク構造の相対的なスケールが毘安となるだろう。

例えば、空間勾配やモザイク構造のスケーjレが分散距離

に対して小さい場合には、それらの空間構造はその生物



集国の遺伝子流の妨げにはならず、そこで起こる種分化

は関所的種分化に近いものであると想像できる。

以上で説明した 3つのタイプの種分化がどのような機

構で達成されるかは、数多くの説があるが、 3つのタイ

プを同じように説明できる機構として、環境への適応が

ある。ここでの環境とは、無機的・有機的資源や物理的

条件、天敵、競争相手などのことである。例えば、ある

生物種の分布域のうち、地域Aでは斜 aが豊富に存在し、

地域Bでは餌bが豊富である場合には、地域Aに生息す

る部分集団 Aには餌 aに適応するように選択がかかり、

逆に部分集由 Bには餌bに適応するように選択がかかる。

これらの選択庄は集団の進化的分化を促し (Meszenaet 

al. 1997)、主主殖隔離の進化も起こり得ると考えられてい

る。この例は側所的種分化や異所的種分化に対応するが、

餌 aと餌bが同所的に存在する場合でも、餌aとbの質

が十分に異なっていれば、両方の餌を効率よく利用でき

る表現型は出現しにくい。その結果、それぞれの餌に専

門化する 2つの部分集団への進化が促され、生殖隔離が

達成され得る(Itoand Shimada 2007)。従って環境への適

応に注思すると、 3つのタイプの全てを「異なる環境要

素への適応、が促す種分化」として同じように説明するこ

とができる。一般には、集団内交西日は遺{云子を混ぜ、集

団の分化を妨げるので、分化する部分集団関で交配がな

い異所的種分化が最も起こりやすく、同所的種分化が最

も起こりにくく、側所的種分化の起こりやすさはその中

間であるとされることが多い (Dieckmannet al. 2004)。こ

の論文では、最も起こりにくいとされる同所的種分化に

注目し、(1)環境への適応がと守のように集団の分化(分断

化選択)を促すのか、 (2)分断化選択はどのように生殖隔

離の進化を促すのか、の 2点について現在の理論的知見を

紹介する。また、環境への適応を機動力とした問所的種分

化、側所的積分化、異所的種分化の起こり易さについても

簡単に解説する。この解説は論理を説明することを自的

とし、数学的表現は極力捜わないが、ここで紹介する理

論的研究やそれらに関連する実証研究については、書籍

r Adaptive SpeciationJ (Dieckmann et al. 2004)において詳

しく解説されている。また、理論部分については佐々木

(2009 )の和文による明瞭な解説があるので、数学的表現

に興味のある読者は一読されることをお薦めする。

自然選択によるニッチ分化

野外の生物集団は実に様々なやり方でニッチを分割し

共存している。その重要性や機構は平くから注目されて

伊藤 洋
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図1.魚の体サイズ分布と水生昆虫のサイズ分布。 (a)魚が湖に

移入する前の水生昆虫のサイズ分布(潜在餌分布:笑線)、

及び、移入後の分布(残存鱗分布 点線)0 (b)魚の体サイ

ズ分布(実線)、及び、適応度地形(点線)。適応度地形は、

適応、度を適当にスケーリングすることで、 (b)の体サイズ分

布に蓑ねて表示できる。これは残存資源分布とよく似た形と

なり、魚、集団のニッチ位置は、このi慶応度地形の勾配に従っ

て方向進化する ((b)の矢印方向)。

いた (MacArthur1972)が、自然選択がニッチの進化的分

化を促すための条件やその過程が理論的に明らかになっ

たのは、 1990年代に入ってからである (Metzet al. 1996 ; 

Geritz et al. 1997)。その後の研究によって、様々な生態的

な状況や形質(資源競争、捕食被食梧互作用、共生、寄生、

種間競争、共食い、協力、性比、異型配偶子、表現型の

可塑性、分散力など:Ito and Dieckmann (2007)にて紹介)

において、集団の進化的分化が促され得ることが示され

た。その条件や機構は一般性を持ち、生態的相互作用の

種類に依存しないが、ここでは直感的理解のために資源

競争を例に挙げて説明する。

図 1のように、水生昆虫が生息する湖に魚、が侵入し、

それを餌とする場合を想定する。この魚、は成魚になる前

は別の餌を食べているものとし、この水生昆虫との相互

作用においては、成魚のみを考慮すればよいことにする。

餌のサイズにはばらつきがあるものとし、各々の魚、個体

は、自分のロサイズにあう餌を最も効率よく捕食し、そ

の最適餌サイズから外れるに従って効率が落ちるものと

する。また、魚の口のサイズは魚、自身の体サイズに比例し、

成魚、の体サイズには遺伝的な変異が起こり得るものとす

る。(以上のような仮定は、他の分類群においても当ては

まる場合があるだろう。)ある体サイズの僧体がそれぞれ
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図 2. 方向進化が停止した後の様子。 (a)ニッチ揺が滞在餌分布の幅よりも広い場合には、残存餌分布や適

}芯度地形は山型となり、集団は安定化選択を受ける。この場合にはこのニッチ位置が進化的に安定であ

り、さらなる進化は起こらない。 (b)ニッチ幅がi替在餌分布の幅よりも狭い場合には、残存餌分布や適

応、度地形は谷:!¥;Jになり、集団は分断化選択を受ける。

のサイズの餌を捕食する効率の分布を、ここではニッチ

と呼ぴ(図 1(a))、その位置を、ニッチ位置と呼ぶことに

する。

この魚、が湖に移入する前の水生昆虫のサイズ分布(潜

在餌分布)を、閣 l(a)の実線のような幅広い一山型であ

るとする。移入した魚、は水生昆虫を餌として消費しなが

ら増殖し、魚の個体数動態が安定する状態では、残存餌

分布は圏 l(a)の点線で表されるように、集団のニッチ位

置付近が凹んだ形になるだろう O このとき、各表現型の

適応度は自分が利用できる鎮の存在量に依存するので、

適応度地形は悶 l(b)に示されるように残存資源分布とよ

く似た形となるだろう。適応度地形とは、出現し得る表

現型を 1個体導入した場合のその倒体の適応度を、全て

の表現型について示したものである。変異型の侵入が繰

り返されることで、魚、集団のニッチ位置は、この適応度

地形の勾配に従って方向進化する(図 l(b)の矢印方向)。

多くの場合、ニッチ位置の方向進化は、潜在的に最も餌

が豊富な位置(この場合は餌サイズ分布の中央)に到達

するまで続く。この位置は進化的特異点 (evo1utionari1y

singu1ar point) と呼ばれる (Geritzet a1. 1997)。

集団のニッチ位置が潜在的に最も な餌と一致した

後の進化動態は、 jよl、下の 2つに分けられる (Dieckmann

and Doebeli 1999)。まず、ニッチ幅が潜在餌分布の幅より

も広い場合には、残存斜分布や適応度地形は図 2(a)の点

線のように山裂となり、集団は安定化選択を受ける。こ

の場合にはこのニッチ位霞が進化的に安定であり、さら

なる進化は起こらない。逆にニッチ闘が潜在鎮分布の縮

よりも狭い場合には、残存餌分布や適応度地形は留 2(b)

の点線のように谷型になり、集団は分断化選択を受ける。

仮にこの魚集団が単為生殖のみを行うものとすると、集

団は小さい餌に専門化する集団と大きい餌に専門化する

集聞に分化する(図 3)。これを進化的分岐 (evo1utionary

branching) と呼ぶ(Geri tz et a1. 1997)。ここで重要なの

が、集簡が進化的特異点からずれた場合には(図 4(a)(i)，

(ii))、進化的特異点の位置の残存餌量が増えるため、

団を再びその特異点に戻すように方向性選択がかかるこ

とである(図 4(a)(i)→ (ii)、(iii)→ (ii))。従って、進化的

分妓が起きない諜り、集毘はこの位置に留まり、分断化

選択を受け続ける。この選択のかかり方は、集団の頻度

分布の形によって適応度地形が変化するために起こるの
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ナルの条件を変形したもの)。この条件は α>b>cの場

合にも適用できる。条件導出のためには、偲体数動態の

時間スケールと比較して非常に小さな突然変異率と、適

応度地形の形質空間でのスケールと比較して非常に小さ

な突然変異の規模を仮定している。しかし、突然変異率

が高くその規模がある程度大きい場合にも、これらの条

件は有効である場合が多い (Dieckmannet al. 2004)。さら

に、これらの条件は増殖率のみを吟味しており、増殖率

はどのような生物においても計算できる。すなわち様々

な生態的桔互作用において、これらの条件を吟味するこ

とにより進化的分岐が起こり得るかを調べることができ

ると考えられる。

この進化的分岐の繰り返しゃ方向進化との組み合わせ

により、巨視的な進化的現象も表現できる。例を挙げる

と、再帰的な放散と絶滅や(Itoand Diekcmann 2007)、複

雑な食物網を持つ群集が進化的に成長する動態(Itoand 

lkegami 2006 ; Ito et al. 2009) も、単一の生態的相互作用

体サイズ (資源競争または捕食被食相互作用)によって説明するこ

図3 進化的分地支。無性生殖集回の場合には進化的分岐が幸子易に とができる。

起こり、集団は小さい餌に専門イとする集団と大きい餌に専門

化する集団に分化する。

で、顔度依存分断化選択(合巴quency-d巴pendentdisruptive 

se1ection) と呼ばれる。

以上のような進化的分岐が起こるための条件は、 f集

団が最適なニッチ位置へ到達した場合に、その付近のニ

ツチに対応する餌が余っていることJ(すなわち潜在餌

分布の幅>ニッチ暢)であり、特定の餌分布の形によ

らない。例えば餌分布が離散的であり、存在する鱗のサ

イズ 2種類のみの場合にも、進化的分岐が起こり、そ

れぞれの餌に特化する 2つの集団が生じる。特に、速や

かに進化する形質が lつの場合には、進化的分岐の条件

は以下のように一般化することができる。無性生殖する

集団において、表現型 αの集団に表現型 bを1個体導入

した場合のその増殖率を寝入適応度と呼び、 f(b，a)とす

る。図 4のように、互いに近縁な表現型 a，b， c (α <b< 

肉類交自己の進化による生殖踊離

前節では、環境への適応を促す選択が、頻度依存分断

化選択によって、集団の進化的分岐(ニッチ分化)を促

す仕組みについて説明した。無性生殖集団の場合にはこ

の仕組みだけで十分である。しかし有性生殖集団の場合、

分化し始めた部分集団関で交配が続く場合には、中間的

な表現型が生産され続け、集団の分化が妨げられる。こ

の節では、頻度依存分断化選択が向類交配の進化をも促

し、生殖隔離とニッチ分化が達成される機構について解

説する。生物の交配様式やそれに関わる形質の遺伝様式

は様々である。ここでは、環境への適応に関わる形質を

生態形質、選り好みや婚期色などの交配に関わる形質を

交配形質と呼ぶことにし、交配・遺伝様式を以下のよう

に分類する。

c) を用いて表現すると、進化的分岐が b付近で起きる (1)オスもメスも、交配形質は生態形質と同ーまたは遺

条件は、(1)集団が b付近に方向進化し(収束安定性・ 伝的に相関している

convergence stability)、そこで分断化選択(進化的不安定性-

evo1utionarily instabi1ity) を受けることと(国 4a)、(2)分

化し始めた 2集団が共存する(相互侵入可能性:mutua1 

invasibility )ことである(図 4b)o(1)はf(b，a)> f(a，b) > 0， 

f(b，c) > f(c，b) > 0、(2) はf(α，c)> 0， f(c，a) > 0と表現

できる (Geritzet al. 1997の微分で表現されているオリジ
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(2)オスまたはメスの交配形質が生態形質と同ーまたは

遺伝的に桔関している

(3) オスもメスも、交配形質は生態形質と遺伝的に相関

していない

さらに、これら 3つの場合それぞれにおいて、交配形
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凶4 頻度依存分断化選択と二型の維持。 (a)f(b，a) > f(a，b) > 0， f(b，c) > f(c，b) > 0ならば、集留がbからずれ

た場合、 bの位遣の残存餌量が増えるため、集団を再びb付近に戻すように方向性選択がかかる((j)、(jii)

に対応)。そのため集団は進化的特異点に留まり、分断化選択を受け続ける (ii)0 (b) f(a，c) > 0， f(cρ)>0 

ならば、片方の表現型が少なくなると、それを増やすように適応度地形が変化する。(j)と(jii)はそれぞれ、

片方の表現型が著しく少ない場合の適応度地形を示したもの。

(3) 

生態形質

図
交配形質

(2) 
生態形質

国
交配形質

(1 ) 

生態形質

瞳
交配形質

(1 A) (2A) (3A) 

易しい 難しし、

毒事

(1 B)時 (2B) (3B) 

難しい

選り好み
(A)~…ー

は匝定

(B)選り好み
も進化

図 5 交配・遺伝様式の稜類と種分化の起こり易さ。盟:交配形

質と生態形質は遺伝的に相関。目:片方の性のみ、交配万三質

と生態形質は遺伝的に相問。t?:C]:交配形質と生態形質は遺伝

的に相関しない。

可能性も低下させる(選り好みのベネフィット)。従って、

交雑個体の稔性が十分低いほどに分断化選択が強く、選

り好みのベネフィットがコストを上回る場合には、選り

好みが進化し、 (lA) と同様に生殖踊離とニッチ分化が

達成されると考えられる。 (Dieckmannand Doebeli 1999 ; 

Geritz and Kisdi 2000)。
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質の選り好み(または交配形質に依存した交配可能性の

偏り)の程度が、 (A) 閤定されている場合と、 (B)それ

も進化可能な形質である場合に分けられる。これら(l)、

(2)、(3) と (A)、(B) の全ての組み合わせは全部で 6

通りとなる(園針。結論から述べると、理論的にはこれ

ら6つの場合全てにおいて、生殖踊離とニッチ分化を伴

う問所的種分化が達成され得る。まず(1)を考えると、

(lA) は植食性昆虫が寄主植物の上で交配する場合など

に対応し (Bushand But1in 2004)、この場合には寄主選好

性が交配形質と生態形質の両方に対応する。また(1B)は、

体サイズに基づいて交配する場合などに対応し(体サイ

ズが交配&生態形質)、トゲウオにおいて報告例がある

(McKinnon et al. 2004) 0 (lA)の場合には、分断化選択に

よって集団が多少分化すると、分化した部分集団関の交

配も同時に減少し遺伝子流が減るので、さらに分化し易

くなり、比較的容易に生殖隅離とニッチ分化が達成され

る。(1B)の場合、自分と同じサイズの相手への強い選り

好みは交配可能な相手を減らし、繁殖成功を低下させる

(選り好みのコスト)一方で、サイズの異なるもう 1つの

部分集屈との交雑により稔性の低い子孫を残してしまう
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次に (2) を考える。これに対応するのは、どの色が良

く見えるかを生態形質、体色をオスの交配形質、メスの

交配形質は生態形質と同一、とした場合などである。こ

の場合、異なる色の餌または呉なる物理的環境(水深な

ど)へ適応することによって、見える色が分化し始める

と、交配に効果的な体色も変化するので、それに引きず

られるようにオスの体色も分化し(センサリー・ドライ

ブ)、生殖隔離が達成されると考えられている (Boughman

2002)。この繁殖様式での同所的種分化は、選り好みが固

定された (2A)の場合には可能であり(rto，unpublished)、

側所的種分化も可能である (Kawataet al. 2007) 0 (2B)の

場合についても (IB) と同様の条件が満たされていれば、

問所的種分化が起こり得るだろう。

(3) の場合すなわち交配形質が生態形質と遺伝的に相

関していない場合に対応するのは、体サイズ(または口

サイズ)を生態形質、婚姻色をオスの交配形質、どの婚

姻色が良く見えるかをメスの交配形質、などとした場合

などである。 (3B) の場合にはさらに、婚姻色がはっき

り見えるオスをどれだけ選り好むか(婚姻色がはっきり

しないオスをどれだけ嫌うか)も進化可能なメスの選り

好み形質として加わることになる。この場合、異なるサ

イズの餌への適応として、体サイズが分化し始めたとし

ても、体サイズとオスの婚姻色、メスの好みに相関がな

ければ、体サイズに基づく同類交配は実現できない。ま

た、相関が無い状態では、相闘を生み出す選択圧もかか

らない。これらの理由により、この交配様式による同所

的種分化は非常に閤難であるというのが 1990年代後半ま

での見方であった。これに対し、 Dieckmannand Doebeli 

(1999 )は、個体数動態の揺らぎによって、交配形質と生

態形質の聞に弱い棺関が偶然に生じれば、問所的種分化

が達成され得ることを示した。交配形質と生態形質の間

に弱い相関があれば、交配形質が生態形質の目印として

機能し、これが選り好み形質を強い方へ進化させること

で弱い開類交配が進化する O これが正のフィードパック

として機龍することで、交配形質と生態形質の相関の強

化と肉類交配の進化が同時に進行するのである。彼らの

研究は (3B) に対応するものだが、 (3A) についてもIto

and Dieckmann (2007) によって、問所的種分化が可能で

あることが示されている。

種分化の起こり易さ

前節では様々な交配・遺伝様式において再所的積分化

が可能で、あることを解説した。集団が前々宣言で説明した
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頻度依存分断化選択を受けている場合、種分化が起こら

ない限り、集団は分断化選択を受け続ける。また、同類

交配の進化の条件がどんなに厳しくても、適切な突然変

異と個体数動室長の揺らぎが理想的なタイミングで生じれ

ば、直ちに同類交配が進化し、生殖隔離が達成され得る。

無限に長い間待っていれば、そのようなことがいつかは

起こるだろう。その意味で、同所的種分化が可能である

ということは fいつかは起こる」ことを意味するだろう。

ではどれくらい待たなければならないのだろうか。この

待ち時間の期待債を、起こり易さの指標にすると、図 5

に示したように、起こり易さは(l)> (2) > (3) であ

り、 (A) > (B) であるというのが一般的な見解だろう

(Dieckmann et al. 2004)。特に最も起こりにくいとされる

(3B) に関しては、その起こり易さがどれほど現実的かに

ついて、様々な意見がある (Gavrilets2005 ; Doebeli and 

Dieckmann 2005)。起こり易さに影響する重要な要因の l

つが、選り好みのコストの強さである。集団が分化し始

めるためには、集団中の両極端の生態形質(例えばとて

も小さい個体または大きい個体)を選り好む個体が増え

ることが必要になるが、極端な形質を持つ個体は集団中

で少数派である O 従ってそのような選り好みをする倒体

は交配相手に恵まれず、繁殖成功が低くなる(選り好み

のコスト)ことになる O すなわち、選り好みのコストが

大きい場合には、 (B) の場合に選り好みの進化が妨げら

れるだけでなく、 (A) の場合にも生態形質の分化が妨げ

られ、種分化は起こりにくくなる O 選り好みのコストの

影響は通常、 (3)> (2) > (l)の順に大きく、特に (3)

の場合には効果的に種分化を抑制するだろう (Gavrilets

2005)。

分断化選択による同類交配の進化には、もう lつ注意

すべき点がある。それは、同類交配の進化を促している

のが f交雑個体の適応度が低いことjであることである。

すなわち同類交配が進化し交雑が起きにくくなると、交

雑儒体そのものが稀にしか出現しなくなるので、それ以

上の同類交配を促す選択がかからなくなってしまう。こ

の場合には、完全な生殖隔離を達成することができない。

この問題を解決する考え方の lつが交配形質の遺伝的浮

動である。異所的種分化の場合、地理的に隔離された 2

つの集匝が交配前または交配後隔離を達成するのは、各

集屈が地域適応、または遺伝的浮動によって、別々の交配

形質を進化させるためであるとされる。これら 2集屈が

同所的に存在しでも、同類交配の進化によって集団関の

遺伝子流が十分に抑制されていれば、交配形質は遺伝的

浮動によって独立に進化し得る。交配形質は多くの場合
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多次元である(色や形、動きなどの複数の要因の組み合

わせである)ので、遺伝的浮動は 2集毘の交配形質を、

効果的に引き離す。従って、分断化選択によって同類交

配が十分に進化すれば、後は遺伝的浮動によって、完全

な生殖隔離が達成されるだろう (Gavrilets1997 ; Ito and 

Dieckmann 2007) 0 

現在までに行われてきた同所的種分化や側所的種分化

についての多くの理論研究では、同類交配が進化するた

めの機構が 1つしか用意されていない。実際の生物集団

においてはむしろ、ここで挙げた 6通りの交配・遺伝様

式のうち複数が、 lつの集団の別々の形質や生態的文脈

において含まれる、という状況の方が妥当だろう。その

ような場合には、どれか lつの文脈で同類交配が進化す

れば、生殖隔離が実現できる。ただし、他の形質や生態

的文脈での効果により、 6通り全ての可能性が抑制され

ている集団においては、ここで論じた機構による生殖隔

離の進化は難しいだろう O

環境の空間構造

以上で解説した同所的種分化は環境の空間構造を必要

としないが、環境には空間勾配がある場合や、環境がモ

ザイク構造になっている場合が多い。それらの場合、そ

れぞれの生怠地の部分集団はその場所の環境に適応する

ように選択を受け、さらに生息地開の距離や物理的障壁

によって部分集団関の遺伝子流(交配)もある程度制限

されるので、部分集団間の進化的分化(側所的種分化、

異所的種分化)が容易になると考えられている。生息地

が完全に連続していても、環境に空隠勾配があれば、比

較的容易に側所的種分化が起こることも示されている

(Doebeli and Dieckmann 2003)。すなわち、前節で紹介し

たそれぞれの交配・遺伝様式について問所的種分化が起

こるならば、環境の空間構造を追加した場合にも、 i可様

の環境適応による種分化(側所的種分化、呉所的積分化)

が起こるだろう O

まとめ

以上で述べてきたことをまとめると、以下のようにな

る。①様々な環境(無機的・有機的資源や物理的条件、天敵、

競争相手など)への適応が頻度依存分断化選択による進

化的分iI皮を促す可能性があり、その条件は生態的相互作

用の種類に依存しない。②有性生殖集団の場合には、様々

な交配・遺イ云様式によって同類交記が進化する可能性が
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あり、たとえ交配に関わる形質が直接的に分断化選択を

受けていなくても、他の形質への分断化選択の間接的効

果によって生殖隔離が達成され得る。③同類交配の進化

は選り好みのコストによって効果的に抑制され、その程

度は交配・遺伝様式によって異なる。④環境の空間構造

は遺伝子流を抑制し、種分化を容易にする。

種分化については、未だ理論と実証の摘たりが大き

く、定量的な検証は難しいが、種分化機構のロジックな

どの定性的な比較や検証はすでに精力的に行われている

(Friesen et a1. (2004) など)。双方がさらに概念や手法を

発展させることで、定量的な繋がりも可能になり、種分

化の理解がさらに深まることを期待している。
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