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フィールド生態学と統計数理に関する研究集会

島谷健一郎

統計数理研究所

The reports on the symposiums about field ecology and statistical mathematics 

Kenichiro Shimatani 

The Institute of Statistical Mathematics 

はじめに

2009年 10月に統計数理研究所:(以下統数研と略記)

重点型共同利用研究「フィールド生態学と統計数理」の

研究集会、 2010年 3月に統数研シンポジウム「観察・デ

ータ・モデ、ルの狭間を漂っ統計数理.生態学におけるそ

の役割と展望jが統数研にて関擢された。本稿ではこれ

らの能単な報告をしながら、そこで得た、生態学的知見

や統計手法以外の教訓について述べたい。

ここでは f統計数理jという語を、「統計」と「数理」

の意に近い意味で用いる。前者では、現場と実データか

ら始め、データに内在する傾向を浮かび上がらせ、それ

らを説明できる統計モデルを構築する。後者では、概し

て生き物のメカニズムに基づくモデル式から始め、モデ

ルが生成する数債を車接実データと比べるのでなく、

衡f鮮の有無、周期性などの定性的性質を実データと比較

し検証する。当然のことながら両者は融合されるべきも

のであるが、現実には分離されがちである O 本稿では別

個のアプローチとみなす意で、用い、数学を用いるという

点で両者を一括りにしたいときに統計数理という語を用

いる O なお、本原稿は投稿前に全演者に送付し内容の確

認をお願いしたが、記述はあくまで筆者個人の印象であ

り主張である。

2010年 6月25Iヨ受付、 2010年 7月15日受理

e-mail: shimatan@ism.ac.jp 
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フィールド生態学と統計数理 2009年 10月

10丹は、図 lに示したプログラムのように、午前に統

計研究者によるチュートリアル的講演、初日午後はいわ

ゆる研究発表、 2日日午後は途上にある「できかけ研究J、
最後は生態学会で馴染みの薄い経理学の紹介で締めても

らう構成とした。

初日午前:統計学解説講演1

清水氏の話が始まるや、司会進行として最前列にいた

私に戦d探が走った。聴衆のiJ有者へ向ける真剣な眼差しの

一斉掃射を背中に浴びたからである。これほどの緊張感

を醸し出す聴衆は、私にとって 10余年前にその教壇に立

っていた予備校の講義以来だった。そしてこの緊張は、

夕方になっても、翌日になっても途切れることがなかっ

た。数学系教員による統計学の講義なのだから、「わから

ないj と投げ出す人がどれだけ多いか不安だった。それ

が逆に、こんな緊張感のもとで清水氏は講義できるのだ

ろうかという奇妙な不安に捕われたほど、緊張した教室

だ、った。

風向き、動物の移動方向、斜面方位など、生態学では

しばしば角度を測る。角度は Oと360の潤に入り、かつ

O度と 360度は同一である。このため、正規分布など実

数上の函数を前提とする統計手法は不適切な場合が多い。

但し、そのまま使える場合もあれば近似として十分な場

合もあり、私もしばしば混乱する。また、向じ様な周期

性は持刻データなどでも見られ、広範な応用が見込まれ

る。清水氏が概論 (Batschelet1981， Mardia and Jupp 1999， 

Jammalamadaka and SenGupta 2001などの代表的教科書も
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関1. 2009年度統計数理研究所重点型共開利賂研究[フィールド生態学と統計数理j研究集会ブEグラム。

2009年 10月 29日

10:00-10: 10 序一本研究集会について 鳥谷健一郎(統数研)

10:10-11:10 角度データの統計的モデリング 清水邦夫(慶際大)

11:10-12・10 角度データの解析例 阿部俊弘(凌態大)

13:15ぺ4:00 山火事後に更新したブラックスブルース個体群のパッチ構造の形成過程 久保田康裕(琉球大)

14:00-14:45 ニッチの差異に恭づいた林木穏遷移の解析 藤井新次郎(九州大)

コメンテーター 楠本間太郎(九州大)

14:4ふ15:30 人工林下層木本植物の個体数密度予測 前田勇平(熊本県林業研究指導所)

15・45-16・30 アカエゾマツ孤立個体群は遺伝的多様性を維持できるか:繁殖・更新過程の統合的な解析と将来予測

富田基史(東北大)

16:30-17:15 状態空間モデルによるイワフジツボ個体群動態の解析 深谷肇一(北海道大)

17:15-18:00 階層ベイス、モデルを用いたf弱体数指数の推定 シギ・チドリ綴への応用 天野達也(農業環境技術研究所)

10月 30日(金)

9:30ぺ0:30 Neyman-Scottクラスター点過殺モデルの最大尤度解析-Palm強度関数と最近接距離関数による解析

国中潮(統数研)

10:30-11 :30 シミュレーションと実データをつなぐ統計科学ーデータ向化 上野玄太(統数研)

11:30-12:15 植物の生産量のアロケーションを会球規模でモデル化する 伊勢武史(JAMSTEC)

13:20-14:00 ウトウの帰巣時のマイクロスケールでの着地行動はカモメ類による餌略奪リスクによって変わらない

平旧和彦(北海道大)

14:00-14・40 機能遺伝子・の空間分布パタンから適応進化プロセスを探る 森長真一(東京大)

14:40-15:20 アオウミガメに付着するフジツボ類の分布パターン~付着生物からウミガメの生態に迫る~

林亮太(千葉大)

15:2ふ16・00 別の意味での絶滅危倶“種森林経理学~ 吉本敦(統数研)

紹介された)、阿部氏が実データが与えられた時の実践論

を解説したが、 2000年代に公表された論文の結果が頻繁

に登場する。(1)角度を伴うデータには最新の統計理論

が要求されること、 (2)生態学はそのような斬新なデー

タを当たり前のように扱っている分野であること、 (3) 

数学専攻でない学生や教員だけでそうした統計学最先端

を理解し自分のデータに適用し解釈を与えるところまで

完結させるには無理があって当然、という認識は、参加

者も抱いたと思う O

初日午後:成果発表

久保田氏は、カナダのl幻火事後の再生林に関する点過

程モデルの話 (Shimataniand Kubota 2004のf，芯用)を、そ

の場で数式を板書しながら説明した。大半の人がパワー

ポイントを用い、数式は論文やプログラムをコピーして

貼りイすけてスライドを作る O しかし、数式は自分の手で

何度も書かないとわかってこない。モデル式を本やノー

トを参照しなくてもスラスラと書けるようになって、よ
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うやくそのモデルを使いこなせるようになれる。この訓

練法のひとつに、人前で板舎による説明を行うというも

のがある。数学科では、ゼミ形式で連日、この訓練を行う。

久保田氏は、フィールド生態研究者でこの訓練に挑んだ、

最初の人かもしれない。「研究集会は人に話しを聞いてい

ただく場であって、自分の訓練に利用するなど許し難いJ
という意見もあろう O しかし、モデルの話では、スライ

ドによる流れるような解説より、たびたび間違えたりつ

まずいたりしながらの板舎による解説の方が、開く側に

とっても実はわかりやすいのである。両者両得、他の会

員もぜひ挑戦してみて欲しい。

藤井氏の話は、沖縄ヤンパルの森林をベースとするシ

ミュレーションモデルに関するもので、学位論文の l部

と重なる (Fujiiet al. 2009， 2010)。特筆すべきは、数理や

プログラミングに強いからこうしたテーマを選択するの

が主流なのに対し、藤井氏はそうした素養のない段階で

大学院に入り(修士課程は鹿児島大教育)、苦手な学習に

四苦八苦しながら学位取得に至った点である。得意分野
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で進学し優秀な学生として卒業するか。苦手分野で進学

し苦手分野の克服に学生の身分を利用するか。案外と見

過ごされている重要な進学先選択基準である O

せっかく亜熱帯林の話題が出たので、続く楠本氏に、

つる織物に関する「これぞフィールドデータ。」と呼ぶに

ふさわしい空路データを披露してもらった。

その後に続いた前田氏、富田氏、深谷氏、天野氏の話は、

いずれも統計手法的に生態学の先端に位置する。それぞ

れ、林学、分子生態、海洋生態、鳥類学関係の学会で講

演をしても、統計手法を踏まえた議論をできる聴衆はほ

とんどいない。今後は統計関連研究集会へ出て行く必要

がある。当初はフィールドデータに馴染みのない統計研

究者の場違いな意見も多いだろうが、 3年も繰り返し

しをしていれば、次第に議論が鞠み合うようになる O

深谷(このときの話しは後に Fukayaet al. in pressで公

表)、天野両氏(及び後述する 3月のシンポで講演した坂

本氏、片山氏)は時系列データを扱っている。個体群動

態や動物の行動は、以前の個体数や行動が次の個体数や

行動に影響を与える。データ自体が、一般化娘形モデル

(GLM) などと違って互いに独立ではなく、過去は未来

に影響を与える。従って統計手法は根本的に異なった発

想、で始める必要があり、一般には、どのくらい以前まで

の状態がどのように次の時点に影響を及ぼすかを、時系

列モデリングによって検証する(慢しモデjレの仮定の置

き方によっては、通常の独立なサンプルと同じような尤

度式も導かれる)。この分野では、経済学や気象学がはる

かに先行し、時系列解析の入門書の中でも多数、取り上

げられている O 生態学でも個体数変動など古くから時間

変動は扱われてきているのだが、昨今は安易な GLMソ

フトの濫用が自立ち、立ち遅れていると言わざるを得な

い。当日も、時系列系の人から「もっと基本的なモデル

から}II真に試すべきではないかjといった感じの意見が出

ていたが、統計関連学会で発表することで、統計手法に

ついて「生態学会会員の常識=世間の非常識jが認識で

きると思う。

前田氏のように、実際の森林施業計画現場の人がベイ

ズモデルを用いていることには驚きを禁じえなかった。

単なる検定や分散分析ですら縁遠い現場が多い中、先端

統計学と森林現場をむすぶパイプとして、今後とも活用

する所存でいる。

田氏の中立遺伝マーカーデータも用いた僧体ベース

森林動態、モデリングは、膨大な数式を伴う。これを久保

田氏と同じスタイルで板書するには時閣が不足するし、

すべて書き並べたスライドを映しでも聴衆は消化できな
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い。富田氏は、主要な生態的プロセスを描いた図をホワ

イトボードに映写し、そこにモデルの説明をしながら数

式を加えていった。これは新しいスタイルの発表で、画

期的である。会員諸氏も模倣するといいと思う。

懇親会前には、大学院生有志による 5分間自己紹介的

プリゼンを試みた。これは、例えば、学会でポスターを

貼っても、今日のように数が多いと、開きに来て欲しい

人が来てくれなかったり、自分と関心の重なるポスター

がどこにあるか探しにくい。一方、学会中のシンポでは、

そこでの内容に関心を有する人が集まる O その会場で、

有志能生による自己紹介プリゼンを入れられないかと患

っており、その試行という目的もあった。自Jj所和博(九

州大)、皆藤千穂(奈良女大)、篠原輝(琉球大)、橋本操

(筑波大)と、本来なら 15分講演の内容を圧縮しようと

して無理が派生し、時間超過となる発表が続いた(それ

でも聴衆の多数派が真剣に聞く姿勢を崩さなかった。ま

た、片山直樹(東大)のプリゼンは中止にし、 3月の演

者に招待した)。そんな中、最後の渡遺謙二(横浜田大)は、

「ウグイスに関するこんなデータがあるんですけど、面白

いと思いませんか?Jと、実質 l枚のスライドで終える

紹介をした。この英断のおかげで、自己紹介的プリゼン

のひとつの範が示された。この型なら、限られた時間の

シンポにおいても、 5~ 10名の紹介を混ぜられる。

2司自午前:統計学解説講演2

翌日は、間中氏による空間点分布データに対する点過

程モデリングの話から始めた。樹木、革本、巣など、空

間点分布データを有する生態研究者は多いにもかかわら

ず、点過程の考え方は遅々として普及しない。持系列デ

ータと問じく、点分布データは、一般化線形モデjレのよ

うに n個のデータを独立とみなして尤度式を導くのでは

なく、独立で、ない点の相互作用のモデリングを自擦にお

く。つまり n備の点分布で 11聞のデータなのである。そ

のため、尤度式の導出が著しく難しい。種子が親の近く

に散布されてできたために集中分布する個体群では、ネ

イマン・スコット過程が基本モデルである。この場合、

パラメータ推定の自的なら、近似を混ぜる事で尤度式に

近いものを作りそれを最大にするパラメータを数値計算

できる (Tanakaet al. 2008)。一般化線形モデルのような

枠組みとは異なる発想を用いないとモデリングできない

データも、生態研究者は日常的に扱っている。この現実

も早く認識して欲しい。

上野氏には、データ伺化論の擁略を話してもらった(中

村ほか 2005，上野 2007などの解説がある)。シミュレー
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ションモデルでは、パラメータを先に与えて計算する。

死亡率や成長速度などでは、実データから最適なパラメ

ータを決めてシミュレーションする研究は多いが、可能

ならシミュレーションで作られる個体群や群集が実デー

タと近くなるよう、パラメータ値を、最尤法やベイズ事

後分布のような明示性を伴う形で求めてみたい。これは

世界中の研究者が狙っている革新的モデリング法だが、

データ同化論は統数研をはじめとする日本の研究者が世

界の最前線で発展させている手法である O そこで用いる

基礎道具が状態空間モデル(10月に深谷氏も用いた)だが、

残念ながら本会会員の大半はこれに馴染みがない。それ

をベースに議論を展開するデータ同化に付いていけない

のは仕方ないことである。それでも、何を目標としてい

たかを把握し、現状のシミュレーションモデルに満足し

ない姿勢は要求されよう。

以上の 2件の講演も時間超過し、伊勢氏は思い切って

短縮した講演を行った。気候変動と生態系を扱うモデリ

ングもゆっくり開いて学習しておきたかっただけに残念

だったが、こうした英断も演者には必要であることを知

り、後述する 3月のシンポでの時間配分へとつながる。

2日目午後:進行途上研究発表

午後からは、できかけ途上研究の話をするよう企爾者

側から重ねてお願いしておいた。最初の王子田氏はそれに

真っ向から答えてくれた。今国の演者の中では最も若い

修士 1:fj三だったが、卒業論文をベースに、自分が行った

解析法で疑問に思っている点を説明し、会場の人へ意見

を求めた。いわゆる成果発表のための学会ではご法度だ

が、研究を発展させるための研究集会では当然のことで、

会場からも多数の意見が返ってきた。できかけ研究発表

の場では、臆することなく疑問点を会場に発すればよい。

本来の研究集会のありかたを思い起こさせてくれる発表

だ、った。

続く森長氏の、野外の植物集団に対する遺伝データも

用いた研究で、会場は沸きかえり質疑がいつまでも終わ

らない。分子生態学が、熱い議論をよぶ分野である現状

を改めて知らされた。

この盛り上がりの中、産後の林氏の発表は、分子とは

裳jj夏に、ひたすら自分で動いてカメに付着しているフジ

ツボを数えてきた男の物語で、どうなることかと心配し

たが、杷憂であった。カメに特異的に付着するフジツボ

など、そのような種の存在自体、ほとんど知られていない。

しかし、林氏の話で聴衆はその生態の面白さに魅入られ、

1日にしてカメフジツボ学最先端の知識を有する人が 50
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名も生誕する事態となった。はなはだナチュラルヒスト

リー的な発表がどうして統計数理の研究集会に混ざって

いるのか疑問に思う人もいるかもしれないが、これには

理由がある。地道にデータを収集する研究者には、「この

データは自分の宝で安易に人に使わせられない」と抱え

込む人が多い。林氏は逆に、自身の手足で集めた膨大な

データを自分だけで抱えていても仕方ないと、数理系の

人にデータを渡して共同研究を既に始めている。新しい

価値観の元で新しいスタイルの共同研究が若手から萌芽

している O

最後は、統数研の吉本氏に、大学の講座から絶滅寸前

にある森林経理学の概論で締めてもらった。森林施業に

限らず、昨今では生物多様性保全などで、人間の経済的

利益を抜きにした計画は考えられない。ところが、そこ

で不可欠な経理学の講座が、全国の林学科で消えてしま

った。コストと利益(収穫等による金銭的利益だけでなく、

環境保全や稀少種保全なども考慮に入れた利益である)

から効用を算出し、それが最適になる計碕を求める O 計

翻案は複雑で、あるため、ソフトに組み込まれているよう

な最適化ツールで解は求められない。専門的アルゴリズ

ムが要求される (Yoshimotoet al. 1990 ; Yoshimoto and 

Marusak 2007 ; Yoshimoto 2009)。応用保全生態学を志す

なら、生態学の基礎研究と並行して経済的効用やその最

適化についても素養を備えておかないと、いかなる保全

計爾案も絵に描いた餅でしかない。吉本氏の講義を陪い

た人の中からこうした危機感が生まれ、波状的に普及し

て欲しいと切に願う。

観察・データ・モデルの狭間を漂う統計数理:

生態学におけるその役割と展望

3月の統数研シンポは、諸事情により l自のきついス

ケジュールとなった(図 2)0

フィー jレド、統計、数理、 3者をそれぞれ主戦場や出

身とする方を交え、異なる規点から生態系研究に取り組

む現場を互いに見開する中から、統合的研究姿勢を見出

してみたかった。

最初、統数研所長の北J11氏から、赤地統計学について

10分で話せる範閣で話してもらった。情報量規準 AICの

提唱で知られる赤池弘次氏は、昨年 8丹、天国へ旅立た

れた。我々はもう赤池氏から統計A科学について教わる

はできない。しかし、赤池氏の言葉を日常的に聞きなが

ら研究を進めてきた人が多数いる。そんな人から話を聞

いて、赤j也氏の発想、や科学論を語り継いでいきたい。
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図2. 統計数環研究所シンポジウム

「観察・デ…タ・モデルの狭間を漂う統計数理生態学におけるその役割と展望jプログラム。

2010 年 3月3日

9:50-55 シンポジウム趣旨説明 島谷健一郎(統数研)

9:55-10:05 所長あいさつ・赤池統計学の役界北JIIi，原田郎(統数研)

10:05-10:40 グループの性質の問の関係を探る;生態学的推論と生態学粕谷英一(九州大)

10:4判O句 l止l上:1“5 潜替水動物の行動と数理モテデ守ルの相↑性生.最適採飼.生物力学.パウト 森3貴奇ク久、(帝京科学大)

1口1:ゴ15ふ-1口1:5叩O サンゴのf個潤体群動態.局所的なf儒間耐4体本向キ相目王立E汀イ作乍用と全f体本のふるまい 向主苓存世世A香 (Jj 

i口2:汚50仏蜘l日3:乏25 河巧川i性笠サケ科f魚魚車主、類の局月所庁適応:I自ヨ然i選翠4択尺、ジ一ンフロ一、 ドリフトの役割 小泉逸郎(北海道大)

13 :25-13:40 動物の加速度データから何がわかるのか ~量的に解析できなかったデータへの対応~

坂本健太郎(北海道大)

日:40-13:55 トドマツにおけるホームサイト・アドバンテージ仮説の検証

一襟高i間司制キ相目立移植試験 3幻7主年ド伺の生存と成長の経終一 石塚航.f;後炎藤普(東京大)

13ほ3訟:5臼5-寸14企:1ωO 大型漆類の最i適也E生主i活舌環i戦浅陶l略賂と分布パ夕一ン 別所所.和柱誌博l草~ (げ7九L1ナ、

I凶4:ゴ10ふ似-14牝:2お5 Ind副lV吋id山u泌凶a討lト-b加as鈎巴dr灯mo吋deliおir珂1沼goぱfh加lOS坑t知parasit巴dynamicsin continuous space 皆藤千穂 (奈良女大)

14:40-14:55 悶んぼのイネの気持ちを知りたい~野外環境における遺伝子発現のモデリング~

永野i事(農業生物資源研究所)

14:5ふ15:10 水田地帯の高次捕食者であるサギ類の空間分布はどのように決まるのか 片山直樹(東京大)

15:10-15:25 今さらながら森林のギャップ・ダイナミクスを採る 真鍋徹(北九州博物館)

オーガナイザー:島谷健一郎・金藤浩司・吉本敦(統計数理研究所)

主催:大学共同手IJfIl機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所

協賛:特定非営利活動法人 環境統言十統合機構

粕谷氏は、個体ベースデータを集団ごとに集約し、接

数集慣に関してその集約統計量量を用いた解析の抱える

問題について論じた。雷われて見れば統計解析ーの全くの

基本向題であるが、生議学会でこうした問題点に気づき

議論を展開できる人は、粕谷氏だけではなかろうか。こ

うした議論のできる若手が2人 3人と脊って欲しい。

森氏は、データロガーによるペンギンの潜水行動データ

などを説明する数理モデルを概説した。数理モデルという

と微分方程式などの数式から入るというイメージを抱く会

員も多いだろうが、ここで紹介されたモデルは実データか

ら始まる。結論も、数理モデルから実データに近い数値が

得られたことを示して終わる。森氏の業績 (Moriand Boyd 

2004など)は、フィールド系の会員にとって、最もとっ

かかりやすい数理モデルを扱っていると忠う O

小泉氏、永野氏、向氏は、統計関係者が会場にいるこ

とも考慮して、フィールドデータを取る現場の話も混ぜ

てくれた。会場が広いせいもあって 10月のときより悪い

意味で、の緊張感が漂い、今ひとつ聴衆の乗りの悪い感じ

があった(この国い雰囲気はこの会j易で行われたシンポ

に共通している)が、小泉氏の熱演と雪中サンプリング
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写真などにより和らぎ始め、向氏のノリのよい講演でよ

うやくシンポジウムらしいシンポが進行し始めた。

向氏、別所氏は、森氏と同じく数理モデルをどうやっ

てフィールドデータで検証していくか、逆にデータを説

明する数理モデルをどうやって構築するか、現時点まで

の不十分な試みと漠然とした展望を話した。あくまで私

的印象でしかないが、別所氏の数理モデル (Besshoand 

Iwasa 2009) 解説は奥常なほどわかりやすく、こんな“究

板の数理講演"を修士のときにやってしまうと、彼が今

後どんな名講演をしても、聴衆も当人も満足しないので

はないかと、余計ーな心配をした。その次に話す皆藤氏は、

実データとの関連も別所氏より薄いだけに、さぞプレッ

シャーを受けて当惑しているに違いないと心配していた

ら、 hostとparasit巴が子供の散布を繰り返す数理モデルが

不思議な螺旋状の空間パターンを作り出す話しを自分の

ベースで展開し、私の心配はやはり余計だ、った。会場か

らは、画像解析やパターン認識などを専門とする浅野晃

氏(広島大工)が敏感に反応し、角度を伴う統計処理で

は 10月の演者である阿部氏も批判を込めて詮視してい

た。さらに、それが 10月に久保田氏と田中氏が話したネ
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イマン・スコット j島根の拡張モデルの一種であることに

も気づいた。集中分布を作るだけと思っていた点過程モ

デルが奇妙な空間パターンも創るとしたら、思いもがけ

ない新発見である。

片山氏はサギの行動デー夕、石塚氏は異なる標高域か

ら持ってきたトドマツの移植実験データの解析(主に一

般化線形混合モデル)である。間人について特筆すべきは、

単にランダム効果をいれて有意になった因子に星を付け

てp値を示すのでなく、一歩賭み込んだ議論を展開した

点である。

片山氏の話の後半では、全観察ブロックをプールする

と餌資源量とサギ倒体数について相関が見えないが、ブ

ロックごとのランダム効果を入れると相関を検出できた。

結果を得てから元データを振り返ると、偶々のブロック

内では弱い正の比例関係しか見られず、サンプjレも少な

い。一方、全データをプールすると無相関になる。とこ

ろが、実はブロックごとの比例関係の切片が異なってい

た。なので、ランダム効果を切片の形で入れると全デー

タが同じ勾配の藍線上に乗り、正の相関が検出される。

当たり前かもしれないが、こうやってランダム効果の意

味を元データに戻って考え直している院生はどれだけい

るだろう。

石塚氏は、最適化されたモデルの予測グラフを用いて、

移植実験に伴うホームサイトアドヴァンテージについて

祝覚的に説明を加えた。 37年昔の試験地を復元したデー

タに適切なモデルを適用した結果、林齢と共に効果は強

くなる傾向があり、標高の上方向への移動は生残率、下

方向へは樹高に効果が顕著に表れる。こうした様子がよ

くわかる解説だ、った。

ランダム効果のもたらす意義に関する盛れた講演を院

生から開き、パソコンが出力する p値と星で満足する院

生ばかりではない現状を目の当たりにできた。

10月は上野氏、 3月は松田氏(東北大経)という、時

系列解析を専門とする研究者が参加してくれた。前述の

とおり日本生態学会では著しく遅れている解析法である

中、坂本氏は突出した存在で、日本の研究者の発案によ

る動物行動の中に見られる周期性に注目した諸研究 (Sato

et al. 2009 ;依藤 2007) を円滑に普及させるべく、フーリ

エ変換やウェーヴレット変換も適用できる簡便なソフト

を開発して公開し (Ethographer)、さらに行動モードの分

類や識別も手がけている (Sakamotoet al. 2009)。もっと

も現状では時系列解析的に未成熟なのは仕方なく、多変

量解析的な段階に留まっている。こうした場でそのアン

バランスな側面も指摘された感を抱いたが、生態学関連
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学会に閉じこもっている限り受けることのできない前進

のきっかけとしたい。

永野氏も、 10月の森長氏とも富田氏と同様、野外の生

き物の遺伝子データを扱っている。最近の遺{云子分析機

器の発展で、フィールドからも詳細なゲノムデータが収

集できる O ところが、その解析法が追いつかない。野外

で生きる生き物に関する遺伝子データに関して世界をリ

ードして行きたい、こんな野心を喚起させる話だ、った。

若手の人のいい話にいい質疑が飛び交っているとき、

私はベルを鳴らして次の講演に移ることを嫌う。前回は

伊勢氏が自発的に思い切った短縮をしてくれたが、最後

の真鍋氏には、あらかじめ持ち時間は 5分程度になるか

もしれないと言っておいた。そしたら、本当にそうなっ

てしまった。森林のギャップ動態は 90年代にほぼ解明さ

れたと思われている。しかし実際のギャップ動態を見て

いると、教科書のようにギャップができて下の木が育っ

てギャップが埋まるとは信じられない (Manabeet al. 

2008)。新たなギャップ研究を切り開きたい。話す予定の

3分の lしか話せずに終わって申し訳ない限りであった

が、若手の発表で会場が盛り上がったら、後に控える年

長者が我慢する。ひとつの慣習として根付かせていいの

ではないかと思う。

研究集会後記

2度の研究集会を経て、以下のような教訓を提示したい。

1.先端の統計手法に挑んでいる若手会員は少なからずい

る。そうした会員は、本会に閉じこもって“トップ研

究者"の鹿に居座るのでなく、統計数理関係の学会に

赴き、自らの素養の不十分さを実感してくる。

2.フィールド主体の会員も、年に l度は粕谷氏や森氏の

レベルの統計学や数理モデルの話を開くべきである。

全部わかる必要はない。むしろ、 11点でもいいから新

しく統計や数理の素養を増やしたい」日点でいいから

行き詰まっている自分の研究を打破するヒントをみつ

けたい」くらいの自襟意識でいい。 1点でわからなく

なると全部わからなくなって話を開くのを止めてしま

う人は、視野が広がらないo 1点でも広げようという

意識で、いれば、 l点ずつでも広げられる。

3.年に l度でも 3年に l度でもいいから、たまには統計

や数理研究者の専門的講義を聴講する。生態学会大会

で開ける統計数理の話は、学会内で統計に強いと思わ

れている人によるものが多い。当然のことであるが、

有する素養の広さにおいて、統計の研究者とは雲泥の
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違いがある。専門講郁による専門的講義をたまには拝

聴しておかないと、基礎的理解が備わらない。

4. 2回の研究集会は、動物植物にまたがる生態学全般と

統計数理全般だ、ったため、データ解析手法について具

体的教示を受けられた参加者は皆無だったろう。「統

計解析で自分以上に努力している人が、(自分の研究

室の外には)たくさんいるJr自分が知っている統計

数理はほんのごく一部でしかなかった」といった現実

を知ることができたのが、ほとんと守唯一の収護だ、った

のではなかろうか。つまり、自分のフィールドデータ

に応じた統計数理を構築する段階以前に、教科書や先

行研究を学ぶ段階があるが、そのさらに前にある「自

身の知識の狭さを痛烈に自覚するj段階に大半の会員

は位置しているのである。こんな意識が芽生えたら、

具体的な手法については、個別のデータやモデリング

に特化した学習会が有効である O その際、統計や数理

の講師やチューターは必要だ、が、必ずしも教員を混ぜ

る必要はない。数理系や統計系のi完生でもチュータ一

役は務まるし、逆に務められるよう、統計数理系の院

生は自分の専門でなくても新たに必要な数学を学習し

て、チュータ一役に挑んで欲しい。

無駄を削って視野を~げる

今でも生態学の学習で忙しいので、統計数理の学習ま

で無理と思う会員も多いだろう O しかし無駄を削除すれ

ば、時間とエネルギーは作り出せる O 個人差はあるが、

以下に筆者の思うところの無!款な学習事例や努力の例を

挙げる。

1.人に頼まれてliYfりずらかったから仕方なしにするよう

な、主体的動機を伴わない発表は止める O その準備に

消費するエネルギーと時間は、思っている以上に大き

い無駄である。

2.いい結果が出ているわけでもないのに、いい発表(プ

リゼン)の練習をやり過ぎるのも無駄である。(教員

世代と違って)今の院生諸氏はプリゼンに隠して既に

高いレベルにある。さらなるエネルギーを割いて(惑

い結果でもよく見せられる)プリゼンの逮人になるか、

いいプリゼンをするに値する結果を出せるよう統計数

理などの学習にエネルギーを注ぐか、考えて欲しい。

3.生物系研究室の論文ゼミでは、統計数理を指導できる

人が同席していない限り、統計数理レベルの高い論文

を扱っても無駄が多い。数式の細部を詰めずに流し読

み、生態学的考察の部分だけ議論しようとしても、肝

心な結論や知見については統計数理と生態的背景の両
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者がわからないと理解できないし、推論の妥当性も議

論できない。一方では、生態学専攻であるにもかかわ

らず、自分が扱っている生き物にこそ精通しているも

のの、生態学の基本概念について理解の怪しい人は少

なくないように，思える。 niche、competition、territory、

home range、foodweb、Janzen-Connel仮説、こうした

事項について自力で reviewpaperを書けるレベルの素

養を有している若手はどれだけいよう O 概念に関する

科学論的総説論文、その定量化の意義、検証するため

の実験デザ、イン、フィールドデータの取り方、生物系

内ゼミでこそ取り上げたい論文はたくさんある。ちな

みに、データ解析の厄介な論文ゼミは、レポータ一志

願者がいれば、随時、いくつかの大学や機関にまたが

る人が統数研に集まって行っている O

4.一人で、モテ守リングを用いる論文を読み、一人で、論文で、

使われたモデリングのプログラムを書いても、それで

満足したので、はせっかくの努力も無駄となる。確かに

数学の学習で、は一人で、考え込まなければならない時間

は多い。しかし、問時に人と議論する場が絶対不可欠

で、実際、数学系の教室ではゼミの場で議論を繰り返

して、それぞれ一人で考えたときの間違いを知り理解

を深めていく。当たり前のことではあるが、生態系研

究室内では統計数理の議論をできる相手が不ト分であ

る。外に出て適切な人と議論する機会を自分で作り、

自分の理解の程度を確かめる。研究室内の裸の王様に

ならない。蛇足ながら、数理系の人には議論評きが多

いし、より良い議論をできる人の到来を待ち焦がれて

いる雰国気がある O

シンポでも無駄が多い

日本経済新聞の「私の履歴書」でしばしば見られる記

述であるが、新しいことを始める際、最初に無駄の削除(会

社経営では会議を減らすこと)をしている O 研究現場に

限らず、時間の眼られたシンポ現場でも同じことが言え

る。マイク係は質問に手を挙げた人に気付いたら司会者

の指名より先に走りより、司会はマイクに最も近い人を

指名する。複数の手が挙がった場合、次の質問者を別な

マイク係に自で示し、質疑が終わる前にマイクを渡して

おく。これだけで、質問 l人分の時間を捻出できる O また、

質問する側は、「開き逃したかもしれないのですがJr素
人なので教えていただきたいのですが」といった

訳枕詔"で始めない。これでまた l人分の質照時間の余

裕が生まれる。

無駄を省けば新しいことを始める余裕が生まれる O
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謝辞

2つの研究集会の演者ならびに集会準備に協力してく

ださったスタッフの方に感謝の意を表する O 繰り返しに

なるが、研究集会は、企画側や演者の熱意に加え、一般

聴衆一人一人の真剣な眼差しが作り出す会場の雰囲気が

あってはじめて実り多き場になることを知らされた。聴

講に来てくださったすべての方にこの場を借りて厚く感

謝の意を表したい。
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