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Summary

It is generally thought that living things have trends in their preferences. The mechanism of occurrence of another
trends in successive periods is concerned in their conformity. According to social impact theory, the minority is
always exists in the group. There is a possibility that the minority make the transition to the majority by conforming
agents. Because of agent’s promotion of their conform actions, the majority can make the transition. We proposed an
evolutionary model with both genes and memes, and elucidated the interaction between genes and memes on sexual
selection. In this paper, we propose an agent model for sexual selection imported the concept of conformity. Using
this model we try an environment where male agents and female agents are existed, we find that periodic phenomena
of fashion are expressed. And we report the influence of conformity and differentiation on the transition of their
preferences.

　

1. は じ め に

生態には，クジャクのオスの羽のように，生物が生存する
上で過度に派手で不利であると考えられる現象が見られ

る．Darwinはこのような現象を性選択と定義することで
説明した [Kirkpatrick 82, Collins 92]．性選択の過程には
アズマヤドリのアズマヤのようにオスがメスを引きつけ
るために後天的に装飾するという現象がみられる [Albert

00]．このような生物は，配偶者選択において，先天的な
身体的特徴に加え後天的な嗜好対象オブジェクトを参照

していると考えられる．近年では，メスの嗜好の後天的

な学習を考慮に入れた性選択モデルの解析が頻繁に行わ
れている [Ihara 03]．

一般的に，嗜好には流行があると言われている．流行
とは，社会に特定の思考などが浸透・普及していく過程を
表し，時代ごとに異なる流行が発生する要因として，同
調行動が挙げられる．同調行動により，集団に斉一性が

もたらされ，多数派が形成される [Asch 51]．ただし，同
調行動によって常に多数派が集団全てを占めるとは限ら
ない．Lataneらは，Dynamic Social Impact Theoryを用
いたシミュレーション実験によって，他者と同調する個
体で構成された集団内においても少数派が存在可能であ
ることを示した [Latane 81, Nowak 90]．さらに，現実社

会においても多数派が社会を完全に統合することはなく，
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少数派が残存し多様性を保持するとし，実際の個人を対

象にした実験でも同様の現象を確認した [Latane 96]．ま
た，俵らは周囲個体と同調しながら配偶者選択を行うシ
ミュレーションモデルを提案し，多数派同調が集団内の
多数派の変遷を促進させることを示した [俵 03]．

他方，Simmelは，「他者との同調（同調行動）」のみで
はなく，「他者からの差別化（非同調行動）」という排反欲
求が拮抗することで流行が発生するとした [Simmel 71]．
非同調行動によって多様性を保持することが可能となり，
同調行動により流行が発生すると考えられる．Fujiiらは，
これら同調行動と非同調行動のいずれかを集団内の個体

に行わせたシミュレーション実験を行い，流行の発生には
多くの非同調個体が必要であることを示した [Fujii 02]．
中井は，個体の行動戦略として，同調化欲求と差別化欲
求という矛盾した欲求を導入したモデルを提案し，流行
が周期的に発生する循環型流行の発現を確認した [中井
00]．

前述のように，嗜好には流行があると考えられている
が，動物の配偶者選択においては近年までオスの装飾を
進化させる要因は時間を経ても常に一定である，すなわ
ちメスの嗜好には流行がないと考えられていた．しかし

ながら，Chaineらの近年の研究によりメスの好むオスの
装飾が時間毎に変化する生物が存在することが分かって
いる [Chaine 08]．我々は，一部の生物に見られるメスの
嗜好の流行現象が配偶者選択における嗜好ミームおよび
同調性・非同調性の存在に関与していると考え，計算機
シミュレーションにより検証する．

我々はこれまでに，先天的な身体的特徴を遺伝子で表
現し，後天的な嗜好対象オブジェクトをミームで表現す
ることで，遺伝子とミームをあわせもつ人工生命体（エー
ジェント）の進化モデルを提案し [水野 03]，性選択が存

在する環境下での遺伝子とミームが及ぼす相互作用につ
いて解明してきた [Tokuhara 05]．本稿では，このエー
ジェントモデルに，同調遺伝子を加えたモデルを提案し，
エージェントの同調性・非同調性が配偶者選択における
嗜好の遷移に与える影響について考察する．

2. エージェントモデル

2 ·1 エージェントの定義

文献 [Tokuhara 05]では，Lerenaのモデル [Lerena 00]

に対してミーム [Dawkins 89,水野 03]の概念を加えるこ

とにより，遺伝子とミームの双方を持つエージェントモ
デルを提案している．エージェント aiは，性別 sexi，年
齢 agei，遺伝子 genei，ミームプールmeme poolsiで構
成される．

ai(sexi, agei, genei,meme poolsi). (1)

ただし，

genei = (gtrait
i , gpref

i ), (2)

meme poolsi = (mtrait
i ,mpref

i ). (3)

このように，このモデルでは，遺伝子とミームプールは，
それぞれ，形質（trait）と嗜好（pref）で構成される．
gtrait

i ，mtrait
i はエージェントがオス（sexi = male）の

場合に表出される「形質」である．すなわち，gtrait
i は羽

の色などを表現する先天的獲得形質であり，mtrait
i は，産

卵に適した巣などの後天的獲得形質である．これらの形

質は，それぞれ，形質遺伝子と形質ミームによって規定さ
れる．また，gpref

i ，mpref
i はエージェントがメス (sexi =

female)の場合に表出される「嗜好」である．すなわち，
gpref

i は形質遺伝子を評価する嗜好遺伝子であり，mpref
i

は形質ミームを評価する嗜好ミー厶である．本稿では，
ミームを形質ミームと嗜好ミームに大別することにより

表現する．
以上をまとめると，文献 [Tokuhara 05] のエージェン
トモデルはつぎのように表現できる．

ai(sexi, agei,

(gtrait
i , gpref

i ), (mtrait
i ,mpref

i )). (4)

2 ·2 同 調 遺 伝 子

本稿では，このモデルに同調遺伝子Gtconf，Gpconfお
よびエネルギー energyi の概念を加える．

図 1に提案するエージェントモデルを示す．まず，遺
伝子gtrait

i ，gpref
i を以下のように定義する．

gtrait
i = (Gt

i ,Gtconf
i ), (5)

gpref
i = (Gp

i ,Gpconf
i ). (6)

ここで，Gtconf
i と Gpconf

i は，エージェント ai が同調
的∗1であるかどうかを決定する遺伝要素（同調遺伝子）
である．Gtconf

i ，Gpconf
i は 1ビットとし，ビット情報が

1の場合は同調エージェント，0の場合は非同調エージェ
ントと定義する．Gtconf

i ，Gpconf
i の 2つが同時に表出さ

れることはない．
つぎに，energyiをモデルに導入する．energyiによっ
てオスが行動する際のハンディを表現する．派手な形質

を持つオスほど，外敵に見つかりやすくなるため行動に
必要なコストは大きくなる．そこで本稿では，energyi

を形質的ハンディに伴い減少させることとする．以上よ
り，エージェント ai は，つぎのように定義される．

ai(sexi, agei, energyi,

genei,memepoolsi) =

ai(sexi, agei, energyi,

((Gt
i ,Gtconf

i ), (Gp
i ,Gpconf

i )),

(mtrait
i ,mpref

i )). (7)

∗1 本稿における「同調」は [Simmel 71] の定義に基いており，
社会学習における「同調伝達」[Lipo 05] とは区別する．
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図 1 提案エージェントモデル．

2 ·3 形質の派手さの定義

本稿では，形質を表すビット列に 1が多い個体ほど派手
な個体とする．ビット列に含まれる 1の個数をカウントす
る関数 cf()を用いて形質を表現する．すなわち，cf(Gt

j)
は形質 Gt

j のビット列に含まれる 1の個数を表す．本稿
では，cf()を用いて行動に必要な energy を決定する．

2 ·4 エージェントの行動

エージェント ai は，自らが同調エージェントである

か，非同調エージェントであるかによって異なる行動を
とる．行動は以下の順に行われ，1回の反復を 1ステッ
プとする．　

(1) 配偶者選択
(2) 交配
(3) 模倣行動/独創行動
エージェントの行動モデルの概略を図 2 に示す．まず，

メスがオスの形質を参照することで配偶者選択（mate

choice）を行い，交配対象のオスを選択する．つぎに，選
択されたオスは，メスと交配（mating）する．その後，同
調エージェントは模倣行動（imitation）を，非同調エー
ジェントは独創行動（creation）を行う．1ステップ経過す
ると，エージェントは 1[age]年齢をとり，Lm[age]生存
したオス，Lf [age]生存したメスは集団から排除される．
以下に，各行動について説明する．

§ 1 配偶者選択（mate choice）
メス aiは，集団からN 個体のオスをランダムに選び，
その中から交配対象となるオス aj を決定する．評価に

は，自らの嗜好 Gp
i，mpref

i および，評価対象となるオス

aj の形質 Gt
j，mtrait

j を用いる．評価関数 Pi,j を以下に
示す．

Pi,j = w1 H(Gp
i ,Gt

j)+

w2 H(mpref
i ,mtrait

j ). (8)

ただし，H(A,B)は 2つのビット列 A，Bのハミング距
離を求める関数，w1，w2 は荷重パラメータである．メ

ス ai の嗜好とオス aj の形質が近づくほど，ハミング距

離は短くなる．そこで，メス aiは，Pi,j が最小となるオ
ス aj を選択することとする．配偶者選択後，メス aiは，
選択したオス aj の交配のための待ち行列waitingj に加
えられる．

§ 2 交配（mating）
メス ai は，オス aj を選択した後，交配により子個体

al を生成する．子個体 alは以下のように定義される．

al(sexl ,0, energyDV ,

(gtrait
l , gpref

l ), (mtrait
DV ,mpref

DV )). (9)

ただし，

(gtrait
l , gpref

l ) =

(mut(cr(gtrait
i , gtrait

j )),

mut(cr(gpref
i , gpref

j ))). (10)

子個体 alの性別 sexlはランダムに決定される．年齢agel

は 0とする．energylにはエネルギーの初期値 energyDV

を与える．遺伝子 (gtrait
l ，gpref

l )は，式 (10)の遺伝的操
作によって決定される．ここで，mut(A)はビット列 A

の各ビットを確率 γ で反転させる突然変異関数であり，

cr(A,B)は 2つのビット列A，Bの各ビットをランダム
に選択する交配関数である．ミーム (mtrait

l ,mpref
l )は親

個体からは遺伝せず，初期値 (mtrait
DV ,mpref

DV )を与える．
また，オスajが交配するために必要なエネルギーCcrs

j

は，以下のように定義される．

Ccrs
j = αcrs(cf(Gt

j)+ cf(mtrait
j )) +1. (11)

派手な形質であるほど交配には大きなコストがかかるの
で，派手な形質は子個体を生成するにあたって不利に働

くことになる．
メス ai は 1ステップ中 1回に交配が制限されている

がオス aj には交配の時間的制限がないため，エネルギー
が 0以上であれば待ち行列waitingj の中のメスと，Pi,j

の値の小さな順に繰り返し交配する．生物においては交
配にかかるコストはオスとメスで差があるのが一般的で

あるが，本モデルでは同調遺伝子の効果を分かりやすく
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図 2 エージェントの行動モデル．

するため同コストとして単純化した．よって，1回の交
配でメスも同様にエネルギーが減少する．

§ 3 模倣行動（imitation）

模倣行動とは，同調エージェントai（オスの場合Gtconf
i =

1，メスの場合 Gpconf
i = 1）がオス akのミームmtrait

k を
真似る行動である．図 3に模倣の方法について示す．模倣
対象は，集団からM 個体のオスをランダムに選び，その
中で最も交配回数の多いオスとする．すなわち，メスから
多く選ばれている後天的獲得形質を参照することで，オ

ス aiは自らのミームmtrait
i を修正し，メスは嗜好mpref

i

を修正する．

ai が模倣対象 ak のミームを 1ビット模倣するために
必要なエネルギー Cimt

i は，以下の式で決定される．

Cimt
i =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

αimt(cf(Gt
i )+ cf(mtrait

i ))+ 1
(if sexi = male)

αimt(cf(Gp
i )+ cf(mpref

i ))+ 1
(if sexi = female)

.(12)

模倣されるビットはランダムに決定され，エネルギーが
0以上であれば，模倣行動は繰り返し行われる．Cimt

i は，
エージェント ai が派手であるほど大きなコストを要求
するため，派手であるほど模倣できるビット数は少なく

なる．

§ 4 独創行動（creation）

独創行動とは，自らのミームを自由に変化させる行動
であり，非同調エージェント ai（オスの場合 Gtconf

i = 0，
メスの場合 Gpconf

i = 0）がとる行動である．1回の独創
行動によって，ミーム中の 1ビットがランダムに選択さ
れ反転する．したがって，独創行動はエージェントにとっ

て有利に働く場合と不利に働く場合がある．

aiがミームを 1ビット変化させるために必要なエネル
ギー Ccrt

i は，以下の式で決定される．

Ccrt
i =

⎧
⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

αcrt(cf(Gt
i ) + cf(mtrait

i ))+ 1
(if sexi = male)

αcrt(cf(Gp
i )+ cf(mpref

i ))+ 1
(if sexi = female)

. (13)

エネルギーが 0以上であれば，独創行動は繰り返し行わ
れる．したがって，模倣行動と同様にエージェント aiが
派手であるほど独創できるビット数が少なくなる．

3. 実 験

3 ·1 実 験 環 境

オスエージェントとメスエージェントがそれぞれ複数
存在する環境の中で配偶者選択を行い世代交代を繰り
返す実験を前章にて提案したモデルを用いて行う．エー

ジェントの生存ステップを Lm = Lf = 5[age]，初期個
体数を 500とした．Gt，Gp，mtrait，mprefのサイズは，
それぞれ 10 ビットとした．gtrait，gprefの初期値はラ
ンダムに決定し，mtrait，mprefの初期値は中央値であ
る cf(mtrait

DV ) = cf(mpref
DV ) = 5 となるようにした．配

偶者選択時および模倣時の参照集団数は N = M = 40
個体とした．energyDV = 100とし，1ステップ終了と
共に 100 加算されるものとした．その他の各パラメー
タは，αcrs = 3.5，αimt = 2.0，αcrt = 4.0，w1 = w2 =
0.5，γ = 0.005とした．
同調・非同調エージェントの有無によってメスエージェン
トの嗜好の遷移にどのような影響があるかを調べるために，
同調・非同調エージェントの組から考えられる組合せにつ

いて実験を行う．本実験では，cf(Gp)+ cf(mpref ) > 10
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図 3 模倣対象となるオス ak の選定 (a) とオス aj およびメス ai の模倣行動 (b)．

表 1 実験の組合せと結果．

実験 オス メス 平均転換数*

(1) 同調/非同調 同調/非同調 5.35± 2.29
(2) 同調のみ 同調/非同調 5.25± 2.23
(3) 非同調のみ 同調/非同調 2.55± 1.60
(4) 同調/非同調 同調のみ 0.00± 0.00
(5) 同調のみ 同調のみ 0.00± 0.00
(6) 非同調のみ 同調のみ 0.00± 0.00
(7) 同調/非同調 非同調のみ 1.70± 1.85
(8) 同調のみ 非同調のみ 1.75± 1.34
(9) 非同調のみ 非同調のみ 1.25± 1.09

(*20回実験の平均値±標準偏差)

であるエージェントを派手嗜好，そうでないエージェン

トを地味嗜好とし，ステップ毎に派手嗜好と地味嗜好を
持つメスエージェントの生存割合を調べた．

3 ·2 実 験 結 果

表 1に各 20回行った実験の組合せと結果を示す．実
験では，エージェントの半数以上を占める嗜好を多数派，
それ以外を少数派としたときの多数派と少数派の入れ替
わりに着目した．具体的には，ある嗜好が多数派，少数
派となる状態が 500ステップ以上継続したときをそれぞ
れ普及期，沈黙期としたときの，普及期と沈黙期の転換

数を調べた． 実験の結果，メスの非同調エージェント
の存在している実験 (1)(2)(3)(7)(8)(9)において普及期と
沈黙期の転換が起きた．また，メスに同調・非同調エー
ジェントが共存している実験 (1)(2)(3)においてさらに転
換数は多く，特にオスに同調エージェントが存在する実
験 (1)(2)において頻繁に転換を確認した．

図 4，図 5，図 6に，実験 (1)，実験 (3)，実験 (4)のメ
スの嗜好の推移の平均値をそれぞれ示す．横軸はステッ
プ，実線は派手嗜好（cf(Gp)+ cf(mpref ) > 10），破線
は地味嗜好（cf(Gp) + cf(mpref ) ≤ 10）のメスエージェ
ントの生存割合を示している．実験 (1)においては 2つ

の嗜好が均衡する様子が見られ，実験 (2) においても同
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図 4 実験 (1) における嗜好別メスエージェント平均生存割合．

様の結果となった．一方で，実験 (3)においては地味嗜
好が全体の約 6割を占める状態に安定し，実験 (7)(8)(9)

においても同様の結果となった．実験 (4) においては地
味嗜好が常に全体の約 8割を占め，実験 (5)(6)も同様の
結果となった．図 7に実験 (1)においてよく見られたメ
スの嗜好の遷移の一例を示す．2つの異なる嗜好が多数

派と少数派を繰り返す様子が確認できる．

3 ·3 考 察

実験の結果より，メスに同調・非同調エージェントが
共存し，オスに同調エージェントが存在する場合に，2

つの異なる嗜好が交互に多数派と少数派を繰り返す様子
が頻繁に確認できた．この様子は，池内が定義している

「循環型流行」(ほぼ同一の様式がある程度周期的に普及
と沈黙を繰り返す現象)[池内 68]の様子に近似している．

提案モデルにおいて循環型流行現象が発現する過程と
して，まず，子孫を残すのに不利な派手嗜好を持つエー
ジェントが増加するのは，1)非同調のメスが独創行動す
ることで派手嗜好が発生する，2)非同調のメスが派手な
オスを配偶者選択し，さらに，3)同調のメスが派手嗜好

を模倣する，作用が働くことによる．

また，多数派を占めた派手嗜好のエージェントが再び
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図 5 実験 (3)における嗜好別メスエージェント平均生存割合．

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

R
at

io

 0  2000  4000  6000  8000  10000
Step

派手嗜好
地味嗜好

図 6 実験 (4)における嗜好別メスエージェント平均生存割合．

減少し少数派となるのは，1)非同調のメスが独創行動す
ることで地味嗜好が発生する，2)派手になるほど子孫を
残すのが不利になるために派手嗜好の増加メカニズムが
働かなくなる，理由による．

以上のことから，提案モデルでは少数派の発生の引き
金となる非同調のメスと少数派の増加を促す同調のメス
が共存している環境において循環型流行現象が発現しや

すいものと考えられ，実験結果の一部と整合する．同じ
く同調のメスと非同調のメスが共存している実験 (3)に
ついては，オスが非同調エージェントのみのため，非同
調のメスによる嗜好の変化のダイナミズムを追従できな
いため，結果的に循環型流行現象が頻繁に見られなかっ
たと思われる．

つぎに，実験 (1)における嗜好の遷移を遺伝子とミーム

に分けて詳細を考察する．図 8，図 9にメスの嗜好遺伝子，
嗜好ミームの遷移を示す．グラフは，それぞれ cf(Gp) >

5，cf(mpref ) > 5であるエージェントを派手嗜好，そう
でないエージェントを地味嗜好としたときの，ステップ
毎の派手嗜好と地味嗜好を持つメスエージェントの生存
割合である． 図 8より嗜好遺伝子は地味な形質を持つ

オスを好む傾向へと進化していることが見てとれる．こ
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図 7 実験 (1) における嗜好別メスエージェント生存割合*．
(*結果は 3 次スプラインでスムージングしてある．)
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図 8 実験 (1) におけるメスエージェント嗜好遺伝子生存割合*．
(*結果は 3次スプラインでスムージングしてある．)

れは，地味なオスは派手なオスに比べて交配にかかる消
費エネルギーが少ないために多くのメスと交配できるた
めだと考えられる．さらに，実験開始直後には，地味な
オスが急増したために派手嗜好のメスが交配しにくくな
り，その数は急速に減少している．他方，嗜好ミームは，
図 9が示すように派手を好む傾向を示すものの値に変動

がある．これは，地味嗜好を持つメスは派手嗜好を持つ
メスに比べて模倣行動にかかる消費エネルギーが少ない
ために模倣行動を起こしやすくなり結果的に派手嗜好の
ミームが増加するが，非同調エージェントの独創行動に
よりその値は安定しないためだと考えられる．

図 10に実験 (1)における非同調エージェント数の遷移
を示す．メスの非同調エージェントは，常に全体の 10%か

ら 50%存在し，少なからずメスの嗜好の変化に影響をも
たらすと考える．オスの非同調エージェントは配偶者選
択の権利がないためにメスの非同調エージェントより生
存割合が少ないが，これらのオスの非同調エージェント
が存在することでメスの非同調エージェントによっても
たらされた嗜好の変化に柔軟に対応できると考えられる．

なお，世代交代時に性別がランダムに決定されるにも関
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図 9 実験 (1)におけるメスエージェント嗜好ミーム生存割合*．
(*結果は 3次スプラインでスムージングしてある．)
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図 10 実験 (1) における非同調エージェント生存割合*．
(*結果は 3 次スプラインでスムージングしてある．)

わらず継続してこのような性差が生じるのは，性別によっ
て表出されない同調遺伝子 (2 ·2節にて定義)が存在して
いるためだと考えられるが，詳細については別紙にて述

べたい．また，メスの同調エージェント同士は嗜好が近
似するが，交配対象集団がエージェントによって異なり
さらにオスには交配の時間的制限がないため，メスの同
調エージェントが競争にさらされることは少なく∗2その
数は減少しない．

図 11，図 12に実験 (1)，(2)のときのメスの嗜好 (cf(Gp)
+cf(mpref ))およびオスの形質 (cf(Gt)+ cf(mtrait))の
20回実験の平均値の推移をそれぞれ示す．オスが同調エー
ジェントのみの実験 (2) ではメスの嗜好とオスの形質の
平均値に差が生じているが，実験 (1)ではオスの非同調
エージェントが存在することによって，オスの集団は，よ
り正確にメスの嗜好に沿った形質を獲得できていること
が見てとれる．

最後に，普及期と沈黙期の転換が全く起きなかった実

験 (4)(5)(6)について詳細を考察する．表 2に，各実験の

∗2 初期収束時を除き，交配できないメスの割合は各ステップ平
均 1.5 ％程度．
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図 11 実験 (1) におけるメスの嗜好およびオスの形質の平均値．
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図 12 実験 (2) におけるメスの嗜好およびオスの形質の平均値．

組合せと 20回の実験中多数派に安定した嗜好の内訳を示
す．実験 (6) においては全て地味嗜好に安定したが，実
験 (4)(5)では一部の実験において派手嗜好に安定した様
子が見られた．派手な嗜好や形質は不利に働く本モデル
では，地味嗜好に安定しやすいことが予想されるにもか

かわらずメスが同調エージェントのみでオスに同調エー
ジェントが存在する実験 (4)(5)において派手嗜好が多数
派に安定した結果が一部に見られた．この原因として，
ランダムに設定される初期値により発生した派手嗜好ま
たは派手形質が同調エージェントに多く模倣されること
で派手嗜好が増加し，メスが同調エージェントのみであ
るために多数派に安定したものと考えられる．初期値に

よっては派手嗜好が流行し得る様子は性選択の多くの基
礎的モデル [Kirkpatrick 82] において述べられている結
果に整合するが，遺伝子に加えミームと同調遺伝子を加
えた本モデルにおいて同結果が得られたことは，生存に
不利と考えられる派手な形質が発達する現象に対する議
論への一つの解釈を提供するものと考える．これらにつ

いては詳細な分析を含め別紙において論述したい．
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表 2 多数派に安定した嗜好の内訳．

実験 オス メス 派手/地味嗜好*

(4) 同調/非同調 同調のみ 4/16

(5) 同調のみ 同調のみ 2/18

(6) 非同調のみ 同調のみ 0/20
(*20回実験中の多数派に安定した派手/地味嗜好の実験数．)

4. お わ り に

本稿では，遺伝子とミームを持つ性選択モデルに，同調
遺伝子を導入したモデルを新たに提案した．エージェン

トの持つ遺伝子とミームはそれぞれ配偶者選択の決定要
素となる形質と嗜好で構成され，同調行動として模倣行
動を，非同調行動として独創行動を行うことでミームを
書き換えることとした．提案モデルを用いて実験を行っ
た結果，同調・非同調エージェントのメスと，同調エー
ジェントのオスが共存することで，配偶者選択における
嗜好の循環型流行に似た現象の発現を多く確認した．

本稿では，このような現象が見られる過程として，非
同調のメスの独創行動による少数派の嗜好の発生が引き
金となり，同調のメスによる模倣行動によって少数派が
多数派に入れ替わる作用によるものと説明したが，本モ
デルにおける非同調個体の独創行動や配偶者選択時およ
び模倣時の参照集団選定はランダム性を有するため循環

型流行現象が必ずしも安定的には観察できない．しかし
ながら，そもそも一般的に流行の変化とは不安定である
ため，本モデルにおいても循環型流行現象の発現にラン
ダム要素が関わることについては問題ないと考える．
一方で，配偶者選択においてメスの嗜好に流行を持つ
生物の事例研究は極めて少なくモデルの検証には大きな
困難が予想される．このために，実世界における性選択

を含めた様々な流行現象についての実データを収集して
いくことが望まれる．また，実世界における性選択は本
モデルのようにシンプルではなく，繁殖におけるオスと
メスの役割の非対称性をはじめ様々な要因が考えられる．
本稿で得られた知見を元にさらに実世界に即したモデル
へと拡張する必要がある．
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