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Abstract

In this paper, we introduce recent developments in mathematical models for demography and
epidemics. During last two decades, functional analytic approach for structured population dynamics
has been rapidly developed, which was a result of fruitful interaction between applied mathematics
and theoretical biology.

First, we sketch some developments of idea of asynchronous exponential growth for age-structured
populations, which is a modern refinement of traditional idea of Malthusian growth. Next general ap-
proach to nonlinear structured population models is reviewed with special attention to pair formation
models. Finally we consider a Kermack’s and McKendrick’s epidemic model and an age-structured
SIR epidemic model to clear the crucial role of the basic reproduction number.

Though we know that many deterministic structured population models can be successfully
examined as infinite dimensional dynamical system, even after efforts of two decades, universal
framework to describe time evolution of structured populations under complex environments has
been still an open problem.
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1 はじめに: 歴史的ノート

人口現象に対する知的問題関心は人類社会の歴史とともに古いが、それが近代科学としての体裁を得る

には、17世紀における西欧科学革命を待たなければならなかった。人間人口の動態を数学的に記述しよう
という試みは、17世紀におけるグラント (J. Graund)やハレー (E. Halley)等による生命表の作製をその嚆
矢としている。生命表による人間の寿命や死亡の法則性の探求は、人間人口の科学的研究を目的とする学

問として人口学 (demography)の誕生を促した [30]。
人間人口は長寿命であり、その死亡、出産などのライフサイクルは年齢によって明確な規則性をもって

いる。生命表が年齢別死亡率をその基礎にしているように、人間人口の記述のためには年齢構造を無視す

ることができない。この点がしばしば人口の内部構造を無視することも可能な、生物個体群の研究とは異

なる視点を人口学に与えている。人口学における形式理論は、なによりも「年齢構造の科学」なのである。

18世紀にはオイラー (L. Euler)によって、年齢構造のある人口の増加モデルが初めて考察され、それが
漸近的に幾何学的な成長をおこなうことが示された。人口の幾何学的な成長という概念は有名なマルサス

(T. R. Multhus)の「人口論」(初版 1798)によって、人口増加の基本的原理として広く一般に受容される
ようになったが、オイラーの先駆的業績は 19世紀を通じて、省みられることはなかった。

20世紀にはいると、年齢構造のある人間人口の数理モデルは、ボルトキヴィッチ (L. von Bortkiewicz)や
ロトカ (A. J. Lotka)などによって再び研究されるようになり、シャープとロトカによって初めて更新過程
(renewal process)として明確に定式化された ([29], [10])。この後、シャープ・ロトカのモデルはロトカ自身
によって様々に発展させられ、安定人口理論 (stable population theory)として数理人口学 (mathematical
demography)における基本的なフレームとなった [25]。

1920年代から30年代にかけて、マッケンドリック (A. G. McKendrick)による年齢分布のみたす偏微分
方程式の提出 [26]や、ノートン (H. T. J. Norton)による弱エルゴード性の認識 [28]など、年齢構造をもつ
人口モデルの基礎が与えられたが、その後の歩みは遅々としたものであり、1950年代末にいたって、少数
の数理生物学者が細胞の成長モデルとして、年齢構造化モデルをとりあげたにとどまっていた [33]。また
1960年代までの人口学者の関心が、発展途上諸国における人口増加の問題に引き寄せられていたために、
安定人口モデルは、それが本質的に線形単性のマルサスモデルであるにもかかわらず、人口学の分野にお

いて実用的にひろく利用されて、有効性を示すことができた。その線形性、単性という限界を突破する試

みについては1970年前後に至るまでほとんど見るべきものがなかった。
しかし1974年にガーティンとマッカミィによる非線形モデルの研究 [11]が出現すると様相は一変し、人

口学における関心を超えて、それまで数理生物学において散発的に研究されてきた、年齢構造のみならず、

空間構造や様々な生理的な内部構造をもつ人口集団の数理モデル (structured population dynamics)が、関
数解析的な手法や無限次元力学系の観点から組織的に研究されるようになり、応用数理のひとつの部門と

して確立されるに至った ([14], [20], [27], [35])。以下では特に、人間人口の動態モデルとして最も基礎的な、
連続時間の決定論的年齢構造化人口モデルのいくつかの側面を紹介しよう。ついで、構造化人口モデルの

最も重要な応用分野である伝染病モデルについて紹介する。

2 漸近的マルサス的人口成長

人口学における安定人口モデルは、年齢構造をもつ単性の封鎖人口の時間発展を記述するモデルであり、

現在では年齢分布関数の加齢過程を表すマッケンドリック方程式の初期値・境界値問題として、以下のよ

うに定式化されている：




(∂t + ∂a)p(t, a) + µ(a)p(t, a) = 0, t > 0, a > 0,

p(t, 0) =
∫ ω

0
β(a)p(t, a)da, t > 0,

p(0, a) = p0(a).
(1)
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ここでp(t, ·)は時刻 tにおける年齢密度関数であり、p0(a)は初期人口分布、β(a)は年齢別出生率、µ(a)は
年齢別死亡率、0 < ω ≤ +∞は最大到達年齢である。モデル (1)は、未知の境界値p(t, 0) =: B(t)に関する
再生方程式

B(t) = G(t) +
∫ t

0

β(a)`(a)B(t− a)da (2)

と同値である。ただしここで `(a) := exp(− ∫ a

0
µ(σ)dσ)は年齢a歳までの生残率であり、

G(t) :=
∫ ω

0

β(a + t)
`(a + t)

`(a)
p0(a)da

である。(2)ではβ(a), `(a)は t > ωではゼロとして定義域は延長されていると考える。再生方程式 (2)は、
シャープ・ロトカ [29]によって初めて人間人口のモデルとして提起され、古くフェラー [10]によって、そ
の漸近挙動が明らかにされた。

フェラーの結果から40年以上たって、ウェブ [34]は、問題 (1)をバナッハ空間X = L1(0, ω)上の抽象的
なコーシー問題として扱って、強エルゴード定理に新しい証明を与えた。ウェブの結果は 80年代前半におい
て、構造化人口モデルを発展方程式として、関数解析的な枠組みで取り扱おうという流れを象徴している。

年齢分布関数のなす自然な状態空間はX := L1(0, ω)の正値錐X+と考えられる。このとき (1)は以下の
ように抽象的に書ける：

dp(t)/dt = Ap(t), t ≥ 0, p(0) = p0 ∈ X+ (3)

(Aφ)(a) = −dφ(a)/da− µ(a)φ(a),

φ ∈ D(A) = {φ ∈ X : Aφ ∈ X, φ(0) =< β, φ >}
ここで < β, φ >:=

∫ ω

0
β(a)φ(a)daであり、また簡単のため、β, µ ∈ L∞+ (0, ω)と仮定しておく。微分作用

素Aは人口作用素とよばれる。このとき、以下の結果が得られる：

命題 2. 1 人口作用素AはC0半群T (t), t ≥ 0を生成し、以下が成り立つ：

‖T (t)‖ ≤ e(β̄−µ)t, T (t)(X+) ⊂ X+

ただしβ̄ := sup β, µ := inf µである。

考えている年齢区間が有限であれば、人口作用素Aのスペクトルσ(A)は離散固有値だけからなり、

σ(A) =
{

λ ∈ C :
∫ ω

0

e−λaβ(a)`(a)da = 1
}

(4)

σ(A)は唯一の実の単純固有値λ0を含み、任意のλ ∈ σ(A) \ {λ0}に対して、λ0 > <λとなることがわかる。

このλ0を自然成長率、マルサスパラメータ等と呼ぶ。このとき以下の定理（強エルゴード定理）が示される:

命題 2. 2 上記の仮定のもとで、λ0をマルサスパラメータとして、φ0(a)をそれに対応する固有関数、φ∗0(a)
を共役固有関数とすると、η > 0, M > 0が存在して

‖e−λ0tT (t)p0 − < φ∗0, p0 >

< φ∗0, φ0 >
φ0‖L1 ≤ Me−ηt‖p0‖L1

すなわち、安定人口は漸近的にマルサス的に成長して、その漸近的成長率は人口作用素Aの支配的な固

有値λ0で与えられる。年齢区間が半無限 [0,∞)であれば、Aのスペクトルには本質的スペクトルが現れる

が、λ0 > −µであれば、上記の結果はそのまま成り立つ ([34], [35])。
特性方程式 (3)からただちにわかるように、R0 =

∫ ω

0
β(a)`(a)daとおけば、sign (R0 − 1) = sign λ0で

ある。R0は、人口の純再生産率 (net reproduction rate)あるいは基本再生産数（比）(basic reproduction
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number/ratio)と呼ばれ、一個体が生涯に生むと期待される子供数、あるいは親世代とその子供世代のサ
イズの比をあらわしている。

強エルゴード定理は、モデル (1)に従う人口の年齢分布が、λ0に対応する正固有関数φ0(a) = e−λ0a`(a)
に漸近的に比例すること、従って年齢構造は収束することを意味している：

lim
t→∞

p(t, a)∫ ω

0
p(t, a)da

=
e−λ0a`(a)∫ ω

0
e−λ0a`(a)da

この右辺の分布は、初期データから独立な、与えられた人口動態パラメータのみに依存する分布で、安定年

齢分布 (stable age distribution)とよばれる。明らかに eλ0tφ0(a)は、(1)のマルサス的な成長解 (persistent
solution)を与えている。
現実の世界では、出生率や死亡率が不変ということはないが、安定人口分布は死亡率の変動に対して比

較的頑健であって、出生力水準がある程度安定的であれば、マルサス的成長を示す人口の年齢構造は安定

年齢分布によってよく近似されることが知られている。この事実は、人口統計が不備であるような発展途

上諸国の人口動態の水準を間接推定する方法論の基礎となった。

安定人口モデルから示唆を得たウェブは一般の線形半群が漸近的に安定分布をもつための必要十分条件

を定式化した [36]：

定義 2. 3 バナッハ空間Xの線形作用素の半群T (t), t ≥ 0が本質的成長率† λ0 ∈ Rで漸近同期的指数関数

的成長 (AEG)†または強エルゴード的†であるとは、一次元の射影子P0が存在して

lim
t→∞

e−λ0tT (t) = P0

となることである。ただしここで極限は作用素ノルムの位相の意味でとる。

命題 2. 4 バナッハ空間Xの線形作用素の半群T (t), t ≥ 0が本質的成長率λ0 ∈ Rで漸近同期的指数関数的

成長であるための必要十分条件は、(1) ω1(A) < λ0, (2) σ0(A) = {λ0}, (3) λ0がAの単純固有値である,
の３条件が成り立つことである。

ここでω1(A)はT (t)のα-growth boundであり、有界線形作用素Tの非コンパクト性の測度 (measure of
noncompactness)をα[T ]と表すと、ω1(A) = limt→∞ log(α[T (t)])/t、 またσ(A)をAのスペクトルとする

とσ0(A) = {λ ∈ σ(A) : <λ = sup{<λ : λ ∈ σ(A)}}である。
人口モデルの場合、P0φは安定年齢分布に他ならない。AEGないし強エルゴード性は基本的には線形系

のマルサス的成長の抽象的一般化であるが、漸近的に自律的な非自律線形系 [17]や、一次同次ないしは漸
近的に一次同次な非線形系 [12]に対しても有効な概念である。
一方、一般の非自律系の場合には、そこへ収束していくような極限分布はないが、任意の初期分布から

出発した分布が漸近的に互いに比例してくる（従って初期分布から独立になる）現象があることが知られ

ている。これを弱エルゴード性という。これは先に述べたように、既に 1920年代にノートンによって主張
されていたことであるが、正値線形のプリミティブな発展作用素に対して、一般的に成り立つ性質である

ことは、バーコフ (G. Birkhoff)によってヒルベルト射影距離のテクニックを用いて明らかにされた [2]。パ
ラメータが時間依存の単性線形人口モデルは、現実的な条件のもとで弱エルゴード的である [15]。弱エル
ゴード性の概念もまた、ある種の非線形作用素に対しても有効であることがわかっている [31]。

†intrinsic growth constant
†asynchronous exponential growth
†strongly ergodic
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3 非線形年齢構造化人口モデル

安定人口モデルは、いわゆるマルサスモデルの年齢構造化版であったが、マルサス的な成長は長期的に

は持続不可能であるうえに、パラメータの時間的不変性という仮定も限定的である。外的な環境の変動を

無視したとしても、人口それ自体が人口の生存条件、環境条件を修正する要因になることを考慮せねばな

らない。そのようなフィードバック効果を考慮した最も単純な人口モデルとしては、19世紀に見出された
フェアフルスト (P. F. Verhulst)のロジスティックモデルが有名である。

1974年にガーティンとマッカミィは、全体人口のサイズによって出生率と死亡率が制御されるという、
ロジスティック効果（密度効果）をとりいれた以下のような非線形の人口方程式を検討することによって、

非線形年齢構造化人口モデルの研究の端緒を開いた [11]：




pt(t, a) + pa(t, a) + µ(a, P (t))p(t, a) = 0
p(t, 0) =

∫∞
0

β(σ, P (t))p(t, σ)dσ

p(0, a) = p0(a), P (t) =
∫∞
0

p(t, σ)dσ

(5)

ガーティン・マッカミィはこの問題の適切性を示すとともに、定常解の安定性の十分条件を与え、場合に

よっては周期解が存在しうることを示唆した。彼らの方法は全く古典解析によるものであったが、ウェブ

[35]は一般的な非線形人口問題




pt(t, a) + pa(t, a) + G(a, p(t, ·)) = 0
p(t, 0) = F (p(t, ·))
p(0, a) = p0(a)

(6)

に対して非線形半群による解を構成して、その性質を詳しく調べた。ここでGは死亡過程、Fは出生過程

を表す非線形関数である。人口が年齢以外の内部構造（例えば空間的配置、ある状態での持続時間、サイ

ズ・体重等の生理学的パラメータ）をもつ場合には、p(t, a)をE := L1(Ω)（Ωはパラメータ空間）に値を
とるベクトル値関数、G, Fを作用素とみなせば、やはり (5)のタイプの方程式に書け、Cauchy問題

dp(t)/dt = Ap(t) + G(p), p(0) = p0, (7)

(Aφ)(a) = −φ′(a),

φ ∈ D(A) = {φ ∈ X : φ ∈ W 1,1, φ(0) = F (φ)}.
として定式化したうえで半群的取り扱いが可能となると考えられる 。しかし人口作用素Aの作用は線形で

も、その定義域D(A)は非線形の境界条件を含んでおり、必ずしも稠密に定義されてもいない。こうした無
限次元力学系の解の線形化安定性や分岐を扱うために、非線形半群解を線形半群の摂動として構成する一

般化された定数変化法の公式に関心がもたれ、1980年代から90年代にかけて、摂動論的な方法が様々に提
案され、半群理論の発展に対するひとつの動機付けを提供した ([32], [5])。
人口理論の側からの安定人口モデルのもうひとつの限界は、それが単性モデルであって、両性の相互作

用による再生産という人口の基本的側面を捨象していることである。特に人間人口を考えると、女性が出

産するためには男性との持続的なペア形成（結婚）が要請される。ペア形成は、人口の再生産の基本的側

面であるばかりでなく、エイズのような性的感染症の流行においても重要な役割を果たす現象として、80
年代から注目されるようになった。

フレデリクソン (A. G. Fredrickson)は、初めて以下のような年齢構造と両性の排他的かつ持続的なペア
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形成を考慮した偏微分方程式モデルを定式化した [9]：




(∂t + ∂a)pm(t, a) = −µm(a)pm(t, a) +
∫∞
0

pc(t, a, b)[σ(a, b) + µf (b)]db− ∫∞
0

ρ(t, a, b)db

(∂t + ∂b)pf (t, b) = −µf (b)pf (t, b) +
∫∞
0

pc(t, a, b)[σ(a, b) + µm(a)]da− ∫∞
0

ρ(t, a, b)da

(∂t + ∂a + ∂b)pc(t, a, b) = −(σ(a, b) + µm(a) + µf (b))pc(t, a, b) + Ψ(pm(t, ·), pf (t, ·))(a, b)
pm(t, 0) = γ

∫∞
0

∫∞
0

β(a, b)pc(t, a, b)dadb,

pf (t, 0) = (1− γ)
∫∞
0

∫∞
0

β(a, b)pc(t, a, b)dadb,

pc(t, 0, b) = pc(t, a, 0) = 0.

(8)

ここでpm(t, a)は時刻 tにおけるa歳の独身男子人口密度、pf (t, b)は時刻 tにおける b歳の独身女子人口密

度、pc(t, a, b)は時刻 tにおけるa歳の男子と b歳女子の夫婦の密度、µm(a)(µf (b))はa(b)歳の男子（女子）
の死亡力、σ(a, b)はa歳の男子と b歳女子の夫婦の離婚率、β(a, b)はa歳の男子と b歳女子の夫婦の出生率、

γは新生児における男児の割合、Ψ(u, v)(a, b)は独身男子人口u(a)、独身女子人口 v(b)から単位時間に発生
するペア密度を表す非線形関数（結婚関数）であり、以下の条件（結婚関数の公理）をみたすものと考え

られている：

1. (u, v) ≥ 0であればΨ(u, v) ≥ 0,

2. Ψ(u, 0) = Ψ(0, v) = 0,

3. (u, v) ≤ (u′, v′) であれば
∫∞
0

∫∞
0

Ψ(u, v)(a, b)dadb ≤ ∫∞
0

∫∞
0

Ψ(u′, v′)(a, b)dadb

4. k > 0 であれば Ψ(ku, kv) = kΨ(u, v)

5. a 6= c, b 6= c であれば ∂Ψ(u, v)(a, b)/∂u(c) ≤ 0, ∂Ψ(u, v)(a, b)/∂v(c) ≤ 0

ここで条件1-3は自明であろうが、条件4（一次同次性の条件）は、単位人口あたりのペア形成頻度が人口
スケールに独立になるという現象論的仮定を反映しており、大規模な人口における「出会いの可能性」が

飽和することを意味している。条件 5は年齢間（世代間）の競合を表している。フレデリクソンのモデル
は例えば、出生、死亡、離婚などのパラメータが年齢に依存しない場合は常微分方程式系に還元されて、

一次同次の結婚関数に対しては、マルサス的な成長解が存在するための必要十分条件が分かっている [13]。
フレデリクソンのモデルは、さらにペアの持続時間を変数として加えるという修正をおこなうことができ

る。これは夫婦の出生率、離婚率がまず年齢よりも持続時間に強く依存することから重要な修正である。

しかし、いずれにせよ年齢依存のパラメータのもとでのペア形成モデルの性質に関しては、マルサス的成

長の条件が示されるようになった程度で、よくわかっていない ([18], [37])。

4 伝染病流行の数理モデル

伝染病モデル (epidemic models)は人口論とともに数理生物学のなかでも最も長い研究の伝統があり、18
世紀のベルヌーイの研究に遡ることができる。20世紀初頭のロス卿によるマラリア流行に関する閾値定理
の発見や、ケルマックとマッケンドリックによる 1920年代から30年代の一連の仕事によってその基礎が
築かれた。一般人口モデルと同様に、1970年代に至るまでその歩みは比較的遅々としたものであったが、
その後過去20年間にわたって、構造化人口モデルの発達や数理生態学と交流しながら、応用数理の一分野
として急速に発展してきている ([1], [8])。
ケルマックとマッケンドリックは、その最も有名な第一論文で、局地的な人口において個体が一度限り

感染するという、急速かつ短期的な流行に関するモデリングを提起した [22]。病気の流行期間が短いため、
ホスト人口の人口動態は無視できると考える。S(t), I(t, τ), R(t)をそれぞれ感受性人口、感染人口、隔離
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された人口（回復による免疫保持者ないし死亡者）とする。ただしτは感染者が感染してからの経過時間で

ある。このときケルマック・マッケンドリックモデル (SIRモデル)は以下のように表される：




dS(t)/dt = −S(t)
∫ ω

0
β(τ)I(t, τ)dτ,

It(t, τ) + Iτ (t, τ) = −γ(τ)I(t, τ),
I(t, 0) = S(t)

∫ ω

0
β(τ)I(t, τ)dτ,

dR(t)/dt =
∫ ω

0
γ(τ)I(t, τ)dτ.

(9)

ここでβ(τ)は感染率、γ(τ)は隔離率（場合によっては病気による死亡率）である。すぐにわかるように、
全人口N = S(t) +

∫ ω

0
I(t, τ)dτ + R(t)は保存されていて、(S, I, R) = (N, 0, 0)が自明な定常解である。全

体が感受性人口からなる自明な定常解における線形化方程式を考えれば、病気が集団に侵入可能となる条

件（閾値条件）は

R0 = N

∫ ω

0

β(τ) exp(−
∫ τ

0

γ(ζ)dζ)dτ > 1

となることがわかる。すなわち臨界的な人口密度

Ncr = (
∫ ω

0

β(τ) exp(−
∫ τ

0

γ(ζ)dζ)dτ)−1

が存在して、これ以下の密度では流行は発生しない。このR0は人口学と同様に基本再生産数と呼ばれるが、

全体が感受性である人口集団において典型的な一人の感染者が再生産する二次感染者の平均数に他ならな

い。ケルマック・マッケンドリックモデルは閾値条件が満たされていれば一回のピークをもつ流行がおこ

るが、やがて自然に終息し、しかも一定の感受性人口が全く感染せずに残るという挙動を示す。これは何

故伝染病流行が自然に終息するのか、という当時の疑問に対する一つの解答を与えるものであり、そこか

ら得られる流行曲線は、インドにおけるペストの局地的流行のデータによく一致させることができた。

ところで、麻疹や水疱瘡のように長期的に人口のなかに定着している病気を表現するためには、ホスト

人口の動態率を考慮する必要がある。人口動態率は年齢依存性が明瞭であり、感染率も年齢によって異な

ると考えるのが自然であろう。一方、感染時間はホストの人口学的タイムスケールに比較すれば非常に短

い場合が多いから、感染症によっては感染力の感染時間依存性は無視することも可能である。そこで、そ

のような場合の年齢構造を持つSIRモデルとして以下を考えることができる：





St(t, a) + Sa(t, a) = −(µ(a) + θ(a) + λ(t, a))S(t, a) + δ(a)R(t, a),
It(t, a) + Ia(t, a) = λ(t, a)S(t, a)− (µ(a) + γ(a))I(t, a),
Rt(t, a) + Ra(t, a) = θ(a)S(t, a) + γ(a)I(t, a)− (µ(a) + δ(a))R(t, a),
S(t, 0) =

∫ ω

0
m(a)(S(t, a) + (1− q)I(t, a) + R(t, a))da,

I(t, 0) = q
∫ ω

0
m(a)I(t, a)da,

R(t, 0) = 0.

(10)

St 等は変数 tに関する偏微分を表す。m(a)は年齢別出生率、µ(a) は自然死亡率、γ(a) は回復率、q は感

染人口から生まれた新生児が垂直感染している確率、θ(a) はワクチン接種による免疫化率である。δ(a)は
一度回復した人口が免疫性を失う率であり、母親由来の抗体の効果は考慮しない。λ(t, a) := λ[a | I(t, ·)]
はa歳の感受性人口に作用する感染力であり、一般には以下のように与えられる。

λ[a|I(t, ·)] = C(N)
∫ ω

0

β(a, σ)
I(t, σ)
N(t)

dσ.

ただし、N(t) :=
∫ ω

0
[S(t, a) + I(t, a) + R(t, a)]daは総人口である。またC(N)はNに依存する単位時間あ

たりの接触頻度である。C(N) = const.であれば、感染力が人口スケールに独立となる一次同次性を仮定
することになるが、ホスト人口が人口学的な定常状態にあるならば、Nは定数で、C(N)の形に依らずSと

Iの相互作用は積SIに比例する。
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このようなホスト人口の再生産を考慮したモデルでは、感染者のいない定常状態 (disease-free steady
state: DFSS)のほかに、流行が持続する定常解 (endemic steady state: ESS)が現れる。いま簡単のため、
θ = δ = q = 0としよう。すなわち「はしか」等のように生涯免疫を誘導して、垂直感染がない感染症を考
える。このときは条件 ∫ ω

0

m(a) exp(−
∫ a

0

µ(σ)dσ)da = 1

を仮定すれば、全人口は定常的である。それをN(a)とおけば、年齢構造のあるSIRシステム (10)によっ
て記述される伝染病の基本再生産数R0は、正値積分作用素

(Tφ)(a) = N(a)
∫ ω

0

∫ ω

σ

β(a, ξ)
`(ξ)
`(σ)

e
−

∫ ξ

σ
γ(x)dx

dξφ(σ)dσ

のスペクトル半径 r(T )で与えられることが示される。作用素Tは、初期の感染者の分布から二次感染者の

分布を生み出す作用をするという意味で、次世代作用素 (next generation operator)と呼ばれる。モデルが
複雑になればR0を決定することは一般に容易ではないが、伝染病モデルの研究動機の一つは、流行を防ぐ

方策の有効性を検討することであるから、R0の計算方法を見いだすこと、およびそれへのパラメータ変化

の影響を調べることは非常に重要である。実際、例えばSIRモデル (10)に関しては以下のような閾値定理
が得られるからである [16]:

命題 4. 1 次世代作用素Tはノンサポーティング†なコンパクト作用素とする。R0 = r(T ) ≤ 1であれば、
定常状態としてはDFSSだけが存在して大域的に漸近安定である。またR0 > 1であれば、DFSSは不安定
化して、ESSが少なくとも一つ出現する。このとき、|R0 − 1|が十分小さければ、ESSは局所的に漸近安
定である。

閾値条件R0 > 1は病気が感受性ホスト人口集団に侵入する条件であると同時に、エンデミックな定常解
の出現と局所安定性の条件になっている。もし年齢依存性がなければ、出現したエンデミックな定常解は

大域的に安定となるが、年齢依存性がある場合には、R0が大きくなるにしたがって定常解は不安定化しう

る [4]。しかし、年齢依存性が周期解を導くかどうかは、未だにわかっていない。麻疹や水疱瘡のデータは、
発生に周期性があることを示しているから、周期解が、パラメータの季節変動性ではなくて、年齢依存性

によって発生するかどうかは興味のあるところである。もし感染からの回復が免疫性の獲得に至らないで、

ただちに感受性人口へと復帰する場合（SISモデル）は、R0 > 1であればESSは唯一つ存在して大域的に
安定となること、従って周期解は存在しないことが証明されている [3]。 一方、面白いことに、(8)のよう
な感染時間依存モデルに、ホストの人口動態と免疫性の喪失を導入すれば、周期解が分岐しうる [27]。
ケルマックとマッケンドリックは1927年の第一論文以降、1939年までに５つの論文を伝染病数理モデル
に関して著しているが、第二、第三論文では未感染ホストの感受性の変動と感染ホストの感染力の変動の

双方を考慮した一般的モデルを提起している ([23], [24])。ところがこのモデルは複雑で解析が困難である
ためか、今日に至るまでほとんど注目されてこなかった。しかし、この後期のモデルは、インフルエンザ

のような、ウィルスの持続的な変異によって、すでに感染経験のあるホストが感受性を得て、さらにその

感受性が時間とともに変化するというような状況を表現するのに適している。ウィルスの抗原性の変化は、

感染症流行防止の困難さの大きな源泉であるから、これは非常に重要な観点である [19]。

5 おわりに：未完のプロジェクト

構造化人口モデルは、偏微分方程式の初期値・境界値問題として新しい問題領域を提供したために、1980
年代から90年代にかけて多くの数学者、数理生物学者の関心をひくことになり、急速に様々な知見が集積
された。

†正値錐E+（その共役錐をE∗+とする）上の正値有界線形作用素Tがノンサポーティングであるとは、任意のペアφ ∈ E+ \ {0},
f ∈ E∗+ \ {0}に対して自然数p = p(φ, f)が存在して、n ≥ pとなるすべての自然数nについて< f, T nφ >> 0となることである。
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特に、ディークマン (O. Diekmann)、ギレンベルグ (M. Gyllenberg)、メッツ (J. A. J. Metz)、ティーメ
(H. R. Thieme)等は、1980年代前半から、構造化人口の発展を記述する普遍的な数学的フレームの構築を
目指して、継続的な努力を続けてきており、この分野を牽引する役割を果たしてきた。このプロジェクト

の過程で、既存の数学的手法の応用という範囲をこえて、発展方程式の理論的発達を導いたことは、数学

と理論生物学の相互作用による発展というすぐれた先例となったのである。

しかしその15年以上にわたる努力にもかかわらず、決定論的な記述に限っても、複雑な環境下での人口
発展を記述する全く一般的な方法というものはできていないようである。この過程で、当初の推進力であっ

た微分方程式アプローチの限界も意識されるようになった。一般に、微分可能性という数学的要請は、現

象にとっては必ずしも本質的なものではなく、例えそれを広義の意味にとっても厳密な取り扱いを難しい

ものにしている場合がしばしばである。そうした形式的困難を回避するために、最近ではディークマン等

は、微分方程式を用いないモデルアプローチを提案している ([6], [7])。
一方、現実の世界に目を向けてみると、20世紀の初頭、15億から17億であったと推計される人類の人

口は20世紀中に60億をこえ、今世紀中に世界人口は80億から100億に達すると予想されている。100億の
人口というのは地球環境が支持できる限界にちかいと指摘する研究者は多い。成長の限界に達した人口は、

今日の先進諸国の人口のように制御された減衰過程にはいるか、制御不能の破局的減少に見舞われるかの

いずれかである。いずれにせよ、限界近くまで膨張した地球人口とその活動は地球環境・生態系の破壊を

急速に進めるであろうが、それは未知のウィルスとの接触をもたらし、人工的な薬剤の使用や高密度の住

環境は既存ウィルスの適応と進化、拡散を促進するであろう。既にサハラ以南のアフリカ諸国におけるエ

イズ流行が示しているように、感染症の世界的流行が世界人口のレギュレーション要因にならないとは限

らないのである。21世紀は人口問題の世紀であるとともに、感染症の世紀でもある。人口と伝染病の数理
モデルは、そうした21世紀の人類が直面する問題群への科学的アプローチの基礎として、今後ますます重
要なものとなると思われる。
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