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Introduction

変化する食物網

地球温暖化などの環境変
化が生物の採餌行動に影響
を及ぼし、食物網が変化して
しまう。生態系を保全していく
必要がある。

海洋生物の減少

乱獲などにより水産資源の約
30％が、持続的に維持できな
い状況になっている（Ye et 
al., 2017）。また、それに
伴って漁業従事者の雇用も問
題になっている。

測定データの活用

海洋生物の研究データが統
一して保管されていないので、
モデリングする立場の研究者
が利用できるデータベースが
限られている。

データサイエンスの手法で研究することが効果的

海洋資源を持続的に利用するための課題



33

Purpose of research

食物網モデルの構築

生態系は食物連鎖によって構成されている
ため、ある生物の生物体量が生態系全体の
バランスに影響を与える。したがって、生態系
を保全し、持続的に水産資源を利用するた
めには、食物網モデルから水産資源の長期
変動をシミュレーションし、計画的に利用して
いくことが有効である。しかし、既知の捕食関
係は経験的なものであるため、長期変動を予
測できる食物網モデルが必要不可欠である。

本研究は既存の測定データから、機械学
習を用いて食物網モデルを構築し、オープン
データ化することを目的としている。
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測定データ

安定同位体比 栄養段階（Trophic Level）
・測定試料の同位体存在比 (15N/14N) を

標準物質（空中窒素）の同位体比から
のずれとして表した値。
・生物濃縮が起こり、捕食者は餌とな
る生物よりも決まった値だけ大きな値
（濃縮係数）をとる。
・炭素・窒素同位体比を測定すると、
その生物の被食・捕食関係を定量的に
評価できる。

・生産者の栄養段階を1として、ある
生物が生態ピラミッドでどの位置づけ
であるかを示す値。

𝛿13C(‰)

𝛿15N(‰)

Phytoplankton A
Phytoplankton B

Phytoplankton C

Zooplankton A Zooplankton B

Fish B

Fish A TL = 3

TL = 2

TL = 1

炭素同位体比（𝛿13C）

窒素同位体比（𝛿15N）
栄養段階に対応し、窒素同位体比が高いほ

ど栄養段階が高くなる。

生産者である植物プランクトンや底生藻の、
生活圏や光合成経路の違いによって、異なった
値を示す。
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既知の被食・捕食関係

生物間の被食・捕食関係は胃の内容
物の調査などから経験的に知られてい
る。しかし、安定同位体比との対応関
係は未知であり、生物の栄養段階を明
らかにすることはできない。

本研究では既存のオープンデータで
あるGlobal Biotic Interactions (GBI)

をもとに教師データとなる食物網を再
現する。

右図はNortheast Atlantic shelves 

(NECS; cf. Reygondeau et al., 2013) 

の簡略化した食物網モデル。
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BNNによる学習結果

𝛿15N捕食者

𝛿
1
5
N
被
食
者

・NECSの安定同位体比に関する37本の研
究論文と、GBIの被・捕食関係から197対
のデータセットを用意。

・ BNNを使うことで𝛿15N捕食者を入力し、

𝛿15N被食者を確率密度関数として出力する

モデルが構築できた。

・生物によって異なる濃縮係数のバラつき
を信頼区間として表現している。

BNNによる学習結果 (エポック数=15000)
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階層ベイズモデリングによる検証

経験的に用いられている確率モデルに
近い分布関数がBNNから予測された！

マルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC)

BNNで予測したΔN

・𝛿15N捕食者 = 𝛿15N被食者+ ΔN

・ΔN ~𝒩 3.4, 𝑓 𝑥

・𝑓 𝑥 = ቐ

1

𝜋𝛽

2

1 + Τ𝑥 𝛽 2 𝑥 ≥ 0

0

仮定した確率モデル (cf. Kadoya et al., 2012)

otherwise

𝑓 𝑥 は𝛽 = 25の半コーシー分布を示す確率密度関数
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結果から

応用

まとめ、研究の応用

・海域ごとに機械学習し、詳しく研究され
ていない食物網の解明することで絶滅危惧
種などの保護。

・海洋生物の長期変動をシミュレーション
できるより実用的なモデルの構築。

・オープンデータとして公開することによ
り、GBIなどの既存データの更新。

・生物の安定同位体比と被・捕食関係をBNNで
学習し、捕食者の安定同位体比から、被食者の
安定同位体比を確率密度関数として推定した。

・自然現象を表現するモデルにはBNNのような
確率密度関数を返すアルゴリズムが有効。

シャチ
(Orcinus orca)

タイセイヨウニシン
(Clupea harengus)

シャチは生息域によって
食性が異なるが、実際に
食べている生物を推定で
きた (Foote et al., 2012) 。
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“ 使用したソフトウェア
Python 3.6.12    matplotlib 3.3.3   pandas 1.1.5  numpy 1.19  

pymc3 3.10.0     pytoch 1.7.1   bnn 0.1.0   seaborn 0.11.1   tqdm 4.56.0

実行環境 Ubuntu 20.04.1 (Windows system for linux 2) 
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