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アロメ トリーと成長曲線

井 上   猛

ALLOMETRY AND GROWTH CURVE

TAKESHI INOUE

Summary

A brief intrOductive explanation 、ァill be given for al10metric relations and grO、 ァth curves

There、vill be an exposition about our method by which One can obtain one anOmetry V′ ith the aid

of tv′0 0r three growth curves

There are tight sirnilarities betv′ een gro、 vth phenomena in aninlals and plants and another

natural phenomena and human activities A tentative application of our standpoint will be tried

not only for the training in sports and study but also for activities in enterprises and various

econonlico‐ political strategies of the country

I.は  じ め に
になって来る。

生物の成長のみに留まらずして広 く自然現象や

生物は成長に伴って身体の各部位を増大させて  社会現象の中にも「成長」の名の下に捉えられる

行 く。この成長の全過程を通じて夫々の部位の間  現象は数多く存在している。これらの事柄に対す

には密接な関係が認められるものである。これを  る「我々の視点」の適用の可能性に付いて論ずる

定量的に捉えたいと考えるのも極めて自然な事で  のを本小論の目的としたい。

はある。今日「アロメトリー」と呼んでいるもの

はそうした捉え方の中の代表的なものの一つであ
H.ア ロメ トリー

る。身長に対する体重の変化を見ると云った様な   一つの量の「大きさ」を夕とし,今一つの量の

ものがそうした例の一つである。 「大きさ」をχとする時,両者の間に次式で与え

他方で,身長や体重の各々が時間の経過と共に  られる様な関係が存在していると云う事を主張す

変化して行 く状況を,定量的に捉えて行 くものと  るのが「アロメトリー」である。

して「成長曲線」の理論と呼ばれるものがある。

これは上記のアロメトリーと密接な係わりを持っ  (1)夕 =レα
(ろ,α :定数).

ているものと考えられる。然しながら,こ れ迄の

ところ両者を有機的に結び付けるのは困難である   これは両辺の対数量を考える時は次の様に簡単

として,言わば別々の道を歩んでいると云うのが  な 1次式で表される事になる。

実情である。

我々は,成長曲線からの当然の帰結としてアロ  (2)y=B+え χ
;

メトリーは導かれるべきであるとの立場に立って     y=ゎ g"χ =ノρg χ;

これの導出を試みた。この場合には「一つの成長     β =′ρg a 4=α .

曲線」と「一つのアロメトリー」を知れば,も う

一つの成長曲線を推定導出する事も可能 と云う事   次の例はシオマネキ属のカニの「体重とハサミ」
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図1 シオマネキ属のカニの体重に対するハサミの重さ

猛

納得の行 く処ではある。

この様な関係を表すものには只今の例の他にも

種々のものがある。図 2に示す例は松本市の近郊

に於ける年令12歳 から70歳迄の男子1,043名 を対

象に身長 と体重の間の関係を調べたものである

(樫村ほか,1995)。

横軸は身長の対数値を表し縦軸は体重の対数値

を表している。多数の個体の一時点に於ける相互

の関係を示したものであるからその儘では相対成

長 と呼ぶには相応しくない例 と言うべきであろう。

しかし,こ れもアロメトリーの名で言い表されて

いるものである。

更に類似のものとして,次の様なものがある。
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図3 シロチョウ科の体長に対する羽根の長さ

日本産の蝶の中で,モ ンシロチョウを初めとす

る「シロチョウ科」の11種のものに対して,羽根

の長さと体の長さの間の巾乗関係を両対数日盛上

にプロットしたものであるが,確かに,直線関係

にあるのが知れる (清水ほか,1954)。 解析に用

いられた数値はすべて成熟時の蝶に対するもので

ある。

これも,広い意味でのアロメトリーと云う風に

捉えられる事もあるが,こ の例の様な場合は特に

「アロモルフォージス」と呼ばれて,本来の意味

でのアロメトリーとは区別して扱われる事も少な

くない。我々が他分野との関連に於て特に関心を

寄せるのがこの様な場合である。
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図2 松本市近郊の男子の身長と体重

の間の関係を表 したものである。アロメ トリーを

初めて提唱した Huxleyに 依るもので歴史的な意

義を有するものである (1932)。

図 1は 「体重の成長」に対する「ハサミの成

長」と云う風にも捉える事が出来る。アロメトリ

ーが時に「相対成長」の名で呼ばれる事があるが

体 長



アロメトリーと成長曲線

Ⅲ .成 長 曲 線

動物の成長には食餌や厩舎や季節や天候を初め

種々の要因が複雑に絡んでいる。植物の生育に於

ても事情は似た様なものである。こうした状況下

にありながらも,生物の成長を時間の関数として

数量的に捉えると云う試みは少なからず成功して

いるのである。それは,生物の成長 と云うものが

基本的には細胞の分裂が齋らす「個数の増大」の

一事に尽きると考えられるからである。即ち化学

反応や流行現象と呼ばれるものに於ける着目した

量の時間的な変化に類似の変化をするものと見倣

していると云う事である。これらの現象には共通

して「これ以上に増大して行 く事は無い」と云う

所謂「飽和の状態」が存在する。

着目量の現在値を夕,そ れの飽和状態に達した

時の値を4と する時,時間 △′内に於ける増加量

△ノが,現在値 夕と余地 スータとの積で与えられ

るとして,次の関係を仮定する。

(3)△ノ=秒 (ス ーノ)△ ′

(力 :定数 ;θ <ノ <4).

微分方程式の形に書けば次の様になる。

に)の /彦 =妙 (4-夕 );

これは容易に解 く事が出来て解表式は次の様な

ものになるが,こ れはロジスティック曲線 と呼ば

れているものである。種々の「広い意味での成長

現象」の解析に供されているのは広 く知られてい

る処である。

6)夕 =4/(1+β。のψ(― 力″))

(β :積分定数).

この他にも類似の「モデル式」なるものが数多

く提案されている。中でも,そ れらの多 くを一括

包含する次の Richardsの理論曲線は注目に価す

る (1959)。 上記ロジスティック曲線から出発し

て Richardsの 曲線の導出を試みてみよう。先ず

文字の書き換えを行なう。

(6)z≡ノ/4,(θ <Z<1);
(7)力 ≡ん4.

(8)△ z=ル (1-2)△ 洗

これを Richardsは鋭い洞察力に依って次の形に

一般化 した。

("滋 /グ′={々 /(″ -1))z(1-z″ ヱ
)

(θ ≦π,2≠ I);

00 ルκ″ /″ =― ″ ′σg 2.

この微分方程式の解は,そ れぞれ次の様になる。

aD z={ヱ ー (プ ーπ)βセ紗 (一 カ″)}7ム'2)

OD ′グπ z=ι紗 (―β。をっ (一 カι))

(β :積分定数).

只今求められた解に,対応する量の飽和時の値

スを乗 じてノ=ス zと すれば,時々刻々の具体的

な「大きさ」が知れる事になる。

03)ノ =4{I― (ヱ ーπ)β。多φ (― 力′)}′
ム′″)

この Richardsの表式の特長を瞥見して置 く。

表式中の 2に ,対応する値を代入する事に依っ

て以下に示す様な既に良 く知られている成長曲線

を直ちに書き下す事が出来る。

2=θ  :monomolecular(Brody)

″=_2/θ :Bertalanffy

タルz→ ヱ   :C70rnpertz

π =2  :logistic

ここで Shape parameterと 呼 ばれている量 π

は単 に上記の ものを識別す るだけの為 に存在 して

いるのではない。「成長の型」を決定し,そ れを

通して,或 る意味で生物種を特定すると云う重要

な役割を演ずる量なのである。従って,与 えられ

たデータを基に数理的な解析を行なう際には,こ



の %の値を頭から決めて掛かるのではなしに ,

最適の理論曲線が得られる様に,謙虚にデータの

求めに応じて決めて行 くべきものなのである。し

かし斯かる観点に立ってデータ解析に臨んだ例は

多 くは無 く,僅かに 解 =2の ロジスティック曲

線や ″→ 2の Gompertz曲 線等が実用に供され

ているに過ぎないと云うのが実情である。

そうした時に,任意の 協値の下で,最適の理

論曲線を決定する事に依って,与えられた生物種

の成長の特性を明らかにせむとする次の様な研究

は特筆に価する (秋元 ,1995)。
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図4 土佐地鶏の体重の成長曲線

この成長解析に於て,最適の理論曲線を与えた

時の %の値は,雄では 1.4雌では 1.Iで あった。

Ⅳ。「理論的」導出

我々が第 1番 目の例 として挙げた,本来の意味

でのアロメトリーの場合は「成長の当然の帰結」

として捉える事も出来るであろう。従って一方か

ら他方を導 くと云う事が試みられたとしても怪し

むには当るまい。

アロメトリーの式の中には「時間」は含まれて

はいない:こ れに対して成長曲線の方には各部位

の大きさが,時々刻々求められる様になっている

猛

のであるから勿論「時間」力゙含まれている。それ

なら2個の成長曲線から時間を消去すれば良いで

はないか とは誰でもが直 ぐに思い付 く事である。

α0 21={ヱ ー (1-%1)A・ ι紗 (一 カlι ))'ム '~物
)

09 Z2={ヱ ~(1-%)ん 。ι紗 (― 為ι))2ム
2~劾

これらの 2式から時間 ′を消去してみる。

0022=(I~(1-%)ん 。″あ/ム
)`々

~4)

0″ ≡
淵

表記が複雑で見通しが良 くは無いがこれは凡そ

予期したアロメトリー ろ=b(21)α とは似ても似

つかぬものでしか無い。しかし良 く見てみるとそ

うでもないのに気付かされる。一般性を失う事に

なりはするが,次の様な条件を課してみる。

00(I~22)μ =(I― 協1)β ,

09      ち =ム .

この時 ,ノ =4zで「単位」を持った量に戻 して

考えれば次の様になる。

20 ル =42し1/41)ル
/β l.

これは立派に,ア ロメトリーの形をしている。

IDル =bし1)α :

靱)ι ≡42(1/41)A/A,

O α≡ん /A.

しかし,こ こでは条件式03X19の成立を要求して

いたのであった。余 りにも問題を限定し過ぎてい

たのは否めない。

この様な事情から,ア ロメトリーなるものは単

なる「実験式」に過ぎず「理論的」とされている

成長曲線からは導き出せないものと云った見方が

一般的である (後藤ほか,1987)。 複雑な要因の

重ね合せの結果としての成長現象であつてみれば ,

井上
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アロメトリーと成長曲線

いろに選ぶのである。 これが
,

らせ る事 を可能 にして呉れ る

ている。

55

量 ろに一定値を取

「鍵」であると考え

これを僅か 4個の量 スメβ 力「%で把捉可能 とす

る成長曲線 とても,大胆な経験則の一つに過ぎな

いのではないかと言われるならば,返答に窮する

と云うのが正直な処ではあるまいか。

それでも生命現象が生理学的な反応に依る熱の

発生と,冷却の法則に従った熱の放散 と云う二つ

の作用の平衡状態の上に行なわれていると云う事

実は,こ の現象が比較的単純な物理学的な法則の

支配下で行なわれている事を物語っているのでは

あるまいか。成長が,斯かる代謝と増殖の複合の

結果である事を考えるならば「成長曲線はより理

論的であるJと 云う謂いも強ち見当外れなもので

も無いのではなかろうか (太田,1975)。

この様に見て来れば,上でアロメトリーを一般

的な形で導き出す事が出来なかったからと云って

直ちにそうした試みを放棄するのは賢明な事とは

言い難い。我々は,こ の様な観点に立って「理論

的な導出」を試み,以下の様な結果に到達した。

(井上 ,1989)。

0ル =み 01)α :

OD ι=あ・ιl,

00 bl=(民 の,/鳥 飢 )(aみb/鳥の1)2′
″2

0つ  ろ2≡ 0な ソ
″X″ 'レ〕

;

00島 =ちβブ(4,)′
れ

,

09錫 ≡島 C)わ 。ι紗 (り )・ 鋭

(ノ =1,2,3);

00 α≡γ(π1/μ 2),

OD γ=(れ ―為 )/(為 ―力1),

(れ ≠た1).

ここでは,第 1の部位の値
"及

び第 2の部位

の値 ル に加えて,第 3の部位の存在を仮定,そ

れの値
^に

も依存するとした。只今の表式中に

は本来アロメトリーの中で定数量であるべき量 b

が変化する量光および の1,錫,既 に依存すると

云う事態が発生した。不自然に映るであろうが変

化する量同士が複雑に絡み合って,量 ろをほぼ一

定量に留まらせると云う様な事も皆無では無いで

あろう。ここで時間間隔 夕の大きさは,成長の

全過程を通じて一定に選ぶのでは無 く,長短いろ

時間 ′

図5 時間的に変化する量ヵとヵ

量 ノ1

図6 量ヵに対する量ル

量

”



部位
",光

がアロメ トリー解析の対象 として明

確 に把握 されているのに対 して第 3の部位 勢 は ,

それが何であるかを問わない事になっている。曖

昧で正体不明の「陰の存在」 と云 う訳である。訪

る向 きもあるであろうが,曖昧なるが故にその

「働 き」には,逆 に,多 くを期待する事が出来る

と考えている。 3個の「成長曲線」を基に 1個の

「アロメ トリーJを導き出すと云 う,我々の見方

を概念図で示 してみれば上図の様になるであろう。

V。 他の分野への応用

以下の図は,爆弾等に依って作られた爆破孔の

「直径」と「深さ」とを両対数日盛 りの上にプロ

ットしたものである。これに,地球上の隕石孔や

月面上のクレーターを重ねてみると,殆ど直線 と

言つても良い程の,一つの曲線の上に並んでいる

のが見て取れる (Middlehurst,1963)。

この曲線は 2本の直線から成ると見る事も出来

る。この様な事は,第 1番 目の例でも見られた。

これを我々が第 3番目の例 として挙げた広い意味

深 さ

図 7 クレーターの深さに対する直径

猛

でのアロメトリー即ち「アロモルフォージス」と

捉える事は出来ないものであろうか。「一瞬の間

のクレーター形成」も「ゆっくりと営まれる生物

の成長」も共に広い意味での成長に変 りは無い。

図 5の 夕1を クレーターの深さルを直径 と考えれ

ば,図 6の アロモルフォージスが自然な形で導き

出せる事になりはせぬか。

次は本来の意味でのアロモルフォージスの例で

ある (清水 ,1957)。

夫々の人種で,成熟した状態では「或る」身長

井上
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径

Lノ ルウエー人
2.ス イス 人
3ド イツ 人
4シ 方 人
5.ルー7ニ フ人
aフ ランス人
7朝 窯 人
8日 本 人
9.ア ントシ人
10フ ン`シユマン

″
●

:55 ノ″

身長

図 8 人類における体重と身長
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図9 主系列星の質量に対する光度

に対 しては,そ れに「適合 した」体重 と云 うもの

が備わってお り「成長の妙 。調和」 とでも言うべ

きものの存在を此処に見る思いがする。

ここまで来れば,上の様な例 も引きた くなって

来る (Schwarzschild,1965)。 これは主系列星の

質量 と光度 とを両対数目盛上にプロットしたもの

である。 この時の質量 と光度は星が「成熟Jした

状態でのものであると考えても良いものである。

広大な空間に散在 している星間ガスが ,悠久の時

の流れの後に一個の恒星 として輝 き出す迄の過程

は,将に「成長過程Jそ のものではないか。

スポーツに於ける対戦成績の盛衰は選手の層や

素質 ,練習上の設備の充実度 と云った事柄に力日え

て,そ の日のコンデイションや士気 ,更 には対戦

相手や組み合わせなどと云った ,変化 し易い要因

も数多 く介在 していて只今のアロメ トリーや成長

曲線などとは馴染 まない様に思われる。けれども

不確定な要素が複雑に入 り交じっていると云 う面

からするならば,寧ろ,生物の成長の方が遥かに

捉え難いと言うべきではなかろうか。それが ,こ

の様に扱われ得ているのである。それならば,こ

の様 な分野に対 しても,「我々の視点」を適用 し

てみたいと考えるのも自然 と言うものであろう。

上記の活動を,隆盛の後には必ず衰退が訪れる

と云う『此の世の理』に基づいて,次の様な形の

アロメトリーで捉える事を考えてみた。

横軸の「練習量」は単に時間の長短だけを表す

のでは無 くして,広義には練習の内容 ,工夫,経

練習量

図10 練習量に対する熟達度

験蓄積 ,自信,実績,伝統,コ ーチの指導への従

Л貝と云った様な事柄 も一般には含むものと考えら

れる。また縦軸の「熟達度」も成果や勝利の数と

云った1ヒ較的はっきりした形で評価出来ると考え

られるものの他に横軸の量 として並べた自信,実

績伝統 と云ったものは,こ ちら縦軸の方にも入 り

得ると考えられる。我々の言う「陰の存在」とし

て「隠れた要素的な役割」をこれらの種々の因子

は演じて呉れるのではないかと期待する事も可能

であろう。これらの因子の一つひとつを「成長」

の帰結 と捉えるならば,「練習量に比例 して成果

が挙がる」と云った,単純図式で物事を捉える態

度にも反省が加えられる事になって,望 ましい方

向に導いて行 く事も可能になるのではなかろうか。

本来の意味での勉学に於ける学業成績の向上は

勿論の事 ,ク ラブ活動を初めとする諸々の活動の

活性化を図る上でも我々の言う「成長現象に着目

した視点に立って物を見る」事の有用性は明らか

であろう。この時に「陰の存在Jが何であるかを

的確に把握して行 く事が「鍵」となって来る。更

に,企業経営に於ける発展,国家経済や政策等の

進展に対しても「我々の視点Jに立って,背後に

潜んでいる「営み」を探索して行 くのは意義深い

事である。

熟
達
度



井上

「我々の視点に立つ」事が,意義ある事である

処を,有効かつ端的に示す為には,具体的な例を

定量的に示すのが最良最短の道であったのは論を

待たない。それにも拘らずこの様な状態で本小論

を試みるに至ったのは偏に現代体育研究所所長の

田中信雄教授のご指導懲憑があったからである。

記して心からの謝意を表する次第である。
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