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最先端数理モデル学を体系化し
数学を実社会で活用する

最先端数理モデル連携研究センター

（「複雑系数理モデル学の基礎理論構築とその分野横断的科学技術応用」プロジェクト）

合原一幸　あいはらかずゆき

1954年生まれ。東京大学生産技術研究所教授。

　専門は数理工学、カオス工学。

脳神経系など実在する様々な複雑系を対象に、

数理モデルの構築を行っている。



　「身近なところに数学が使われているんだと具体的

に理解してほしい」と東京大学教授で最先端数理モデ

ル連携研究センターセンター長の合原一幸は語る。

　数学は表に出る学問ではない。「縁の下の力持ち」

として学問の基盤、あるいは背後で使われる学問だ。

だが実は、もっと本質的に、具体的に日常生活に広く

役立っていることを理解して欲しいという。

　合原らの研究分野は数理工学である。数理工学とは

現実の諸問題からスタートする工学分野の一つであ

り、現実の問題を数理モデルとして表現する。そして、

その数理モデル解析のための数理的手法を作り、現実

問題の理解、解決、さらには、最適化、制御や予測を

目指すのが数理工学だ。

  

個別性と普遍性

　「合原最先端数理モデルプロジェクト」では多くの

問題に取り組んでいる。箇条書きにされたテーマを眺

めると「低消費電力 AD/DA 変換器」や「前立腺がんの

治療法」、「インフルエンザの感染伝搬」などが並ぶ。

将来テーマも含めるとその種類はあまりにバラエティ

に富んでおり、一見、脈絡がないように見える。合原

も「面白いことをやれる範囲でなんでもやりたいとい

うのが我々のスタイルだから」と笑う。だがもちろん

適当にやっているわけではない。

　キーワードは「個別性と普遍性」だ。

　数理は実験主体の研究と違って設備はいらない。発

想があればどんなテーマでも可能だ。個別の興味で研

究を行うと、対象はどんどん広くなる。

　だが数理モデルに使われる解析手法や理論は共通し

ている。2003 年 11 月～ 2008 年 10 月まで合原が研究

総括として率いていた JST の「ERATO 合原複雑数理モ

デルプロジェクト」では分岐解析ツールやパターンダ

イナミクスシミュレータなどを構築し、非線形時系列

解析の手法の拡張を行った。これらは横断的に様々な

テーマに使える普遍的な理論だ。本最先端プロジェク

トではそれらの普遍理論をさらに発展させ、個別テー

マに応用し、出口へと橋渡しすることを目指している。

　理論の一つの大きな柱が複雑系制御理論だ。この世

界のダイナミズムを扱う二つの理論、数学の力学系理

論と工学の制御理論、両者の融合が目標だ。

　力学系理論は天体運動の解析から始まった学問だ。

対象は天体なので制御しようという考え方はもともと

ない。また、三体問題で既にカオスを生成する。つま

り非線形、不安定で制御入力がない自律系が対象だ。

いっぽう制御理論は蒸気機関による産業革命に端を発

する線形の美しい理論体系から成る。主目的はシステ

ムの安定性を担保することであり、制御入力を駆使す

る非自律系が対象だ。この相補的な関係にある両者の

融合を目指すのである。

　二つ目は、全体論でも要素還元論でも理解できない

複雑システムの理解のために、全体と要素の間をつな

ぐ複雑ネットワークを重視した理論の構築である。

　三つ目は、非線形時系列解析だ。自然の理解のため

に、ニュートンは数理モデルも解も数式で表現する方

法論を示した。だが非線形現象の多くはモデルの式は

書けるが解は解けない。しかし幾何学的解析や近似計

算である程度の情報を引き出せる。今はさらに別の手

法を使うことができる。第一原理が分からなくても、

データが大量に取れれば、コンピュータ内にアルゴリ

ズムで数理モデルを作り、解を数値計算できる。これ

を非線形時系列解析という。

　複雑系制御理論、複雑ネットワーク理論と非線形時

系列解析、これらの普遍的な理論を整備して、具体的

な個々の対象を扱う。

  

幅広い数理モデルの具体的な応用範囲

　合原が挙げるキーワードが「ハイブリッド力学系」

である。エンジンと電池それぞれを使い分けて走るハ

イブリッドカーのように、異なるダイナミズムを使い

分ける系だ。物体の衝突、ロボットや人間の歩行、電
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図１：合原最先端数理モデルプロジェクトの研究計画概要

力ネットワークのスイッチング、脳のなかの神経細胞

ネットワーク、細胞内の遺伝子やたんぱく質ネット

ワークの挙動など、多くの対象がハイブリッド力学系

として数理モデル化できる。

　この成果の一つに、数理モデルに基づく前立腺がん

の治療がある。前立腺がんは男性ホルモンによって増

殖するため、薬で男性ホルモンを減少させてがんの増

殖を抑えるホルモン療法が広く使われている。そのと

きに PSA（前立腺特異抗原）の値をマーカーとして測

る。この治療において、個々人の PSA 値の時系列デー

タから前立腺がん増殖特性を記述する数理モデルを作

ることで、もっとも効果的な投薬の開始と中断のタイ

ミングを決められることが分かった。ホルモン療法を

最適に制御することでテーラーメードの治療法が患者

に過度の負担をかけることなく行える。この手法は病

気の動態を観測するマーカーと何らかの良い治療薬が

あれば他の病気の治療にも広く用いる事ができる。既

に７年近く研究を続けていることもあって手法はほぼ

確立している。

　溶鉱炉の数理モデリングの研究も長年行ってきてい

る。溶鉱炉はコークスと鉄鉱石が何層にも重なり、燃

焼に従って中で崩れたりもする。だから数理モデル化

は難しい。しかしながら様々なセンサーで大量の時系

列データを取る事は可能だ。そこで複雑系制御理論と

非線形時系列解析の出番だ。式は作れなくても数理モ

デル化はできる。観測データから一定の時間遅れ毎の

差分による時間遅れ座標系でシステムの状態空間を作

り、ふるまいの軌道を描く。それを使って制御や予測

ができるかもしれない。製鉄会社とも共同で研究を進

めており「単に綺麗に理論化するだけではなく、使え

るものを目指している」という。

　経済現象の解析も行っている。いま注目しているの

はリーマンショック前後のデータだ。経済市場のデー

タは取引が成立するたびにデータが発生する。ただこ
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れは研究者が一般に扱う時間と共に値が連続的に変化

していくデータではなく、時間的に不均一に値が発生

するデータである。売り手と買い手の間で値段が成立

したときに値が決まるからだ。ここに合原らがこれま

で解析していた脳の神経パルスの発火データの解析経

験が生きる。経済の高頻度データがコンピュータで解

析できるようになったことで、経済現象の不安定性や

複雑さのメカニズムなど従来見えなかったものが見え

てくる可能性がある。

　理論だけではなく、実装も目指している。集積回路

でハードウェア化ができれば様々な産業応用も容易

だ。このプロジェクトではβ変換という力学系を応用

した AD/DA 変換器の実装などを目指す。「基礎研究な

んだけど、技術戦略、さらには出口も見据えてやるこ

とが大切なんです」

  理論研究者内での連携、コラボレーション

　さらに今回のプロジェクトでは、メタレベルで目指

していることが二つある。一つは、最初に述べたよう

に数学が社会に役立つことを具体例で明示的に示すこ

とだ。もう一つは数理のコラボレーションである。理

論研究は一人でもできる。だが敢えてチームで研究す

ることで「一種の非線形効果」を期待するという。

　例えば分岐理論はシステムのふるまいが変わる境目

をきちんと求めようという研究だ。いっぽう制御理論

にはシステムが変わっても安定性を保つためのロバス

ト制御がある。その安定性を保つか保てないかのぎり

ぎりのところはいわば分岐集合になっている。分岐理

論とロバスト制御を組み合わせると、全く新しい展望

が開けるという。

「そういう種類のテーマが他にもたくさんあるんです。

だからメンバーには是非いろんな人と連携して研究し

てみて、理論における共同研究の楽しさを知ってくだ

さいと言ってます。素晴らしいメンバーを集められた

ので、面白い成果がコラボレーションで生み出されて

くると僕は思ってます」

　理論と実験のコラボレーションはこれまでも試みら

れて来た。だが合原は、一歩踏み込んだ、理論の中の

コラボレーションを狙っている。

「たとえば数学は定義から始める。だが物理は定義で

きたら終わりみたいなところがある。お互いに話をし

ていて、今びっくりしているところなんですよ。日本

はいろいろな分野において組織で強味を発揮してき

た。数学や理論もうまく異分野の共同研究の組織を作

れば機能するんじゃないか。日本人だからこそできる

んじゃないかと思ってるんです」

  新しい数学の可能性を脳に求めて

　合原は若い頃から脳の数理モデルの研究を行ってき

ている。最後に脳について聞いてみた。脳の数理モデ

ルはできるのか。少し考えたあとに合原は「百年経っ

てもそんなに進んでないようにも思う」と語った。

「『わかった』と思うのはメカニズムを理解したときで

すよね。それがどういう形なのか……。ちょっと見当

もつかない」

写真１：ロジスティック写像の分岐図を用いたドレス

（ファッションデザイナーの松居エリ、 アーティストの木本圭子と

共同で製作した）



───研究者にとって必要なことは？

私のモットーは「一日一生、日々これ修行」です。学問

は日々の積み重ねです。

───進学を希望する学生が学んでおくべきことは？

二つあります。一つは自然を見る目。現象の数理モデ

ルを作りますから、現象をどれだけ深く見られるかが

重要。もう一つは基礎的な数学の能力です。

───研究者を目指す人へ一言。

自分の好きな研究をやりなさい。論語にもありますが

「知る」より「好む」が上で、さらに「楽しむ」までいってほ

しい。僕自身も毎日楽しんでいます。

───師匠から学んだことは？

僕の師匠は４人、宇都宮敏男先生、松本元先生、甘利

俊一先生、小谷誠先生。宇都宮先生はスマートな先生

でスマートなお酒の飲み方も教えていただいた。松本

先生からはターゲットを決めたら絶対それをやりとげ

るタフなところ。甘利先生は楽しんで学問をするお手

本です。小谷先生からは忘れる能力です。忘れないと

頭がパンクしますからね。僕は先生には恵まれました。

４人の先生について学べたのは良かった。

───研究で感動する瞬間は？

非線形効果ですね。分岐図ドレス（写真1）のように、共

同研究で思いもかけなかったことが出てくることです。

───心にのこる本を1冊挙げるとすると？

内山興正の「座禅の実際　生命の実物」柏樹社です。（現

在は大法輪閣から改題改訂した「坐禅の意味と実際　生

命の実物を生きる」として刊行）
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　自然界の背後には数理モデルがある。それは合原の

信念でもある。しかし脳に関しては、全体としてのシ

ステムをどのように記述すればいいか分からない。

「いろんな数理手法を試して脳に迫ろうとしています

が、今の方法論では記述できないんじゃないか。何ら

かのジャンプが必要なのかなとも思います。ニュート

ンが微積分を考え出したように、ひょっとしたら脳を

深く見る事で新しい数学が出てくる可能性があるかも

しれない。そこが数理工学者として脳に惹かれ続ける

理由かもしれないですね」（本文中敬称略）　
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