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1 ．2012年度の研究計画
本プロジェクトメンバーは，数理科学の諸分野に現れる非線形偏微分方程式で記述される数理モデルにおいてパ
ターン形成やパターンダイナミクスの研究を行ってきた森田と二宮，渋滞現象のモデルに超離散とよばれる手法を用
いて成果を上げてきた松木平，ネットワークなどの離散構造の統計力学を研究してきた口，感染症・ウイルス学の
数理モデルの研究で多数の成果をあげている岩見からなる．本プロジェクトにおいては，異なるバックグラウンドを
持つ各メンバーが，現象数理学における数理的研究成果を検証し，未解決の課題や，他分野との交流を通して得られ
る新しい問題に取り組む．特に，渋滞学，数理生物学，パターン形成，計算ウイルス学などの分野に現れる現象数理
学の諸問題に対して，これらの研究に携わっている学外の専門家と交流しながら，様々な観点から研究を拡げる．
具体的には以下のような計画を予定している．
(1)

生物モデルや非平衡非線形現象の数理的研究において第一線で活躍している研究者を招いて講演してもら
い，討論・情報交換を行う．

(2)

明治大学先端数理科学インスティテュートでは現象数理学に関連して様々な活動を行っているので，
明治大学に所属する二宮を通して緊密な研究関係を構築していく．

(3)

HIV などのウイルスの感染メカニズムの数理モデルの構築や，その数理解析のために，九州大学に所属
する岩見と研究の打ち合わせをおこなう．

これらを研究計画を柱にして，各プロジェクトメンバーは日常的に議論を重ね，研究を進めていく．なお，本プロ
ジェクトは 2 年計画で2012年度は 2 年目にあたる．

2 ．研究実績の概要(研究経過と成果)
以下，その研究経過と成果を要約する．
1 ) 森田や二宮は反応拡散方程式の進行波解を研究し，森田は多次元空間における進行波の問題に対して，新しい
数学的特徴づけを行った．一方，二宮は進行波の新しい運動パターンを示す数学的な解を見つけた．
2 ) 生物や細胞内の動的平衡状態を理解する数理モデルとして，反応拡散方程式系は有力な数学的道具であること
が知られている．森田はある種の反応拡散方程式系に現れる局在パターンに関する数学的研究を行い，安定性
に関する新しい数学的な結果を得た．この数学的な結果を，細胞極性のモデリングに応用できるように，この
数学的理論を拡張中である．
3 ) 松木平は，渋滞のセルオートマンモデルに関するセルの移動ルールを，さらに現実に近い形のルールに改善し
たモデルを考察した．このモデルは粒子数を保存する 5 近傍セルオートマトンで，一般に扱うことは難しいが，
ある条件の場合には Max-Min 代数の手法を用いて解析でき，多くのルールを Max-Min の発展方程式で表わ
すことに成功した．
4 ) 口はネットワーク上の組み合わせ最適化問題に関連して，期待値から確率モデルのパラメタを推定する逆イ
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ジング問題とよばれる学習の問題に対して提案された Susceptibility Propagation の方法を研究した.
5 ) 岩見は計算ウイルス学を発展させ，HIV ウイルスなどの実験と数理科学の融合研究を推進し，多数の成果を
得た．
6 )坂元(奥田)は反応拡散系におけるパターン形成・パターンダイナミクスに関する新しい数学的研究として 3 重
退化特異点における分岐解析から安定な空間的非一様な振動解やカオティックな時空振動する解を示した．
以上の研究実績による成果の一部は，研究成果として発表されている( 3 ．研究発表参照)．未発表の成果について
も，今後論文等で公表していく予定である．
次に研究集会を中心とした活動について報告しておく．
[1] 2013年 2 月28日(木)〜 3 月 2 日(土)に，本プロジェクトの研究員である森田，松木平，二宮が中心となり，本プ
ロジェクトの支援で，龍谷大学大宮キャンパスにおいて，The 4th Taiwan-Japan Joint Workshop for Young
Scholars in Applied Mathematics を開催した．この集会は若手の応用数学分野の研究者による研究集会で，日本
側から東京工業大学・広島大学・明治大学・龍谷大学，台湾側から国立台湾大学・淡江大学・国立清華大学・国
立中央大学・国立台南大学が参加した．発表者は全て若手であったが，その研究内容は現象数理学に密接に関わ
る最先端の研究成果を含んでおり，盛況な研究会となった．ウェブのサイト
http://www.math.ryukoku.ac.jp/~morita/Lab/4th-J-T/Poster_2013_ryukoku.pdf
http://www.math.ryukoku.ac.jp/~morita/Lab/4th-J-T/Program-2013_workshop.pdf
にそのときのポスターとプログラムがある．
[2] 1 年間を通しての活動として，学外者を招待して京都駅前セミナーを開催し，国内外の応用数学者や非線形
科学関係の研究者と研究交流を行った．その詳細なスケジュールと講演者リストは以下の通りである．
2012年度，京都駅前セミナーの講演者と講演題目
○2012年 4 月 2 日(金)14：00−17：30
木下

修一(明治大学先端数理科学インスティチュート(MIMS)研究推進員)

ネットワーク構造により異なるブーリアンダイナミクスのアトラクターの性質
時田

恵一郎(大阪大学サイバーメディアセンター)

ランダム群集モデルの統計力学
○2012年 5 月25日(金)14：00−17：30
物部

治徳(明治大学研究・知財戦略機構研究推進員)

細胞運動に関連する自由境界問題の球対称解の存在と挙動
町田

昌彦(日本原子力研究開発機構システム計算科学センター)

超伝導物理における研究の現状と展望(私的見地からのレビュー)
○2012年 6 月15日(金)14：00−17：30
菅

徹(東北大学大学院理学研究科)

 2 次元円環領域における Liouville-Gelʼ fand 方程式の解の分岐構造
吉川

周二(愛媛大学大学院理工学研究科)

形状記憶合金の等温 Falk-Konopka モデルの解の三次の漸近形
○2012年 7 月13日(金)14：00−17：30
水口

毅(大阪府立大学大学院工学研究科)

不安定解の探査と役割・生物集団の構造
竹内

一将(東京大学大学院理学系研究科)

ゆらぐ界面成長の普遍法則と目で見るランダム行列理論の統計則
○2012年10月19日(金)14：00−17：30
荻原

俊子(城西大学理学部)

順序保存力学系と生物分子モーターモデルへの応用
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大塚

岳(群馬大学大学院工学研究科)

駆動力付き曲率流方程式における渦巻曲線の運動での束の安定性およびインアクティブペアにおける定常解の存
在
○2012年11月30日(金)14：00−17：30
野村

泰伸(大阪大学・大学院基礎工学研究科・機能創成専攻)

柔軟かつ安定なヒト立位姿勢の神経制御とその崩壊メカニズム
立木佑弥(九州大学システム生命科学府)
植物─土壌相互作用の数理モデリング：外来種侵入問題、群集多様性維持機構
○2013年 1 月23日(水)14：30−17：30
高畠

芙弥(京都大学・大学院理学研究科))

化学的界面不安定性が引き起こす自己推進運動
西田孝明(京都大学名誉教授)
圧縮性粘性流体の熱対流問題の解析
(計 7 回，招待講演者14名)
この講演者のリストとその講演題目からも容易にわかるように，その話題は多岐に渡る．このセミナーを通して，
非線形偏微分方程式の解の研究
，群集生物モデルの研究
，生物分子モーター・細胞運動モデルの研究，
化学
的界面の不安定性・成長モデル
，超伝導研究など幅広い分野の問題について，第一線の研究者の研究成果に触れ，
また，講演者との直接的な意見交換により，その問題の理解を深めることができた．現象数理学の諸問題に対する研
究のアプローチや，新しい観点について得るものが多く，新しい共同研究についても話し合われた．
数理という共通のコミュニケーション手段によって，セミナーという形であるが，このような学際的な研究の場が
構築できる．背後にある共通する数理構造や数理的手法を通して共通の理解・認識を持つことができることは，大変
意義のあることである．
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