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【研究奨励賞受賞者特別寄稿】

感染症の数理モデルとタイムラグ

江夏洋一 ∗
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はじめに

日本数理生物学会研究奨励賞を賜りまして，誠に有
難うございます．大変光栄かつ名誉あるご機会であり，
気を引き締めて今後の研究生活を充実させたく存じま
す．これまで私は，タイムラグをもつ微分方程式や差
分方程式によって記述される数理生物モデルにおける
パーマネンスや平衡点の安定性を調べることによる解
の漸近挙動を研究テーマとしてきました．日頃から関
わってくださった方々に感謝を込めつつ，研究の略歴
や近年の活動などを紹介させていただきます．

タイムラグとの出会い

2003年 4月，私は早稲田大学理工学部（現：基幹理
工学部）の数理科学科に入学しました．学部 1年生の
授業では高校数学と大学数学の歴然たる差に驚きまし
たが，漠然としながらも学問の深みに身を置くことの
楽しさを徐々に感じるようになりました．学部 2年生
となってから，代数・解析・幾何の専門科目にふれる
ことで自身の興味は解析に向かっていたのですが，私
が現在の研究に興味を持つ大きな転機が訪れます．そ
れは，室谷義昭先生による現象の数理に関する授業で
した．使用テキストは内藤先生，日野先生，原先生，
宮崎先生が書かれたタイムラグをもつ微分方程式の書
籍[8] でした．Hutchinson によって提案されたタイム
ラグを持つロジスティック方程式の解が，時間経過に
伴って環境収容定数に「振動しながら」近づくタスマ
ニアでの 5年間のヒツジの頭数変化にフィットしてい
ることや，タイムラグを成長したヒツジが子供を産む
のにかかる時間とする解釈など，大変興味深く読んで
いました．前期が始まって 3週目からは，定数係数の
線形微分方程式の知識を前提として，並行して受けて
いた微分方程式の授業よりも遥かに早いスピードで進
むため，予習・復習に必死でしたが，室谷先生が黒板
を前ににこやかな表情で授業をされていた光景を今で
も鮮明に覚えています．微分方程式が感染症流行や生
物の個体数予測に役立ってきた数理モデルの歴史に関
心が沸いて，授業以外の時間もお話を伺っては温かい
お人柄にふれながら，卒研ゼミでは自然と室谷先生の
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研究室を希望し，受け入れてくださいました．

研究室配属後

卒研生として研究室に配属してからは，Smith, Walt-

man によるケモスタットモデルを含む微生物の力学系
に関する書籍（和訳版）[12] を読み，発表の仕方や研
究の進め方などを密に指導していただきながら，徐々
に数理モデルに関する最近の論文を読むに至りました．
中でも，人口集団を以下の 3つの集団：
• 感受性個体（Susceptible individual）
• 感染個体（Infected individual）
• 回復個体（Recovered individual）
に分け，後に SIR モデルと呼ばれる以下の微分方程
式系：

(∗)


S′(t)=−βS(t)I(t),

I ′(t)=βS(t)I(t)−γI(t),

R′(t)= γI(t)

(β : 感染伝達係数, γ : 回復率)

によって，時間変化に伴う感染個体の増減から感染症
が集団に侵入可能となるかを調べた Kermack, McK-

endrick[4] によるアイデアは際立って興味深いもので
した．S(t),I(t),R(t) はそれぞれ時刻 t における感受
性個体，感染個体，回復個体の数を表します．感染免
疫を持たない感受性個体が感染個体と接触することで
新規感染者が生産される過程を S と I の掛け算で表
すというシンプルさにもかかわらず，1906年にインド
のボンベイ（現：ムンバイ）でのペストの流行動態を
閾値現象の観点から的確に説明付けた彼らの実用的な
研究に惹かれました．そして，先の研究を知りたい！
という気持ちを抑えられないまま，修士課程となる数
学・応用数学専攻への進学が認められ，大学院での研
究がスタートします．

研究の道への踏み出し

大学院に進学後は，感染症モデルに加えて，Lotka-

Volterra モデルの正値解の振動に伴うリミットサイク
ルの存在条件にも取り組んでいました．タイムラグ
の話題から離れてはいたのですが，数理生物モデル
には広く興味を持って研究を続けていました．4 種の
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Lotka-Volterra モデルにおけるリミットサイクルのパ
ターンや（従属変数となる生物数が時間終局的に一定
の範囲にとどまり続ける）パーマネンス条件をテーマ
として，自身初となる集会での発表を 2008年 8月に岡
山大学で行われた第 2回数理生物学コロキウムで迎え
ました．その時なりに意気込んだものの，他大の先生
方や学生の前で緊張を隠しきれなかったのですが，質
疑応答でお話くださった当時静岡大学におられた竹内
康博先生（現：青山学院大学）をはじめ，今隆介さん
（現：宮崎大学）や中岡慎治さん（現：北海道大学）か
らは，Hofbauer, Sigmund の文献を教えていただきな
がら，発表後も温かい激励をいただきました．集会参
加を通して，数理生物の研究者は温かい方が多い印象
を受けて，研究を続ける原動力をいただいたことに，
感謝の意を申し上げたいです．
大いに楽しめたコロキウムでのひとときを振り返る
と同時に，室谷研究室に所属されていた中田行彦さん
（現：島根大学）から，同年 9月に行われるスペイン北
西部のサンティアゴ・デ・コンポステーラでの発展方程
式関連の国際会議で講演しよう！とお誘いもいただい
てました．海外は初ともあって，開口一番に行きたい
です！とお答えしました．このときも，Lotka-Volterra

モデルの研究をメインとして種のパーマネンスに関す
る口頭発表を行いましたが，言語の壁を越えて外国の
研究者が私の発表に耳を傾けてくれたことが素直に嬉
しかったです．室谷先生と東京理科大学の石渡恵美子
先生（と同じく発表を予定されていた中田さん）には，
出発前日にもかかわらず夜遅くまで発表練習を見てい
ただき，誠に有難うございました．おかげさまで，今
後につながる経験を積むことができました．後で珍し
いことと分かったのですが，集会参加にあたって発生
した交通費は，実は航空券を含めて全て自己負担でし
た．今でこそ自身が獲得した研究資金から移動費を賄
えることもありますが，自由に動いて文化の違いをか
みしめる一方で，自費で行くことの重みを感じて，現
地でしか出来ない研究者との交流に励めて良かった，
と感じています．スペインでの経験が研究の道へさら
に進みたいと考えていた私への追い風となって，博士
後期課程へ進学することを決心しました．室谷先生の
定年退職が間近だったこともありますが，生物の個体
数変化を調べる際に空間での交差拡散や自己拡散も考
慮したモデリングにも興味があったため，同専攻の山
田義雄先生を訪ね，指導教員になっていただきたいと
いうお願いをし，有難いことに快諾くださいました．
博士後期課程に在学中の研究活動は後で紹介します
が，山田先生と室谷先生のご指導の下で無事に博士後
期課程を修了してからは，日本学術振興会特別研究員
（DC2）から日本学術振興会特別研究員（PD）への資
格変更によって，山田研究室でもう 1年過ごす時間を
いただきました．お二方ともに，私が考えるべきとき

は譲らず，悩み事があって伺うときはいつでも親身に
なってくださり，つくづく縁に恵まれていると感じま
した．タイムラグの話題に焦点をあてるために詳細は
割愛しますが，拡散方程式を含む偏微分方程式の理論
を勉強できたおかげで，感染個体の生息域拡大を表す
自由境界問題における進行波の存在・非存在の研究に
ついても新たなテーマとして始めています．最近では，
東京理科大学の石渡恵美子先生と牛島健夫先生との共
同研究としてまとめた成果の一端を御会の年会でも
ポスター形式で講演させていただきました．プロシー
ディングス論文も 1編が投稿中となっています．

タイムラグとの再会

2009年 4月から博士課程に進学後は，気が付くと
感染症モデルの論文を多く読んでいました．2005年
前後に世界的規模で発生した重症急性呼吸器症候群
（SARS）の流行を抑えるための感染症モデルによるパ
ンデミックシミュレーションや政策評価に関する論文
が多く，この頃は応用数学系の雑誌では感染症モデル
の数理解析が一段と話題になっていました．冒頭で紹
介した Kermack, McKendrick によるモデル (∗) では
感染症の流行が短期的である仮定を与えていましたが，
1976年には Hethcote[3] によって中長期的な流行にお
ける個体の新規出生に伴う流入や自然死亡を考慮した
以下のモデル：

(∗∗)


S′(t)= b−µS(t)−βS(t)I(t)+δR(t),

I ′(t)=βS(t)I(t)−(µ+γ)I(t),

R′(t)= γI(t)−(µ+δ)R(t)

(b : 流入率, µ : 死亡率, δ : 免疫損失率)

が提案されました．δ=0 の場合は，回復個体は生涯
免疫を獲得し，感受性個体に戻ることはなく，δ > 0 の
場合は，回復個体が獲得する免疫は一時的であり，再
び感受性個体に戻ることを仮定していると考えられま
す．モデル (∗∗) のダイアグラムは以下の通りです．

現在では，Lyapunov の直接法により，1人の感染
個体が生み出す 2 次感染者の平均数を表す基本再生産
数を R0 とし，R0≤ 1 であれば非感染平衡点が大域漸
近安定であり，R0> 1 であれば感染平衡点が大域漸近
安定であることが知られています．すなわち，R0 と
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1 との大小によって，初期条件に依存せずに (∗∗) の
解の収束先が非感染平衡点あるいは感染平衡点のいず
れか一つに決まることが分かります．以降しばらくは，
δ=0 として話を進めます．
後にモデル (∗∗) は，2つの観点からさらなる一般化
が試みられました．

(1) 感染接触項 βS(t)I(t) の一般化[5,6]：新規感染者の
生産が常に双線形（bilinear）に従うとは限らない．よ
り一般の非線形関数 f を用いて，βSI は f(S(t),I(t))

と書かれるべきではないか？

(2) 感染までのタイムラグの導入[13]：感受性個体が感
染個体になるまで，潜伏期間を要するのではないか？

特に，(2) については，学部生時代に学んだことを
活かせると考えながら参考文献を芋づる式に読んでい
ましたが，タイムラグが感染平衡点の安定性にどのよ
うな影響を与えるかについては，数学的にもきわめて
難しい問題でした．実際，Takeuchi et al.[13] による
部分的解決に関する結果として，Lyapunov 汎関数を
適切に与えることで，R0> 1 の下でタイムラグ（や流
入率）が小さければ感染平衡点は大域漸近安定である
ことしか知られていない程でした．しかし，約 10年
の時を経て，McCluskey[7] が，タイムラグがいかに
大きくなろうとも R0 > 1 であれば感染平衡点は大域
漸近安定であることを，Takeuchi et al.[13] とは別の
Lyapunov 汎関数を構成することで示しました．その
論文がたった 5ページで書かれていたこともあり，公
刊されて間もなく室谷先生や中田さんと確認したとこ
ろ綺麗な完全解決となっていて，読み終えた直後はぐ
うの音も出ませんでした．
上述の通り，(1), (2) の個々の一般化に対する解析手
法は色々と提案されてきました．そこで，2つの一般
化を同時に考慮したモデルにおいて，これまでの手法
を組み合わせることで，閾値となる基本再生産数 R0

を適切に与えて各平衡点の大域安定性を判別できるよ
うな，Korobeinikov[5,6] や McCluskey[7] が与えた手
法の組み合わせによる理論の枠組みを作れないか？と
いう発想に至りました．その結果，2つの関数を

ϕ(S,I)=
f(S,I)

I
, S≥ 0, I > 0,

K(S)= lim
I→+0

ϕ(S,I), S≥ 0

とおき，以下の条件：

1. f(S,0)= f(0,I)= 0

2−1. f(S,I) は S について狭義単調増加
2−2. f(S,I) は I について単調増加
3. ϕ(S,I) は有界かつ I について単調増加
4−1. K(S) は [0,+∞) 上で連続
4−2. K(S) は S について単調増加

を与えることで，R0 と 1との大小によって，f(S,I)=

βSI の場合の議論と同様に，各平衡点の大域安定性を
完全に分類することに成功しました[1]．上の条件を満
たす関数 f の例としては，以下の 3 つ：

f(S,I)=βSI (bilinear incidence)

f(S,I)=
βSI

1+αI
(saturated incidence)

f(S,I)=
βSI

S+I
(standard incidence)

が挙げられます．この一般化に関する研究は δ=0 と
した場合の SIRモデルをはじめ，
• δ > 0 とした場合の SIRS モデル[10,2]

• Multi-group モデル
• パッチ間の行き来を考慮したモデル
だけでなく，連続モデルに対応する差分方程式系にお
いては，各平衡点の大域安定性を保つ差分スキームの
研究に対しても応用可能であることを明らかにしまし
た．嬉しいことに，一連のアイデアが周囲の研究者の
目に留まり始めてからは，感染接触項の非線形化やタ
イムラグを持つ方程式系に関わる論文に，私の論文が
しばしば引用されるようになりました．御会の大会で
は，國谷紀良さん（現：神戸大学）と自身が企画者と
なってオーガナイズドセッションを定期的に開催し，
数理生物モデルにおける Lyapunov 関数の構成法に関
する様々な知見を Connell McCluskey，Gang Huang，
Jinliang Wang，岡山大学の梶原毅先生や佐々木徹先
生などの関連分野に従事される国内外の研究者にお話
しいただきました．講演者の方々とは現在も研究交流
を活発に続けています．
2013年4月からは，日本学術振興会特別研究員（PD）
として，東京大学の稲葉寿先生を受け入れ教員とさせ
ていただきながら研究に励んでいました．2年間とい
う短期間でしたが，感染症モデルに現れるタイムラ
グを再生方程式の立場から見直せた貴重な時間でし
た．特に，感染齢（感染してからの経過時間）を新た
に考慮した感染症モデルにおいて，感染伝達係数が
感染齢について単調非減少かつ右連続である特別な
場合に，感染齢がタイムラグの役割を果たす[9]とい
う結果を，中田さんや稲葉先生を中心とする方々との
議論の末に得ることができました．さらには，北海道
大学から東京大学に移られた大泉嶺さん（現：国立社
会保障・人口問題研究所）とは，これまで取り組んで
きた安定性解析に興味を持っていただいたことで，密
度効果や環境変動を考慮した構造人口モデルの生活
史進化への応用に関する研究にも貢献させていただ
きました[11]．2015年 4月からは，東京理科大学理学
部第一部数理情報科学科（現：応用数学科）の嘱託助
教に着任し，研究の拠点を駒場から神楽坂へ移すこと
となりました．現在は，石渡恵美子先生の研究室の卒
研生や院生と共に，ヒアリの生息域拡大，MERS感
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染症，ジカ熱，狂牛病や HIV感染症といった数理モ
デルの現実問題への応用にも取り組んでおり，数学
だけでなく生物学にも貢献できるような研究を続け
ていきたいです．静岡大学の佐藤一憲先生が主催され
ている「数理生物学交流発表会」においては，2017

年度より石渡研究室の学生と共に参加させていただ
き，有難うございます．また，学内の研究推進機構総
合研究院における「数理モデリングと数学解析研究
部門」のメンバーとして，2 ヶ月に 1 回の間隔で，数
学，工学，医学など様々な分野の研究者にお話しいた
だくセミナー（神楽坂「感染症にまつわる数理」勉強会，
https://www.rs.tus.ac.jp/yenatsu/kids/kids.html）
を 2018年 2 月から開催しています．こうした活動も
継続しながら，数理生物モデルの意義や社会に役立つ
応用を今後も広く発信したいです．

終わりに

執筆中，2018年 7月にシドニーで開催されたアメリ
カ合衆国数理生物学会（SMB）との合同大会終了後の
翌日に，スカイウォークしたくなるような快晴の空に
囲まれて大泉さんとオペラハウス（上図，筆者撮影）
の周辺にある公園を散策していた際，「今まで何ヵ国
行ったの？」とそれとなく尋ねられました．ポート・
ジャクソン湾の潮風を前に指折りで数えたところ，い
つの間にか 10ヵ国を越えていたことを再認識しまし
た．そして同時に，刺激あふれる充実した研究生活が
実現しているのも，私に関わってくださっている方々
のサポートのおかげと感じました．2015年 10月にお
亡くなりになった室谷先生も，この勢いで頑張りなさ
い！と天国から心配に思われながらも激励を送ってく
ださっている気がしてなりません．これからも現状に
満足せず，人とのつながりを大切にしながら，さらに
精進してまいります．
最後に，貴重な執筆の機会をいただきました数理生
物学会ニュースレター編集部の皆様に感謝申し上げま
す．原稿のやり取りでは，九州大学の岩見真吾さんを
はじめ，原朱音さんや北川耕咲さんには大変丁寧に対
応いただきました．お忙しいところ誠に有難うござい
ました．
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【第 5回 数理生物学対談「三村昌泰 教授」】

現象を理解して何か示唆を与える

語り手　：　三村昌泰 ∗

聞き手　：　岩見真吾 †
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はじめに
　数理生物学会ニュースレターの新しい試みとして、
いわゆる“大御所”と呼ばれる先生方との対談企画を
行っております。編集長の岩見が聞き手となって、日
本数理生物学会編集部のメンバーと共に東奔西走し、
語り手となる大御所を直撃します。研究の話はもちろ
ん、先生方が大切にしているポリシー、若い会員が知
らない昔話、また、これからの数理生物学会の在り方
など、存分に語ってもらおうと思います。先生方が非
常にお忙しいのは百も承知ですが、もしも依頼があっ
た場合には、是非、対談のお話をお受け頂ければ嬉し
いです。さて、第 5弾では、現象と数学をつなぐ”現
象数理学”のパイオニア、この 4月から広島大学大学
院客員教授の三村昌泰先生を直撃しました。皆様、是
非お楽しみ下さい：

岩見　異動もあってかなりバタバタされてると思いま
すが、お時間を作っていただきありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
三村　よろしくお願いします。
岩見　じゃあまずは、ちょっと雑談みたいな感じで、僕
も結構存じ上げてるんですけど、先生の研究の歴史と
いうか、どういう風に今に至るかっていう...。
三村　僕には大きなエポックがあってね、僕は京都大
学の工学部の数理工学科で数値解析をやってたんです。
だけど、学位の研究してるとき、書き上げたぐらいの
ところで嫌になったのね、もうそれやるのが。
岩見　なんで嫌になったんですか？
三村　いや、結果があまりにも簡単すぎると。
岩見　すごい理由ですね（笑）。

ものすごく良い三村のスキーム
三村　説明したら君にはわかると思うんだけど、本当
に非常に簡単なことで。要は、数値解析で差分法って
のがあるでしょ。時間方向と空間方向でメッシュをど

∗広島大学大学院客員教授
統合生命科学研究科数理生命科学プログラム

†九州大学大学院理学研究院生物科学部門

れだけ粗く取れるのかと。粗く取ったら、それだけ経
済的にも時間的にもいいでしょ。
岩見　そうですね。
三村　だからそうなるようなスキームは何なのかを
ずっと考えてたんよ。
岩見　それは卒業研究、というか学位の研究ですか。
三村　学位。で、うまくいくんよ。三村のスキームっ
ていうのは。
岩見　さすがです（笑）。
三村　ちょっと待って、ここからが僕の本論やから
（笑）。うまくいくんだけど、それは何でかっていうと、
例えば平衡点が一個だけあって、それがグローバルに
安定である、つまり擂り鉢型だったら、大体どっから
出発してもそこにいくんよね。だからそういう問題に
対しては、ものすごくいいスキームわけなんよね。
岩見　ああ、確かにそうですね。

図 1 三村昌泰先生（明治大学先端数理科学インスティチュー
トにて）

三村　しかしながら、方程式によってはたくさん安定
解とか不安定解とかがある場合には、とっても粗かっ
たらポンって別のとこに飛ぶことになるでしょ。で、
違う安定解に行くわけやね。そうするともはやそのス
キームは駄目なんだよね。
岩見　駄目ですね。
三村　それに気がつかなかったのね。それは何でかっ
ていうと、当時の数値解析やるときは方程式の解構造
なんか知らなくって、もう関数解析的に差をとってど
うのこうのって話が主流だったのよね。それで、あ、
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僕の問題は方程式の解を見なかったら数値解析できな
い、と。今まで僕は何をやってたのか、という意味で
やめたくなってた。間違ってたんだよね。平衡点がた
くさんあった場合使えないじゃないかと。
岩見　なるほど。
三村　というのを僕は気づいて、その時にやめようか
なと思ったんだけど。僕の兄貴が数学者なのね。
岩見　あ、そうなんですね、存じ上げなかったです。
三村　トポロジーのね。で、兄貴が（学位は）取れる
時取っとけと。
岩見　確かにそうですよね（笑）。
三村　取ってから変えろと。
岩見　ああなるほど、分野を。

数理生物学との出会い
三村　それで取ったんだけど、当時オックスフォード
大学にいたマレーさん (J. D. Murray)が台湾に来て
て、その間の一週間だけ日本に来てたんよね。それを
寺本先生（寺本英: 京都大学・名誉教授）が京都大学
に呼んで講演してもらってたので、聞きに行った。マ
レーさんは元々は工学部出身なんよね。それから数理
生物をやってると。
岩見　あ、マレーさんもそうなんですね！それはちょっ
と知りませんでした。
三村　それで僕は感激してね、すぐ手紙出して（笑）。
行きたい、と。
岩見　手紙の時代ですね（笑）。
三村　で、彼は彼でよくモデル作ってる人だから、解
く人が欲しかったんよね。
岩見　あ、じゃあちょうどいいですね。
三村　そうそう。僕は嫌だと思ってた専門が、ものす
ごい役に立ったわけやね。
岩見　なるほど確かに。ジレンマですね（笑）。
三村　それで行って、そこで数理生物学に触れた。
岩見　そのとき日本ではまだ発展してないですもんね。
三村　そう。ちなみにこんなん知ってるかね。1970年
のことでものすごい古いんだけど、「生物物理におけ
る数学的方法」っていう研究会があったのね。∗

岩見　知らないです。僕まだ生まれてないですね（笑）。
三村　この時は生物にどんな数学が使えるのかではな
くて、生物物理が主体的にどのような数学を目指すの
かという話だったのね。で、調べてみたらね、錚々た
るメンバーが出てるよね。僕はまだこの時は大学の学
生だったけれども、まだ数理生物の時代やないんよね。
生物物理なんよね。
岩見　なるほど。

∗興味があるなら: 生物物理（生物物理学会誌49, vol.10

（1970））

三村　その時、数理生物っていう言葉はあえて使わな
かったと思う。それで僕この分野いけるんちゃうかと。
岩見　まあ間違いなく行けますね（笑）。
三村　ただ、学位取ったのが 1973年だったから、ちょ
うど学生の頃だったのね。だから、これいけるんちゃ
うかと思ったけれども、まだ学位取ってないからそっ
ちに変えられないのね。
岩見　確かにそれはそうですね（笑）。

欧米諸国との大きすぎるギャップ
三村　うん。それで 73年に学位取って、75年にオッ
クスフォード。
岩見　あ、学位取ってほぼすぐですね。
三村　それで１年位いたけれどもね、結構僕にとって
は刺激的だったよね。もう世の中変わったね。
岩見　そうですよね。
三村　その時に、ぐちゃぐちゃなんですけど、僕は結
構ええ仕事してたんですよ個人的には。
岩見　いやまあもちろんです、間違いないです。
三村　チューリングの、拡散誘導不安定性っていうの
を見つけたんよ自力で。
岩見　え、そうなんですね（笑）！
三村　チューリングの考え方は、一様な状態があるパ
ラメーターによって不安定化して、ってそんな話なん
よ。
岩見　そうですね。
三村　で、僕は何をしたかというと、不変集合って言っ
て解がいっつもコンパクトな集合に収まってて、かつ
その平衡点が一個しかないというのを仮定した時に、
それを不安定化することができるのね。でも不変集合
からはから出ないんだから、なんか起こるんじゃない
かってことで数値計算したんよね。そしたら予想通り
のパターンが出たんよね。僕はこれすごくいいと思っ
て自慢していたのよ。そもそもその不変集合ってのが
僕は専門だったからね。それでマレーさんに偉そうに
講演したわけよ。拙い英語で（笑）。そしたら終わっ
てからマレーさんがニコニコと笑ってね、素晴らしい
と。ただ残念なことは、これは 20年以上前にわかって
ることなんだと（笑）。
岩見　ははは（笑）！
三村　さらにびっくりしたのは、先生だけじゃなくて
周りの院生も知ってるんよね。
岩見　なるほど。
三村　僕なんかほんまに日本でたくさん数学者に喋っ
てるけどね、誰も知らんのよそんなん。もう絶対自分
はすごいと思ってたね。
岩見　思っちゃいますよね（笑）。
三村　そしたら向こうではもう院生くらいでも知って
るからね、チューリングのことは。これで僕はものす
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ごいギャップを感じたのね 。
岩見　どえらいギャップですね（笑）。
三村　そう！それでまあ勉強したんだけどね。で、そ
の時マレーさんが言ったのは、これ君一人でみつけた
の偉いと。方法も（既存のものと）違うと。ただみん
な知ってることなんだと（笑）。
岩見　へえ、けどすごいですね。その学問が日本では
無いんだからそりゃそうなんですよね。
三村　そうなんよね。で、その時実際にマレーさんに
絵を描いて見せたんよ。そしたらマレーさんが「ちょっ
と待て、これ見たことある」って言うのね。だから僕
そんなこと絶対ないと思ってたんだけど。でも実際は、
ポールファイフ（Paul C. Fife）っていう数学者がおっ
てね、その人が特異摂動法っていう方法を使ってやる
と解はこんな形になりますよってことを手書きしてた
わけなんよ。それをマレーさん覚えてたみたいで。僕
がアメリカにいた時に彼から多くのことを学ぶこと
が出来たのよ。だから、数学の先生がポールファイフ
だったのね。で、日本にいた時の先生は山口先生（山
口昌哉: 京都大学・名誉教授）で、すごい自由な先生
だった。その時は数理生物とは言ってなくって、「これ
から生物の数学は大事になるんじゃないか。だから 10

年やりなさい。もしもうまく行ったら君日本でトップ
やで。それでダメだったら諦めつくやろ」と。そうい
うことで僕はオックスフォードにいったわけよ。それ
で色々と勉強してたんだけどね。実際に僕が数理生物
の仕事を始めたのは 1976年。だいぶ遅いね。岡田節
人（京都大学・名誉教授）って人が、三河春樹先生（当
時: 京都大学・助手）っていう小児喘息をやってる人
を紹介してくれて。小児喘息は本当に薬で治るのか？
薬では治らないんじゃないか？って言われてたわけよ
ね。それが僕の一番最初の仕事なんよね。その時は数
理生物って言葉は知らなかったけどね。まあ医学部の
人の下請けみたいなもんやね（笑）。で、その当時は
三河先生が僕らの結果を（学会などで）喋る時でも、
数学者との共同研究って言わないのね。言ったら認め
られないって。
岩見　へえ、そうなんですね。
三村　そんな時代なんや。「これは数学とは関係あり
ません」とかね。
岩見　そんな、ひどい（笑）。
三村　そういうこと言わなきゃいけないと。ちなみに
僕が始めた頃には、反応拡散系っていう言葉もなかっ
たのね。日本の数学会では。だから、僕の一番最初の
論文は反応拡散系なんだけども、数学の言葉で言った
ら半線形放物型方程式て言い方するわけね。（山口先
生が）そういう風に言えと。そんな時代から僕は始め
た。だからそういう意味で僕はラッキーなんよね。あ
まり日本の数学でやられてなかった事やったから。そ
れは何でやれたかというと、僕は計算機で方程式を解

くのが得意だったのよ。工学部だから。当時の数学、
特に偏微分方程式が専門の人は解の一意性とか存在と
かそういうのが大体メインの話だったんですよ。そこ
から見ると反応拡散系というのは単純なんよね。でも
そっからめちゃめちゃ面白いことが起こるわけなんや
ね。それはやっぱ計算機知らなかったら見破れないで
しょ。
岩見　まあ見れないですからね、挙動が。
三村　それが僕はものすごいラッキーだったんよね。
見たらめちゃくちゃおもろいものいっぱいあると。
岩見　なるほど。それまだ日本は誰もやってなかった
んですか？
三村　そう。正確にいうと、その頃数学と生物と一緒
になると思われてなかった。
岩見　そうですね確かに（笑）。
三村　数学の人は、何でそんな優しい方程式やるんや
と言うし。
岩見　なるほど、まあ確かにそうですね。
三村　そういう時代から出発した。
岩見　日本にいてもかなりギャップがありますね。
三村　そう。だからもうほとんど外国やね。共同研究
も全部外国人。日本ではいなかったからねそんな人が。
岩見　パイオニアですね（笑）。

数学科との別れ
三村　よく言えばね（笑）。でも日本では評価されな
かった。あんまり僕が数学会で喋らないからね。そん
なこんなで広島大学をやめて東京大学に移った時に、
僕はもう数学と別れようと。それはなぜかというと、
僕は数学科だったから、例えば院生を一人取ろうと
思ったら、他の先生が「彼は数学知ってますかね」と
こういう言い方するんよね。その言葉で僕はもうここ
にはおれんと。それはつまり数学科におれんってこと。
で、僕は数学と別れなきゃいけないんだと。
岩見　なるほど。決別ですね。
三村　僕は”別れ”と呼んでる（笑）。
岩見　すみません（笑）。
三村　やっぱ別れなかったらどうしても批判的なんよ
ね。自分のいる所だから。それで別れて、東大に移っ
たんだけどね。東大でちょうど数理科学研究科っての
ができたんよ。僕はそれでちょっと可能性を信じて移っ
たんだけど、やっぱり駄目だったね。
岩見　あ、東大に。その時に長山先生（長山雅晴: 北
海道大学・教授）が入ってこられたんですね。
三村　連れて行ったんよね広島から。で、東大の何が
不満かというと、東大の場合は、優秀な先生をとって
、あとはそこから繋がりを広げていったらいいと。だ
から各分野のトップを一人だけ取るんよね。で、僕は、
「グループでやらなきゃ僕らの仕事はできない」って
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言ったんよね。例えば本当に解析の強い人とか、どん
な難しい方程式も解ける人とかね。だから複数じゃな
いといけないって言ったんだけど、当時はそれは認め
られなかったね。
岩見　あ、そうなんですね。
三村　そうしたらもう僕は出るしかないと。
岩見　さすがですね（笑）。
三村　そう思ってたら、広島大学の理学研究科に、数
理分子生命理学専攻って変な名前のとこができるって
聞いて、来ないかと言われたから、僕は、グループ作
れるなら行くと。
岩見　なるほど、上から（笑）。
三村　そう、上から目線（笑）。その時来てもらったの
が、太田隆夫（京都大学・名誉教授）とか。
岩見　小林亮先生（広島大学・教授）もその時から一
緒ですか？
三村　いや、彼はその前だね。広大の理学部の数学科
にいた時で、京大工学部数理工学科に行ったとき、彼
と立ちションしながら、いま君は何してるんやとかそ
んな話しててね。その時は今と違って助手二人雇えた
んよね。一人は解析、一人は数値計算。その数値計算
の方で彼を採用した。それと、これはまあ関係ないん
だけど、僕と彼はテニスやってたんですよ。で、彼が
金曜の午前中だけいなくなるんよね。僕それを見つけ
てね。「お前何でこの朝だけいないんや」と。最初はな
んか誤魔化してたんやけど、しつこく聞いたら、いや
ちょっとテニスレッスンを受けに行ってたと。バカモ
ンて（笑）。今度俺も連れてけって。
岩見　ははは！さすがっすね（笑）。俺も連れてけっ
て、最高ですね（笑）。
三村　ものすごい良い時代だったね。でもその頃から
薄々もう数学では限界だと思ってたのね。ただその時
にいっつも小林君に、僕はなんか数学にこだわってやっ
てると言われてて。僕は僕なりに、なんか数学で認め
て欲しいっていうところもあったんだろうね。
岩見　おお、ジレンマですね。
三村　数学からちょっと飛んだら、あ、違うってなっ
て彼らは認めてくれない。だからそこのジレンマがす
ごくあるんよね。
岩見　なるほど。広大の分子生命理学専攻はどんな感
じだったんですか？
三村　あそこはね、理論系が 4講座かな、それから実
験系が 6講座。
岩見　あ、一応実験と理論が一緒になってる講座なん
ですね。
三村　そう、それで僕は移ろうと思ったのね。実験系
と一緒だったらええと思って。
岩見　その時代では結構新しいですよね。
三村　うん。ものすごい新しい。その頃、大学院重点
化がはじまってて、広大で一番初めに重点化されたの

がそれ。
岩見　あ、そうなんですね。実験は物理系なんですか？
生物系もあったんですか？
三村　生物やね。生物と化学と、それから数学が集
まってたんよね。
岩見　へえ、面白いですね。
三村　面白いね...いや、そうそう、面白くなかったん
よ（笑）。
岩見　えええ（笑）！
三村　設立される前は、実験系の人たちは僕らのこと、
数学の人は素晴らしいってものすごい褒めてくれてた
んだけど、実際に一緒になった途端に彼らは態度を少
し変えたのね。
岩見　なるほど。
三村　例えば、実験系ってものすごいお金いるじゃな
いですか。それからスペースもいるじゃないですか。
そんなんがあるから、平等じゃ通らなくなるのね。
岩見　なるほど。よくないですね。
三村　数学科の時だったら、教授であっても一部屋だ
けなんよ。特に広島大学の数学科は図書室がものすご
い広いんよね。あとゼミ室が。ゼミ室も図書室も、み
んなが使う部屋でしょ。教員はちっちゃいの１つだけ
なんよ。
岩見　あ、そうなんですね。
三村　しかしながらその数理分子生命理学専攻では、
実験系がいるということで、自分の部屋とか助手の部
屋とか、もちろん図書室も作ったからね、ものすごい
広いんよね。だから数学系からものすごい文句出てね。
他にも、数学の講座数が減ったりね。
岩見　かなりやりにくいですね。ちなみに、その時は
もう数理生物学会はあったんですか？
三村　まず日本数理生物懇談会っていう学会の前身が
1989年にできて、それから 2003年に数理生物学会が
できた。
岩見　あ、じゃあかなり懇談会の下積みが長いんです
ね。
三村　それはね、山口先生とか寺本先生なんかがね、
学会組織になったら駄目だと。死んでしまうと。懇談
会やったらみんなワーワー言えるからね。そういう言
い方をしてたんですよ。だから結構これが長かったの
ね。Europian Society for Mathetical and Theoretical

Biologyって知ってる？聞いたことある？
岩見　はい、もちろんです。
三村　その学会を作ろうっていう目的でグルノーブル
で European Conference on Mathematics Applied to

Biology and Medicineっていう会議が開かれたのが、
1991年なんよ。
岩見　あ、ESMTBって結構新しいんですね。もっと
昔からあるんだと思ってました。
三村　その時に僕が日本側の代表で、サイモンレビン
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（Simon Levin: Professor, Princeton University）が
SMBの代表として行ったのね。で、会議の夜に、学会
作ろうという話し合いになって。
岩見　飲みながら？
三村　いやいや。物凄い厳しかったよ。それで Eu-

ropian Society for ”Mathetical” Biology（ESMB）っ
て提案されたんやけど、執行部ってのは年寄りなん
や。で、年寄りの人はみんな数学出身なんやね。これ
に若い人たちから猛烈な反対意見が出て、Europian

Society for ”Theoretical” Biology（ESTB）が提案さ
れた。で、なかなか決着がつかず、議論は深夜に及ん
で最終的には、ESMTBが誕生したわけ。
岩見　折衷案なんですね（笑）。
三村　それが1991年。僕はこの時に、こんなん（ESMTB）
できたらね、もう懇談会ではだめですよって言ったの
ね。やっぱりちゃんと学会として付き合わなきゃいけ
ないんじゃないかと。それで日本での学会は 2003年
にできたわけやね。
岩見　そうですね。僕が一番初め参加したの広島のや
つですよ。2004年数理生物学年会。
三村　 2004年ってもう、僕なんかからすると 15年前
は最近やね（笑）。
岩見　僕、昔三村先生に「君はいつ頃出てきたんや」っ
て言われたことがあって、「最近です」っていったら
「君はすごくε（イプシロン）だね」って言われたんで
すよ（笑）。
三村　あれ、そんなん言ったかな（笑）。今アドリブ
で言うてるだけちゃう（笑）？
岩見　いやいや、ほんとですよ（笑）。すごく印象に
残ってます。じゃあこの広島の時はできたてだったん
ですね。
三村　そう、ほやほややね。
岩見　そのあとは全部参加してますね。

現象数理学とは
三村　で、僕の言う現象数理学というのは何なのかと
いうと、数理生物と似てるかもわからないけど、要は
現象を理解して何か示唆を与えると。そういうために
モデルが必要だと。しかしモデルも、解析して、この
モデルはいいですよとか、これはダメですよとか言わ
なきゃだめだから、解析の人と一緒にやらないといけ
ないと。で、対象も生物だけではないんよね。いろん
なのがあるじゃないですか。だからそういう意味で、
現象数理学の中の数理生物って感じで、数理生物だけ
ではないということで、現象数理学と言ってる。する
と、数学とどこが違うのかと言われるんよね。それは、
要はモチベーションが違うだけですよと。僕らは決し
て数学を深化させようと思っとらん。ただ、数学って
言葉で理解したいんだと。対象はあくまでも現象の解

明である。ミッションといったほうがいいかもね。要
はそこが違うんであってね。さっき言った通り、モデ
ルは解いてみて初めて良いモデルとか、不十分だとか、
だめだとか言えるわけだよね。モデルだけ見てたって
絶対分からないからね。そういう意味でもやっぱりそ
ういう数学者ってのが必要なのね。
岩見　うん、まあ重要ですよね、やっぱり。本当にい
いモデルかどうかってのは解いてみないとわかんない
ですもんね。
三村　そう。後、この分野で感じるのは、どこが外国
と違うかと。僕がそれを感じたのはアメリカの数理生
物。まあ厳密に言うと数理生態やけども、結構最新の
数学を使うんよね。
岩見　あ、そうなんですね。
三村　日本の場合は、当時は結構遅れた数学やったん
やね。後はコンピューターで解くとかね。向こうは結
構最先端の数学使う。サイモンレビンなんか特にそう
なんよね。それは何でかっていうと、やっぱりそこの
繋がりってのがしっかりしてるんよね。エコロジーだ
けども、ちゃんと数学で使えるものは使おうとかね。
かっこよく喋るよね。そういう意味で日本はちょっと
離れてたんじゃないかと思うんだよね。今は違うんだ
よ、当時はそうだったね。
岩見　面白いですね。10年 15年ぐらい前で、僕はま
だ大学 4年生ぐらいだったんですけど、それでもかな
りギャップがあったんですね。
三村　ものすごいあったね。典型的な例が、例えば数
理生物を喋ってる人でも、「この方程式の解析難しい」
という話をする人がいないのね。なんか計算機で解く
んよね。それで満足するわけなんよね。でも、計算機
で解いたからといって、それでいいのかというのはま
た別問題なんよ。
岩見　そうですね。
三村　例えば微分方程式もね、解く時ってのは差分化
とか離散化するじゃないですか。離散化するというこ
とは、もはや元の方程式と違うわけなんやね。あえて
数学的に言おうと思ったら、刻み幅を死ぬほど小さく
とったら近いとか。それも本当は嘘だけどね。そうや
けどそれは離散モデルとしてはいいと。それを連続モ
デルの時に言ってはダメだっていうのが、僕の考えな
んよね。
岩見　なるほど。厳密に言うとそうですね確かに。
三村　僕はそういう論文は全部リジェクトしたもんね。
実際、僕なら全部解くんだから。違うでしょって。だ
からそういう人たち同士が組んでやったら一番いいの
ね。
岩見　そうですよね。全部自分でやるのはなかなか
難しいですから。それは初めに言ってた「チームでや
る」っていう、そういうことですよね。
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互いに信頼できる力量が重要
三村　そうそう、だからチームで、そういうところは
責任持つとかね。前まずかったことがあってね。バク
テリアのコロニーパターンで有名な松下貢（中央大学・
名誉教授）っていう人がいるんですけどね。もう定年
でやめたけど、彼は枯草菌のモデルをずっとやってて。
ある研究会で飲みながら、イスラエルのグループに負
けるって言うんよね。なんで負けるかっていうと、向
こうはモデル屋さんと解析の人が組んでやってると。
今自分は一人でやらないかんと。それで、まあモデル
を僕が一緒にやりましょうって言ってモデル組んだん
だけど、どうしても再現したいあるパターンがモデ
ルでは出なくて。でもどうにかして出したんよ僕は。
そしたら彼は「それは良い」というわけね。実際のパ
ターンとよく似てるんよ。しかし問題は、そのパター
ンができるまでのダイナミクスが違うことがわかった
のよね。でき方が。そやけど彼はそんなこと僕に注意
してくれないのね。実験屋さんてのは実験で勝負する
からね。理論なんか大したことなくても自分に傷つか
ないわけよ。でも僕らはモデルがおかしかったら致命
的な傷がつくんよね。
岩見　傷つきますね（笑）。
三村　だから必死にならないかんわけなんよね。そこ
らへんのズレがあるのね。本当によく似ててごまかせ
るんだけど、でもでき方が違うと。
岩見　模様ができるまでのプロセスが違うと。
三村　そう。だから、それはモデルじゃないと。
岩見　けどそれは結構本質的ですね、僕らにとっては。
三村　それ黙って見せたらオッケーすんだもんね。こ
れはいい！とか言って。それは逆に信用してくれてるっ
てことなんだけどね。やっぱり実験屋さんが持ってる
勘ってのがあるじゃない。僕はテイスティングってい
う言い方するけど、僕らもやっぱテイスティング持っ
てるんよね。そのセンスがいい奴が生き残ると僕は思
うんよ。
岩見　それは確かにそうですね。センス必要ですよね。
三村　実験屋さんとどうやって組むかというのがね。
信用はしてもらいたいけれど、実験屋さんってのは本
当にその理論とかモデル屋さんを信じてるのかと。最
終的には自分らの実験が大事やと思ってるんじゃない
かと。これは僕らも同じで、最終的にはモデルが大事
やと思ってるわけよね。
岩見　今でこそ実験と理論の融合ってほとんど当たり
前になりつつありますけど、先生の時代だとそんなこ
と全くないですもんね。
三村　今でもちょっと難しいような気がするよね。
岩見　まあもちろんそうですけど、一部はそういうこ
とはできてると思いますね。

三村　やっぱり組むなら一流の人と組まないかんのよ
ね。
岩見　それは重要ですねやっぱり。
三村　僕がまだ学生の頃、岡田節人さんが僕にね、「お
前な」て。あの人はものすごい言葉使いが悪いの。「俺
らもサイエンティストや。だからこうなったらこうな
るでしょうくらいの予想は自分で立てる。それを数学
的に証明したって何のおもろさもない」と。
岩見　そう言われるとまあ確かに。
三村　数学的にこんな仮定たてたらこんな予想できな
いことが起こりますよってことを言ってほしいわけよ。
そしたら自分らでまた実験しなおすと。だから自分の
実験をサポートするような結果を出すなと。それは僕
いまだに残ってるんよね。だから数学であっても、実
験屋さんにいつもちゃんと仕組みを伝えるわけよね。
こうなってるんじゃなかろうかとかね。君もそんなと
こあるんじゃないの。
岩見　そうですね。そういう風にやっていってますね。
広島では、何年くらいされてたんですか？
三村　５年（笑）。
岩見　短いですね（笑）。
三村　最初は広島で骨埋めようと思ってたんよ。でも
ね、僕は研究所作りたかったのよね。その理由は教育っ
てなったらリスクはあってはいけないと思うんよ。し
かし研究だったらリスクあってもええというのが僕の
考えなんよね。

図 2 研究所設立について語る

岩見　まあ確かにそうですよね。研究はリスクがある
べきものですよね。
三村　そうそうそう。だからどうしても研究所が欲し
かったんや。
岩見　すごいな（笑）。
三村　いやほんまに欲しかったんよ（笑）。そしたら
ね、広島大学がね、そんなとこ手が回りませんって言
うんよね。
岩見　まあ言いますよねそれは（笑）。
三村　そしたらここ（この対談は明治大学中野キャン
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パスで行われた）に僕がここに集中講義にきた時に、
大学側が言ったんよね。作れるかもしれませんって。
岩見　すごい！レベルが違いますね（笑）。
三村　すごいやろそれ。で、ほんまかいなとも思った
んだけども、僕としては嬉しいよねそりゃできたらね。
岩見　まあ嬉しいですよねそれは。
三村　それで僕がここに 2004年に移って、2007年に
完成したんですここ。
岩見　 3年でできたんですか？！
三村　まあそれは当時の学長が力入れてくれたからで
きたんだけどね。
岩見　それが先端数理科学インスティテュートですね。
MIMSですね。
三村　ただそのためにはやっぱり、科研費で言ったら
基盤 Sとかを当てないかんわけよ。
岩見　あとグローバルCOEとかですか。
三村　そうそう。それから大学院 GP ってのが昔あっ
たんよね。大学院の重点化。そんなんも当てるとかね。
そんなことずっとやっていかないかんわけなんよここ
で。で、全部うまくいったんよ。
岩見　それはまたすごいですね（笑）。
三村　だから 3年でってことになったんよ。研究所で
きてすごいよかった。
岩見　それで研究所ができた後に、学部？？
三村　正確にいうと、大学院が先にできた。それでも
文科省から文句言われたよね。学部もないのにどう
やって大学院の定員が増えるんですかって。それで一
応僕には、裏技があって。それはごもっともですと。
ごもっともだけどグローバル COEというのは大学の
博士後期課程を取らなきゃいけないと。で、僕は毎年
5名取ろうと思ってたんよね。そしたら 5名も取れる
んですかと。当然言うわね。
岩見　まあそうですよね。
三村　そりゃ今まで 0のところから急に 5人だからね
（笑）。
岩見　 0から 5ですからね（笑）。
三村　それでその当時の学長と話し合って、研究のた
め給与を支給できないかと。
岩見　なるほど、DC1・DC2みたいな。
三村　それに対応するやつやね。それで、3年おった
ら 1000万。授業料とかそういうの含めて。だいたい
年間 300万ちょっとだからね。それで最初の年で 5000

万でしょ、次 1億円で、フルで 1億 5000万円いるわけ
ね。それを出してくれと。そしたらそれが通ったんよ。
MIMS ph.Dプログラムってのがあるんやけどね。で、
今年、小川先生（小川知之: 明治大学・教授）の所の
学生が出て、このプログラムは終了したのね。
岩見　なるほど、じゃあ最後の学生が出たんですね。
三村　こうしてMIMは徐々に落ち着いてきたんだけ
どね。

岩見　スケールが大きすぎますね。
三村　そう？（笑）。
岩見　そうですよ（笑）。

最後の仕事
三村　それで大学院できたでしょ。で、やっぱ下も作
らないといけないということで、ここが総合数理学
部って言うんですよ。総合数理学部で三つぐらい学科
があって、そのうちの１つが現象数理学科なんよ。で、
僕は日本で数理がつく学部作りたかった。日本ではあ
まり無いやん。数理さえつけばどんな名前でもええと
（笑）。先端フロンティアなんとかとか色々考えたけど
ね、理事会が認めないのね。でもとにかく数理だけは
入れたいと。それで総合数理になったんよね。だから
そういった意味で、現象数理学ってのは研究所もでき
たし、大学院もあるし、学部も、まあ学科だけどね、
できたんよね。でも、現象数理って、全部僕らが言っ
た言葉なんよね。今度はこれを学外でも認めさせなあ
かんと。
岩見　確かにそうですね。
三村　で、それで僕に何かできるかというと、文科省
がやってる共同利用・共同研究拠点ってのがあるんで
すよ。今でいうと京都大学とか、それからオタクの九
州大学とか。
岩見　あ、IMI（マス・フォア・インダストリ研究所）
ですね。
三村　そうそう。で、3番目に僕らが現象数理学で出
すと。それが認められたら、ちょっとは僕の言いたい
ことを外部から認められるようになるだろうと。それ
が僕の最後の仕事なんよ。
岩見　きっちりと最後まで。いま総合数理学部ができ
て何年経ったんですか？
三村　えーと５年目。修士一年生が今年入ったからね。
岩見　あ、じゃあ学部で卒業する子もやっと出たんで
すね。
三村　そうそう。
岩見　それはよかったですね。
三村　でもやっぱ私学は全然違うからね。国立大学と。
君なんか私学向いてると思うで。
岩見　僕ですか（笑）。
三村　僕はね、いつもミッションを持っている。で、
ミッションがダメな時はやめるつもりっていつも言っ
てるんよね。例えば女房にも言ってるのね。
岩見　ああ、それはいいですね。
三村　だからそういう性格の人だったら私学は向いて
るわけね。
岩見　なるほど。学科は現象数理学科以外にあと何が
あるんですか？
三村　あとはネットワークデザインと、もう一つは情
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報科学系ね。
岩見　なるほど、全部今の重要な分野を担う学科に
なってるわけですね。いやー面白いですね。
三村　結構面白いで。
岩見　でもそれが本当に作ってしまうというのがちょっ
とすごいですね（笑）。
三村　いや、それは明治やから作れたんよ。早稲田と
慶応だったら研究の実績が既にあるので作れなかった
と思うね。
岩見　あ、ほんとですか。
三村　ちょうど明治ってギリギリのところだからね。
だから僕が言ったのは、教育では早稲田と慶応には勝
てないけど、この僕らの分野の研究だったらトップに
なれますよと。だからお金出してくれと（笑）。
岩見　さすがです（笑）。
三村　で、普通はね、学長ってのは４年が一つのユニッ
ト、単位なんですね。4年で辞める人がすごく多いん
だけど、当時の学長は 2004年から 8年やってるんよ
ね。だから結構ロングプランができたんよね。
岩見　そうですね、４年だとやっぱ厳しいですよね。
三村　で、これで僕は来週の月曜日広島に戻るんです。
広島大学統合生命科学っていう研究科。
岩見　どこが統合してるんですか？
三村　農学と一部の理学やね。そこで客員教授をやる。
岩見　あ、客員教授をされるんですね。すごいですね。
三村　僕 50年ですよ教育職就いてから。50年やであ
んた（笑）。
岩見　 50年はすごいですね（笑）。
三村　 28からね。僕は単位取得退学なんよね。昔は学
位なくても就職口あったんよ。28から 77だからね。
岩見　え、先生今 77ですか。元気すぎますね（笑）。
三村　だから 50年間僕やってる。
岩見　また広島に戻られてやるんですよね。アドバイ
ザー的なそういうポジションなんですね。
三村　よくわからんけど。
岩見　へえ、すごいですね。憧れますねえ。いろんな
ところに引っ張られるっていう。

趣味がそのまま研究に
三村　でもね 50年間すごいと思わない（笑）？
岩見　すごいですよ（笑）！先生おいくつ大学経験され
たんですか？
三村　広島が 2回だからね。だから 5回。大体 10年が
僕の限度やったんよね。実際は 15年とか 5年とかいう
のもあるけどね。僕が言いたかったのは、生物物理と
いうのが最初の出発点なんよね。それに憧れた。だか
ら数理生物じゃないということね。
岩見　数理生物と一番接点を持ってた時代はいつなん
ですか？

三村　現象数理という前やね。マレーさんと仕事する
ようになったからね。その時はやっぱり数理生物でやっ
てたんだけど、だんだんやっぱり現象とかやってきた
からね。いま僕が熱中しているのは、古代史なんよ。
岩見　古代史？！
三村　何をやってるかというと、1万年ぐらい前に、狩
猟採集民族が出てきたわけなんよね。世界で大体 800

万から 1000万くらい。それが 1万年ほど前から、イス
ラエルのとこらへんからポッと農耕民族が出てきたん
よね。それが広がっていって、もうほとんど全部が農
耕民族になったわけなんよね。で、それは何で面白い
かというと、今から 50年くらい前に、放射性炭素の
半減期によって、大体いつ頃かってのがわかってきた。
それ見ると、ほぼ一定速度で広がってるんよね。農耕
民族が。
岩見　へえー！
三村　しかしながら、ヨーロッパなんかを見るとほと
んど地理的に異方性が強いんよね。それにもかかわら
ず一様に行くわけなんよね。それがどういうメカニズ
ムかってのが最初の問題提起だったんよね。それが今
からだいたい 50年前ね。それだけだったらなんてこと
はないわけよ。ただ、その後ミトコンドリア DNAの
ゲノム解析が出てきてね。元来の農耕民族と、狩猟採
集民族がそれを見て学習して、農耕をするようになっ
た2種があると。この違いが目立ってきたわけね。この
2種類の間で結婚もしてたってことがだんだん分かっ
てきてね。だからもう今ゲノム解析することでものす
ごい分かりだしたんよね。だから古代史にサイエンス
が入ったって言い方するよね。それによってモデリン
グってのが徐々に徐々に助けになってくるわけなんよ
ね。
岩見　やっぱ最新技術とタッグを組んでっていうのが
まさにモデリングの醍醐味ですよね。
三村　そう！！全くその通り。今まで僕らも、モデルが
おかしいとか言われるわけなんよね。それがすごく僕
は今刺激的で、それをずっとやってんだけどね。だか
らまあ是非。やっぱり 1万年前のロマンがあるで？
岩見　ありますね（笑）。
三村　それ一番最初にやった時は趣味だったんよね。
趣味でずっとやってたんよ。それが 2年ほど前にね、
実際の速度よりも、農耕民族の広がり方が遅いっての
が分かってね、調べたら。
岩見　おーゲノムを見ると。
三村　そう！で、なんでや！と。僕は、おそらくファー
ミングテクノロジーってのが良くなってきて、今まで
定住できなかったところができるようになって遅く
なったんじゃないかということを、趣味やで、趣味で
言ってたんやけど、そしたらスペインのグループが違
うでって。
岩見　違うんですか（笑）。
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三村　定住することになって、そのことによって年寄
りも出てくるし、赤ちゃんも生まれるということで出
生率が高くなったと。で、年寄りの世話や、子育てし
なきゃいけないと。それで拡大速度が遅くなるんだと。
それは論文なってるんよ。ほんで僕のも論文になるか
もわからんなと思って（笑）。
岩見　なるほど（笑）。けどそれ重要ですね確かに。出
生率が上がって、家族をケアしなきゃいけなくなって。
それで移動力が下がるという。
三村　そうそう。僕はファーミングテクノロジーが大
事なんやと思ってたんやけどね。何が言いたいかって
いうと、何で僕はこの歳になってやりだしたかという
と、趣味だからやれたんよね。それが気がついたら今
では研究になってると。
岩見　いやまあ一番いいじゃないですかそれって。理
想的な形ですよね。

【三村昌泰教授プロフィール】

氏名：三村　昌泰（みむら　まさやす）
職位：広島大学大学院客員教授
連絡：mimura.masayasu@gmail.com

生年月日：1941年 10月 11日

略　歴

1970年 3月 京都大学大学院工学研究科
博士後期課程数理工学専攻
（単位修得退学）

1970年 4月 甲南大学理学部講師
1973年 9月 工学博士取得（京都大学）
1974年 4月 甲南大学理学部助教授
1979年 4月 甲南大学理学部教授
1980年 4月 広島大学理学部教授
1993年 10月 東京大学大学院数理科学研究科教授
1999年 4月 広島大学大学院理学研究科教授
2004年 4月 明治大学理工学部教授
2011年 4月 明治大学大学院

先端数理科学研究科長
2012年 4月 明治大学大学院

先端数理科学研究科特任教授

2014年 10月 明治大学研究・知財戦略機構
特任教授

2017年 4月 武蔵野大学工学部特任教授
2019年 4月～ 広島大学大学院
　　　　 統合生命科学研究科客員教授

現在に至る

業　績
(英文原著論文)

これまで現象を記述するモデルの導出及びその解析な
どの研究をしてきたが、最近の仕事は以下の通り。
1．M.H. Kabir, M. Mimura, and J.-C. Tsai, Spread-

ing waves in a farmers and hunter-gatherers model

of the Neolithic transition in Europe, Bulletin of

Matematical Biology. 80:2452-2480 (2018)

2．L. Contenzo and M. Mimura. Complex pattern for-

mation driven by the interaction of stable fronts in

a competition-diffusion system, Journal of Mathe-

matical Biology. in press

3．M. Alfaro, H. Izuhara and M. Mimura, On a non-

local system for vegetation in drylands, Journal of

Mathematical Biology. 77:1761-1793 (2018)

4．M. Bertsch, H. Izuhara, M. Mimura and T. Wakasa.

Standing and travelling waves in a parabolic-

hyperbolic system, Discrete amd Continuous Dy-

namics Systems Series-A. in press

など、その他 170編

(著書・総説)

1．三村昌泰　編著 (2006) 『パターン形成とダイナミ
クス』東京大学出版会

2．三村昌泰 編著 (2013) 『現象数理学の冒険』明治大
学出版会

など　

(賞など)

1．中華民国数学會外国人貢献賞 2008年 12月

2．日本応用数理学会・2013年度業績賞 2014年 9月

など　
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【第 3回 数理生物学四方山話】

　イッキ読みとCIJK

竹内康博 ∗
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1. はじめに

1970年に京都大学工学部数理工学科に入学した私
の数理生物学との出会いは、故足立紀彦先生の卒業研
究指導の下で行った、湖沼のプランクトン動態の研究
であった。当時琵琶湖のプランクトン異常発生の影響
で、京都の水道水の匂いは非常に気になるものであっ
た。特に京大の研究室の水道水は、出身が沼津で富士
山伏流水の水道水に慣れていた私にとって異常であっ
た。そこで無機態窒素、有機態窒素、植物プランクト
ン、動物プランクトンを変数とする数理モデルを構築
し、プランクトンの異常発生する構造を明らかにする
テーマを卒業研究課題とした。モデルは非常に複雑で
あった。植物プランクトンの光合成に関して、日々の
日照時間を考慮しプランクトンの一日周期での上下移
動を導入したものであった。また琵琶湖を意識し、北
湖と南湖に分割し、その間の流れや北湖と南湖の周辺
環境の違いまで取り入れてあった。さらに琵琶湖周辺
からの生活排水の流入も考慮した。出来上がったモデ
ルは複雑な非線形モデルであり、定性的な解析はほと
んど不可能であり、大量のパンチカードを抱え、大型
計算機センターに通って数値シミュレーションを実行
した。直感的に正しい（当たり前の）結論であるが、
生活排水の流入量がプランクトン異常発生の主要原因
であるとの結論を得た。また北湖と南湖の流れや、植
物プランクトンとそれに伴う動物プランクトンの湖水
中の上下移動も重要であることが分かった。卒業研究
当時は、無機態窒素、有機泰窒素、植物プランクトン、
動物プランクトンの 4変数の相互作用だけに絞ってモ
デルを簡略化し、プランクトン異常発生の構造を明ら
かにするという研究視点は持っていなかった。
京大工学研究科（数理工学専攻）に入ってからは、
卒業研究の経験から複雑なモデルをできる限り簡略化
し、現象を惹起すると予想される基本的な構造に着目
することにした。対象システムで重要であると考えら
れる簡単な非線形構造に着目した数理モデルとして、
数理生態学で最も基本的なモデルであるロトカ・ヴォ
ルテラモデルの構造と安定性の研究を行った。生態系
のどのような構造（種間関係やその大きさ）が系の大
域的安定性をもたらしているかを調べることが主要な

∗青山学院大学理工学部

テーマであった。一般的にロトカ・ヴォルテラモデルの
大域的安定性を保証する（種間相互作用）構造を SW

（現在ではVL（ヴォルテラ・ロトカ）安定と呼ばれる
ことが多い）と名付け、最初の論文を 1978年に出した
[1]（あとでこの構造はヴォルテラの研究で既に指摘さ
れていた（dissipativeな構造）ことを知って、ショッ
クを受けた）。その後は構造 SW を一般的に保証する
必要十分な行列の性質を調べ、具体的な生態系の構造
と系の大域的安定性との関連を調べた。また、数理計
画法の線形相補性問題との関連で、SW が大域的に安
定な非負の平衡点の存在を保証する構造であることを
明らかにした。
工学研究科に属していた私は、自らの研究が工学に
おける具体的な「ものづくり」と無関係に思え、研究
の意義について悩むことが多かった。研究を続けられ
たのは、「基本的なモデルの研究は当面の「もの」と無
関係であっても、大事である」という指導教官である
故足立紀彦先生と故野木達夫先生の励ましがあったか
らであり、恩師の教えとしてその後の私の支えとなっ
ている。私のロトカ・ヴォルテラモデルの構造と安定
性の研究は 1996年にWorld Scientificから出版された
[2]。またその後のロトカ・ヴォルテラモデル研究は昨
年今先生 (宮崎大学)との共著で共立出版から出版され
た [3]。
またイタリアのウルヴィノ大学の Edoardo Beretta

先生との共同研究（1986, 1992, 1998, 2000, 2001年イ
タリア CNRの研究補助を受けた）をきっかけに、時
間遅れの影響を組み込んだ生態系数理モデルの構造と
安定性に研究を拡張した。さらに生態系における多く
の生物種間の相互作用を表現するモデルは、感染症の
伝播や体内におけるウイルスや癌と免疫系の相互作用
を表現するモデルと相似性があることに着目し、生態
学にとどまらず、一般的な生物システムの構造と安定
性などの機能との関連、特に時間遅れがシステム動態
に及ぼす影響について研究を行っている。順調にいけ
ば、インド IITカンプールのMalay Banerjee先生との
共著として、今年度中に Springerからその成果を出版
できる予定である [4]。
振り返って、私の研究は、前記の Edoardo Beretta

先生（時間遅れを考慮した研究）とカナダ・アルバータ
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大学の故H.I.Freedman先生（安定性を拡張して、生物
種の動的な共存を保証する概念であるパーシステンス
研究）との共同研究によるものが幹になっている。以
下では、私の研究・教育スタイルの特徴である、「イッ
キ読み」と「CIJK」について紹介する。

2. イッキ読みセミナー

イッキ読みセミナーとは、原著を短期間に読み切り、
参加者の協力により、原著の翻訳本を出版する活動の
ことである。
2000年にThe Theory of Evolution and Dynamical

Systems（Hofbauer and Sigmund, Cambridge Univ.

Press, 1988）の輪読会を、HS（Hofbauer and Sig-

mund）セミナーと名付けて、静岡大学理工学研究
科で開始した。参加者は佐藤一憲先生・宮崎倫子先生
（静岡大学）、Wanbiao Ma先生（現北京科技大学）、中
丸麻由子先生（現東工大）、今隆助先生（現宮崎大学）
と学生を含め 15名であった。本書のレプリケーター力
学系とロトカ・ヴォルテラ方程式との密接な関係（赤
い糸）に注目し、HSセミナー進行と同時に、竹内・佐
藤・宮崎の三人で協力して翻訳作業を進め、現代数学
社から 2001年に出版した [5]。このHSセミナーが、原
書を短期間のセミナーで集中的に読破し、その翻訳を
出版するというイッキ読みセミナーを開始する端緒と
なった。
第 1 回のイッキ読みするセミナーは、2002 年 12

月 17-20日に浜名湖湖畔のセミナーハウスにおいて、
「The Theory of the Chemostatをイッキ読みするセ
ミナー」（世話人：斎藤保久（現島根大学）、今隆助
（現宮崎大学）、竹内康博（現青山学院大学））とし
て、19人の参加者で開催された。The Theory of the

Chemostat: Dynamics of Microbial Competition (Hal

L. Smith and Paul Waltman, Cambridge University

Press, 1995)が読破された。セミナーでは、レポーター
と聴衆は、まるで授業時の先生と学生のように一体と
なり、朝 8時 10分から昼食・夕食をはさんで夜 10時
15分＋αまで連日連夜熱い議論が続けられた。一人 1

時間半の持ち時間で担当箇所の内容をレポートした。
セミナーのスローガンは「聞き手も話し手も本を見ず
に理解しあう」であった。数学で実際の現象を完全に
再現することは不可能ではあるが、数学解析により現
象の本質を取り出せることが数学の持つ素晴らしさで
あることを分かち合った。現象を惹起する構造の本質
をモデリングすることで、計算機の発達により実現象
が再現できる今こそ、数学（モデル）を使った理論的
な解析の大切さを参加者は共有することができた。原
著は以下の 16名の訳者によって翻訳され、日本評論
社から「微生物の力学系 — ケモスタット理論を通し
て」として 2004年に出版された [6]。竹内康博・今隆
助・斎藤保久・佐藤一憲・宮崎倫子・長谷川孝博・守

田智・中丸麻由子（以上当時静岡大学工学部）、間崎圭
一郎・芦澤恵太（以上当時静岡大学大学院理工学研究
科学生）、田頭修・中岡慎治・吉田直樹（以上大阪府立
大学大学院工学研究科学生）、伊藤昌平・江上親宏（以
上横浜国立大学大学院環境情報学府）、村上公一（徳
島大学総合科学部）。
第2・3回のイッキ読みするセミナーは、Mathematics

in Population Biology (Horst R. Thieme, Princeton

University Press, 2006) を課題として、川口湖畔にて
2003年 8月 23-28日と 2004年 5月 27-30日に行われた
（世話人：斎藤保久（現島根大学））。参加者は静大教
官・学生、大阪府立大学学生、東大教官・学生、北海
道東海大学教員、九大研究員、岡山大学教官の 31名で
あった。日本評論社から「生物集団の数学」上下とし
て、2006年・2008年に出版された [7]。以上の 3回の
イッキ読みは、「基盤研究（Ａ）数理生物学における力
学系に関する総合的研究」の援助を受けた。
第4回イッキ読みするセミナーは、原著：Evolutionary

Dynamics-exploring the equations of life (Martin A.

Nowak, Harvard Univ. Press, 2006) の出版直後に、
2007年1月に静岡大学で2日間にわたって開催された。
本セミナーは静岡大学学長裁量経費の一部援助を受け
て、翻訳作業は 13名の翻訳担当者（宮崎倫子・清水貴
彦・竹内康博・佐藤一憲・岩見真吾・岩田繁英・守田
智（以上当時静岡大学）、 安川昌弘・佐々木徹・梶原
毅 (以上当時岡山大学)、今隆助（当時九州大学）、中岡
慎治（当時東京大学）、中丸麻由子（東京工業大学））
と 4名の監訳者（竹内康博・佐藤一憲（以上当時静岡
大学）・巌佐 庸（当時九州大学）・中岡慎治（当時 JST

研究員））でチームを編成し、各章のレクチャー担当
者がそのまま各章の翻訳を担当した。また当時ポスド
クとして静大で研究をしていたLiu Xianning先生（現
中国西南大学、重慶）が 5章のレクチャーを担当した。
翻訳は共立出版から「進化のダイナミクス－生命の謎
を解き明かす方程式－」として 2008年２月 20日に出
版された [8]。
第 5回イッキ読みするセミナーは、「AN INTRO-

DUCTION TO MATHEMATICAL ECOLOGYイッ
キ読み」として、浜名湖湖畔のカリアック商工会議所
福利研修センターで 2010年 8月 30日から 9月 1日の
3日間合宿形式で開催されて、原著：An Introduction

to Mathematical Biology (Linda Allen, Person Edu-

cation, 2007)をイッキ読みした。セミナー参加者は静
岡大学・岡山大学・東京大学・龍谷大学・広島大学・名
古屋大学・情報通信研究機構から合計 35名、その中心
は大学 4年生から修士・博士課程学生、ポスドク、若手
研究者であった。合宿運営（イッキ読みの分担、会場
の手配、参加者交流会（ソフトボール大会など）の計
画など）は当時静岡大学工学研究科 2年生冨田貴之君
が自主的に行った。合宿では原著の連続時間モデル：
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常微分方程式系（4―6章）を朝の 8時半から夜の 10

時までイッキ読みした。参加者が分担部分を講義（発
表者が先生、それ以外は生徒）し、生徒はいつでも質
問してもよい形式で行われ、特に学生には良い経験に
なった。合宿終了後、合宿参加者 10人（竹内康博・守
田智・佐藤一憲・宮崎倫子（以上当時静岡大学）、梶
原毅・佐々木徹 (以上岡山大学)、中岡慎治（当時理化
学研究所）、南和彦（当時名古屋大学）、大西勇（広島
大学）、下川哲也 (当時情報通信研究機構)）で翻訳を
行った。セミナーは静岡大学先端数理生命インスティ
チュートと科研費基盤（Ｃ）22540122から援助を受け
た。共立出版から「生物数学入門、差分方程式・微分
方程式の基礎からのアプローチ」として 2011年 9月
に出版された [9]。
イッキ読みに参加された全ての方と翻訳に携わった
方々に深く感謝します。短期間に集中して、参加者が
興味を共有する書籍を集中して読破し、またその成果
を翻訳として出版するという活動は、意義深いもので
あったと思う。また、共立出版株式会社の信沢孝一氏
と日本評論社の高橋健一氏には大変お世話になりま
した。

3. CJ→CJK→CIJK

CIJKとはChina, India, Japan, Koreaの 4か国の数
理生物関連の学会を横断的に結合し、2年間に 1回ず
つ国際会議を順次開催し、東アジアにおける数理生物
学の発展に貢献しようとする試みのことである。
文部科学省の国際シンポジウム開催経費を受け、

2004年14日―17日に、The International Symposium

“Dynamical Systems Theory and Its Applications to

Biology and Environmental Sciences”を静岡大学シス
テム工学科の数理生物学研究グループ（イッキ読み
関係者とオーバーラップしている）が組織委員会を構
成し、静大で開催した。この会議で中国西南大学（重
慶）のWendi Wang先生と出会ったことが、CIJKコ
ロキューム構築へとつながる端緒であった。
Wang先生と私は会議中に相談し、日本学術振興会
と中国国家自然科学基金委員会とによる二国間交流事
業に応募し、日中の数理生物学研究の交流の場を模索
しあうことを合意した。
2006年に The 1st China-Japan Colloquium of Math-

ematical Biology は中国西南大学（重慶）で開催され
た。この会議で、日中の数理生物学研究の交流を 2年
ごとに、日中交互に開催していくことが決められた。
この前後に、中国数理生物学会 CSMBにおいて、日
中の交流は重慶での会議で終了するという方針が一
度決定されたようだが、Wendi Wang先生や同大学の
Xianning Liu先生（ポスドクとして静岡大学に留学し
ていた）、Wanbiao Ma先生（北京科学技術大学）など
の努力により、2年ごとのCJコロキュームの開催が決

定された。
2008年は、梶原先生と佐々木先生の協力により、岡
山大学でThe 2nd China-Japan Colloquium of Mathe-

matical Biologyが開催された。本コロキュームは2004

年の静大における上記国際会議の黒字分と岡山大学か
らの援助、有志の研究費拠出で運営を行った。北京オ
リンピックの開催中であった。
2010年はThe 3rd China-Japan Colloquium of Math-

ematical Biologyを北京の中国科学院で開催した。こ
の会議は平成 22年度二国間交流事業 共同研究・セミ
ナー（日本学術振興会）の援助を受けることができ
た。また本CJ会議には韓国から多くの研究者がオブ
ザーバーとして参加し、本コロキュームに韓国KSMB

も参加したいとの要望が出された。CJ会議をCSMB-

JSMB-KSMBの会議に拡張して、3か国で 2年おきに
主催国としてCJK会議を開催していくことが決定され
た。また 3か国の国際交流経費をどのように獲得した
らよいか議論されたが、よい方法を見出すことができ
なかったため、主催学会は他の 2国からの招待講演者
数名のローカルな宿泊費とその会議登録費を免除する
ことを原則とすることが決定された。また 3学会はで
きるだけ多国間にまたがったミニシンポジウムをCJK

会議で構築することを目標とした。
2012年に第 1回CJK会議がThe 4th China-Japan-

Korea International Conference on Mathematical Bi-

ologyと名付けられて、韓国釜山で開催された。
第2回CJK会議は2014年に日本で開催される予定で
あったが、大阪で開催されるThe Joint Annual Meeting

of the Japanese Society for Mathematical Biology and

the Society for Mathematical Biologyと重なることを
考慮し、2015年に延期された。The 5th China-Japan-

Korea Colloquium of Mathematical Biologyは同志社
大学で開催された。この会議にはインド IITカンプー
ルのMalay Banerjee先生、 J.B. Shukla先生、 B.V.

Rathish Kumar先生らが参加・講演し、インド Indian

Academy of Mathematical Modeling and Simulation

(IAMMS) がCJK会議に加入することを希望し、認め
られた。その結果、CJKはCIJKに拡張された。
2017年に第 1回CIJK会議がThe 6th China-India-

Japan-Korea Colloquium of Mathematical Biologyと
し、インド IITカンプールで開催された。本会議は
インド・中国の国家間の関係悪化により、ビザ発給問
題が起こり、残念ながら中国からの参加者が得られな
かった。
本年 2019年は、The 7th China-India-Japan-Korea

International Conference on Mathematical Biologyが
Wanbiao Ma先生（北京科学技術大学）を実質的な責
任者とし、Lansun Chen先生 (中国科学院)、Tae-Soo

Chon先生 (韓国釜山国立大学)、 J.B. Shukla先生 (イ
ンド IITカンプール)、 竹内 (青山学院大学)を顧問委
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員会、 Jingan Cui 先生 (中国北京建築大学、CSMB会
長)を議長として、8月 23日―27日の日程で北京科学
技術大学において開催される。

http://cijk2019.aconf.org/index.html

4. おわりに

振り返って、私の研究・教育人生で幸運であったこ
とは、イッキ読みやCIJKを通じて多くの元気な学生
や研究者と出会えたことであった。恩師の足立先生や
H.I.Freedman先生は帰らぬ人となってしまったが、集
中すること・ボチボチやることが大切であるとの教え
は私の座右の銘になっている。また定年後も活発に研
究活動を続けられておられるEdoardo Beretta先生や
故室谷義昭先生（早稲田大学）の研究姿勢に身を引き
締める思いである。
研究以外では教育活動とともに、日常生活の「仕事」
も研究にとって、大事であることを最後に述べておき
たい。数理モデルの周期解の存在を証明したいと研究
していた時（イタリアのウルヴィノ大学滞在時）、睡眠
時に天井がグルグル回転する夢を見た。それでも証明
のアイデアは浮かんでこなかったが、ヒントが浮かん
だのはウルヴィノ大学宿舎でシャワーを浴びながら下
着の洗濯をしていた時であった。また、最初の息子の
おむつを洗濯しているときに（当時、パンパースは出
回り始めていたが、学生の私には高価すぎた）、線形
相補性問題とロトカ・ヴォルテラ方程式の大域的安定
平衡点の存在条件の関係を思いついた。若い皆さん、

洗濯や料理は、気分転換だけでなく、アイデアを思い
つくためのきっかけになります。もちろん、睡眠時に
天井が回るほど研究課題に熱中していることが、必要
条件です。
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【第 3回 私と方程式】

マッケンドリック方程式奇譚

稲葉　寿 ∗
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1. はじめに歴史をちょっと

編集部から「私と方程式」というお題をいただい
たので、筆者の関係する構造化個体群ダイナミクス
における基本方程式であるマッケンドリック方程式
(McKendrick equation)について、書かせていただき
たいと思う。ただし、これまで連載された今先生や三
浦先生のような優れたレビュウをするだけの準備はと
てもないので、日頃考えている感想めいたものでご容
赦願いたい。
マッケンドリック方程式は人口学や疫学、集団生物
学における個体群方程式に表れる一般的な時間 tと、
なんらかの状態における持続時間 (local time)aという
複数の時間パラメータに依存する個体密度分布 pが満
たす偏微分方程式である。こんな方程式だ：(

∂

∂t
+

∂

∂a

)
p(t,a)=F (t,p(t,·))(a) (1)

ここで F (t,·)は p(t,·)が属する関数空間の作用素であ
る。時間に関しては１階だが、右辺に個体の状態変数
に関する 2階微分や積分項を含んでいる場合もある。
個体の確率的な変動を考えて pが確率密度だとすれば、
状態変数に作用するフォッカー・プランク作用素が右
辺に表れるだろう。ローカルタイムは一つとは限らな
いから左辺の１階微分が 3つ以上のこともある。個体
の出生からの経過時間が「年齢」であるが、それ以外
にもたとえば、結婚持続時間や地域での滞在時間、感
染からの経過時間 (infection-age)など、特定のイベン
トからの経過時間として人口学的、疫学的、生物学的
に問題とされるローカルタイムは多い。
マッケンドリック方程式の創案者はAnderson Gray

McKendrick (1876–1943)である。マッケンドリックは
医師でありかつ感染症疫学への数学モデルの導入の先
覚者であった。マッケンドリックの生涯と業績について
は[4]と[9]を参照していただきたい。その感染症の数学
的研究は、マラリア研究と基本再生産数で高名なロナ
ルド・ロス卿と交流がきっかけだったようである。1901
年にロスの招きで、一緒にシエラレオネへのマラリア
研究遠征に参加し、その後マッケンドリックは 1920年

∗東京大学大学院数理科学研究科

までインドの IMS(The Indian Medical Service1))お
よびパスツール研究所に勤務した。帰国後、方程式が
明示的に現れた論文[16]は 1926年にでているが、この
論文は長い間無視されていて、とくにケルマックとの
共著で有名になった 1927年の感染症数理モデルの論
文[11]においても、マッケンドリック方程式は利用可
能なのに使われていなかったために、それが再発見さ
れたのは戦後のことである。奇妙なことに、この 27年
の論文では、常微分方程式と積分項が使われていて、
偏微分方程式による定式化がでてこない。これがこの
論文を難解にしている一つの原因である。実際、その
真の意義が明らかになったのは 1970年代である。ケ
ルマック・マッケンドリックの常微分方程式モデルは
1950年代に有名になっていたけれども、感染齢依存モ
デルを掘り起こしたのは主にオランダの研究者の業績
であろう（[22],[8],[17],[14]）。
さて、戦後はじめてマッケンドリック方程式を再
発見したのは細胞モデルの文脈において、1957年の
Scherbaum and Rasch[24]が最初ではないかと思う。
しかし有名になったのはHeinz von Foersterの 1959年
論文[30]からである。それは von Foersterが、当時流
行であったサイバネティクスや初期の生物物理学、科
学哲学における有名人だったからであろう。フォン・
フェルスターはマッケンドリックの仕事を知らなかっ
たらしい。そのためいまでもマッケンドリック方程式
は米国などではMcKendrick–von Foerster方程式とも
呼ばれている。しかし今日、そのプライオリティは明
確であるから、単にマッケンドリック方程式と呼ぶ方
がいいだろう。境界条件に細胞分裂のフィードバック
構造を取り入れ、さらに年齢とサイズに依存する細胞
モデルはBell and Anderson[5], Sinko and Streifer[25]

など、いずれも 1967年に現れているが、これらが数学
的に解析されるのは1980年代にDiekmann, Heijmans,

Webb, Gyllenbergなどの数学者が本格的に関数解析
的な研究を開始してからである[18]。
人口学においては、ロトカの安定人口モデルは 1911

年に登場してから 1970年代に至るまで積分方程式で
定式化・研究されてきたが、それがマッケンドリック

1)17世紀からインド独立まで存在した東インド会社が
設立した医療機関らしい。
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方程式という偏微分方程式の境界値問題として、力学
系的に研究されうるという認識は、1980年代になっ
て、Glenn Webb[29]や Song Jian[26] 等による半群ア
プローチがでてからである。しかも、こうした数学的
発展は社会科学的な人口学界においてはまったく知ら
れることはなかったのである。実はいまでもその事情
は同じで、たとえば基本再生産数概念は人口学由来だ
が、感染症数理モデルの文脈で大発展した。しかしそ
のことは人口学界にはなんの影響も与えていない。
マッケンドリック方程式と、そこから導かれる基
礎的関係式は、人口学においては Bennett and Hori-

uchi[6]、Preston and Coale[21]、Arthur2)[1], Arthur

and Vaupel[2]等によって 1980年代にになってようや
く注目されるようになったが、彼等は生物学や疫学、
数学におけるマッケンドリック方程式の利用は全く知
らないまま、それを再発見していたのである。しかも
その利用はデータの補正や推定に限られていた。今日
においても、大部分の人口学研究者にとっては、マッ
ケンドリック方程式は未知であり、理解されていると
はいえないが、マッケンドリック方程式を自在に使い
こなすことが、数理人口学の最も強力な方法論である
ことはまちがいない。

2. 年齢分布

はじめにもっとも単純な年齢密度関数が満たす自律
的マッケンドリック方程式の導出と解法を考えてみよ
う。生残率 ℓ(a)が与えられた場合、その集団において
単位時間に生まれる子供数（出生密度）をB(t)とすれ
ば、時刻 tで a歳の人口（密度）p(t,a)は t−a時刻に
生まれたはずであるから、外部との人口の出入りがな
ければ、

p(t,a)=B(t−a)ℓ(a) (2)

という関係が成り立つ。t時刻の年齢 a1 ≤ a≤ a2の人
口数は ∫ a2

a1

p(t,a)da

で与えられる。出生密度B(t)が微分可能であれば死力
(force of mortality)を

µ(a)=− 1

ℓ(a)

dℓ(a)

da
(3)

とすれば、以下の方程式が成り立つことがわかる：(
∂

∂t
+

∂

∂a

)
p(t,a)=−µ(a)p(t,a) (4)

これが 1926年に表れたもっとも単純なマッケンドリッ
ク方程式である。マッケンドリック方程式はレキシス

2)経済学における収穫逓増法則や経路依存性などで有
名になったサンタフェ研究所の鬼才ブライアン・アー
サーである。若いころは人口学をやっていたのだね。

平面（(t,a)−平面）上の特性線（生命線）t−a=const.

に沿って、加齢とともに人口密度が死亡率µ(a)によっ
て減少していくことを示している。
特性線の方法で (4)を解いてみよう。マッケンドリッ
ク方程式は特性線 a−t=const.に沿ってみれば常微分
方程式である。実際、初期の人口分布をp(0,a), a∈R+

として、aをとめておいて t時刻後の分布 p(t,a+ t)を
tで微分すれば、合成関数の微分規則によって、

d

dt
p(t,a+ t)=

(
∂

∂t
+

∂

∂a

)
p(t,a+ t)

=−µ(a+ t)p(t,a+ t)

(5)

となるから、これから

p(t,a+ t)= exp

(
−
∫ t

0

µ(a+σ)dσ

)
p(0,a)

=
ℓ(a+ t)

ℓ(a)
p(0,a)

(6)

を得る。ただし ℓ(a)= exp(−
∫ a

0
µ(σ)dσ)である。aの

かわりに a− tを代入すれば、

p(t,a)=
ℓ(a)

ℓ(a− t)
p(0,a− t), a− t> 0 (7)

という解を得る。同様にして、領域 t−a> 0において
は p(t+a,a)を aで微分して、

d

da
p(t+a,a)=−µ(a)p(t+a,a) (8)

を得る。したがって、

p(t+a,a)= exp

(
−
∫ a

0

µ(σ)dσ

)
p(t,0)= ℓ(a)p(t,0)

(9)

であり、tに t−aを代入して、

p(t,a)= ℓ(a)p(t−a,0), t−a> 0 (10)

という解を得るが、この解は未知の境界値 p(t,0)に依
存している。まとめれば、初期値と境界値をあたえれ
ば、マッケンドリック方程式の解は

p(t,a)=


ℓ(a)

ℓ(a−t)p(0,a− t), a− t> 0

ℓ(a)p(t−a,0), t−a> 0
(11)

となる。ここで初期値 p(0,a)や境界値 p(t,0)が与えら
れれば p(t,a)が決定されるし、もし境界値と分布 pを
つなぐ再生産条件があれば、そこへ (11)を投入すれ
ば、未知の境界値に対する方程式が得られ、それを解
けば境界値が決定される。
つぎに変数分離法を使ってみよう。p(t,a)=u(t)v(a)

と仮定して、方程式に投入して変数分離を実行すれば、
λを分離定数として、
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u′(t)

u(t)
=−v′(a)

v(a)
−µ(a)=λ (12)

を得る。したがって、uは指数関数 eλtu(0)であり、v

は v(a)= v(0)e−λaℓ(a)となる。すなわち、変数分離型
の特殊解は、一定の年齢分布 vがそのサイズを指数関
数的に拡大ないし縮小していくようなマルサス的な解
に他ならないが、これは境界値が指数関数で与えられ
ることを含意している。逆に境界値（出生率）が指数
関数であれば、初期人口が死滅したあとは、年齢分布
は不変となることは明らかだが、それは 18世紀にすで
にオイラーが気がついていたことである。

3. 持続時間分布

次に感染症疫学にでてくる、感染齢分布に関する
マッケンドリック方程式を考えてみよう3)。感染症の
理論疫学では、年齢ではなく感染からの経過時間 (感
染齢: infection-age)にもとづいた感染者密度分布が
みたすマッケンドリック方程式が非常に重要な役割を
演ずる。また症状を発症してからの経過時間を病気
齢 (disease-age)とよぶ。このとき、感染してから症状
の出ない潜伏期間にある人口 (exposed population)の
密度関数を e(t,τ)、症状を発症した人口 (symptomatic

population)を i(t,σ)としよう。γ(τ)を発症強度、δ(σ)

を回復率としよう。このときは以下のようなマッケン
ドリック方程式が成り立つ：(

∂

∂t
+

∂

∂τ

)
e(t,τ)=−γ(τ)e(t,τ)(

∂

∂t
+

∂

∂σ

)
i(t,σ)=−δ(σ)i(t,σ)

(13)

このとき二つの方程式は境界値を通じてカップリング
している：

i(t,0)=

∫ ∞

0

γ(τ)e(t,τ)dτ (14)

発症率 γ(τ)による生存率を

Γ (τ)= exp

(
−
∫ τ

0

γ(x)dx

)
とすれば、1−Γ (τ)は潜伏期間の分布を与える。回復
率 δ(σ)による生存率を

∆(σ)= exp

(
−
∫ σ

0

δ(x)dx

)
として、初期時刻は十分に過去にあると考えて初期条
件の影響を無視すれば、B(t)を新規感染者の発生数と
して、

3)さらに持続時間と年齢の二つのローカル時間を持つモ
デルは結婚モデルなどで現れるが、それについてはこ
こでは省略するので、拙著[13]を参照していただきた
い。

e(t,a)=B(t−τ)Γ (τ), i(t,σ)= i(t−σ,0)∆(σ) (15)

したがって、

i(t,σ)=∆(σ)

∫ ∞

0

γ(τ)e(t−σ,τ)dτ

=∆(σ)

∫ ∞

0

γ(τ)Γ (τ)B(t−σ−τ)dτ

=∆(σ)

∫ ∞

σ

γ(z−σ)Γ (z−σ)B(t−z)dz

(16)

となる。新規感染者の発生数 B(t)は、外生的に与え
るか、あるいは既存の感染者と感受性者の相互作用に
よって内生的に決定される。B(t)がきまれば、上記の
関係式から感染者の密度分布が決定される。
感染の開始からの経過時間を zとすれば、そのとき
発症状態にある確率Π(z)は

Π(z)=

∫ z

0

∆(σ)γ(z−σ)Γ (z−σ)dσ (17)

すなわち、発症者の総数は∫ ∞

0

i(t,σ)dσ=

∫ ∞

0

Π(z)B(t−z)dz (18)

と計算される。
ここでは潜伏期間と発症期では異なる時計によって
強度パラメータを記述したが、それが適切かどうかは
検討の余地がある。感染齢という一つの時計だけで感
染以後の体内の経過を記述するという考え方もあるだ
ろう ([13], chapter 8)。

4. マッケンドリックの例題

感染症数理モデルにおける応用として、マッケンド
リックがケルマックと共に検討した例題を挙げよう。
マッケンドリックの 1926年論文はいろいろと含蓄の
ある驚くべき論文で、確率的な SIRモデル等の考察は
時代を超越していたのであるが、ここではマッケンド
リック方程式に関する記述（Example 10）を取り上げ
て、現代的に解読してみよう。Example 10では一般の
人口学モデルではなく、感染症モデルとして (4)を考
えて、境界値と密度分布をつなぐ再生産条件を与えて、
境界値を決定している。マッケンドリックは離散時間
モデルで定式化して、離散時間ラプラス変換を使って
いるために、いまから見ると非常にわかりにくい。そ
こで、今風に書き直して再現してみよう。得られた式
は必ずしも原著の式を再現していない。
前節の記号を使えば、p(t,a)を感染時間 aの感染人
口密度として、初期データを p(0,a)=N0δ(a)とする。
δはデルタ関数である。すなわち、時刻ゼロで感染年
齢ゼロの新規感染者がN0いたと仮定する。また新規
感染者は以下の法則で再生産されるとする：

p(t,0)=

∫ ∞

0

β(a)p(t,a)da (19)
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ここでβ(a)は感染率（伝達係数）と感受性人口密度の
積で、単位時間に感染者が生産する二次感染者数をあ
たえる。このとき、(11)から、

B(t)=

∫ t

0

Ψ(a)B(t−a)da+N0Ψ(t) (20)

を得る。ここで、B(t) := p(t,0), Ψ(a)= β(a)ℓ(a)であ
り、再生方程式 (20)を得るには (19)の積分区間を (0,t)

と (t,∞)にわけて、解 (11)を適用すればよい。(t,∞)

での積分が示すのは初期感染者が時刻 tにおいて生み
出す二次感染者密度であり、(11)を使えば、∫ ∞

t

β(a)
ℓ(a)

ℓ(a− t)
p(0,a− t)da

=N0

∫ ∞

0

Ψ(a+ t)

ℓ(a)
δ(a)da=N0Ψ(t)

(21)

と計算される。(20)を

B=Ψ ∗B+N0Ψ (22)

とかこう。ここで ∗は合成積操作で、

(f ∗g)(t) :=
∫ t

0

f(s)g(t−s)ds (23)

であるとする。さらに、ラプラス変換を

B̂(λ) :=

∫ ∞

0

e−λtB(t)dt, λ∈C (24)

とするとき、(22)のラプラス変換をとれば、

B̂= Ψ̂ B̂+N0Ψ̂ (25)

となる。これを B̂について解けば、

B̂=
N0Ψ̂

1− Ψ̂
(26)

これを逆変換すれば未知の境界値Bが得られる。しか
しこの式はマッケンドリックが与えた論文中の (56)式
とは異なる。マッケンドリックは、分子の Ψ̂ を落とし
ている。それは (20)の初期データをN0δ(a)だと思っ
ているかららしいが、ちょっと首肯しがたい。一方、
上で求めた B にはそういう特異性はなく、デルタ関
数分布から生まれた子孫からカウントしていることに
なる。
しかしマッケンドリックの意図はBを決定すること
ではなく、むしろ生残率 ℓや感染率を含む純再生産関
数Ψを求めることであった。それらが通常は直接観測
できないデータだからである。そこで、マッケンドリッ
クが提起しているもう一つの関係式を示そう。N(t)を
時刻 tにおける感染者数とすれば、解 (11)を用いるこ
とで

N(t)=

∫ ∞

0

p(t,a)da=(B ∗ℓ)(t)+N0ℓ(t) (27)

を得る。ラプラス変換をとれば、

N̂ = B̂ℓ̂+N0ℓ̂ (28)

ここで (26)を用いて B̂を消去すると、

N̂ = Ψ̂ N̂+N0ℓ̂ (29)

を得る。したがって、

N̂ =
N0ℓ̂

1− Ψ̂
(30)

これを逆変換すると、

N(t)=N0ℓ(t)+

∫ t

0

Ψ(s)N(t−s)ds (31)

という総感染者数に対する再生方程式の解を得る。こ
れは上で述べたように、B̂ に関する途中の式は一部
異なるが、結果的にマッケンドリックの論文にある式
(55)と同じものである。
マッケンドリックは一般の観測ではN(t)とB(t)の
データが得られると仮定する。そこで、知りたいのは
ℓと Ψ であるが、(25)から、

Ψ̂ =
B̂

N0+B̂
=1− N0

N0+B̂
(32)

またこれと (29)を組み合わせると、

ℓ̂=
N̂

N0+B̂
(33)

を得る。N̂と B̂、あるいはN , Bがわかっているなら、
(32), (33)を逆変換することで、生残率 ℓと純再生産率
Ψ が理論上は推計できることになる。しかしラプラス
逆変換の数値計算というものが実用的なものかどうか
は筆者にはよくわからない。

5. 船上の感染症

前節で見たように、数学者とはちがって、マッケン
ドリックは方程式の漸近挙動などよりは、それを直接
観測できないパラメータの推計にどのように使えるか
を考えていた。そのよい例として、マッケンドリック
がM. J. Morisonと共著で前述の方程式論文よりも前、
1919年に出版した海事データにもとづくインフルエン
ザの潜伏期間推定の問題を紹介しよう[15]。この論文
で提起されたアイディアは西浦博によって 21世紀に
蘇った ([19],[20])。
問題はこういうことである。船のような閉鎖された
空間上の個体群の生残過程を考える。初期に未発症感
染者が含まれていて、船上での二次感染の可能性は排
除されているとする。あるいは発症後にしか感染がお
きず、発症後は直ちに隔離されて二次感染は起きない
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と仮定してもよい。すると、発症数を記録すれば、そ
こから潜伏期間の分布が推計できるのではないか、と
いうことだ。マッケンドリック・モリソンは 1918年の
スペイン風邪の流行時に、オーストラリアの港を出港
した 92隻の船の上で、出港時に潜伏期間にあったイン
フルエンザ感染者が何日目に発症したかのデータを分
析したのである[19]。
原論文はマッケンドリック方程式が定式化される以
前にでたから、それらしいことは書いてないが、実は
マッケンドリック方程式の解 (11)の応用である。いま
封鎖人口（船上の人口など）の潜伏期間にある感染者
集団の感染年齢密度を i(t,a)としよう。aが感染から
の経過時間である。初期データを i0(a)とする。 C(t)

を時刻 tにおける発症者数としよう. このとき、γ(a)

を感染齢 aでの発症率と解釈すれば、

C(t)=

∫ ∞

0

γ(a)i(t,a)da (34)

である。i(t,a)が γを死亡率のかわりに用いたマッケ
ンドリック方程式 (4)を満たすことは言うまでもない。
Γ (a)= exp(−

∫ a

0
γ(x)dx)を未発症残存率としよう。二

次感染が発生しないということは境界値がゼロである
から (11)から、

i(t,a)=


Γ (a)

Γ (a−t) i0(a− t), a− t> 0

0, t−a> 0
(35)

となり、

C(t)=

∫ ∞

0

f(t+τ)
i0(τ)

Γ (τ)
dτ (36)

ここで、f(τ) := γ(τ)Γ (τ) は感染齢 aで発症する確率
密度である。感染者はすべて最終的に発症するとすれ
ば、

∫∞
0

C(t)dt=
∫∞
0

i0(s)dsであり、発症者の時間分
布は、

c(t) :=
C(t)∫∞

0
C(t)dt

=

∫ ∞

0

f(t+τ)

Γ (τ)

i0(τ)∫∞
0

i0(s)ds
dτ (37)

となることは容易にわかる。そこでもし、初期分布が
定常状態であると仮定できれば、ある定数 B が存在
して、i0(τ)=BΓ (τ)と書ける。したがって、

c(t)=
Γ (t)∫∞

0
Γ (s)ds

(38)

すなわち、cのデータから正規化された生残率分布が
でてくる。Γ (0) = 1だから、これで Γ (τ)が推定され
る。つまりは平均待機時間（潜伏期間）が推定できる
ことになる。
ただし、出航前の港で、定常状態にある感染者から
ランダムに乗客が選ばれる、という仮定は問題かもし
れない。もう少しゆるい仮定は、定常状態の代わりに
先に見たマルサス人口における年齢分布を使うことで

あろう。流行が初期の指数関数的増大期なら、なおさ
らである。ここでは原理的な可能性しかみていないが、
具体的な統計的手法は[20]をみてほしい。またひとた
び潜伏期間分布がわかれば、指数関数的成長をしてい
るときの感染年齢別感染者分布がわかる。すると発症
者数の統計から観測されない潜伏期にある感染規模が
推定できるが、これは HIV感染の場合に利用できる
([13], chapter 7)。

6. ベクトル値関数

さて、少し飛躍するが、(11)をベクトル値をとる分
布 p(t,a,ζ)に一般化してみよう。ζ ∈Ω⊂Rnを個体の
特性を表す連続変数 (i-state variable)とする。状態変
数は空間座標でもいいし、サイズや遺伝的・生理的特
性でもいい。pは密度なので、p(t,a,·)は E :=L1

+(Ω)

に値をとるベクトル値の密度分布関数である。こうす
ると、個体の異質性による影響をダイナミクスに取り
入れることができる。
このとき、一つの出生コーホートを固定して時間経
過を追ってみると、加齢とともに状態変数の分布を時
間発展させる方程式があるはずである。いまその発展
方程式を

∂u(a,ζ)

∂a
=(A(a)u(a,·))(ζ), ζ ∈Ω (39)

と書いて、コーホート方程式とよんでおこう。マッケ
ンドリック方程式 (1)の右辺が、年齢依存の線形作用素
A(a)によって F (t,p(t,·))(a) =A(a)p(t,a)と書かれて
いる場合である。ここで、A(a)は年齢 a（ここでは生
まれてからの経過時間）に依存する（関数空間L1(Ω)

上の）作用素で、状態変数の空間Ωでの個体密度の時
間発展（生まれてから死亡するまでの生残過程）のあ
り方を決めている生成素である。たとえば、空間Ωで
の拡散を考えれば、A(a)は ζ-空間で働く拡散作用素
（二回の偏微分作用素）であろう。一般にランダムな拡
散だけでなくドリフトのような移流なども考えれば、
フォッカー・プランク作用素のようなものになるかも
しれない。何らかのジャンプを含めば、積分作用素も
含まれる。
コーホート方程式には、その解を記述する解作用素

U(a,s), a≥ sが存在する。すなわちU(a,s)ϕが、年齢
a= sで初期状態分布 ϕをもつ方程式 (39)をみたす解
を与えるような作用素である。この作用素は解の一意
性から、

U(a,b)U(b,c)=U(a,c), a≥ b≥ c, U(a,a)= I (40)

（Iは恒等作用素）をみたす発展作用素 (evolution op-

erator)になっている。もし密度依存性があれば、Uは
非線形であるが、ここでは簡単のため線形作用素とし
ておこう。そうすると、特性線の方法はこのような抽
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象的な場合も形式的には同じように適用できるから、
解の公式 (11)は以下のように書ける：

p(t,a,ζ)=

(U(a,a− t)p(0,a− t,∗))(ζ), a− t> 0

(U(a,0)p(t−a,0,∗))(ζ), t−a> 0

(41)

ここでさらに境界値へのフィードバックを与える法則

p(t,0,ζ)=

∫ ∞

0

∫
Ω

β(a,ζ,η)p(t,a,η)dηda (42)

等をあたえれば、ふたたびベクトル値の再生方程式が
得られることは容易にわかるだろう。それによって境
界値 p(t,0,ζ)（新生児の状態分布）がきまれば、すべ
ての挙動が決まる ([13], chapter 2)。

7. 発展半群

しかしここでは別の視点を指摘しておきたい。いま
境界値がゼロであるような解 (41)を考えてみよう。こ
のとき、初期データ ϕ∈X+ :=L1

+(R+,E)に対する解
をT (t)ϕとかく。すなわち、T (t)は年齢・状態空間X+

で働く作用素で、

(T (t)ϕ)(a)=

U(a,a− t)ϕ(a− t), a− t> 0

0, t−a> 0
(43)

となる4)。いま a< 0に対してはϕ(a)=0としてϕの定
義域をR全体に広げておけば、簡単に

(T (t)ϕ)(a)=U(a,a− t)ϕ(a− t), t > 0 (44)

と書ける。このとき作用素の族 T (t), t≥ 0は以下の性
質を満たすことは直接代入計算すればわかる：

T (t)T (s)=T (t+s), t > 0, s> 0 (45)

むろん T (0)= I は恒等作用素である。すなわち T (t),

t> 0は作用素の半群 (semigroup)になっている。実は
(44)は発展作用素U(a,s), a≥ sから半群を作り出す一
般的な処方で、T (t), t≥ 0は、U から作り出される発
展半群 (evolution semigroup)と呼ばれている[7]。
このように定義された発展半群は、時間 tに関しては
自律的なシステムの解半群とみなせる。実際、(44)は、

∂u(t,a)

∂t
=

(
− ∂

∂a
+A(a)

)
u(t,a), u(0,a)=ϕ(a)

(46)

という状態空間X 上の自律的発展方程式の解半群に
なっている。つまりコーホート方程式 (39)では、aは
時間変数であり、それゆえ系は非自律系だが、(46)で
は、aは状態変数として扱われていて、方程式は tに
関する自律系で新たな状態空間はL1(R,E)である。

4)変数 ζ ∈Ωは省略して書いている。

コーホートのダイナミクスが集団としての年齢分布
の時間発展をきめるように、時間に依存するパラメー
タをもつダイナミカルシステム（非自律系）を研究す
るために、新たな時間（超時間）を導入して、従来の
時間を状態変数に繰り込んだ拡張された状態空間にお
ける自律的力学系（一種のマッケンドリック方程式）
を利用しようというのが、発展半群のアィディアであ
る。これは非常に面白い話で、というのも時間依存の
（非自律的）ダイナミカルシステムに関しては、自律系
に対して発展してきたスペクトル理論や線形化安定性
などの議論が使えないからである。一方、超時間に関
する力学系は自律系だから、従来の理論が適用できて、
その結果から一定の条件のもとで、もとの非自律系の
力学系の性質がわかるわけである。ただし、この拡張
された状態空間の生物的意味はいつでも明確にあると
は限らない。拡張された状態空間をどのように与える
かには任意性があるが、適切に選べば、発展半群の成
長上限 (growth bound)が発展作用素の成長上限に一致
することが示されるから、基本再生産数のような成長
閾値の定義に使えそうである。実際、個体群動態の方
程式についてこのことを考えると、環境変動のある場
合の基本再生産数は、基礎になる非自律系の定める発
展作用素から誘導される発展半群の生成作用素に対し
て、よく知られた van den Driessche and Watmough

のレシピ[28]を適用することで計算される線形作用素
（次世代作用素）のスペクトル半径として自然に定義さ
れると予想がつく。この考えにもとづいてThieme[27]

は変動環境における基本再生産数の定義を提案してい
る。また周期系を考えると、周期解というものは、超
時間に関する自律的力学系を周期関数の空間上で考え
た場合の定常点に相当する。したがって、不動点問題
として周期解の存在を考察できるし、線形安定性原理
を適用できて、周期解の空間における摂動に対する安
定性を論ずることができるはずである。
一つの例を示そう。以下のような有限次元の非自律
的な個体群方程式を考えよう：

dp(t)

dt
=(Q(t)+M(t))p(t), t∈R (47)

ここで、p(t)は個体群密度を表すn次元のベクトルで、
Q(t)は状態間推移強度の行列、M(t)は出生率の行列
であるとする。ここに超時間 σを導入したマッケンド
リック方程式を書こう5)：

∂u(σ,t)

dσ
=−∂u(σ,t)

∂t
+(Q(t)+M(t))u(σ,t)

=Au(σ)+Bu(σ)
(48)

ここで、AとBはn次元空間に値を取るR上の関数に
作用する作用素で、

5)こういう方程式は形式的なもので、厳密な意味づけは
別に考えなければならない。
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(Aϕ)(t) : =−∂ϕ(t)

∂t
+Q(t)ϕ(t),

(Bϕ)(t) : =M(t)ϕ(t)
(49)

と定義される。次世代作用素をつくる van den Driess-

che and Watmoughのレシピで形式的な計算だけおこ
なうと以下の表現を得る：

(B(−A)−1ϕ)(t)=M(t)

∫ ∞

0

V (t,t−s)ϕ(t−s)ds (50)

ここでV (t,s), t>sはQ(t)を係数行列とする推移行列
（発展作用素）である。すると、自律系としての (48)の
ゼロ解の安定性条件は、K :=B(−A)−1のスペクトル
半径が1より小さいことだというのが、古典的な基本再
生産数理論だが、そのときA+Bで生成される発展半
群の成長上限は負で、たとえば状態空間をC0(R,Rn)

にとっておくと、Q(t)+M(t)で生成される発展作用
素の成長上限に等しいことが示される。r(K)> 1で
あればゼロ解は不安定で、もとの非自律系でもゼロ解
は不安定である。要するに、K のスペクトル半径が
非自律系の基本再生産数の役割を果たす。(47)が周期
系である場合は、ϕとして周期関数をとれば、(50)は
Bacaër[3]が提起した周期系の次世代作用素にほかな
らない。
こうした形式的計算では、u(σ,t)の正体が不明だか
ら、Kの生物学意味が不明で、そのスペクトル半径が
閾値を与えるにしても、それが次世代作用素（のよう
なもの）かどうかは納得がいかないだろう。そこで、
元の式 (47)を定数変化法の公式で変形して再生方程式
を導いてみよう。ただし初期点は無限の過去にとって
おくと、V の成長上限は負で、s→−∞でV (t,s)ϕ→0

であるから、

p(t)=

∫ t

−∞
V (t,s)M(s)p(s)ds (51)

そこで、B(t) :=M(t)p(t)を新生児の密度とすれば、

B(t)=M(t)

∫ t

−∞
V (t,s)B(s)ds

=

∫ ∞

0

M(t)V (t,t−s)B(t−s)ds

(52)

という同次再生方程式を得る。この方程式が示してい
ることは、k世代目の出生児の分布Bk(t)が与えられ
れば、その子供達の分布は

Bk+1(t)=

∫ ∞

0

M(t)V (t,t−s)Bk(t−s)ds

=(KBk)(t)

(53)

となるということである。従ってK のスペクトル半
径が 1より大きいかどうかが、世代的にみた個体群サ
イズが増大するか否かを決めていると予想できる。す

なわち、発展半群から導いた作用素が世代推進作用素
(GEO)[12]であり、そのスペクトル半径が基本再生産
数になる。この作用素を次世代作用素 (NGO)とよぶ
べきかどうかということだが、Thiemeはそうすべき
であるという。方程式の形式的変形手続きの共通性だ
けに着目すればそういえるが、作用する状態空間を考
えると筆者は別物と考えるべきだと思うが、その理由
らしきものについては[12]で書いたので、興味のある
方は参照していただきたい。

8. McKendrick, everywhere!

上記のように一般の非自律系に発展半群の方法を使
うということは、もう一つの「超時間」を導入するこ
とだから、「時間パラメタを導入して自律的マッケン
ドリック方程式に拡張して考えろ」、ということに他
ならない。もともとマッケンドリック方程式には発展
半群の方法が自然に組み込まれていたのである。
またモデルビルディングの見地からしても、年齢構
造を導入することは非常に意義がある。年齢構造を導
入するということは個体のライフコースを考慮して集
団力学を記述しようとすることに他ならない。
上で見たようにマッケンドリック方程式と再生方程
式は、境界条件を通じて自然に結びついている。再生
方程式は個体の自己再生産の自然な定式化であること
はいうまでもない。個体群の方程式は、生物個体が必
ず年齢構造をもっていることから、それが首尾一貫し
たモデルであるならば、年齢構造化方程式（マッケン
ドリック方程式）として定式化されるはずであり、そ
うであれば、再生方程式に還元されるはずである。だ
から基本再生産数は再生方程式をもとにして定義すれ
ばいいのだ。
もしそうした還元ができない場合は、なにか変なこ
とが起きてると考えた方がいい。近頃はみなくなって
きたが、常微分方程式モデルにむやみに時間遅れ項を
いれて「拡張」すると、個体のライフコースがコンシ
ステントでなく、生物モデルとして解釈しがたいもの
になっている場合がよくあった。なので、モデル構築の
立場からもつねに年齢構造をはじめから入れて「マッ
ケンドリック方程式として考えろ」といっていいかも
しれない。そこから仮定を明らかにしつつ、より扱い
やすい方程式に還元していけばいい。常微分方程式モ
デルは生残率が指数分布と仮定してるのであるし、遅
延微分方程式モデルは生残率がヘビサイド関数だと考
えているのだ。
マッケンドリック方程式は出現してから 90年以上
たったけれど、まだまだ進化しそうです、ということ
で、ほんのささやかな奇譚のおしまい。お後がよろし
いようで（完）
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【第 4 回 著者による最新論文の日本語解説】

植物概日時計の動的調節
紹介論文
“Alex A. R. Webb, Motohide Seki, Akiko Satake & Camila Caldana. Continuous dynamic
adjustment of the plant circadian oscillator, Nature Communications, 10.1 (2019): 550.”

関　元秀 ∗
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1. はじめに

多くの生物は概日時計と呼ばれるおよそ 24時間の
活動周期を持っている。これは生体内にもともとあ
る周期的な化学反応が外部環境からの情報である日
周期によって調整されて起こる。このような生物に
見られる概リズムを対象とする時間生物学という分
野は近年注目を集めており、数理生物学の関連分野
としても非常に興味深い。今回紹介するWebb et al,

Nature Communications,10.1, 550 (2019) [19]

では、シロイヌナズナを対象として、概日リズムを調
整する生体内のシステムについての議論がされている。

2. 概日時計の周期は固定されていない

多くの生物は概日時計により、明暗・温度サイクル
を予見して適切な時間帯に適切な順番で生命活動を起
こす。概日時計系はさらにシグナル経路に影響を及ぼ
し、刺激に対する生体応答の強度が日内で変動するこ
と（位相応答性）の原因となっている。環境条件が一
定であれば 24時間に近い周期で自律振動するが、こ
の振動は内外からのシグナルに感受性があり外部環境
が振動している場合には位相や周期を調節することに
よって環境に同調する。地球の自転周期は一定（24時
間）であるから、機械式時計は周期が環境に影響され
ず確実に 24時間であるものが好まれる。いっぽう生
物がもつ概日時計の多くは環境シグナルに応答してそ
の周期を変え、季節が進むことによって起こる日々の
日長変化に対処していると考えられる。総説 Webb et

al. (2019) [19]では、モデル植物シロイヌナズナの概
日時計系を中心に、そのような周期調節について議論
し、理解を深めた。

3. 概日時計周期の動的調節

外部環境に変化がない状態で測定される自律振動周
期をフリーランニング周期と呼ぶ。シロイヌナズナ概
日時計のフリーランニング周期は光、温度、糖（可溶
糖）などの代謝産物、エチレンなどの植物ホルモン、
Ca2+などのイオンからの影響を受ける。たとえば同
じ恒明環境でも高照度の光を当てたときのほうが短周
期となる [1]。糖欠乏環境下でのフリーランニング周

∗九州大学大学院芸術工学研究院

期は通常よりも長いが、このときにスクロース、グル
コースあるいはフルクトースを外から与えると通常の
フリーランニング周期に近づいてゆく [2]。
このような概日時計周期の可塑性にはさらに位相応
答性がある、つまり、同じ強度の刺激に対する概日時
計系の応答量が（時には応答の方向までもが）そのと
きの時計の位相に依存するため日内で変動する。この
意味で概日時計周期の可塑性は動的であるといえる。
周期を制御するシグナルのうち特に光や温度など
は同調現象と関連付けられる。光サイクルや温度サイ
クルの季節変化に整合させるように周期を調節する
ことで、夜明の時刻の季節変化に対応することが出来
る。概日時計の分子機構が知られていなかった時代に
Aschoffは概日時計の角速度が光照度に応じて連続的に
変化していくことで同調が起こるというパラメトリッ
ク同調を、Pittendrighは概日時計がほぼ瞬間的に位相
を変えるというノンパラメトリック同調を提唱してい
た（図 1）。概日時計の分子機構が明らかになりつつあ
る現代、この問題を再考することは概日時計の生理的
役割の全容解明に貢献すると考えられる。

図１ パラメトリック同調とノンパラメトリック同調。パ
ラメトリック同調では位相速度が増加または減少し、ノンパ
ラメトリック同調では位相が瞬時に変化（ジャンプ）する。

4. 概日時計周期の動的可塑性にはPRR7

遺伝子が関与する

シロイヌナズナの概日時計系の実体は遺伝子発現
ネットワークであると考えられている（図 2）。特に重
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要な因子は、CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED 1

（CCA1）、LATE ELONGATED HYPOCOTYL（LHY）、
PSEUDORESPONSE REGULATOR（PRR）遺伝子
群（PRR9, 7, 5, 1；PRR1はTiming of CAB Expres-

sion 1 [TOC1] の別名をもつ）である [3]。CCA1と
LHYは夜明けに、TOC1は日没近辺に発現のピークを
もつ。CCA1/LHYとPRR群は、互いに発現を抑制し
あう [4]。ひとたびPRR群の発現がREVEILLE 8タン
パクによって促進されると、夜明付近までCCA1/LHY

の発現が抑えられる。ZEITLUPE（ZTL）タンパクは
夜間にはTOC1タンパクを分解するが、昼間にはGI-

GANTEA（GI）によって安定化され、TOC1分解反応
は進まない [5,6]。イブニングコンプレックスと呼ばれ
るEARLY FLOWERING 3（ELF3）、ELF4 と LUX

ARRHYTHMO（LUX）の複合体も重要な役割を担っ
ていると考えられている [7]。光信号はフィトクロムが
受信し、PHYTOCHROME INTERACTING（PIF）
タンパク、クリプトクロムやZTLを介して概日時計系
に入力される [3,8]。これら因子の欠陥はフリーランニ
ング周期の変化や、時としてリズム消失をもたらすこ
とがある。たとえば toc1-1変異体は短周期型変異体、
ztl-1は長周期型変異体であり、elf3は恒明環境下で自
律振動を示さない [9-11]。

図２ シロイヌナズナ概日時計の転写制御ネットワーク。
Webb et al. (2019) [19]より。

PRR7 の欠陥は概日時計周期の動的調節能力に影
響を与える。prr7変異体は野生型と異なり、赤色光
の照度を高くしても周期が変わらない [12]。さらに糖
(スクロース、グルコース、フルクトース)やニコチ
ノマイドに対する応答性も減少する [2,13]。PRR7は
CCA1/LHYが発現する朝の状態からTOC1が発現す
る夜の状態への切り替えスイッチの役割を担う、短期
的に発現する遺伝子である [14]。PRR7がシグナル感

受因子として選ばれているのは、応答を限られた時間
帯に限定できて便利であるからかもしれない。
糖やニコチノマイドは明暗や温度と異なり明確に季
節ごとの日周サイクルをもつとはいえない。そのよう
な刺激に対しても上記のように概日時計は動的可塑性
を示す。この場合は周期というよりも位相が動的に調
節されていると表現するのが適当である。

5. 概日時計位相の動的可塑性と糖ホメオ

スタシス

糖刺激による概日時計位相調節が果たす生理的役割
を考察する際の恰好の対象は、移動性デンプンの管理
である。シロイヌナズナは光合成で固定した炭素の一
部を顆粒構造のデンプン (移動性デンプン)として一
時的に貯蓄する。移動性デンプンは日没後、次の夜明
頃にほぼゼロになるような一定の速度で利用可能炭素
に分解される。実験操作で日没時刻を前日までより数
時間早くするとやはり一定の、しかし前日よりも低い
速度でデンプン分解が進み、来るべき夜明の推定時刻
(植物が経験した最後の夜明から 24時間後)の近辺で
デンプン残量がほぼゼロになる [15](図 3)。なお日没時
点でのデンプン蓄積量が前日よりも少ないことにも留
意されたい。さらに興味深いことに、短日処理された
翌日の日中のデンプン蓄積速度が増加する (図 3)。長
い夜を乗り切るのに十分な量のデンプンを蓄積するた
めのこの変化は適応的であるといえる。

図３ ２日目に日没時刻を４時間早くした場合のデンプン
動態の模式図。２日目夜間のデンプン減少速度は１日目夜間
と比べて小さく、３日目日中のデンプン蓄積速度は前日まで
と比べて大きい。補助点線はデンプンが１日目日中と同じ増
加をした場合のプロット。

この現象に関してこれまでに 2通りの機序が提案さ
れ、それぞれが数理モデルによって検証されてきた。
一方の数理モデルは植物が日没時のデンプン量と、来
るべき夜明の推定時刻までの残り時間をもとに適切な
デンプン分解速度を「算出」して、夜通しその分解速
度を維持するための分子メカニズムを提案している
[16]。このモデルは夜間のデンプン分解の説明に特化
し、また概日時計は夜明時刻の推定のステップで情報
を提供すると考えられる。
他方の数理モデルは、植物がデンプン以外の、呼吸
や成長に利用可能な糖の濃度を日中も夜間も可能な限
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り一定に保つホメオスタシスを獲得するよう進化して
きたという仮説から出発する [17,18]。至近的機構とし
ては、日没から夜明に向けて上昇し夜明から日没に向
けて下降する周日リズムをもつデンプン分解活動（デ
ンプン分解に関わる酵素群の発現量と活性度の積）の
位相が、想定外に早い日没が訪れるなどで利用可能糖
の濃度に変化があったときに発せられるシグナルを受
けて調節されることで、ホメオスタシスが維持される。
このモデルは、日長を短くした翌日の日中デンプン蓄
積速度の増加も説明可能である。デンプン分解活動の
位相と概日時計位相の関連は完全に明確になってはい
ないが、糖刺激に応答して概日時計を動的に調節する
ことができない prr7-11変異体が長日条件で野生型よ
りもデンプン蓄積速度が高くなることなどから [19]、
両者の位相の間に関連があることが示唆される。
両モデルは概日時計の役割が異なるだけでなく、一
方は核から葉緑体へのシグナルのみを仮定し、他方は
葉緑体から核へのシグナルも仮定している点でも異な
る。前者のモデルではシグナル分子が日中の間あるい
は日没時に核から葉緑体内のデンプン顆粒に向け放出
される。後者ではまず核内でデンプン分解関連分子が
生成され、それらが葉緑体内で行ったデンプン分解に
よって利用可能糖の量が変化したことでシグナル物質
が生じる。これが核に入ってデンプン分解関連分子の
発現を制御するフィードバックがかかり、デンプン分
解が制御される。細胞内の各部位が緊密に相互参照し、
自らの状態を動的に変えていくというモデルである。

6. おわりに
以上のように概日時計の周期と位相を制御するシグ
ナルの存在が続々と明らかになってきている。概日時
計は細胞の他の部分から隔離されて時を刻むものでは
なく、動的に調節される。内的時間を外的時間に同期
させるために、さらに細胞の生物機能を調節するため
に、多くのシグナルに反応して動的に調節される系な
のである。
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【第 5回 トラノマキ企画】

女性から見た科学者像② -女性として科学者になるには-

山本奈央 ∗
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研究者の世界にも、女性科学者の数が増えつつあり、
そのための環境が整いつつあるようにも思います。し
かし一方で、女性には出産・育児という大きなライフ
イベントがあり、男性と比較して自由に研究に専念で
きない場合も出てきます。女性科学者がこの様な現状
を、どのように見て、どのように感じているのかを共
有する機会も少ないかと思っています。そこで、前回
から始めたリレー企画にて寄稿頂いた九州大学理学部
生物学科の生駒千乃さんに引き続き、今回、同研究室
に所属する（依頼時所属：北海道大学大学院医学院衛
生学教室）山本奈央さんに「女性から見た科学者像 -

数理生物学とエトセトラ-」の原稿を依頼致しました。
山本さんから見た女性の境遇や女性科学者を取り巻く
環境について、率直ですが優しさがにじみ出ている文
章でまとめて下さいました。まっすぐな志を持った女
性科学者ならではの悩みと葛藤についても触れられて
います。（編集部）

リレー企画の２番目が回ってきました。１番目がフ
レッシュで可愛い生駒さんだったのに、いきなり私で
良いのかなと思ってしまいますが、尖りすぎないよ
うに頑張ります。3月に北海道大学大学院医学院公衆
衛生学修士課程を修了し、8月からは Arizona State

University で博士課程を始める予定です。それまでの
ギャップ期間を九州大学理学研究院生物科学部門数理
生物学研究室で過ごさせていただくことになりまし
た、山本奈央です。三十路を目前にやっと修士課程を
終え、博士課程を始めようとしています。友人の結婚
ラッシュがすでに２回くらい訪れ、弟も先月結婚し、
結婚妊娠出産が視野に入りすぎていることは言うまで
もありません。昨年はミス日本酒北海道ファイナリス
トに選んでいただいてメイクレッスンを受けたり所作
について学んだりと、女性としての人生を謳歌してい
るつもりですし、男性に生まれたかったと思った事は、
びっくりすることに一度もありません。しかし、もし
男性に生まれていたら、もっと早く、もう少し楽に、
“科学者”になれていたかもしれないなと思うので、そ
ういった視点からこの記事を書こうと思います。よろ
しくお願いいたします。

∗九州大学理学研究院生物科学部門数理生物学研究室

思い返してみると、私が“科学者”になりたいと思っ
たのは小学校三年生の頃でした。父の仕事の関係で日
本とインドネシアを行き来することが多く、イルカ好
きだった私は、インドネシアの海にはイルカがたくさ
んいるのに日本の海にいないのは日本の海が汚いから
だと子供心に思い、海洋生物学者になって世界の環境
汚染とイルカについて研究しようと思っていました。
小学校の一人卒業旅行は京都大学の総合博物館に行
き、この大学に進学できるように勉強を頑張ろうと思
い、中学校１年生の職場訪問では日本鯨類研究所に行
き、ここに就職して研究ができるように頑張ろうと思
いました。その後高校２年生の時に、ある事がきっか
けで現在の研究課題である感染症数理モデルの道に進
み世界の公衆衛生の向上に貢献しようと決意したので
すが、その辺りは省略して、そろそろ“女性”として
のエピソードを書き始めたいと思います。
京都大学に行きたいと言い始めた当時、私は千葉県
に住んでいました。まだ中学生になるかならないかの
時期でしたが、父に「奈央は独り暮らしはだめ。ゆう
た (弟)は自立した男になった方が良いから、独り暮ら
しをした方が良いけど。奈央は家から通える学校にし
なさい。」と突然釘をさされました。その後も、高校 2

年生の時、「医学博士になりたいから医学部に志望校
を変える」と言った時も、女の子なのにわざわざそん
な茨の道を選ばなくて良い、と反対されました。私は、
父親との大げんかの末に家出をし、金銭的にも自立し
ようと全寮制で学費がかからず、しかもお給料がもら
える学校に進学しました。父とは今は仲良しですし、
上記の学校を辞めた後に進学し直した、カナダの大学
の学費を全て出してくれましたし、世界で活躍する科
学者になりたいという私を応援してくれています。単
純に一人娘が心配だったのだろうな、と今は思ってい
ます。職場には圧倒的に男性が多い日本社会で働く一
人の男性として、これまでの経験から女性を取り巻く
現状の厳しさを痛感していたからこそ心配してくれた
のかもしれません。しかし、やはり冒頭で書いたよう
に、もし私が男の子として生まれていたら、もう今ご
ろはポスドクになることができていたのかもしれない
な、と思うことはあります。
女性リーダーとしても有名な Facebook COO の
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Sheryl Sandbergさんもおっしゃっていますが、男性の
場合、“キャリアの成功”と“周囲に好かれること”に
は正の相関がある一方で、女性の場合は負の相関があ
るそうです。例えば、同程度に能力があると評価され
ている男女 2人のリーダーがいたとして、部下の人た
ちは男性のリーダーに対しては好感を持っているが、
女性のリーダーに対しては大抵の場合”bossy”だとい
う批判的な印象を持っていると言います。これは、私
たち女性の多くは幼少期から無意識的に感じているこ
とで、それが理由で自分の成果を過小評価する習慣が
染み付いてしまい、自信を持って自分の能力を主張す
ることから遠ざかってしまっているのです。これは社
会全体として変えていかなければならない慣習だと思
いますし、Sherylさんはそのために”Ban Bossy”と
いう活動を行っていらっしゃいます。しかし、それは
私の使命では無いと思っていますし、むしろどうやっ
て一人の“女性科学者”として生き残るのかを過去 5

年ほど考えてきました。男性と女性では体力の差もあ
りますし、考え方もきっと違います。それに加えて、
子供を持つことを考えると、男性よりも研究時間に費
やせる時間が減ることも明らかです。しかし、女性自
身が「女性だから」ということを意識しすぎて、それ
に縛られ諦めて上を目指すのをやめてしまうことは大
変悲しいことだと思います。一方で、当たり前ですが、
男性と女性はどうやったって違うのです。男性みたい
に、男性に負けないようにと、幼い時期は男勝りに振
舞っていたこともありますが、女性であることに変わ
りありません。女性である以上、そのことをまず前提
にしなければいけない事は、仕方のない事だと思って
います。なぜなら、妊娠や出産があったり、男性より
も体力が劣っていたりという生物学的な問題以前に、
職場においてマイノリティーである、ということその
ものが女性が科学者として生き残る上で大変だと感じ
るからです。それは私だけが考えていることではなく、
程度の差はあれど、それを男性の方々も感じているか
らこそ、このような連載をしていただけているのだと
思います。
男性が多い科学者の世界で生き残るために、私はど
うしたら良いのか。“女性”というマイノリティーで
ある、ということをしっかりと意識して、女性の私に
だから気づけること出来ることを、私の出来る方法
でやることが求められているのではないかと思ってい
ます。私にしかできないことがある、私がやらなけれ
ば、と研究や仕事に対して使命感や誇りがあるからこ
そ、結婚妊娠出産を意識することもできるのではない
でしょうか。産休の後に仕事と子育ての両立が厳しそ

うでも「また、戻ってきたい」と思えるほどの研究で
なければ、仕事か家庭かの二択問題になってしまうの
かもしれません。最後の最後まで、諦めずにひたむき
に研究をし、マイノリティーというハンデを超えて認
めてもらえるような能力をつける努力をし続けること
が、私が出来る、しなければならない第一歩なのだと
思います。
きっと、男性であろうと、女性であろうと、諦めず
に研究をしなければ、望んだ結果を得られないことは
同じでしょう。しかし、マイノリティーである私たち
女性は女性のやり方で女性だからこそできることを、
自分自身の限界を決めてしまうことなく、精一杯続け
ていかなければならないと思っています。自分への戒
めと共に、男性社会で悩んでいる、私よりも若い女の
子たちの励みに少しでもなればと思いこの文章を書き
ました。ここまで読んでいただき、本当にありがとう
ございました。

図 1 ミス日本酒北海道ファイナリスト (山本奈央)
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【報告】
　第 5回数理生物学交流発表会
2019年 3月 7日 (木)～8日 (金)　静岡大学浜松キャンパス
http://www.sys.eng.shizuoka.ac.jp/∼sato/5th program20190307

佐藤一憲 ∗
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年度末に開催している「数理生物学交流発表会」も
5回目を迎えました。今年度も、数理生物学や関連分
野を研究している多くの学生さんに発表していただき
ました。6名の方々からの感想文を掲載します。読者
の皆さんにも、集会の雰囲気を感じ取っていただけれ
ばと思っています。

発表会場の様子

■ 池田美由希（山口大学大学院　創成科学研究科基盤科
学系専攻　情報科学コース　修士課程 2年　生体情報シ
ステム研究室）

今回初めて参加し、マダコの這行運動に関する研究
発表をさせていただきました。私と同様の実際の生物
を用いて実験を行った研究もありましたが、ヒトの行
動や感染症などを数理モデルを用いて研究するという
私が今まで知らなかった研究が多くあり、非常にたく
さんの新しい知識を得ることができました。また、解
決したい問題に対するアプローチ方法も様々で、研究
を進めるための手法を学べる良い機会であると感じま
した。さらに、発表の機会をいただいたことで、自分
の研究への理解が深まるだけでなく、人に説明する能
力を育むことができました。質疑応答や発表後の休憩
時間では、研究に対する質問やアドバイスなどをいた
だくことができ、今後の研究に活かすことができると
思いました。懇親会では、他大学の学生や先生方と交
流ができ、研究の話は勿論ですが、他大学の研究室の
雰囲気やその地方のご当地グルメ、近隣の施設などの
話も聞くことができ、とても良い思い出となりました。
最後に、ご質問やアドバイスをくださった皆様、本
交流会を企画および運営してくださった皆様に感謝申

∗静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻

し上げます。数理生物交流会の今後の益々の発展を心
よりお祈り申し上げます。

■ 池田悠・大政文和・福島将英（東京理科大学理学
部第一部応用数学科 石渡恵美子研究室４年）

数理生物学交流発表会に参加させていただき、あり
がとうございました。他大学の同世代の方々の様々な
研究分野に触れることができ、とても勉強になりまし
た。大学内の発表会では見ることがないような研究が
多く、レベルの高さを感じ、発表スキルを得る面でも
良い機会になりました。
今回、我々は異なる時間遅れをもつHIV感染症モデ
ルにおける平衡点の大域安定性（池田）、時間遅れを
もつ 3種の被食・捕食モデルにおける進行波解の存在
性（大政）、甲状腺刺激ホルモンの濃度変化を考慮し
たバセドウ病の数理モデルにおける平衡点の局所安定
性（福島）について講演させていただきました。発表
時および休憩時間にも多くの質問や議論をしていただ
いて、自分の研究のポイントを見つめ直し、改善の余
地があると気づくことができました。発表を聞いてく
ださった先生や学生の方々、ありがとうございました。
講演を聞いて興味をもったこととして、奈良女子大学
の山下結子さんによる JSD（画像解析ツール）を用い
た鳥類の卵の模様に対する定量評価、青山学院大学の
宍戸綾美さんによる高校のレビューサイトを用いた自
然言語における感情分析の検証や青山学院大学の佐藤
潤一郎さんによる風疹治療の数理モデルと予防接種の
費用対効果の分析などがありました。また、類似した
テーマとして、青山学院大学の相見哲男さんによる捕
食関係だけでなく、競争・共生関係も考慮した 3種の
モデルの数理解析や、時間遅れの話題として静岡大学
の辻拓海さんによる新しい技術の採用者人数の解析や
青山学院大学大学院の澤田行弘さんによる 2つのパッ
チ間の数理モデルに対する遅れの効果の分析はとても
興味深かったです。
このような機会をいただけたことで、様々なテーマ
に対して知見を深めることができました。発表のため
に練習を積み重ねて大勢の前で話せたことは、今後の
社会生活にとって、大きな自信になると感じています。
大学生活最後の素敵な思い出になりました。主催者で
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ある静岡大学の佐藤一憲先生をはじめ、運営をしてく
ださった多くの先生方に、心より感謝申し上げます。

懇親会の様子

■ 近藤和樹（静岡大学大学院　総合科学技術研究科　工
学専攻　修士 1年）

私は去年に引き続き、今年も数理生物学交流発表会
に参加させていただきました。修士 1年の私の発表は、
この 1年間の研究内容をまとめた中間報告のような発
表となってしまいましたが、他大学の方々から質問や
アドバイスを頂くことができ、今後の研究方針を考え
直す、とても良い機会となりました。
この交流発表会は「数理生物学」という共通の分野
についての研究発表でしたが、内容や研究方法、スラ
イドの作り方等は人それぞれで、様々な方法があるの
だと、とても勉強になりました。また、同世代の人た
ちが熱心に発表している姿を見て、自分も負けないぐ
らいの研究をしてやろうと、ライバル意識を持つこと
ができました。
懇親会では、他大学の方々と研究の話だけではなく、
様々な話を近い距離で話すことができ、交流をとても
深めることができました。
この 2日間はたくさんのことを学べる、とても有意
義な時間でした、最後になりましたが、第 5回数理生
物学交流発表会を開催してくださった先生方、そして
遠くからお越しいただいた各校の皆様に心より感謝申
し上げます。

■ 佐藤 潤一郎（青山学院大学 理工学部 物理・数理学科
数理サイエンスコース 竹内研究室 4年）

私は、静岡大学浜松キャンパスで行われた数理生物
学交流発表会に初めて参加させていただきました。学
外での研究発表ということもあり非常に貴重な経験と
なりました。
私は「風疹治療の数理モデルと費用対効果分析」に
ついて 1年間卒業研究に取り組んでまいりました。研
究発表を行った学生の研究分野は、私のような感染症
の数理モデルだけでなく、生態系モデルや情報ネット
ワークなど多岐にわたっていました。学外での研究発
表は非常に緊張しましたが、今振り返ると参加させて

いただいてよかったと思います。2日間、他大学の学
生の高度な研究発表を聞いて数理生物学が幅広い分野
に応用されており、改めて面白い分野だと感じ、研究
に対する視野が広がりました。
大学卒業後は就職する為、研究発表は今回が最初で
最後になります。私たち学生が取り組んできた研究を
下の代に引き継ぐことができればと思っています。ま
た、来年は優れた研究発表と活発な意見交換ができる
よう下の代に伝えていきたいと考えています。
最後に、本交流会を企画および運営してくださった
皆様に、この場をお借りして御礼申し上げます。この
度は誠にありがとうございました。

発表の様子 (1)

■ 田中 皓之（岡山大学環境数理学科 4年）

私は今回初めて数理生物学交流発表会に参加させて
いただきました。この交流会を通して他大学の方々の
発表を聞いて想像以上の刺激をいただきました。私の
研究内容である「細胞間同士の感染を含めた数理モデ
ル」に関連している研究をされている方の発表を聞い
て別の手法やこのようなアプローチがあるのかと視野
が広がりました。別の数理生物学の研究をしている方
の発表では知識がない自分でも興味が惹かれるような
ものが多く、スライドもわかりやすくきれいにまとめ
てる方が多く大変参考になりました。自分の発表に関
しても他大学の先生に有益な質問やご指摘いただき、
自らでは気づかなかった着眼点や修正点が明確になる
貴重な時間となりました。
発表会が終わった後や懇親会などに生徒の方々とも
意見を交換したりアドバイスをもらうことができ同じ
目線の人たちとも交流することができて普段そのよう
な機会がない自分にはとても有意義なものとなりま
した。
今回の発表会を通して修士へ進学するにあたって現
在の状況から進歩するために為すべき事、そして研究
方針を見直す良い機会になりました。来年にはより成
長した姿で発表会に臨めたら良いなと思います。最後
に、このような交流発表会を企画および運営してくだ
さった先生方や施設を提供してくださった静岡大学の
皆様には深く感謝申し上げます。
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発表の様子 (2)

■ 中井貴生（名古屋大学大学院　情報学研究科　複雑系
科学専攻　修士１年）

今回が初めての参加でしたが、非常に充実した二日
間を過ごすことができました。
普段の研究室では学生の専門分野が多岐に渡ってい
るため、数理生物の研究発表を聴講する機会がこれま
で少なかった分、他大学の方々の研究発表は非常に興

味深かったです。特に、そのトピックもさることなが
ら、研究手法については私の今後の研究に参考になり
そうなものが多く、とても勉強になりました。
また私の発表でも、皆様からたくさんのコメントや
質問をいただき、とても感謝しています。私自身では
気付くことができなかった課題や考え方を知ることが
出来たので、今後の研究に活かせればと思います。さ
らに懇親会でも、学生同士でたくさん語り合い、他大
学の雰囲気や研究姿勢など、良い刺激を受けました。
中には私の発表をきっかけに「アリとアブラムシ」に
興味を持ってくださった方もいらっしゃり、とても嬉
しかったです。
私にとって今回の発表は実質のデビュー戦であり、
発表前はちょっとしたトラブルもありましたが、奈良
女子大学の皆様に助けていただき、とても感謝してい
ます。また、交流会の企画・運営をしてくださった佐
藤先生を初めとする諸先生方にこの場を借りて感謝申
し上げます。本当にありがとうございました。
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卒業論文

椿 悠人
九州大学理学部数学科

細胞の 2次元再生シミュレーション

生物において部分的に切断された部分が再生するこ
とがある。これまでは１次元の再生シミュレーション
が多かった。今回生物の再生において steepness仮説
のもと細胞分裂、水平の切断再生実験、斜めの切断再
生実験を 2次元の多細胞モデルを構築して行った。そ
の際、どの程度再生できたかを視覚的な観点から定性
的に、および誤差として定量的に見積もった。結果と
して切断場所と細胞接着分子の分配率をうまく定める
と、2次元の再生シミュレーションが成功した。さま
ざまな再生実験の結果を拡張すると、生まれつきの個
体の身長や体重よりも、それらの生物の持つ成長規則
や深い傷をおった場所が再生により影響すると考えら
れる。

間宮 安曇
静岡大学工学部数理システム工学科一ノ瀬研究室

観測エラー付き繰り返し囚人のジレンマゲームにおけ
る利得の線形関係を強いる戦略の数理解析

繰り返しゲームの理論は、相互作用するプレイヤー
間の長期的関係を分析し、プレイヤー間の協力がどの
ようにして達成されるのかを数理的に明らかにする。
繰り返しゲームの研究で最近発見されたゼロ行列式戦
略は、 相手の戦略に関わらず、 一方的に自分と相手
の利得の期待値を線形関係に強いることができる戦略
である。一方で、ALLC や ALLD に代表される無条
件戦略も 2 人のプレイヤーの利得の期待値を線形にさ
せる戦略である。本研究では、観測エラー付きの無限
回繰り返し囚人のジレンマゲームにおいて、相手の戦
略に関わらず線形の利得関係を強いる戦略を数理的に
解析した。その結果、線形の利得関係を強いる戦略は
ゼロ行列式戦略と無条件戦略しかないことを明らかに
した。さらに無条件戦略については利得の期待値の取
り得る範囲を解析的に求めた。また数値計算によって
これらの解析の正しさを確認した。我々の結果は、ゼ
ロ行列式戦略に対する理解をさらに深め、現実社会へ
の応用も進展させる。

修士論文

加藤 颯人
北海道大学大学院環境科学院

(2019年 4月から東京大学大学院農学生命科学研究科)

ベイツ型擬態の共存に関する群集動態モデルの数理的
解析

捕食者が餌として利用できる種（擬態種）と、毒や
防御物質のために捕食者が餌として利用できない種
（モデル種）の間で、色彩や模様の類似が起こることが
ある．この現象は、ベイツ型擬態としてさまざまな分
類群で知られている。先行研究によって、ベイツ型擬
態の群集動態モデルが提案されているが、共存平衡解
の存在条件および安定性条件など、解のふるまいにつ
いて未解明な点も存在した。そこで本研究では、ベイ
ツ型擬態の群集動態モデルの詳細な解析を行い、各平
衡状態の存在条件および安定性条件を明らかにした。
その結果、モデル種の内的自然増加率が大きく、擬態
種の内的自然増加率が小さいとき、安定な共存平衡解
が現れることが明らかになった。また、モデル種のみ
の平衡状態はパラメータ条件によらず不安定であるこ
とが分かった。さらにこの結果は、群集動態モデルに
おいてモデル種と擬態種の被食量を与える関数を、よ
り一般の関数に変えても維持されることも分かった。
以上の結果は、モデル種のみが分布する生息地は、た
とえ実現しても、擬態種に侵入されてしまい、長期的
には維持されないという理論予測を示している。実際
に、野外での典型的な地理的分布においては、モデル
種より擬態種の方が、その分布域が広いことが知られ
ており、長期的にはモデル種のみの生息地が実現しな
いという本研究の理論予測と整合的であった。

北川 耕咲
九州大学大学院システム生命科学府数理生物学研究室

Mathematical analysis of a PDE multiscale model of

hepatitis C virus infection can be transformed to an

ODE model

ウイルスの感染現象を数理モデルを用いて考察する
際、細胞間の感染ダイナミクスだけでなく細胞内での
ウイルス複製を考慮する必要がある。感染細胞のウイ
ルス産生は感染が起こってから死亡するまで変化しな
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いと考えるのは現実的ではないし、特に、C型肝炎の
治療で使用される DAA(Direct-Acting-Antivirals)薬
剤のように感染細胞内のウイルス複製を標的とする薬
剤治療を考えるときには、細胞“間”のウイルス感染
と細胞“内”のウイルス複製を同時に記述するモデル
が要求される。感染細胞内のウイルス複製は感染が起
こってからの経過時間に依存するため、ダイナミクス
全体を支配する時間変数とはまた別の時間変数を個々
の感染細胞について考えなければならない。このよう
に感染細胞のポピュレーションに感染後経過時間 (感
染年齢)を考慮することで年齢構造化個体群モデルと
してのマルチスケールモデルが構築される。マルチス
ケールモデルはより現象に則した詳細なモデルである
が、偏微分方程式で書かれるため多くの場合解析や計
算に困難が生じやすい。しかしながら、偏微分方程式
モデルの中には同値なふるまいを見せる常微分方程式
モデルを導出できるものが存在する。このようなモデ
ルについては一度常微分方程式の形に変換することで
種々の議論を容易にすることができる。本研究では、
はじめにC型肝炎ウイルスの感染動態をマルチスケー
ルに記述する偏微分モデルを同値な常微分方程式に変
換する。続けて、導出した常微分方程式の各平衡点に
対して条件付きでリアプノフ関数を構築することでモ
デルの大域漸近安定性を示す。

久留主 達也
九州大学大学院システム生命科学府数理生物学研究室

混合効果モデルを用いたAPOBEC3による抗HIV-1

効果の定量的解析

近年 HIV-1 感染を阻害する宿主タンパク質の 1つで
あるAPOBEC3 が注目されている。このAPOBEC3

は HIV-1複製の際にウイルス内に取り込まれ、逆転
写阻害やウイルスゲノムの変異を引き起こすことに
よって新たな複製を抑制する。先行研究では培養細胞
における APOBEC3の HIV-1感染阻害効果について
の定量的解析は進められてきたが、生体内における
APOBEC3の阻害効果についての報告はない。また実
際に臨床で使用する際には効果の個体差を考慮し、ど
の程度ばらつきが出るかをあらかじめ知り投与計画を
立てる必要がある。そこで本研究では個体差を考慮し
たうえで、とくにAPOBEC3FとAPOBEC3Gが生体
内で発揮する効果の定量化を目的とした。個体間のば
らつきを考慮する手段である混合効果モデルのアイディ
アを用いて、HIV-1感染ヒト化マウスから得られた実
験データを解析し、ウイルス産生速度の分布を推定し
た。それをもとに 2種類のAPOBEC3がもつ抗HIV-1

効果をBliss independenceの考え方に基づいて定量化
した結果、APOBEC3Fと比較しAPOBEC3Gでは抗
HIV-1 効果の平均値が高くばらつきが小さかった。し

たがってAPOBEC3Gはより効果的にウイルス産生を
抑えられていると考えられる。また APOBEC3Fと
APOBEC3Gの抗HIV-1効果の分布を用いて、両者を
併用した際の効果も推定した。その結果個体差の範囲
内で、ウイルス産生を完全に抑えるだけの効果を持つ
ことがあることも分かり、生体内での効果を定量化で
きたという点で臨床への応用が期待される。

島谷 晴基
北海道大学大学院理学院数学専攻

反応拡散系における多重モード定常解の線形化固有値
問題について

本研究は、有限区間上ノイマン境界条件もしくは
周期境界条件を満たす一般の 1次元反応拡散系の N

モード定常解に対する線形化固有値問題の固有値と固
有関数の具体的な解表示を行った研究である。ここで
Nモード定常解とは、実数全体を領域とする一般の 1

次元反応拡散系における安定な単独パルス解 (もしく
は安定な単独フロント解)と呼ばれる定常解を、与え
られた有限区間上に平行にN個配置して構成された、
境界条件を満たす 1次元反応拡散系の定常解のことで
ある。この問題の固有値と固有関数の解表示は、反応
拡散系の定常解の性質を調べる上で非常に重要なもの
であり、1次元Allen-Cahn方程式を筆頭に昔から精力
的に研究されてきた。本研究では、いくつかの仮定の
下で、パルス (もしくはフロント)の相互作用と呼ば
れる理論を用いた全く新しい方法を導入することによ
り、境界条件下での一般の 1次元反応拡散系のNモー
ド定常解における線形化固有値問題の 0付近に存在す
るN個の固有値とその固有関数の具体的な解表示を行
えた。

永田 拳吾
九州大学大学院システム生命科学府数理生物学研究室

外来種の侵入を促進する病原体

日本国内には多くの侵略的外来種が定着している。
外来種が在来種に与える影響についての研究は数多く
あるが、先行研究では資源競争や闘争について考えて
いるものが多い。そこで本研究では在来種と外来種共
に感染する病原体に着目した。国内に生息する外来種
から国内に自然分布しない寄生虫や細菌・ウイルスな
どが発見されることがある。これらの病原体は外来種
のみならず在来種にも感染し影響を与える場合があ
り、病原体が外来種にとっての「生物学的な武器」と
して機能しうるものであると言える。これは、国内に
侵入する外来種 が、同時に病原体を持ち込むことに
より在来種との競争を有利に進める可能性があること
を示しており、disease-mediated invasion(DMI)とし
て知られている。本研究では、外来種シロアゴガエル
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Polypedates leucomystaxと在来種オキナワアオガエ
ル Rhacophorus viridis の競争について、シロアゴガ
エルから発見された線虫 Raillietnema rhacophori が
与える影響を考慮し数理モデル化した。解析の結果、
在来種集団に外来種が侵入すると、(1)在来種に影響を
与えない、(2)在来種集団に線虫のみが定着、(3)外来
種が定着し在来種と外来種が共存、 (4)外来種が定着
し在来種が絶滅、という 4 つの最終結果に至る事が分
かった。そこで、各平衡状態の安定性を調べることで、
病原体としての線虫の影響を評価した。その結果、外
来種の侵入にとって最適な中間的なレベルの線虫の毒
性が存在し、これは外来種の競争力や線虫への耐性な
どと相関があることがわかった。また、外来種の侵入
可能となる線虫の毒性Virulenceには下限と上限が存
在する場合があり、この範囲外では外来種は侵入でき
ず、外来種の持ち込む線虫の毒性は高ければ高いほど、
外来種の侵入を促進する訳ではないことが分かった。

堀田 淳之介
九州大学大学院システム生命科学府数理生物学研究室

Evolutionary bistability of life history decision in

male masu salmon

多くのサケ科魚類では、河川で孵化後、川に残る残
留型と海に下る降海型に分かれる。この選択は稚魚期
になされ、体サイズが大きいほど残留するとされてい
る。本研究では河川内での残留型成魚の個体群密度が
大きいほど稚魚の成長が抑制されると仮定し、密度依
存的成長抑制が生態、進化的に及ぼす影響を調べた。
その結果、稚魚の成長抑制が大きい場合、戦術の安定
性が崩壊し、振動することが分かった。また、戦術を
分けるサイズ閾値が進化的に双安定になる場合があ
り、初期値依存的に異なる動態を示すことが明らかと
なった。
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　1．2019年日本数理生物学会年次総会

のお知らせ
2019年度の年次総会が日本数理生物学会年会（2019

年 9月 14日～ 9月 16日・東京工業大学大岡山キャン
パス）に合わせて開催されます。詳しい日時と会場は
未定ですので、追って Biomath メーリングリストや
Web ページなどでお知らせします。
■議題（予定）

(1) 2019 年度，2020 年度の役員について
(2) 2018 年度決算、 2019年度予算および 2019

年予算の執行状況
(3) 2024年以降の SMBとの合同大会について
(4) その他

■報告事項（予定）
(1)その他

　2. 会費納入のお願い

日本数理生物学会の年会費は 1月～ 12月の 1年分で
正会員 3000 円/年
学生会員 2000 円/年

です。会員は数理生物学会年会の登録費割引の特典を
受けることもできます。また、会員は年会で発表する
ことができ、学会役員選挙において投票することもで
きます。今年度または過去の会費未納の方は、下記口
座への納入をお願いいたします。
【ゆうちょ銀行の振替口座】
口座番号 :00820-5-187984

口座名称 (漢字):日本数理生物学会
口座名称 (カナ):ニホンスウリセイブツガッカイ
【ゆうちょ銀行以外から振込】
店名 (店番):〇八九 (ゼロハチキュウ) 店（089）
預金種目:当座口座番号:0187984

　3．Biomath メーリングリスト登録のお願い

日本数理生物学会では、会員と会員でない数理生物
学に関心をお持ちの方々との交流や情報交換を目的と
する、Biomath メーリングリストを運営しています。
Biomath メーリングリストには、学会や会員からの重
要な情報 (大会情報、国内外の公募情報、研究会や定例

セミナーの情報、学会賞の情報など) が投稿されます
ので、日本数理生物学会に新規に入会されるときには、
合わせて Biomath メーリングリストへの登録をお願
いしています。また、現在会員の方で Biomath メーリ
ングリストに未登録の方にもぜひ登録いただきますよ
うにお願いいたします。つきましては、未登録の方に
は、お手数ですが、以下のいずれかの方法で Biomath

メーリングリストへご登録ください。
(1) Biomath メーリングリストに自分で登録する：
登録は本文も件名も空白の電子メールを

biomath-ml-subscribe@brno.ics.nara-wu.ac.jp

にお送りいただくと、確認メールが返送されま
す。それに返信していただくと入会することに
なります。

(2) Biomath メーリングリストに登録するが、登録
作業は事務局にしてもらいたい：
登録を希望する電子メールアドレスを事務局ま
でお知らせください。

登録された皆様の電子メールアドレスは厳重に管
理します。登録者以外からは投稿できないシステムに
なっておりますので迷惑メールの心配もありません。
配送頻度も週に 1 通程度となっております。その他、
Biomath メーリングリストに関しましては
http://jsmb.jp/biomath/biomath.html

に記載しております。合わせてご覧ください。

　4．事務的事項のお問い合わせについて

入会、退会の申し込み、会員情報 (所属、住所、
ニューレター送付先など) の変更は、業務委託先の
土倉事務所 (bwa36248@nifty.com) にご連絡くださ
い。会費の納入状況の確認などの事務的問い合わせに
つきましても、土倉事務所までお問合わせください。
それ以外の事項につきましては、幹事長の岩田繁英
（secretary@jsmb.jp）へお問い合わせください。

　5．事務局連絡先

幹事長 岩田繁英 (Shigehide Iwata)

会計 中丸麻由子 (Mayuko Nakamaru)

幹事 大泉 嶺 (Ryo Ooizumi)

幹事 立木佑弥 (Yuya Tachiki)
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〒 108-8477 東京都港区港南 4-5-7

東京海洋大学学術研究院 岩田繁英
E-mail: secretary@jsmb.jp

また、業務の一部委託先は次の通りです。
土倉事務所内 日本数理生物学会

〒 603-8148 京都市北区小山西花池町 1-8

Tel: 075-451-4844 E-mail: bwa36248@nifty.com

　編集後記

ラーメン。僕が一番好きな食べ物で、おそらく一生
のうちに最も多く食べるであろう食べ物である。最低
でも週2-3回は食べると思うし、多ければ日に2回食べ
ることも珍しくない。だから、いつでもどこでもラー
メン屋を探してしまう。初めて訪れた土地で一番初め
にすることは、「ラーメンDB」と呼ばれる携帯アプリ
を開くことから僕の出張は始まる。マップ上にプロッ
トされているラーメン屋の情報を調べることは最早習
慣になりつつあり、新しいラーメン屋を開拓すること
に心を踊らせる。もちろん、「いつものラーメン屋」も
国内外に点在する。札幌の桑名、東京の和利道、京都
の珍遊、大阪の河童ラーメン本舗、神戸のもっこす、
徳島のラーメン東大、福岡の元祖ラーメン長浜家、パ
リのなりたけ、シドニーのずんど、等々と数え上げれ
ばきりがない。一方で、二度と訪れることがないよう
な田舎町で細々とやっているような何者にも属さない
ようなラーメンを食べることも嫌いではない。良く外
国人に日本のラーメンを説明するときには、日本には
ほとんど全ての都道府県に特有のラーメンが存在する、
と話す。極めて多様なラーメン文化を独自に築き上げ、
世界に誇る食文化に成熟したラーメンは立派な日本食
である。長期の海外出張から帰国すると必ずラーメン
屋に立ち寄って自分にとっての日本を補充し、渇きを
満たす。何故こんなにラーメンが好きなのかを自問し
てみると、父親の影響かもしれない。夜中に母親に内
緒でラーメン屋に連れて行ってもらい食べたラーメン
は、子供ながらに背徳感にまみれ、美味しかった。ま
た、父親が作っているインスタントラーメンもたまら
なく美味しそうに見えた。僕に限らず、研究の世界に
はラーメン好きの先生が多いと思う。そして、ラーメ
ン好きな人と出会ったら、なんとなくいい人のように

思えてしまうのは不思議である。研究の世界に長く身
を置くと様々な都道府県の先生方と交流する機会が増
え、そして、初めのラーメンを食べる機会も増えてく
る。伝統を頑なに守り続けるラーメンがあり、固定概
念を覆すような斬新な発想が随所に見られるラーメン
もある。また、これからメインストリームになってい
くであろうと思える、次世代のラーメンに出会うこと
もある。アイデアとセンスでスターダムにのし上がっ
たラーメン屋も数多く見てきた。よくよく考えると
ラーメンの世界も研究の世界も似たような所がないと
は言えない。今までになかった新しいアイデアを素直
に受け入れ、若いきらりと光るセンスをうまく感じ取
り、そして、自分たちの研究がより良い方向に向かう
ように努力をする。常日頃すぐそばにある”ラーメン”

という日本独自の食文化の快進撃に重ね合わせて、こ
れからも日本初の成果を世界に誇れるように研究を続
けていきたいと思う。

皆様、私達編集部がお送りしている数理生物学会
ニュースレターはいかがですか？楽しんで頂けていま
すか？「光陰矢の如し」とはよく言ったものです。私達
編集部に課せられたニュースレターも次号で最後とな
ります。最終号まで皆様に楽しんでいただけるよう、
全力でお送りして参りますので、どうぞよろしくお願
いいたします。
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