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学複雑系︑気象や地震など自然

ワーク︑複雑系電子回路等の工

スマートグリッド︑通信ネット

に表現する必要がある︒そこで︑ トワーク︑疾病等の生命複雑系︑

るためには︑まず現象を数学的

性・重要性の高いテーマである︒
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世紀に抽象化が著しく進んだ数

究が不可欠になるのである︒
筆者らの研究は︑数学を駆使
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新型インフルエンザや
がんの数理
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近い困難な状況であった︒

ならないという︑パニックにも
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実際の現象を理論的に解明す
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し、問題を解決する有効な手段なのだと分かりました。
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の基本原理に基づいて構築され

短期予測や制御も原理的には不
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講演中は数式の解説もあり、中身を完全に理解することは難し
かったのですが、「複雑系」の概念が身近なところにも応用さ
れていることに驚きを感じました。特に、前立腺がんの療法に
関しては、患者のデータさえあれば治療のスケジュールを組み
立てられるので、医療サイドの注目度も高いということです。

ある︒特に︑筆者らが開発して

りと解くことができる︒
ジュールをその患者さんにとっ

ることが多かった︒しかしなが
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うとしている︒
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複雑系への
挑戦

ローチも︑重要な研究テーマで

とわかるように︑未解決問題と

実世界
数理世界

過去 年以上にわたって︑従

ーと有効な治療薬さえ
広く一般化できるはず

十分には解明されておらず︑従
来のような数理モデリングはそ

である︒
すなわち︑筆者らの

①重要性・緊急性の高

者らが 年以上かけて開発して

のままでは適用できない︒
い本質的に難しい問題

から観測された時系列データか

きた手法が︑対象とする複雑系
モデリングと数理解析

ら︑直接その数理モデルを構成

や現象の抽出︑ 数理
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によるその解明︑ そ

②

③

実際の諸現象
数理解析

研究ストラテジーは︑

〔理解・解決・予測・制御・最適化〕

くさらに多様な応用展

④
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