複雑系科学専攻

複雑系における
多様な挙動の解明と
そのモデル化をめざして
複雑系とは、
構成要素間の大規模な相互作用や非線形性によって、
全体として、
自己組織化、
大自由度カオス、
記憶学習、
連想などの
様々な挙動や機能を示すシステムです。
先端的な数理科学のトピックとして複雑系のふるまいの原理と構想の解明、
その膨大な情報の解析と有用な情報の抽出、
およびそれに適したシステム設計をめざして、
数学解析や数値解析による複雑な数理モデルの解構造の解明、
複雑力学系でのカオス、
パターン形成等の非線形現象、
複雑系のモデル化や解法アルゴリズムの開発、
システムの制御等に関する教育・研究を行います。
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た数理モデルでは十分に理解や活用ができなかった複雑な現象を、計算機の
種々の利用とカオスやフラクタルといった新たな概念に基づく解析によって
取り組もうとする学問です。特に本専攻では、強い非線型性や大自由度・大
規模、あるいは誤差に敏感なシステムに焦点を当て、数学・数値計算・非線
複雑系科学専攻

複 雑 系 科 学 専 攻へのいざ ない

「複雑系科学」は、先端的な数理科学の話題の中でこれまでの単純化され

形物理学・計算力学等を踏まえた理学と工学の視点を融合した取り組みを目
指しています。すなわち、「理（ことわり）」の探求を旨とする理学の視点
と「物作り」を目的とする工学の視点のそれぞれの価値観を尊重しながら、
研究面においても教育面においても、これら単独の欠点を相補う努力を行な
い、理工学の真の融合を研究面でも教育面でも目指しています。
専攻の教員も理学系出身者と工学系出身者からなっており、専攻組織は応
用解析学講座、非線形物理学講座、応用数理学講座の3つの講座を擁し、それ
ぞれが「応用解析学」、「非線形物理学」、「工学」を教育・研究上のキー
ワードとして活動を行なっています。具体的には、流体や弾性体、神経系な
どの大規模あるいは非線型性の強い現象を主な対象に、微分方程式、数値解
析、確率論、フラクタル解析、非線形力学、流体力学、統計力学、計算力
学、計算力学、計算力学、制御理論などの分野に分かれ、研究と教育が基礎
と応用の両面から行なわれています。

FUNAKOSHI Mitsuaki

船越 満明

大学院 情報学研究科複雑系科学専攻 教授
1976年に京都大学大学院 工学研究科数理工学専攻修士課程を修
了。1976年から1995年まで九州大学応用力学研究所に勤務。工学
博士。1998年4月より、情報学研究科複雑系科学専攻に移る。この
間、2004年3月から2006年4月まで情報学研究科長。研究分野は流
体系の非線形挙動、非線形動力学 、力学システムの複雑挙動。
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■講座・分野一覧
講座名

分野名

研究指導分野

担当教授

応用解析学

応用解析学

逆問題・非適切問題、非線型問題、
フラクタル上の解析、
数値解析、偏微分方程式、調和解析、科学・技術数値計算

磯 祐介
木上 淳

非線形物理学

非線形物理学

流体力学、
非線形振動系、
理論神経科学、
非平衡・非線形物理学、
ネットワーク結合力学系

船越 満明
青柳 富誌生

応用数理学

計算力学

計算力学、
数値シミュレーション

西村 直志

応用数理科学

計算物理学、
量子シミュレータ

■授業科目

（Aは奇数年度開講、Bは偶数年度開講）

博士後期課程科目

修士課程科目
応用解析学通論A

非線型解析特論A

複雑系数理特論A

制御理論特論A

複雑系科学特別セミナー

応用解析学通論B

非線型解析特論B

複雑系数理特論B

制御理論特論B

応用解析学特別セミナーA、B

複雑系力学通論A

応用解析学セミナーⅠ 複雑系力学セミナーⅠ 応用数理学セミナーⅠ

複雑系力学特別セミナーA、B

複雑系力学通論B

応用解析学セミナーⅡ 複雑系力学セミナーⅡ 応用数理学セミナーⅡ

応用数理学特別セミナーA、B

応用数理学通論A

応用解析学特論Ⅰ

複雑系力学特論Ⅰ

応用数理学特論Ⅰ

応用数理学通論B

応用解析学特論Ⅱ

複雑系力学特論Ⅱ

応用数理学特論Ⅱ

微分方程式特論A

非線形力学特論A

計算力学特論A

複雑系科学特殊研究Ⅰ

微分方程式特論B

非線形力学特論B

計算力学特論B

複雑系科学特殊研究Ⅱ

■教員名簿
教

授

磯 祐介 木上 淳 船越 満明
青柳 富誌生 西村 直志

准教授
吉川 仁

講
藤原 宏志

師

久保 雅義
宮崎 修次

助
陳 逸昆
白石 大典

教

筒 広樹 原田 健自
新納 和樹

専攻全体での取り組み
複雑系科学専攻は本研究科の目指す「幅広い意味での情報学」

得ました。先端的な数理科学の諸問題を理学と工学の両方の視

ます。特に「複雑系科学」で象徴されるような非線型性の強い現象

点から教育研究を行う組織は、他では類を見ないものです。なお、

や大自由度の動的システム等の数理科学の諸問題の教育と研究

平成29度から
「先端数理科学専攻」に専攻名称を変更する準備を

を、理学と工学の両面から行ってきました。
この間、平成15年度〜

現在進めています。

19年度には工学研究科の機械理工学専攻・マイクロエンジニアリ
ング専攻・航空宇宙工学専攻等と協働して21世紀COEプログラム
「動的機能機械システム数理モデルと設計論̶複雑系の科学によ
る機械工学の新たな展開̶」を展開し、専攻教育の充実を図りま
した。その後も先端的な数理科学分野において、真理を探求する
理学的な視点と物作りを目指す工学的な視点の両方を兼ね備え
た理工学の真の融合を目指した教育を心がけてます。特に博士後
期課程では、工学研究科・理学研究科の関係教員とも連携したセ
ミナー科目を開講し、教育の充実を図っています。
また本専攻の目
指す先端的な数理科学の教育研究を広める活動として、平成24年
6月にはシンポジウム「複雑系科学の最前線̶理論から社会に役
立つ応用まで̶」を開催し、平成25年2月には研究科主催の第14
回情報学シンポジウムの世話専攻として、コンピュータシミュレー
ションに焦点を当てた「数値シミュレーションと情報学」を企画し
ました。
また平成25年12月には公開講座「複雑系科学の基盤̶数
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理科学の多様性：理論から応用まで̶」を開催し、多くの参加者を

の視点から、先端的な数理科学の教育研究の推進を目的としてい
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応用解析学講座
「応用数学」は既存の純粋数学の単なる応用によって物理や工学の問題を解くものでは決してな
く、むしろ現象を記述する数理モデルの研究を通して新しい数学を創造することがその目的です。
このような応用数学の中でも解析学の側面に重点をおいた「応用解析学」の研究と教育をその目
的とし、
これまでの解析学に対する理解を深めると共に新しい解析学の創造をめざしています。具体
的には物理や工学、生命等の諸現象を記述する数理モデルに対して、数学解析・数値解析・確率論
等の手法を利用した解析を行い、解析手法とモデルの数学構造の双方の理解をめざし、
さらにフラ
クタル上の解析をも含めて新しい解析手法の確立を図ります。本講座では「非線型解析」
「逆問題解
析」
をキーワードに、教員が相互に関係を持ちながら研究と教育を行っています。

非線型解析・逆問題解析分野
複雑系科学専攻

21世紀の解析学の展開をめざして
教員の具体的な研究内容は以下の通りです。

■微分方程式の数値解析、逆問題・非適切問題の解析
工学・物理学・医学などに現れる現象を記述する数理モデルとしての偏微分方程式に
対する順問題と逆問題について、数値解析と数学解析と両面から研究をしています。
特に最近は、生体医用工学に現れる逆問題に興味をもっています。

［磯 祐介］

■フラクタル上の解析、
フラクタル幾何学
自然界の新しい数理モデルとしてのフラクタル上で、
どのように熱や波が伝わるか
という問題の数学的な基礎理論に興味を持って研究しています。また最近は、進化
を記述する数理生物学の数理モデルにも興味をもっています。

［木上 淳］

■多倍長数値計算環境の開発、拡散ひかりトモグラフィの基礎理論
数学と計算機科学の双方を背景とした高速高精度数値計算環境の開発と、生体内での
光伝播モデルの大規模数値シミュレーションの研究を行なっています。 ［藤原 宏志］

■微分方程式の逆問題、脳の数理モデル
微分方程式で記述される逆問題の数学解析と、脳科学に現れる数理モデルの解析
の研究をしています。

［久保 雅義］

■Boltzmann方程式、分子気体運動学
希薄気体の数理モデルの解析を、非線型偏微分方程式の数学解析の立場から研究
しています。

［陳 逸昆］
生体内の光伝播のシミュレーション結果(上)と

■ブラウン運動、
ランダムウォークの軌跡の研究
ブラウン運動あるいはその離散版にあたるランダムウォークは確率論において最も

計算にもちいたハードウエア(下)。

基本的な過程です。その軌跡の構造を調べる問題は昔から多くの研究者を魅了して
きました。
しかしながら現在でもなお理解の進んでいない部分は多く残されており、
そのような不透明な部分の解明を目指して研究を行っています。

［白石 大典］
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非線形物理学講座
大きな自由度をもち、要素間の相互作用もある非線形系の力学的挙動は、複雑
であり多様性に富む一方で、規則的な構造の形成など、多くの系に共通した普遍
的な性質を持っており、大変興味深い研究対象です。本講座では、理論的解析や
計算機を用いたシミュレーションにより、このような力学系のさまざまな複雑挙動
の解明や制御をめざすとともに、その中に含まれる共通原理を明らかにします。

流体力学・計算物理学グループ
流体等の非線形力学系の示す複雑挙動の解明
流体系、結合力学系などの非線形力学系の示すさまざまな複雑挙動の解
明やその制御をめざします。特に、非線形力学系の理論、縮約理論、特異
摂動法などに基づく理論的解析や、差分法、スペクトル法などのシミュレーショ
ン技法を用いて、流体系や結合力学系でのカオス、同期、パターン形成、非
線形波の生成と相互作用、渦の相互作用、熱対流、流体混合などの非線形
挙動の解明やその制御・利用をめざします。

［船越 満明］

中心位置のずれた内外２円筒を交互に
ゆっくりと回転させる場合、２円筒間の
流体の運動がカオス的になるような回
転を行うと、効率の良い流体の混合が
起こり、
これはカオス混合と呼ばれる。

理論神経科学・非平衡系数理グループ
非線形・非平衡系の物理学からネットワークや生命・脳神経系の理論まで
比較的単純な素子が集団となり、単体からは予想もできない複
雑な振る舞いや高度な機能を発現する協力現象は、流体や化学
反応などの物理系だけでなく、脳神経系や社会現象まで普遍的に
見られます。例えば、神経系ではニューロンという素子が多数集ま
り相互作用することで学習、記憶、意志決定といった高度な情報
処理能力を獲得しています。
より抽象的な視点でこれらの系を見
れば、固有のダイナミクスを示す要素（タンパク質、ニューロン、
人、コンピューター、都市など）がネットワーク
（反応経路、シナプ
ス結合、友人関係、インターネット、交通網など）
を形成し、要素の
状態と結合構造が同時に変化するネットワークの自己組織化現

脳神経系や社会的な繋がりのネットワークは、
ダイナミ

象として捉えることもできます。
このような多数の要素の協力現象

ックな素子が互いの結合構造を変化させながら発展す

に対して、非線形力学および非平衡物理学の観点から、特に縮約
理論やリズム現象・カオスなどに着目して研究しています。
［青柳 富誌生・宮崎 修次・筒 広樹］
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る大自由度非線形力学系である。一見、全く違った様相
に見えるこれらのシステムの間には、共通する不変構
造が隠れている場合がある。数理モデルは、それを理
解する有力な手段である。

応用数理学講座
数理科学の工学への応用に関する教育研究を行っています。先端的な工学で扱う対象の多くは大
規模かつ複雑ですが、工学ではその複雑な挙動を予測したり制御したりすることが重要な課題の一
つとなります。大規模かつ複雑なシステムの挙動の予測のためには、物理的な視点に立ったシステ
ムの精密な数理モデルの作成と、その数理モデルの高速・高精度な数値シミュレーションを行うこと
が共に不可欠です。特に実験が容易にできないナノスケールの構造や地球規模の現象では、数値
シミュレーションが最先端の工学を支えています。当講座では「応用数理学」の立場から、これら
の手法の開発とその応用の教育研究に取り組んでいます。

計算力学分野
複雑系科学専攻

数値シミュレーション：高速算法の開発と工学への応用
数値シミュレーションは、理工学の種々の問題を解決する有力な手段で
あり、中でも、工学に関わる力学現象を解明しようとする計算力学は、理論・
実験力学と並ぶ強力な手法です。当分野では計算力学の手法のうち、特に
波動や破壊現象の解析に有利な境界積分方程式法を開発しており、巨大問
題の高速解法を中心に研究を行っています。また、電磁気学や光学への応
用を中心とする周期問題の高速解法にも取り組んでいます。さらには、こ
れらの高速解法の形状最適化問題、固有値問題、逆問題等への応用を研
究しています。

［西村 直志・吉川 仁・新納 和樹］

時間域多重極法の解析例

応用数理科学分野
計算物理学による量子システムの解明
工学に現れる物理現象の解明と制御を、理論と数値シミュレーションによっ
て行っています。その中で、現在は量子力学に支配された巨視的な現象のシ
ミュレーションと、計算アルゴリズムの研究を行っています。

［原田 健自］

色づけられた線は電子などの時空間における軌跡を示し、
「世界線」
と呼ばれる。
このような世界線から導かれる計算結
果に基づき、未解明の量子臨界現象の研究を行っている。
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