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研究成果の概要（和文）：生物の発生過程におけるダイナミックな形態形成を数理モデルを通して理解する上で必要と
される数学理論を整備するため，主に反応拡散方程式と曲面・曲線の運動方程式の解の定性的な性質を研究した．
特に，強い不均一性を許す環境下でのパターン形成が，「位置決め函数」というスカラー量を手がかりに行われること
が解明され，これに基づいて生物学上より現実的な形態形成モデルをつくることができる見通しが得られた．

研究成果の概要（英文）：The purpose of this project is to build mathematical theories on 
reaction-diffusion systems and on the deformation of curves and surfaces, which are necessary to 
understand, through mathematical models, the dynamic process of morphogenesis in embryonic stages.
In particular, we have succeeded in building a theory on pattern formation in strongly heterogeneous 
environments, and this will help us devise more biologically realistic models of pattern formation.

研究分野： 数物系科学（数学，大域解析学）
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１．研究開始当初の背景 
 生物の発生過程における形態形成は，最初
の殆ど一様な状態から出発して，細胞の分裂，
移動，分化等を繰り返しながら，やがて極め
て複雑な構造が自発的に形成される非常に
ダイナミックな現象である．細胞や組織の変
化は，拡散率の異なる二つ以上の化学物質が
反応した結果として出現するそれらの濃度
分布がつくるパターンによって位置が決め
られていると唱えたのはアラン・チューリン
グであって，1952 年のことであった．これ
が反応拡散系の一つの起源である． 
 その後の半世紀以上にわたる数学的研究
の発展により，簡単な二成分の反応拡散系で
も解は非常に複雑な挙動を示し，出現するパ
ターンも様々であることが分ってきた．一つ
のモデル方程式系でも，パラメータや初期値
に応じて異なるパターンが生成されるよう
な，パターンの万能生成器とでも呼ぶべきも
のもある．これは，逆に，定まった完成形に
向かって確実に進行しなければならない形
態形成を制御する仕組みとしては，擾乱に弱
いと云えるであろう．従って，実際の生物の
形態形成では，狙ったパターンを実現するた
めに，別の制御機構が加わっているのではな
いかと考えられる．別の制御機構としては，
介在する化学物質が三つ以上になるような
ものも考えられるが，場の変形エネルギーな
どメカニカルな要素を組み合わせることも
候補になるであろう． 
 以上が，本研究を開始した当初の問題意識
である． 
 
２．研究の目的 
 生物の形づくりは非常に複雑な現象であ
る．その理解のためには，背後にある基本原
理を抽出し，数理モデルとして定式化し，計
算機シミュレーションを行って，実験や観察
結果と比較し，モデルの有効性および抽出し
た原理の正当性を評価することが重要であ
る．また，生物学的に説得力のあるモデルは
ある程度複雑なものとならざるを得ないか
ら，その数値解析や数学解析の技法も高度化
させる必要がある．本研究では，そのための
数学的理論を発展させる目的で，以下のこと
に取組む： 
 (1) 現在までに個別・特殊な状況下で新し
い非線型現象を発見することに重点をおい
て研究された諸成果を整理し体系化して見
通しをよくし，複雑な生命現象をより正確に
理解するための数学的基盤を整備する． 
 (2) それらの知見をもとに，より現実的な
数理モデルを提案し，それを数学的に厳密に，
また実験等を通して検証する． 
 
３．研究の方法 
 (1) 非線型偏微分方程式論，反応拡散方程
式，曲面・曲線の変形理論を専門とする解析
学者，幾何学者からなる研究組織を構築する．
必要に応じて数値解析学の専門家を研究協

力者として加える．定期的なセミナーや研究
集会を開催し，研究分担者，連携研究者間の
連絡と情報の共有化を図る． 
 (2)研究対象は，主に，①パターン形成の概
念的モデルの代表として知られるギーラー
とマインハルトの活性因子・抑制因子系，フ
ィッツヒュー・南雲方程式系などの二成分系，
並びにその拡張である三成分系，②ケラーと 
シーゲルの走化性モデルとその拡張系，③曲
線や曲面の（曲げエネルギーによる）変形，
などとする． 
 (3)特に，ヒドラの頭部再生実験と数理モ
デルのシミュレーションとの比較を行い，モ
デルの精密化を検討する． 
 
４．研究成果 
 (1) 単独の反応拡散方程式に対する特異
摂動問題の研究． 
 非線型項が未知函数の冪乗であるような
典型的な方程式に斉次ノイマン境界条件を
課した問題において，拡散係数が非常に小さ
いときの解の漸近挙動を考察した．定数係数
の場合には，最もエネルギーの小さい解は，
境界上のただ一点の近傍にその分布が集中
すること，その集中点は境界の平均曲率が最
も大きくなる点の近傍にあることが 20 年以
上前に証明されている． 
 本研究では，係数がすべて空間変数に依存
する場合でも，同様に解の集中現象が起るこ
とを極めて一般の状況で証明した．さらに，
領域の幾何学的な量によって集中点の位置
が決まる定数係数の場合と異なり，変数係数
の場合は，「位置決め函数」と云う方程式中
の係数をすべて用いて定義されるスカラー
函数の値を最小にする点として特徴づけら
れる．ただし，領域の影響もあって，位置決
め函数の最小値とそれを境界上に制限した
ときの最小値を較べて，全体の最小値のほう
が境界上の最小値の半分よりも ①小さいと
きに，領域の内部に集中点が現れ，②大きい
ときには，領域の境界上に集中点が現れる． 
 これは，生命現象のように環境が均一でな
いときのパターン形成を研究する上で，不均
一性がパターンをどのように決めるかを判
定する手がかりを与える重要な結果である． 
  
 (2) 不均一媒質におけるパターン形成モ
デルの精密化の研究． 
 ギーラーとマインハルトは彼らの提唱し
た活性因子・抑制因子系を用いてヒドラの頭
部再生実験や移植実験を計算機シミュレー
ションによって説明しようと試みた．彼らの
数値解をみると，実は，頭部附近で反応係数
が非常に大きくなっており，頭部附近由来の
組織が移植後もその性質を保存しているた
めに，頭部の出現を誘導すると云う説明であ
る． 
 そうすると頭部附近の反応係数を大きく
するメカニズムを明らかにする必要がでて
くる．本研究では，(1) で発見した位置決め



函数を利用して，二段階モデルを提唱した．
これは，①各細胞に蓄えられた反応速度に関
する（ミクロな）情報をもとに，それぞれの
細胞の反応係数を速やかに決定する揺らぎ
の拡大過程と②拡散と反応の競合によって
マクロなパターンを形成する過程，から成る
もので，ミクロな情報の不均一性を拡大して
係数に反映させ，位置決め函数の不均一性を
拡大している． 

 
 左図のようにほぼ一
様な，しかし，小さな不
均一性がある状態から
出発し， 
 

 
比較的短時間で，（頭部の
位置に相当する）区間の端
点に集中する状態に落ち
着く．これが正常なヒドラ
に対応する． 
 

 
この状態から，頭部附近に
由来する組織を移植する
（中央右側にもう一つの
小さい集中部位が出現す
る）． 
 

 
やがて区間の端点と内点
の二箇所に集中する定常
状態に落ち着き，移植され
た頭部附近由来の組織か
ら頭部が形成されると解
釈することができる． 
 
今後，このモデルの生物学的妥当性を実験と
比較して検証する必要がある． 
 
 (3)曲線・曲面の運動に関する研究． 
 曲面の変形の詳細な理論的解析は，技術的
な困難を伴うため，まず，平面内の曲線の運
動について考察し，次の二点を示した．①曲
率の二乗積分と曲線の長さとの和として定
義される汎函数に対する勾配流によって運
動が支配される無限の長さをもつ平面開曲
線の挙動を考察し，勾配流がすべての時刻に
対して存在することを示し，さらに時間に関
する適当な部分列にそった曲線のダイナミ
クスを明らかにした．②汎函数に対する勾配
流方程式の解が，時間を無限大とするときに，
定常解に収束することを証明するための一
般論を構築した．さらに，ある幾何学的発展
方程式にその挙動を支配される平面内の開
曲線に幾つかの境界条件を課した場合に，こ
の結果を適用し，定常解への収束を示すこと
に成功した． 
 n 次元超曲面の平均曲率の 2 乗積分で定義
される汎函数を，超曲面の面積とそれが囲む

体積が一定であると云う制約条件の下で考
える変分問題を Helfrich 変分問題といい，対
応する勾配流を Helfrich 流という．Helfrich
流の存在については，従来は n が 2以下の場
合に限り示されているが，本研究により，一
般次元の場合の存在が証明された．一方，曲
線の運動に関る結び目のエネルギーの一つ
に Möbius エネルギーがある．このエネルギ
ーは，Möbius 変換によって不変である．長
澤は，Möbius エネルギーが Möbius 不変な
3 つの部分に分解されることを示した．この
分解のおかげで，変分公式の導出が容易にな
り，様々な函数空間上での評価が可能になっ
た．  
 
 (4)多成分の反応拡散系のダイナミクスに
関する研究． 
 三成分FitzHugh-Nagumo方程式系を考察
し，二種類のスケールに対して，空間１次元
定常パルス解の存在とその安定性を明らか
にした．その結果，三種類の分岐が起こるこ
とを確認した．①ドリフト分岐（定常パルス
解から進行パルス解が分岐），②ホップ分岐
（定常パルス解から振動パルス解が分岐），
③サドル-ノード分岐（定常パルス解がター
ンして安定性を交換する）．さらに，これら
の三つの特異点での線形化問題の固有函数，
共役問題の固有函数などの構成を行い，それ
を基に特異点近傍での発展方程式の解のダ
イナミクスを解析した．使った手法は繰り込
み群などを利用した縮約理論である． 
 
 (5)解に特異性が形成される方程式に関す
る研究． 
 走化性モデルの解のように，有限時間で解
の最大値が発散するものは，集中現象の一つ
の極限であり，非常に特徴的なパターンと云
える． 
 その方面の基礎研究として，藤田型方程式
と呼ばれる比較的単純な形をした非線型拡
散方程式の解の構造に関して系統的に研究
した．滑らかなホモクリニック軌道で近似で
きるような特異ホモクリニック軌道のこと
を到達可能であるという．到達可能であるた
めの条件を特異定常解との交点数の議論を
用いて調べ，到達不可能なホモクリニック軌
道の存在を明らかにした．また，フィッシャ
ー方程式に対し，空間的にゆっくりと減衰す
る初期値に対する界面の挙動について調べ，
ハミルトン・ヤコビ方程式との関連を明らか
にした． 
 走化性モデルを想定した退化移流拡散方
程式に対し，非線型拡散指数の臨界値に着目
し，これまでよく研究されてきた二種類の臨
界指数の間の値を指数とする場合を考察し，
初期値の全質量とエントロピー汎函数のあ
る冪乗凸結合によって弱解の大域的挙動が
分類されることを明らかにし，その臨界値が
一般型 Hardy-Littlewood-Sobolev の不等式
の最良定数で陽に表示されることを示した．  
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