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１　はじめに
　前回に引き続き、振動と同期の数理を解説する。
前回は振動現象を記述するための微分方程式の基礎
の解説を行い、ついで、数理モデルに現れる振動現
象であるリミットサイクルについて解説を行った。
今回は、いよいよ同期現象についてである。まず、
リミットサイクルの示す同期現象を数値シミュレー
ションで確認する。次に、同期現象を理解するため
の重要概念である位相反応曲線を数値シミュレー
ションで求める。そして、同期現象を理解する上で
大変有用な方程式である、位相モデルの解説を行
う。最後に、位相モデルを用いた応用研究について
も簡単に触れる。

２　同期現象
　同期（synchronization あるいはentrainment）と
は、そもそもは異なる周期を持つ複数のリズムが、
なんらかの相互作用（あるいは一方的な作用）の結
果、完全に（あるいはほぼ）一致した振動周期を持
つ現象、と言うことができるだろう。例えば、個体
の概日リズムが、日周期と同じ周期を持つ現象が挙
げられる。この場合は、環境から個体への一方的な
作用があり、個体のリズムは環境のリズムに同調す
る（この解説では、同調も同期も同じ意味で用い
る）。また、視交叉上核では、細胞同士のなんらか
の相互作用の結果、細胞集団で同期が起きている。
　まず、数理モデルにおける同期現象の様子を数値
シミュレーションで調べてみよう。ここでは振動子
が周期的な入力を受けている系を考える。例えば概
日リズムの場合であれば、周期的に強度の変化する
光を受けている状況などが想定される。ここでは神
経細胞や心筋細胞に周期的に強度の変化する電流が
入力されている状況を想定しよう。例えば心臓では
同房結節と呼ばれるペースメーカ部位が周期的な電

気的活動を行い心臓全体がその活動に引き込まれて
いる。また、神経細胞ではパッチクランプ法と呼ば
れる手法で細胞に直接電流を入力でき、同期が観察
できる。
　心筋細胞や神経細胞の電気的興奮を記述する数理
モデルである、FitzHugh・南雲モデルを考える。
モデル方程式は次式で与えられる。

　　　
dx

dt
= x(x－a)(1－x)－y + Iext ,  （1a）

　　　τdy

dt
= x－by  （1b）

　ここでx（t）は細胞の膜電位を、y（t）は細胞のチャ
ネルの状態を表す変数である。Iextは細胞に入力さ
れる電流であり、これを介して細胞同士は相互作用
する。a、b、τはパラメタである。このモデルの
詳細については他書［１，２］を参照していただき
たい。
　まず、入力電流のないときの挙動を確認する（図
１）。このパラメータ値のとき、振動子の周期は
T≃126. 5程度であり、自然振動数（固有振動数と
も呼ばれる）はω＝2π/T 0. 05である。
　次に、この振動子に周期的入力Iext＝AsinΩtを作
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図１：外部入力がないときのFitzHugh・南雲方程式の
数値シミュレーション。安定な周期軌道（リミットサ
イクル）が確認できる。パラメタ値はa＝－0. 1、b＝
0. 5、τ＝100としている。このときの振動周期はT
126. 5程度である。
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用させる。ここでAは入力の強さ、Ωは入力波の振
動数（つまり周期はT0＝2π/Ω）を表す。A＝0. 03
に固定し、入力の振動数Ωを変化させたときに、振
動子の振る舞いを調べる。図２に、T0＝50、150、
230の３つの場合の波形と、（x，y）平面における軌
道を表示した。初期の遷移過程は除いてある。図２
（a）の点線は周期外力の関数形である。図２（a）、
（b）はT0＝150の場合で、系の自然周期は外力の周
期と異なるのにもかかわらず、系の描く軌道は周期
軌道（つまり閉じた軌道）となり、さらに、その周
期が入力波の周期T0とぴたりと一致している。こ
れが同期である。一方、図２（c）、（d）のT0＝50の
場合には、周期外力が２回振動する間に系がちょう
ど１回振動する特殊な同期がみられる。このような
同期を２：１同期と呼ぶ。一般に、外力がm回振動
する間に振動子が平均n回振動することをm：n同
期と呼ぶ（ここでmとnは互いに素な整数である）。
図２（e）、（f）のT0＝230の場合は不規則な運動して
おり、このデータからはどのような同期が起きてい
るのか判別がつかない。
　より詳しく調べるために、様々な入力振動数Ωに

対して、振動子の平均振動数〈ω〉を計測する（〈・〉
のような括弧はしばしば平均を表すために使われ
る）。平均振動数は次のように定義する。まずx（t）
に適当な閾値を設定し、その閾値のk回目の閾値通
過時刻をtkとする。ここでは、x＝0. 4をxの負の方向
から正の方向に通過した瞬間をtkとする。適当な初
期条件から系を十分長い間観測し、実効的な平均周
期を〈T〉＝（tk1－tk0）/（k1－k0）として求める。こ
こで、１≪k0≪k1である（初期の遷移過程を除くた
めにk0も大きくとる）。平均振動数は〈ω〉：＝2π/〈T〉
と定義する。周期外力がないとき（つまりA＝０の
とき）は、振動子の振動数は〈ω〉＝ωで、Ωに無関
係である。
　図３（a）の点は、様々なΩに対してシミュレー
ションで得られた〈ω〉を、横軸をΩ－ω、縦軸をΩ
－〈ω〉として表示したものである。A＝０のときは
〈ω〉＝ωなので図中の直線に乗るのだが、A≠０で
は興味深い構造が現れる。まずΩ－ω＝０付近を見
てみよう。ここではΩ＝〈ω〉、つまり、１：１同期
が達成されている。１：１同期の領域はある程度の
幅を持っているが、Ωがωから離れすぎると、外力
の振動数と系の平均振動数に乖離が現れる。しか
し、一様に離れていくのではなく、いびつな構造を
持っている。また、１：１同期が破れても、振動子
の平均振動数は、自然振動数にはならないことにも
注意したい。つまり、同期が破れても完全にフリー
ランしているわけではない。
　さらによく調べるために、横軸をΩ/ω、縦軸を
Ω/〈ω〉に取り直す（図３（b））。すると、さきほど
の特殊な構造がΩ/ωが一定である領域に起因して
いることがわかる。つまり、Ω：〈ω〉がちょうど
m：nとなるm：n同期が起きている。さきほどの図
２（e）、（f）の場合を調べると、３：５と２：３の領
域の間にあり、より大きなmとnの値を持つm：n同
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図２：周期外力をうけるFitzHugh・南雲モデルの時間
発展と軌道。入力の大きさはA＝0. 03、入力の振動周
期 は（a）、（b）T0＝150、（c）、（d）T0＝50、（e）、（f）
T0＝230である。（a）、（b）では１：１同期、（c）、（d）
では２：１同期が起きている。
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図３：周期的入力をうけるFitzHugh・南雲モデルの入
力振動数Ωと系の平均振動数〈ω〉の関係。（a）では、入
力波の振動数と振動子の振動数の差を、（b）では振動数
の比を表示している。（a）と（b）は同一のデータで、Ω
の範囲はほぼ同じである。（b）の図中の数字は、いくつ
かの主要なm：n同期を指し示している。
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期である可能性がある。しかし、カオスと呼ばれる
非周期的な運動をしている可能性もある。

３　リミットサイクル振動子の位相反応曲線
　同期現象を理解する鍵となるのが位相反応曲線
（Phase response curve，PRC）である（物理分野
ではしばしば「位相応答曲線」と呼ばれる）。
FitzHugh・南雲モデルの位相反応曲線を数値シ
ミュレーションによって求めてみよう。モデル方程
式は（１）とし、パラメータ値は図１と同じとす
る。
　まず位相を定義する必要がある。位相は、ある時
刻tにおいて、振動子の振動がどのステージにある
かを指し示す量である。概日時計ではCT（circadiantime）
という０から24の間で定義されている指標を用いる
ことが多いが、これは位相の一種である。慣例的に
CT＝０は、主観的夜明け（つまり昼行性であれば
活動の開始時刻）、CT＝12を主観的日の入りとし
て、あとはCTの刻みが時間的に等間隔になるよう
に定義する。
　数理モデルには主観的夜明けなどの概念がない。
しかし、x（t）などの状態変数から位相を定義するこ
と が で き る。 図 ４ に 外 部 入 力 を 受 け な い
FitzHugh・南雲振動子の周期解を表示した。ψが
位相であり、x（t）が適当な値をとっているところを
ψ＝０としている（図４（a））。そこから時間T経過
するとψ＝０と同じ状態に戻る。ここではψの上限
を振動周期と同じTとし、位相は時間的に等間隔に
なるように定義する。CTと異なるのは定義域が０
から24でなく、0 ψ Tであることだけである。各
位相ψに対応する状態をx－y 平面で見ると図４（b）
のようになる。
　FitzHugh・南雲モデルに、電流pを短い時間幅h

の間与えて位相の変化を調べる。ここでは単純のた
め、時間幅hがとても短い状況を想定し、膜電位x（t）

が刺激をうけた瞬間にある幅ε＝phだけ変化する
としよう。例を図５に描いた。比較のために刺激を
与えていないものも点線で表示している。t＝t0の
瞬間に刺激が加えられ、x（t0）がx（t0）+εにジャンプ
する。その結果、位相に変化が生じていることがわ
かる。
　刺激を与えた場合と、与えていない場合の振動の
タイミングの差に注目する。刺激を与えてから十分
時間が経過すると、リミットサイクルの安定性のた
め、振動子の状態は再び周期軌道に戻る。このとき
の位相を、刺激を受けていない場合の位相と比べる
と、位相の変化量がわかる。この変化量を、刺激を
与えた瞬間の振動子の位相ψ＝t0の関数として表し
たものが、位相反応曲線PRC（ψ）である（図６（a））。
　位相反応曲線はなかなか味わい深い。まず、位相
反応がほとんどない位相が存在している。神経細胞
の特性として、興奮直後に刺激を与えてもほとんど
反応しないことが知られており、この期間は不応期
（refractory period）と呼ばれる。位相反応曲線の
60<ψ<70付近にこの特性が現れている。体内時計
にも、ほとんど時計の動かない不応期が存在するこ
とがよく知られている。さて、位相反応の正負はど
のように決まるのだろうか？　直感的には、xが増
加しているときにxの正の方向に刺激を与えれば、
時計を進めていることに対応しそうなので位相が進
みそうなものである。逆に、xの減少しているとき
に同様の刺激を与えれば位相が戻りそうなものであ
る。しかし、図５（a）、（b）両方ともxが増加してい
るタイミングに刺激を与えているのにも関わらず、
位相反応の符号が異なっている。位相反応曲線は直
感的な予想と合わないことがよくある。なお、図６
はタイプ１と呼ばれる種類の位相反応曲線である。
もっと強い刺激を与えるとタイプ０と呼ばれる定性
的に異なる位相反応曲線が得られる。これらのタイ
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図４：入力電流のないFitzHugh・南雲モデルの周期解
と位相。（a）位相ψと周期解x（t）の関係。（b）（x，y）平
面における周期軌道q（t）と位相ψ。位相がT/12間隔と
なる場所に白丸を打った。T≃126. 5。

図５：瞬間的な入力を受けたFitzHugh・南雲モデルの
時系列（実線）。点線は入力を受けていないもの。t＝０
が位相ψ＝０に対応しており、刺激はt＝t0で与えてい
る。t0によって最終的な位相の増減が違うことがわか
る。ε＝0. 1。（a）t0＝30。（b）t0＝40。
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プの差異は、次の通りである。図６（a）ではPRC（0）
からPRC（T）までの曲線をたどっていくと、連続に
つながっている。刺激強度を大きくしていくと、位
相シフト量は一般に増えていく。このとき、位相シ
フトの範囲がT（あるいは－T）を超えることがあ
る。するとPRCは図６（a）のような連続な曲線には
もはやならず、どこかで切れてしまう。これがタイ
プ０である。タイプ０はグラフにすると不連続な曲
線に見えるが、これはある意味表示の問題である。
図６（a）の縦軸はT/2と－T/2は同じ点を表すの
で、実際には筒の構造をしている。タイプ１では、
PRCの曲線は、ψ＝０からψ＝Tまで筒を回ること
なく接続している。一方タイプ０では、PRCが筒を
一周回ってしまっている。より詳しい解説は［３、
４］などを参照していただきたい。
　次に位相反応曲線の刺激強度依存性を調べる。図
６（b）は、いくつかの刺激の強さεに対して計測し
た位相反応曲線PRCε（ψ）をεで割ったものであ
る。位相反応曲線が刺激の強さεに比例して大きく
なるのであれば、全ての曲線は一致するはずであ
る。大まかには一致しているが、20<ψ<50あたり
では刺激の強さが大きくなると単純に比例していな
いことが観察できる。十分弱い刺激に対しては、位
相反応量は刺激の大きさに対して比例することは、
普遍的事実である。数学的には以下のように説明で
きる。位相反応関数のε依存性に注目しよう。便宜
的にある位相ψにおけるPRCε（ψ）をf（ε）とあらわ
す。f（ε）をεでマクローリン展開すると f（ε）＝f（0）
＋f  '（0）ε＋ f (0)

2!
2+．．．となる。ε＝０のときは位

相変化がないので f（0）＝０である。εn（n＝１，
２，．．．）の係数をcnと置く。関数 f（ε）はψの値に
よって異なる関数になるので、係数cnはψの関数cn

（ψ）である。すると結局

　　　
PRC (ψ) = c1 (ψ) + c2 (ψ) 2

+ c3 (ψ) 3 + . . .  （2）

となる。εが小さいときは、ε2やε3といった高次
の項は無視できるのでPRCε（ψ） c1（ψ）εとなり、
位相反応量は刺激強度εに比例する（曲線が局所的
にはその接線で近似できるという自明な事実を言っ
ているに過ぎない）。εが大きくなると高次の項の
効果が無視できなくなるため、比例関係は一般に破
れる。

４　位相モデル
　さて、本稿の本題である同期の数理についてであ
る。位相反応曲線を利用した単純な数理モデルであ
る、位相モデル（位相振動子モデルとも呼ばれる）
について解説する。
　位相モデルは、振動子の挙動を位相と呼ばれるた
だ1つの変数で表す数理モデルである。刺激を受け
ていない（つまり、フリーランをしている）振動子
の位相は、時間h経過したときに、hだけ増加する、
つまり、

　　　 ψ( t + h) =ψ( t) +h  （3）

であるとする。ここで、ψ（t）は時刻tにおける振動
子の位相である。位相は長さTの円環上で定義さ
れ、ψ＝θ+nT（nは整数）とψ＝θは同一視す
る。つまり、位相は一定速度で増加し、時間Tで位
相が一周し、もとの状態に戻る。次に外部からの影
響を位相反応曲線を再現するように式（３）に取り
入れる。振動子にp（t）の刺激を与えたとしよう。光
の入力を考えるならばp（t）は時刻tにおける光の強
度である。ここで、時刻tからt＋hの間の位相の変
化を考える。hは短い時間であるとする。刺激を受
けた後、位相がすぐに位相反応曲線にしたがって変
化するとすれば、

　　　 ψ( t +h) =ψ( t) +h + PRC (ψ)  （4）

となる。ただし、εは、時間hの間に入力された刺
激の総量p（t）hである。
　ここで入力が小さいこと、つまりεが十分小さい
ことを仮定しよう。すると、図６や式（２）で説明
したとおり、位相の変化は刺激の強さεに単純に比
例したPRCε（ψ0） c1（ψ）ε＝c1（ψ）p（t）hとなる。
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図６：FitzHugh・南雲モデルの位相反応曲線。（a）刺
激強度がε＝0. 1の場合。（b）様々な刺激強度に対する
位相反応曲線を刺激強度で割ったもの。
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つまり、式（４）は

　　　 ψ( t +h) =ψ( t) +h + c1 (ψ)p( t)h  （5）

となる。右辺のψ（t）を左辺に移項し、両辺hで割る
と

　　　 ψ( t + h)－ψ( t)
h

= 1 +c1 (ψ)p( t)  （6）

を得る。この式の左辺は時間tからt＋hの間のψ（t）
の平均的な速度であることに注意しよう。h→０の
極限をとると、左辺はψ（t）の瞬間的な速度にな
る。これは高校の数学で習ったとおり、ψ（t）の時
間微分 dψ( t )

dt の定義である。また式（６）の右辺はh

に関係ない。したがって式（５）はh→０の極限を
とることにより、

　　　 dψ( t)
dt

= 1 +c1 (ψ)p( t)  （7）

という微分方程式に帰着する。なお、c1（ψ）は位相
感受関数と呼ばれる。弱い刺激に対する位相反応曲
線を刺激の強度で割ったもので、つまりは、位相反
応曲線と同じ形をした関数である。
　式（４）のようにある大きさをもった時間hごと
の変化を記述する方程式は差分方程式と呼ばれる
（高校で学んだ漸化式の一種である）。この方程式は
Pittendrighが光刺激に対する同期を考えたときに
用いたモデルと基本的に同じものであり、この式か
らも同期が議論できる［５］。なぜ、差分方程式
を、わざわざh→０の極限をとって微分方程式にす
るのだろうか？　理由はいくつか挙げられるのだ
が、大事なのは以下の２点であろう。まず、入力刺
激として時間的に連続な関数p（t）を取り扱うことが
できる点である。式（４）では無理である。次に、
微分方程式は我々が行う種々の解析的な計算に適し
ているからである。微分には便利な公式がたくさん
あり、差分よりも計算しやすいのである。一方、計
算機をつかってシミュレーションさせる場合は、微
分、つまり無限に小さいという概念を計算機では取
り扱えないため、結局のところ式（４）を時間t＝
0，h，2h，3h，．．．という順番で次々とψ（t）の数値
を計算させることによってψ（t）を得る。
　さて、ここまで位相の単位を時間と同じ（つまり
Tで一周）ものとしたが、2πで一周とすることも
多く、またこの方が取り扱いが便利な場合も多い。
この位相をφとしよう。これまでの位相ψとは単純

な比例関係

　　　 φ( t) = 2π
T
ψ( t)  （8）

にある。式（８）を式（７）に代入すると

　　　 d

dt
φ( t) =ω+ωc1

φ
ω p( t)  （9）

を得る。ここでω＝2π/Tで、ωは自然振動数と呼
ばれる。さらに、ωc1（

φ
ω）＝Z（φ）と置き換えるこ

とにより

　　　
d

dt
φ( t) =ω+Z(φ)p( t)  （10）

を得る。Z（φ）もc1（ψ）同様、位相感受関数と呼ば
れる。
　式（７）や式（10）を位相モデルと呼ぶ。本稿で
は便利のため、式（10）を使って解説をすすめる。
振動子固有の性質は自然振動数ωと位相感受関数Z

（φ）で記述され、両方とも実験的に容易に計測でき
るものである。この方程式は、1967年にAuther 
Winfreeによってリミットサイクルのモデルから一
般的に導出されることが示された［６］。Winfree
はさらに、このモデルを振動子集団に拡張し、モデ
ルの数値シミュレーションによって多振動子システ
ムの集団同期現象を初めて報告した［６］。

５　位相振動子モデルの解析
　式（10）に対して具体的な関数を考え、同期現象を
解析する。

５. １　強制同期
　まず強制同期から考える。強制同期とは、周期的
な入力を受けた振動子が入力と全く同じ振動数で振
動する現象である。２節で解説したものがこれに相
当する。また、個体の日周活動を１つの振動子とみ
なせば、環境の日周期への同調は強制同期にあた
る。
　簡単な例としてZ（φ）＝cosφとp（t）＝2K（1+sin
Ωt）を考えよう。つまり、外から与えられる周期は
Text＝2π/Ωであり、入力の大きさがKである。こ
のモデルをシミュレーションで解析してもいいのだ
が、少し近似を使うことにより手計算で同期の条件
を示すことができ、格段に理解が深まる。ただし近
似を使うために、Ωとωが近いことと、Kが小さい
ことを仮定する。
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　まず三角関数の加法定理を用いると

　　　 Z(φ)p( t) =K { sin(φ+ Ωt)
－sin(φ－Ωt) + 2 cosφ}

 
（11）

と変形できる。ここでsin（φ－Ωt）、sin（φ+Ωt）
とcosφの効果について別々に考える。仮に結合の
ない状況（K＝０）を想定する。このとき位相はt

＝0のときの位相をφ（0）＝φ0とするとφ（t）＝ωt+
φ0である。したがってsin（φ－Ωt）＝sin（ωt－Ωt

+φ0）である。ωとΩが近いことを仮定しているの
でsin（φ－Ωt）sin（φ0）となり、値はほぼ定数であ
る。一方、sin（φ+Ωt）＝sin（ωt+Ωt+φ0） sin（2Ωt

+φ0）であり、この項は急速に時間変化する。特
に、外部の周期Textの間に、約２回振動し、この項
の効果はほぼ平均化される。sin関数の平均値は0な
ので、この項は振動子のダイナミクスにほとんど寄
与しない。同様にcosφの効果も平均化され、振動
子にほとんど影響を与えない。このような事情はK

が０でなく小さな値をとるときにも同様で、結局３
つの項のうちsin（φ－Ωt）以外は近似的に無視でき
る。すると、式（10）は

　　　
d

dt
φ( t) =ω－K sin(φ－Ωt)  （12）

に近似される。
　このような考え方は、数学用語で平均化と呼ばれ
る。一般に、Kが小さくωとΩが近いときは、式
（10）は

　　　
d

dt
φ( t) =ω+ Kf (φ－Ωt)  （13）

という位相差のみの形式に近似できることが、蔵本
によって示されている［７］。ここで関数fは2π周
期関数で、結合関数と呼ばれる。関数fの具体的な
形はZ（φ）とp（t）の関数形によって決まる。式（13）
は式（10）に比べてかなり解析しやすい。
　平均化のイメージは次の例を考えるとつかみやす
いかもしれない。ブランコを押すとき、ブランコが
後ろから前に通過するときに１回だけ前に押せば、
ブランコは大きな影響を受ける。一方、これに加え
て、ブランコが前から後ろに来るときにも前に押し
てしまうと、２回の作業が平均化され、トータルで
考えるとブランコはあまり影響を受けない。つま
り、振動子の周期とちょうど一致する（つまり共鳴
する）ような周期の入力のみが振動子に大きな影響

を与え、それ以外の周期を持つ入力の作用はだいた
い無視できる。式（11）ではsin（φ－Ωt）は共鳴
項、sin（φ+Ωt）とcosφは非共鳴項と呼ばれ、非共
鳴項を無視するのが平均化である。
　さて、式（12）を解析しよう。θ＝Ωt－φと置
くと、式（12）は

　　　
d

dt
θ( t) = ω－K sinθ  （14）

と変形される。ここでΔω＝Ω－ωである。このよ
うに変形すると、方程式にはsinωtといった時間の
関数が存在しない。このような系は自律系と呼ばれ
る。１変数自律系の方程式の解析は極めて簡単であ
る。まず、横軸をφ、縦軸をθ

3

（dθ/dtのこと）
としたグラフを作る（図７）。KとΔωの関係によっ
て、図７（a）と（b）の２つの状況に大別できる。横
軸上の矢印はθ（t）の時間発展する方向で、θ

3

> ０
の場合は正の向き（右向き）、θ

3

< ０の場合は負の
向きである。曲線と横軸に交点ではθ

3

＝０となるの
で、交点は平衡解に対応する。図７（a）は１組の平
衡解が存在し、図から明らかなように、左側の解
（θ＝θ1）は安定解、右側の解（θ＝θ2）は不安
定解である。初期条件をθ＝θ2にとらない限り
は、時間とともにθ（t）はθ1に接近していき、やが
て収束する（limt→∞θ（t）＝θ1）。θ＝Ωt－φであ
ることを思い出すと、θ（t）＝θ1という平衡解は、
φ（t）＝Ωt－θ1に対応する。すなわち、位相は振動
数Ωで増加するので、振動子が入力の振動数と完全
に一致した振動を行っている同期状態であることが
わかる。位相差θがある特定の値にロックされてい
る状態なので、この現象を位相ロックと呼ぶことも
ある。
　一方、図７（b）のように曲線と横軸に交点が存在
しない場合はθ（t）は増え続ける。あるいは、曲線
がθ

3

<0負の領域にあるときはθ（t）は減り続ける。
いずれにしろ、θ

3

はΩと一致しない。
　図７（a）と（b）の差は曲線と横軸に交点が存在す
るかである、つまり、θ＝０を満たす解θが存在す
るかしないかである。

　　　 θ= 0 ⇔ sinθ= ω
K

 （15）

なので、θ
3

＝０における解の存在は、sinθ＝ ω
K の

解の存在と同値である。ここで－１ sin（θ）１に
注意すると、
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　　　 |K | | ω|  （16）

が同期が起こる条件であると結論できる（図８
（a））。
　同期が起こらないときの振動子の平均振動数も計
算できる。これを調べるには、θ（t）の平均速度を
調べればいい。大学で学ぶ積分のテクニックを使う
とこれが計算できるのだが、ここでは結果だけ示す
（図８（b））。図の２つの線はKとωをある値に固定
し、Ωを変化させていった場合のθ（t）の平均速度
〈θ〉をプロットしたものである。点線はK＝０で、
この場合は〈θ〉＝Ω－ωなので直線を描く。一方、
K> ０の場合は曲線に平らな部分が現れ、これは同
期を起こすΩの領域を表している。

５. ２　相互同期
　次に、少し自然周期の異なる２つ振動子が相互作
用する系として、次の位相モデルを考える。

　　　
d

dt
φ1( t) =ω1+ Z (φ1)p(φ2)  （17a）

　　　
d

dt
φ2( t) =ω2+ Z (φ2)p(φ1)  （17b）

ここでφi（t）は振動子iの位相である。このモデルは
以下の状況を仮定している。各振動子は、自分の位
相の応じて相手の振動子に何らかの物質を作用させ
る。この物質は、振動子の位相を変化させるが、こ
の物質に対する位相反応曲線は2つの振動子で同じ
関数Z（φ）である。
　このモデルも前節と同じように、Z（φ）＝sinφ、
p（φ）＝K（１+cosφ）とする。さらに、ω1とω2が近
く、またKが小さいことを仮定すると、

　　　
d

dt
φ1( t) =ω1+

K

2 sin(φ2－φ1)  （18a）

　　　
d

dt
φ2( t) =ω2+

K

2 sin(φ1－φ2)  （18b）

に帰着する。今度は、θ＝φ1－φ2と置くと、式
（14）とまったく同じ方程式が得られる（ただしΔ
ω＝ω1－ω2であり、Kは2Kに置き換わる）。よっ
て式（17）によって表される２つの振動子の運動
は、図８と同じ振る舞いをする。
　式（18）の心を少し説明しておこう。２人がト
ラックを走っていることを想像していただきたい。
振動子iさんの自然な速度はωiである。しかし、２
人はお互いに意識し合っており、振動子２さんが振
動子１さんの前方を走っていると、sin（φ2－φ1＝
>０より、振動子１さんはスピードアップし、振動
子２さんはsin（φ1－φ2）<0より、スピードダウンす
る。このようなルールであれば、２人の速度は自然
と一致することが想像できると思う。ただし、お互
いが速度を変化させようと努力の大きさK（愛の大
きさ？）が小さすぎると、２人の速度差Δωの
ギャップは埋まらず、同期がおこらない。

５. ３　集団同期
　最後に振動子集団を考えよう。N個の振動子を考
え、各振動子の位相をφi（t）（i＝1，2，．．．，N）と
する。すべてがすべての振動子と同様に相互作用
し、
　また結合関数をf（φ）＝－sinφとすると、系のダ
イナミクスは

　　　
d

dt
φi ( t) =ωi +

K

N

N

j =1
sin(φj－φi )  （19）

というN個の位相方程式で記述される。ここで自然
振動数ωiは適当な分布関数にしたがってランダム
に分布する。結合強度がNで割られているのは、N

(a) (b)

0 0
1 2

図７：式（14）におけるθ（t）の時間発展方向。

Δω

Κ

0

0

同期

=0Κ
Κ>0

0

0 Δω

<θ>
.

Κ−Κ

(a) (b)

図８：（a）パラメータ空間における１：１同期の領域。
Kは入力の大きさ、Δωは自然振動数と外力の振動数の
差ω－Ω。三角形の領域内で同期が起こる。この領域
は時にアーノルドの舌と呼ばれる。位相モデルでは同
期の領域はこのような三角形となるが。一般の振動子
ではKが小さいときは同様の三角形だが、K大きくなる
と様々なゆがみ方をする。（b）位相差の平均速度〈θ〉の
Δω依存性。
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を変化させたときに振動子iのうける結合の大きさ
がNに比例して大きくなるのを防ぐためである。式
（19）は蔵本モデルと呼ばれる大変有名な式で、蔵
本はこのモデルを使ってリズム集団の同期現象を初
めて数学的に示した［８］。
　このモデルも２人のランナーと場合と同様にイ
メージできる。つまり、N人のランナーがトラック
を走り、それぞれ全員を意識しながら走るスピード
を変化させる。固有の速度ωiがちがうため、自然
にはばらばらに走ろうとするのだが、それぞれの努
力の大きさKが十分大きいと、さてどうなるであろ
うか。
　このような集団の同期を考えるときには、何らか
の指標を導入する必要が
ある。式（19）の場合には

　　　 R( t) = 1
N

N

j =1
e iφj (t)  （20）

が適切な指標である。式（20）は蔵本秩序パラメー
タと呼ばれる量である。指数関数や虚数単位などが
入っており、見た目は複雑だが、その意味は至って
シンプルである。それは、半径１の円上に振動子を
並べて、円の中心から各振動子へのベクトルを考
え、その集団平均をとったものの長さである（図
９）。つまり、R（t）が大きいほど、振動子は円上の
偏った場所に集まっている。特にR＝０、のときは
振動子は円上に一様に広がっており、また、R＝１
のときは円上の一点に振動子が集っている。R＝１
の状態のことを完全同期と呼ぶことがある。なお、
振動子が２つでもRは計算できる。この場合、同期
状態でも位相差がπのときはR＝０であり、位相差
が小さくなるにしたがってR＝１に近づく。
　詳細には立ち入らないが、蔵本は振動子の総数N
を無限大として数学的な解析を行った［８、７、

４］。この結果を簡単に説明する。無限の振動子集
団をイメージしづらい場合は、１千個あるいは１万
個程度の振動子があると思ってもだいたいよい。こ
の系はどのような初期条件を選んでも、十分時間が
たつとR（t）はある値に接近する。結合強度Kがある
閾値（Kcrと置く）より小さい時には、この接近す
るRの値が０であり、Kがしきい値を超えると0より
大きい値に接近する（図10（a））。つまり、結合が
小さすぎると、系はあたかも結合が全く無いように
振る舞う。一方、ある程度大きくなると、結合の大
きくなるにつれて、同期がより促進される。また、
Kcrは自然振動数の分布の広がり（つまり分布の偏
差）に比例する。次に、K<Kcrの場合とK>Kcrの場
合の平均振動数の分布を比べたのが図10（b）であ
る。K<Kcrのときの平均振動数は自然振動数の分布
とまったく同じである（点線）。一方、K>Kcrでは、
分布の中心にくぼみができ、変わりにシャープな
ピークが中心に形成される。これは分布の中心に近
い振動子の振動数が完全に一致していることを示し
ている。しかし、分布の中心から離れている振動子
は同期していない。このような同期現象は部分同期
と呼ばれる。Kが大きくなれば、部分同期を起こす
振動子数が増えていき、Rも増加する。

５. ４　位相モデルを用いた応用研究について
　位相モデルを使った応用研究はこれまで多く発表
されている［４、９］。著者も、これまで行ってき
た同期現象に関する研究のほとんどで、位相モデル
を活用してきた。そのいくつかを紹介する。
　論文［10、11］では、化学反応で作られた振動子
集団の同期ダイナミクスの制御を行った。この研究
は位相モデルを使って理論を作り、化学反応を用て
実験的に実証したものである。この研究では、
フィードバック入力を適切に設計することにより、
何らかの結合によって同期している振動子集団を脱

(a) (b)

R

Κ
0

Κcr

1

(a)

ω

g(ω)

K < crK
K > crK

(b)

図９：蔵本秩序パラメータのイメージ。図は各振動子
の位相を半径１の円上で表している。矢印は振動子集
団の重心を円の中心からのベクトルで表している。蔵
本秩序パラメータR（t）はこの矢印の長さである。

図10：（a）蔵本秩序パラメータRと結合強度Kの関係。
（b）平均振動数の分布関数g（ω）。平均振動数のヒスト
グラムと思っていただければよい。
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同期させたり、結合していない振動子集団をクラス
ター化（いくつかの同期している小集団を作るこ
と）を行ったりした。この手法は、シアノバクテリ
ア集団のような均一な時計集団には。もしかしたら
適用できるかもしれない。論文［12、13］では、複
雑なネットワークで相互作用し同期している振動子
集団を考え、その一部に周期的な入力があったとき
に、振動子集団がどのように周期的入力に同期する
かを解析した。その結果、ネットワークが階層的で
あればあるほど、同期が格段に難しくなることを明
らかにした。また、同期に適したネットワーク構造
について議論した。視交叉上核がどのように外部か
らの光情報に同調するのかが問題意識としてあっ
た。
　また、論文［14］では、振動周期の安定性（つま
りどれだけ正確に振動するか）と同期の関係につい
て解析し、以下の一般的な結論を得た。振動子の数
が増えれば増えるほど、振動はより安定する。しか
し、安定性の増強には限界があり、ある程度の振動
子数までしか増強しない。この限界の振動子数は結
合強度や細胞間結合ネットワークに依存しており、
特に、結合強度をより強くすると、限界振動子数が
増える。この研究については、また機会があれば詳
しく紹介したい。

６　おわりに
　２回にわたり、振動と同期の数理について解説し
た。できる限り丁寧な解説を心がけたが、書き終え
てみると力の至らなさを痛感する。それでも、この
解説が読者と数学との和解に少しでも貢献できてい
ればと願う。最後に、この解説を書くにあたり、重
吉康史氏と岩崎秀雄氏にたいへんお世話になった。
また、伊藤浩史氏と森史氏には、原稿を細かく
チェックしていただき、解説の改善案を示していた
だいた。そして、これまでのたくさんの時間生物学
者たちとの有意義な議論が、本稿の礎となっている
ことを申し添えたい。この場を借りてみなさまにお
礼申し上げたい。
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