
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

表紙・目次

表紙・目次. 数理解析研究所講究録 2006, 1499

2006-07

http://hdl.handle.net/2433/58405



ISSN 1銘0-2818

数理解析研究所講究録 1499

第2回生物数学の理論とその応用

京都大学数理解析研究所

2006年 7月





はしがき

この報告書は， 2005年11月21日から11月25日まで，自本数理生物学会の後援を

受けて京都大学数理解析研究所で開催された研究集会「第2回生物数学の理論とそ

の応用」（Theoryof Bio-Mathematics and Its Applications）の記録である．

本研究集会は， 2004年11月一12月に数理解析研共同研究集会「生物数学の理

論とその応用jに引き続いて開催された.2004年の同研究集会は「個体群・生物群集

の数理J「走性の数理J「進化生物の数理Jf感染症の数理」の4つのミニシンポと中圏

西南師範大学教授のWendiWang氏の特別講演をはじめとして54の講演が行われた．

カオスに代表されるように生物数学におけるダイナミクスは数学者だけにとどまら

ず幅広い関心を呼んでいる．生物数学から生まれた，生物のロバストな共存を表すパ

ーマネンスやパーシステンスといった新しい数学的概念は，力学系の安定性や振動と

いった従来の概念を超えたものであり，その研究は数学の新しい分野を切り開くだけ

でなく現実問題（種の多様性や絶滅リスク，伝染病や害虫の広がり，さまざまな最適化

問題）の解決に有益な指標を与えている．本研究集会では，力学系にとどまらず幅広

く生物数学に関連する数理について研究交流・討論した．同時に解析理論・手法，お

よびそれらの生物学における（非線形）現象解析に応用する研究の発展を目指した．

具体的には

1.ユトレヒト大学 HansHeesterbeek教授講演：

2.テーマを絞ったMini-S抑npo:

・感染症の数理II（東大：稲葉寿氏）

・確率過程と格子モデノレ数理（静大：泰中啓一氏）

・生物が作る空間パターンのダイナミクス（同志社大：重定南奈子氏）

・数理モデルとパーマネンス（九大：今隆助氏，静大：驚藤保久氏）

・免疫の数理（岡山大：梶原毅・佐々木徹氏）：

3.一般講演

を行った．

第2回研究集会は第1回研究集会を上回る116名の参加があり，熱気にあふれた

雰囲気の中で行われた．特別講演のHansHeesterbeek教授やミニシンポジュウムを成

功させていただいた7名の先生をはじめとして，ご協力くださった皆様に厚くお礼を申

し上げたい．また旅費援助をはじめとしてさまざまな面でお世話になった数理解析研

究所に感謝します．

本報告書が参加者の方々はもちろん，多くの方に役立つことを願っている．なお，

「第3回生物数学の理論とその応用jが2006年12月に開催されます．

2006年5月19日

竹内康博（静岡大学・創造科学技術大学院）





第2回生物数学の理論とその応用

百ieoryof BicトMathematicsand Its Applications 

悶MS研究集会報告集
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研究代表者 竹内 康博 (Y踊uh凶 Takeuchi)

目次

1. 島の生物地理学とZipfの法則 一ー一一一一一一－－－－－... －一一一一一一一一ー一一一一一 1

阪大・サイパーメディアセンタ｝／理学／生命機能時田 恵一郎（KeiTokita) 

広島大・情報メディア教育研究センター／理学 入江治行但aruyukiIrie) 

2.感染症の伝播を記述する反応拡散モデルにたいする進行法解・一一一一一一一一一7

京産大・工 細野雄三(Y田 OH佃 ono)

3. 複雑ネットワークの構造特性と構成要素の属性分布の関係 ー・一一－－一一ー－－－－ 24 

静岡大・工 守田智（Sa旬mMorita) 

4. 格子モデルのパターン解析…一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一－ 30

静岡大・工 佐藤一憲匹azunoriSa加）

5 . Viral diversity泊鎚m戸omaticpha民 of回Vinf側 ion－－－一一一一一一一－－－－－－－－－－－ 37 

大阪府大・工学 岩見真吾（ShingoIwami) 

静岡大・理工学 中岡慎恰（Shi吋iNakaoka) 

6 . Cross-diffusion induced in蜘 bilityand Turing’s diffusion ind田edins包1bility ------so 
岩手大・人文社会科学 飯田雅人側副旬 Iida)

明治大・理工 三村’国泰O畑 ayasuMimura) 

龍谷大・理工 二宮ー広和0曲。kazuN恒omiya)

7. 問題提起： lilVと免疫系に関する4次元力学系モデIレの安定性

東北大．電気通情研 上田糟（H加s凶 U凶a)

8.小さい雄は成長するか？

ーフジツボ類における嬢雄の生活史戦略の数理モデルー・一一一一ー一一ーー一一一 82

奈良女子大・人間文化 山口幸（S田 hiYam昭郎：hi)

尾崎有紀(Y嘘iOzaki) 

奈良女子大・理 遊佐樋一(YoichiY田a)

奈良女子大・人間文化 高橋智（S蜘 shiT：蜘hashi)

9. 細菌の多様性が支配する海洋炭素循環 一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一87

京大・生態学研究センター 三木健（TakeshiMiki) 

横川太一（TaichiYokokawa) 

永田俊（ToshiN昭翻）

山村則男(NorioY amamura) 

1 0. Robus値目sof血esignal transd山 tion可蜘mof the mammalian JAK/STA T pathway 

and dimerizati佃 steps.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一・92

L倒 Alam由 NationalLab. 首藤絵美(EmiShudo) 



11.天然痘ワクチン免疫の効果と持続期間に関する数理統計学的推定と

Agent-based simulations 一一一一一一一一－一一一一一一－一一一－－－－一一一一一－－－ 98 

広島大・保健学 IUniv. TUbingen 西浦博σ五roshiNishiura) 
1 2.パクテリアコロニーパターン形成における等速進行渡解の相転移・一一－一一一 101

東大・理学 若野友一郎σoeY凶chiroW此ano)

1 3. 分子モ｝ターキネシンの交通流一一……一一一一一一一一一一一一一一一 107

東大・工学系 西成活裕侭瓜釦hiroNishinari) 

1 4.格子生態系における生息地破壊 ：サイト破損とポンド破漉一一一一一一一 114

兵庫県立大・環境人間 中桐斉之別館iyukiN此昭耐）

静岡大・工 泰 中啓 一(Kei・・ichiT凶naka)

吉村仁(J副 Y倒 himura)

1 5. 力学系モデルによる免疫応答の特徴の再現 …・一一一一一一一－一一一一一一一 120

奈良女子大・人間文化 吉田実加例ikaY佃Mぬ）

インシPコサイエンス社 淵 上欣 司(KinjiFuchikami) 

奈良女子大・人間文化 上江湖達也ぐTatsuyaUezu) 

1 6. MA1HEMA官CALANALYSIS FOR CHEMOTAXIS GROWTH SYSTEM…一一一 126

阪大・工学 ｝ 八木厚志（Ats凶 hiYagi) 

宮崎大・工 辻川亨(TohruT叫ikawa)

明治大・数理科学研 三村昌泰例制y錨uM祖iura)

1 7. M甜letn副伺lModels of Tumour Angiogen凶is組 dSim叫凶ons－一一ーーー一一一一－ 135 

藤田保健衛生大・衛生 久保明達（Aki蝿toKubo) 

富山大・入開発達科学 費藤宜－(NorikazuS副知）

阪大・基礎工学 鈴木貴（T：位回hiS田uki)

藤田保健衛生大短大 星野 弘喜O曲。kiH田:hino)

1 8 . Pennanence of the p釘iodiclogistic sy錦m wi位ip釘iodicimpulsive pert町凶舗ons------147 

Sou白westU凶v.／静岡大 Xiann泊g Liu 

静岡大・創造科学技術 竹内 康博(Y邸曲iroTakeuchi) 

1 9. コンタクトプロセスとその応用 一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一 153

JST ERATO合原複雑数理

モデルプロジェクト 杉峰伸明(Nob国 kiSugiminc) 

2 0.真正粘菌変形体による最適ネットワーク一一一一一一一…一一一一一一一一 159

北大・理学 手老篤史（Ats出凶 Tero)

広島大・理学 小林亮(RyoKobay錨.hi)

北大・創成科学共同研究機構 中 垣 俊 之(TosbiyukiN成時aki)

2 1. 3次元チュ－ ！｝ ングパターンとその安定性…ー一一－一一一…一…－－－－－－－－－－－・ 167 

京大・基礎研 昌 子 治 登(HirotoShi吋i)

広島大・理／京大・基礎研 山田耕太郎侭ohtaroYamada) 

-2・



2 2 . Rumor Transmission Models一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 173

東大・数理科学 何内一樹（KazukiKawachi) 

2 3 . Evolution model d回cribedby iteration dynamical syst佃 sof disαete 

Laplacians on白eplane la・凶ce－－一一一一一一－－－.. －－－－－一一一一－一一一一一一｝一一 179

日大・文理 相羽良寿(Yoshihisa Aiba) 

前垣内健太郎(K阻包mM卸 gaito)

鈴木理（OsamuS回出）

2 4 . A Mathematical Aspect for Lie舘g田 gPhenomena泊twospace dimensions 一一一一 185

広島大・理学 大西勇(lsamuOhnishi) 

2 5.任意精度数値計算法に基づく常微分方程式の漸近安定性解析とその並列化一一202

静岡理工科大 幸谷智紀（TomonoriKouya) 

大槽弘順(Ki吋uneOhsugi) 

2 6. 北海道マイマイガにおける遺伝子浸透のコンピューター・

シミュレーション 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一208

東京薬科大・生命科学 五十嵐章裕（Ak幽 olgarMhi) 

2 7 . Permanence for nonautonomo凶 Lotka-Volter司 d.ifferenti叫可stemsw愉 delays-----213 

早大・理工学 野上正義制邸ayoshiNogami) 

-3 -






