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あらまし 集団同期・引き込み現象に関し，最近 10年で生体・実験系からの検証例が急増している．また基礎となる

理論も数学的に一層深化してきた．ところが，この同期・引き込みを制御し，使いこなすための手法・理論は，現状

未開拓な部分が多い．本稿では，最近のこの方向でのひとつの新しい取り組みを紹介する．すなわち，変分解析とい

うエネルギー論的視点を同期・引き込み現象に導入することにより，非線形理論の「ひとつのメシの食い処」が現れ

ることを解説する．
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1. は じ め に

14 年前，著者は「同期現象の科学の最近の進展」[1] と題し

て，当学会誌に集団同期・引き込み現象の研究状況と課題を紹

介させて戴く機会をもった．その当時の状況は，先駆的な理論

研究が実験系での研究に先行しており，理論の予想にマッチす

る実験データを発見しようとする動きがむしろメジャーではな

かっただろうか．

ところが，この 10 年（筆者が，アドホック・センサネット

ワークの研究に没頭していた間）に，状況は何となく逆になっ

てきたようだ．すなわち，実験系から同期現象のデータ（特に，

位相応答曲線．以下では Z(ψ)と記載する．）が多数得られるよ

うになり，モデリングや理論はむしろそれらに追従しているよ

うにさえ見える．

この流れの中で，特に顕著なブレークスルーとして，次の 3

点が挙げられるだろう．

• 集団同期・引き込み現象に対し，正面からこれを制御し，

使いこなそうとする手法と理論，さらにその実験検証の登場 [2]

• 共通ノイズへの引き込みのように，これまでの「引き込

み」の枠組みを拡張する動向 [3]

• 集団同期の基礎を与える数学理論の深化 [4]

以上の 3点は，それぞれ互いに関連するものでもあり，今後も

その延長上に発展と深化が進むであろう．

一方，上記の 14年前の拙文で，つつましく予見したような

応用分野，すなわち注入同期や相互同期等の古典的テクニック

の LSI 等先端テクノロジーでのリバイバルも，この 10 年間，

相当に進展している．その動向は例えば，この数年の国際会議

ISSCC（LSI技術のオリンピック）での発表論文に如実にあら

われている [5] [6]．

要するに，この分野は 10年の間に基盤と応用が整備され，新

たな枠組みが登場するまでに成熟したといえる．したがって，

工学の現実的問題にも適用可能な基礎理論や手法・アルゴリズ

ムも，真剣に検討されて良い時期であるだろう．本稿は，その

ような試みに向けた最近の動向のひとつを紹介する．

2. 同期・引き込み現象と変分解析

上記の ISSCCで発表されている最新の成果は，ひとことで

言えば，注入同期（＝引き込み）の高周波数化・微細化・省エ

ネ化であるといえる．この注入同期は，非線形問題の原点とも

いえるファンデルポル発振器等においても膨大な研究の蓄積が

ある．そこに，いまだ新しい理論研究の芽があるとは，通常あ

まり期待できないのではなかろうか．ところが，筆者は，サー

カディアンリズム（概日時計）の理論研究を行なう過程で，そ

の新しい研究の芽がいくらか残っていることを指摘した [7]．そ

の後，郡氏の紹介により，筆者は心臓ペースメーカをバックグ

ラウンドにもつ物理学者原田氏と化学振動子をバックグラウン

ドにもつ化学者 Kiss氏と合流し，この研究の芽は予想以上に

深い根をもつことを確信するようになった．以下では，その導

入編を解説する．

一般に，ファンデルポル発振器を含む非線形振動子の安定し

た同期・引き込み過程は，リミットサイクル近傍でのダイナミ

クスに帰着される．したがって，単一振動子の同期・引き込み

に注目する場合，振動子がどれ程複雑で高次元のダイナミクス

をもつとしても，その引き込み過程は，以下の簡潔な 1変数の

非線形方程式により記述される [8]．

dψ

dt
= ω + Z(ψ)f(Ωt), (1)

ここに ψ (∈ [0, 2π))，ω はそれぞれ振動子の発振位相，自然周
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波数を表し，Z と f はそれぞれ振動子の位相応答曲線，振動子

への周期的注入信号を表す．また Ωは周期的注入信号の周波数

を示している．上記の Z(ψ)は多くの場合何らかの手段で得ら

れるものであり，ここでは既知であると仮定する．いま，周波

数の離調 ∆ω(= Ω − ω)が充分小さければ，(1)に速い動きに

関する平均化が適用され，次の方程式に簡約化される．

dϕ

dt
= ∆ω + Γ(ϕ), (2)

ここで ϕは ϕ = ψ − Ωtを示す．また相互作用関数 Γ(ϕ)は注

入信号 f と位相応答曲線 Z から，Γ(ϕ) = ⟨Z(θ + ϕ)f(θ)⟩とし
て与えられる．ここに，θは Ωt，⟨·⟩は θについての周期 2πで

の平均: ⟨·⟩ ≡ (2π)−1
∮
· dθ を示す．

外部信号 f に対し，同期・引き込みが成立するために，次の

条件：dϕ/dt = ∆ω +Γ(ϕ) = 0が必要である．つまり，f が与

えられれば，この条件を満たし引き込み状態が得られる∆ω の

値の範囲，すなわちロッキングレンジが決まる．このロッキング

レンジは，図 1のように Γ(ϕ)の ϕ = ϕ+ での極大値 Γ(ϕ+)と

ϕ = ϕ− での極小値 Γ(ϕ−)により与えられる．すなわち，ロッ

キングレンジの幅を R[f ]とすると，R[f ] = Γ(ϕ+)−Γ(ϕ−)と

なる．このように，入力信号 f に対し，Γ(ϕ)が決まり，この Γ

の極大値と極小値の差として R[f ]が定義される．したがって

R[f ]はあるクラスの関数 f に対する非線形汎関数となる．

図 1 ロッキングレンジ（引き込み周波数帯）R[f ] の定義

例えば図 2 の例は，CMOS リングオシレーターに異なる 3

種類の入力信号 f を与えた場合の SPICEシミュレーターの計

算結果を示している．この例では，グラフの縦軸として，f の

1周期での 2乗平均を表示している．いま，この f の 2乗平均

の値を一定として，異なる f に対する R[f ]を求めると，これ

は明らかに f により異なる値をもち，各々相当の差が生じるこ

とが分かる．

図 2 異なる入力信号に対するロッキングレンジ（引き込み周波数帯）

の比較（CMOS リングオシレータ―の場合）

この例が示唆するように，f を適切に設定することによって

引き込み可能な周波数帯（＝ロッキングレンジ）が相当に拡大

されるのではないだろうか？もし，そうだとすれば，その上限

を与える最適な入力信号（＝ fopt）は，どのように実現される

のだろうか？この間に対する一つの定式化と解答は，以下の通

りである．

まず f の 2乗平均値を（小さな）一定値 P とする．この P

を満たす f で R[f ]を極大にする f を求めたい．これは次の汎

関数の極値問題により与えられる．

S[f ] ≡ R[f ]− λ(⟨f2⟩ − P ), (3)

ここに λはラグランジの未定乗数を示す．この S[f ]の極値を

与える f∗ は，上記の最適な入力信号 fopt の候補となる．そし

て，この f∗ は S[f ]の第 1変分 δS が 0 となり，かつ第 2変分

δ2S が負となる条件より，次のように求まる．

f∗(θ) = (2λ)−1{Z(θ + ϕ+)− Z(θ + ϕ−)}. (4)

以上のラグランジの未定乗数 λは，(4)を f のパワー=一定の

制約条件 (⟨f2
∗ ⟩−P = 0)に代入することにより，次の通り決定す

る．λ = (1/2)
√
Q/P ，但し Q ≡ ⟨{Z(θ+ϕ+)−Z(θ+ϕ−)}2⟩．

さらに，(4)の f∗は自動的に次を満たすことも分かる：⟨f∗⟩ = 0．

以上は，f∗ の満たす必要条件である．以下では逆に f∗ が

fopt となる十分条件を検討する．まず，(4)より Γは次のよう

に与えられる．

Γ(ϕ) =
√
P/Q ⟨Z(θ + ϕ){Z(θ + ϕ+)− Z(θ + ϕ−)}⟩. (5)

ここで，ϕ = ϕ+ の極大値と ϕ = ϕ− での極小値は，その定義

より次を満たすはずである．

Γ′(ϕ±) = 0, Γ′′(ϕ+) < 0, かつ Γ′′(ϕ−) > 0. (6)

したがって (6)の第一式と (5)より，次の等式が成立する．

⟨Z′(θ + ϕ+)Z(θ + ϕ−)⟩ = ⟨Z′(θ +∆ϕ)Z(θ)⟩ = 0． (7)

ここで，位相変数 ϕのシフトに関する任意性を消去するため，

∆ϕ ≡ ϕ+ − ϕ− を導入した．

この条件 (7) は，与えられた Z に対し，(4) の f∗ が確かに

最適入力 fopt になるための条件である．ただし，(7)の自明な

解 ∆ϕ = 0は，あらかじめ取り除いて考える．この ∆ϕ = 0に

対しては，(5)より Γ(ϕ) ≡ 0となり，引き込みが定義されない

からである．

一方，(7) の自明でない解は確かに存在し得る．これ

は，∂⟨Z′(θ +∆ϕ)Z(θ)⟩/∂∆ϕ|∆ϕ=0 = −⟨Z′(θ)2⟩ < 0, かつ

⟨Z′(θ +∆ϕ)Z(θ)⟩ は一般に ∆ϕの有界な周期関数と仮定され

ることから従う．特に，Z が例えば 2 回微分可能な滑らかな

関数とすれば，∆ϕ = π という解が（システムのパラメータと

無関係に）必ず存在することも分かる．この ∆ϕ = π の解を

generic と呼ぶことにする．

簡単かつ一般性を失わない仮定として，以上のように Z が
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ある程度滑らかであり，さらに変分の対象となる f も同じく滑

らかな関数を想定し，適当なノルムを導入する [9]．その結果，

(7)の解は∆ϕ = πの generic 解に加え，non-genericな解も存

在し得て，解の個数は高々有限個となると期待 (あるいは仮定)

されよう．したがって，それらの解 ∆ϕに対応する f∗ に対し，

各々R[f∗]を評価し，最大となる f∗ を fopt と決めればよい．

以上のアルゴリズムにより，f は，しかるべきノルム空間に

制限されているものの，その中での最適な fopt が (4)，(7)に

より，与えられる．この結果の数値検証例，化学振動子系での

検証は [10]を参照のこと．

3. 非線形理論のひとつのメシの食い処

ファンデルポル発振器，さらに位相同期回路（PLL）の登場

以来，既に 4分の 3世紀が経過しようとしている．その間，常

に引き込み能力の向上という課題が工学の現実的問題として在

る．以上の結果は，あくまでも弱入力という制限はあるものの，

この問題に対し，クリアな一般理論を提供する第一歩を与えて

いる．さらに，この枠組み（=定式化 +解析手法）は，自然に

以下の課題を提示している．

• ノイズの存在する下での引き込みの最大・最適化

最近の秦，中尾による成果は，この方向にも未開拓な領域があ

ることを示している．

• 集団同期における同期パターン形成の最適化

この方向においても，筆者らは自明でない結果と応用の広がり

を認めている．詳細は別報に譲る．

• 以上の成果の現実的問題への適用，応用

現在，サーカディアンリズム制御，ならびにパワエレ等への応

用を開拓中である．特に，関屋らによる E級発振器の研究との

マッチングが期待される．

非線形問題の定義とは何であろうか？あくまでも個人的にで

はあるが，これは「非線形」な工学の現実的「問題」のサイエ

ンスとしての側面，であると解釈している．だとすれば，「非線

形問題」は非線形物理や，あるいは応用数理と似て非なるもの

である筈だろう．例えば，非線形物理の「王道」を行く蔵本グ

ループの輝かしい成果は，それ自体で完結する一つの宇宙のよ

うに筆者には見える．もし，そうならば，その「宇宙」は市井

の現実的問題のレベルにも何らかの知恵を与えてくれるのでは

ないだろうか？その「宇宙」と「市井」のギャップにこそ，非

線形問題のメシの食い処が広がっていると期待したい．

このような「宇宙」と「市井」のギャップに潜むサイエンス

を，現在の通信システムを取り巻くテクノロジーにも見出そう

とする発想は極めて自然なものであろう．この 4 月，当 NLP

に加え，CCS（複雑コミュニケーションサイエンス研究会）が

以下の幹事団の諸氏の尽力により発足した．青野 真士（理研），

梅野 健（NICT），岡本 英二（名工大），関屋 大雄（千葉大），

田中 久陽（電通大），鳥飼 弘幸（阪大），中尾 裕也（東工大），

長谷川 幹雄（理科大）．学会員の皆様のご参加，ご発表を是非

ご検討いただきたい．

日頃ご議論戴きます当 NLP，ならびに CCS（複雑コミュニ

ケーションサイエンス研究会）の関係者各位に深謝致します．

本研究の一部は文部科学省科学研究費基盤（B）23360047，お

よび財団法人テレコム先端技術研究支援センターの助成により

行われた．
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