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【研究会報告】

生体系のランダム行列理論

小山信也∗
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1. ランダム行列理論とは

ランダム行列理論は，1950年代から主として物理
学を舞台として発展してきた．最近，この理論を生
物学へ応用する試みがなされている．本稿では，近年
発見されているランダム行列理論と生物学の関係を，
OIST（沖縄科学技術大学院大学）にて 2012年 4月 15

日から 20日まで開催された国際会議「生体系のラン
ダム行列理論（Random Matrix Theory for Complex

Systems）」の報告とともに概観したい（原題の直訳は
「複雑系」だが，本会議の主題と本稿の趣旨を鑑み，敢
えて「生体系」と意訳した）．
はじめに「行列がランダムである」とはどういうこ
とかを振り返っておく．「数をランダムに選ぶ」という
場合，１つの数だけを選んでもそれがランダムかとい
う問には意味がない．いくつもの数を選んではじめて，
何らかの傾向や偏りが現れ得る．同じ数ばかり何度も
選ぶのは明らかに恣意的だが，逆に，一度選んだ数を
二度と選ばないのもまた恣意的である．ランダム性は
たくさんの元を選ぶ際の様子であるから，確率の言葉
で定義される．実数 xが分散１，平均０でガウス分布
しているとき，確率分布関数は P (x) = 1√

2π
e−x2/2 で

与えられる．ランダム性の一つの定義に，xがガウス
分布に従うこと，すなわち，a≤ x≤ b となる確率が∫ b

a
1√
2π

e−x2/2dx となることとする方法がある．

すると，２次の正方実行列H =

(
α β

γ δ

)
をランダム

に取るときの確率分布関数は次式で与えられる．

P (H)=
1√
2π

(
e−(α2+β2+γ2+δ2)/2

)
=

1√
2π

e−tr tHH/2.

さらに，Hが対称行列であるという制約を課すと，測
度 (dα)(dβ)(dγ)(dδ)を，固有値を変数とした測度で書
き換えられる．このようにランダムという概念は，行
列をどのような集団から選ぶかによって，ランダムさ
を規定するための測度が定まるものである．
ランダム行列理論のもう一つの特徴は，行列の次数
を無限大に飛ばすことである．N次行列の適当な集団
を定めると，そこに属する行列はN個の固有値を持つ
が，そのN 個の固有値の間隔分布を表す密度関数は，
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集団を定めるごとに決まる．そしてN →∞としたと
き，その密度関数は集団に固有の形となる．これが，
ランダム行列の各集団に対して計算されている相対関
係（correlation）関数である．
そして驚くべきことに，この相対関係関数が，数学

や物理学の諸分野で謎とされる様々な現象を正確に記
述するという事実が，これまでにいくつか発見されて
きた．これらがランダム行列理論に価値を与え，この
理論は年々，より多くの物理学者や数学者たちを惹き
つけているように思われる．
私は整数論の研究者であるが，整数論で最大の謎と

されているリーマン・ゼータ関数の複素零点の間隔分
布が，ランダム行列のあるモデルの相対関係関数で表
されるという有名な予想がある．ランダム行列理論は
リーマン予想解決の鍵であるとすら考えられている．
これが私がランダム行列に興味を持ったきっかけであ
り，整数論の研究者でありながらランダム行列に関す
るサーベイ [1],[2]を書かせて頂いた理由でもある．

2. 生物学との接点

では，ランダム行列理論が生物学と関わる理由は何
だろうか．それはまず何よりも，生体ネットワークの
特徴である「莫大な頂点数」が，ランダム行列理論で
次数を無限大に飛ばす状況と似ていることであろう．
たとえば，ある細胞が 400万個のタンパク質からな

る場合，遺伝子転写ネットワークは 400万個の頂点を
持つ有向グラフとなる．そしてそのラプラシアン（随
伴作用素）は，400万次の正方行列となる．このよう
な巨大な行列について，いわば無限次行列の理論であ
るランダム行列理論が何らかの情報を与えてくれるの
は自然なことに思われる．実際，一見無秩序に見える
ＤＮＡやたんぱく質の分子配列の中に，ランダム行列
理論によって統計的な普遍性の説明がつくものがある．
だが単に頂点数が巨大であるというだけなら，生体

系に限ったことではない．物理学における分子数や量
子数もまた巨大である．しかし実は，生体系には，他
の物理系には見られない決定的な特徴があるのだ．そ
れは，頂点の多様性である．たとえば物理学におい
て電子はどれも完全に同じものであるが，生体ネット
ワークを構成する要素は，タンパク質であれニューロ
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ンであれ，あるいはマクロに目を転じて動物の個体が
種の保存のためになすネットワークを見たとしても，
それらをなすグラフの頂点たちは，一つ一つがすべて
異なる，個性豊かなものたちなのである．
したがって，生体ネットワークの解析のためには，
単に巨大な行列を考えればよいというものではなく，
より深い理論が必要となる．こうした要請に応えるも
のがランダム行列理論であると，最近考えられてきて
いるようである．これについては，§3.4「講演 (7)につ
いて」で再び触れる．
さらにもう一点，生体系に対してランダム行列が持
つ独自の応用がある．それは，行列の次数を無限大に
飛ばし極限を取る過程が，生体の増殖や成長のモデル
になり得るということである．これについては，§3.3
「講演 (5)について」で解説する．

3. 会議の概要

会議では，招待講演者による３時間の基調講演が９
コマ行われた．講演者はいずれも世界的に傑出した研
究者たちであり，これだけの豪華な顔ぶれが出そろう
国際会議は前例がないとの声が参加者から上がってい
た．魅力的な講師陣に惹かれ，はるばる海外から参加
した外国人たちが全体の８割（30名以上）を占めてい
て，日本人はむしろ少数派（5～6名程度）という，国
際色豊かなOISTらしい会議であった．また，各講演
者に３時間という時間が充てられたことにより，各々
の理論をじっくり聞くことができたのも，この会議の
価値を高めたと言える．以下に，招待講演者と演題を
挙げる．

(1) Edouard Brézin (IHES, フランス高等科学研究
所）: “Introduction to random matrices” （ラ
ンダム行列入門）

(2) Remi Monasson（École Normale Superieure，フ
ランス国立高等研究所）: “Statistical physics

approaches to high-dimensional inference” （高
次元の考察のための統計力学的手法）

(3) Alexei Morozov（Institute of Theoretical and

Experimental Physics, モスクワ理論実験物理
学研究所）: “Faces of matrix models” （行列モ
デルの様々な側面）

(4) Surya Ganguli（スタンフォード大学）: “The

statistical mechanics of compressed sensing and

memory through random matrices” （ランダム
行列を用いた計測圧縮と記憶に関する統計力学）

(5) P. Wiegmann（シカゴ大学）: “Random matri-

ces, growth models and hydrodynamic singular-

ities”（ランダム行列，成長モデルと流体力学的
特異点）

(6) J. Zinn-Justin（CEA）: “Random matrix and

random vector theory: The renormalization group

approach” （ランダム行列とランダムベクトル
の理論：再正規化群の手法）

(7) Haim Sompolinsky（ヘブライ大学）: “Neuronal

circuits with random connectivity” （ランダム
な連結度を持つ神経回路）

(8) Simona Cocco（École Normale Superieure，フラ
ンス国立高等研究所）: “Inference of interactions
from correlations: algorithms and applications”

（間接作用を除いた相互作用の考察：アルゴリズ
ムと応用）

(9) M. Vergassola（パスツール研究所）“ Statistics

of the maximum eigenvalue in random matrices”

（ランダム行列の最大固有値の統計理論）

この会議の著しい特徴は，参加者の分野が多種多
様であったことである．講演者の顔ぶれや演題からも
わかるように，物理学者，生物学者，数学者など多岐
に渡る分野の人々が集った稀有な集まりであった．演
題から見て取れる生体分野の講演は (2)(4)(5)(7)(8)で
あるが，その他の講演も，生物学的な応用を視野に入
れ，それを最終目標の一つと意識していたものが多く，
まさに会議の主題が「生体系のランダム行列理論」で
あったと言える．以下，ランダム行列がどのように生
物学に関わっているのか，その接点の説明に力点を置
きながら，生体分野の講演を順を追って解説する．

3.1 講演 (2)(8)について
講演 (2)の演題にある「高次元」とは，頂点数がき

わめて多いネットワークを意味する（ただし前述のよ
うに生体系の特徴として単に個数が大きいというだけ
でなく，各頂点の性質がすべて異なるという意味での
多次元性をも内包していると考えられる）．そうした
生体ネットワークの扱いにおいて，ニューロンなどの
要素間には直接的な相互作用（interaction）と他の要
素を介しての間接的な関係（correlation）の２種類が
介在するが，このうち直接的な相互作用のみを取り出
して解析することが必要であり，講演 (2)ではそのた
めの手法が解説された．それによってネットワークの
状況をある種のランダム行列によって表示することが
可能になり，ランダム行列理論が神経ネットワークの
メカニズムの解明に応用できる可能性が生まれる．講
演 (2)はその理論の解説であり，共同研究者による講
演 (8)では，実際にタツノオトシゴやオオトカゲの表
皮や網膜の神経に複数の電極から刺激を与えて信号の
伝搬を測定した実験結果との整合性に関する報告がな
された．

3.2 講演 (4)について
生体は，過去の記憶を現在に生かして行動する．こ

こでいう記憶とは，直近の過去に関するものである．
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熱い湯に触れて手を引っ込めるという防衛反応は，一
瞬の間，熱さを記憶することによって可能となる．ミ
クロのレベルでも，防衛反応をはじめとする様々な反
応が記憶によって機能している．この講演の主題は，
記憶のメカニズムである．本項では，ベクトル xxxの第
i成分を，ベクトルに添え字をつけてxxxiで表すものと
する．N個のニューロンからなるネットワークを想定
し，整数値で表される離散的な時刻 nにおけるニュー
ロン i (i=1,2,3,...,N)の状態を実数値xxx(n)i ∈Rで表
すことにより，時刻 nにおける全体の状態を N 次元
ベクトルxxx(n)∈RN で表す．xxx(n)は，時刻nにおける
外部からの刺激 s(n)∈Rと，時刻 n−1からの記憶の
影響 Wxxx(n−1)によって定まる（W はN×N 行列）．
s(n)∈Rの影響力は成分の位置 i ごとに一定であると
し，その影響を表す係数ベクトルを vvv ∈Rとすると，
ネットワークの状態は，漸化式

xxx(n)=Wxxx(n−1)+vvvs(n)

によって記述される．刺激の履歴を表すベクトル（の
第 k成分）をsssk = s(n−k) によって定義すると，ネッ
トワークの現在の状態に関する sssの下での条件付き
確率分布 P (xxx(n)|sss) が定義できる．記憶とは，過去が
現在に及ぼす影響のことであるから，P (xxx(n)|sss) の sss

による依存度を指すわけだが，これは，統計学でいう
フィッシャー情報行列

Jk,l(sss)=

⟨
− ∂2

∂sssk∂sssl
logP (xxx(n)|sss)

⟩
P (xxx(n)|sss)

によって与えられることが知られている．これを用い
ると，xxx(n)が含む情報のうち，時刻 k前の情報の影響
が残っている分が対角成分 Jk,k によって与えられるこ
とが計算できる．ここで kを渡らせて和を取れば，総
記憶量となる：

Jtotal =
∞∑
k=1

Jk,k.

講演では，ニューロンのなすネットワークが円環形や
格子状であるようなモデルに対し，行列W に応じた記
憶量の評価式を示し，その結果とランダム行列の理論
式との比較を行った．また，W が正規行列であるとき
を正規ネットワークと名付け，その場合には記憶量が
行列W に依らずに定まるなど，いくつかの結果 ([3])

が解説された．

3.3 講演 (5)について
講演 (5)では，確率密度関数を変形させた「変形ギニ
ブル集団」と呼ばれるある特殊なランダム行列モデル
において，行列の次数をいきなり無限大に飛ばさずに，
一つ一つ大きくしていくと，そこで現れる複素関数の
グラフが，生体の成長モデルとなる現象を紹介した．

一般的な通念として，ランダム行列は概念的に無限
次行列であり，次数を無限大に飛ばした極限の結果に
興味を持つのがこれまで普通であった．講演 (5)のよ
うに，無限大に飛ばす過程が生体の成長モデルになる
ということは，新鮮な驚きであった．

3.4 講演 (7)について
生体ネットワークは，各要素間を結ぶ有向線分に活

性化と抑制の２種類があることが特徴だが，実は，よ
り深い特徴として，それらの有向線分の種類が，頂点
ごとに傾向を持つことがある．たとえば，ニューロン
やタンパク質の中には，周囲の要素をやたら活性化し
たがるものや，その逆にやたら抑制したがるものがあ
るので，有向線分の種類が均等に配置されるわけでは
ない．これは，行列の言葉に翻訳すると，列ごとに要
素の符号に傾向があることである．生体ネットワーク
を解析するには，そうした特殊な条件下での行列を扱
う必要がある．初期のランダム行列理論では，こうし
た制限のついた行列の集団については何も知られてい
なかった．それがここ数年，急速に解明されるように
なり，生体系への応用が可能となった．たとえば，列
ごとに符号条件を課したランダム行列について，最大
固有値の振舞いや，固有値の分布関数などが計算され
ている．この講演では，そうした結果 ([4])が紹介さ
れ，生物学への応用の可能性が論じられた．

4. OISTについて

会場となったOIST（沖縄科学技術大学院大学）は，
2012年秋からの院生入学を予定している新設の大学で
ある．英語を公用語とし，世界最高レベルの研究機関
を目指し，外国人教員が半数以上を占める．院生受け
入れに先立ち数年前から様々な研究プロジェクトが行
われており，今回の会議もその一環であった．東大を
退官後OISTに赴任された数理物理分野の氷上教授と，
生物分野のミラー教授が，この会議の主催者であった．
素晴らしい環境に加え，参加者一人ひとりに対する主
催者の細やかな気配りのおかげで，大変意義のある会
議になったと感ずる．氷上教授，ミラー教授への感謝
を述べ，結びとしたい．
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