
1 はじめに 

いま、自然対人工体のあり方が問われている。テー
マのこの中央2重性1, 2)の学術性、独創性は、中央相の先
駆的成果、ペアマップを見出していて、その発展的研
究である。この中央相のメカニズムは、人工的にはコ
ンピューターのアーキテクチャーの問題であり、最近
のcyber-physical系でもその境界(面)は、まだ未解決課
題である。 

ペアマップ3-5)はこの中央相問題を需給系で具現化
している。2次元の平面図ではあるが、実は人工体3次
元の縮図(小宇宙)であり、背後では松井の方程式1, 2)と
いうダイナミズムに支配されている、ことが見えてる、
奥底で。これは、人工体科学の近著Springer 20192)で展
開されている。 

また経済学でも、物理学でも、多くの分野では、下
位のミクロと上位のマクロの関係は見える形では出さ
れてなくて、その境界、繋がり関係はパスされている。
松井の方程式は、2重性繋がりで、物理学分野の連関と
ともに、産業連関表繋がりで経済学分野、今後の知識
社会への道標6, 7)も与えている。 

この中央相の解明を促進のために、我々はペアマッ
プの具現化として、また工学的デザイン手段として企
業ロボット類の具現化8, 9)も対象としている。本課題は
人類の存在にかかわるだけでなく、企業の中間管理層
に光を当て、中間管理者の本質的な、科学的役割は何
であるかに焦点を当てている。 

このカタチの多様性は、主にニュートンの法則にお
ける運動系と力(エネルギー)系式の2重性と同様に、松
井の式の数量系とカネ(価値)系式の２重性1)に起因し
ていると考えられる。この中央相での２重でのマッチ
ングとズレ(軋み)が自然対人工体の様々な現象として
生じてきている 

研究価値としては、自然的側面Seinだけでなく人類
社会のあるべき姿Sollenに向けた、トップでもボトム
でもない中央相を主体とするマネジメントアプローチ
3-5, 10)でその理論、方法論の開発に繋がり、人工体世界
の経営の高度化、効率化に寄与してくることも持続可
能化sustainability面も重要と考えられる。 

2 ペアマップの2重性とマッチング 

2.1 ペアマップと2重性、ズレ問題 

いま、3M&I系個体を入出力系(通常、ゴールをもつ)

からなるシステムズとみなして,この入出力系は、出力
を最大化、入力を最小化する機能をもつとする。この
ための入出力のコラボレーション機能として、ペア行
列と呼ばれる2項の入出力行列3)を考える。 

この行列の各要素は、ペア要素(出力利得, 入力損出)

とする。自然や人工体例では、このときペア行列上に
種々の図形パターン系が見られるが、特に楕円交叉形
となるのが特徴で、楕円の回転メカニズムが見られて、
一般にペアマップ(総称)と呼ばれる3-5, 10)。 

この交叉している楕円形は、製造(入力)・販売(出力)

連系では、１つは経済性と呼ばれる正相関、他は信頼
性と呼ばれる逆相関に対応する交叉軸をもつ。この綱
引きのもとでの交差点が個体の目標(利益最大化)であ
り、均衡バランス点(Win-win or変異点) になっている。
これには変種の双曲タイプが見られ、中心に向かう軌
道をもつ。 

経済性と信頼性は、それぞれ系の利得、系時間長で
ある。ここで系時間長が利得と逆相関とは、利得の大
きさが所要する時間の冗長性に関係して、利得が大で
は冗長さがなく、冗長過ぎると利得が下がり、どちら
も損出を増大させ利益を減少させる。 

さらに、種々のマップ多様系が見られ、これが宇宙
や人工体の俯瞰的縮図(小宇宙) になる可能性、時計ダ
イナミズム等を見出して検証と具現化を進めていてお
り、種々の人工体科学の形(カタチ)、あるべき姿を提案
している。 

このカタチの多様性は、ニュートンの法則における
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Fig. 1: ニュートン式と松井の式の 2重性 



運動系と力(エネルギー)系式の2重性と同様に、松井の
式の数量系とカネ(価値)系式の２重性1, 2)に起因してい
ると考えられる。この中央相での２重でのマッチング
とズレ(軋み)が自然対人工体の様々な現象として生じ
てきている。 

2.2 自然対人工体系の普遍的物理法則 

松井の式(𝑊 = 𝑍 × 𝐿)は、3M&I系人工体(ヒト、モノ、
カネ、情報系)において,松井によって見出された普遍
的物理法則11,12)である。記号は、𝑍はサイクル時間(サイ
クル)、𝑊は待ち時間(価値)、𝐿は待ち人数(数量)である。 
この式の掛け算は単なる積(product)ではなく、2項の

結合演算例であり、等号の均衡に至るまでの動的な調
整メカニズム(役割)も含まれている。例えば、代表的な
物理(テコの概念)と経済(比重の概念)に関する法則が、
松井の式を基底とするベクトル空間で定式化されてい
る。 

科学の歴史は、規則性のパターン(サイクリック)の
発見により発展してきている。サイクリックな現象は、
いつでも再現可能で、実証できると考えられるからで
ある。このサイクル(𝑍)は、一般に𝑍 =規則的なもの
(𝑋) +不規則的なもの(𝐷)と表される。 

後者は、周辺との交互作用項であり、通常は遅れ(反
応、待ち、ムダ、溢れ、余裕、誤差、利益等)現象とみ
なされる。この後者の法則に関する研究は比較的に新
しいが、系における遅れと溢れの線形関係(松井、1996-

7)、サイクルが中途で停止する制約則等13,14)がある。 

人工体では、待ち行列系において𝐿 = 𝜆𝑊(リトルの公
式、𝜆:到着率)が発端になって、𝑊 = 𝑍𝐿(松井の式、1997)

等が知られている。物理体では、先行して力学系の二
ュートンの公式、電磁気系ではジュールの法則が見ら
れる。 

これらは、すべて本質的に同じもので同形であるこ
とが示されており2,15)、広義の松井の式は自然対人工体
において一般に数理的(代数的、幾何的、解析的、確率
的)に成立する。すなわち、物理体のエネルギー概念は、
人工体のカネ(価値)概念に相当していること(類似性)

が指摘される。 

3 原稿の体裁 

3.1 あるべき姿と CSPS事例 

自然対人工体のペア体(OEタイプ)1)は、Springer 

(2016)に見られ、合流プロセス(𝑟 = 𝜆 + 𝑣)でのプルタ

イプは、そのあるべき姿の代表的なタイプと考えられ

る。図 2は、Ternary SWの DAEn(Diet-Absorption-En-

ergy)と呼ばれ、東洋の“断捨離”スタイルに似せてい

る。図 2のあるべき姿には、2重性のマッチングとズ

レ、軋みの問題がある。 

 CSPS事例 11,12)の分離プロセス研究(λ=r+ｖ)では、ペ

ア体(プッシュ AL/OE タイプ)の遅れ E(D)と E(η)の関

係は、表 2に見られる。いま、ρ<1のとき、先見下で

は下位のカメレオン基準： 

到着 𝜆：サービス X：バッファ 𝐶 = 1：0.7：0.7 (1) 

のもとでは、𝑋:𝐷 = 0.6: 0.4 であり、上位カメレオン

基準(メジアン)2,16)0.6 対 0.4 も同時に満たされている。 

またρ= 1のとき、ポアソン到着下では、𝑋:𝐷 = 2: 1

であり、同様にカメレオン基準 0.6対 0.4が得られる。

なお、熱効率事例では、双対の AL タイプのペア体が

見られる。 

 

Fig. 2: 自然対人工体のあるべき姿(DAE𝑛) ― ペア体

(プル OEタイプ) 

Table 1: サイクルの 2重性：自然対人工体 

 

サイクル 下位(動き) 上位(価値)

シ
ス
テ
ム

経営系 作業(ムダ) 利益公式(付加)

物理系 運動(効率) 力(エネルギー)

情報系 記号(冗長) 意味(知)

生産系 モノ(フロー) 業務(手続き)

科
学

松井の体系 リトルの公式(待ち)  松井の式(仕事)

ニュートンの体系 第1法則(運動)  第2法則(力)

人
工
体

スキーム 民主主義(ヒト) 資本主義(カネ)

渋沢栄一 論語*(コト) 算盤*(カネ)

＊渋沢栄一著「論語と算盤」(1916年)

Table 2: ポアソン到着対等間隔到着の一例 

 
JIMA(1978)[11]より転載 



3.2 カメレオン基準の物理体考 

２重性のズレの考察に導入された、カメレオン基準
16)は一般にはメジアンに相当する。この基準は、遅れ

と溢れの線形式[11,12]に基づいている。 

𝜆𝐷 = 1 − 𝜌 + 𝜂, 𝜌 = 𝜆 𝜇⁄    (2) 

この関係を満たす CSPS 人工体のデザイン基準が、

次式の条件式(カメレオン基準)として知られている。 

𝜆(𝑣0): 𝑣(𝜇): 𝑐(𝜂) = 1: 1.4(𝑙𝑛2): 1.4(𝑙𝑛2) (3) 

物理体系のおけるこの問題は、図 3に見られる。図

3では、到着率𝜆は初速度𝑣  に、サービス率𝜇は速度𝑣 , 

加速度𝑎に対応している。また 2重性から、収益 ER

はエネルギー(ハミルトニアン)に、リードタイム𝐿は運

動𝑝(= 𝑣𝐿)に対応する。 

 

4 物理体の 2重性とズレ 

4.1 物理体のペアマップ展開系 

物理体のライフサイクル(回転系)は、流動数管理式

に併せて図４で表される。このとき、物理体のペアマ

ップは図５2)である。 

4.2 物理体の経済性対信頼性考 

物理体のペアマップ図５は、Springer(2019)2)で与え

られている。ここでは、経済性(エネルギー)対信頼性

(引力)の関係がより明確にされる。一般に、人工体のカ

ネは物理体ではハミルトン(エネルギー)である。 

𝐸𝑅(𝑍) = 𝐸𝐶(𝑋) + 𝐸𝑁(𝐷)   (4) 

𝐸𝐶(𝑋)は、運動エネルギー(𝑚𝑣/2)に相当しており、

𝑋 → 𝑍(= 𝑋 + 𝐷)とすると、次式が得られる。 

 
Fig. 3: 物理体の 3D(𝜆, 𝑣, 𝑧)系 
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Fig. 4: 物理体のサイクル(回転系)対流動数類 
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Fig. 5: 物理体のペアマップと図転[2] 
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𝐸𝑅(𝑍) =
1

2
𝐿𝑍2(or 𝑍𝐿 )     (4) 

1

2
𝐿𝑋2(or 𝑋𝐿 ) +

1

2
𝐿𝐷2(or 𝐷𝐿 )   (5) 

特に、1 = 𝜆 = 𝜇のとき,𝐷 = 𝜂, 𝐷 = 𝑋 = 1より、 

𝑋:𝐷 =  0.5: 0.5 (𝑍 = 1)      (6) 

で、𝜆と𝜇が異(𝜆: 𝜇 = 1: 1.4)、X: D =  0.6: 0.4となる。 

 また、信頼性(引力)の方は、𝑔を重力加速度、 を万

有引力定数とすると、 

𝐹 =   𝑚/𝑟2      (7) 

ここで、  /𝑟 → 𝑍( ), 𝑚/𝑟 → 𝐿と考えると、引力はリ

ードタイムに符合している。 

5 ペアマップとブラックホール考 

5.1 人工体の波動方程式と円錐曲面 

ペアマップの 3 次元極座標表示(𝜃, ∅)より、波動方程

式が 2019 年に 2)で得られている。これから、以下に

ペアマップの中心部には円錐曲面が得られる。2)より、

次の幾何的関係を用いると、 

𝐿 

𝑍
=

1

2
𝑅(sin(𝜃 + 𝜑) + sin(𝜃 − 𝜑)) (8) 

であり、三角関数の定理から次式が得られる。 

いま、𝜃  = 𝜃 + 𝜑、𝜃  = 𝜃 − 𝜑とおく、このとき 

𝐿 

𝑍
=

1

2
(𝑅sin𝜃 +𝑅sin𝜃 )  (9) 

さらに、u → y として、𝑥, 𝑦は、 

𝑥 =
1

2
(𝑅sin𝜃 +𝑅sin𝜃 )    

𝑦 =
1

2
(𝑅sin𝜃 +𝑅sin𝜃 )  

とおく、このとき(1)式は、次式になる 

𝐿 

𝑍
= 𝑦.    (11) 

以上から、𝑥2 + 𝑦2 = 𝑅2 cos2 𝜑となり、 = cos𝜑か

ら、 

𝑥2 + 𝑦2 =  2.    (12) 

ゆえに、点 (𝑥, 𝑦)は、原点を中心とする半径 の円周

上にあり、 𝑦の値はその時の𝑦座標値である。また、 

0 <  < 𝑅であるから、(4)より は𝑥, 𝑦の関数で =

√𝑥2 + 𝑦2となり、これは 3次元(𝑥, 𝑦,  )における円錐曲

面を表す 

5.2 人工体の波動方程式と円錐曲面 

通常は、人工体ペアマップの中央に生じるカーネル

(ブラックホール)は、入力(需要)と出力(供給)のスピー

ドが近づくと、待ち行列理論から系の発散リスクが大

きくなる。実際には、入出力ともバラつきがあり、需

給一致には先見化によりバッファ(時間タイプ)を与え

て頑健性によりこのリスクを避けることができる。世

界の人工体は、先見 look-ahead のマネジメントで需給

のズレを調整しながら安全(頑健性)に動いている。 

6 まとめと今後 

 この研究は、生産人工体の待ち行列研究から始まっ

ている。我々の人工社会は、入力(需要)、出力(供給)、

待ち/在庫系からなっていることに着目して、入出力系

のベースとなる松井の公式大系から出発して、製販統

合のジレンマ(売上げ最大化対コスト最小化)を止揚す

るツールとしてペアマップを創案した。これが、母な

る恵み(母体)としてその後の研究の中核となって、人

工体の縮図が描けて小宇宙の展望までが可能になって

いる。 

我々の人工社会の形(カタチ)が今問われている。そ

の中で、人工体の小宇宙は、モノ、ヒト、カネと情報

の、いわゆる 3M&Iからなる縮図であり、その縮図(3D

から 2Dへの)がペアマップ部類(1983 年創案)と考えら

れている。このペアマップの様式(コンパス)は、生産企

業体だけでなく、自然界の物理体、経済体等にも得ら

れて、今後の検証、実証が期待されている。 

 この生産企業体のペアマップ展開から、その奥底(深

奥)にみられる、凝縮されている構造(時計モデル)とと

もに、内蔵(埋込み)されているダイナミズム(フラクタ

ルや波動方程式)を数理的に明らかにしている(松井の

理論)。また、そのペアマップ超平面のセンターが人工

体の崩壊につながる、宇宙でのブラックホール(円錐

体)に対応していることを示している。 

 自然対人工体のペア体(OE)は Springer(2016)に見ら

れ、合流プロセスでのプルタイプはそのあるべき姿の

代表的タイプと考えられる。これは、Ternary SW の

DAEn(Diet-Absorption-Energy)体と呼ばれ、東洋の断捨

離スタイルに似ている。この DAEn体には、ペアマッ

プにおける 2 重性のマッチングとズレ(軋み)の問題が

ある。このズレのジレンマの解消には、適度な遅れ(溢

れ)によるバッファが望ましいと考えられる。  

 その際には、我々の研究からは、個体の下位(数量/運

(10) 

 

Fig. 6: ペアマップのカーネルとブラックホール 
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動系)では入力１：出力 ln2 :バッファ ln2と、上位(カネ

/エネルギー系)では効率 0.6対ムダ 0.4のプル・バラン

シングにより、2重性体のカメレオン基準(メジアン)が

望ましい目安(ブラックホールに至らない)になってい

る。このより一層の研究には、数理的には遅れのある

確率微分方程式類の他のアプローチも有効と考えられ

るが、古典的な論語、民主と算盤、資本論議にも見ら

れる解決につながれば幸いである。 
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