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システムの複雑性とその理解
（複雑なシステムと階層構造）

科学の方法 調査・研究



１．複雑なシステム

複雑なシステムの定義

単純でない仕方で相互に関連しあう多数の部分から成り立つシステムである。
また、全体は部分の合計以上のものである。

複雑性の特質

・複雑なシステムは、一般に階層をもった構造をもち、動態的なシステムでもある。

・階層的な形態： 幾つかの下位システムから成り立ち、その下位システムもまた、
その各々それ自身システムから成り立ち順次そのようになっている。

・階層的に組織化されたシステムは準分解可能性（要素間の独立な動き）をもつ。

階層構造を持った例

・生物システム： 細胞の上位システム：⇒器官⇒器官系⇒・・・
細胞の下位システム：←細胞膜←ミクロゾーム←ミトコンドリア

・物理システム： 素粒子⇒原子⇒分子⇒巨大分子
衛星系⇒惑星系⇒銀河系⇒・・・

・その他の例 ： 社会的システム（会社の組織など）、記号システム（本など）、芸術
（音楽、絵画ほか）

出典：システムの科学



これらは狭い範囲かつ短期の予測は経験的要素から不可能ではないが、その予測の裏付けをよ
り基本的な法則に還元して理解する（還元主義）のは困難である。系の持つ複雑性には非組織的
複雑性と組織的複雑性の二つの種類がある。これらの区別は本質的に、要因の多さに起因する
ものを「組織化されていない」(disorganized) といい、対象とする系が（場合によってはきわめて限
定的な要因しか持たないかもしれないが）創発性を示すことを「組織化された」(organized) と言って
いるものである。

複雑系は決して珍しいシステムというわけではなく、実際に人間にとって興味深く有用な多くの系
が複雑系である。系の複雑性を研究するモデルとしての複雑系には、蟻の巣、人間経済・社会、
気象現象、神経系、細胞、人間を含む生物などや現代的なエネルギーインフラや通信インフラな
どが挙げられる。

複雑系は自然科学、数学、社会科学などの多岐にわたる分野で研究されているが、学際的に複
雑系に特化した研究分野として、システム論、複雑性理論、システム生態学、サイバネティックス
などがある。

参考： 複雑系とは

複雑系（英: complex system）とは、相互に関連する複数の要因が合わさって全体としてなんら

かの性質（あるいはそういった性質から導かれる振る舞い）を見せる系であって、しかしその全
体としての挙動は個々の要因や部分からは明らかでないようなものをいう。

出典：ウイキペディア



参考： 複雑系の全体像 名古屋大学大学院情報科学科研究科Web
「複雑系の新しい原理や法則の解明」
http://www.cs.is.nagoya-u.ac.jp/unit.html



現実世界における複雑性の直感的階層

レベル 特徴 例 （具体的或いは抽象的） 関連分野

１．構造 静的 結晶構造、橋 あらゆる分野に於ける
枠組み 言葉や絵による記述

２．時計仕掛け 予め定められた 時計、機械、太陽系 物理学、古典的自然科学
動き

３．制御機構 閉ループ制御 サーモスタット、生体に於ける 制御理論
ホメオスタシス（恒常性） サイバネティックス

４．開システム 構造的自己維持 炎、生物細胞 新陳代謝の理論
（情報理論）

５．低いレベルの生体 機能的部分 植物 植物学
“青写真”による
成長再生産

６．動物 全行動を管理する 鳥類と獣類 動物学
脳、学習能力

７．人間 自己意識、知の知 人類 生物学、心理学
記号言語

８．社会・文化システム 役割 家族 歴史学、社会学

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ボーイスカウト 文化人類学
価値の伝達 酒場、国家 行動科学

９．超越システム “避けがたい不可知”
神の概念

注１．創発特性は、各レベルで生ずると仮定している。
注２．レベル 1 からレベル 9 につれ、複雑性は増加し、外部観察者にとって行動を予測することが難しくなり、プログラム

化されていない決定への依存度が高まる。
注３．各レベルのシステムの中に、より低いレベルのシステムが見出されるー例えば、人間はレベル１ からレベル６の

明白な特徴を全て示すー又新しいレベルにおいては創発特性が見られる。

出典：「システム思考とシステム実践」



動態的システム：
動態とは動く状態であり、変動する様、例：人口動態
物事が動いている様、また物事が動いて変化していくありさま。
生物的システム、社会的システムなどは時間とともに変化するシステムである。

微分方程式の記述はシステムの時間変化を記述し、任意の時点とその直後の
時点においてシステムの状態に不変な関係がある。

準分解可能性と理解可能性
階層的システムにおいてそのシステムの下位システムに分解可能であり、且つ
下位システムの相互作用と下位システム内部の相互作用を区別する。
準分解可能システムは、各下位システムの短期的行動は他の構成要素と独立
また、長期的には他の構成要素の行動にただ集合的に依存する。
複雑であり階層的でないシステムは観察と理解を超える。

出典：明鏡国語辞典

創発： システムを形成している個々の要素には備わっていなかった性質がシステム
全体として機能することによって発現する。

ホメオスタシス：
生物体が外部環境の変化に対応し、体内の生理状態などを一定に保って生命
を維持すること。またその現象。恒常性。

用語

出典：システムの科学



多数の構成要素の動的な相互
作用に基づく情報処理機能、
情報処理構造、情報ダイナミ
クスの自律的な出現としての
創発現象は、複雑系を特徴付
ける中心的な概念である。

創発現象は階層的システムから生まれる 名古屋大学大学院情報科学科研究科Web
「複雑系の新しい原理や法則の解明」

参考:



複雑系計算論

複雑系科学の基本的方法論
としての新しい計算アプローチ
－－－－－－－－－－－－－
自然科学における非線形力学
系や人間が行う活動、例えば
生産活動を複雑系として捉え、

その数理モデルを構築し、数値
シミュレーションによってモデル
の検証と最適化を図ることに
より、 複雑系における情報を
明らかにする。
複雑なシステムの予測・制御・

設計法や高精度化・高速化解法
などを開発して、新たな情報
処理原理・情報処理システムを

構築し、複雑系情報科学の計算
論について教育研究を行う。

現象：人間系
複雑な運動

仮説形成
モデリング、

シミュレーション

動態分析
原理＋設計

実現
人間系

複雑なシステムの解明
⇒ ⇒

フィードバック
最適化

⇒

（理論構築）

名古屋大学大学院情報科学科研究科Web
「複雑系の新しい原理や法則の解明」



２．カオスと揺らぎ

カオスの定義： 決定論的カオス
決定論に従うが、不規則で乱雑な挙動を示す場合、これをカオス、或は
決定論的カオスという。

複雑系の定義： 複雑な構造を物質や生物、現象など、要素の結びつきが複雑で時間
経過にともなう変化が捕らえきれないものをいう（ブリタニカ国際百科）

出典：「カオス」

単純な規則からカオスが生まれる

単純な規則から複雑な変動が生まれるのがカオスの特長であり、複雑系の

特徴ともなっている。これまでの科学では、複雑な変動は複雑な原因から生ま
れると思われてきたが、カオスは簡単なメカニズムからでも複雑な変動が生ま
れることを示している。カオスの複雑性は不規則な変動、すなわちゆらぎから
生じている。世界には、

「簡単な規則と不規則な変動（ゆらぎ）の組み合わせがカオスを生む。」

そのような現象が多く見られる。



・決定論的 ある時刻の情報から、次の時刻の情況が決定されることを決定論的という。
・初期値敏感性：

初期値、初期条件
決定論的な方程式から不規則な振る舞い

・カオスのサイクル：秩序から 崩れて、不規則に カオスに そして 新たな秩序へ

流れのカオス

対流のカオス

気象のカオス

数のカオス

エネルギー散逸系

力学系のカオス

格子振動のカオス

振り子のカオス

テイラー渦流

ベナール対流

ローレンツモデル

パイコネ、ﾛｼﾞｽﾃｨｲｯｸｽ

熱、分子運動

ラプラスの魔

分子の熱運動

非線形、振動

バタフライ効果

初期値敏感性

ローレンツの発見

簡単で決定論的な体系が
複雑で予測不可能な振る
舞い、カオス的振る舞いを
するという発見

現象分野

カオスの事例



揺らぎの定義： 統計的平均からのずれ。巨視的には一定であっても、微視的には
平均値前後でたえず変動している現象（広辞苑）
確率変数xを多数回測定したとき、その平均値Xの周りに値が変動
すること、またはその変動の大きさ。数学的には（x-X)２/X２の平均値、
またはその平方根で変動の大きさをあらわす。ブリタニカ国際大百科

複雑性と揺らぎ：「すべては揺らぎから生まれた」

宇宙の誕生と進化

・宇宙の現在は、原初の宇宙に「揺らぎが」が存在していることを教える。もし最初
の宇宙が均一なら、今も均一のままである。つまりある時点で宇宙が均一
で揺らぎがなければ現在も均一でなければならない。

揺らぎと選択

・選択がなければランダムな揺らぎのまま、減衰消滅し均一になり、今の姿
はない。とすれば、揺らぎを増幅し今日の姿になる選択が必要。宇宙には
外からの選択は存在しない。選択があるとすればそれは揺らぎで生まれ
たものの相互作用であり、それが揺らぎを維持し増幅させたと考える。
（正のフィードバック）

揺らぎと複雑性



生物の進化は揺らぎ（変異）と選択で説明できる

進化は自立的に始まった。生物は４つの機能を持つ。

１）膜により他から区別される細胞からなる
２）新陳代謝によるエントロピーの増加を防ぎ自己を維持する
３）自己を複製する
４）形質を変化させる機能を持つ

複雑な形態（生物）は、階層システム。複雑なシステムのみが発展
に必要な時間を持つ。



有機体は知覚された世界に於ける目標と、過程における行動との間に相関関係を作
り出す。それらの相関関係が知覚され、言葉で表現されると、それらは、目的と手段
分析と呼んでいるものに相当する。望ましい状態と現在の状態とが分かれば、この二
つの状態の差異を見出し、次にその差異を解消する相関的関係を発見することが適
応的有機体に果たされた仕事である。

範例
・たとえば青写真があるとすると、人間の問題解決とは、そこに描かれているものを
実現する適切な方法を見出すことである。

・ある自然現象の記述が与えられた場合、科学のなすべきことは、その現象を生じる
過程を表現する微分方程式を発見することである。

人間の問題解決は すべて試行錯誤と選択性の様々な組み合わせに他ならない。
・選択性は、どの進路をまず始めに試みるべきか、またどの進路が有望であるかを示
唆してくれる様々の経験的方法や発見的方法に基づいている。

・定理の証明、投資決定、組み立てラインの調整などなど

選択性の源泉
・様々な進路が試みられ、その結果が記録（記憶）され、そしてその情報がつぎの探索
の指針になる。

・「以前の経験」、解決すべき問題がすでに以前に解決された問題と類似していると
き、解に到達した進路、或いはそれに類似した進路を再び試みる。試行錯誤の減少
に繫がる。

３．複雑性と問題解決 出典：システムの科学



複雑さのケーススタディ

金庫問題

いま、問題が金庫の鍵を開けることとする。
金庫は10 個の文字盤があり、それぞれの文字盤には 0 から 99 迄の番号を持つと
すると、100 通りの状態が可能である。

試行錯誤のケース
盲目的な試行錯誤の探索によって正しい番号の組み合わせで金庫を開けるには何処
くらい時間がかかるであろうか？

正しい組み合わせを見つけるには平均して、およそ半数の組み合わせ、即ち
50Ｘ10億Ｘ10億 の組み合わせを調べることになる。

選択性（発見的、経験的方法）
その金庫には特殊な細工があり、一回右に回して戻すと微妙な音がし、正しい番号が
分かる。そうすると、各文字盤は他の文字盤とは独立に正しい番号がわかる。

このときの試行回数は たった 2Ｘ10Ｘ50 ＝ 1000 回になる。

このように金庫を開ける問題は微妙な音を探すこと、この手がかりで殆ど不可能な問題
からごくごく簡単な問題に変わる。

金庫を空けるまでのトライ数



状態記述と過程記述

・「円は、任意の一点から等距離にある点の軌跡である」
・「円を描くには、コンパスの一方の足を固定して、他方を一回転させるとよい」

最初の文章は円の状態記述であり、第二の文章は円の過程の記述である。 この第二
の文章で定義された過程を実行すれば、最初の定義を満足する図形を描くことができる
というのが、ユークリッド幾何学では暗黙のうちに見られる。

状態記述と事例
・知覚の対象としての世界の特性を記述する。 対象そのものの模型を作ることによって
事物を明らかにする基準を定める

・絵画、青写真、図形、科学構造式、、、

過程記述と事例
・行動の対象としての世界の特性を記述し、 目的とする特徴を備えた事物を作る、生み
出す方法を提供

・微分方程式、薬の処方、科学反応式、、、

複雑なシステムの理解： 複雑性の記述



システムを対象とする研究には二つの主要なテーマがある。

１．一つは、システム構造とシステムの性質の関係を知ること。

システムには要素にない性質が発現する。これを「創発特性」という。しきい
論理学を要素とする大規模なシステムである脳が、要素にない記憶・学習
などの性質を持つこと、4種の二重らせん構造をとるＤＮＡが修復・複製の
能力を持つことは、創発特性の例である。

２．もう一つは

１） システム構造からシステムの創発特性を知ること「システム科学」と呼び
２） 望ましいシステムの性質を定めたときに、それを創発するシステム構造を

与えることで「システム工学」と呼ぶ。

４．システム科学とシステム工学
出展「ゆらぎと相互作用」



・・・

・ ・

「生体の構造と機能」

システムの性質
器官系：organ

system

システムの要素
器官：organ

システムの要素
組織：tissue

・・・・・

システムの要素
細胞：セル

器官系（器官の集合、
・骨系、筋系
・・・
・神経系、感覚器系

器官：複数の組織の集合
･関節、靭帯、筋肉部位、
・消化器（意・腸、、、）
・中枢神経、末梢神経、
・味覚器

恒常状態の維持

組織：細胞の集合
･上皮組織
・結合組織：血液、骨、軟骨
・筋組織
・神経組織

細胞：構造と機能
･膜、化学物質
・核、ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ、細胞形質

器官

組織

セル

器官系

器官

組織

セル

人間の体

｛システム科学｝



生態システム系

・生体の最小単位は細胞である

・細胞と細胞の結びつき
１）硬い結合（膜の癒着）
２）細胞間橋（微細繊維）
３）細隙（さいげき）結合（ｼﾅﾌﾟｽ）

・組織には、細胞の集まりから血液、骨、筋組織、神経組織などが
できる

・器官同士を結びつける働き
１）血液（血管）と細胞の関係、筋と神経系との関係
２）外部から受け取る入力の処理系、出力系
（エネルギー源：食物、酸素、とプロセスとしての器官）

・人間系、意識（脳）の組織： システムを制御する

階層システムの構成と動作



細胞

組織

器官

これらは、構成する要素（組織）夫々を調べて
見ても分からない。

結局の所、胃は
「 細胞の実体は一つ、ある細胞の纏りが
組織となり、他の組織と結合し器官を作る 」

創発特性：
在る要素の纏まりの構造・関係が性質や機能
を生み出す。要素一つ一つを調べても性質は
分からない。つまり

複数の異なる細胞（有限個）
形態と機能で異なる
細胞内ｴﾈﾙｷﾞｰ生産、代謝、
成長・修復（化学反応：異化・同化）

胃の性質・機能
・胃の： 内部・外部
・胃の機能： 消化・吸収
・器官間の関係： 食道、腸、分泌系

・・・･･･････・・・・・・・

・・・ ･･

・・・ ･･

２つの組織 ： 3個の細胞、2個の細胞

１つの器官： ２つの組織

器官は複数の組織から、
組織は複数の細胞から構成する

創発する性質は、構成要素の種類、
要素間の関係などによる（DNA)

創発の事例生体の階層ﾓﾃﾞﾙ

要素の集合＋アルファ（構造・関係）
⇒ 性質・機能



情報システム

要求仕様システムの性質

システムの要素

システムの要素

・・・・・

性質の仕様

仕様の詳細化
（ｼｽﾃﾑの仕様展開）

仕様の詳細化
（ｼｽﾃﾑの仕様展開）

・・・

・ ・

「要求されるシステムの性質を定め、
それを創発するシステム構造を作る」

階層的設計

実現のレベル 変換された
プログラム）

システムの要素

変換

システム化構想

｛システム工学｝

実現
ﾌﾟﾛｾｽ



設計対象のモデリング（設計の動的側面）

１．要求仕様の記述

１）階層設計： 階層には抽象－詳細と全体－部分の二種類があり、抽象から詳細に向

かうのが詳細化、部分から全体へ向かうのが再利用である。

・詳細化：仕様の詳細化とはその構造を損なわずに、とくに公理の真理性を保ちつつ

ひとつの要素を一般に複数個の要素で置き換えることである。

・再利用：再利用の場合は構造の縮退はあり得るが、増大はない。公理の真理性は

やはり保たれる。

ある段階の仕様をどう詳細化するかには複数の選択肢があり、その選択には創造的な

知のはたらきがかかわっている。

２）編集設計：編集設計は同一階層の仕様群を「貼り合わせる」行為とみなせる。

２．要求仕様から実現へ

３．実現の詳細化

４．実現から要求仕様へ

「新工学知１－技術知の位相」
（東大出版会、1997.4）所収
柳生孝昭、より編集

参考



情報システム系

・システムは 構造を持ち、階層構造になる。階層（縦横）はインターフェースが
仲介し、また、システム全体を制御する OS が存在する

・システムの分析・設計には記述法があり、これらは階層の静的・動的記述を可能
にする： 分析と設計による舞いの記述
モデル化技法（UML）、データの流れモデル（階層化）、制御の流れモデル
協調モデル（ＪＳＤ法）、 状態遷移モデル、 オブジェクト指向モデル

・データ、メッセージ（入力・出力）にも階層がある

・ある階層内の要素の性質・機能は、構造｛プログラム＋データ｝で定義する。また
プログラムは、機能（状態記述）とプロセス（過程記述）からなる。

・要素（プログラム）と外部（階層の外）の入出力はOSインターフェースによる

・要素間の相互関係は、プログラム呼び出し、関数呼び出し、プログラム間通信
（同期制御、メッセージほか）などで樹立する

・システムを動かす時間の制御、外部との交信、プロセスの状態、プロセス群の
優先管理、資源の管理（OS)がシステム動作の基本条件



プログラム平面
階層→実体

システムの設計に基づく
プログラムの階層展開

実装レベル１

実装レベル２

実装レベル３

プログラムAは B1,B2から構成
B1は、C1,C2,C3から、B2は、c4 から構成し
A,B1,B2,C1,C2,C3,C4,D1,D2,D3,D4,D5,D6
は夫々
X1 X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12
X13 に対応する

A

B1 B2

D1,D2 D3,D4,D5 D6

X1 X2 X3 X4 X5  X6  X7   X8   X9   X10X11X12 X13

c1,c2,C3 C4



静的階層構造 組織（図） 部⇒課⇒係⇒社員 使命、役割,,,
楽譜 曲⇒楽章⇒パート

⇒音符 交響曲、協奏曲,,,
本 部⇒節⇒章⇒文章
図書館 分野⇒・・・本 歴史、社会科学,,,

注：ピラミッドは扁平な階層、家は要素の複合的構造体の組合わせから成
り立つ。

階層構造のもつ静的な構造を説明するための要件
・階層図（組織図）、構成表、関係図
・文章定義、関係式（数式）、BNF表記

要素 性質システム

階層構造の静的な性質

５．階層構造の動的理解



動的階層構造 人間 細胞 脳の働き。視力、聴力、他
会社 組織単位（社員）企業活動、企業文化、、、
情報システム プログラム(言語）金融取引、制御系システム

階層構造の動的な働きを説明するための要件

・ 時間変数の導入

・ 状態記述（遷移）
・ 状態過程（プロセス）

・ 外部とのやり取り（入出力）
・ 全体の制御（時間、情報の流れ、モノの移動、選択・判断など）
・ システムを動かすエネルギー（血液、電気、熱、光など）

階層構造の動的性質

要素 性質システム



階層的表現の狙い
・システム相互の接続に係わる約束事（取り決め）。これによってシステム相互の階層間に亘る
会話・ビジネスなどが成り立つ。

接続と動作
・相互に接続された2つのノード（ノードとは具体的には通信端末、ハードウェアだけでなく
ソフトウェアが持つ機能やサービスをも含む概念）は，実際には物理層を介して接続している。

・論理的には2つのノードのそれぞれの機能階層間がバーチャルに接続されたものとして動作。
・ユーザから見ると，Applicationを二つのノードでやり取りしているように見え，それより下の
層の構造を意識しなくてもよい。

階層の構成
・下位の4層と上位の層の間で大別される。
ー下位の4層はコネクション（接続）に関わるプロトコル群、
ーアプリケーションに関わるのは上位層で構成する。

階層間のインターフェイス
・隣り合う下の階層（layer）が隣り合う上の階層のサービスを責任を持って行う。
・上下の階層との間でインターフェースを提供し合いさえすれば，あとは同一階層の中だけ
で標準化規約を自由に定められる。

・２階層以上離れたすべての階層については一切考慮する必要がない。

・たとえば電子メールをやり取りしているような場合，私たちはメールに必要なデータやテキスト
（文章）の作成にだけ注力しているのであって，その伝送経路や全体の仕組みなど知っている
必要がない。

プロトコルの階層化： システム相互接続 （TCP/IP)

ケーススタディ



インターネットの階層構造
（プロトコルとメッセージ）

出典：「プロトコルの構造」



階層間のインターフェイス

・隣り合う下の階層（layer）が隣り合う上の階層のサービスを責任を持って行う。
・上下の階層との間でインターフェースを提供し合いさえすれば，あとは同一階
層の中だけで標準化規約を自由に定められる。

・２階層以上離れたすべての階層については一切考慮する必要がない。

プロトコルの階層 プログラムの実態

階層間関係

階層内関係



誰が主導権を握るか： 階層のレベルには依存しない、実行単位としてのプログラム
（OSに対しプログラム開始アドレスを持つもの）

階層間データの移送： レベル間で動かすか、共用するかはインプリ次第

階層内インターフェイス： プログラム（ジュール呼び出し）、或いは複数のプログラム呼び出し
１）関数型
２）サブプログラム型
３）FORK,JOIN型

階層間インターフェイス： 複数のプログラム呼び出し
１）モジュール呼び出し
２）プログラム間通信
３）メッセージ通信

例：インテーネット
１．PC画面； IE起動クリック（最上位）⇒PC I/O制御⇒OS⇒IE起動⇒
２．IE：⇒画面表示（上位）⇒｛メッセージ入力（上位）⇒メッセージ送信（上位）｝⇒
３．PC:：⇒OS⇒通信制御：（WAIT)
４．サーバー：⇒情報処理（上位）⇒メッセージ送信（上位）⇒メッセージ送信（下位）⇒
５．PC：⇒通信制御（AWAKE)⇒OS⇒IE（ACTIVE))⇒
６．IE：⇒IEへメッセージ創信（メッセージ渡す）⇒
７．PC画面： ⇒メッセージ編集、IE画面表示

階層間を跨った資源の管理： OS
階層間、階層内資源の管理： システム

階層間インターフェース



６．まとめ

・ 複雑なシステムの理解には、システム工学的なアプローチも有効。

・ 創発特性は、下位の要素が持つ機能、構造、状態、プロセスの組合わせ
からから性質を発現する。階層システムは この要素の縦・横の構成法
である。

・ 動的階層システムは、階層間のインターフェイス、システムを制御する、
中枢機能があって成り立つ。人間における脳、神経系、循環器系、また
情報システムの全体を制御するOSの存在。



参考文献

１．新版「システムの科学」 H.サイモン パーソナルメディア社 昭和62年12月

２．「新しいシステムアプローチ」－システム思考とシステム実践－
P.チェックランド オーム社 1989.6

３．「カオス」 戸田盛和 NEW SCIENCE AGE 46  1992.4

４．「揺らぎと相互作用」（覚書） 市川惇信 http://homepage3.nifty.com/a-ichik/
科学技術と社会シリーズ No.4

５．「新工学知１－技術知の位相」 柳生孝昭 東大出版会、1997.4）所収より編集

６．共立「総合コンピュータ辞典」 日本ユニシス編 第4版 共立出版 1994.4

７．「ソフトウェア工学の基礎」 玉井哲雄 岩波書店 2004.3

８．「基礎運動学」 第６版 中村隆一 医歯薬出版 2009.1

９．「プロトコルの構造」 伊藤 洋・八代一浩 最新ネットワーク 2001
http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/lecture/network/Default.htm








