平成２８年度

静岡大学工学部

夏季オープンキャンパス

数理システム工学科
実施日

実施要領

８月９日（火）

全体スケジュール
時間帯

５号館

５号館

５号館

5-11 教室前

5-11 教室

2 階，4 階〜7 階

9:30-10:00

午前受付

10:00-11:00

学部紹介
学科紹介

11:00-12:00

模擬授業
研究室見学

12:30-13:00
13:00-14:00

午後受付
学部紹介
学科紹介

14:00-15:00

模擬授業
研究室見学

模擬授業および研究室見学のスケジュール
【午前の部】
時間
11:00〜11:30
11:30〜12:00

模擬授業

研究室見学

組合せ最適化入門
（安藤教員）
最近の CG 技術の紹介
（岡部教員）

自由行動

模擬授業

研究室見学

組合せ最適化入門
（安藤教員）
最近の CG 技術の紹介
（岡部教員）

自由行動

【午後の部】
時間
14:00〜14:30
14:30〜15:00

数理システム工学科のスタッフ紹介
安藤 和敏（Kazutoshi ANDO）

専門分野
•離散最適化
•離散数学

担当授業
•数理計画（２年）
•離散最適化（２年）
•プログラムコンテスト（３年）
•離散システム論（大学院）
•システム工学応用実習（大学院）

研究専門分野での活動
•日本オペレーションズ・リサーチ学会
•日本応用数理学会
•Mathematical Programming Societyなど

• 音声情報処理
（音声認識やその応用システムに関わる
知能情報処理、パターン情報処理、
人工知能など）

•グラフ理論（２年）
•プログラムコンテスト（３年）

研究専門分野での活動
•日本応用数理学会
•日本オペレーションズリサーチ学会
•Mathematical Programming Society
•ACM‐ICPC Japan Region, Judge
など

岡部 誠（Makoto OKABE）

助教（居室５ー６１９）

研究室紹介

研究室紹介

複雑系のシミュレーション
社会や生態系など複雑なシステムを分析するアプ
ローチとしてマルチエージェントシミュレーションを用
いて研究しています。単純なルールで行動する主体
（エージェント）をコンピュータにモデル化して相互作
用させると、時にはびっくりするような複雑な現象が
見られることがあります。コンピュータの中の人工世
界で何が起こっているか興味がありませんか。

映像作品など、コンテンツ製作のためのユーザ・イ
ンタフェースについて研究しています。

准教授（居室５ー５２２）

いつでもどこでもなんでも無線で通信できることが
当たり前の世の中になってきましたが、現代の無線
ネットワーク技術は「コンピュータだったらこれくらい
できるよね」というレベルには実は遠い状態です。

専門分野
• コンピュータネットワーク
• 車車間ネットワーク
• センサネットワーク

担当授業
• コンピュータ入門（1年）
• コンピュータネットワーク（3年）
• コンピュータアーキテクチャ（3年）

研究専門分野での活動
•
•
•
•

情報処理学会 MBL/ITS研究会
電子情報通信学会 ASN/MoNA研究会
IEEE
ACM SIG Mobile

たとえば、今や車載カメラがついている車が道路
に多くいるにもかかわらず、それらが撮った映像を
自由に見たいと思ってもみることができません。車
が無線で通信して事故が起きないように協力してく
れれば良さそうですが、そんな様子はありません。
無線LANを使ったインターネットへのアクセスも、大
きなイベント会場や、大型駅の構内では思うように
はいきません。センサやカメラと無線通信があるな
ら、どこでも自動で観測できそうなものですが、地底
や下水管、海の底など、実際には観測するには難し
いところが沢山あります。
こうした「当然できそうだけど、なかなかできない」
を多くのコンピュータを利用した通信プロトコルの工
夫、複数のコンピュータの協調動作の工夫によって
克服していくのが本研究室のテーマです。
現在、以下のプロジェクトに取り組んでいます。
・リアルタイム画像カーナビ
・複数無線通信メディアによる協調型安全運転支援
・ミリ波無線LANの高度化
・流れるセンサネットワークによる自動下水管検査

⾼ 國傑（Guo-Jie Jason GAO）

講師（居室５ー１０１１）

専門分野
• 進化ゲーム
• 進化計算
• 複雑系

担当授業
• 工学基礎実習（１年）
• 創造教育実習（１年）

研究専門分野での活動
•
•
•
•

電子情報通信学会
人工知能学会
日本行動計量学会
日本数理生物学会

進化ゲーム
自分を犠牲にしてでも他者を助ける協力行動はヒ
トの本性であり、社会を形成するために必須の要素
ですが、自然選択上不利なこの行動がなぜ進化す
るかに特に興味を持って研究してきました。エージェ
ントの行動（戦略）を決め、有利な戦略が集団中に
広まっていく、つまり進化する過程をシミュレーション
などで分析しています。
進化の仕組みの工学的応用
生物が進化し環境に適応する仕組みをアルゴリズ
ムとして利用して工学的に強い、はやい、賢いもの
を作る最適化にも興味を持っています。小型群ロ
ボットの協調動作に応用することも可能で、手のひ
らサイズのたくさんのロボットを実際に動かしたりし
て研究します。

佐藤 ⼀憲（Kazunori SATO）

准教授（居室５ー７２３）

専門分野
• コンピュータ・グラフィックス
• ユーザ・インタフェース
• 画像処理

担当授業
• プログラミング基礎（１年）
• システム工学応用実習２（３年）
• インターンシップ（大学院）

近年、コンピュータ・グラフィックス(CG)は我々の生
活にとって欠かせない存在となっています。例えば、
映画やテレビの映像では、食品から自動車に至る
まで、あらゆるものがCGで表現されています。また、
CGを画面の中から実世界に取り出そうという、デジ
タル・ファブリケーションの研究も盛んで、衣服、家
具、ロボット等の設計にCG技術が応用されています。
一方、CGコンテンツが益々必要とされる中、デザ
イナがCGツールを操作している作業時間のコストが
製作現場でのボトルネックになっています。そこで、
我々はCGツールの使いやすさを向上させることが、
コンテンツ産業の未来の発展に繋がると考え、研究
を進めています。
例えば、ビデオを3次元流体アニメーションに自動
変換する技術を開発しました。好きな流体のビデオ
を見つければ、誰でも簡単に3次元流体が作れます。

研究専門分野での活動
• Association for Computing Machinery
• 画像電子学会
• 情報処理学会

関⾕ 和之（Kazuyuki SEKITANI）

教授（居室５－5２４）

研究室紹介

研究室紹介

研究室紹介

研究室紹介

人間の知的活動を支える“言葉（音声言語）による
情報処理能力”の一部、特に音の知覚や言葉の認
識能力をコンピュータで実現し、知的活動を支援す
る技術を開発することを目指しています。
研究室では、講演や会議、会話などの“人と人と
が活動する現場での話し言葉”を対象として、音声・
話者認識システム等に関わる基礎的な音声情報処
理技術の開発から、音声の検索・分析や対話的イン
タフェースなどの応用システム開発まで広く音声言
語システムの研究開発を行っています。大規模デー
タから知識や機能を獲得して活用するため、人工知
能分野とも関わりが大きい研究分野です。

粉粒体（granular materials) とは、粉、粒などの集合
体であり、例えば、海辺の砂、化学薬品の粉末など
である。私のグループでは、粉粒体の物理を理解す
るために分子動力学法 (molecular dynamics)とモン
テカルロ法 (Monte Carlo method)でのシミュレーショ
ンを開発する。具体的な研究例が、(a) 3Dプリンター
のプリントヘッドの中にある粉体の流れ (granular
hopper flow)、(b)ミバエ (fruit fly)が胞胚から原腸胚
ができるときのプロセス (invagination)のシミュレー
ションなどである。

生物集団の時間的あるいは空間的なダイナミクス
の研究をおこなっています．特に，空間的にすぐ近く
にいる個体からの影響を受けるときに，そうでない
場合と比べてどのような違いが現れるのかを調べて
います．また，多様度指数，中立説，第1原理，絶滅
確率，食物網，アリー効果，拡散誘導不安定性等の
キーワードを含むテーマに関心を持っています．

アカウンタビリティー（説明責任）」という言葉を近年
よく耳にします．組織では，決定事項に対して説明
を与えることが求められてます．本研究室では，説
明責任を果たす上で有効な道具である最適化モデ
リングとアルゴリズムの開発に取り組んでいます．
■評価モデルとアルゴリズムの開発
評価モデルをプロ野球の打者成績の例で話します．
打者の成績は打率で一般的に評価されます．各打
席では打者は投手と対決しますが，打者毎に対決
投手陣は異なります．(打者は同じチームの投手と
対決しませんから) 所属チームに弱い投手陣を抱え
る打者は強い投手陣を抱えるチームの打者より打
率が低くなる傾向があります．対決相手と違う点を
考慮し，打者の強さを測定する問題が打者評価モ
デルであり，その問題の分析には厳密で確実なア
ルゴリズムが必要です．この打者の強さの測定問
題は官能検査のデータ分析，Googleのランキング機
構に現れる数理モデルにも共通して現れます．
本研究室は問題の構造や事前情報を組み込んだ
評価モデリングと確実で高速なアルゴリズム開発に
取り組んでます．

専門分野
• 粉粒体の物理学
• 分子動力学法
• 非平衡統計力学

担当授業
• アカデミックイングリッシュ I（３年）
• 計算システム工学（３年）
など

(a)

(b)

Laser

• 米国物理学会
(American Physical Society)
など
人間の学習・認識能力を模擬した数理モデル（深層学習）
によって雑音・残響の影響を受けた音声から話者特徴への
変換を獲得した例 （話者特徴の分布）

助教（居室５－５１８）

専門分野

専門分野

•数理生態学

•オペレーションズ・リサーチ
•最適化モデリング
•データ分析
格子モデル

担当授業

flow control
mechanism

g

研究専門分野での活動

3D printer

(a) granular hopper flow in a 3D printer;
(b) experiment (left) and simulation (right) time‐lapse
snapshots of cell constriction in a fruit fly embryo.

担当授業
•プログラミング基礎（１年）
•データ構造とアルゴリズム（２年）
•プログラムコンテスト
•応用システム工学演習（大学院）

•確率統計（１年）
•シミュレーション技法I（２年）
•非線形モデリング論（大学院）

printhead

研究専門分野での活動

前原 貴憲（Takanori MAEHARA）

担当授業

助教（居室５ー７１９）

「コンピュータだったらできるよね」を当たり前に！

研究専門分野での活動

•最適化理論・数値解析理論
•機械学習・データマイニング

⼀ノ瀬 元喜（Genki ICHINOSE）

研究室紹介

• 情報科学入門（１年）
• プログラミング基礎（１年）
• 音声情報処理論（大学院）

専門分野

准教授（居室5ー623）

グラフ・ネットワークは，システムの構成要素間の
「つながりかた」を抽象化した概念です．グラフ・ネッ
トワークとしてモデル化される対象には，電気/電子
回路，コンピュータ・ネットワーク，道路交通網，電力
網のような物理的対象だけでなく，プロジェクト・スケ
ジューリングにおける作業の順序関係やある社会
集団における人間関係，インターネットのウェブペー
ジ同士のリンク関係などのように，論理的・社会的
関係も含まれます．それゆえに，工学的あるいは経
済学的問題の多くはグラフ/ネットワーク上の最適化
問題としてモデル化されます．私の研究室では主に
そうした最適化問題を解くための高速なアルゴリズ
ムの開発を目的に研究を行っています．最近では
特に，画像処理問題から生じる離散最適化問題に
対するアルゴリズムや，ある種の共同プロジェクトに
おいて発生する費用の合理的な配分を計算するア
ルゴリズムを研究しています．
私の研究室に配属された学生は，まず特定の離
散最適化問題を選び，その問題に対する既存のア
ルゴリズムについて研究します．ここでは，そのアル
ゴリズムが与えられた問題に対して解を必ず与える
ことやそのアルゴリズムの計算量を理解します．そ
の後，そのアルゴリズムを高速化するための改良や,
全く新しいアプローチに基づいたアルゴリズムを開
発すべく研究を進めていきます．

担当授業

• 日本音響学会、電子情報通信学会、
人工知能学会、情報処理学会、
IEEE など

⽯原 進（Susumu ISHIHARA）

研究室紹介

甲斐 充彦（Atsuhiko KAI）

専門分野

准教授（居室５ー５２１）

2016年8月現在

研究専門分野での活動

•日本数理生物学会
•日本生態学会
•個体群生態学会

空間点過程

•日本オペレーションズ・リサーチ会
•ＩＮＦＯＲＭＳ
•Mathematical Optimization Society

W21

W31

W33
W42

宮崎 倫⼦（Rinko MIYAZAKI）

教授（居室５ー７１７）

宮原 ⾼志（Takashi MIYAHARA）

教授（居室５－４２４）

W43

守⽥ 智（Satoru MORITA）

W44

クラスタ：顧客重視項目
顧客重視項目
顧客視点 4WD
顧客年齢層
W33
顧客視点
顧客重視項目
43‐47歳 W21
顧客視点
W31
用途間の重複度
最低地上高
クラスタ：用途
W43 顧客重視項目
用途
用途
用途 用途 作り手視点
頑丈さ
Exploring/Trail
RidingUtility/Work顧客重視項目
SportRiding
Hunting
作り手視点
快適性
W42
クラスタ：機能・性能
機能・性能
機能・性能
機能・性能
機能・性能
機能・性能
機能・性能
走破性信頼性 低振動静か
EG性能大排気量
W44
作り手視点
機能・性能の相乗効果

教授（居室５－７２４）

研究室紹介

研究室紹介

研究室紹介

研究室紹介

この10年間で情報処理の様子は大きく様変わりし
ました．コンピュータ・ネットワーク・センサなどの基
盤技術の急速な発展により，従来では考えられな
かったほど大規模なデータを現実的な時間で扱える
ようになったのです．
前原研究室では大規模なデータを処理するため
のアルゴリズムを開発するため，理論と応用の２つ
の側面から研究を行っています．

時間とともに変化する現象の多くは微分方程式や
差分方程式（数列の漸化式）でモデル化されます。
そして、それら方程式の解の性質を知ることは、未
来を予測し、必要に応じて未来を変える（制御）する
ことにつながります。実際、工学や物理学だけでなく、
生物、社会、経済学などで様々な数理モデルが構
築され、それをもとに現象の本質をとらえたり、より
良いシステムへと改良するための制御法の提案が
なされています。
上述の応用研究の多くは、解の性質をコンピュー
タシミュレーションによって捉えられています。宮崎
研では、それを数学的に証明することを目的とし、ど
ちらかというと基礎的な研究を行っています。
解の性質の中でも特に、「時間遅れ」による影響を
調べています。「時間遅れ」とは、フィードバック制御
における操作の遅れ、相互作用における情報伝達
の遅れなどを意味しています。例えば、ラジコンカー
を直線に沿って走らせるときをイメージしてくさい。
車体が直線から右にずれるとハンドルを左に切り、
左にずれると右に切るという操作を行いますが、ど
うしても車体が直線を中心として左右に蛇行し安定
した走行に落ち着くまでに時間がかかります。これ
は、ハンドル操作の「時間遅れ」が起因しています。
このような現象を数学的に明らかにこと、また、その
ための数学的手法を構築することが、宮崎研の研
究目標です。

都市水システムは私たちに衛生的な生活を提供し
ています。一方で、都市水システムを整備して適切
に維持することは、天然資源・エネルギーの消費、
環境負荷物質の排出といった好ましくない影響をも
たらすことを伴います。このように影響を及ぼしあう
対象が空間・時間的に必ずしも同一でない直接およ
び間接の効果をライフサイクル思考で定量評価する
研究をしています。

複雑なシステムを理解する
複雑でその中でなにが起きているか分からないよ
うなシステムの性質を理解していくにはどうのように
すればよいでしょうか。私の研究室ではシステムの
構造特性（形）とそのダイナミカルな機能（変化）との
関係を明らかにすることで複雑性を理解することを
目指しています。

応用：機械学習・データマイニング
データをもとに計算機に意思決定を行わせること
を機械学習，データから有用な情報を抽出すること
をデータマイニングといいます．これらはウェブ分
析・複雑ネットワーク分析・生命科学・広告金融など
様々な応用領域で必要とされる技術です．
本研究室では様々な分野の実問題に対して，新し
い機械学習・データマイニング手法を開発します，
理論：最適化理論・数値解析理論
機械学習・データマイニングの問題の多くは関数
の最適化または方程式の求解に帰着します．それ
らをうまく解くためには，最適化や数値解析の理論
が必要となります．
前原研究室では凸解析や調和解析などを背景に，
実問題に適用可能な新しい最適化理論・数値解析
理論の構築を目指します．

専門分野
• 関数方程式論
（微分方程式論，差分方程式論）

担当授業
• システム基礎数学（１年）
• モデリングII（２年）
• 動的システム論（大学院）

研究専門分野での活動
• 日本数学会
• 日本数理生物学会

専門分野
•環境工学

担当授業
•環境計画（大学院）
•環境適合設計（３年）
•システム工学応用実習I（３年）

研究専門分野での活動
•日本機械学会 環境工学部門 幹事
•国土交通省中部地方整備局 中部地方下
水道中期ビジョン検討委員会アドバイザー
•浜松市 上下水道事業経営問題検討委員
会 専門委員
•沼津市水道事業及び下水道事業経営審
議会 副代表
•浜松市建築紛争調停委員会 委員長

都市水システムは、地域住民の細菌や原虫など
に起因する健康被害を防ぐことなどを目的として維
持管理されてきました。このインフラ整備によって、
今日、私たちは上下水道の存在を意識することなく、
公衆衛生レベルの高い生活環境を享受するように
なりました。しかし、上下水道システムにおける水道
管や下水管の老朽化は深刻です。例えば下水管の
損傷にともなう道路の陥没は年間数千箇所も起き
ています。事故を未然に防ぐためには、今以上にエ
ネルギーや天然資源を必要とします。
都市水システムの普及によって衛生的な生活を保
障されているわたしたち利用者は、その維持に必要
なエネルギー・天然資源の多くが他地域からもたら
されていることを認識する必要があります。わたした
ちの生活は間接的にそれらを産出した地域の環境
に影響を及ぼしています。

専門分野
•非線形ダイナミクス
•複雑ネットワーク
•確率モデル

担当授業
•モデリングⅠ（２年）
•オペ－レションズ・リサーチ（２年）
•自然の数理論（大学院）

研究専門分野での活動
•日本物理学会
•日本数理生物学会
•日本応用数理学会
など

ネットワーク構造に着目
特に近年多くの分野で着目されるようになってい
る複雑ネットワークの構造に着目した研究を行なっ
ています。またネットワーク上に展開される様々なダ
イナミクスの研究も行っています。このような研究は
一見抽象的なものに見えますが、生態系から社会・
経済のような複雑なシステムのダイナミクスを理解
するのに欠かせないと考えられ、幅広い応用が期
待されています。
データ分析も重要
また統計的なデータ分析の手法も取り入れた数理
モデル構築法の提案を目指しています。コンピュー
タの急速な発展に伴い膨大なデータを扱うことがで
きるようになってきておりデータを有効活用する手法
の構築が求められているからです。

数理システム工学科のスタッフ紹介
教授（居室5ー618）

横嶋 哲（Satoshi YOKOJIMA）

研究室紹介

准教授（居室5-419）

吉村 仁（Jin YOSHIMURA）
研究室紹介

Environmental Flow Physics & Computation Group

●素数ゼミの進化生態
素数ゼミは米国で17・13年の周期で発生する世界
で唯一の特異な周期を持つセミです。この素数ゼミ
を材料にして生物進化のメカニズムに迫ります。

生態システムの環境応答
環境変動に対する生態系炭素循環の応答をモデルと
シミュレーションによって調べています。
研究例
極端な環境変動に対する生態系の応答
例：極域における環境変化による植生分布の変化予測

専門分野
z 生態系のモデル解析
z 統計モデリング
z データ同化手法の応用

担当授業
z シミュレーション技法II （3年）
z システム工学応用実習II (3年)
z 環境シミュレーション特論 （大学院）

研究専門分野での活動
z 米国地球物理学連合
z 日本応用数理学会
z 日本物理学会
など

データ同化手法を用いたシステム生物学モデリング
例：メタボロームデータを利用したタンパク質の反応ネッ
トワークの推定

専門分野
• 環境流体力学
• 計算力学

システムのレジリエンスの定量化
例：世界食料供給システムモデルの作成とそのレジリエ
ンス評価

担当授業

学んでもらいたいこと
z システムの見方・解析手法
z モデルと関連データとの同化手法
z データの適切性、活用性を見抜く洞察力

研究専門分野での活動

• 数値計算法ＩＩ（2年）
• システム工学応用実習Ｉ（3年）
• 数値計算アルゴリズム論（大学院）

•
•
•
•

自然科学だけでなく社会科学も含む、さまざまな分野の知
見を積極的に吸収して、課題に取り組む方を希望します。

⾚堀 公史（Takafumi AKAHORI）

准教授（居室6ー405）

土木学会
日本流体力学会
日本機械学会
国際水理学会（IAHR）など

偏微分方程式

•数理科学・確率最適化
•進化生物学・生態学
•経済・経営・行動科学

EFPCGでは、計算力学の最先端技術を駆使して、さまざ
まな流れの理解・予測・モデリングおよび知的制御に関
する研究を行っています。

教授（居室６ー407）

担当授業
•意思決定分析（３年）
•システム最適化（３年）
•最適化理論（大学院） ほか

研究専門分野での活動
•日本生態学会・アメリカ生態学会
•アメリカOR・経営科学会(INFORMS)
•アメリカ科学者協会(AAAS)
•日本進化学会・アメリカ進化学会
ほか

・多様体上の確率的力学系を，確率解析と微分幾
何学的手法により考察してきました．

・ 確率微分幾何学
・ 超準解析

・無限小量，無限大量を合理的に扱える超準解析に
も興味をもっています．

担当授業 （2016年度）

学生のみなさんにとって，もっと関心のありそうな
数学の広場のホームページについては：

研究専門分野での活動
• 日本数学会

研究専門分野での活動

⾜達 慎⼆（Shinji ADACHI）

専門分野
• 変分問題
• 非線形微分方程式

担当授業
微分積分学 I（１年）
微分積分学 II および演習（１年）
応用数学 I～IV（２年）
数学解析（大学院）

研究専門分野での活動
• 日本数学会

中島 徹（Toru NAKAJIMA）

0.4

教授（居室６－４０４）

ここから下は６号館
菊地 光嗣（Koji KIKUCHI）

准教授 (居室 ６ー４０３)

汎関数の臨界点として方程式の解を得る方法
変分法の標準的な枠組みは，まず汎関数の局所的
な形状等の幾何的性質を詳しく調べ，その幾何的な
情報をもとに最小化法やミニマックス法などを用いて
臨界値（の候補）の変分的特徴付けを行いある種の
近似解列を構成します。次にその近似解列の収束性
を調べることにより汎関数の臨界点，すなわち方程
式の解を得ます。
具体的には
楕円型方程式に関しては方程式が空間変数に非一
様に依存するとき，その依存性と解の存在や多重度
との関係に主眼を置き研究しています。また，双対変
分構造を持つ準線形楕円型方程式の可解性や解の
漸近挙動の研究も行っています。ハミルトン系に関し
ては２体問題型特異ハミルトン系の周期軌道存在問
題を中心に研究しています。

藤嶋 陽平（Yohei FUJISHIMA）

教授（居室６ー４１１）
研究室紹介

微分方程式の理論解析
当研究室では楕円型微分方程式やハミルトン系を
変分法の立場から研究しています。適切な関数空間
上で定義された汎関数に対してその臨界点を求める
問題を変分問題といいます。数理物理に現れる現象
は変分構造を持つものが多く，それらの現象は変分
問題として定式化されるので変分法は極めて有効な
手法です。

•
•
•
•

• 日本数学会
など

准教授（居室６ー４０６）
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E : adult emergencerate
C言語やMathematica
による数理・数値解析を行います。

研究室紹介

専門分野

• 線形代数学Ⅰおよび演習（１年）
（２コマ続き，２クラス）
• 線形代数学Ⅱ（１年）（２クラス）
• 応用数学Ⅲ（２年）
• 幾何学概論（４年）
• 応用解析（院）

●人間行動と動的最適化
新しい動的最適化理論を提唱、従来の静的モデル
に基づいた経済・経営・投資戦略の新しい展開や国
際経済・地球環境など幅広いモデリング。
0.98

台風から建物を守ったり、大気中に放出された汚染物質
の行方を突き止めたり、航空機の燃費を改善するには、
流体のふるまいを深く理解する必要があります。流れを
正確に、でもなるべく簡単に予測する技術も重要です（天
気予報はその最たる例です）。流れを自在にコントロール
できれば、自然災害は減り、私たちの暮らしはもっと豊か
になるはずです。

・2016年度は前期授業期間中の金曜日16：00～18：
00に数学の広場（工学部6号館1階）で数学関連の
質問・相談等にあたっています．

• 応用数学II （２年）
• 応用数学IV （２年）
• Advanced Math for Engineers （大学院）

准教授（居室６ー３０５）

専門分野
• 偏微分方程式
• 変分問題

担当授業

主な研究テーマは偏微分方程式および変分問題
です。これらはもちろん異なる分野なのですが，両
者には密接な関係があります。変分問題というのは
与えられた量を最小または最大にする問題を言い
ます。たとえば「周の長さが一定のとき面積が最大
になるのはどのような図形か」といった問題です。
力学における最小作用の原理も変分問題の一つ
ですので数理物理学に現れる多くの問題が変分問
題や関連する偏微分方程式の問題に帰着されます。
たとえば弾性体の変形の問題などは現在の最先端
の数学理論においても未解決の難しい問題が内包
されており，多くの数学者が関心を持ち続けている
研究テーマの一つです。このように変分問題は応用
面でも多くの分野とかかわりを持ち，また質の良い
数学の問題を色々な角度から提供してくれる非常に
魅力的な分野です。

• 線形代数学Ⅰおよび演習（１年）
• 線形代数学Ⅱ（１年）
• 集合・論理・位相（大学院）

研究専門分野での活動
• 日本数学会
など

星賀 彰（Akira HOSHIGA）

准教授（居室６ー４０２）

研究室紹介

研究室紹介

研究室紹介

研究室紹介

数学および数理物理に興味があります。

コンパクトリーマン多様体間の写像でディリクレ汎関
数の停留点となる調和写像に興味を持っています。
調和写像は調和関数、測地線の一般化であり,楕円
型偏微分方程式系の弱解となりますが、一般に不
連続点を持ちます。調和写像が定義された当初は
主に滑らかなものについての研究が主流でしたが、
液晶のモデルとの関係などより1980年頃から不連
続点を持つものについても興味が持たれ始めました。
解析学的にも幾何学的にも興味深い対象です。

数理モデル化によって、様々な偏微分方程式が導
かれます。例えば、熱湯をしばらく放置すると、お湯
が冷め、常温になります。このように熱が温度の高
いところから低いところへ流れ、温度分布が均一化
する現象は拡散現象と呼ばれ、拡散方程式という
偏微分方程式によって記述されます。拡散方程式
は初期状態を記述する温度分布を与えたとき、その
温度分布がどのように時間変化するかを記述する
方程式で、時間経過とともに解が均一化する働きを
有します。
一方、多くの複雑な現象は非線形偏微分方程式
によって記述されます。非線形現象の特徴の１つと
して、たとえ初期状態を記述する関数が（滑らかさな
どの）十分に良い性質を持つ場合でも偏微分方程
式の解が有限時間で特異性を持つ、解の爆発現象
が挙げられます。拡散効果とは異なり、非線形性は
解を不均一にする効果があります。
非線形拡散方程式は、拡散 vs 非線形のせめぎ
あいによって、解が様々な挙動を示します。私の研
究は、非線形拡散方程式を数学の立場から解析し、
拡散および非線形性が解に与える影響を調べるこ
とです。特に、解の挙動や形状の変化などの解の
時間発展について研究を行っています。

私は主に、伝播速度か異なる連立準線形波動方程
式の滑らかな解の存在・被存在の研究をしています。
伝播速度が異なることによる波の打ち消し合いなど、
単独の方程式では見られない現象が起こる一方、
単独の方程式の解析で用いた手法が使えず、思う
ような結果にたどり着けないということもあり、興味
深い課題だと思います。解が永遠に滑らかであり続
けるのか、あるいは有限時間内に滑らかさを失うの
か。そしてそれらの現象はどのような条件によって
引き起こされるのか、ということを精密に解析するこ
とが生涯の研究テーマです。

専門分野

専門分野

• 作用素環論
• 作用素論

• 変分法
• 大域解析

担当授業

専門分野

・共通講座会議（数学）に属し，工学部および大学院
工学専攻の数学教育（左記参照）を担当しています．

担当授業

関根 義浩（Yoshihiro SEKINE）

●様々な生物の進化
最適化の数理モデルで、昆虫・動物・植物の絶滅・
性比・性差・トレイドオフ・多様性の謎を追及。

研究室紹介

偏微分方程式, 特に非線形シュレディンガー方程式
や非線形波動方程式と呼ばれる方程式の研究を
行っています.

専門分野

水や空気の流れの中に構造物を設置すると、構造物に
はどんな力が働くでしょうか？その構造物を設置したこと
で流れはどう変化するでしょうか？その位置や大きさ、形
を変化させると、構造物に働く力や流況はどうなるでしょ
うか？ゴルフボールはその表面のくぼみのおかげで飛距
離が伸びることはよく知られていますが、構造物の表面
に何らかの工夫を施すことで、構造物に働く力を抑えるこ
とはできるでしょうか？

明⼭ 浩（Hiroshi AKIYAMA）

研究室紹介

数学は「自然や科学のための言語」として, 現代社
会において欠かせないものになっています. 特に,
微分方程式は, 現象を記述するために用いられてい
ます. 私の研究は, 微分方程式を作ることではなく,
既にある方程式が実際の現象を記述しているかを,
数学的な観点から, 検証する事です. より詳しくは,
微分積分学や関数解析などの知識を駆使し, 時に
は新しいアイデアを導入しながら, 解の時間大域的
な挙動を明らかにすることです.

教授（居室５－７22）

S: juvenile survival rate

横沢 正幸（Masayuki YOKOZAWA)

2016年8月現在

担当授業
線形代数Ⅰ，Ⅱ（１年）
応用数学Ⅴ（２年）
代数学概論（４年）
応用数学特論（大学院）

専門分野
私は特に次のような問題に興味をもって研究してい
ます。
部分的正則性
調和写像の不連続点全体の集合の大きさを評価す
る問題

• 解析学
• 非線形偏微分方程式

担当授業

• 線型代数学Ⅰ（１年）
• 線型代数学Ⅱ（１年）
• 線型代数学続論（大学院）

•
•
•
•

研究専門分野での活動

研究専門分野での活動

研究専門分野での活動

• 日本数学会

• 日本数学会

• 日本数学会

接写像の分類
調和写像の特異点の近傍での挙動の解析について
の問題

• 応用数学 I （２年）
• 微分積分学 I （１年）
• 微分積分学 II および演習（１年）など

専門分野
偏微分方程式論

担当授業
• 微分積分学Ⅰ、Ⅱ（１年）
• 応用数学Ⅱ（２年）
• 応用数学概論（大学院）

研究専門分野での活動
• 日本数学会

数理システム工学科

模擬授業・研究室見学 案内マップ
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