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　このパンフレットでは九州大学大学院「数理学府」の概要を紹介します。 　
　平成23年に九州大学は創立100周年を迎えました。創立時は医学部と工学部での出発でしたが、九州帝国大学
に理学部が設置されたのが80年前の昭和14年で、理学部数学科の創設はその3年後、昭和17年になります。時代
下って平成6年に、大学院重点化のさきがけとして大学院「数理学研究科」が誕生しました。数学単独での大学院
組織は九州大学の他、東京大学と名古屋大学にあるだけです。平成12年に九州大学の組織改革により、教員が所
属する研究組織「数理学研究院」と、教育組織である「数理学府」に分離再編されました。大学院に入学される
皆さんは数理学府に所属します。 

　教員組織の数理学研究院は、平成23年4月より「数理学研究院」と「マス・フォア・インダストリ研究所」の
二つの組織（部局）に分かれ、更に、平成23年10月に設置された「基幹教育院」にも数学の教員が配置され、こ
れら三つの部局が数理学府の責任部局として、 共同して学府（大学院）教育を担っています。しかし学生諸君の
所属は「数理学府」であり、指導を受ける先生がどの部局に所属しているかということは、普段は特に意識する
ことはないと思います。 　

　数理学研究院は15年以上前より、文部科学省のプログラムである「機能数理学の構築と展開」（21世紀COE、
平成15～19年度）、「マス・フォア・インダストリ教育研究拠点」（グローバル COE、平成20～24年度）、その他
の活動を進めてきました。これらは一言で言うと、大学院学生、とくに博士課程学生の、 産業界をはじめとする
多様な場での活躍の可能性を拓くことを主眼とした活動です。具体的には、博士課程に企業等への長期インター
ンシップを義務づける「機能数理学コース」（平成18年度～）、また修士課程に高い数学的能力と幅広い視野を
もった高度職業人の養成を目指す「MMAコース」（平成21年度～）を設置し、既に学位取得者を社会に送り出し
ています。また文部科学省の特別経費「大学院数学教育のインターナショナルスタンダード」（平成22～ 27年度）
の配分を受けた「スタディグループ」などの活動や、九州大学リーディング プログラム「キーテクノロジーを牽
引する数学博士養成プログラム」を行ってきました。一方で、従来型の数学教育プログラムのさらなる充実にも
力を入れています。これらのプログラムの詳細やインターンシップ、さらには学府修了者の多様な就職先につい
ては、このパンフレットでご覧頂けます。 　

　数理学府での教育はすべて「数学」を根底におき、しっかりした数学の基盤の上に行われます。数理学研究院、
マス・フォア・インダストリ研究所、基幹教育院に所属する約70名の教員はいずれも、それぞれの分野の第一線
で活躍する数学者、数理科学者であり、純粋数学から応用数学まで非常に幅広く数学の分野をカバーします。

　数理学府の教育に携わるわれわれ教員の本分は、数学の研究と教育です。学生の皆さんは大いにわれわれを活
用し、自身の数学力の向上に努めてもらいたいと思います。これから大学院へ進学し数学を専攻したいと考えて
おられる皆さん、是非、九州大学数理学府にご入学下さい。そして共に存分に数学を学び、研究しましょう。

は じ め に
大学院数理学研究院長・数理学府長　　長田　博文
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　数理学府担当の教員を紹介します。これらの教員が修士課程、博士後期課程の両コースの教育にあたります。
数理学府担当教員は、数理学研究院、マス・フォア・インダストリ研究所、基幹教育院に所属しております。
（無印） 数理学研究院
  ＊　　 マス・フォア・インダストリ研究所
  ＊＊　 基幹教育院

教　授

　私の専門は離散力学系の位相的理論です。これは写像の反復合成によって空間の点がどのような振舞いをす
るか、またその振舞いが系のパラメータにどうのように依存するかを研究する分野です。最近は、Henon写像
と呼ばれる二次元空間上の具体的なカオス的力学系を中心に研究しており、その軌道を記号列によって表現し
たり、また（フラクタル集合の典型的例である）ジュリア集合のコンビナトリアルな性質を複素力学系の立場
から調べたりしています。このような方向性の試みは未だ歴史が浅く、素朴な発想で研究を進めることが出来
るのも魅力のひとつです。

石井　豊（いしい　ゆたか）

低次元力学系、記号力学系、複素力学系、カオス、フラクタル

　ベクトル空間、あるいは射影空間中の超平面の有限族を、超平面配置といいます。このシンプルな幾何学的
対象の性質は、代数、代数幾何、位相幾何、組み合わせ論、特異点論、表現論、超幾何関数論などの、様々な
数学的手法を用いて調べられています。更にこれらの研究手法は、超平面配置を軸として興味深い交流を生み
出しています。また近年は、社会選択理論などとの関連も研究されており、非常に面白い研究対象です。
　私は、超平面配置の自由性という代数・代数幾何学的性質を研究しています。代数幾何的手法、特にベクト
ル束の理論を用いることで、自由配置の判定及び関連する幾何学の解明を行っています。また、超平面配置は
ワイル群の鏡映面全体からなるワイル配置をその祖としますが、このようなワイル群やルート系と関連する超
平面配置の研究も行っています。

阿部　拓郎（あべ　たくろう）＊

超平面配置、ワイル群とルート系、ベクトル束
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　単純ホモトピー、ホモトピー、あるいは安定ホモトピーのような変形の下で保存される位相的な性質は、代
数的な不変量を用いて記述され、制御されるべき位相空間の本質的な構造を決定します。L-S カテゴリー数や
位相的複雑さと強い関係にある A∞構造のような、高次ホモトピー構造とその双対構造に興味があります。実
際、すべての位相空間には、隠された A∞構造が付随すると同時に、隠された余 A∞構造が付随します。
　実は数年前から、ホモトピー論を微分空間の中に構築することを目指しています。ホモトピー論のさまざま
なアイデアと微分構造に付随するアイデアとを融合させ、双方の世界を結びつけることが目的です。

トポロジー、代数的位相幾何学、　　構造A∞

　私の専門は確率論です。なかでも、確率解析、無限次元解析とよばれる分野を専門に研究しています。ブラ
ウン運動の実体が道の空間というバナッハ空間上のウィーナー測度であることから想像がつくように、確率論
では無限次元空間上の解析がよくでてきます。私はそのなかでも、道の空間、ループの空間を研究していまし
たが、そうこうしているうちに、ラフパス理論にふとしたきっかけで出会いました。この理論は１５年ほど前
に登場した新しい理論で、現代確率論のなかで中心的な役割をはたしている伊藤流の確率微分方程式を「非ラ
ンダム化」しまおうという一見変わったものです。パスそのものだけでなくその重複積分まで組にして考える
と、常微分方程式論が拡張できるうえに、確率微分方程式を拡張された意味での常微分方程式の「束」として
扱えるというものです。というわけで、最近はラフパス理論とその変種の研究に割く時間がほとんどになって
います。

稲濱　譲（いなはま　ゆずる）

確率解析、ラフパス理論、マリアヴァン解析、確率微分方程式

　安定ベクトル束と安定格子のモジュライ空間や、淡中圏、局所compact群上のFourier解析などを用いて、
大域体の非可換な性質を調べている。特に、Riemann面の非可換類体論、大域体の非可換ゼータ関数、代数体
の新しいcohomologyについて研究している。
　これらに基づいて、Geometric Arithmeticという分野を探求していきたいと思います。

翁　林（うぇん　りん）

幾何と解析数論、代数と複素幾何学

岩瀬　則夫（いわせ　のりお）

九州大学大学院数理学府

　専門は確率論です。確率論とは偶然現象を解明するために必要な数学を構築する分野です。偶然とは要する
にでたらめなわけですが、「ちゃんとでたらめ」であれば普遍性をもって理解できることがあるのです。私は
確率論の中でも特に拡散過程、無限粒子系や均質化など統計力学に一つの動機付けを持つ諸問題、無限次元拡
散過程の定常分布としてのGibbs測度、フラクタルの上の拡散過程、ランダム行列に関係する無限粒子系など
を研究しています。

長田　博文（おさだ　ひろふみ）

拡散過程、無限粒子系、フラクタル
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　微分幾何学を研究しています。中でも多様体のラプラシアンの固有値や熱核等の解析的量と曲率等の幾何学
的量とトポロジーとの関連に興味を持っています。ラプラシアンの固有値や熱核は数学を含むあらゆる自然科
学に登場します。私もリーマン面上の閉測地線の長さに関する漸近挙動や太鼓の音をきいてその形を推定する
という逆スペクトル問題の研究の中で遭遇しました。これからも新しい事柄との関連を探っていきたいと思っ
ています。

勝田　篤（かつだ　あつし）

微分幾何学、スペクトル幾何

　研究分野は整数論で、これまで曲線の代数的基本群とそこへのガロア表現、楕円曲線、モジュラー形式、モ
ジュラー関数、ベルヌーイ数、多重ゼータ値に関する研究を主として行ってきた。
　この10年以内くらいで行ってきたのは、多重ゼータ値の関係式に関する研究、多重ベルヌーイ数と多重ゼー
タ値の研究、2重ゼータ値とモジュラー形式の関係、ある種の微分方程式を満たすモジュラー形式の研究やそ
れに関連してextremalと名付けた特別な準モジュラー形式の研究、楕円モジュラー -関数の実二次点での振る
舞いに関する研究などである。今後も、少なくとも当面は、これらのことからほど遠からぬ題材について研究を
行っていくことになると思うが、次の世代が潤うような面白いことを発見出来ればよいと願っている。

金子　昌信（かねこ　まさのぶ）

整数論、モジュラー形式、モジュラー関数、多重ゼータ値、
ベルヌーイ数

j

　本来そう簡単に解けないはずであるのにある意味で解けたり、さまざまなことが「うまくわかる」ような系
に興味を持っています。例えば非線形波動を記述するソリトン方程式ならば、非線形偏微分方程式であるにも
かかわらず「解けて」しまったり、パンルヴェ方程式とよばれる常微分方程式のファミリーならば「解けない」
ことが証明できたりします。そのような現象の背後には数理的奇跡ともいうべきからくりが眠っており、深い
ところで広範な数学の分野と関わっています。私は、そのような「可積分系」と呼ばれる系の背後の構造を研
究し、そのからくりの拡張や応用を探っています。特に、離散可積分系（差分方程式）・超離散可積分系（セ
ル・オートマトン）に興味があり、最近ではその理論を応用して曲線や曲面の「よい」離散化の研究を推進し
ています。

梶原　健司（かじわら　けんじ）＊

離散微分幾何、可積分系、パンルヴェ系、離散・超離散系

　特殊関数を代数的な手法で研究しています。格別な関数の由来の一つが群や等質空間の表現論で、表現論的
な手法を用いて関数を調べる、逆に得られた関数の性質を表現論に還元するという双方向に特殊関数の知見が
加味された交錯が私には興味深いです。格別な関数の由来のもう一つは数論的に意味を持つ母関数でこれは勉
強中です。

落合　啓之（おちあい　ひろゆき）＊

代数解析学、表現論、特殊関数
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最適化理論、不動点定理、ゲーム理論、折り紙の数理

　最適化理論とゲーム理論における連続と離散構造の研究を行っています。例えば、変分問題の時間変数を離
散化すると有限次元空間の極値問題になり、変分法における共役点理論を極値問題に対しても展開できます。
ゲーム理論では不動点定理を用いて均衡解の存在を示しますが、それはサイコロを振って戦略を決める混合戦
略均衡です。一方、離散不動点定理を用いれば、サイコロを振る必要のない純戦略均衡の存在が導かれます。
離散不動点定理には、単調写像に対するもの、縮小写像に対するもの、ブラウワーの不動点定理を利用するも
のがあり、すべてのタイプを研究しています。また、組み合わせ最適化における劣モジュラ解析や離散凸解析
にも大変興味があります。その他、折り紙の数理にも取り組んでいます。折り畳み可能性が主なテーマで、凸
解析の二者択一の定理を用いた研究をおこなっています。
　「極値問題」横浜図書（2004）、「現代技術への数学入門：最適化法」講談社サイエンティフィック
（2008）をご覧下さい。

川崎　英文（かわさき　ひでふみ）

　私の専門分野は離散最適化の理論的研究です。最適化問題とは幾つかの解の候補から与えられた目的関数を
最大化もしくは最小化するものを見つける問題です。その中でも、解が離散的な構造を持つものを主な研究対
象としています。離散最適化が包含する問題は非常に多岐にわたるのですが、私はこれらの問題に対して離散
的な凸性である劣モジュラ性や、双対性を基礎とした多面体的アプローチを通じた包括的な解法の開発を目指
しています。 
　加えて、離散最適化に関連の深い、離散数学の一分野であるグラフ理論や理論計算機科学の一分野である計
算量理論に関する研究も行っています。また、これらの理論的研究から得られた知識を、都市計画や交通、ソ
ーシャルネットワークなどから生じる実問題へ応用することに興味があります。

神山　直之 （かみやま　なおゆき）＊

離散最適化、グラフ理論、計算量理論

　機械学習は、多くの科学領域にけるデータ駆動による研究や、社会に浸透しつつあるAI関連技術を支える重
要な研究分野です。私は（統計的）機械学習における理論解析やアルゴリズム構築などの基礎研究に取り組む
と共に、ここで培われた要素技術を科学・工学分野における諸問題へと展開して応用研究を進めています。研
究内容は当分野の多岐にわたりますが、主要なものとしては、機械学習に基づく時系列データの予測や解析、
データに関する構造的な先見情報を用いた学習、機械学習における最適化、その他、強化学習や多様体学習、
因果推論などの機械学習における諸問題に取り組んでいます。また、種々の自然科学へのデータ駆動によるア
プローチや、学習論的方法のシステム・制御などの工学分野への応用、また他の研究機関や企業と連携して機
械学習技術の実社会への応用にも取り組んでいます。

河原　吉伸（かわはら　よしのぶ）＊

機械学習、統計的モデリング、最適化



九州大学大学院数理学府

小林　真一（こばやし　しんいち）

整数論、Birch and Swinnerton-Dyer予想

　研究分野は整数論で、とくにゼータ関数やL関数の特殊値と数論的不変量を結びつけるBeilinson-Bloch-Kato
型の予想に興味を持っている。特別な場合が有名なBirch and Swinnerton-Dyer予想である。これらの問題に
対し、現在までは楕円曲線や保型形式の場合に、岩澤理論的な手法を用いたアプローチを行ってきた。今後は
さらに対象や手法を広げていきたい。
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　位相幾何学（トポロジー）、特に写像の特異点論を微分位相幾何学的な立場から研究しています。たとえば
目で物の形を認識しようとすると、その輪郭が重要な役割を果たしますが、これはある写像の特異点集合だと
解釈できます。このように、写像の特異点は物の形の本質的な部分を担っていると考えられます。こうしたこ
とを数学的にきちんと定式化して、多様体などの幾何学的対象を調べてゆくのが、私の研究内容、及び研究指
導内容です。ですので、そういった研究を目指す場合は、単に形式的な数学の議論を追ってゆくだけではなく、
それが意味している幾何学的背景を常に意識することが大切です。なお、トポロジーの他分野への応用にも興
味を持って研究しており、DNA結び目、多値関数データのための視覚的解析などの研究も行っているほか、ト
ポロジーを使って物質・材料の性質をミクロなレベルから考察することにも興味を持っています。

佐伯　修（さえき　おさむ）＊

位相幾何学、トポロジー、特異点論、微分位相幾何学、DNA結び目

　主として（超）曲面に対するエネルギーの平衡解（臨界点）の幾何学的性質、存在と一意性、安定性（エネ
ルギーの極小解になっているか否か）について研究しています。例として、極小曲面、平均曲率一定曲面、非
等方的平均曲率一定曲面（それぞれ、石けん膜、シャボン玉、結晶の数学的抽象化）があリます。中心的な課
題は解が安定であるか否かを判定するための有効な判定法の構築です。さらに、これらの研究を足掛りに、滑
らかな曲面、カドのような特異点を持つ曲面、離散集合より成る離散曲面、それらの高次元化を統一的に扱う
理論を構築することに取り組んでいます。私の研究対象は、数学の諸分野や数学以外のさまざまな分野と関連
があり、他分野の研究者と共同で、数学を物理現象の解明やより良い物作りに応用する研究も行っています。

小磯　深幸（こいそ　みゆき）＊

微分幾何学、変分問題、曲面論、大域解析学



九州大学大学院数理学府

7

　様々な場面にあらわれる確率論的(ランダム)な現象に興味を持って研究しています。現在は主にランダム行
列の固有値の持つ性質について研究しています。一見まったく無関係に見える別の分野の話が色々と関係して
いることが少しずつわかってきていてなかなか面白い対象です。またグラフの上のランダムウォークから定ま
る推移作用素のスペクトルがランダムウォーク自身やグラフの幾何学的性質とどのように関係しているかとい
う問題にも興味を持っています。

白井　朋之（しらい　ともゆき）＊

確率論、ランダム行列、グラフ上のランダムウォーク

　群が作用する多様体の性質、特に、群作用の立場から得られる多様体の構造について研究しています。連結
なリー群の作用と離散群（例えば、有限群）の作用では、手法が異なります。多様体に自由に作用する群は厳
しい制約を受けます。しかし自由ではない作用はいろいろと入れることができそうです。最近では、スミス問
題に興味があります。
　スミス問題は、球面上の２固定点をもつ滑らかな有限群作用があったとき、固定点上の接空間は群の表現と
して同形になるかというものです。現在、同形にならない有限群が数多く存在することが知られています。そ
こで、群の表現を２つ与えたとき、いつそれらを固定点上の接空間にもつ球面上の２固定点をもつ滑らかな有
限群作用を構成できるかに興味があります。

角　俊雄　（すみ　としお）＊＊

代数的位相幾何学、変換群論

　物理学や工学に現れる非線形偏微分方程式の解の長時間挙動について、調和解析的手法を用いて研究してい
ます。非線形偏微分方程式といってもさまざまなタイプの方程式がありますが、私は特に、水面波の動きを記
述するKorteweg-de Vries（KdV）方程式や渦糸運動や非線形光学のモデルとして現れる非線形シュレディンガ
ー方程式など、いわゆる非線形分散型方程式と呼ばれる偏微分方程式について興味を持っており、散乱やソリ
トンといった観点から解のさまざまな性質を調べています。

瀬片　純市（せがた　じゅんいち）

偏微分方程式、調和解析学、分散型方程式
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　私の研究分野は力学系理論と呼ばれる分野で、常微分方程式や漸化式のように時間が経つにつれて一定の法
則で状態が変化していく系（力学系）を扱います。力学系の中にはそれ自体は単純であるにも関わらず複雑な
時間発展を生成するものがたくさんあり、「カオス」と呼ばれています。「カオス」の時間発展は一見すると全く
不規則に見えますが、長い時間で見ると統計的な法則性が現れます。（例えるなら、複雑な分子運動の結果とし
て統計力学の法則が成り立つようなものです。）
　この統計的な法則性が私の現在の興味の対象です。幾何学と確率論の議論を融合して、「カオス」の統計的性
質を解き明かしたいと考えています。力学系理論は物理学、化学、生物学や経済学と結びつき、分岐理論や安
定性の理論などの具体的な理論を含んでいる広い分野です。それにふさわしい広い視野で研究と教育をするこ
とを目標にしています。

辻井　正人（つじい　まさと）

力学系、カオス、エルゴード理論

　力学系の平均次元と呼ばれる位相不変量を中心テーマとして研究しています。平均次元はグロモフが１９９
９年の論文で導入したものです。彼の動機は開多様体上の幾何解析に対する新しいアプローチの提案でした
が、それとは別にリンデンシュトラウスとヴァイスによって位相力学系の深い問題とのつながりが発見されま
した。
　私は、平均次元を幾何解析・力学系理論・情報理論の三つの視点からの研究しています。特に次の三つのテ
ーマを詳しく研究してきました。

（１）正則曲線がなす力学系の平均次元．
（２）位相力学系を無限次元立方体に埋め込む問題．
（３）平均次元とレート歪み理論との間の変分原理．

塚本　真輝（つかもと　まさき）

力学系、エルゴード理論、平均次元

　多様体に値をとる連続な経路のなす空間（経路空間）上の解析学である確率解析、とくにマリアヴァン解析
について興味を持って研究・指導を行っています。最近は、経路空間上のフーリエ・ラプラス変換である確率
振動積分についてその漸近挙動、具体表現などについて研究しています。マリアヴァン解析は経路空間上の部
分積分という側面が強調される形で発展しましたが、経路空間上の変数変換という側面も提供しており、この
方向での研究に興味を持っています。また確率微分方程式、拡散過程の幾何学、複素解析などへの応用にも興
味を持っています。
　大学院生は、抽象測度論、初等確率論を十分に理解していることを前提に指導を行っています。

谷口　説男（たにぐち　せつお）＊＊

確率解析、マリアヴァン解析、確率微分方程式
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　物理学の重要なテーマである場の量子論や臨界現象を数学的に研究しています。統計物理学における臨界現
象は、系を構成する無限個の自由度が協力して引き起こされるものです。これは数学的には無限個の確率変数
の示す美しい極限定理の現れであろうと思われます。また場の量子論は、数学的には統計物理学における臨界
現象と密接な関係があります。そこで、これら臨界現象とその背後にある（であろう）極限定理を解明するこ
と、またそれを通して場の量子論をより良く理解する事を目指しています。

原　隆（はら　たかし）

数理物理、場の理論と臨界現象

　無限次元Hilbert空間上の非有界自己共役作用素のスペクトル解析を研究している。特に擬Riemann多様体
上の場の量子論のスペクトルや確率解析的くりこみ理論、non-localな作用素のスペクトルを非摂動的に解析
している。
　場の量子論に現れるハミルトニアンの基底状態の存在・非存在および縮退度の評価、赤外発散・紫外発散の
解析、散乱理論、共鳴現象、くりこみ理論などを汎関数積分やGibbs測度を使って解析している。
　また、Feynman-Kac型公式を一般化し、non-localな作用素の解析をしている。典型的な例は相対論的
Schroedinger作用素で、確率解析的にはLevy過程の研究に対応する。
　その他に、正準交換関係の表現論と時間作用素、格子上の自己共役作用素の固有値、非可換調和振動子や量
子Rabi模型の固有値曲線なども研究している。量子論に興味のある学生は大歓迎である。

廣島　文生（ひろしま　ふみお）

場の量子論、Feynman-Kac 公式、Gibbs 測度

　自然界の様々な流体現象を数理的にモデル化し、それを具体的な形で解析することによって、現象の普遍的
な姿に迫っていきたいと考えています。モデルとなる非線形発展方程式を導出したり解析するための数学的手
法や数値計算法の開発が必要になります。物理的な直感にも頼りながら、複雑な流れに切り込む数理的方法を
求めて手探りで進んでいます。最近は渦のダイナミックスとその安定性、およびそこから派生する可積分系の
問題について研究しています。フレア（太陽面爆発）に代表される太陽活動、太陽から噴出されるプラズマ流
など宇宙の電磁流体現象にも興味があります。
　大学院では、渦運動、電磁流体力学や非線形波動の中から興味深い現象を選んで、それを基礎的な枠組みか
ら出発して数学的に定式化し、数理モデルの解析を行う、というプロセスを学んでもらいます。好奇心のおも
むくままに台所実験や数値実験を行って、問題を開拓するという遊びの精神も大切です。流体力学、磁流体力
学と平行して、興味と必要に応じて、解析力学、力学系、ソリトン、特異摂動法、数値計算法、微分幾何学な
どを勉強して、問題を解決する方法を産み出すための力を養います。複雑な流れを支配するしくみを理解して
高いレベルで楽しむ、逆に、現象をヒントにして、新たな数学的概念や方法を見つけるのが目標です。

福本　康秀（ふくもと　やすひで）＊

流体力学、電磁流体力学、非線形解析、数値解析、渦運動
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　確率過程の統計学は確率過程論・確率解析・統計数学が相互に絡み合う融合領域に位置し、統計学の長い歴
史から見ると比較的新しい分野です。私は確率過程に対する統計的漸近理論の構築を専門とし、主として以下
の内容を研究しています：レヴィ過程（連続時間ランダムウォーク）で駆動される統計モデルの漸近推測手法
とその計算機上での実装環境の整備；レヴィ過程から成る汎関数の高次分布近似；レヴィ駆動型確率微分方程
式の解の大域的および局所的性質。最近ではとくに、確率過程高頻度観測モデルの信号処理、数理生物学、生
態学、同時摂動確率近似への応用や、関連する統計解析ソフトウェアの開発に興味を持っています。

増田　弘毅（ますだ　ひろき）

確率過程、統計数学、統計的漸近理論

　ヒルベルト空間上の有界線形作用素からなる作用素環、特に弱位相で閉じているフォンノイマン環の研究を
しています。主に関心のある話題は、環とその部分環のペアを研究する部分因子環論及び、作用素環への群作
用の研究です。前者ではペアから生じるテンソル圏の性質を主に調べており、後者では群作用の不変量や分類
を主なテーマとしています。

増田　俊彦（ますだ　としひこ）

作用素環論、部分因子環論、群作用

　新しいスーパーコンピュータの応用として大規模なグラフ解析やデータ処理が注目を集めています。グラフ
解析の応用分野としては大規模災害等での避難誘導計画、社会公共政策や企業経営等のためソーシャル・ネッ
トワーク等の大規模データの有効活用等が想定されていますが、 非常に計算量やデータ量さらに電力使用量な
どの規模が大きく従来の手法では処理が困難です。そのためハイパフォーマンスコンピューティング分野の技
術を用いて超大規模グラフ処理を実現するための研究を行っています。
　また最適化問題の高速計算と実社会への応用にも取り組んでおり、例えば半正定値計画問題（SDP）は組合
せ最適化、システムと制御、データ科学、金融工学、量子化学など非常に幅広い応用を持ち、現在最適化の研
究分野で最も注目されている最適化問題の一つとなっています。SDPに対する高速かつ安定したアルゴリズム
の開発とスーパーコンピュータ上での大規模並列計算によって、世界最大規模のSDPを高速に解くことに成功
しています。数学とコンピュータを用いて実社会の複雑かつ未解決の問題を解くための研究を他の研究機関や
企業などと連携しながら現在積極的に推進しています。

藤澤　克樹（ふじさわ　かつき）＊

最適化問題、グラフ解析、高性能計算
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数理物理

　無限自由度の量子力学に関連した数学的問題を関数解析的手法により研究しています。最近は無限自由度の
量子力学の部分系を取ったときの状態のEntanglementに興味を持っています。物理としては統計力学、量子
情報理論、場の量子論などが関係します。量子力学では物理量はヒルベルト空間上の作用素がなす代数で表さ
れ、物理的状態はその代数上の正値線形汎関数です。正値線形汎関数は、確率測度の非可換化であり、二乗可
積分関数に対応するヒルベルト空間上に様々な作用素が定義されます。無限自由度の系になると考察すべき作
用素自体が、明確、具体的な形で与えられていない場合が多く、物理量がなす代数の構造、対称性などの研究
対象も増えます。現在自分が興味を持って研究しているテーマは２つあります。その一つは、無限に多くの非
調和振動子が結合したボーズ粒子系での熱平衡系の相転移で、ポテンシャルの谷を越えるトンネル効果が平衡
状態に与える影響を関数解析的な方法で調べることです。二つ目は 並進不変１次元格子上量子スピン系のス
ペクトルギャップを持つ基底状態全体の幾何的な構造で、クンツ代数と呼ばれる作用素環の自己同型群のある
部分群の等質空間の構造の研究です。
　問題の背景は理論物理学にありますが数学的には関数解析学の応用です。

松井　卓（まつい　たく）

　素数と結び目の類似に基づき、 整数論と３次元トポロジーの相互啓発的研究をしています。 特に、 Gauss
に端を発する整数論（類体論など）とその幾何学的類似が、私の好きな領域です。この整数論と幾何学の類似
性は、場の理論や力学系などの数理物理学とも繋がっているようで、そのような関連性を自分なりに理解した
いと思っています。

森下　昌紀（もりした　まさのり）

数論的位相幾何学、素数と結び目

（１）　グラフ変換とグラフアルゴリズム、カテゴリー論のソフトウェア科学への応用
　分散並列処理の可能性や新しい計算のパラダイムを模索してグラフ変換を利用したグラフ・アルゴリズムに
ついて考える。特に、ネットワーク信頼性などの応用分野を意識し、有効なグラフ不変量の発見とその計算ア
ルゴリズム開発に関する研究を行う。カテゴリー論についてプログラム理論、オートマトン理論、論理プログ
ラミング、概念構成などのソフトウェア科学への応用の観点から研究指導を行う。
（２）　計算機ネットワーク
　計算機ネットワークを利用した情報システム、特に、暗号系を利用したシステム保護について、数学理論を
利用した背景を含めて広く教育研究指導を行う。

溝口　佳寛（みぞぐち　よしひろ）＊

ソフトウェア科学、グラフ変換理論、計算理論
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准教授

　多変数複素解析学において、主に解析的な側面からの研究をすすめています。多変数の場合特有の面白い現
象としては、領域の形状を詳しく解析する必要があるところです。私は、境界のレビ形式の退化した擬凸領域
上の解析関数について、関心をもって研究しております。この場合は、まだ理解されていない部分が多く、研
究に入りやすいと思われますが、様々な深い数学とも結び付いていて、いろいろなアプローチがあります。最
近は、代数幾何や特異点論などの視点から、ベルグマン核などの再生核の解析を行なっています。

神本　丈（かみもと　じょう）

多変数複素解析、偏微分方程式

　セルバーグ跡公式と関連する保型形式、ゼータ関数について研究しています。ゼータ関数やL関数の解析的
性質や特殊値は数論的に重要な研究対象ですが、これらを調べるのに跡公式や保型形式の理論が重要な役割を
果たします。現在は、多変数保型形式から生成される表現を記述する際に現れる多変数の特殊関数、それらの
特殊関数から離散群上平均化して構成されるポアンカレ級数、同様に構成されるグリーン関数を核とする作用
素の跡公式の研究をしています。また、同時に数論的な応用も考察しています。

権　寧魯（ごん　やすろ）

数論、保型形式、跡公式

代数的位相幾何学、同変トポロジー、応用トポロジー

　トーラスやリー群の作用を持つ空間は、その豊かな対称性により、トポロジーと組合せ論・代数の間に強い
結びつきを生み出します。この対応を通して、グラフや多項式を用いてトポロジーを調べたり、逆に離散的な
問題をトポロジーを用いて解決するということに取り組んでいます。また、トポロジーを様々な分野に応用す
ることにも興味があり、画像や三次元形状を解析したりデザインする研究も行っています。

鍛冶　静雄（かじ　しずお）＊

　比較定理を拡張することで定義されたAlexandrov 空間という距離空間、及びそれらの空間全体のなす空間
の幾何学と解析学を研究している。最近は、各空間を離散化しその空間上のラプラシアンのような作用素を近
似し、離散化全体の中でのそれらの確率論的な収束を調べ、更にそれらに統計力学や情報論の手法を応用する
ことで 空間の微小変形の様子を調べている。

Alexandrov 空間、ラプラシアン、相対エントロピー
大津　幸男（おおつ　ゆきお）
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　純粋数学では古典的実解析学および多重ゼータ値に，応用数学では保険数理に興味を持っています。
　古典的実解析学では、大学初年級の解析学で反例として現れるような題材に関連した問題について深く考察
しています。例えば、無理数で連続だが有理数で不連続であるような関数の例は比較的容易に構成できます
が、有理数で連続だが無理数で不連続であるような関数は存在しないことが知られています。このような問題
は、込み入ったε-δ論法のみで解決できることもありますが、集合や関数の複雑さを研究する記述集合論が
必要になることもあります。
　多重ゼータ値はリーマンゼータ関数の特殊値を多変数に拡張したもので、結び目理論や数理物理などでも姿
を見せる興味深い数です。私は多重ゼータ値の間に存在する数多くの関係式について研究を行っており、そこ
では解析的・組合せ論的な議論が必要となります。
　保険数理では、損害保険会社との共同研究を通じて実務に関連した問題に取り組んでいます。適切な数理モ
デルを設定し、確率論および統計学的な手法を用いて解決を図っています。

斎藤　新悟　（さいとう　しんご）＊＊

古典的実解析学，多重ゼータ値，保険数理

　3次元や4次元の多様体のトポロジーを、ゲージ理論に由来する偏微分方程式の解のモジュライ空間を用いて
研究しています。解のモジュライ空間から4次元多様体のトポロジーの重要な情報を持った不変量を構成する
ことができます。4次元多様体をそのまま扱うのは難しいですが、それを3次元多様体に沿って分割し、より単
純な4次元多様体に分解すると不変量が計算しやすくなります。そのとき、切り口に現れる3次元多様体の
Floer理論を研究することが重要になります。現在、Seiberg-Witten-Floer安定ホモトピー型という3次元多様
体の不変量を研究しています。

笹平　裕史　（ささひら　ひろふみ）

トポロジー，ゲージ理論，Floer理論

　保型形式はもともと微分方程式や微分幾何の研究対象でしたが、代数体上の多様体の被覆塔（志村多様体）
の上のベクトル束の切断と見ることにより現代整数論の重要な対象の一つとなりました。こうした整数論的な
研究では保型形式に備わる簡約代数群の有限アデール群の作用（Hecke対応）が主要な役割を果たします。こ
の作用を表現論を用いて解析し、保型形式の整数論的構造を解明するのが保型表現論です。近年、志村・谷山
予想の解決を初めとする保型表現とGalois表現の関係の解明が進む中で、保型形式の局所構造の解析や関連し
たp進簡約群の表現論はますます大切になっています。一方Galois表現との関係からのフィードバックとして、
これまで純解析的な意味しかないと考えられてきた表現の不変量が局所類体論の言葉で書けるなど、表現論の
方にも新しい視野が開けつつあります。

今野　拓也（こんの　たくや）

保型表現論、 進群の表現論、Langlandsプログラムp
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　水の流れや熱の伝達など、自然界や産業界で見られる様々な現象を、計算機を用いた数値シミュレーション
によって理解することに興味を持っている。数値シミュレーションでは、まず現象を物理法則に基づいて微分
方程式で記述する“数理モデル化”を行い、次に微分方程式を計算機で扱うことのできる近似方程式に置き換え
る“離散化”を行い、最後に近似方程式の解法を計算機に実装し目的とする現象を再現する“数値計算”を行う。
我々は、提案する“離散化”手法が本来の現象に対する“精度の良い”離散化になっているか、実用に耐えうる
“効率の良い”離散化になっているか、を数理的に検討する研究に取り組んでいる。また様々な問題に対して、
提案する“離散化”手法に基づいた“数値実験”を実際に行い、自然現象の理解や工業製品の設計へ応用すること
にも取り組んでいる。

田上　大助　(たがみ　だいすけ）＊

数値解析、数値流体力学、数値電磁気学、計算機援用設計

　流体力学に現れる非線形偏微分方程式系の数学解析を行っています。流体の織り成す様々な流れの様相やそ
のメカニズムを数学的に解明することを研究目標としています。研究では、Euler方程式、Navier-Stokes方程
式、Boussinesq方程式等を対象として、その適切性や解の安定性・漸近挙動などを、調和解析学や関数解析学
の手法を用いて解析します。最近では、大規模流体における特徴的な力学的要素である回転と安定成層が流れ
に与える分散性と異方性に興味をもって研究しています。

髙田　　了　(たかだ　りょう）

非線形偏微分方程式，Euler方程式，Navier-Stokes方程式，調和解析学

　研究テーマは作用素環とその群作用の分類です。作用素環は基本的に無限次元の空間へ表現される数学的対
象ですが、様々な位相で有限次元近似を得る事が技術的に重要です。多くの場合、初等的な行列の技術が本質
的な鍵となります。ノルム位相で閉じた作用素環は良い条件下で"K群"とよばれる不変量により分類されます
が、この分類可能性を抽象的に特徴付ける事が私の研究目標です。特に以下の問題に興味があります。

（1）従順な作用素環の核型次元と Toms-Winter 予想
（2）Jiang-Su環とよばれる特殊な作用素環への従順群作用の分類
（3）擬対角化可能性、Rosenberg 予想と Blackadar-Kirchberg 予想

佐藤　康彦（さとう　やすひこ）

作用素環論、C*環、群作用
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　数論幾何学、特に代数的K理論やレギュレーター写像について研究している。レギュレーター写像の定義そ
のものは非常に難解であるが、実はそれが多様体上の積分の形で書き表されることが知られている。様々な多
様体の上でこの積分を実際に計算して、その結果を整数論や幾何学にでてくる特別な関数と関係づけることが、
今の私の研究目標である。また、私の研究はアラケロフ幾何学とも深い関係があるので、アラケロフ幾何学の
言葉や道具を用いて研究を進めている。

竹田　雄一郎（たけだ　ゆういちろう）

数論幾何学、代数的　理論、レギュレーター写像

My research is devoted to achieving comprehensive knowledge of the properties and response of 
materials for engineering applications through theoretical and numerical analysis of their microscopical 
features, thus impacting the research fields of materials modeling and design. Investigation of the fine 
microscopic features appearing in multifunctional materials and their interactions on the overall 
macroscopic properties is of strategic importance in the design of materials for engineering 
applications. From the theoretical point of view, the relevance of these problems lies in their 
association with systems of singular Partial Differential Equations and with Boundary Value Problems 
characterized by highly oscillating solutions. Traditionally, mathematical analysis has been mainly 
focused on the description of the asymptotic properties of the equations and the corresponding 
solutions as well as their implication on the physical model. Taking advantage of the variational 
structure of the problem, a series of mathematical tools and techniques has been created over the years 
using the language of functional analysis, geometric measure theory and PDEs. In my research, 
energy-minimization approaches are utilized, such as relaxation and Gamma-convergence, to 
characterize the homogenized engineering properties of soft and elastic crystals and shape-memory 
metal alloys, with a special emphasis on pattern formation and interaction with topological defects.

Cesana Pierluigi（チェザナ　ピエルイジ）＊

PDEs, Calculus of Variations, Materials Science

K

　複素微分幾何学の研究では、コンパクトケーラー多様体上の安定ベクトル束又は、ハーミッシャン・アイン
シュタインベクトル束のモジュライ空間の微分幾何学的側面の構造について調べています。又、代数幾何学の
分野では、高次元ファノ多様体の構造について研究を行っています。特に、正則正接ベクトル束がnefである
ようなファノ多様体の構造について興味があります。最近は、超幾何函数の代数幾何的側面にも興味を持って
います。具体的には、混合ホッジ理論のこの方面への応用を研究しています。

趙　康治（ちょう　こうじ）

代数幾何学、複素微分幾何学
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　個体の集まりを各個体がもつ属性で分けるとき、個体の総数は各属性をもつ個体の数の和として表されま
す。このように「ある正の整数を正の整数の和として表現すること」を整数の分割と呼びます。そして、与え
られた正の整数に対してランダムに起こる整数の分割の確率分布を確率分割と呼びます。私は、いくつかの統
計的動機があり、確率分割について統計モデルの性質や推測を中心に研究しています。
　数理統計におけるほかの研究テーマとしては、目的変数と説明変数の間の関連を記述するために用いられる
回帰分析について研究しています。
　また、より応用的なテーマとして、製造業において開発・設計・品質管理といった活動のために利用される
統計的方法について興味があります。

佃　　康司　（つくだ　こうじ）

確率分割、回帰分析、統計的漸近理論

　数論の中でも格子・2次形式の理論・応用に関心を持って研究しています。2011-2014年に、実験データか
ら格子決定を行う際に使えるいくつかの計算手法を提案し、高エネ研の研究者と協力してCONOGRAPHとい
うソフトウェアを開発しました。CONOGRAPHがきっかけとなり、数理結晶学の問題に関わる共同研究をこ
れまで実施しています。応用を通して、様々な格子・離散的点配置や数値計算上の様々な問題が見つかるの
で、そういった問題を数論、調和解析、最適化手法を用いて解決することを行ってます。

富安　亮子（とみやす　りょうこ）＊

格子・2次形式、応用代数、数理結晶学

　生物は長く過酷な生存競争を生き延びてきただけあって、素晴らしい技術を持っています。私はこれを数式
で表記する事によってそれらの技術を抽出・理解・応用することを目的としています。私は特に生物の作る輸
送ネットワークについて研究を行ってきました。生物は個体の内部に血管・葉脈といった輸送ネットワークを
持っています。また、人間の鉄道・道路網や蟻の群れが巣と餌の間に列を作るように、集団としても輸送ネッ
トワークを生成します。これらは全て利用量が多い経路がより発達するという適応ネットワークの性質を持っ
ています。数理モデルを用いてこれらのネットワークの共通原理を理解する研究を行っています。他にも多数
の振動子を用いた多重リズムによる行動制御問題や生物の形づくりについての研究も行っています。

手老　篤史 （てろう　あつし）＊

数理モデリング、適応ネットワーク、多重リズム
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　専門分野は、力学系（「力学」ではありません。ちゃんと違いを調べて下さい。）的な視点からの微分方程
式の研究です。大雑把にいうと、微分方程式を具体的に解くわけではなく、解の持つ定性的な性質を、位相幾
何学等の手法を用いて調べる分野です。
　また、純粋な理論のみではなく、数理生物学等の力学系の応用分野にも関心を持っています。私と一緒に勉
強してくれる大学院生を歓迎します。大学院を受ける方は、研究分野についての参考文献として、事前に Joel 
Smoller の "Shock Waves and Reaction-Diffusion Equation" 又は Marco Petini の "Geometry and 
Topology in Hamiltonian Dynamics and Statistical Mechanics" 等を通読しておいて下さい。大学院入試の
面接で両書の内容に関して質問します。

新居　俊作（にい　しゅんさく）

力学系、微分方程式、応用解析

　数学と物理の境界領域に関連する話題を研究対象としています。例えば、Chern-Simons経路積分を用いて
定義された結び目や3次元多様体の量子不変量について、その幾何学的な理解や保型形式・超対称共形場理論
との関連などが挙げられます。トポロジーや数論、可積分系、場の理論、統計力学など様々な道具を用いま
す。量子トポロジーと位相的量子計算といった応用研究についても興味を持っています。

樋上　和弘（ひかみ　かずひろ）

数理物理、量子トポロジー、量子可積分系

　多変量解析は、たくさんの変数があったときに、それらの変数の関係性（例えば相関関係）に着目すること
により、変数もしくはデータをグルーピングしたり、より精度の良い予測を行ったりすることのできる統計的
な手法です。従来は、多変量解析といえば、テストの科目のような、十数程度の変数に対する緻密な解析が行
われてきましたが、近年は、ゲノムデータや画像データのような、数千、数万の変数をうまく解析することが
求められています。このような「高次元データ」の解析では、パラメータが多すぎて、従来法ではうまく推定
できないことがよくあります。そのような場合、ほとんどのパラメータを「0」と推定できるL1正則化とよば
れる方法がしばしば有効に機能します。私は最近、L1正則化を使った新たな多変量解析の手法をいくつか提案
しており、それらの手法は、ソフトウェアパッケージとしてWeb上に公開されています。

廣瀬　慧（ひろせ　けい）＊

多変量解析、L1正則化
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　My research is mainly concerned with the qualitative theory of partial differential equations coming 
from fluid mechanics. At this point my focus is on the two most profound models - 
Navier-Stokes-Fourier system and complete Euler system of equations. These describe the motion of 
viscous and inviscid fluids including the heat transfer, respectively. Even after literally hundreds of 
years of systematical study by some of the brightest minds of their time, the mathematical knowledge 
about these models and their isentropic simplifications is still rather limited、especially in the "natural" 
3 dimensional setting. The gap between math, physics, modelling and numerics is opening every day as 
in mathematics one has to balance between the complexity of the model (its accuracy in application) 
and the abilities of state-of-art tools and ideas of mathematical analysis. In my research I strive to 
create mathematical tools that could narrow the gap a little.

Jan　Brezina（ヤン　ブレジナ）＊＊

偏微分方程式、Euler方程式、Navier-Stokes-Fourier方程式、数学解析

　1974年、リチャード・キャンベルは論文（Campbell, R.D., 1974. "Cell movements in Hydra," Am. Zool. 
Vol. 14, pp. 523-535）の冒頭において、「ヒドラの細胞と組織は、流れの中にある」と記した。これは、ヒ
ドラは末端から死んだ細胞を外部に排出し、その一方で細胞増殖を行うため体幹に沿って自発的な細胞の流れ
がある。この細胞の流れによって、常に細胞全体が更新され個体としての構造や機能は維持されているという
意味である。
　また、数理生物学の原点ともいえる A.M. Turing の論文（Philos. trans. R. Soc. Lond., Ser. B Vol. 237, 
pp. 37-72, 1953）においても、既にヒドラの触手部分(これも更新され続ける系である)のモデル化が行われて
いる。 
　私は、ここ11年間、再生現象を数理モデル化することにより、再生条件を導出してきた。また、複数の細胞
タイプが共存する条件を、代数的な手法を用いて楕円曲線を含んだ方程式の形で導出した。
　現在は、ヒドラやプラナリアにおいて顕著に観察されるような「構成要素が不断の崩壊と増殖によって更新
され、機能や構造が維持されている系」を研究している。構成要素が、バランスよく「流れる」ことによっ
て、要素が常に新鮮に維持されるような規則を、網羅的に調べている。これには、数理モデルを多項式系に変
換するという新規の方法を開発して実行している。

吉田　寛（よしだ　ひろし）

再生の数理モデル
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　最適化問題とは、与えられた条件や制約の元で関数を最大化または最小化する解やその値を見つける問題です。
産業や日常生活における意思決定に利用されています。私の興味は、（I）連続量を扱う最適化問題と、（II）効
率の良いアルゴリズムやソフトウェアの開発、です。特に、凸性を持った凸最適化問題と呼ばれる最適化問題
や、半正定値計画問題と呼ばれる最適化問題に対して強い興味を持っていて、これらを利用して、解くことが
大変難しいと言われている非凸で非線形な最適化問題を解くことを研究しています。しかしながら、このよう
な最適化問題に対しては、（1）得られる半正定値計画問題が大規模になりすぎる、（2）数値誤差の影響で、理
論的に得られる結果と実際に計算して得られる結果が異なる、という難しさを持っています。こういった困難
をどのように克服するか、というのが現在の課題です。このように書くと難しい数学を使っている様に思うか
もしれませんが、そうではありません。主に使う道具は大学1年生で習う微積分と線形代数の知識です。です
ので、数学の勉強をしたことがある人なら誰でも挑戦できると思います。また、この手法の応用にも興味があ
りますので、何か解きたい実用的な問題のある人がいましたら声をかけてください。一緒に勉強・研究をしま
しょう。

脇　隼人（わき　はやと）＊

最適化、数理計画、連続最適化、半正定値計画問題、最適化ソフトウェア
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ゼータ関数、零点、値分布

　私はゼータ関数とL関数及びそれらの導関数の値の分布に興味を持ち、解析的な方法を用いて研究を行なっ
ています。その中で特に、最も基本となる「リーマンゼータ関数」と「ディリクレL関数」を中心に研究して
きました。リーマンゼータ関数の零点の分布は素数の分布と密接に関係していることから、長い間研究されて
きているが、まだ知られていない性質がたくさんある中、大きな問題もまだ残っています。この分野における
最も有名な大問題である「リーマン予想」は、リーマンゼータ関数の自明でない零点（「非自明な零点」と通
称）は全て一直線上にあると主張しています。この予想の言い換えとして、リーマンゼータ関数の一階導関数
は「臨界領域」の（対称線を除いた）左半分に零点を持ちません。この結果により、リーマンゼータ関数の零
点分布はその導関数の零点分布に関係していることがわかります。私の最近の研究により、この結果のディリ
クレL関数に対する類似が得られました。しかし、一階ではなく、高階導関数の場合がまだ知られていません。
私はこの研究に積極的に取り組んでいます。以上の話より一般に、リーマン予想を満たすと予想されているゼ
ータ関数とL関数全体は「セルバーグクラス」と呼ばれているが、セルバーグクラスのL関数に対しても研究
を行なっています。また、零点だけに限らず、より一般に値の分布も研究をしています。

Ade Irma Suriajaya（アデ　イルマ　スリアジャヤ）

公開鍵暗号、耐量子計算機暗号、多変数多項式暗号

　量子計算機でも解読困難とされる耐量子計算機暗号の開発について研究しています。特に、そのようなものの中
で、多変数二次連立方程式の求解困難性に基いて構成される多変数多項式暗号に興味があります。有力な耐量子計
算機暗号の候補とされていますが、公開鍵サイズが大きいことや、グレブナー基底を用いた解析が不十分であるな
どの問題があり、それらの解決を目指し、研究を行なっています。

池松　泰彦（いけまつ　やすひこ） ＊

確率論、単純ランダムウォーク、局所時間

　主に多次元整数格子上の単純ランダムウォークなどの確率過程の研究をしています。特に、単純ランダムウォー
クの局所時間（各頂点への訪問回数）の極限定理の研究をしています。局所時間の定義は単純ではあるのですが、
ガウス自由場などの様々な確率過程との関係性が知られており、興味深い対象です。例えば、局所時間から定義さ
れる特異点の解析から他の対象との関係性を理解することを目指しています。

岡田　いず海（おかだ　いずみ） 

助　教
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Logic, Formal methods, Category Theory

My research interests are rooted within algebraic specification, oneof the most promising aproach to formal 
methods assisting the developing of software systems at several stages such as design, specification and formal 
verification. Algebraic specification and programming languages are rigorously based on logic, which amounts 
to the existence of a logical system underlying the language such that each language feature and construction 
can be expressed as a mathematical entity of the underlying logic.
The current goal of my research is to develop mathematical and logical structures supporting the efficient 
development of correct reconfigurable software systems, i.e. systems with reconfigurable mechanisms 
managing the dynamic evolution of their configurations in response to external stimuli or internal performance 
measures. A typical example of reconfigurable system is given by the cloud-based applications that flexibly 
react to client demands by allocating, for example, new server units to meet higher rates of service requests. 
The model implemented over the cloud is pay-per-usage, which means that the users will pay only for using the 
services. Therefore, the cloud service providers have to maintain a certain level of quality of service to keep up 
the reputation.
Reconfigurable systems are safety- and security-critical systems with strong qualitative requirements, and 
consequently, formal verification is needed.

Daniel Gaina（ガイナ　ダニエル）＊

非線形偏微分方程式，曲面の発展方程式，変分問題，幾何学的測度論

　主に曲面に対する変分問題や曲面の発展方程式について研究しています。特に、2つの曲面が交わる点において
は接触角が生成されますが、その接触角の構造について興味を持っており、接触角条件付きの曲面の発展方程式
や、接触角を持つ曲面の特徴づけに取り組んでいます。それらの研究においては、古典解（滑らかな解）に対する
漸近挙動の解析や、特異性を伴う曲面（滑らかでない曲面）を測度として記述することを可能とする幾何学的測度
論などを応用しています。

可香谷　隆（かがや　たかし） ＊

Distributed Optimization and Control, Smart Grid, Multi-Agent System

My current research mainstream is Applied Mathematics for Energy Systems which intersects between control 
systems, power and energy systems, and optimization. In this research area, there are many emergent and 
challenging problems arising from the mix of different dynamics, time scales, physical and cyber 
interconnections, where a centralized solution is usually impossible and impractical, and hence, distributed 
coordination and control algorithms should be developed. In order to tackle those complex problems, I utilize a 
combination of several applied mathematical tools including nonlinear optimization, control theory, multi-agent 
system, and machine learning.

Hoa Dinh Nguyen（グエンディン　ホア） ＊
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Physically relevant partial differential equations

My research is focussed on analytical solution methods for partial differential equations subject to 
physically relevant boundary conditions occurring in linear elastic contact, soil water infiltration, and 
nonlinear heat conduction．Solutions obtained involve generalised functions, asymptotic analysis, 
singular integral equations, integral transforms, manipulation of novel hypergeometric series, 
integrable systems, and symbolic computation．

TRIADIS Dimetre（トリアディス　ディミトリ） ＊

数論、保型表現論、岩澤理論

　研究分野は数論です。とくに保型表現論で現れるL関数の特殊値が、岩澤理論的な振る舞いを見せる様子に
興味があります。これまでに、特殊値のp可除性や、意味付け、p進族の構成について研究を行ってきました。
保型表現論、岩澤理論の双方にとって新しい知見を見出すことが、私の研究目的です。

並川　健一（なみかわ　けんいち） 

統計科学、小地域推定、混合効果モデル

　私の専門分野は、統計科学です。特に、小区分ごとの特性値を実データから推定する際、統計的モデルを介
して統計的精度の向上が期待できるモデルに基づくアプローチに興味を持っています。現在私は、より実用性
のある統計的手法の開発を目指しており、その統計的精度を理論的に解明する研究も行っています。さらに、
開発した統計的推定手法を実データに適用することで、社会的課題解決に貢献できることを望んでいます。

廣瀬　雅代（ひろせ　まさよ） ＊ 

代数的位相幾何学、高次ホモトピー構造、リー群

　代数的位相幾何学、特に高次ホモトピー構造に興味があります。代数的位相幾何学では様々な幾何的、代数
的な変形や摂動で不変な事象を研究します。中でも高次の摂動にかかわる現象、特にA∞構造と呼ばれるもの
に興味があります。A∞構造に関わる高次の現象は、純粋な代数的位相幾何学のみならず、Hopf不変量や
Massey積などを通じて様々な幾何・代数的対象に現れます。リー群に関わるものを中心に、こういった高次
構造に関わる現象を幅広く明らかにしていきたいと思っています。

蔦谷　充伸（つたや　みつのぶ） 
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トポロジー、代数的位相幾何学、３次元多様体の位相不変量

　研究テーマは、位相幾何学（トポロジー）です。特に、３次元多様体の位相不変量（有限型不変量）や、曲
面上の点の配置空間と写像類群の関係などについて興味を持っています。
　また近年は、ホモロジーの画像解析・材料工学などへの応用や、配置空間のトポロジーをロボティクスに適
用した応用研究など、トポロジーの新展開が注目されています。今後はトポロジーを活用して、またこれまで
の産学連携業務の経験も活かしながら、様々な分野における課題を解決するための応用研究も行いたいと考え
ています。

森山　哲裕（もりやま　てつひろ） ＊

計算機代数、グレブナー基底、限量子消去法

　主な研究領域は計算機代数です。計算機代数手法である限量子消去法を効率化し、その結果を計算機代数シ
ステムMapleに実装してきました。限量子消去法は与えられた一階述語論理式と実数体上で等価な限量子なし
の論理式を計算します。多くの数学の問題は一階述語論理式として表現できます。また、多くの実社会の数学
の問題は実数に関する問題です。従って、私たちは限量子消去法によって様々な実社会の数学的問題を解決で
きます。特に、最近は実代数幾何にも興味があります。

深作　亮也（ふかさく　りょうや） 

確率解析、確率偏微分方程式、ラフパス理論

　私の専門は確率解析です。現在は非線形確率偏微分方程式を研究しています。一般にこのような方程式の解は正
則性が悪く、通常の微積分を適用できません。しかし、方程式に「繰り込み」という作用を施すことによって、解
を厳密に定義できる場合があることが知られています。例えば揺らぎを持つ界面成長のモデルとしてKPZ方程式が
ありますが、これも繰り込みが必要な確率偏微分方程式の一つです。このような方程式の解の性質を明らかにする
ことが目標です。

星野　壮登（ほしの　まさと） 
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松江　　要（まつえ　かなめ）＊

力学系、数値解析、精度保証付き数値計算、特異摂動論、微分方程式（爆発解、衝撃波）、
特異点、トポロジー（計算機援用を含む）、量子ウォーク、トポロジー最適化

　マルチスケールダイナミクス・微分方程式の解の爆発・衝撃波・有限進行波など、何かしらの特異性を有す
る力学系の数学・数値解析と精度保証付き数値計算法の構築に主に取り組んでいます。
　各々の現象を力学系の視点で捉えて、解の存在・安定性や付随する量の「厳密な数値計算」の包括的理論構
築を目指しています。
　他にも量子ウォークのダイナミクスと、それが定義される集合（グラフ・単体複体）の幾何との対応を考察
しています。
　またカーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（I2CNER）関連では、燃焼理論の数理に新たに取り組
み始め、数学とエネルギー科学の協働による新しい分野と技術の創生を目指します。
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　少人数でテキストを輪読するセミナーとは別に、研究分野ごとに近隣の研究者が集い、1、2件の講演を中心
に質疑討論を交わし研究交流を行うセミナーを以下に紹介します。

【談話会】
　他大学の数学教室あるいは研究科でも同じことですが、談話会は本研究院主催の看板行事です。
　現在細分化が進んでいる数学の各分野の研究者が、当該分野の第一線の状況について、専門の異なる聴衆に
対しても理解できるような講演を行い、お互いの研究やそれぞれの分野における問題意識を理解するために、
毎月1回程度、水曜または木曜の午後に開いています。
　各人が自分自身の専門の研究にとらわれすぎて、ともすれば数学の大きな流れから取り残されてしまいがち
な昨今ですが、談話会に出席し、普段の研究においてはあまり触れることのない内容の講演を聞くことによっ
て、そういった極端な偏りを解消することが出来ます。
　講演者は、学内外の研究者や集中講義の講師など、分野を代表する著名な数学者が主で、講演内容は専門外
の聴衆にも理解できるよう配慮されているのはもちろんのこと、質の高いものでもあります。
　研究内容を同じ分野の仲間に話すこととは異なり、内容の質を保ったままで門外漢にも理解できるように話
すことは、講演者自身が講演内容を徹底的に理解していることだけでなく、いわゆる数学的センスも要求され
ます。その意味で、談話会での講演を依頼されることは名誉なことであると同時に講演者自身にとってもひと
つの試練であり、また貴重な勉強の場でもあるのです。

【IMI Colloquium】
　IMI Colloquiumとは、産業界との数学連携や研究交流を促進する機会の提供を目的とした講演会であり、
毎月第２水曜日に定期的に開催しています。主に産業界から、最先端の数理的研究において活躍されている研
究者の方々に、数学連携研究の事例や研究成果、現在産業界で必要とされている数学研究の方向性、数理人材
育成に関する提言など、社会を支える技術としての数学のあり方についての様々な視点を提示していただき、
議論を通じて交流を深める場とすることを目指しています。また、MMAコースのMMA実務講義の一部にもな
っています。

【代数幾何学セミナー】
　代数幾何学セミナーでは、広い意味で代数幾何に関連した話題（数論幾何、複素幾何、可換環論、暗号理
論、計算機代数などを含む）を、講演・質疑応答を通じて勉強することを目的として、不定期に開催されてい
ます。セミナーは、学内外の研究者や大学院生による、オリジナルの結果の発表や最近の話題の紹介という形
で行われます。聴衆は代数幾何を専門とする学内及び近隣の大学（福岡大、佐賀大、熊本大など）の研究者や
大学院生が中心です。学生の皆さんの積極的な参加を期待しています。

【幾何学セミナー】
　幾何学セミナーは主に金曜日16時から、伊都キャンパスの教室および九州大学西新プラザの会議室で行われ
ています。テーマは微分幾何全般の内容にわたり、研究者による第一線の研究の紹介、特定の分野の解説、大
学院生による論文紹介などの形で様々な話題が提供されています。参加者は微分幾何を専門とする学内外の研
究者・学生が中心ですが、誰でも自由に参加できます。興味のある方は是非ご参加ください。
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【トポロジー金曜セミナー】
　トポロジー金曜セミナーは、有史（？）以来の伝統を持ち、九州・山口のトポロジストに最先端の話題を提
供し続けています。最近の話題は、トポロジーを中心とし、幾何学、解析学、組み合わせ数学等、関連する諸
分野にわたり、毎週学内外の専門家に１時間の講演を依頼しています。時間は金曜日の午後4時からです。
　興味のある方は気軽にどうぞ。

【代数学セミナー】
　代数分野で活躍する学内外の研究者により、各自の最新の研究成果を講演発表することを目的とし、代数学
セミナーを開催している。ここ数年は主に金曜日16時から1時間行っている。週によっては2講演設けること
もある。
　この代数学セミナーは、既に30年以上前から続いているもので、外国の代数学研究者による講演もしばしば
行われ、国際交流の役目も果たしている。
セミナーホームページ：http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/~alg-seminar/

【関数方程式セミナー】
　九州関数方程式セミナーは、九州大学理学部応用解析セミナーを起源とし、1968年より続いている伝統あ
るセミナーです。
　主に国内の研究者を講演者としてお招きし、関数方程式論を中心とした解析学の話題に関するセミナーを、
授業期間中の金曜日に定期的に開催しています。九州地方の各大学における教員・大学院生が参加し、関数方
程式論の幅広い話題に関して、セミナーを通じて研究討論を行っています。
　また毎年1月には、国際研究集会「九州における偏微分方程式研究集会」を1983年より継続して開催してい
ます。国内外の研究者を講演者としてお招きし、偏微分方程式論に関する最先端の研究成果について議論して
います。
　関数方程式論の数学解析に興味をお持ちの方は、ぜひご参加下さい。
セミナーホームページ： http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/FE-Seminar/

【解析セミナー】
　解析セミナーは九州大学伊都キャンパスにおける偏微分方程式論関連のセミナーとして2012年に始められ
ました。
　国内外の研究者を講演者としてお招きし、非線形偏微分方程式を中心とした解析学の話題に関するセミナー
を不定期に開催しています。偏微分方程式の数学解析に興味をお持ちの方は奮ってご参加ください。
セミナーホームページ： http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/~takada/analysis/

【九州大学数値解析セミナー（通称：Q-NA）】
　1945年世界最初の電子計算機ENIACの出現以来、半世紀を経てようやく自然科学の諸分野で現実的な意味
で有用な計算ができるようになってきました。計算機の出現以前と以後では、研究スタイルが大きく変わり、
新たな研究対象が加わりました。
　例えば、諸々の現象を計算機で再現・予測する、そのために必要な新しい計算法を開発する、連続問題を離
散問題で置き換えるために必然的に生じる誤差の事前評価を行う、精度保証計算で事後評価を実施し数値解の
品質を上げる、並列計算など大規模数値計算の開発を行う、大量計算結果の後処理としてグラフィクス技術を
開発する、数値積分や近似理論を整備する、大規模連立線形・非線形方程式の解法を開発する、常微分・偏微

分方程式の解法を開発する、これらのための種々の数学的基礎理論を確立する、などが挙げられます。
　本セミナーでは数値解析に関わるすべてを研究対象としています。これらの新しい研究対象は、計算機出現
以前には本質的に存在しなかったもので、強力な計算機が使える環境にある21世紀の今、我々が最も力を入れ
る必要がある研究主題の一つであります。
　本セミナーの内容は純粋数学から産業界に至るまで広範囲に広がっており、数値解析に関わる諸研究の交流
の場として、多種多様な数値計算関連研究者が集まり交流を深めています。
　本セミナーは原則的に毎週火曜日の15:30-17:00に九州大学伊都キャンパスにて開催しています。興味のあ
る方はどなたでも自由に参加できますので、ぜひ本セミナーにお越しください。
セミナーホームページ： http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/QNA/

【九州確率論セミナー】
　毎週金曜日16時より1時間半にわたり、九州大学、佐賀大学、熊本大学などの確率論研究者が集まり、セミ
ナーを行っている。セミナーは九州大学伊都キャンパスウエスト1号館中セミナー室W1-D-725で開かれる。
　毎回様々な研究分野から講演者を募り、質疑応答を交えながら講演を聴く。また、講演後には参加者全員で
自由に討論を行う。聴講者が多くの知識を得られるのは勿論のこと、講演者にとっても、多くの意見を聞き新
たな示唆を受ける良い機会となっている。セミナー参加者は、各々の見地から活発に発言し互いに助言を与え
合うことにより、自己啓発と確率論研究の更なる発展を目指す。
　国内はもとより海外の研究者が九州を訪問中には、当セミナーに招待し講演を依頼することも多く、数多く
の研究者および様々な研究テーマに直接触れることができる。確率解析、確率過程、確率微分方程式、フラク
タル、マリアヴァン解析、あるいは、物理学その他への応用的分野など、確率論周辺の幅広い分野の研究者が
集まり交流を深めている。

【統計科学セミナー】
　九州大学および周辺の大学等の研究者と大学院生が中心となって、統計科学に関する幅広い話題を取り上げ、
相互に討論しアイデアを交換する場として行っているセミナーです。原則として、金曜午後4時から2時間程度
行っています。最近は、計算機の利用を前提とした統計手法、理論・方法論の発表も多く、コンピュータ時代
にそくした新たな展開がみうけられます。これらは、ニューラルネットワーク、画像処理、遺伝子構造データ
の解析などへの興味ある研究へと結びつくことが期待されます。
　統計科学は、自然科学・社会科学における様々な分野の不確実性を有する現象の解明とその本質の探究のため、
データから有効に情報を抽出するための手法開発と数理的・理論的研究を主な目的としています。このため、
統計科学の最先端の研究を知ることはもちろん、周辺領域の研究者との交流も重要で、医学、疫学、工学、経
済学など様々な分野の話題を取り上げ、講演を依頼することもします。この統計科学セミナーから、影響力の
大きい数多く引用される研究成果が一つでも多く生まれることを期待して行っています。

【作用素環論、エルゴード理論セミナー】
　元々、六本松にあった旧教養部数学教室内でエルゴード理論の研究者と作用素環論の研究者により始められ
たセミナーです。その後、数理学研究科、数理学研究院と取り巻く環境や参加者の顔ぶれは変化して来ました
が今日まで続いています。現在の参加者は、作用素論、作用素環論および関連する数理物理学の研究に従事し
ている教員、研究員、院生が中心です。毎年、参加者の都合にあわせて曜日を決め、週1回定期的にセミナー
を開いています。現在では大学院生の教育の一助になることも意識した運営を心がけています。そのため、話
される内容はオリジナルな仕事がほとんどですが、他者による研究の紹介も歓迎しています。また、遠方から
のゲストによる講演も頻繁に行われています。
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【トポロジー金曜セミナー】
　トポロジー金曜セミナーは、有史（？）以来の伝統を持ち、九州・山口のトポロジストに最先端の話題を提
供し続けています。最近の話題は、トポロジーを中心とし、幾何学、解析学、組み合わせ数学等、関連する諸
分野にわたり、毎週学内外の専門家に１時間の講演を依頼しています。時間は金曜日の午後4時からです。
　興味のある方は気軽にどうぞ。

【代数学セミナー】
　代数分野で活躍する学内外の研究者により、各自の最新の研究成果を講演発表することを目的とし、代数学
セミナーを開催している。ここ数年は主に金曜日16時から1時間行っている。週によっては2講演設けること
もある。
　この代数学セミナーは、既に30年以上前から続いているもので、外国の代数学研究者による講演もしばしば
行われ、国際交流の役目も果たしている。
セミナーホームページ：http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/~alg-seminar/

【関数方程式セミナー】
　九州関数方程式セミナーは、九州大学理学部応用解析セミナーを起源とし、1968年より続いている伝統あ
るセミナーです。
　主に国内の研究者を講演者としてお招きし、関数方程式論を中心とした解析学の話題に関するセミナーを、
授業期間中の金曜日に定期的に開催しています。九州地方の各大学における教員・大学院生が参加し、関数方
程式論の幅広い話題に関して、セミナーを通じて研究討論を行っています。
　また毎年1月には、国際研究集会「九州における偏微分方程式研究集会」を1983年より継続して開催してい
ます。国内外の研究者を講演者としてお招きし、偏微分方程式論に関する最先端の研究成果について議論して
います。
　関数方程式論の数学解析に興味をお持ちの方は、ぜひご参加下さい。
セミナーホームページ： http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/FE-Seminar/

【解析セミナー】
　解析セミナーは九州大学伊都キャンパスにおける偏微分方程式論関連のセミナーとして2012年に始められ
ました。
　国内外の研究者を講演者としてお招きし、非線形偏微分方程式を中心とした解析学の話題に関するセミナー
を不定期に開催しています。偏微分方程式の数学解析に興味をお持ちの方は奮ってご参加ください。
セミナーホームページ： http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/~takada/analysis/

【九州大学数値解析セミナー（通称：Q-NA）】
　1945年世界最初の電子計算機ENIACの出現以来、半世紀を経てようやく自然科学の諸分野で現実的な意味
で有用な計算ができるようになってきました。計算機の出現以前と以後では、研究スタイルが大きく変わり、
新たな研究対象が加わりました。
　例えば、諸々の現象を計算機で再現・予測する、そのために必要な新しい計算法を開発する、連続問題を離
散問題で置き換えるために必然的に生じる誤差の事前評価を行う、精度保証計算で事後評価を実施し数値解の
品質を上げる、並列計算など大規模数値計算の開発を行う、大量計算結果の後処理としてグラフィクス技術を
開発する、数値積分や近似理論を整備する、大規模連立線形・非線形方程式の解法を開発する、常微分・偏微

分方程式の解法を開発する、これらのための種々の数学的基礎理論を確立する、などが挙げられます。
　本セミナーでは数値解析に関わるすべてを研究対象としています。これらの新しい研究対象は、計算機出現
以前には本質的に存在しなかったもので、強力な計算機が使える環境にある21世紀の今、我々が最も力を入れ
る必要がある研究主題の一つであります。
　本セミナーの内容は純粋数学から産業界に至るまで広範囲に広がっており、数値解析に関わる諸研究の交流
の場として、多種多様な数値計算関連研究者が集まり交流を深めています。
　本セミナーは原則的に毎週火曜日の15:30-17:00に九州大学伊都キャンパスにて開催しています。興味のあ
る方はどなたでも自由に参加できますので、ぜひ本セミナーにお越しください。
セミナーホームページ： http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/QNA/

【九州確率論セミナー】
　毎週金曜日16時より1時間半にわたり、九州大学、佐賀大学、熊本大学などの確率論研究者が集まり、セミ
ナーを行っている。セミナーは九州大学伊都キャンパスウエスト1号館中セミナー室W1-D-725で開かれる。
　毎回様々な研究分野から講演者を募り、質疑応答を交えながら講演を聴く。また、講演後には参加者全員で
自由に討論を行う。聴講者が多くの知識を得られるのは勿論のこと、講演者にとっても、多くの意見を聞き新
たな示唆を受ける良い機会となっている。セミナー参加者は、各々の見地から活発に発言し互いに助言を与え
合うことにより、自己啓発と確率論研究の更なる発展を目指す。
　国内はもとより海外の研究者が九州を訪問中には、当セミナーに招待し講演を依頼することも多く、数多く
の研究者および様々な研究テーマに直接触れることができる。確率解析、確率過程、確率微分方程式、フラク
タル、マリアヴァン解析、あるいは、物理学その他への応用的分野など、確率論周辺の幅広い分野の研究者が
集まり交流を深めている。

【統計科学セミナー】
　九州大学および周辺の大学等の研究者と大学院生が中心となって、統計科学に関する幅広い話題を取り上げ、
相互に討論しアイデアを交換する場として行っているセミナーです。原則として、金曜午後4時から2時間程度
行っています。最近は、計算機の利用を前提とした統計手法、理論・方法論の発表も多く、コンピュータ時代
にそくした新たな展開がみうけられます。これらは、ニューラルネットワーク、画像処理、遺伝子構造データ
の解析などへの興味ある研究へと結びつくことが期待されます。
　統計科学は、自然科学・社会科学における様々な分野の不確実性を有する現象の解明とその本質の探究のため、
データから有効に情報を抽出するための手法開発と数理的・理論的研究を主な目的としています。このため、
統計科学の最先端の研究を知ることはもちろん、周辺領域の研究者との交流も重要で、医学、疫学、工学、経
済学など様々な分野の話題を取り上げ、講演を依頼することもします。この統計科学セミナーから、影響力の
大きい数多く引用される研究成果が一つでも多く生まれることを期待して行っています。

【作用素環論、エルゴード理論セミナー】
　元々、六本松にあった旧教養部数学教室内でエルゴード理論の研究者と作用素環論の研究者により始められ
たセミナーです。その後、数理学研究科、数理学研究院と取り巻く環境や参加者の顔ぶれは変化して来ました
が今日まで続いています。現在の参加者は、作用素論、作用素環論および関連する数理物理学の研究に従事し
ている教員、研究員、院生が中心です。毎年、参加者の都合にあわせて曜日を決め、週1回定期的にセミナー
を開いています。現在では大学院生の教育の一助になることも意識した運営を心がけています。そのため、話
される内容はオリジナルな仕事がほとんどですが、他者による研究の紹介も歓迎しています。また、遠方から
のゲストによる講演も頻繁に行われています。
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【表現論セミナー】
　国内外から、広い意味で表現論・調和解析にかかわる研究者をゲストに迎えて開催される不定期のセミナー
です。テーマは表現論に少しでも関係するものであれば特に制限を設けることはしていません。これまでのセ
ミナーで扱われたテーマは、リー群やリー代数の表現、表現論の数論や数理物理への応用、不変式論、組み合
わせ論、等質空間の構造、対称性を備えた微分作用素のスペクトル論などがあります。

【現象数理セミナー】
　九州大学伊都キャンパスにて、木曜日不定期に現象数理セミナー (Seminar on Nonlinear Phenomena and 
Analysis) を開催しています。理工学に現れる現象にまつわる解析の話題を広く取り上げ、応用に関連した抽
象的数学理論から興味深い現象の数値シミュレーション・数理モデリングの話題まで、様々な内容についてセ
ミナーを行っています。興味のある方はどなたでもご自由に参加できますので、多くの方々のお越しをお待ち
しております。
セミナー幹事：手老篤史、福本康秀
セミナーホームページ：https://sites.google.com/site/npaseminar2/

【九州可積分系セミナー】
　広い意味で可積分系の理論に関係する研究者と大学院生が中心になっているセミナーです。扱う話題は純粋
数学から応用数学、さらに物理・工学などの応用分野にまでわたり、時には可積分系でない話題も提供されま
す。例えば、パンルヴェ方程式、超幾何函数、離散微分幾何、ソリトン方程式、非線形波動、可解格子模型、
渋滞学などです。大体月1回程度のペースで伊都キャンパスの伊都図書館3階で開催しています。時として、ミ
ニ研究集会のような形式で集中的に行うこともあります。
セミナーホームページ： http://gandalf.math.kyushu-u.ac.jp/QIS/index.html

【組合せ数学セミナー】
　このセミナーは、グラフ理論、符号理論、デザインなどの離散構造を取り扱ったセミナーですが、それらの周
辺分野についても、内外から専門家を招き、講演を行います。組合せ数学分野およびその周辺分野の研究者と積
極的に交流を図っています。伊都キャンパスか西新プラザで、2ヶ月に一回程度の開催を目指しています。
セミナーホームページ：http://comb.math.kyushu-u.ac.jp/

【論理と計算セミナー】
　2009年度より「論理と計算セミナー」は、年3回程度開催しています。主な開催場所は九州大学ですが、数
回に1回程度は、他大学で開催しています。主な話題は、計算理論、関係理論、セルオートマトン、グラフ理
論など、論理と計算に関するものですが、特に話題を制限することなく、様々な分野の研究者との交流を図っ
ています。
セミナーホームページ： http://sakura.math.kyushu-u.ac.jp/

【九州非線形数理集中セミナー】
　九州非線形数理集中セミナーは、応用解析、非線形問題等の話題を中心として不定期に開催されています。
　本セミナーの趣旨は、時間をかけた徹底した解説による(単なる最新成果の紹介に留まらない)聴衆による内
容の充分な理解です。この目標を達成する為に、通常休憩をはさんで三時間程度の長めの講演をお願いしてい
ます。また講演者も九州に留まらず、その時々で興味を引く研究をされている方々に広くお願いしております。
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【力学系セミナー】
　九州大学では 2007 年の春から「力学系セミナー」を立ち上げています。広い意味での力学系に関する話題
を、時間をかけてじっくりと聴こうという趣旨のセミナーです。場所は伊都キャンパスで、月に約1回、主に
金曜日に開催する予定です。時間は午後 3:00 からで、前半の１時間で基本的な導入と概要を、短い休憩の後
の後半では詳細な解説をお願いしたいと考えています。詳しいセミナー情報はホームページ：
http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/~tsujii/seminar.html に掲載致します。興味のある方はどうぞお気軽にお越し下
さい。

【数理物理セミナー】
　統計力学や組合せ論、可積分系、ゲージ理論やトポロジーといった数理物理学のいろいろな話題についての
セミナーです。伊都キャンパスにて不定期に開催します。
　数学、物理のさまざまな分野の研究者の交流を図ることも目的としていますので、興味をお持ちの方の参加
を歓迎いたします。

【La Trobe-Kyushu Joint Seminar on Mathematics for Industry】
　マス・フォア・インダストリ研究所オーストラリア分室と、分室を設置しているLa Trobe大学（メルボル
ン）の全面的な協力の下で実施している、テレビ会議システムを使った合同遠隔セミナーです。学期中にほぼ
３週間から４週間に一度程度の頻度で原則として火曜日の昼食時に行われ、参加者は持ち込んだお弁当を食べ
ながら気楽に講演を聞くことができます。講演者はLa Trobe大学と九州大学から交互に出し、純粋数学から応
用数学・産業数学まで幅広い分野にわたる、専門家による非専門家向けの分かりやすい講演が行われていま
す。特に大学院生にとっては、自分の分野と異なる数学の話題を英語で聴講することができるため、知識の幅
を広げつつ国際感覚も身につけることができる貴重な機会となっています。
セミナー情報: https://www.imi.kyushu-u.ac.jp/seminars/category/26

　このようなセミナーですので、その回の内容の専門分野の方に限らず関心をお持ちの多くの方々の御来聴を
歓迎致します。セミナーの情報は適宜メール等でお知らせする他、ホームページ：http://www2.math.kyushu-u.
ac.jp/~snii/khss.html にも掲載いたしております。
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　何であれ科学研究では文献資料の参照は欠かせませんが、中でも数学研究は発見の過程が重視されるので先
人の苦労を追体験できるという意味で、図書の重要性はどんなに強調してもし過ぎるということはありません。
したがって、数学教室（つまり、数学の教育・研究機関）は、例外なく、雑誌にせよ単行本にせよ、図書の充
実に心を砕いています。

　さて、数理学研究院・IMIの蔵書は理系図書館に主に配架されます。図書館内にあるとは言え、理系図書館
自体は理学部棟と隣接しています。

　和書・洋書を含め4万冊を超える単行本が、図書館3階にある開架書庫（数理独自分類図書エリア）に配架さ
れています。さらに、数学の研究成果の発表の場として大変重要な国際数学雑誌については、平成6年度の数
理学研究科発足以来、バックナンバーを含めて一層の充実を図っているところですが、スペースの関係上、理
系図書館自動書庫に入庫されています。ですから、雑誌の閲覧を希望する場合は、図書館に出庫要求をする必
要があります。直接手に取って読んだり複写したりするのには多少不便かも知れません。しかし、最近は多く
の雑誌が電子化されており、九州大学も全学的に雑誌の電子化を推進しています。そのため、それほどの不便
を感ずることなく、研究に役立てていただくことができるはずです。

　一方、理学部棟5階には、数理学研究院独自の雑誌室と書庫が設置されています。雑誌室には、新着雑誌の
ほか、使用頻度が高く、学生の勉強・研究用にも大変有用な、種々のシリーズものなどが配架されています。
院生室に近いところにありますので、ときどきそこを散策しながら専門書を手に取ってみると、意外な発見が
できるかも知れません。なお雑誌室には、文献検索やCD-ROM検索用のパソコンのほか、複写機が設置されて
います。また、雑誌室横の書庫には、雑誌のうち特に重要で使用頻度の高いものが配架されています。

　このように、九州大学数理学研究院・IMIは、質・量ともに九州において有数の蔵書を誇っています。皆さ
んも是非こうした単行本・雑誌を有効活用し、先人の積み上げた知識を吸収するとともに、自分のアイデアを発
展させ、人類に新たな知見をもたらす独創的な研究を目指すべく、勉強・研究に励んでいっていただければと思
います。

理系図書館 図書スペース自習室
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Kyushu Journal of  Mathematics
　九州大学大学院数理学研究院は、数学の原著論文誌 Kyushu Journal of Mathematics を発行しています。
この雑誌は、平成6年の数理学研究科発足にあたって、それまでの「九州大学理学部紀要 Series A（数学）」を
改称したものです。
　改称を機会に、編集陣も、他大学を含む九州地区の数学研究のリーダーたちを中心に再編し、投稿も数学の
あらゆる分野にわたって世界中から受け付けて、質量ともに、Center of Excellence を志向する研究・教育機
関にふさわしい、世界に開かれた高水準の情報発信源の数学雑誌への脱皮を図ることにしました。
　現在1年に2冊、400～450ページを、冊子体および電子媒体にて刊行しており、高水準の数学雑誌たるべく
努力を継続しています。

International Journal of Mathematics for Industry
　マス・フォア・インダストリに関する査読付き電子ジャーナル International Journal of Mathematics for 
Industry（IJMI）はマス・フォア・インダストリ研究所（IMI）が World Scientific社の協力を得て刊行する査
読付き英文学術誌でオープンアクセス形式をとります。2009年4月に大学院数理学府のグローバルCOEプログ
ラムのもとで創刊した Journal of Math-for-Industry は、2014年にPacific Journal of Mathematics for 
Industry（Springer-Nature）となり、2019年からは現在のIJMIに新装されました。冊子体もあります。
　産業界の数学的問題の解決やその基礎たり得る数学理論等、マス・フォア・インダストリ全般を対象とする
のが特徴です。狭義の研究論文に留まらず、産業数学の現状分析や産官学連携に関する評論なども収めます。
エディターには、アジア・太平洋地域を中心に、国内外の大学・企業の有力研究者の協力を得ています。

Mathematics for Industry Series
　Mathematics for Industry Series は IMI が Springer-Nature 社の協力を得て刊行する産業数学分野の叢書
で、2014年に刊行を開始しました。数理学府のグローバルCOEプログラムで刊行されてきた MIレクチャーノ
ート・シリーズを受け継ぎます。国内外の一流の講師による産業数学を中心とする純粋・応用数学の講義ノー
トや国際ワークショップの報告集を出版します。

International Journal of Mathematics for Industry Mathematics for Industry SeriesKyushu Journal of Mathematics
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修士課程２年 　　大山　広樹

環 境 を 活 用 す る

　皆様、はじめまして。九州大学数理学府修士課程２年の大山広樹と申します。まず、このようなお話をする
場を提供していただき、ありがとうございます。今回は九州大学理学部数学科及び大学院数理学府に所属して
よかったと思えることを体験談も交えてお伝えできればと思います。
　まず、私が九大数理学府に入学を志望しようと思い立ったのは、大学３年の頃で、その理由は数学の研究に
触れてみたいと思ったからです。学部生の頃は数学科のカリキュラムの関係で卒業論文を書く機会がないこと
を把握したのもその時期でしたので、せっかく大学に入ったのならば論文という形で自分が学術的に何かを成
し遂げたという証を残したいと思い、志望しました。それまではサークルやアルバイトに打ち込んでおり、数
学の勉強は講義の単位を取れる程度の意識でしか取り組んでいませんでした。そういう状況から大学の数学を
本格的に勉強をし始めましたが、大学の数学は高校の数学と異なり、演習を多めにすれば概念が身につくとい
うものではなく、１行１行の行間が広く、著者が何を言っているのか分からないためつまづき、毎回毎回一年
生の頃に使っていた教科書やノートを見返したりしましたが、行間の中にはどれだけ考えても分からないもの
もあったため、挫折しそうになりました。しかし、九州大学という環境を活用することにより、数学の理解をよ
り高い水準で深めることができます。具体的にどのようなものを活用していたか、以下の３つが挙げられます。
１．先輩・同級生・教員の方々
　おそらく一番活用した（お世話になった）と思います。教員の方や数理学府の先輩方は、研究や様々な仕
事でお忙しいにも関わらず、嫌な顔一つせず、私の分からない部分を説明するためにわざわざ時間を割いて
頂きました。さらにどんなに難しい質問でも一緒に考えてくださったり、私が分かりやすいレベルまで落と
し込んで丁寧に、そして粘り強く説明してくださったり、より詳しい説明をされている本を紹介してくださ
ったりしてくださるので、とても助かったことを覚えています。特に、指導教官の方は数学の内容だけでは
なく、「なんとなく分かることを式でバシッと表す」ようにする姿勢、そして、「論理を追うだけではなく、
感覚的にはどういうことなのかも併せて理解する」という姿勢も教えてくださいました。これらは私の数学
を学ぶ上で一番の根幹となる部分になっています。さらに、同学年の友人や先輩・後輩は自主ゼミを行いた
い旨を伝えると積極的に自主ゼミに参加してくれます。そして、気になったところがあればどんなに些細な
ことでも時間を忘れるぐらい夢中になって一緒に議論してくれます。このように、身の回りの人が数学を好
きで意欲に満ち溢れ、数学に真摯に向き合っている人、そして人間として尊敬できる方が多いので、数学の
議論や相談等交流を通して、毎日刺激を受けながら数学を行うことができます。
２．調べ物の充実
　図書館で調べ物をしてみると和書・洋書問わず、どんな本でも揃っており、図書館のWebページから様々
な論文を閲覧できます（余談ですが、読みたいと思った一昔前の小説も揃っていたりします。笑）。そのた
め、基本的に調べ物で困ることがなく、数学の勉強中に詰まってしまった部分の調べ物や教員・先輩の方が
オススメしてくださった本を図書館でじっくり読んだり、自習スペースで調べた本を基にじっくり議論する
ことができます。
３．施設の充実
　キャンパス内には様々な種類の自習スペースがあり（例えば、図書館内のファミリーレストランのようなス
ベース、個室、グループセミナー室、カフェスペース、チェーン展開している珈琲店等）、自分に合った場所
で気分を変えながら数学と格闘することができますし、気分転換をすることもできます。私は、静か過ぎると
あまり集中ができなかったため、カフェスペースや亭々舎という畳の休憩スペースで勉強していました。さら
に小セミナー室が沢山あり、自主ゼミ（生徒同士で数学書を読むセミナー）や自習を行うことも可能です。

　以上のように恵まれた環境を活用し、多くの方々にお世話になりながら数学を学んでいます。大学院では講義
の勉強だけではなく、研究に関連する内容を自分で積極的に取り入れなければいけません。その部分は大変なの
ですが、数学の研究の第一線で活躍している教員の方々・同じ研究室の先輩に相談しながら、その環境の中で自
分が納得いくまで数学に没頭できるというのは一番の魅力だと思います。拙い文章でしたが、これを読んでくだ
さった皆様にとってこの文章が少しでも役に立ち、九大数理学府に興味を持つきっかけになれば幸いです。
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博士後期課程２年 　　岡﨑　勝男

め っ ち ゃ 自 然 ！

　九州大学数学科、及び大学院数理学府をご検討の方、初めまして。九大数理で数学を勉強している岡﨑勝男
（まさお）と申します。この度、こうして九大数理について紹介させていただく機会を頂戴しましたので、自
分が思う九大数理の良さについて書かせてもらおうと思います。 
　先ず初めに思い浮かんだのは、兎に角先生が沢山いらっしゃる事です。九大数理には「マス・フォア・イン
ダストリ研究所」という名前の独自の研究機関が併設されており、その影響か、数学を専門とされている教員
の数が国内の大学の中でもかなり多い方です。教員が多い事の利点の１つは、自然に推察される通り、先生の
目線が行き届いた丁寧な指導を受けられる可能性が高い事です。学部の後半以降、学生は自分が専攻したい分
野に合った先生（所謂、指導教官）を１人選び、その先生の下で勉強していく事になるのですが、その際にメ
インとなるのが「セミナー」と呼ばれる、自分が勉強している本なり論文なりの内容を黒板を使って先生の前
で発表する授業になります。他の大学の数学科の多くでは、１人の教員の下に５人以上の同期が就くなんて事
も珍しくなく、従ってセミナーも複数の学生が交代で行い、読む本や論文も必ずしも個人が自由に選ぶ事は出
来ない様なのですが、九大数理の場合は先にも述べた通り先生が多い事から、場合によってはマントゥーマン
に近いセミナーをしてもらう事も可能です（勿論、最終的には各先生の裁量次第ですが）。先生と１対１のセ
ミナーなら、勉強したい本だとか、それを読み進めるスピードなんかもある程度融通が利くので、かなり自由
に勉強を進める事が可能です。自分もセミナー授業が始まって以降ずっと指導教官から１対１でセミナーをし
てもらって、そのお蔭でかなり自由気ままに勉強をさせてもらってきました。とまあ以上は１対１のセミナー
を前提に話をしてきましたが、「先生と１対１のセミナーなんて怖くて冗談じゃない！」って方、勿論、普通
に同期複数人のセミナーも在りますので（寧ろそっちの方が普通？）、その点はご安心ください（笑 
　とは言っても、先生が多いという事は別に九大に限った話ではなく、その気になって探せば国内にもそんな
大学は他にも幾つか在る訳で、そこでもう１つ、今度こそ「これは九大だけだろ」って点を紹介させていただ
きます。 
　我等が九大数理が誇る至宝、それは何と言っても、このキャンパスに満ち溢れた大自然です。「そんな物が
数学と何の関係があるんだよ？」と突っ込みを食らいそうですが、ところがどっこい、これが意外とあるんで
す。数学を勉強なり研究なりしていると、解らなくて行き詰るという事がしばしば起こります。そんな時に数
学をしている人間が気晴らしで行う事として有名なものの１つに、散歩があります。しかし散歩と言っても、
人や排気ガスで溢れた都会でしたんじゃあ、降ってくる筈のアイディアも降ってこない。そこでこの九大伊都
キャンパスです。実際に統計を取った訳ではないので正確な事は判りませんが、でも、沢山の自然に囲まれた
このキャンパスで遠くに在る綺麗な山々の景色を眺めながら散歩をすればきっと、その景色に負けないくらい
に美しいアイディアも湧き起ってくるに違いありません。実際に自分の先輩で、「キャンパスでト○ロを探し
ながら散歩をしたお蔭で修士論文を書く事が出来た。」と言っていた先輩を知っています（九大伊都キャンパ
スには○トロが出没する事実が知られています（※））。また、散歩とは少し話が変わりますが、自分は気晴
らしに身体を動かす事が好きなのですが、この九大伊都キャンパスでなら身体を動かす環境にも困りません。 
　すいません。最後若干、ふざけ気味になってしまいましたが、兎に角自分が言いたかった事は、九大数理で
なら沢山の先生と自然、つまりとても良い環境に囲まれながら数学が出来るという事です。是非とも自分等と
一緒に九大数理で数学を勉強しましょう！ 

　（※）証拠写真を撮ろうと探してみたのですが、最近は開発の影響で伊都キャンパスでもトト○の数が減っ
てきている様で、見付ける事が出来ませんでした。九大にご入学された暁には、是非皆様ご自身の目で探して
みてください。 
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　平成6年に大学院重点化のさきがけとして、数学研究・教育のための大学院である数理学研究科が誕生しま
した。平成12年には教員が所属する研究組織である数理学研究院と、教育組織である数理学府に分離・再編さ
れました。さらに平成23年4月に数理学研究院から、産業数学に特化した研究・教育組織として、マス・フォア・
インダストリ研究所が独立、創設され、平成23年10月に基幹教育院が設置されました。現在数理学府での教育
を担当しているのは、数理学研究院、マス・フォア・インダストリ研究所、基幹教育院の何れかに属する教員
です。

　修士課程
　修士課程には数理学コースとMMAコースの二つの教育コースがあります。
数理学コース
　伝統的かつ先端的な数理学の基礎的素養を基盤とした専門分野の研究を行います。
目的
　数理学コースでは、高度に発展した現代数学の理論を探求し、それに新たな知見を加えるための研究能力の
基盤を養成することを目的とします。
カリキュラム
　数理学府担当の全教員（数理学研究院、マス・フォア・インダストリ研究所の全教員、および基幹教育院の
一部教員）が指導に参加します。修士課程の従来のカリキュラムであり、種々の専門分野に関する展望科目（お
おまかな概観を理解することを目標とする）、基礎科目（基礎的な事項を演習などを通して深く理解すること
を目標とする）、先端科目（最先端の話題を理解し、各自の研究に役立てることを目標とする）、そして学際
科目（他分野との関連を理解することを目標とする）が講義として行われるほか、セミナー形式による講究と
修士論文作成・発表による論究が課されます。各種の集中講義により一部の単位を取得することも可能です。
なお、平成22年10月から英語コースが始まり、英語による講義も行われています。
学位
　数理学コースにおいては、「必修10単位（数理学基礎講究Ｉ、数理学基礎論究）を含む30単位以上を修得
し、本学府教授会の行う修士論文の審査及び最終試験（口頭発表）に合格すること」をもって学位「修士（数理
学）」が授与されます。
入試
　数理学コースの入学試験は、基礎科目と専門科目に対する学力考査と口頭試問から成ります。なお、社会人
特別選抜（口頭試問、志望理由書、および学部時の成績証明書による）や外国人特別選抜も行われています。
詳しくは数理学府ホームページをご覧下さい。
博士後期課程への進学
　修士課程数理学コースの学生は、本学府の博士後期課程への進学が可能です。その際、数理学コースでも、
機能数理学コースでも、学生の希望により選ぶことが可能であり、修士論文に関する口頭試問を中心とする試
験に合格することにより進学することができます。
MMAコース
　MMAとは「Master of Mathematics Administration」の略であり、平成21年度より開設されたコースです。
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目的
　MMAコースの目的は、数学が背景にある基礎研究の意義を理解し、産業界における数学を基盤とした研究
開発のコーディネートやマネージメントに大局観と長期的視野をもってあたることができる人材の育成です。
幅広い数学の基礎を身につけたこのような人材は、産業界にとどまらず、官公庁や中学・高校の教員等の進路
を選んでも十二分にその能力が生かされることでしょう。
カリキュラム
　大きな特徴のひとつは「修了要件としての修士論文を課さない」ということです。従来行われている、修士
論文作成を目標にした2年間に渡る特定の指導教員のもとでのセミナーに代わり、「MMA講究」という名の下
に、半期ずつ4種類のセミナーを受講します。その内容も、特定の分野のことばかりをテーマにするのではなく、
半年ずつ異なった分野の内容を、異なる教員のもとで行います。形式は4名程度の少人数セミナーで、これは
従来の伝統的スタイルです。修士論文を課さない代わりに、一定の頻度でセミナーレポートを書いてもらいま
す。セミナーのティーチングアシスタントとして優秀な博士後期課程大学院学生を配し、よりきめ細かい指導
を行います。各学生には2年間継続して履修、修学指導にあたるスーパーバイザー（教員）がつきます。
　講義としては数理学コースとの共通講義のほか、企業への短期インターンシップを行うＭＭＡ特別実習、そ
の準備でもあるＭＭＡ実務講義（以上必修各1単位）、英語によるMMA数学特論I,II（選択必修2単位）、数理
モデル概論、アクチュアリ数理、機能数理学概論I,II（選択、各2単位）が開講されます。数学系の学科出身で
ない人のために、自由科目（課程修了要件の単位として認定されない）としてMMA数学入門、計算機数学実
習という準備科目も用意されています。また、数理学コース「数理学基礎論究」を自由科目として単位取得す
ることにより、修士論文を作成することもできます。
学位
　MMAコースにおいては、「2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本
学府教授会の行う講究報告の審査及び最終試験に合格すること」をもって学位「修士（技術数理学）」が授与
されます。
入試
　MMAコースの入学試験は、筆記試験と面接により行われます。筆記試験は、理系の学部で標準的に履修す
る数学の内容から出題されます。詳しくは募集要項と入試問題サンプル（http://www.math.kyushu-
u.ac.jp/entryexams/view/6）をご覧下さい。面接においては学部で学んだことや入学後の抱負などを質問しま
す。
博士後期課程への進学
　コースの修了要件には修士論文を課していませんが、MMA講究A～Dのセミナー報告を報告書に集大成した
もの、もしくは数理学コース「数理学基礎論究」（自由科目）として単位認定された修士論文を、本数理学専
攻博士後期課程への進学に際して必要な「修士論文又はこれに相当するもの」とすることができます。博士後
期課程への進学に際しては、数理学コースでも、機能数理学コースでも、学生の希望により選ぶことが可能で
あり、「修士論文又はこれに相当するもの」に関する口頭試問を中心とする試験に合格することにより進学す
ることができます。

　博士後期課程 
　博士後期課程には数理学コースと機能数理学コースの二つの教育コースがあります。
 数理学コース
　数理学コースは数理学研究科発足と同時に開設された、伝統的かつ先端的な数理学の研究を行うコースです。
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目的
　数理学コースの目的とは、数学、数理科学の学術的発展や応用推進に寄与できる研究者の育成です。代数学、
幾何学、解析学及びその学際的または応用的分野における基盤となる数学分野において、新たな真理の探究と
発見を行う研究者を育成します。
教育課程の特色
　セミナー、研究集会を通じ専門領域における伝統的・先端的知識の修得、さらに、研究テーマの発見、論文
執筆、講演発表などの自立した研究者としての能力涵養に力点をおいた指導が行われます。博士論文として、
独創性の高い単著論文の執筆を求めます。
カリキュラム
　数理学府の全教員が指導に参加します。数理学コースのカリキュラムは、博士後期課程従来のものであり、
基本的に個別指導を軸に、セミナー形式による講究と、博士論文執筆・発表による論究からなります。なお、
英語コースが平成21年10月に開始されました。
学位
　数理学コースにおいては、必修10単位（数理学講究Ｉ、数理学論究）を含む40単位以上（博士前期課程
（修士課程）での修得分を含む）を修得し、本学府教授会の行う博士論文の審査及び最終試験に合格すること
が修了要件です。修了者には「博士（数理学）」の学位が授与されます。
入試
　修士論文又はこれに相当するものとその発表にもとづく口頭試問により入進学審査が行われます。
機能数理学コース
　数理学府では、21世紀COEプログラム「機能数理学の構築と展開」（平成15～19年度）による取り組みの一
環として、博士課程の大幅な改革を行い、平成18年4月に「機能数理学コース」を創設しました。
目的
　機能数理学コースの目的とは、国際社会が要請する数学の応用研究をになう人材の養成です。他分野との連
携を図り、社会における数理的問題の発掘・定式化・解決に寄与し、さらには新しい数学的問題の探究を目指
す研究者を育成します。
教育課程の特色
　科学技術への応用を見据え、専門分野を超えた数学的素養を身につけさせるほか、長期インターンシップを
通じ企業の開発研究現場での数理学を体験･学習させます。教員等との共同研究に参画させ、そこで得られた
成果を、当該分野における位置づけを明確にしつつ本人独自の視点から再構築させ、それらの集成を博士論文
とすることもできます。
カリキュラム
　数理学府の全教員が指導に参加します。したがって、基本的には修士課程までに学んだ数学の内容を変更す
る必要はありません。また、機能数理学コースでは、従来の博士後期課程のカリキュラムに加えて、以下のよ
うな特徴的なカリキュラムが用意されています。 

１.【機能数理学特別実習】社会での実務体験によって数学の活かし方とその意義を理解し、十分な社会への
適応性を培うために、企業等への長期インターンシップ（3ヶ月以上）が必修単位として課せられます。な
お、インターンシップ先の企業等は大学で用意します。また、その実施に当たっては、各人の学んでいる数
学の内容や性格上の適性を考慮して企業等の選定を行います。
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２.【機能数理学特別講義】特別実習のための準備講義として、数理学の社会貢献の実情を理解し、啓蒙を図
るために、社会の最前線において数理的業務に従事する研究者・技術者による実務的講義（必修科目）が用
意されます。
３.【機能数理学基礎論報】学位論文の前段階として、博士2年次末に、それまでの研究と博士論文に向けた方
針をまとめ、発表します。それにより学位取得へ向けた研究のより確かな動機付けを行います。
インターンシップ
　原則的には、博士後期課程1年または2年次に行います。企画・運営等の業務は、九州大学知的財産本部の協
力のもとで、インターンシップ担当教員および事務職員により行われます。また、平成23年4月創設のマス・
フォア・インダストリ研究所の産業界との連携・協働関係もインターンシップの円滑な運用を支えています。
単位の認定は、受け入れ先企業の受け入れ責任者の報告にもとづいて行います。詳しくは博士長期研究インタ
ーンシップの説明の項をご覧ください。
学位
　機能数理学コースにおいては、必修16単位（機能数理学講究Ｉ、機能数理学特別講義Ｉ、機能数理学基礎論
報、機能数理学論究、機能数理学特別実習）を含む44単位以上（修士課程での修得分を含む）を修得し、本学
府教授会の行う博士論文の審査及び最終試験に合格することが修了要件です。修了者には「博士（機能数理
学）」の学位が授与されます。
入試
　修士論文（MMAコース修了者にあっては、MMA講究報告の集大成もしくは数理学コース｢数理学基礎論究｣(自
由科目)で作成した修士論文）とその内容に関する発表にもとづく口頭試問により入進学審査が行われます。

雑誌室 リフレッシュルーム

講義室
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●背景と目的
　九州大学大学院数理学府は平成18年度から博士後期課程・機能数理学コースの学生に対して3ヶ月以上の研
究インターンシップを開始し、これまでに約80名が実習を無事終了しました。
　インターンシップとは、学生が研修生として企業の研究や実務を体験する制度のことで、工学部では学部3
年生や修士1年生が夏休みを利用して2週間から1ヶ月の実習を行うのが普通です。一方、数学の学生は10年前
までは企業インターンシップと無縁でしたが、メーカー、情報通信、金融界の数学出身者に対する需要の増大
に伴い、今日では就職活動のための短期インターンシップまで含めると、数理学府の多くの学生がインターン
シップを体験するようになりました。
  企業の研究所では、例えばシミュレーター（高度な計算ソフト）を用いて数理的な問題を解きますが、1回の
計算に半日、1日かかることも珍しくありません。その計算結果が期待した性能を満たしていない場合は、パ
ラメーターを変えて計算を繰り返します。計算効率の向上が研究開発期間の大幅な短縮につながるため、ブラ
ックボックス化したシミュレーターの内部構造に踏み込むことのできる数学人材が求められています。自動車
メーカーでは自動運転の制御のために、数学人材への期待が急速に高まっています。保険業界では、商品開
発、収益管理といった従来の業務に加えて、保険事故に対応する支払準備金の予測とリスク評価をおこなうリ
スクマネジメントが重要な課題となっていて、統計や数学が不可欠に
なっています。
　このような社会的要請に応えるべく、機能数理学コースの学生は、
これまで培った数学の普遍性と堅牢な論理的思考力に加えて、インタ
ーンシップを通して実社会への適合性を獲得するための研鑽を積んで
います。さらに、実習生は実社会から数学を客観視することにより、
数学および数学を学んだことの価値を認識し、それらを実習後の研究
に生かすことが期待されています。

●事前準備
　数学の得意な学生は、スポーツに例えれば、足の速い選手のようなものです。どのような競技でも、それは
優位に働きます。しかし、数学だけでは不十分です。何が欠けているかを認識するために、企業から講師を招
き、企業における数学の役割、実習の心構えを事前に講義して頂いています。また、企業ではチームで問題解
決に当たるため、コミュニケーション力が要求されます。そのため、PythonやC言語等によるプログラミング
に加えて、発表ソフト、表計算ソフト、ワープロソフトを使いこなさなければなりません。特に、プレゼンテ
ーション力不足を度々指摘されています。工学や情報など他分野の人々に接し、数学の外の土俵でも説明でき
るスキルを身につける必要があります。

●実績
　これまでの受け入れ企業は次の通りです。学生の専門は統計、最適化、数値解析、計算機科学のみならず、
代数、幾何、解析などの純粋数学の学生も多数参加しています。

企業では、さまざまな分野の出身
者が共同で問題解決に当たります。

NTTグループ、住友グループ、東芝クループ、日本製鉄グループ、日立グループ、パナソニックグループ、
富士通グループ、三菱グループ、ING生命保険、宇部興産、環境テクノス、キャタラー、情報通信研究機構、
ゼッタテクノロジー、DIC、テクノス、デンソー、日産、日新火災、日本IBM、ヒューマンテクノシステム、
マツダ、三井造船、ローランド
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●実習生の専門
　統計数学、数値解析、計算理論等の学生は専門性を生かした課題に取り組めます。代数の学生にとって暗号
は絶好のテーマです。データ圧縮も専門を生かせるテーマです。画像認識、画像処理は数学の多くの学生が対
応可能なテーマです。専門と異なるテーマに取り組む学生には、実習期間中に数理の専門家による相談の場を
設けるなどの支援をおこなっています。その結果、共著論文や特許申請などの成果を上げた学生が何名もいま
す。さらに、実習を契機にいくつもの共同研究が始まりました。機能数理学の学位取得者の約半数が企業に就
職し、14名がポスドクや助教の職についています。

●実習生と実習指導者の感想
　以下は実習生と企業の感想の代表的なものです。 

　数学の世界では絶対に触れ合うことのない人々と交流し、また出会わないであろう研究分野に接し、視野
が広がった。大きな財産になった。 

　数学が世の中に直接役立つという実感をもてた。 
　数式を抵抗なく理解できることは数学出身者の強みだと感じた。また、内容を噛み砕き相手に理解させる
技術がなければ、企業では通用しないと感じた。

　部署の中で連帯感を持ちつつ仕事を任せられるという責任感をもつことは、日頃なかなか意識できないこ
とであり、大変いい経験になった。

　企業の実験・データ解析を推し進めていく強靭さと組織力に感心した。
　専門外の問題であっても、その本質をとらえようとする姿勢には感心しました。また、数式や数値に対す
る野性的な直観力には驚かされました。

　理解力・認識力については申し分がなく、実習テーマへの対応が迅速・的確に完成できた。また、説明が
大変分かりやすく、非常に良かった。

　数学という基礎力がこれからの先進的な技術開発でさらに必要となることを実感した。技術開発における
数学の重要性を再認識した。

  
　これらの感想のほか、実習生の輝く瞳からも彼らの満足感と自信を読み取ることができます。高いモチベー
ションをもって実習に臨めば、よりよい成果が挙がるものと期待できます。また、平成20年度には統計数学の
学生が、電話による1時間余りの英語インタビューをクリアーして、外資系保険会社で英語による半年間の実
習を体験しました。さらに、ヨーロッパでは産業界に貢献できる数学教育の必要性が認識され始め、国際会議
も開かれています。欧米の企業から受け入れの打診があります。このように、数学を取り巻く環境は確実に変
化しています。その変化にいち早く適応しているのが九大数理学府なのです。九州大学リーディングプログラ
ムで海外インターンシップを行って成功した学生が10人います。

（博士インターンシップ担当　川崎英文）
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令和３年度修士課程54名
願書受付
試 験 日

入学者数

令和２年6月23日（火）～7月3日（金）［17:00必着］
数理学コース　令和２年8月29日（土）、30日（日）
MMAコース　 令和２年8月29日（土）
平成31年 4月入学   53名
令和元年10月入学   1名
令和２年 4月入学   57名

令和３年度博士後期課程20名（予定）
願書受付
試 験 日

入学者数

令和３年1月実施予定
令和３年2月実施予定

平成31年 4月入学     6名
令和元年10月入学   1名
令和２年 4月入学   12名

（詳細は令和３年度九州大学大学院数理学府大学院生募集要項を参照のこと）

九州大学大学院数理学府では、社会人入学を実施しています。

e-sia、クリック、トラスト・テック、パスコ、ベネッセコーポレーション、富士通研究所、両備システムズ、
FMD K&L Japan、NECソリューションイノベータ、NSSLCサービス、九州電力、九州旅客鉄道、
日本総合システム、パナソニックコネクテッドソリューションズ社、マツダ、住友電気工業、大和証券、
日産自動車、ぷろぺら、フリービット、日本電信電話、インターネットイニシアチブ、スリーエイ・システム、
リクルートホールディングス、Cygames、東海東京証券、インフォセンス、伊藤忠商事、鹿児島銀行、
日立製作所、福岡銀行、宮崎銀行、新日鐵住金ソリューションズ、セントラルソフト、富士通、英進館、
ヒューマンテクノシステム、全国共済農業協同組合連合、フューチャーアーキテクト、代々木ゼミナール、
さなる九州サービス、トヨタ自動車、豆蔵、ソニーイーエムシーエス、コンピュータサイエンス、
NEC情報システムズ、キャノンアルゴスロジック、デジタルソリューション、オービック、塩野義製薬、
山口フィナンシャルグループ、ジオ技術研究所、りそな銀行、ワークスアプリケーションズ、
九州NSソリューションズ、中外製薬、ブレーンバンク、トーア再保険、サクセスアカデミー、
損害保険料率算出機構、ヒューマンテクノシステムゴールディングス、菱友システムズ、インフォセンス、
三菱東京UFJ銀行、IICパートナーズ、NTTデータNCB、新エネルギー産業技術総合開発機構、JA全農、
リクルート住まいカンパニー、コロプラ、データフォーシーズ、日本システムウェア、NTTデータアイ、
NSSLCサービス、西日本旅客鉄道、 ソルネット、モバイルファクトリー、博報堂DYメディアパートナーズ、
朝日生命保険相互会社、兼松エレクトロニクス、富士通ビー・エス・シー、アドビシステムズ、AGC、
アメリカンファミリー  ライフ  アシュランスカンパニーオブコロンバス、セコム、ワイジェイカード、
テクノスデータサイエンスエンジニアリング､ソニーLSIデザイン、富士通九州システムズ、ナカマ、応研、
西部ガス情報システムズ、ワールドインテック、フォルシア、クイック、明治安田生命保険相互会社、ニトリ、
ファースト、西日本電信電話、三菱重工業、UTテクノロジ―、NTTデータ九州、日本総合システム

企　　業

過去５年間の大学院修士課程修了者進路状況

企業・官公庁
教 育 職
大 学 院

平成27年度
20
4
16

平成29年度
27
4
14

平成30年度
32
6
8

平成31年度
28
5
13

平成28年度
33
5
8
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福岡県庁、福岡市役所、広島県庁、鳥取県庁、厚生労働省、青森市役所、人事院、京都府教育委員会

官　　公　　庁

公立高校：福岡県、熊本県、長崎県、鹿児島県、神奈川県、千葉県、香川県、佐賀県、宮崎県、岐阜県
私立高校：福岡県、長崎県、鹿児島県
中学校　：福岡県、佐賀県、神戸市

教　　育　　職

九州大学大学院数理学府、九州大学大学院経済学府、九州大学大学院芸術工学府、東京工業大学大学院理工学
研究科、東京大学大学院情報理工学系研究科、Florida Atlantic University、The University of Cincinnati、大
阪市立大学大学院、University of Bath　

大学院博士後期課程進学

博士後期課程修了者進路状況

九州大学大学院数理学研究院研究員、九州大学マス・フォア・インダストリ研究所研究員、日本学術振興
会特別研究員、中央大学研究員、西南科技大学助教（中国）、ケラニヤ大学講師（スリランカ）、ワヤンバ
大学講師（スリランカ）、シドニー大学講師、フィリピン大学助教、ブラウィジャカ大学講師（インドネシ
ア）、東北大学助教、名古屋工業大学特任助教、城西大学助教、明治大学研究知財戦略機構研究員、大
阪大学特任研究員、東京大学学術研究員、九州大学数理・データサイエンス教育研究センター特定プロ
ジェクト助教、名古屋大学大学院多元数理科学研究科ポスドク、大阪大学数理・データ科学教育研究セン
ター特任助教、九州産業大学非常勤講師、福岡大学非常勤講師、京都大学学振PD、大阪大学ポスドク、
ハノイ自然資源環境大学ポスドク（ベトナム）

大学・研究所等

工業高等専門学校：小山、久留米　　公立高校：大阪府
私立高校：福岡県、岡山県

教　　育　　職

東芝電子エンジニアリング、三菱電機、とめ研究所、ユニティ・ソフト、日立製作所、富士通研究
所、NTT研究所、トヨタテクニカルディベロップメント、ソフトバンクモバイル、KDDI研究所、
Huawei Technologies、ローランド、河合塾、東芝、サイエンス社、日本電気、Huawei Singapore、
ブレインパッド

産　業　界　等
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　日本学術振興会は、博士課程在学者および博士課程修了者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究
機関で研究に専念することを希望する者を「特別研究員」に採用し、研究奨励金を支給しています。
　平成30年度の研究奨励金の支給額は博士課程在学者には月額20万円、博士課程修了者等で博士の学位を取
得している者には月額36万2千円となっています。さらに、特別研究員には文部科学省科学研究費補助金（特
別研究員奨励費）の申請資格が与えられ、所定の審査を経て毎年度150万円以内の研究費が交付されます。
　本研究院では約5～10名が採用されています。特別研究員は外国の大学・研究所等で研究を行うこともでき、
ヨーロッパの大学で研究を行ってきた院生もいます。

　入学金は28万2000円、授業料は年間53万5800円です（令和2年4月1日現在）。優秀な院生は、日本学生支
援機構から奨学金の貸与を受けることができます。貸与月額（一種）は、修士課程は8万8000円、博士後期課
程は12万2000円です。
　九州大学の伊都キャンパスへの移転にともない、JRの周船寺駅や九大学研都市駅の周辺に、単身者用の新し
いマンションが数多く建てられています。築年数の浅いものがほとんどなので、郊外の割には家賃は高めです。
単身者用の1Kのマンションの家賃の相場は、4万円～5万円です。伊都キャンパスまでの直線距離は3km～
5kmなので、自転車通学も可能です。伊都キャンパスの中には、学生用の寮やドミトリーもあります。
　伊都キャンパス周辺のマンションの物件数も、徐々に増えつつあります。また、都心に近い姪浜や西新周辺
には単身者用のマンションが豊富にあります。ただ、都心から伊都キャンパスまでは10km以上離れているの
で、電車とバスを乗り継いで大学に通うことになります。

　理学部数学科の演習や基幹教育科目の数学等に対し、その講義の理解度を高めるため教員の補助として、修士、
博士課程大学院生により、学生からの種々の質問に対するアドバイスや小テスト採点、レポートの添削がなさ
れています。
　受け手の学生にとっては、彼らの視点に立ってのアドバイスや添削等で、講義内容の理解度を深める効果を
得ることができます。
　一方TAである院生にとっては「教えてもらう」側から反対の「教える」側に立つ初めての経験です。教え
る難しさを知り、学生の質問やその背後の考え方、彼らが示した解答をどう理解するかを悩む中で、かえって
異なる視点にも気づき、自身の理解の未熟さに目覚めるという風に自分の数学の理解度を深める絶好の機会と
なります。

　博士後期課程の大学院生を対象に、ＲＡ制度を例年実施しています。関係する教員のプロジェクトでの仕事や、
自身の研究を通して、数理学研究院やマス・フォア・インダストリ研究所の研究支援を行います。学生からの応募
を審査の上で採用し、経費的支援を行うものです。



九州大学大学院数理学府

43

伊都キャンパス情報

伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス

筑前前原駅 波多江駅糸島高校前駅 周船寺駅 九大学研都市駅 今宿駅

博多駅

福岡空港

理学部棟

理系図書館



九州大学大学院数理学府

44

19分 15分

1分2分 2分 2分 8分 13分 5分

19分 12分

13分昭和バス

43分

福岡空港

博 多 駅

天 神 駅

九大学研都市駅

九大学研都市駅

九大学研都市駅

筑前前原駅

糸島高校前駅

波 多 江 駅

周 船 寺 駅

天神ソラリアステージ前２Bバス停

博多駅Aバス停

周船寺

18分

25分

伊 都糸島市コミュニティバス

波多江糸島
高校前

筑前
前原

問い合わせ先

国立大学法人　九州大学大学院数理学研究院
〒819-0395　福岡市西区元岡744

電話（092）802-4402　FAX（092）802-4405
http://www.math.kyushu-u.ac.jp/

伊都キャンパスへのアクセス・所要時間
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