数理工学専攻

工学/自然システムのモデル化、
解析、運用、設計、解法探索
高度情報化社会とよばれる現時代においては、
大規模で複雑なシステムをモデル化し、
解析、
計画、
制御し、
そして運用するという状況がいたるところに現れます。
そこでは、
情報、
電気、
機械、
化学など個々の専門知識を
身に付けるだけでなく、
一見異なるように見える
様々な問題に共通する数理的な構造を解明し、
さらに問題解決の
ための数理的な手法を開発することが非常に重要となります。
このような観点に立ち、
私たち数理工学専攻の8つの研究室では、
数理解析・離散数理・最適化数理・制御システム論・応用数理モデル
（連携）
・
物理統計学・力学系数理・数理ファイナンス
（協力）
の
最先端の研究を進めています。
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モデルと制御
―システムを記述して操る
制御は、車両や航空機など移動体、鉄鋼プロセスなどの生産システムをはじめとして、さま
ざまなものの動きを操ろうとするための学問です。例えばロボットマニピュレータの振動を抑
えるといったことも制御の仕事です。
複雑な動きをする対象から制御にとって重要となる部分を抜き出してモデル化し、そのモデル
を用いて望ましい動きを達成するための制御規則を導きます。みなさんも、制御が適用される

大学院 情報学研究科
数理工学専攻教授

数理工学専攻

OTA Yoshito

太田 快人

分野を広げて、新しいモデル化方法や制御規則を開発することに挑戦してみませんか。

1980年大阪大学工学部電子工学科卒業。1982年大阪大学大学院博士前期課程修了
（電子工学専攻）。1983年大阪大学大学院博士後期課程中退。1983年大阪大学助手。
1986年工学博士（大阪大学）。1991年大阪大学講師。1994年大阪大学助教授。1999年
大阪大学教授。

離散構造上の最適化
数理工学では、一見とらえどころのない現象をうまく説明するモデルを与え、最適な対処法
を生み出す“実用向け理論”を作り出すことを目的としています。
その中で、私の研究室では、離散的な構造を持つ問題を取り扱っています。例えば、地図の2
点間のすべての経路を調べると途方もない時間がかかりますが、動的計画法という理論を用い
ると2点間の最短経路を瞬時に見つける解法を生み出すことができます。あなたも、未解決問

NAGAMOCHI Hiroshi

大学院 情報学研究科
数理工学専攻教授

永持 仁

題に挑戦して、自分独自の解法を作り上げてみませんか。

昭和63年3月京都大学工学研究科博士課程修了。昭和63年4月豊橋技術科学大学助手。
平成2年4月 京都大学工学部数理工学科助手。
平成5年4月同助教授。平成12年4月 豊橋
技術科学大学情報工学系教授。
平成16年7月 京都大学情報学研究科教授。
専門は離散最適化。
とりわけ、
グラフアルゴリ
ズム、
スケジューリング、
列挙アルゴリズムなどに従事。
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要

■講座・分野一覧
講座名

分野名

応用数学

システム数理

研究指導分野

担当教授

数理解析

可積分系の応用解析、
数値計算アルゴリズム

離散数理

離散最適化の理論とその応用、
グラフ理論、離散アルゴリズム 永持 仁

最適化数理

最適化の理論とアルゴリズム、
オペレーションズ・リサーチ 山下 信雄

制御システム論

システム制御理論、
システム同定、
大規模・確率システム 太田 快人

社会・情報システムモデリング
応用数理モデル
（連携） 応用数理モデル、

数理物理学

中村 佳正

野中 洋一

物理統計学

物理統計学、非線形・複雑系の基礎理論、確率過程の基礎と応用 梅野 健

力学系数理

力学系、
常/偏微分方程式、
数理物理学

数理ファイナンス
（協力）

矢ヶ崎 一幸

金融の機能的効率性に関わる科学

■授業科目
博士後期課程科目

修士課程科目
計画数学通論

離散数理特論

金融工学

応用数学特別セミナー

数理物理学通論

制御システム特論

力学系理論特論

システム数理特別セミナー

システム解析通論

最適化数理特論

数理工学特別研究１

数理物理学特別セミナー

応用数理工学特論A、B

物理統計学特論

数理工学特別研究２

数理工学特別セミナー

数理解析特論

数理ファイナンス通論

数理ファイナンス特別セミナー

■教員名簿
教

授

中村 佳正

永持 仁

山下 信雄

太田 快人

野中 洋一（日立製作所、連携） 梅野 健

矢ヶ崎 一幸

准教授
辻本 諭

講

加嶋 健司

佐藤 達広（日立製作所、連携） 佐藤 彰洋(特定准教授)

柴山 允瑠

師

關戸 啓人（特定講師）

助

教

上岡 修平 SHURBEVSKI Aleksandar 福田 エレン 秀美 大木 健太郎 山口 義幸
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応用数学講座
アルゴリズムなど可積分系、離散可積分系のもつ豊富な機能とその数理を応用解析の立場から
研究する数理解析分野と、組合せ問題、グラフ・ネットワーク問題、論理関数、離散最適化など
の立場で研究する離散数理分野から構成されます。新しい数理モデルの構築をめざすだけでなく、
アルゴリズムの開発、計算の複雑さの解明、システム・モデリングなどの教育・研究も行います。

数理解析分野
可積分系によるアルゴリズム開発
現代のソリトン研究、可積分系研究では、直交多項式や特殊
関数などの可積分系に関係の深い応用解析の研究だけでな
く、可積分系研究で開発された数理的手法が、アルゴリズム開
数理工学専攻

発や数値計算法など、従来可積分系とは無関係とみられてきた
様々な問題に適用されるようになってきました。本分野は、こ
の研究領域のパイオニアとして、可積分系によるアルゴリズム
開発などコンピュータサイエンスを視野にいれた新しい数学
「可積分系の応用解析」を研究しています。
［中村 佳正・辻本 諭・關戸 啓人・上岡 修平］

η-アルゴリズム（離散KdV方程式）

超離散ソリトン

離散数理分野
離散数学の問題の複雑さの解明とアルゴリズムの開発
システムを表現するグラフ・ネットワーク、生産の効率化を計

る計算の複雑さの解明、厳密アルゴリズム、近似アルゴリズム

るスケジューリング、大量のデータの論理的解析など、離散数学

の理論的設計、タブー探索、遺伝アルゴリズムなどのメタヒュー

の話題は応用と密着しています。本分野ではこれら問題に対す

リスティクスの開発および現実問題への適用を目指しています。
［永持 仁・SHURBEVSKI Aleksandar］

ネットワークを均等に３つに分ける

幅が固定された箱に矩形を重複なく詰め込み、高さを最小化するパズル（左）。

最小カットの計算。

研究室で開発したパッキング・ソルバー、
「レク太君」による計算の様子（初期段階（中）
と最終結果（右））。

Graduate School of Informatics
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システム数理講座
高度情報化社会や生産システムに現れる様々な複雑なシステムの解析、計画、
運用、評価を行う数理的な理論として、数理計画、応用確率論、
ネットワーク理論、
現代フィードバック制御論、確率システムの推定・同定、ロバスト制御などの
教育・研究とともに、これらの理論を用いて問題解決をはかるためのアルゴリ
ズムの開発を行います。また連携分野においては、各種方法論の実システムへ
の応用を意図した教育・研究を行います。

最適化数理分野
最適化は問題解決のキーワード
現実の様々な問題を解決するための数理的な方法論として非常に
重要な役割を果たしている最適化の理論と手法について教育・研究
します。特に、数理計画の基礎理論の研究とともに、現実の大規模
システム、複雑な非線形システム、不確実性を含むシステムなどに対
する新しい数理最適化のアプローチの開発を行います。
［山下 信雄・福田 エレン 秀美］

無制約最適化問題の最大解と最小解

制御システム論分野
制御とモデリングへの数理的アプローチ
発展性と実用性を重視した制御理論の構築を目標として、制御シス
テムのモデリング、解析、設計における数理的手法とその応用に関す
る教育・研究を行います。主な研究テーマは、制御系設計、入出力に
制約付きシステムの制御、ネットワーク化制御、代数的システム理論、
制御における最適化、システム同定、大規模システムの縮約化、ハイ
ブリッド制御、確率システムの制御、量子制御理論です。
［太田 快人・加嶋 健司・大木 健太郎］
ネットワーク化制御の概念図

応用数理モデル連携ユニット
情報システムに知を吹きこむ（連携：日立製作所）
情報システムをくらしや産業に役立たせるには、システムが扱う人々の
行動やモノの運動特性を数理的にモデル化することが不可欠です。モデ
ルの形は、概念的なものから精緻な数値モデルまで多岐にわたります
が、人間の知識の活用方法（構造化モデリング）や実データの活用方法（多
変量解析）など、さまざまなモデル作りの方法論を産業界の実例で研究
しています。
［野中 洋一・佐藤 達広］
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概念モデルと数値モデル

数理物理学講座
工学の基礎を形成する物理、化学、生物等に現れる数理的モデルや工学システムをダイナミカ
ルシステムの視点でとらえて、統計物理学、力学系理論、微分方程式、確率論及び確率過程論、
計算機シミュレーション等の方法論を用いて解析し、その数理構造の解明と基礎理論の構築をめ
ざしながら、それらの応用研究も行います。

さまざまな多要素結合系

信号解析・多重通信システムに
適用可能なカオス符号パターン

複雑ネットワークの概念図

金融市場と市場参加者の模式図

数理工学専攻

物理統計学分野
多要素結合ネットワーク系のダイナミクスの数理と複雑工学システム設計理論
多くの要素（ユニット）が相互作用し情報のやりとりを行う分散通

における情報処理、インターネットや分散ネットワーク、無線ネット

信ネットワークやスマートグリッドの様な複雑工学システムの数理

ワークなどの情報通信システムのシステム評価、高速モンテカルロ

的解析や設計理論の構築を目標とします。
また、ニューラルネット

計算アルゴリズム、価格・株価変動等の経済現象の動的性質を、統

ワークなどの生物系ネットワーク、SNS などのソーシャルメディア、 計物理学、確率過程理論、力学系理論、エルゴード理論、計算機実験、
経済現象に生起する複雑多様な現象の数理的、統一的理解とシス

大規模データ処理技術等を用いて解析します。

テム設計理論の構築をめざします。例えば、ニューラルネットワーク

［梅野 健・佐藤 彰洋］

力学系数理分野
力学系理論に基づいたシステムの数理
力学系理論の手法を用いて、自然科学や工学分野等に現れるさまざまなシステ
ムで起こるカオスや分岐等の複雑現象を解明し、さらに応用して新たな工学技術を
創生することを目標とします。その目標のため、従来の理論に留まらず、力学系の革
新的な理論の構築に挑戦します。また、精度保証計算や大規模数値シミュレーショ
ン等の数値的な手法も用いて、力学系や微分方程式の非可積分性、偏微分方程式

変分法により存在が示された
4体問題の超8の字解

でモデル化される非線形波動、古典力学のn体問題における周期運動、多体系の運
動論の問題、さらにロケットの軌道設計やドローンのような飛翔体の運動や制御に
も取り組みます。

［矢ヶ崎 一幸・柴山 允瑠・山口 義幸］

ドローンの数理モデル
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