先端数理科学専攻

現象の数理モデル化と
その解析
―理工学の真の融合を目指して―
自然現象の観測・観察から法則を導き、
それによって一見複雑な
現象のしくみを平易に解き明かすことが科学(Science)の本質です。
特に数理科学は現象の観察・観測から抽出された
「数理モデル」
と
呼ばれる方程式の計算や解析などを通して研究を行う科学です。
現在、
最先端の数理科学では自然現象に限らず、
生命現象や社会現象の数理モデル化が行われ、
その解析や数値シミュレーションなどを通して現象の解明が行われると共に、
得られた成果を利用した革新的な技術の開発や未来予測などが行われ、
さらに新たな解析手法の研究も深化しています。
本専攻では数理科学の中でも特に大規模・大自由度であったり
非線型性の強いなどの複雑な現象を中心に、
研究と教育が行われています。
特に教育面では、
物事の理(ことわり）
を明かにする理学的な側面と、
得られた知見をものづくりに活かす工学的側面を総合的に
身につけることを目指し、
最先端の数理科学において理学と工学を
俯瞰できる優れた人材の輩出を目指しています。
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礎の重要な一角と位置づけており、1998年の研究科発足時よりこれに対応する学域であ
る数理科学の先端的な研究と教育に重点をおいています。研究科の発足時には、当時の
先端的な数理科学をあらわす学術用語であった「複雑系科学」を冠する新専攻を立ち上
げ、研究科の目指す教育研究の方向を掲げました。しかし先端的な数理科学の発展はと
どまるところを知らず、徐々に「複雑系科学」が研究科の目指す先端的な数理科学を必
ずしも的確に表現する術語ではなくなってしまってきた感があります。一方でコン
ピュータとそのネットワークの進化によって莫大なデータが容易に扱えるようになり、
現象の数理モデル化とその解析の研究・教育また社会における重要性は一層の高まりを
見せています。このため、情報学研究科では2017年度より「複雑系科学専攻」を「先端
数理科学専攻」に改称し、研究科の目指す教育と研究の方向を再確認するとともにその
取り組みを一層明確にしたいと考えています。
一口に「先端的な数理科学」といっても極めて幅の広いものですが、研究科の目指す
「広い意味での情報学」との関わりにおいて、本専攻では「自然・生命・社会現象の数

先端数理科学専攻

先 端 数 理 科 学 専 攻への誘い

情報学研究科では「現象の数理モデル化とその解析」を研究科の目指す「情報学」の

理モデル化とコンピュータシミュレーション等を用いた解析」をその活動の根幹に据え
ています。ひと昔前にはコンピュータを利用した計算といえば力学を中心とする古典的
な物理現象がその主流でしたが、今やそれらはもちろんのこと、生命現象や社会現象ま
で含む先端的な科学や技術の諸分野においては、コンピュータシミュレーションやコン
ピュータを用いたデータ解析は不可欠なものです。またその前提となる現象の数理モデ
ル化では、古典的な微分方程式や離散モデルに加え、確率やフラクタル等の新たな概念
を用いた数理モデル化も必要となっており、またコンピュータシミュレーションではい
わゆるスパコンによる大規模計算と共に多倍長数値計算環境といった新たな数値計算環
境の活用も行われています。本専攻では、これらの先端的な数理科学の諸問に対して、
最先端の研究推進とその成果を基盤とした人材育成を目指しています。
我が国においては数理科学の基礎的な研究は理学系で、応用は工学系の組織に分れて
教育されることが多いように思います。本専攻は規模は小さいですが数学・物理・工学
系の研究者を教員組織に抱え、「理工
学の真の融合」を専攻教育の標語に掲

端的な数理科学を俯瞰的に身につける

す。また京都大学の基本理念に掲げら
れる「対話を根幹とした自学自修」を
大切にし、指導教員による丁寧な個別
指導とともに、専攻の大学院生一人一
人が各自の研究テーマに対してに自主
的にまた積極的に取り組むことを重視
しています。

NISHIMURA Naoshi

人材育成を目指した教育を行っていま

西村 直志

げ、真理の探求からものづくりで、先

大学院
情報学研究科先端数理科学専攻 教授
1979年京都大学大学院工学研究科修士課程修了(土
木工学専攻)、1988年京都大学工学博士、
1979-1996年京都大学工学部、1996-2002年京都大
学工学研究科、2002-2006年京都大学学術情報メ
ディアセンターに勤務し、2006年京都大学情報学
研究科教授、現在に至る。研究分野は計算力学、
応用力学、計算電磁気学。
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■講座・分野一覧
講座名

分野名

研究指導分野

担当教授

応用解析学

応用解析学

逆問題・非適切問題、非線型問題、
フラクタル上の解析、
数値解析、偏微分方程式、確率論、科学・技術数値計算

磯 祐介
木上 淳

非線形物理学

非線形物理学

理論神経科学、
非平衡・非線形物理学、
ネットワーク結合力学系、
計算物性

青柳 富誌生

応用数理学

計算力学

計算力学、
数値シミュレーション

西村 直志

応用数理科学

希薄気体理論、流体力学

■授業科目

（Aは奇数年度開講、Bは偶数年度開講）

博士後期課程科目

修士課程科目
応用解析学通論A

非線型解析特論A

非平衡物理学特論A

数理科学特論A

数理科学特別セミナー

応用解析学通論B

非線型解析特論B

非平衡物理学特論B

数理科学特論B

応用解析学特別セミナーA、B

非線形物理学通論A

応用解析学セミナーⅠ 非線形物理学セミナーⅠ

応用数理学セミナーⅠ

非線形物理学特別セミナーA、B

非線形物理学通論B

応用解析学セミナーⅡ 非線形物理学セミナーⅡ

応用数理学セミナーⅡ

応用数理学特別セミナーA、B

応用数理学通論A

応用解析学特論Ⅰ

非線形物理学特論Ⅰ

応用数理学特論Ⅰ

応用数理学通論B

応用解析学特論Ⅱ

非線形物理学特論Ⅱ

応用数理学特論Ⅱ

微分方程式特論A

非線形力学特論A

計算力学特論A

数理科学特殊研究Ⅰ

微分方程式特論B

非線形力学特論B

計算力学特論B

数理科学特殊研究Ⅱ

■教員名簿
教

授

磯 祐介 木上 淳
青柳 富誌生 西村 直志

准教授
藤原 宏志

講
吉川 仁

田口 智清

寺前 順之介 CROYDON David

師

久保 雅義
宮崎 修次

助
白石 大典

教

筒 広樹 原田 健自
新納 和樹

専攻全体での取り組み
先端的な数理科学の学修と研究においては数学的な基礎学力

端の幅広い知見が修得できるように配慮されている。専攻教育の

と専攻学術の知識の両方が必須である。
このため修士課程の入学

様々な場面で、各自の研究テーマに関する学修の深化と共に理工

試験では線形代数と微積分の基礎的な問題を全員が解いた上

学の両面からの数理科学の俯瞰が図られていることは、他に類を

で、各自の得意とする専攻学術に関する問題を選択して解答する

見ない教育である。

ことになっている。１点を競うような筆記試験の結果だけが本専
攻での学修や研究で必要ではないため、筆記試験において一定
の成果を挙げた志願者に対して、各自の学問的な興味と本専攻教
員のカバーする学術とのマッチングを専攻教員全員で行う口頭試
問により、合格者を決めている。また博士後期課程の入学試験で
は、志願者がそれぞれの研究テーマに対してどう取り組んできた
かを専攻教員全員で評価して合格者を決めている。
修士課程の科目は共通科目と専門科目から構成されており、全
員が３つの共通科目を履修するように指導を行い、講義を通して
数理科学における理学と工学の両方の視点の涵養を目指してい
る。研究指導は各学生の適正に応じた個別指導を中心とした形で
行われるが、博士後期課程進学を希望する学生には「セミナーII」
(２年次配当)を用意し、研究指導に加えて先端的な学術を効率的
に修得できるように配慮している。博士後期課程では指導教員に
よる研究指導に加え、専攻教員、理学研究科と工学研究科の関連
教員からも広く助言を受けられるようにしており、数理科学の最先
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また、概ね毎年、話題となるような先端的な数理科学のトピック
を選んで、公開講座を行っている。

応用解析学講座
「応用数学」は既存の純粋数学の単なる応用によって物理や工学の問題を解くものでは決してな
く、むしろ現象を記述する数理モデルの研究を通して新しい数学を創造することがその目的です。
このような応用数学の中でも解析学の側面に重点をおいた「応用解析学」の研究と教育をその目
的とし、
これまでの解析学に対する理解を深めると共に新しい解析学の創造をめざしています。具体
的には物理や工学、生命等の諸現象を記述する数理モデルに対して、数学解析・数値解析・確率論
等の手法を利用した解析を行い、解析手法とモデルの数学構造の双方の理解をめざし、
さらにフラ
クタル上の解析をも含めて新しい解析手法の確立を図ります。本講座では「非線型解析」
「逆問題解
析」
をキーワードに、教員が相互に関係を持ちながら研究と教育を行っています。

非線型解析・逆問題解析分野
先端数理科学専攻

21世紀の解析学の展開をめざして
教員の具体的な研究内容は以下の通りです。

■微分方程式の数値解析、逆問題・非適切問題の解析
工学・物理学・医学などに現れる現象を記述する数理モデルとしての偏微分方程式に
対する順問題と逆問題について、数値解析と数学解析と両面から研究をしています。
特に最近は、生体医用工学に現れる逆問題に興味をもっています。

［磯 祐介］

■フラクタル上の解析、
フラクタル幾何学
自然界の新しい数理モデルとしてのフラクタル上で、
どのように熱や波が伝わるか
という問題の数学的な基礎理論に興味を持って研究しています。また最近は、進化
を記述する数理生物学の数理モデルにも興味をもっています。

［木上 淳］

■多倍長数値計算環境の開発、拡散ひかりトモグラフィの基礎理論
数学と計算機科学の双方を背景とした高速高精度数値計算環境の開発と、生体内での
光伝播モデルの大規模数値シミュレーションの研究を行なっています。 ［藤原 宏志］

■確率論
ランダムフラクタル上の連続時間拡散過程の性質と対応するランダムグラフ上の
ランダムウォークとの関係に興味を持って研究を行っています。[CROYDON David]

■微分方程式の逆問題、脳の数理モデル
微分方程式で記述される逆問題の数学解析と、脳科学に現れる数理モデルの解析
の研究をしています。

［久保 雅義］
生体内の光伝播のシミュレーション結果(上)と

■ブラウン運動、
ランダムウォークの軌跡の研究
ブラウン運動あるいはその離散版にあたるランダムウォークは確率論において最も

計算にもちいたハードウエア(下)。

基本的な過程です。その軌跡の構造を調べる問題は昔から多くの研究者を魅了して
きました。
しかしながら現在でもなお理解の進んでいない部分は多く残されており、
そのような不透明な部分の解明を目指して研究を行っています。

［白石 大典］
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非線形物理学講座
大きな自由度をもち、要素間の相互作用もある非線形系の力学的挙動は、複雑
であり多様性に富む一方で、規則的な構造の形成など、多くの系に共通した普遍
的な性質を持っており、大変興味深い研究対象です。本講座では、理論的解析や
計算機を用いたシミュレーションにより、
このような力学系のさまざまな複雑挙動
の解明や制御をめざすとともに、
その中に含まれる共通原理を明らかにします。本
講座では、非線形力学・計算物理学や理論神経科学・非平衡物理学などのキー
ワードによる、緩やかなグループを形成して、教育と研究を行っています。

■非線形物理学を基礎とした結合力学系や生命・脳神経系の理論まで
比較的単純な素子が集団となり、単体からは予想もできない複雑な振る舞いや高
度な機能を発現する協力現象は、物理系だけでなく脳神経系や社会現象まで普遍的
に見られます。
これらの系は、固有のダイナミクスを示す要素（ニューロンなど）がネッ
トワーク
（シナプス結合など）を形成し、要素の状態と結合構造が同時に変化するネッ
トワークの自己組織化現象として捉えることができます。
このような系に対して、非線
形力学系の観点から、
リズム現象などに着目して研究しています。

［青柳 富誌生］

■脳型情報処理と学習の非線形物理学
私達の脳では、一千億個もの神経細胞が巨大なネットワークを組むことで、高次元
の非線形ダイナミクスを生み出し、最先端の機械学習でも真似できない柔軟で高度
な情報処理を実現しています。そこでは揺らぎや非線形性が重要な役割を果たして
いることが分かってきましたが、その本質は未解明に残されています。私たちは、脳科

脳神経系や社会的な繋がりのネットワ
ークは、
ダイナミックな素子が互いの結

学、情報科学、非線形物理学を数理的に結びつけ応用する事で、脳の情報処理の数

合構造を変化させながら発展する大自

理を拓き、脳型の人工知能を生み出す研究に取り組んでいます。

由度非線形力学系であり、共通する不変

[寺前 順之介]

構造が隠れている場合がある。

■非平衡・非線形物理学、複雑ネットワーク
カオス力学系が様々な分岐点近傍で呈する特徴的な時間的な揺らぎを統計熱力
学形式でとらえることや、統計物理学の射影演算子法を活用して効率よく時間相関や
熱力学関数を求めることに関心を持っています。
また、
自然現象や社会現象における
様々なつながり方を複雑ネットワークとしてとらえる研究を行っています。様々な高大
連携行事を積極的に推進し、
このような研究分野を高校生を中心にわかりやすく解
説し、
自然科学に対する関心を高める活動も行っています。

［ 宮崎 修次］

■非平衡物理学に基礎をおいた分子機械の動作原理の探求
生体分子モーターは、複数のタンパク質が巧妙にからみ合うことで、有用な動き
（ポ
ンプ、物質輸送）を生成する機械機構を内在させています。私は非平衡物理学の観点
による数理モデルを用いてこのような機械の動作原理を探求しています。 ［筒 広樹］

上図のように、ほぼ同じ初期条件から出

■計算物性

発しても、下図のように、その後の時間

単純な要素とルールからも予期しない驚くべき現象が起きることがあります。実
際、構成要素の詳細を知っていたとしても、系の全体の性質を予期するのは非常に難
しくかつ興味深い問題です。計算論的アプローチに基づき、私はそのような問題に取
り組んでいます。例えば、絶対零度の量子物質の臨界現象や自立系における非平衡
定常状態などを研究しています。
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カオス運動を呈する二重振り子

［原田 健自］

発展は大きく異なる。
このような性質を
初期値敏感依存性という。

応用数理学講座
数理科学の工学への応用に関する教育研究を行っています。先端的な工学で扱う対象の多くは大
規模かつ複雑ですが、工学ではその複雑な挙動を予測したり制御したりすることが重要な課題の一
つとなります。大規模かつ複雑なシステムの挙動の予測のためには、物理的な視点に立ったシステ
ムの精密な数理モデルの作成と、その数理モデルの高速・高精度な数値シミュレーションを行うこと
が共に不可欠です。特に実験が容易にできないナノスケールの構造や地球規模の現象では、数値
シミュレーションが最先端の工学を支えています。当講座では「応用数理学」の立場から、これら
の手法の開発とその応用の教育研究に取り組んでいます。

計算力学分野
先端数理科学専攻

数値シミュレーション：高速算法の開発と工学への応用
数値シミュレーションは、理工学の種々の問題を解決する有力な手段で
あり、中でも、工学に関わる力学現象を解明しようとする計算力学は、理論・
実験力学と並ぶ強力な手法です。当分野では計算力学の手法のうち、特に
波動や破壊現象の解析に有利な境界積分方程式法を開発しており、巨大問
題の高速解法を中心に研究を行っています。また、電磁気学や光学への応
用を中心とする周期問題の高速解法にも取り組んでいます。さらには、こ
れらの高速解法の形状最適化問題、固有値問題、逆問題等への応用を研
究しています。

［西村 直志・吉川 仁・新納 和樹］

時間域多重極法の解析例

応用数理科学分野
非平衡流に対する新しい流体力学に向けて
気体の流れを中心に従来の連続体理論の枠組みでは解明できない非平衡
流体現象に対する理論構築を行っています。多数の粒子集団の統計的・集団
的振る舞いを記述する運動論的方程式の理論解析（特異摂動解析）や大規模・
中規模数値シミュレーションを介して、非平衡流に適用可能な新しい連続体理
論の構築や付随する数理モデルの構築、あるいはモデル間の関係性を調べて
います。

［田口 智清］

気体を構成する分子の速度分布関数の一例。平衡分布（上）
と局所平衡からずれた分布（下）。従来の連続体理論が適用
できるのは局所平衡が流体中至るところで満たされている
場合のみである。非平衡流を含むより広いクラスの流れに対
する流体力学の枠組みを構築する研究を進めている。
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