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ようこそようこそ情報基礎数学専攻へ情報基礎数学専攻へ

　情報基礎数学専攻では最先端の数学を深化させ、それを基礎として情報科学を
はじめとした科学の新しい分野を切り拓く研究を行なっています。また、最新の
コンピュータ・テクノロジーを駆使して数学に新しい流れをもたらすことを目指
して研究を進めています。

本部中庭より研究科棟を望む
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情報基礎数学専攻は、情報基礎数学専攻は、

　・組合せ数学講座　・組合せ数学講座
　・離散幾何学講座　・離散幾何学講座
　・離散構造学講座　・離散構造学講座
　・応用解析学講座　・応用解析学講座
　・大規模数理学講座　・大規模数理学講座
　・コンピュータ実験数学講座（協力講座）　・コンピュータ実験数学講座（協力講座）

から構成されますが、開放的な雰囲気の中、これらの講座が連携して研究や教育
に取り組んでいます。教授定員６名、准教授定員６名、博士前期課程定員が各学
年12名、博士後期課程定員が各学年５名の小さい専攻ですが、それだけに学生
と教員の距離が小さく、充実した研究指導を受けることができます。
　広々としたキャンパスの中、情報科学研究科の敷地内にはコンビニやカフェテ
リアも併設されており、快適な環境で教員も学生ものびのびと研究生活を送って
います。

　情報基礎数学専攻は、2002年に情報科学研究科が発足したとき理学研究科数
学専攻を母体として設立されました。以来、理学研究科数学専攻とは研究、教育
において密接な協力関係を保っています。当専攻で取得する学位は、「情報科学」
か「理学」を自由に選べるようになっています。

　専攻の修了生は、大学等の研究機関における研究者をはじめ、ＩＴ、製造業、
金融、保険、教育など幅広い分野で活躍しています。
　皆さんと一緒に研究することができる日々を心より楽しみにしています。

大阪大学大学院情報科学研究科大阪大学大学院情報科学研究科
情報基礎数学専攻長情報基礎数学専攻長

有 木　　進有 木　　進
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情報科学研究科C棟

図書室

談話コーナー
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　1956年、名古屋に生まれる。64歳。定年への秒読みが著しく加速される。阪大に
赴任してから、四半世紀を越える歳月が流れた。赴任の頃は63歳が定年年齢だった
が、その後、65歳に延長。その四半世紀でやったことは、まず、10人の博士（理学）
を誕生させたこと。それから、総額４億円の大型外部資金（JST CREST と科研費基
盤研究（Ｓ））を獲得し、国際会議を主催し、ポスドクを雇用し、当該分野（すなわち、
僕の専門分野とその周辺領域）の国際交流の促進と若手研究者の育成に貢献したこと。
後は、160余編の論文を執筆したことなどであろうか。博士を誕生させることも、大
型外部資金を獲得することも、それから、数学とはまったく無縁のくだらない雑用に時
間を浪費することも、もう、やらなくても許されるだろう。今後は、ひたすら、海外渡
航と業績を増やすことを楽しみにしながら、数学者を続けよう。2021年３月31日現
在、出版された査読有の論文は197編、MathSciNet の Citations は2815である。
査読有の論文が300編を越え、MathSciNet の Citations が5000に到達すると、可
換環論の殿堂入りか？

　以下、僕の辿った軌跡を「縁」をキーワードとしながら回顧し、数学者を志す若人へ
のメッセージとしよう。
　1975年、名古屋市立向陽高等学校卒業。僕の母校はどこにでもある公立の高校、東
大・京大合格者数の高校別ランキングなどにその名前が載ることは滅多にない。しか
し、ノーベル物理学賞を受賞した益川敏英さんの出身高校である。
　数学者に憧れを抱いたのは、高校２年生の冬。現役のとき、名古屋大学理学部を受
験。物理で撃沈し、理学部には不合格、けれども、第２希望の農学部は合格。少なくと
も、母校の名大合格者数には貢献できた。翌年、再挑戦し、理学部に合格。その頃、世
間で流行っていた歌は、太田裕美の「木綿のハンカチーフ」である。今でも、「木綿の
ハンカチーフ」を聴くと、懐かしい青春が蘇る。

名古屋大学理学部数学科卒業。理学博士（名古屋大学）。専門は、
計算可換代数と凸多面体の組合せ論。名古屋大学に５年６ヶ月、北
海道大学に４年６ヶ月在職した後、1995年、大阪大学に着任。趣
味は散歩、楽しみは海外渡航、愛読書は『白い巨塔』である。

教授

日比　孝之
Hibi Takayuki

代数的側面から組合せ数学の具象的研究を発展させ、
アルゴリズムの数学的理論の教育研究を行うとともに、
そこから古典的組合せ数学へのフィードバックも目指す。
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　僕が学部学生だった頃、数学専攻の大学院に進学することはとても困難な厳冬の時代。
100名以上が受験し、合格者は４、５名などという凄まじい状況のときもあった。数学科
の４年生（1979年）の９月、名大院の数学専攻を受験したが、入試問題は全く解けず、不合
格。翌年（1980年）の９月、再挑戦するも、惨敗。私の数学者への夢は儚

はかな

くも消滅。しばら
くは呆然としながら、山崎豊子の『白い巨塔』を読んだ。野望に燃える財前五郎（『白い巨
塔』の主人公の外科医）の姿は、挫折感に浸る僕を魅了した。1981年、名古屋大学理学部
数学科卒業。
　1981年４月、名古屋を離れ、地方大学の大学院に進学。でも、将来の展望がまったく開
けず、五里霧中。もう24歳だったし、経済的に苦しい状況に追い込まれていたから、兎も
角、生活費を稼がなくてはならない。某予備校で講師を始めた。予備校の講師は、人気が沸
騰すると、時間給は爆発的に増大する。駆け出しの頃、50分2800円だったのが、３年後
には50分8000円に。だから、４年後には、貯金が500万円になった。30余年も昔の
500万円ですぞ！

　今でも忘れはしないが、1981年の秋も深まりつつある頃、［Richard P. Stanley, The 
upper bound conjecture and Cohen--Macaulay rings, Stud. Appl. Math. 54 
（1975）, 135--142］に巡り会い、一晩で読んだ。可換環論の抽象的な技法を組合せ論
の具象的な問題に劇的に使う、という話で、可換環論に馴染みがあれば、さっと読める。
Stanley の論文を読んだときに覚えた深い感銘は、僕が組合せ論の研究者を志す契機とな
った。1984年の秋だったか、恩師の（故）松村英之（名大名誉）教授から、名大の助手に
ならないか、との嬉しい誘いを頂戴した。名古屋大学理学部は、僕を大学院には合格させて
はくれなかったけれども、助手には採用してくれたのだ。
　1985年４月、名古屋大学理学部助手。そうすると、就職できないと困ると思ってせっせ
と貯めた500万円はもはやいらな
い、ぱっと使うことができる。その
すべてを海外渡航のために使った。
　1985年８月、日米セミナー「可
換環論と組合せ論」が京都で開催さ
れ、Stanley が来日し、彼と知り
合いになる。Stanley が41歳、僕
が28歳。Stanley のお陰で、僕は、
ＭＩＴ（マサチューセッツ工科大
学）の数学教室に一年間滞在するこ
とになる。ＭＩＴに滞在する際、旅
費と滞在費の援助を幾つかの財団に
申請したが、いずれも門前払い。結
局、すべて自費。さきほどの500
万円を使った。 

日米セミナーの宇治平等院観光の記念写真。
前列中央が（故）岩堀長慶（東大名誉）教授。
もっとも左に立っているのが（故）永田雅宜（京大名誉）教授。
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　余談であるが、僕は、岩堀門下でもなく、東大出身でもないが、岩堀さんの人脈の恩恵を授かっ
た。1990年８月、岩堀さんと雑談をしながら、「北大の公募に通ったから、10月から北大に移
ります」とお伝えしたところ、「（北大の）◯◯君から、誰がいいでしょうか、と電話があったか
ら、そりゃあ日比君をとるべきだよ、と言ったんだよ」とおっしゃられ、とても驚いた。岩堀さん
のその電話の一言がなければ、僕が札幌に住む機会はなかったであろう。
　師匠の松村さんは1990年８月、還暦を迎えた。彼の還暦記念論文集を出版することを出版社に
打診したところ、単行本の出版は難しいけれども、国際雑誌 Journal of Pure and Applied 
Algebra の Special Issue として出版することなら可能である、との返事をもらい、僕と Judith 
D. Sally が Guest Editors となり、松村さんとゆかりの深い数学者に論文の投稿を依頼した。小
田忠雄さん（東北大）と宮西正宜さん（阪大）も投稿を快諾してくれた。松村還暦記念号の出版
後、North-Holland 出版社からの誘いで、僕は、Journal of Pure and Applied Algebra の編集
委員になった。

　1990年10月、北海道大学理学部数学教室に赴任。北国のとても美しい街、札幌、そこに４年
６ヶ月住んだ。1991年11月から1992年１月、オーストラリアのシドニー大学に滞在し、可換
代数と組合せ論の連続講義をした。 その講義ノートに加筆したものが［Takayuki Hibi, 
“Algebraic Combinatorics on Convex Polytopes,” Carslaw Publications, Grebe, NSW, 
Australia, 1992］である。講義で板書したものをそのまま単行本にしたようなものなので、荒
っぽい、誤植がとても多い、など難点はたくさんあり、教科書としての体裁は整ってはいない。反
面、当該分野の発祥の地を迅速に散策できる。類似の内容ではあるが、教科書としての体裁を整え
た和書が［日比孝之『可換代数と組合せ論』（シュプリンガー東京、1995年）］である。恩師、松
村英之教授がその書評をすることになっていた。書評の原稿の〆切りは1995年７月末日だった。
けれども、彼は、原稿を完成することなく、８月上旬に登山し、不幸にして、山の事故に遭い他界
された。残念ながら、私は、師匠の批評を聞くことはできなかった。
　可換代数と組合せ論とは、凸多面体の組合せ論に現れる数え上げの問題を可換代数の技巧を駆使
して解く、というシナリオを持つ研究領域のことで、Stanley の仕事がその源である。たとえば、
凸多面体のオイラーの公式 v - e + f ＝ ２ は組合せ論に現れる数え上げの顕著な例である。その
他、ピックの公式「平面上に頂点が格子点である多角形があったとき、その多角形に含まれる格子
点の個数を a とし、その多角形の内部に含まれる格子点の個数を b とすると、その多角形の面積 
S は S ＝ （a + b - ２） / ２ である」も凸多面体の組合せ論に現れる数え上げの例である。オイラ
ーの公式にしても、ピックの公式にしても、可換環論とどうやって結びつくのか、と疑問に思う
が、頂点、辺、面とか格子点の数え上げを、単項式の数え上げに置き換えると、多項式環のイデア
ルの問題に帰着する。
　1994年５月、New Brunswick（New Jersey 州）で開催された組合せ論の研究集会に参加
した。講演を終えた日の深夜だったか、時差ボケでウトウトしていると、突然、ホテルの部屋の電話
が鳴った。受話器を持ち「ハロー」と言うと、「おでになりましたからお話ください」という女性のオ
ペレーターの（日本語の）声が聞こえ、その後、「日比さんですか？」と聞かれたから、「はい。そうで
す」と答えると、「阪大の宮西です。至急、日比さんに…」と続いた。青天の霹靂の国際電話であった。
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　翌年（1995年）の４月、大阪大学理学部数学教室に赴任。北大から阪大に異動する直前
の1995年２月、ドイツの Oberwolfach 数学研究所に於ける凸多面体論のワークショップ
に参加した後、Jürgen Herzog のところに寄った。まったくの偶然であるが、Herzog の
家でお茶しながら、一つの未解決問題を話したところ、彼は、稲妻のごとく、squarefree 
lexsegment  ideal の概念を導入すれば解ける！と叫んだ。その一瞬の会話から、
Herzog との共同研究が始まった。それから26年間、共同研究は継続され、既に、50編を
越える共著論文を執筆している。Herzog は79歳。今でもドイツ可換環論の権威者であり、
欧州における彼の影響力は健在である。彼との共同研究を礎とし、単行本［J. Herzog 
and T. Hibi, ``Monomial Ideals,’’ GTM 
260, Springer, 2010］を出版した。執筆に
費やした期間は約４年間である。
　阪大に着任後、Herzog との可換環論の共同
研究に加え、グレブナー基底の研究を開始し
た。グレブナー基底とは、多項式環のイデアル
の生成系のなかで際立って良い振る舞いをする
ものである。イデアルの諸問題を扱うとき、グ
レブナー基底が計算できれば有難い。たとえ
ば、多項式環の２個のイデアルの共通部分を計
算することは、イデアル論の演習問題としては
とても難しいが、グレブナー基底を計算すれば瞬時に計算できる。しかも、イデアルの一つ
の生成系から出発して、そのイデアルのグレブナー基底を計算するアルゴリズムも知られて
いる。その他、グレブナー基底は凸多面体の三角形分割とも密接に関係し、凸多面体の組合
せ論の研究にも有益な道具である。グレブナー基底の基礎理論を簡潔に解説し、凸多面体論
への応用を紹介した単行本が［日比孝之『グレブナー基底』（朝倉書店、2003年）］である。

　2008年10月、科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業 CREST のプロジェクト研
究「現代の産業社会とグレブナー基底の調和」（通称、日比プロ
ジェクト）が採択された。研究期間は2014年３月までの５年６
ヶ月。研究費の総額は２億５千万円である。純粋数学の外部資金
としては破格の予算である。僕の提案が採択されたのは、ひとえ
に、小田忠雄さんのお陰である。プロジェクト研究では、多項式
環と微分作用素環のグレブナー基底の理論と計算を飛躍的に深化
させ、理論と応用と計算の有機的な連携から、純粋数学の範疇を
越え、統計学の根幹に劇的な変革を導くことに成功している。そ
の変革は、大規模な計算を可能にするアルゴリズムの進化と相俟
って、統計学を不可欠とする現代の産業社会と先端科学の諸分野
に広範な波紋を及ぼすことが期待されている。写真（右）は、グ
レブナー基底の創始者 Bruno Buchberger と筆者。
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　日比プロジェクトの後続とし、2014年５月、科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）「統計と計算
を戦略とする可換代数と凸多面体論の現代的潮流の誕生」が採択された。研究期間は2019年３
月までの５年。研究費の総額は１億５千万円である。
　僕は、国際会議を組織することがとても好きだ。と言うか、僕が国際会議を組織しなければ、
当該分野の潮流は滞る、という傲慢な考えを堅持している。1999年７月、阪大の豊中キャンパ
スに於いて、日本数学会の国際研究集会「計算可換代数と組合せ論」を組織し、Stanley と
Herzog ら、欧米諸国から著名な研究者を招聘し、スクールとワークショップを開催した。
2005年８月、立教大学に於いて、日本学術振興会の国際研究集会「グレブナー基底の理論的有
効性と実践的有効性」を開催し、欧米諸国からグレブナー基底の専門家を招聘した。その翌年
（2006年４月～2007年３月）は、京都大学
数理解析研究所のプロジェクト研究「グレブナー
基底の理論的有効性と実践的有効性」を実施。
2010年６月、ホテル阪急エキスポパークに於い
て、JST CREST 日比チーム主催の国際研究集
会「現代の産業社会とグレブナー基底の調和」を
開催。2012年７月、京都大学数理解析研究所の
研究集会「凸多面体論の現代的潮流」（写真（右））
を開催し、Stanley, Gil Kalai, Günter Ziegler
ら、凸多面体論の大御所を招聘した。2015年７
月、心斎橋のホテル日航大阪に於いて、日本数学
会の国際研究集会「グレブナー基底の50年」を組織し、Buchberger らを招聘した。その翌年
（2016年４月～2017年３月）は、再び、京都大学数理解析研究所のプロジェクト研究「グ
レブナー基底の展望」を実施。2017年７月、ホテル日航大阪に於いて、科研費基盤（Ｓ）の国
際会議「可換環論の展望」（http://commalg2017.jp）を組織し、Herzog, David Eisenbud, 
Dale Cutkosky, 後藤四郎と筆者を組織委員とし、可換環論の大御所、及び、新進気鋭の若手数
学者を招き、華やかな国際会議（写真（下））となった。その華やかさに酔いしれながら、昔の
傲慢な考えは消え去り、もう、僕が国際会議を組織しなくても、当該分野の潮流が育まれる土壌
は整ったであろうとの心境に到達した。
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　可換環論の歴史を遡ると、松村の著書［Hideyuki Matsumura, ``Commutative Algebra,'' 
Addison Wesley Longman, 1970］ は、 永田の著書［Masayoshi Nagata, ``Local 
Rings,’’ John Wiley & Sons, 
1962］とともに、その後の可換環
論の発展に影響を及ぼした。
　松村さんは、1981年９月、堅田
の谷口シンポジウム「可換環論」

（写真（右））を開催した。我が国の可
換環論の国際交流の第一歩である。
堅田の谷口シンポジウム、1985年
の京都の日米セミナー、2017年の
心斎橋の基盤（Ｓ）国際会議は、我
が国に於ける可換環論の歴史を彩る
国際会議の成功例である。

　2020年10月22日、講談社のブルーバックスから「多角形と多面体」（写
真（右））が出版された。第１章から第５章は、オイラーの多面体定理、ピック
の公式、凸多面体の数え上げ理論など、 高校生を含む一般の読者も楽しめる話
題を紹介している。第６章から第８章は、大学院生向けの講義の題材でもあ
る、反射的凸多角形の12点定理、反射的凸多角形の分類理論などを披露する
とともに、歴史的背景として、僕の回想録も収録されている。

　2019年２月16日（土曜日）、Oberwolfach 数学研究所のワークショップ
からの帰り、Herzog の車でアウトバーンをぶっ飛ばし、Regensburg
の Kunz 邸を訪問した。Ernst Kunz は Herzog の師匠、1970年代のドイツ
に於ける可換環論の
発展の礎を築いた。
　写真（右）は Kunz
邸の庭で撮影。右か
ら Herzog, Kunz,
筆者。可換環論３世
代の記念写真となっ
た。
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　教員メンバーで唯一この情報基礎数学専攻修了生ですので、最初に自己紹介も兼ね
て、本専攻で学んできたことや学生・ポスドク時代の思い出を中心にお話しさせてくだ
さい。読者が本専攻に対してどのようなイメージを持っているかは分かりませんが、「教
員の中にはこんな人もいる」と知ってもらいたく、書きました。もしよろしければ少し
だけお付き合いください。研究については、研究の変遷で詳しく述べます。
　冒頭の通り、私は広島で生まれ、高校卒業まで広島市内で過ごしました。中学と高校
は、私立の中高一貫の男子校に進学。幼少期から算数が一番好きでしたが、高校時代も
数学は好きで熱心に勉強していました。一方で化学も好きで、むしろ化学の方が好きだ
った時期もあり、国立大学入試の前期日程では結局京都大学の工学部を受験。高３では
模試でＡ判定を３回出し、合格を確信していました。しかし、結果は見事に撃沈。模試
というものはあてにならないと実感したものです。後期日程は阪大の理学部数学科を受
験。結果、なんとか合格。私に数学を続けなさいという受験の神様からのお達しだった
のかもしれません。
　2005年４月に阪大理学部数学科に入学。今になっても思うのが「学部生の頃にもっ
と勉強しておけばよかった」ということです。学部生の頃は、日々の授業を含め、楽し
く過ごしました。数学に苦労した記憶はあまりなく、逆に言うと数学に対して真剣に向
き合えていなかったのかもしれません。数学の授業はある程度真面目には取り組んでい
たものの、授業以外で数学に取り組んだことはほとんどありませんでした。しかし、た
だやりたいことをしていたいという思いだけから（むしろそれ以上の深い考えもな
く）、入学当初から博士後期課程進学は視野に入れていました。

学部４年生～学位取得（2008年４月～2012年９月）
　なんとなく過ごした学部生時代。それも最初の３年間だけでした。阪大数学科では４
年生からゼミに配属されますが、私は日比孝之先生のゼミに配属されました。そこか
ら、数学に対する姿勢は一変しました。４年生のゼミでは

1986年に広島で生まれ、高校卒業まで広島で過ごす。2005年
に大阪大学理学部数学科に入学し、2012年にこの情報基礎数学専
攻博士後期課程を修了。京都産業大学に４年間勤めた後、2019年
に大阪大学に着任。

准教授

東谷　章弘
Higashitani Akihiro
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日比孝之著『可換代数と組合せ論』（シュプリンガー東京、1995年）
を輪読。この教科書で、整凸多面体論の基礎を学びました。半年余りで読破した後、整
凸多面体のEhrhart多項式の特徴付け問題として、正規化体積が３以下の場合の特徴付
けを日比先生に提案していただきました。同級生の長澤佑宜氏と議論を重ね、研究を進
めました。そして、初論文
T. Hibi, A. Higashitani and Y. Nagazawa, “Ehrhart polynomials of convex 
polytopes with small volumes”, European J. Combin. 32 (2011) 262-232 
が完成しました（2009年３月）。これが私の研究の原点です。昨今、１本目の論文を
執筆する年齢が年々早くなっているように思います。博士後期課程進学を考えている読
者は、４年生のうちに一生取り組める良い研究テーマを見つけ、論文を執筆できるかど
うかが重要かもしれません。
　2009年４月、博士前期課程に進学するわけですが、振り返ってみれば、修士１年が
これまでの研究人生の中で（本格的に研究を開始してまだ短いですが）最も勉強と研究
に尽力した時期かもしれません。博士後期課程進学を視野に入れていたので、日比先生
にはとことん鍛えていただきました。数学に対する取り組み方、研究の“いろは”。整凸
多面体論（特にEhrhart理論）を一生の研究テーマにするため、その基礎固めに努めま
した。一般的には修士１年はまだまだ教科書や論文を読みながら勉強しつつ研究テーマ
を模索する時期かもしれませんが、私は論文を書きながら、つまり具体的な問題を設定
してそれを解きながら勉強していきました。研究対象や関連する概念に対する基礎的知
識を完璧に理解できていれば言うことありませんが、そうでなかったとしても、研究を
進めながら必要に応じて（迫られて）一から勉強していく、ということで力がついてい
くはずです。そのようにして修士１年を過ごし、結果として、４本の論文（共著３本、
単著１本）を書きました。博士後期課程に進む上で、ＤＣ１やＤＣ２に採択されるかど
うかは大きな意味を持ちます。もちろんその限りではありませんが、一定の評価が得ら
れ将来的に有利に働きますし経済的にも余裕が出ます。それを勝ち取るには、修士１年
から自立して研究を進める気概が必要かもしれません。
　2011年4月に博士後期課程に進学。幸いにもＤＣ１に採択され、経済的不安はなく
なりました。博士後期課程でも攻めの姿勢で従来の研究を続けました。Ehrhart多項式
の特徴付け問題の他、Ehrhart多項式の根の分布、整凸多面体の正規性など、整凸多面
体の組合せ論に関する様々な課題に従事しました。そして2012年9月、学位を取得し
ました。

ポスドク・京都産業大学時代（2012年10月～2019年３月）
　研究者として生き残るためには、１つのテーマ（私の場合、整凸多面体のEhrhart理
論）に固執しすぎていては限界が来ると考え、ポスドクになって以降は新たな土台を見
出すため、従来の研究も継続しつつ、新たな研究テーマを模索しました。
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　学位取得後の2012年10月から2014年３月は引き続き阪大に、2014年４月から
2015年３月は京大にてポスドク時代を過ごしました。京大での１年間は、きっと後に
も先にも人生で最も楽しく充実した期間だったと思います。運よく獲得できた潤沢な研
究費を有効活用し、様々なところに研究滞在しました。自分の研究の幅を広げるため、
また将来職に就けた際にも継続して研究を続けられる仲間を増やすため、こちらから押
しかける形で、共同研究を行うために数週間滞在させてもらいました。

　2015年４月に京都産業大学理学部に助教
として着任。研究者の世界は最初に職に就くま
でが大変ですが、幸いにも京産大に採用してい
ただけました。京産大では１年目から様々な仕
事を任され、しかも着任直後の９月には日本数
学会秋季分科会の開催もあり、いわゆる“若い
うちは雑用が少ない”といった雰囲気ではあり
ませんでした。それでも京産大での生活は充実
していて、初めての就職先が京産大で良かった
と心から思います。特に、京産大での教育経験

は、自身が学ぶものも非常に多かったです。私が京産大に着任して以降、京産大から本
専攻に進学する学生が毎年出ており、本専攻でさらなる成長を遂げて修了していったよ
うです。今後もぜひ京産大からたくさんの学生が本専攻に進学してもらえたらと思って
います。（もちろん他からも大歓迎です。）京産大在職中、夏休みなどの長期休暇中には
頻繁に海外出張しました。ここで、ポスドク時代に構築したコネが生きてきます。
Alexander Kasprzyk氏のもとへはポスドク時代からほぼ毎年訪ねており、密な研究
打ち合わせを重ねてきました。そのうち１回は、Fano凸多面体のmutation理論（右
記参照）に関するレクチャーと議論に費やされました。近い将来、Fano凸多面体の
mutation理論が必ず“来る”と確信しており、早速いくつか共同研究を開始しています。

2014年９月、Stockholm�Universityにて
Benjamin�Nill氏と。

2015年２月、Imperial�College�Londonにて
Alexander�Kasprzyk氏と。

2015年３月、Universität�Tübingenにて
Johannes�Hofscheier氏と。
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研究の変遷
　頂点の座標が全て整数であるような凸多面体のことを整凸多面体と言います。私の研
究の軸は整凸多面体論です。４年生のゼミでは整凸多面体のEhrhart多項式を研究する
分野である『Ehrhart理論』の基礎について学びました。ここで、整凸多面体の
Ehrhart多項式とは、整凸多面体をｎ倍に膨らませたものに含まれる整数点の個数の数
え上げ函数のことであり、それが一般にｎの多項式になる事が知られています。
　以下、私が取り組んできた、または、今後も取り組む予定の研究課題の一部を具体的
に挙げてみます。
●整凸多面体のEhrhart多項式の特徴付け
　学部４年の頃から現在、そして今後も取り組むであろう課題が「どのような多項式が
整凸多面体のEhrhart多項式になり得るか？」というものです。この手の問題に着手す
る際、低次元から考察するのが常ですが、２次元以下は既知、３次元になると途端に状
況が複雑になり完全解決は極めて困難となります。そこで、次元以外の不変量に注目す
るわけです。その１つが「正規化体積」（ユークリッド体積×次元の階乗）です。上記
の私の初論文は、正規化体積が３以下の場合の特徴付け、修士の頃には正規化体積４の
場合、博士の頃には正規化体積５or７（素数であることが重要）の単体の場合など、
着々と研究を進めてきました。他にも、「次数」に注目した特徴付けやその一般化を考
えるなど、様々な角度から特徴付け問題に取り組み続けています。
●整凸多面体のEhrhart多項式の根の分布
　整凸多面体のEhrhart多項式の根の分布の研究にも尽力しました。特に、反射的凸多
面体（Gorenstein Fano凸多面体とも呼ばれる）のEhrhart多項式は、複素数平面上
においてその根がRe(z)= -1/2という直線（Re(z)は複素数zの実部を表す）に関して
対称に分布するという特殊な性質を持っています。具体的な問題として「どのような反
射的凸多面体が、Ehrhart多項式の根の実部が全て-1/2になるか？」というものが考
えられますが、この問題については修士・博士の頃に熱心に研究しました。そして近
年、“interlacing多項式”の理論がEhrhart理論にも適用されるようになり、2010～
2012年頃（私が学生だった頃）には未解決だった問いに徐々に答えが出せるように
なってきました。
●整凸多面体の正規性
　整凸多面体の『正規性』と呼ばれる概念があります。これは「整凸多面体をｎ倍した
ものに含まれる任意の整数点が元の整凸多面体の整数点ｎ個の和で書ける」という性質
のことです。整凸多面体の正規性は、Ehrhart理論のみならず、可換環論・代数幾何な
どにおいても重要な性質で、様々な関連が知られています。整凸多面体の正規性に関す
る研究テーマで研究提案し、ポスドク時代の研究費やポスドクとしての給料を獲得して
いました。
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●Fano凸多面体の変異
　今後研究を目論んでいる大きなテーマが、Fano凸多面体の変異（mutation）の理
論です。これは、2012年頃にイギリスの研究グループが、Fano多様体のミラー対称
性の文脈で導入した概念です。京産大在職中にKasprzyk氏を訪ねた際、彼からこの理
論を学びました。そして、現在も彼と共同研究中です。整凸多面体の理論は、トーリッ
ク（Fano）多様体の代数幾何的性質を調べるために重宝されてきました。しかし
mutationの概念が誕生したことにより、整凸多面体の理論で代数幾何的性質を調べる
ことが出来る範囲が、トーリック（Fano）多様体から“トーリック（Fano）多様体に
qG-deformationできるもの”まで格段に広がりました。この研究はまだ始まって間も
なく、解決すべき重要な問題がたくさんあり、宝の山だと確信しています。Kasprzyk
氏と話をすると夢は膨らみ、これから研究を進めるのが楽しみです

　上記のもの以外の研究、もっといえば整凸多面体にほとんど関係のない研究も行いま
した。私は、異なる研究背景を持つ研究者との共同研究が好きです。互いの知識を持ち
寄って共通部分を探し、新鮮な議論を行うことで新たな知識と技が身につきます。一方
で、整凸多面体のEhrhart多項式の特徴付け問題は、少しずつでも継続して研究を進め
ていきたいと考えています。
　研究の進め方のスタンスは人によって当然違うわけですが、研究を進めるにおいて、
知識と技の“幅”と“深さ”の両面が必要不可欠だと私は考えています。分野にとらわれず
多方面にアンテナを張り、新たな知識を習得し続け、広い見識を持つことは、研究を行
う上で重要かつ有益です。一方で、ある一点（私の場合は、整凸多面体のEhrhart多項
式の特徴付け）については「世界中の誰にも負けない」と言える知識の深さと技への自
信も、研究者にとって重要です。ただの物知りでもマニアでもなく、そのバランスが必
要だと考えています。

Kaspzryk氏のレクチャーのノートの一部。
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学生とのゼミについて
　学生にゼミで何に取り組んでもらうかは、基本的には各学生に任せるつもりですが、
そのとき私が興味を持っている話題を一緒に勉強していければと考えています。私の主
な研究テーマである整凸多面体論は、もちろん学生の研究テーマになり得ます。その中
でも特に、例えば次は修士論文のテーマとして考えられます。

・整凸多面体のEhrhart多項式の特徴付け
・同じEhrhart多項式を持つ整凸多面体の分類
・ 組合せ論的対象（グラフ・半順序集合・マトロイドなど）に付随する整凸多面体
のEhrhart多項式の性質
・Fano凸多角形のmutation理論

　整凸多面体論のみならず、以下のような話題にも興味を持っているので、それらも候
補として挙げられます。

・非特異トーリック多様体のコホモロジー環
・グラフ理論とグレブナー基底
・次数付き可換代数のGorenstein性およびその一般化
・ダイマー模型とそれに付随する整凸多角形の組合せ論

などなど。
もちろんこれらの限りではありません。何か新しいことに一緒に取り組んでくれる学生
を歓迎します。

大学院進学を検討している読者へ
　具体的なテーマや挑戦したい未解決問題があるなど明確な動機を持つ読者は、ぜひ大
学院でその種を育てください。しかし、当時の私のように、具体的な目標がない読者も
いるかもしれません。それでも、ぜひ大学院進学を前向きに考えてください。もちろん
そのためには相応の覚悟が必要かもしれません。これまでに偉大な先人たちによって整
備された理論を学ぶ“勉強”と、未開の地へと足を踏み入れ自ら道を切り開いて理論を構
築する“研究”は、全くの別物です。しかし研究を続けるためには、未開の地へと足を踏
み入れてみたいという好奇心と探究心が不可欠で、その有り余る好奇心と探究心が道を
切り開いてくれることもあります。そのような情熱を持って、ぜひ大学院で深い学びを
体験してもらえればと思います。私がEhrhart理論に魅せられ、整凸多面体の理論へと
誘われ、研究に没入していったように、何か深い興味を持てる対象に出会い、勉強・研
究に取り組んでもらいたいです。そのような経験は非常に貴重で、大学院修了後のどん
な進路においてもその後の人生の糧となるはずです。
　意欲にあふれた学生を歓迎します。一緒に新境地を開拓しましょう。
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３次元球面上の非特異モース・スメール流
　大阪大学理学部数学科の４回生のゼミでは力学系の勉強をした。それと並行して、同
級生の小林毅君のゼミにも出席させてもらい、そちらでは低次元トポロジーを学んだ。
大学院に進学し２年の夏に書いた修士論文では、３次元球面上の非特異モース・スメー
ル流の周期軌道として現れる絡み目のタイプを決定した。
　ところが、その論文の出版に関して大きな挫折を味わった。定理は良い結果だと思え
たし、学会発表の反応も上々だったので、トポロジー分野で権威のある雑誌に論文を投
稿したのだが、次々とリジェクトされるという目に遭った。何度も書き直して、やっと
の思いでその論文が出版されたのは、定理を証明してから７年後のことだった。

M. Wada: Closed orbits of non-singular Morse-Smale flows on S３, J. 
Math. Soc. Japan, Vol.41（1989）No.３, 405-413.

　研究者を目指す者にとって最初の論文が７年も世に出ないことの影響は大きい。発表
論文がないと就職も思うようにならないし、何よりもそのことで自分自身の数学界に対
する素朴な信頼感が失われてしまった。
　この論文は、出版後 10年ほどしてから急に引用され始め、今でも引用が続いてい
る。数学界の反応は非常に遅いけれどそれほど捨てたものでもないかもしれない、と思
い直している。

双曲空間の合同変換の共役不変量
　博士後期課程の時に、コロンビア大学に留学させてもらえることになった。学部４回
生のときに広中平祐氏が始めた夏期セミナーに参加していたのだが、それがきっかけ
で、今度は始まったばかりの数理科学振興会奨学生に推薦してもらえたのだった。僕に
とっては突然天から降ってきたような話だった。

専門は何々です、というのが普通だと思うけれど、いろんなテーマを気ま
まに研究してきたので専門を聞かれると困ってしまう。最近は、専門は数
理情報学です、と言うことにしている。
自己紹介代わりにこれまで研究してきたテーマを順に挙げることにしよう。

教授

和田　昌昭
Wada Masaaki

多様体や結び目などの幾何的対象を多角的に研究している。
また、幾何学の様々な概念をコンピュータを用いて可視化することや、
そうして得られたアルゴリズムの情報科学分野への応用も行っている。
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　コロンビア大学では双曲空間の合同変換の研究をした。PSL（２, R）が双曲平面の、 
PSL（２, C）が３次元双曲空間の、向きを保つ合同変換の群を表すことはよく知られて
いるが、より一般に、クリフォード数係数２×２行列を用いて n次元双曲空間の合同変
換を表すことができる。２～３次元においては行列のトレースを用いて合同変換の共役
分類ができるが、高次元でトレースに対応する共役不変量を書き下せ、という Ahlfors
が出した問題に興味を持って取り組んだ。それを完全に解決して、1986年に学位を取
得して帰国した。

M. Wada: Conjugacy  invariants of Möbius transformations, Complex 
Variables, Vol.15（1990）, 125-133.

結び目理論
　一旦は帰国したものの日本での就職はうまくいかず、１年後アメリカに戻ってペンシ
ルバニア大学に就職した。ペンシルバニア大学では微分幾何学の勉強を始め、２年目に
は大学院向けにスピン幾何学の講義までしたが、始めたばかりの微分幾何学では論文が
書けず、けっきょく昔からやっていた結び目理論の研究に切り替えた。
　そのころに書いた２つの論文が、結び目理論に関する主要業績になっている。とく
に、ねじれアレキサンダー多項式は、多くの後続研究を生み出すことになった。

図１：OPTiのスクリーンショット
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M. Wada: Group  invariants of  links, Topology, Vol.31（1992）No.２, 
399-406.
M. Wada: Twisted Alexander polynomial for fnitely presentable groups, 
Topology, Vol.33（1994）No. ２, 241-256.

OPTi
　1992年に、奈良女子大学理学部情報科学科に就職することになり帰国した。僕ほど
研究テーマをころころ変える人も少ないのではないかと思うが、情報科学科に移ったこ
とで、ますます自由に研究できるようになった。５年目の1996年は僕にとって大きな
節目の年になった。
　そのころ、EpsteinとPennerによって定義された双曲的多様体の標準分解に興味を
持っていた。双曲的２橋結び目補空間の場合に、その標準分解がどうなるかを考え始め
たところ、当時大阪大学理学部にいた作間誠氏が同じ問題を考えていることがわかり、
同僚の山下靖氏らも誘って共同研究を始めた。作間氏が興味を持っていたJorgensen
の難解な論文を読み始めたが、内容の数学的理解は作間氏らに任せて、僕は書かれてい
ることを直感的に理解できるようにするためのコンピュータプログラムを作ることにし
た。プログラミングは学生時代からずっと趣味でやっていたから得意だった。
　作ったプログラムに極限集合を表示する機能などを追加して、 OPTiという名前をつ
けて公開したところ、多くの研究者が使ってくれるようになった （図１）。OPTiを使っ
て定理が証明できるわけではないけれど、 OPTiによって得られたインスピレーション
から新しい数学の定理が生み出されるということも起きるようになり、これはもう 
OPTi自体を数学の業績として認めてくれてもいいんじゃないかと思った。
　作間氏らとの共同研究の成果は次の本にまとめられている。

H. Akiyoshi, M. Sakuma, M. Wada, Y. Yamashita: Punctured Torus 
Groups and  ２-Bridge Knot Groups I, Lec. Notes  in Math. 1909, 
Springer （2007）.

Schwarz微分
　学位論文で計算しまくってせっかく使い慣れたクリフォード数を何かに使えないかと
考えるのだが、思いつくことはことごとくAhlforsが先に手を付けていた。ユークリッ
ド空間のSchwarz微分に関しても Ahlforsが先に定義していたが、メビウス変換に対
してSchwarz微分が消えることを先に示したのは僕だった。そのAhlforsが亡くなった
のも1996年だ。
　高次元ユークリッド空間の変換に対してSchwarz微分がうまく定義できることを、
当時同じ大学にいた微分幾何学の小林治氏に話すと、大変興味を持ってくれた。しばら
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くすると、驚いたことに、僕の定義式にスカラー曲率の補正項がついて、リーマン多様
体に拡張されていた。そうして小林氏との共同研究が始まった。ペンシルバニア大学時
代に微分幾何学の勉強をしたことが意外なところで役に立った。とは言え、僕のほうは
小林氏が次々と繰り出す計算を理解するだけでせいいっぱいだった。
　リーマン多様体上のSchwarz微分の定義と基本的性質が明らかになったところで、
気の効いた応用が欲しいという話になり、 Nehariの単射性定理の拡張をやろうという
ことになった。ユークリッド空間の話ならば僕の出番だ。このときに証明した定理は、
２次元に限っても非常に興味深いものだと思っている。

定理　f：R→Cを複素平面上の３回連続的微分可能な曲線で、f '（t）≠０（t∈R）とする。
このとき、fのSchwarz微分

　　　　　Sf（t）＝ f '''（t）―f '（t）－３―２（ f ''（t）―f '（t））２

の実部がすべての t∈R に対して ReSf（t）<０をみたすならば、f は単射である。

　２年以上かけた小林氏との共同研究の成果をまとめた論文は、新しい数学的概念を提
起しその応用まで示した深い内容だと自負しているが、なぜか一流学術誌には次々と採
録拒否され、かろうじて以下に掲載された。真に新しいものは受け入れられないような
気がしてならない。

O. Kobayashi and M. Wada: Circular geometry and the Schwarzian, Far 
East J. Math. Sci., Special Volume （2000）, Part  III （Geometry and 
Topology）, 335-363.

DeltaViewer
　1996年ごろ、僕は数学の研究と並行して脳研究も始めていた。脳については学生時
代から興味を持っていたけれど、本を読んで得られる知識は断片的で満足できるもので
はなかった。この際、やりたいことは何でもやろうと思い、本気で脳研究を始めたのだ
った。脳に関係ある研究をしている学内研究者を集めて「脳セミナー」を主催したり、
いろんな学会に出かけて行っては人の話を聞いたりしたが、自分が提供できるものは何
かと考えると数学とプログラミングしかなかった。
　そこで、そのころ僕のゼミで大学院に進学した杉浦さんと相談して、脳研究者が手軽
に使えるフリーの３次元画像処理プログラムを作ることにした。画像ファイルの入出力
からグラフィクスプログラミングまですべて一から手づくりで始めたので、試作品が完
成するまでに２年かかった。３年目にはプログラムの機能拡張も進み、プログラムを公
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開したところ共同研究を申し出てくれる人も現れた。日本バイオイメージング学会で発
表したところ、 2003年、 2004年と連続でベストイメージ晝馬賞をいただいた。おか
げで脳研究も楽しく続けさせてもらっている。

反復関数系の極限集合
　2009年に大阪大学に戻り、現在いる情報科学研究科に移ることになった。その最初
の年の４回生ゼミにやってきた学生の一人である下村君が修士課程に進学してフラクタ
ルの研究がしたいというので、反復関数系の研究につき合うことになった。力学系やク
ライン群と同じようなものだろうと思っていたが、始めてみると基本的な問題が未解決
のまま山積みの印象だった。
　反復関数系の基本的不変量の一つにハウスドルフ次元というものがある。そんな百年
も前に定義されたような量なんてすでに研究し尽くされているのかと思いきや、実際に
はわからないことだらけで、ハウスドルフ次元が計算できているのは相似変換で定義さ
れたフラクタルのようなほんの一部の図形しかない。その代表例が有名なカントール集
合C（１/３, １/３）で、そのハウスドルフ次元は

dimH（C（１/３, １/３））＝log３２≈0.6309

図２：DeltaViewerプロジェクトのホームページ
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である。カントール集合を定義する２つの相似変換の一方、あるいは両方を、放物型メ
ビウス変換に換えてみるとハウスドルフ次元はもう全然わからなくなってしまうのだっ
た。（図３）

　しかし、下村君が次々と文献を読んで紹介してくれるおかげで糸口がつかめて、二人
共同でハウスドルフ次元の上からの非自明な評価を与えることができた。その後下村君
が自力で下からの非自明な評価も与え、今では

0.6747<dimH（SPC（１/３, １/３））<0.7342
0.6507<dimH（DPC（１/３, １/３））<0.8129

ということがわかっている。下村君は博士課程に進学し、研究技術を身につけながら
次々と新しい課題に向かっている。頼もしい限りだ。

おわりに
　自分自身の研究がこんな具合だから、学生の研究をどう指導すればいいのかはいつも
悩む。学生自身が自分のやりたいことをみつけて自分のやりたいように思う存分やれば
よくて、こちらはその邪魔をしないように見守っていればいいのかなと思ったりもす
る。先生なんて関係ないよ、世界を相手に一つ力試ししてやろうじゃないの、という気
骨のある学生が現れることを期待している。

図３：カントール集合C（１/３、 １/３）（上）、単放物型カントール集合 SPC（１/３、 １/３）

（中）、複放物型カントール集合DPC（１/３、 １/３） （下）。



離散幾何学講座

24

１．研究分野について
　私の主な研究分野は4次元トポロジーです。4次元トポロジーとは、ざっくりいうと
4次元多様体やその部分多様体の（トポロジカルな）性質を研究する分野のことです。
なお次元が4以下の対応する分野はまとめて低次元トポロジーと呼ばれています。4次
元トポロジーと一口に言っても様々な分野がありますが、私は４次元における滑らかな
カテゴリーと位相カテゴリーの違いに強い興味を持っています。特に4次元多様体の微
分構造（即ち微分同相による同値類）の研究を中心的に行っています。また、結び目理
論、シンプレクティックトポロジーなどの周辺分野への応用にも取り組んでいます。

２．多様体の位相構造と微分構造について
　上のように書くと、なぜ一般の次元ではなく４次元に絞って研究するのか？と思われ
る方も多いでしょう。４次元は非常に特殊な次元で、他の次元の手法が適用できない
様々な困難が存在するため、他の次元と違い解明されていないことが非常に多いので
す。そのため４次元に固有の研究手法を発展させる必要があります。
　まず２次元以下の多様体については古典的によく知られています。例えば有向２次元
閉多様体の位相構造（即ち同相による同値類）は種数（穴の数）によって完全に分類さ
れます。３次元多様体の位相構造は非常に難しいのですが、基本群によって統制されて
いることが知られています。特に難しいのが３次元球面の位相構造の特徴付けでした。
20世紀初頭に提出されたポアンカレ予想「単連結閉３次元多様体は３次元球面と同相
である」がペレルマンによって解決されたニュース（そしてその後のフィールズ賞辞
退）は、数学に興味のない方ですら耳にしたことがあるのではないでしょうか（2006
年頃の話なので若い方はご存じないかもしれませんが）。しかしそもそも３次元以下の
次元では、微分構造はその下部構造である位相構造によって一意に決まることが知られ
ているため、微分構造の研究は位相構造の研究に帰着されます。
　４次元以上になると位相構造はさらに複雑で、同じ基本群を持つ多様体が山のように

2000年に大阪大学理学部数学科に入学。大阪大学大学院理学研究科数学専攻博士前期課
程、同後期課程に進学し、2008年に博士号を取得。その後、大阪大学で学振PD、京都大
学でGCOE特定研究員、学振PDを務めたのち、2011年から広島大学で助教を務めた。大
阪大学には2017年に着任。専門は4次元トポロジー。特に4次元多様体の微分構造を中心
に研究している。

准教授

安井　弘一
Yasui Kouichi
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存在します。特に任意の２つの閉多様体が同相か否か判定するアルゴリズムは存在しな
いことが知られています。その上、４次元以上では微分構造が位相構造から一意に定ま
るとは限りません。中でも４次元は、ユークリッド空間Rnがエキゾチック（即ち同相
だが微分同相でない）微分構造を持つ唯一の次元である、多くの４次元多様体が無限個
のエキゾチック微分構造を許容する、などの４次元特有の様々な興味深い現象を持つこ
とが知られています。またWhitneyトリックが適用できる５次元以上と異なり、４次
元ではその上の微分構造が分類されているような位相構造は未だに一つもなく、微分構
造に関しては最も難しい次元と言えます。

３．具体的な研究内容
　ここでは私の研究分野について、どのような方法で研究が進められているのか具体的
に説明します。私が修士のときのセミナーで学んだのは主に4次元ハンドル体の図式
（Kirby図式）ですが、現在でも私の主要な研究道具の一つですのでこちらについて紹
介します。

３.１．ハンドル体について　まず簡単にハンドル体の説明をしておきます。k次元球体
（つまり原点からの距離が1以下のRkの元の集合）をDkと表し、多様体Xの境界を∂X
で表すことにします。n次元ｋハンドルとはDk×Dn-kのことを言います。ｋハンドル
を（境界付き）ｎ次元多様体Xに接着するとは、∂Dk×Dn-kから∂Xへの埋め込み写
像を用いることによって、∂X の（余次元0）部分多様体とkハンドルの境界の一部で
ある∂Dk×Dn-kを同一視し、kハンドルとXを貼り合わせる操作のことをいいます。図
１は2次元円板D2（緑の円板）に1ハンドル（青い長方形）を接着した様子を図示し
たものです。

図１



離散幾何学講座

26

　そして0ハンドルD０×Dn（即ちｎ次元球体Dn、）にハンドルを次々と貼り付けて得ら
れる多様体のことをｎ次元ハンドル体と言います。任意のコンパクトなｎ次元可微分多
様体はｎ次元ハンドル体に分解できるので、多様体の（トポロジカルな）性質を調べた
ければ、ハンドル体の性質を調べればよいことになります。なお3次元以上では各ハン
ドルの接着の仕方が無数にあり、一般にハンドル体は非常に複雑です。
　次元が高くなるとハンドル体は図１のようには直接図示することができませんが、
3、4次元の場合は各ハンドルの接着写像の情報を取り出すことによって間接的に図示
することができます。4次元の場合そのような図式はKirby図式、ハンドル体図式など
と呼ばれています。図式の具体例は次節で紹介しますが、結び目や絡み目と整数を使っ
て表されます。ハンドル体を使うと、目で直接見ることのできない４次元多様体の様々
な性質を、図式から論理と想像によって読み取ることができ、多様体を手で直接触って
調べるような楽しさがあります。

３.２．４次元ハンドル体と微分同相　４次元ハンドル体やその図式の応用には様々な
ものがありますが、最も典型的なのは、見かけ（構成の仕方）が全く異なる２つの４次
元多様体が微分同相であることを示すことです。ハンドル以外の方法では全く証明でき
ないことがしばしばあります。２つのハンドル体の図式がある種の変形操作で移りあう
ことを絵で描いて示せば良いのですが、変形の自由度が高すぎるので一般には非常に困
難です。しかし、初等幾何の問題で良い補助線を見つけるときのような楽しさが味わえ
ることもあります。例として次の論文の結果を紹介します。

　[A] S. Akbulut, Cappell-Shaneson homotopy spheres are standard, Ann. of Math. 
(2) 171 (2010), no. 3, 2171–2175.

図２（論文[A]のFigure１からの引用）
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　図２はこの論文でΣmと呼ばれている、４次元球面S４と同相な４次元多様体のハンド
ル体の図式です（ｍは整数）。黒丸がついている２つの結び目（閉じた紐のこと）はそ
れぞれ１ハンドルを表していて、そばに「０」、「１」の数字がついている２つの結び目
はそれぞれ２ハンドルを表しています（左上のボックスは３本の線が（－m）回捻られ
ていることを表しています）。各ΣmはCappellとShanesonの1976年の論文で（ハ
ンドルを使わずに）定義された４次元多様体で、長い間エキゾチックS４（即ちS４と同
相だが微分同相でない多様体）の候補として注目されていました。m=０の場合は
1991年にGompfがエキゾチックS４ではないこと（即ちS４と微分同相であること）
を、ハンドル体の図式を使って鮮やかに証明しました（２、３ハンドル対の生成を上手
く使う）。しかしその他の場合はずっと未解決のままでした。その後2009年に
Freedman、Gompf、 Morrison、Walkerはm≠０の場合にエキゾチックであること
を示すための興味深い新しいアプローチ（結び目不変量を使う）をarXivで発表しまし
た。しかし驚くべき事にAkbulutはそのわずか数日後に論文（たった５ページ）を
arXivで発表し、全てのmについてエキゾチックでないことを証明しました。前述の
Gompfの方法を発展させた鮮やかな証明です。但し、一般に微分同相であることを示
す研究は常にこのような鮮やかな方法で行われているわけではなく、暗闇の中を手探り
で進んでいくような変形が必要になることもあります。

３.３．私の研究について　私は上で述べたような、異なる４次元多様体の間に微分同
相写像を構成する研究も行っていますが、私がハンドル体（とその図式）を用いて主に
研究しているのは、エキゾチック微分構造など、新しい性質を持つ４次元多様体の構成
や、（ゲージ理論やシンプレクティック幾何などの諸結果と組み合わせることにより）
４次元多様体への様々な制約を与えることです。また周辺分野への応用にも取り組んで
います。ここでは下記の私の論文の結果について簡単に紹介します。

　[Y] K. Yasui, Corks, exotic 4-manifolds and knot concordance, preprint, 
arXiv:1505.02551 (2015).

　枠付き結び目（即ち結び目と整数の組）は４次元ハンドル体を経由することで境界付
き４次元多様体を自然に与えます。そのため、エキゾチックな（即ち同相だが微分同相
でない）４次元多様体の対を表示する枠付き結び目の対の存在問題が自然に考えられま
すが、枠が±１の場合しか存在が知られていませんでした。私は上記の論文で、全ての
枠に対し、エキゾチックな４次元多様体の対を表示する枠付き結び目の対を組織的に構
成する方法を与えました。さらに枠が０の場合のこの結果を結び目理論の問題に応用
し、1978年に提出されたAkbulutとKirbyの予想「２つの結び目が０手術で同じ３次
元多様体を与えるならば、それらはコンコーダントである」に対する初の反例を与えま
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した。図３の結び目の対がその一例です。私の他の研究については具体的な説明は省略
しますが、私の論文はMathSciNetやarXivで調べることができます。

−3 −3

−3

P0,0(T2,3) Q0,0(T2,3)

図３（論文[Y]のFigure16からの引用）

４．参考文献
　４次元トポロジーの参考文献のうち、私の研究と関係の強いものに絞っていくつか紹
介します。

　［１］松本 幸夫、『４次元のトポロジー』、日本評論社、2016年 

　４次元トポロジーの面白さがよくわかる本です。初版は1979年に出版されていて、
９章、10章、第∞章で４次元トポロジーが扱われています。第∞章「“４次元”とは何
だろう」では当時行われた４次元トポロジーの座談会の様子が掲載されています。
1980年代に登場したFreedman理論、Donaldson理論という４次元トポロジーの２
大理論（どちらの理論もフィールズ賞受賞！）が現れるわずかに前の時期に座談会は行
われたようで、これらの理論が登場したずっと後で４次元トポロジーを学び始めた私に
は非常に興味深いです。これまでに数回改訂されていますが、各改訂時の４次元トポロ
ジーの現状が付録やあとがきとして書かれているので、４次元トポロジーの発展の様子
を当時の状況とともにうかがい知ることができます。

　［２］R. E. Gompf and A. I. Stipsicz, “4-manifolds and Kirby calculus”, Graduate 
Studies in Mathematics 20, American Mathematical Society, 1999.

　これは４次元トポロジーの非常に有名な教科書で、ハンドル体とその図式（Kirby図
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式）、様々な手術、Lefschetzファイバー空間、シンプレクティック多様体、シュタイ
ン多様体、ゲージ理論、など4次元トポロジーの様々なトピックが扱われています。多
数の演習問題が出題されていますが、重要なものは巻末に丁寧な解答がついています。
この本を読めば（全部読み通さなくて良いですが）、すぐに研究に取りかかれます。私
が修士のセミナーで読んだのはこの本です。

　［３］B. Ozbagci and A. I. Stipsicz, “Surgery on contact 3-manifolds and Stein 
surfaces”, Bolyai Society Mathematical Studies 13, Springer-Verlag, Berlin; Janos 
Bolyai Mathematical Society, Budapest, 2004.

　４次元多様体のシュタイン構造やその境界の３次元多様体の接触構造について、主に
トポロジカルな視点から書かれたテキストです。低次元トポロジーとシンプレクティッ
ク幾何にまたがる分野であり、様々な応用があります。

　［４］S. Akbulut, “4-manifolds”, Oxford Graduate Texts in Mathematics 25, 
Oxford University Press, 2016.

　最近出版された４次元トポロジーのテキストです。この本も[２]と同様に４次元トポ
ロジーの様々なトピックを扱っていますが、15年以上後に出版されているのでごく最
近の話題も含んでいます。著者は私の共同研究者で、私との共同研究もこの本では多数
扱われています。

５．博士前期課程で私の研究室に配属を希望される方へ
　博士前期課程では４次元トポロジーの勉強・研究をして頂こうと考えています。まず
上記の[２]、[３]、[４]のいずれかをテキストとしてセミナーを進めてもらうつもりで
す。テキストで基礎を学んだ後、各自の興味に応じた論文を読んでもらい、研究に進ん
でもらう予定です。なお、多様体、ホモロジー、基本群、線型代数（加群）、をよく使
うので、入学前にこれらの基礎事項を勉強・復習しておくと良いと思います。余力があ
る方は結び目や微分位相幾何学に関する基礎も学んでおくと役に立ちます。
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（私の好きな数学・私の研究室の目指すもの）
　私は表現論を専門にしています。表現論は代数・幾何・解析を横断する総合的な分野
ですが、その中でも私はとくに代数的な分野を中心に研究しています。どういう研究を
してきたかはあとで触れますが、ここでは私がこうありたいと願う数学のスタイルを述
べておきましょう。まず結果はわかりやすいことが一番です。学部生でも何が成り立っ
ているかを理解できるような定理を理想としています。実際、シンプルでロバストなの
がベストという価値観のもと、工学系の研究者は日夜おもしろい定理を作っています。
たとえば今野浩著「工学部ヒラノ教授」の131頁では次のような言葉が紹介されてい
ます。

　東京大学工学部30年ぶりの秀才と呼ばれた森口教授は言っていた。「組合せ最適化の
論文を見ると、第１ページにはユークリッド幾何学でいう、点と線の定義みたいなもの
が書いてあるかと思ったら、２ページ目にあっと驚くような定理が出てくる。しかもそ
の証明は驚くほど簡単なんだよ」と。

　この工学系の価値観を大いにリスペクトしていますが、私の目標とするのは少し方向
性が違い、わかりやすい定理であっても証明するには最先端の数学の成果を駆使しない
と手も足も出ないというのが理想です。実際、この種の専門性がないと理学系数学者の
存在意義がないですよね。研究テーマに理学系・工学系のこだわりはありませんし、情
報科学との境界領域を開拓する努力もしていますが、表現論の発展に貢献できる題材を
研究するのがミッションだと思っています。というのも、私の研究室は正田健次郎が
1933年に創始した代数学の講座（中山正が1935年から1941年まで所属していた
ことは特筆すべきでしょう）が発展していく中で永尾汎、川中宜明と表現論研究者が教
授職を引き継いできた研究室だからです。正田先生は私の高校時代の学園長であり中山
正も高校の大先輩なので不思議な縁を感じています。

1959年山口県下関市に生まれる。東京育ち。現在の東京海洋大学
海洋工学部流通情報工学科に13年間、京都大学数理解析研究所に
８年間勤めた後、2010年より現職。2003年日本数学会秋季賞受賞。
東京の家族のもとにほぼ毎週帰っている。

教授

有木　進
Ariki Susumu

種々の代数体系の研究を基礎にして、
「構造をもった情報」に関わる素材を対象とした数学から情報へ、
逆に情報から数学への双方向の基礎教育研究を行う。
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（私の研究テーマ）
　Lie理論（代数群・量子群等）に現れる有限次元代数の表現論を研究しています。た
とえばHecke代数などが代表的な例です。有限次元半単純Hecke代数の表現論はLie型
有限群の既約表現の構成や結び目の不変量の構成への応用が古典的で、またLusztigの
cell理論という深い理論が存在しますが、私の興味はHecke代数が半単純でない場合―
モジュラー表現論―にあります。この分野は1980年代終わりになってRichard 
Dipper、Gordon Jamesにより創始され、1990年代に私やMeinolf Geck、Andrew 
Mathasの３人を中心にして研究が大きく進展しました。３人はそれぞれの貢献をして
いるのですが、私は可解格子模型の表現論と量子群の標準基底の理論をHecke代数の
モジュラー表現論に応用することに成功した仕事が出世作となりました。この仕事の結
果、現在はFock空間や柏原クリスタルという可解格子模型の世界で生まれた概念が
Hecke代数のモジュラー表現論においても標準言語となっています。
　私の理論は複素鏡映群に付随したHecke代数に一般化して考えるのが自然で、この
方向に一般化した結果がいろいろあります。世の中には特殊関数論、楕円曲線論等特殊
な対象を扱う分野だけれど巨大な分野に育った分野がいくつかあります。Hecke代数
のモジュラー表現論もそのような分野に育ちつつあるといえると思います。2000年代
に入り、ChuangとRouquierの圏化理論とRouquierによる一般化、Khovanovと
Lauda、VaragnoloとVasserot、Kangと柏原の研究などが次々と現れ、複素鏡映群
に付随したHecke代数の理論は現在quiver Hecke代数の理論へと発展しています。私
も急速な発展に追いていかれないように少しずつ論文を書いています。ここしばらくは
Artin代数の理論を応用することが多かったですが、James予想の反例が現れるなどの
近年の情勢から必要とする数学がまた少し変わりつつあります。また、Brauer Graph
代数の表現論の最近の進展も役に立っています。
　実は私の理論の昔の部分については下記の文献で紹介されています。

　　（ⅰ）Andrew Mathas著
　　Iwahori-Hecke algebras and Schur algebras of the symmetric group,
　　University Lecture Series, 15. American Mathematical Society, 1999.

　　（ⅱ）Meinolf Geck, Nicolas Jacon著
　　Representations of Hecke Algebras at roots of unity, 
　　Algebras and Applications, 15. Springer, 2011.

（ⅰ）は基礎的なところから始め、後半で私の理論の紹介をしてくれています。（ⅱ）
の方が新しいですが、こちらは彼らの研究をまとめたもので裏表紙には次のような宣伝
文があります。
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　　　 The main results of this book are obtained by an  interaction of 
several branches of mathematics, namely the theory of Fock spaces 
fo r quantum a f f i ne L ie a lgeb ras and A r i k i ’ s  theo rem ,  the 
combinatorics of crystal bases, the theory of Kazhdan-Lusztig bases 
and cells, and computational methods.

　以上自分の研究の紹介をしてきましたが、せっかく情報科学研究科に所属しているの
で情報科学に関係する研究もできればと思っており、 ここ数年はGeometric 
Complexity Theoryの研究もunder tableで行っています。

（大学院での指導）
　大学院ではセミナーでの発表が基本になります。学生のレベルにあわせ指導します。
大学院の講義では種々のテーマの表現論を講義しますので、これらの講義を受講するこ
とでも表現論の基礎に触れることができますが、大学院ではもっと積極的な自習も期待
します。大学院に合格した学生の求めに応じて入学前の秋学期からセミナーをすること
もあります。入学後の大体のスケジュールですが
　（ⅰ）修士一年でテキスト１～２冊を読む。
　（ⅱ）修士一年冬までにやりたいテーマを絞り込む。
　（ⅲ）その後は修士論文のテーマに関連する論文を紹介しつつ計算をする。
　（ⅳ）夏休みまでにはある程度の結果を得る。
　（ⅴ）修士二年後半で修士論文作成。

が目安となります。もちろん学生によっては修士一年の段階から論文紹介や自分の研究
を始めることもあるでしょう。大学院は個別指導が基本ですから学生セミナーを基本と
した丁寧なマンツーマンの教育が受けられます。
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　修士論文作成は単なるレポートの提出とは異なります。きちんとした文章を書けない
と何度も何度も教員から突き返されることになりますし、毎回教員の指摘したところの
みを修正するだけで自ら間違いを発見できないことが続くと、最悪の場合は修士号を取
らずに退学して就職することも勧告されるかもしれません。既知の理論を勉強して終わ
り、ではなく勉強した理論を使って今まで誰も計算していなかった例を新しく計算する
とか、新しい定理を証明するとか、何かしらの新しいことをやるために頭を酷使して努
力しなければならないことを入学時から意識しておきましょう。
　阪大の学生ですから、一部の人は研究者になれるだけの才能があります。それがあな
たであるかどうかはわかりませんが、あなたかもしれません。大学教員の甘い言葉に騙
されてはいけませんが人生を棒に振らないように周到に準備をしながらチャレンジして
みるのも若者の特権でしょう。気持ちがあれば博士後期課程も目指してみましょう。

（日本における我々の分野の研究活動）
　ALTReT（代数的Lie理論と量子群の表現論研究集会）が毎年春に行われます。研究
集会に参加できるようになると表現論を研究している他大学の大学院生とも知り合いに
なり世界がぐっと広がります。皆さんの先輩になる有木研究室の博士後期課程学生も発
表します。関西では他にも多くの研究集会が行われ、いくつかは若手向きですから、参
加することにより数学研究の一端を覗くことができます。また、京都大学数理解析研究
所では京都表現論セミナーを定期的に開催しています。

（私の教育者としての経験）
私は高校のときの友達の母親が始めた東京板橋の個人塾、東京郊外中心に展開していた
（もうつぶれてしまった）弱小予備校の講師、家庭教師、高校の非常勤教員、などをま
ず経験し、その後大手予備校の講師や各種模擬試験作成チームのメンバー、また数理に
特化した塾の講師などを経験したのち就職しました。大学に就職した当初は常勤になっ
たのに収入が減ってしまい慌てました。これらの教育経験の中で学んだことは多々あり
ますが、とくに印象に残っているのは大手予備校の模擬試験作成会議です。かならず夕
方に始まり、10時過ぎに終わったあとはかならず飲み会に突入、帰れなくなって始発
で帰宅、というのがお決まりのコースでした。濃密な人間関係の中でいろいろな話を聞
けてとてもよかった。世の中には学生時代に素晴らしい環境に恵まれて数学者になる方
もいるようですが、当時の私が置かれていた状況では模試の問題を作成するのが自らの
独創性を鍛える唯一の方法であったのも深く予備校に関与していた理由です。同世代も
皆50歳代になり数学者としての評価も定まりつつあります。今振り返ってみても、私
の他者への評価や予備校での業務を通じてしか自らの独創性を涵養する方法はないとい
う判断は正しかったと思っていますが、とにかく苦しい時期でした。先の見えない中で
自費でいろいろ自分に投資して勉強を続けた中で最後には飛躍するチャンスが訪れたよ
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うに思います。自分の経験から今学生に言えることがあるとしたら、20歳代は自分に
投資する時期だということです。
　予備校の講義はかならず授業アンケートがあるので不満の割合を10％以下にするた
めに努力する中で講義の仕方も鍛えられました。日比先生も書いておられますが、当時
の時給はとても良かったです。びっくりもしましたが、だいぶん飲み会で消費されてし
まいました。大学の非常勤講師もいろいろなレベルで経験しました。また研究所生活も
経験しました。自分の売りはありとあらゆるレベルの学生・ありとあらゆるレベルの大
学で教えた経験を持っていることだと思っています。失業したらその辺を一生懸命アピ
ールしたいですね。ちなみに、2010年度の納税書類には東京大学・京都大学・大阪大
学の３か所からの給与が記載されています。2010年３月まで京都大学にいたから京都
大学の給与、４月から大阪大学だから大阪大学の給与、そして偶然ですがその年度に東
京大学で集中講義をやったので東京大学の給与、というわけです。珍しいし、２度とな
いことと思うので大事に持っています。これは旧帝大系の大学ですが、最初の勤務校で
の卒論指導や各種の講義の担当からも多くを学びました。学生の能力に差はあるようで
そんなにはない、では差がないのかというとそれなりにある、というのが実感です。才
能が自分より上の人が努力を続けていると追い抜くのは難しいですが、そうでない人を
追い抜くのは可能です。実際、最初の勤務校の学生から、俺たちと東大生はどれくらい
違うのか、と聞かれたことがあります。私の返事は、その東大生が無能だったら蹴落と
せ、でも有能でしかも努力している奴だったら逆に守ってやれ、というものでした。皆
さんはこの返事をどう感じるでしょうか。
　ここまでの文章を読んでわかったことと思いますが、教育論・人生論は大好きです。
　京セラの稲盛さんの人生にも感銘を受けたりします。ですので、数学の高校教員にな
ろうと思う学生、教育論で熱くなれる学生も歓迎します。まあ議論しなくたっていいの
ですが。もしご縁があったら一緒に数学をやりましょう。
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2010年開催の国際研究集会の報告集。
編集委員長を務めた。
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［研究分野について］
　リー群の表現について研究しています。対称性は数学や自然科学の様々な場所に現
れ、対称性を利用することは強力な手段になります。数学では対称性は変換群の作用と
して捉えられます。群の表現とは群のベクトル空間への作用、つまり対称性付きのベク
トル空間のことです。線形代数はあらゆる場面で必須の道具になっていますが、群作用
付きの対象を研究する上では群の表現についての理論がそのような基本的な役割を果た
すと言えるでしょう。例えば多様体が与えられると、その上の関数空間、微分形式のな
す空間、より一般にベクトル束、層の切断の空間、あるいはコホモロジーなどのベクト
ル空間を考えることができますが、群作用つきの設定では群の表現を得ることになりま
す。逆に、群からスタートしてその表現を研究するという立場から見ても、群の作用す
る多様体を考えてそこから表現を得るというのは基本的な方法になります。
　リー群とは群に多様体の構造が入っているもので、たとえば回転対称性などの連続な
変換を扱うものです。サイズnの可逆行列全体のなす群GL（n）などがその典型例です。
群は数学に現れる対称性を抜き出した抽象的な概念とも言えますが、一方で古くから研
究されてきた具体的な特殊関数や積分変換などもリー群の作用を用いて再解釈できま
す。古典的によく理解されていた話の背後には、しばしば群の作用が隠れているという
ことがあります。
　同じ表現が数学の異なる分野に現れるということは、様々な方向から同じところに到
達できるということでもあり、自分の好きな分野から研究することができます。実際、
表現論の歴史を振り返っても、数理物理、保型形式論、代数解析など他の分野と互いに
深く関わりあいながら豊かに発展してきました。表現を通して分野横断的に数学を視る
ことができるのも表現論の面白さであるといえます。

　私自身はリー群の表現や関連する幾何、特に実簡約リー群の無限次元表現の制限や誘
導について研究しています。リー群Gとその部分リー群Hがあったとき、Gの表現をH

1985年東京都に生まれる。
東京大学大学院数理科学研究科に進学し、2013年に博士号を取得する。
カブリ数物連携宇宙研究機構（Kavli IPMU）特任研究員等を経て2017
年大阪大学大学院情報科学研究科に着任。
専門は表現論で、特にリー群の表現を中心に研究している。

准教授

大島　芳樹
Oshima Yoshiki
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の作用に制限してHの表現が得られる。また逆にHの表現があったとき、Gの表現を得
る誘導という操作がある。この制限や誘導という操作による表現の振る舞いを調べるの
には多くのアプローチが考えられますが、私は特にD加群による表現の実現および軌道
の方法との関連を研究してきました。リー群が多様体に作用しているとき、その上の関
数空間にはリー環が微分作用素として作用します。この関数空間への作用の一般化、抽
象化として、多様体上のD加群からリー環の表現を得ることができます。リー環の表現
と旗多様体上のD加群との間の対応は Beilinson-Bernstein、柏原-Brylinski による理
論として知られています。この理論により、リー環の表現と旗多様体上のD加群との間
に橋がかかりました。この橋を渡って、D加群を通してリー環、リー群の表現論の問題
を調べるというのが私のこれまでの研究のアプローチの中心になっています。一方、シ
ンプレクティック幾何（リー環の余随伴軌道）と表現論との間の関係も長く研究されて
おり、軌道の方法と呼ばれています。最近は、軌道の方法を援用して表現の性質を調べ
ることにも興味をもっています。

［これまでの経緯］
　次に、これまで私がどのように数学の学習、研究をしてきたかを書きます。これから
専攻を決める方にとって何かの参考になればと思います。

大学に入る前
　数学について一般向けに書かれた本が好きで読んでいた。たとえば
　『フーリエの冒険』　トランスナショナル・カレッジ・オブ・レックス
　志賀浩二　『数学が生まれる物語、数学が育っていく物語』　
が面白かったことを憶えている。また有名な
　高木貞治 『初等整数論講義』
　高木貞治 『解析概論』
なども読んでみようと思ったが、少し読んでは考え、わからなかったら何週間か放って
おいてまた考えてみるという調子でのんびりやっていてあまり進まなかった。ただ学問
としての数学に触れ、恐ろしく広い世界があるのだということを感じた。この頃から漠
然と数学の道に進むことを考え始めた。

学部のとき
　大学入学前年から学部時代に、近い世代の先輩や同期に誘われて一緒に数学の本を読
むセミナーをした。
　森田茂之 『微分形式の幾何学』 岩波講座 現代数学の基礎
　Otto Forster “Lectures on Riemann Surfaces”
　David Mumford “The Red Book of Varieties and Schemes”
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等の本を輪読した。Mumford の Red book は代数幾何の有名な教科書だが、書かれ
ていることを追うのに精一杯で、可換環論の知識が足りなかったために環論の本を開い
てもなかなかイメージがわかないという有様だったが、このときにセミナーをしていた
おかげで代数幾何の言葉にある程度慣れることができたんじゃないかと思う。
　学部三年のころに、リー環とその表現のスタンダードな教科書
　James Humphreys, “Introduction to Lie Algebras and Representation Theory”
を手に取ってパラパラとめくってみると

のような図が書かれていた。この図は一体何なんだろうと気になって本を読み始めてみ
ると、非常に読み易くほぼ線形代数だけを使って議論が展開され、半単純リー環という
クラスについてはルート系という組み合わせ論的データで構造が明らかになり、分類ま
でできてしまう。さらにその表現もルート系から完全にわかってしまうという見事な話
で夢中になって読んだ。この内容はコンパクトなリー群の構造論、表現論とほぼ同じ理
論で Cartan-Weyl 理論と呼ばれている。ひとつの完結した理論であるが、これを手本
に様々な方向に表現論が発展している。
　ということで学部四年のセミナーは何か表現論の本にしようかと思い、松本久義先生
のもとで
　Neil Chriss, Victor Ginzburg, “Representation Theory and Complex Geometry”
を読むことになった。ワイル群の表現やアフィンヘッケ環の表現の幾何学的実現がテー
マになっている。当時の自分の知識からすると随分背伸びした本で、表現論をやる前の
準備のところで次々に知らないことが出てきて四苦八苦したが、表現論が始まると美し
い話が展開されて苦労が報われたように思った。このような方向で、表現の幾何学的実
現を通した研究は現在盛んに行われている。

院生のとき
　小林俊行先生に師事した。修士一年のときに
 谷崎俊之, 堀田良之, 『D加群と代数群』 シュプリンガー現代数学シリーズ
（英語版は，Ryoshi Hotta, Kiyoshi Takeuchi, Toshiyuki Tanisaki, “D-Modules, 
Perverse Sheaves, and Representation Theory”）
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を読んでいた。D加群の一般的な理論から始まって、表現論への応用まで書かれている
本である。これを読み終えて修士二年になるころに、小林先生からリー群の（無限次
元）表現の制限の話を紹介していただいた。
　Toshiyuki Kobayashi, “Discrete decomposability of the restriction of Aq（λ） 
with respect to reductive subgroups” （1994,1998）
表現を部分群に制限したときにどのように最小単位に分解するかという問題である。分
解の様子を具体的に表した式を分岐則という。表現の制限（離散分解性）は小林先生が
創始された理論である。一般に無限次元表現の制限は捉えるのが困難で、特別な場合以
外ほとんど何もわからないという状況だったが、小林理論により比較的振る舞いの良い
クラスが豊富にあるということが明らかになった。結局この良いクラスについての分岐
則を求めるというのが修士課程、博士課程の研究の中心テーマになった。
　分岐則を調べるにあたって、まずは既に分岐則の公式が知られている場合に、それが
対応する旗多様体上のD加群とどのような関係があるかを考えてみた。すると旗多様体
の側の軌道の個数と分岐則に現れる系列の個数が同じになっているということに気づ
き、これが取っ掛かりになった。旗多様体上の局所座標をとってリー環の作用を書き下
してみるという原始的な方法で、いくつかの人工的な仮定の下では分岐則の端の部分が
捉えられるということがわかった。そのときに一番最後に残ったのがある部分リー環を
構成するところで、これを考えていた一、二か月の間は、初めて何か自分にも新しいこ
とができるかもしれないと思って、他のことを全部そっちのけで熱中し寝ている間も考
えているような状態だった。その後、証明は単純になって人工的な仮定も外れ、これら
の結果をまとめて60ページほどの修士論文を提出した。

　修士の結果で分岐則の一部分（端の部分）がわかったものの、完全な式を求めたわけ
では無かったため、博士になってからも引き続き分岐則を調べることになる。一方で振
る舞いの良いクラスを小林の判定条件を使って分類し、これは小林先生との共著
Toshiyuki Kobayashi, Yoshiki Oshima, “Classification of discretely decomposable 
Aq（λ） with respect to reductive symmetric pairs”
になった。いくつかの例で分岐則の計算をしていると、分類を使ってしらみつぶしに計
算すれば全ての場合に公式を求められるだろうという目途が立ってきた。分類を使わな
い一般的な扱いは思いつかなかったため、90通りほどある全ての場合を一つずつ計算
してみることにした。一日ひとつの場合をやれば、三か月程度で終わるはずで、まあそ
んなに都合よくは進まなかったが、何とかほぼすべての場合を計算し、100あまりの
公式ができた。

　博士二年の時にドイツのマックスプランク研究所で開かれた二か月ほどの表現論のプ
ログラムに参加した。写真はそのとき初めて海外で講演した時のものである。小林先生
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と共同で行った分類の結果について紹介した。縦に三枚の黒板があって、上の黒板を下
に戻すときは手元のひもを引けばよいのだが、下の黒板を上に戻すときは投げてスライ
ドさせないといけないという仕組みになっている。思い切りが足りないと上まで届か
ず、勢いが良すぎると跳ね返って戻ってしまうというわけで苦戦していた人もいたの
で、自分の講演の前日にこっそり練習しておいた。これで準備万端かと思ったら講演が
始まると字を書くたびにチョークが折れて動揺した。後から、そのチョークは折って使
うのだと言われた。講演自体は成功したようで安心した。

博士修了後
　博士を取得した後、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構（カブリIPMU）で研究員
をすることになった。数学と物理の研究者が協力して宇宙の謎を解明するという目的で
作られた研究所である。私は物理や宇宙に関する知識はほとんどなかったが、物理学者
と話すのは大変刺激になった。最先端の数学と物理が相互に影響し合っているというこ
とを身近に感じられた。一方でものごとの理解の仕方には差があるようにも思う。数学
の世界で教育を受けてきた私はきちんとした定義がなかったり定理の証明がないとわか
った気がしないのだが、物理の人たちは必ずしも完全な証明をしなくても正しい答えを
導いてきてその感覚の鋭さに驚かされた。また素粒子物理の研究者である山崎雅人さん
と一緒にスーパーリー環についての論文を書く機会もあった：
Yoshiki Oshima, Masahito Yamazaki, “Determinant formula for parabolic Verma 
modules of Lie superalgebras”
　2013年から９月から2014年７月までの間、カブリIPMUを一旦退職してプリンス
トン高等研究所に滞在した。プリンストンは大学を中心としたのどかで美しい街だ。研

マックスプランク研究所にて
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究所の周りでは、あちこちにリスやウサギ、シカを見かけた。何十年も前から変わらな
いような風景の中で、博士の時にやり残した計算をしながら、自分はこれから何をする
べきかを考えていた。

　分岐則の問題については博士の時に求めた具体的な公式はあったが、個々に場合分け
をして得られたもので、統一的に捉えることはできていない。分岐則を求めることはあ
る意味で自然科学の実験のようなもので、まだいろいろな場合に制限の振る舞いを観察
してデータを集めているという段階である。D加群を使って計算した離散分解する場合
の他、連続スペクトルを含む場合の分岐則の計算も行った：
Jan Moellers, Yoshiki Oshima, “Restriction of some unitary representations of O（１
,N） to symmetric subgroups”
　これらの今までに収集したデータから一般的な構造を理解したいところだが、未だわ
かっていないことが多い。
　　　　　　　　     

プリンストン高等研究所にて（尾高悠志氏と）

       

さいごに
　膨大な情報があふれている現代、それらを取捨選択したり、素早く身につけたりとい
うことが求められることが多く、一方でひとつのことに時間を贅沢に使って向きあうと
いうことは少ないかもしれません。大学院でじっくりと数学を考える経験は、将来数学
の道に進むかどうかに関わらず貴重なものになるのではないでしょうか。研究について
は指導教官と近いことをする必要はなく、自分が興味を持てることをするのが一番であ
ると思います。皆さんと数学をすることを楽しみにしています。
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■“微分方程式を基盤とした数学研究”への期待
　自然法則は関数に微分を作用させた項を含む方程式（微分方程式）で記述されること
が通常です。微分方程式の例として、質点に関する運動の第２法則（ニュートンの運動
方程式）を学習したことがある方も多いことと思います。
　微分方程式で記述される自然現象は多種多様です。例えば飛行機が運航時に作り出す
空気の流れは“流体の（連続方程式と）運動方程式であるNavier-Stokes方程式”で記述
されています。この－Navier-Stokes方程式－は、世界中の多くの研究者によって数
学解析され、その過程において新しい数学の枠組みや理論が開発される等、数学発展へ
の貢献の多大な方程式です。
　数学分野に留まらず、理学・工学・医学分野の科学者を魅了してやまないNavier-
Stokes方程式です。その一意可解性問題はクレイ数学研究所によって2000年に提唱
され、100万ドルの懸賞金もかけられている７つの数学問題のひとつに挙げられてい
ます。

ミレニアム問題：任意に与えられた初期条件に対して、Navier-Stokes方程式は時間
大域的な一意正則な解を有するか？

興味のある方には、是非、ミレニアム問題に関する記事に目を通して頂きたいと思いま
す。（例えば、以下をご参照下さい。）
https://matome.naver.jp/odai/2134641375620843001

非線形偏微分方程式論を専門としています。特に、生命現象を背景とした移流拡散方程
式系を研究対象とし、関数解析的手法による数学解析に取り組んでいます。平成27年
度にJST戦略的創造研究推進事業さきがけ「社会的課題の解決に向けた数学と諸分野
の協働」に採択されています。以来、医学や医療工学、物理学や数値解析学の諸分野の
研究者等と連携し、医療機器開発を視野に数値シミュレーションによる現象の再現・視
覚化を目指しています。このために、実現象を定性的・定量的に記述する数理モデルを
構築に取り組む等、数学解析と数理モデル構築を両輪として研究を展開しています。

教授

杉山　由恵
Sugiyama  Yoshie 

数理物理学や情報科学に現れる様々な非線形現象を、力学系として微分方程式や差分方程
式などでモデル化し、その解析のために新たな解析学的手法や数値実験的手法を開発・応
用し、現象に潜む原理を解明すると供に、解析学自体へのフィードバックをも目指す。
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　その他の興味深い例として、生命現象を記述する偏微分方程式数理モデルがありま
す。ヒト体内の生命維持には血液細胞の一種である白血球の働きが欠かせません。ある
種の白血球はバクテリアを貪食し、体内の殺菌を行っています。このような生命現象も
また「白血球の個体密度」や「白血球走化性を惹起する誘引物質の濃度」を未知関数と
した微分方程式を用いて記述されます。

　では、流体現象や生命現象をNavier-Stokes方程式や走化性方程式といった微分方
程式を用いて記述すると、どのようなアウトプットを期待できるのでしょうか。実は、
流体や細胞運動の時経変化を予測する、つまり、未来を予見することが可能になりま
す。微分方程式を駆使すれば、初期時刻での個体密度等を情報（初期条件）として与え
ることで、時間発展した後のそれらの様態（解構造）を知ることが出来るのです。

　現象について、今後起こりうる様態変化を予測したい、これは自然な欲求です。微分
方程式を上手に活用することで、こうした要望に応えることが可能になるのです。

　微分方程式に基づく数学研究は、関数解析的手法、実解析的手法、数値解析的手法、
変分法的手法、接合漸近展開法、等のさまざまなアプローチにより、自然界や生体内の
興味深く、神秘的で多様な現象について、未来予想図を描くことを可能にしてくれま
す。更にそれらは、自然現象解析や生命現象解析に留まらず、社会計画・医療機器開
発・贋作鑑定・効率の良い広告活動の選定等にも有効です。

　これらはほんの一例であり、実際、微分方程式により自然科学、工学、社会現象等で
解明される事例は、列挙に暇がありません。最近では、社会における支配原理・法則が
明確でない諸現象を数学的に記述・解明するモデル創出を目的としたJSTプロジェク
トも数学協働領域に設定されています。このように、近年、数学分野の研究者等が自ら
の研究領域を超えて、自然科学、情報科学、工学、生命科学の理論や実験の研究者等と
連携することの重要性の認識が進み、連携を潤滑に進めていく基盤が整いつつありま
す。

　今後、数学解析の進歩に立脚し、微分方程式を活用した異分野融合型研究が発展して
いくことで、我々の生活はより豊かになっていくことでしょう。

■私の従来からの数学研究
　数理生物学の基礎方程式を中心とした非線形偏微分方程式を研究対象としています。
研究手法としては、関数解析学，調和解析学等を採用しています。

　解の時間局所・大域的存在と一意性、正則性、安定性に加え、空間時間変数に関する
漸近挙動解析や特異性解析が主たる研究テーマです。
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　解の存在・一意性・安定性は方程式の“適切性”とよばれ、偏微分方程式論の基本的な
問題意識です。私は、走化性方程式を中心に、適切性解析の研究に従事しています。加
えて、特異性解析も研究対象としています。具体的には、非線形方程式特有の現象であ
る解の有限時間爆発とその（有限時間・無限時間）漸近挙動を、関数解析学的アプロー
チにより解析しています。更に、関数のクラスを測度値解まで広げることで可能にな
る、“大きい初期値を持つ解の時間大域的構造”を明らかにしようとしています。上述の
数学解析を通じ、移流項を有する拡散方程式に関して、移流と拡散のバランスに指標を
導入した統一理論を構築することを最終目的としています。

■私の近年の研究興味
　構築された数理モデルについて「数学問題を設定して解く」ことは数学研究者にとっ
て最も重要な研究課題です。一方で、「現象を発見すること」が、物理学研究者にとっ
て最上位課題であるということを見聞きします。

　「数学問題を設定して解く」
と「現象を発見する」の間に数
理モデル構築があります。現
在、私は生体内現象、特に血栓
を疾患対象として偏微分方程式
数理モデルを構築しています。
　同モデルに基づく数値シミュ
レーションを通じ、医療機器開
発に繋げようとしています。より具体的には、脳動脈瘤の治療シミュレータ開発を目指
しています。数学研究者が医療機器等の実用化を試みるとき、分野横断型・異分野融合
型研究が欠かせません。学際的研究を推し進めながら、数学研究では出逢わない苦難や
喜びに、気づきや発見の多い日々を送っています。
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■数学・数理科学への期待
　多光子顕微鏡の開発等、生体内の
撮影技術は日進月歩です。将来的に
は、生体内を空間3次元動画で鮮明
に映し出せる日が来るかもしれませ
ん。現在の工学技術では、空間2次
元については、この期待に十分に応
えています。一方で、空間3次元に
ついては、今後の進歩が待たれると
ころです。

　数理科学の強みは、動画では撮影
しきれない現象を（仮説に基づいて
構築された）数理モデルを用いるこ
とで、多様にかつ容易に再現出来る
ことにあります。医師の経験や医学論文を通じて得られた知見を基に仮説を立てること
で、実行される数値シミュレーションを、より実現象に近づけていくことが出来ます。

■研究者の道へ
　現在、数学研究や科学研究に魅了される日々を送っています。私が数学を専門分野と
して研究者を目指そうと考え始めたのは、高１の春（16歳になって間もない３月）で
した。中学時代は弁護士に憧れていましたが、高校時代の国語の先生から京都大学博士
課程に籍を置く教え子の研究生活の様子を聞かせて頂くうちに「博士課程進学」への憧
れを募らせていくようになりました。
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　大学卒業後、早稲田大学大学院に進学した後、数学研究者を目指した生活が始まりま
した。早稲田大学（助教）・津田塾大学（准教授）・大阪市立大学（教授）・九大数理学
研究院（教授）勤務を経て、2018年4月に大阪大学情報科学研究科に着任致しました。

　研究者人生で、最初の転機とな
ったのは、指導教官（早稲田大
学）との出逢いです。指導教官の
言葉で最も印象に残っているもの
は「君にはPassionがある」で
す。時を経て、私も博士課程の学
生さんを指導する立場になりまし
た。Passionのある学生さんに
出逢うとき指導教官がおっしゃっ
て下さった言葉を思い出します。
第二の転機は、津田塾大学勤務４
年目に頂いたサバティカルリーブ
（研究休暇）です。ヨーロッパでの一年間の滞在（ドイツ・スペイン）では、年齢も国
籍も異なるLuckhaus教授（背の高い青い目のドイツ人・Max Planck 研究所）との
素晴らしい出逢いがありました。数学を通じてLuckhaus教授との間に生まれた絆は、
永遠に変わることがないと信じられる私の人生の財産です。

　数学を通じて繋がる関係は、深くて強いものです。
素敵な出逢いは、次の素晴らしい出逢いを呼び寄せて
くれるようです。 私の場合はLuckhaus教授が
Velazquez教授（スペイン人・Bonn大学） に、
Velazquez教 授がCarrillo教 授（スペイン人・
Imperial College London）に。こうして国籍を超
えて友情が広がっていきました。

■大阪での二度目の勤務
　津田塾大学勤務時の居住地は池袋で、大阪市大勤務時
は心斎橋に、九州大学勤務時には天神近く、現在は、梅
田近くに居住しています。2011年から2012年には、
大阪市立大学にて教鞭をとりました。この頃は、心斎橋
のパーソナルトレーニングジムに通っていて、心温まる
思い出をたくさん持つことが出来ました。2018年から

は二度目の大阪での勤務が始まっています。これから、多くの思い出が築かれていくこ
とを楽しみにしています。
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■博士学生さんとの関わり
　九州大学時代は、学生さん達から、毎年
Happy Birthdayを祝ってもらいました。
写真は彼らからのプレゼントです。

　九州大学時代は、Healthy Labを目指して、研究室にトレー
ニングマシーンを置いていました。九州大学着任と同時に、私が
指導を開始いたしました学生さんが一名います。数学と体力を共
に鍛え、2018年3月には博士号を取得しています。

　数学研究とともに、学生指導・後進の育成に尽力していきたいと思っています。

【近年の主な業績】
１． Carrillo J.A. and Sugiyama Y , Compactly supported stationary states of the 

degenerate Keller-Segel system in the diffusion-dominated regime, Indiana 
University Mathematics Journal （in press）.

２． Kawakami T and Sugiyama Y , Uniqueness theorem on weak solutions to the 
Keller-Segel system of degenerate and singular types, Journal of Differential 
Equations, 2016, 260, 4683-4716.

３． Kozono H, Miura M, and Sugiyama Y , Existence and uniqueness theorem on 
mild solutions to the Keller-Segel system coupled with the Navier-Stokes fluid, 
Journal of Functional Analysis, 2016, 270, 1663-1683.

４． Sugiyama Y , Partial regularity and blow-up asymptotics of weak solutions to 
degenerate parabolic system of porous medium type, Manuscripta Mathmatica, 
2015, 147, 311–363.

５． Miura M and Sugiyama Y , On uniqueness theorem on weak solutions to the 
parabolic-parabolic Keller-Segel system of degenerate and singular types, 
Journal of Differential Equations, 2014, 257, 4064-4086.

６． Sugiyama Y , Tsutsui Y, and Velázquez J.J.L., Global solutions to a chemotaxis 
system with non-diffusive memory, Journal of Mathematical Analysis and 
Applications, 2014, 410, 908–917.
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1966年北海道札幌市生まれ、理学部物理系の非線形動力学の研究室の出身で
す。現在は様々な系の時間変化を抽象化して捉えそれらの中にある普遍的な構
造についてよりよく理解する、ということをめざして力学系の研究をしていま
す。特に大自由度の力学系で複雑な時間変化が生じる機構について興味を持っ
ていて、主に計算機による数値実験等を使って研究を進めています。

准教授

茶碗谷　毅
Chawanya Tsuyoshi

どんな分野の研究をしているのか
　これまでの経験を分析して未来を予測すること、あるいは望ましい挙動を示すように
系を構築することは、様々な分野において重要な位置を占める課題です。このために、
状態の時間変化が与えられた規則に従うとする、数理的なモデルを用いた研究が広く用
いられています。モデルは現実の世界を何らかの形で単純化したものですが、モデルの
選び方によっては必ずしも目的とするシステムの振る舞いを再現できるとは限りませ
ん。よりよいモデルを手に入れるためには時間発展の規則とそこから導かれる系の挙動
との間の関係を理解することが重要になります。ただし、この時間発展の規則とそこか
ら生じる挙動の関係は必ずしも単純ではありません。環境を一定に保った系においても
周期的な振動や不規則な揺らぎが自発的に現れたりします。系の状態が複雑に変化して
いる場合、それは外部環境が複雑に変化したためであるかもしれませんが、そうではな
くて系が従う時間変化の規則により自発的に作り出されているという可能性も考えられ
ます。そのため、時間変化を伴う現象について理解する上では、様々なモデル系がどの
ような時間変化を伴う挙動を示し得るのかを知っておくことが必要になります。計算機
の発達とともに多数の変数を持つ複雑なモデル系が様々な分野で用いられるようになる
中、大自由度の力学系についてさらに深く研究していく必要があると考えています。

興味の方向性とテーマ
　私自身についていうと、割と具体的な系に関係したモデルがしめす少し不思議な現象
とそのメカニズムについて興味を持つことが研究のきっかけとなることも多いのです
が、直接研究の対象としている力学系はそれ自体は抽象的な「数の世界」に属するもの
ですし、目指している目標としてはある種の力学系が普遍的にもつ構造を明らかにする
という基礎的な部分を指向したものがあります。研究を進める上では、具体的に作業系
を設定してその挙動を計算機を用いて調べ、その観察結果を元に仮説の構築・検証を行
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うといった、実験系の研究に近いアプローチが大きな部分を占めています。比較的単純
で現実の系とも対応するような規則を持つ系において観測される現象の裏に、いたる所
不連続な構造や無限の繰り返し構造等、現実離れしたようにも思われるほど複雑な数学
的構造が隠れているのを見ることができたりするのが面白いところだったりします。
　テーマとして、これまでに扱ってきた主なものをあげると次のようなものになるかと
思います。ただ、入り口として考える系や現象がなんであっても、面白い現象を生み出
すメカニズムの根本的な部分を探っていくと、系の詳細にはよらない一般的な構造が見
えてくることはあります。というわけで、扱う系についても特に下のようなものに限っ
て考えているわけではありません。

－大自由度の写像系の振舞いとその機構－

　１次元あるいは２次元の実区間上で定義された単純な写像系は、カオスの研究におい
てとても大きな役割を果たしてきました。こういった少数次元の力学系で見られるもの
とは本質的に異なる構造について知ろうとするときに有望な作業モデル系の一つとして
「結合写像系」といわれるような大自由度の写像系があります。
　この系が示すいろいろな振舞いについては、特に数値実験を用いていろいろな角度か
ら調べられて、様々な面白い現象が見つかっていますが、その機構の部分は謎のままに
なっているものも結構あります。その中でも特におもしろい現象としては、多数の要素
がからなる系がしめす異なる集団としての挙動が、個々の要素の挙動とは全く違ったも
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のになるという現象があります。個々の要素の振る舞いとは大きく異なる集団としての
挙動がどのようにして作り出されているのかという機構について研究を行っています。

－ある種の拘束条件を持つ力学系でみられる特異な構造－
　様々なシステムやそこで見られる現象に対応するモデル系として力学系を考える場
合、元の系がもつ対称性や保存則といった性質を反映した力学系を考えるのが自然であ
ろうと思われます。このような力学系はある意味「特殊」な力学系ではあるのですが魅
力的な研究の対象です。
　例えば、いろいろな生物の個体数の増減を生物間の相互作用を取り入れて記述する生
態系の個体数変動のモデルは、それ自体非線形の力学系の研究のなかでも重要な役割を
果たしてきています。多くの種が含まれるような系において見られる現象には、多様な
種が共存する生態系の成り立ちを考える上でも、また大自由度の非線形力学系の持ちう
る構造を考える点でも、それぞれ興味深い点があり、研究の対象として考えています。
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実際には主にどんなことをやっているのか
　計算機を使って行う数値実験のなかで現れる謎の現象が、どのような機構で起きるの
かを調べる。ということをやっています。
　私が主に扱っている対象は決定論的な力学系です。常微分方程式系、あるいは時刻を
離散的なものとして考えて

Xn+１＝F（Xn）,　Xn+２＝F（Xn+１）, . . .

のように状態の時間変化をあらわす写像を繰り返し作用させて、その結果えられる点列
を時系列をあらわすもの（軌道） としてみなすというようなものを扱っています。
　基本的に扱う系は初期条件を与えるとその後の軌道は一意に決まってしまうようなも
のですから、数値実験といっても計算機は与えられたルール（プログラム） にしたがっ
て計算を行い結果を出してきます。そういう意味では「実験」するまでもなく結果は決
まっていて、「謎の現象」の入り込む余地などないように思うかもしれません。しかし
実際には時間発展のルールをみればそこからすべてがわかるような系はむしろほんの一
握りの例外的なもので、大概のシステムの振る舞いには謎が残っています。ちょっと状
態空間の次元が大きくなるともうわけがわからないことだらけで、どこから手を付けて
よいのかもわからないくらいのことも多いのです。こういったわけがわからない系に対
しては、数値計算の結果はやってみないことにはわからないまさに「実験」です。
　一見わけがわからない振る舞いをする系に対して「こうやって見てみるともしかした
ら何かわかるかもしれない」という切り口を考えてみたりしながら、いろいろな実験を
してみてその結果を観察することで手がかりとなると思われる規則性や特徴を探し、さ
らにその規則性の正体を見極めるために工夫して実験を行ったり、何が起きているかを
考えて仮説をたてそれをいろいろな方法で確かめる。というようにして研究を進めてい
って、何らかの形で今まで誰も知らなかった知識を手に入れることを目指す、というよ
うなことをやっています。

大学院生の研究について
　上にも少し書いたように、非線形のダイナミクスの研究にはいろいろな側面がありま
す。普遍性を持った基礎的な構造や概念を定式化していく、計算機実験を用いてモデル
上でのいろいろな現象を観察していく、あるいは生物等も含むいろいろな実際世界で見
られる現象を題材としてその奥にある動力学的構造を調べるなど、人により目指す方向
もいろいろだと思います。どういう方向を目指すにしても、力学系についての基本的な
関する理解と計算機実験をするための基本的なプログラミング等は勉強していく必要が
あります。ということで、多分最初にカオスに関する部分に重点をおいた力学系のテキ
ストを読んだ後、具体的なテーマについて考えていくということになると思います。
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　研究するテーマについては、ある程度具体的な現象に関係するものについて、いろい
ろな計算機実験をしていくというものを希望する学生さんが多いです。その場合題材は
必ずしも上で挙げたようなものとは限らず、自分で興味を持った現象について研究して
もらえればと思います。自分で興味を持った面白そうな何かをとっかかりとしていろい
ろ調べていくと、多分同じような疑問を抱いて調べた他の人の論文を読むことになりま
す。それらを理解するために勉強するなかで必要な知識を身につけ、また疑問点を整理
してさらに調べていくというようにして進んでいくことになるでしょう。ある意味とて
も混沌としたところのある研究分野ですし、研究をスタートする時点では十分な基礎知
識があるわけではないので、最初の予定通りに進まずに予想していなかった方向に進ん
でいくことはよくあります。そういう意味では現象論的な方向で研究をしていくつもり
であっても、場合によってはかなり基礎的な部分について研究することが必要になった
り、その逆になることもあると思います。
　いろいろな試行錯誤が避けられない「手探り」での研究という要素が強く、ある程度
「なんでも屋」として研究していくことでこの分野の面白さを味わうことができるので
はないかと思います。そういったわけで、謎解きのための試行錯誤を楽しむことができ
て、数学と計算機が好きな学生さんが来てくれることを希望しています。

その他（こういう研究をするようになった経緯など）
　私自身が最初に扱ったテーマは神経細胞の集団的な挙動に関する研究でした。対象と
した現象は、大脳のある領野において多数の神経細胞が同期して活動するという現象が
観測され、さらにその同期の範囲が与えた刺激の特徴をよく反映したものになるという
ものです。これだけ書いてもなんのことやら？ という事になってしまいますが、脳内
での情報処理に神経細胞の活動の大きさ（発火の数） だけではなく、活動のタイミング
が重要な役割を果たしている可能性を示すものとして、大きな関心を呼んだ現象です。
この現象に対して、なるべく単純でありながらその振舞いを定性的に再現するような数
理的なモデルを構築していくという現象論的な立場からの研究で一応の結果を得ること
ができました。
　この研究では、脳で行われている複雑な情報処理の仕組みを（実際の神経細胞よりは
遥かにその振舞いがわかりやすいような） 微分方程式などのモデルを用いて調べること
により明らかにしていくということを目指しているわけですが、最初の実験で扱ってい
た比較的単純な処理の部分から研究を先に進めてより複雑な高次の処理について考えて
いこうとすると大きな問題に突き当たりました。神経細胞の活動のような比較的具体的
な観測の対象となる現象と、そこでの情報処理というある意味漠然とした高次の機能と
いうものの間には大きなギャップがあります。微分方程式系などを使って表されるよう
なモデルを使うことによりこのギャップを埋めていくというのが大きな目標のわけなの
ですが、高次の機能に相当するような複雑さを持った現象が、微分方程式といった力学
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系の枠組みのなかでどのように表現されうるのか、という点についてはあまりにもわか
らないことだらけでした。たくさんの神経細胞がもうちょっと複雑な処理をするような
場合に対応するような数値実験をすることが仮にできたとして、その大量のデータをど
のようにして見ればモデル系のなかで起きていることを理解できるのか、という部分が
さっぱりわからないわけです。これではモデルを使って計算機実験して、それっぽい現
象の再現ができたとしてもいまひとつうれしくありません。ともかくももう少し大自由
度の力学系というものにたいする理解を持たないことには先へ進むのは難しいというこ
とで、大自由度の力学系についていろいろと調べているうちにこれはこれで面白い問題
が出てきて色々と調べてきたということになるかと思います。大自由度力学系とは言っ
ても具体的に取り組んできた対象の選択は実際のところかなり行き当たりばったりだっ
たりするのですが、後から見ると色々なテーマの奥にはつながりが見えてきたりしてこ
れはこれで面白いと感じています。
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　理工学諸分野で現れる幾つかの素性の良い函数は、他の凡庸な函数と比較して特殊な
地位を占めるという意味で、特殊函数といわれます。その最も基本的な例としてガウス
の超幾何函数は有名です。
　わたしの研究は、特殊函数の現代的な視点からの研究、特に複素積分と表現論からの
アプローチです。この研究は、量子群、ヘッケ代数、無限次元リー代数など新しい代数
系の表現論や、複素解析的微分方程式論、位相幾何学、代数幾何学、複素積分の理論、
そして、共形場理論、可解格子模型、ランダム行列理論などの数理物理学の諸分野に至
るまで、幅広い知見を縦横に駆使して行う、全く現代的なものです。
　特殊函数というと、犬井鉄郎先生の「特殊函数」（岩波全書、1962年）という名著
があります。この本をみると、ガンマ函数、ベータ函数、ガウスの超幾何函数、ヤコビ
多項式やルジャンドル函数やエルミート多項式といった直交多項式、そして、ベッセル
函数などという、人の名を冠したさまざまな函数が登場し、それらを、複素函数論を土
台にした積分表示式、複素解析的微分方程式、母函数、昇降演算子を使って調べている
ことが分かります。この本は、いわば、特殊函数の古典的な扱い方をきちんとまとめた
ものであって、特殊函数を利用する物理、化学、工学諸分野の関係者への便宜を図って
いるものです。
　たとえば、量子力学の教科書を開いてみましょう。すると、調和振動子の波動函数を
表示するためにエルミート多項式が用いられてますし、水素原子の中の電子の波動函数
にはラゲール多項式が用いられています。このように、何らかの物理量を具体的に表そ
うという場合には犬井先生の本に登場するさまざまな特殊函数が必要になります。そし
て、特殊函数を必要とする場面は、何も物理、化学、工学諸分野への応用を考えるまで
もなく、数学のあらゆる分野においても現れます。解析学、幾何学、そして、代数学で
も。

　ところで、犬井先生の本で説明されている函数は、基本的には、一変数の函数です。

1961年東京都に生まれる。1988年名古屋大学大学院理学研究科博士
課程前期課程修了、同年名古屋大学理学部数学科助手、1992年九州大学
理学部数学科助教授、2000年東京工業大学大学院理工学研究科数学専攻
教授。そして、2014年大阪大学大学院情報科学研究科情報基礎数学専攻
教授。専門は複素解析的微分方程式、複素積分と表現論、数理物理。

教授

三町　勝久
Mimachi  Katsuhisa

複素解析的微分方程式論、位相幾何学、代数幾何学、表現論と統計力学や場の量子論に端
を発する数理物理学に関する分野の教育・研究を推進する。
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ですから、多変数の特殊函数というものは、どうなっているのかということが自然な疑
問です。実際、一変数の特殊函数の性質の多くが明らかにされた19世紀の後半には、
多変数の特殊函数の研究が始まっています。その代表的なものとして知られているの
は、19世紀から20世紀初頭にかけてのアッペルの２変数超幾何函数の研究とそれを自
然に拡張したローリッツェラの多変数超幾何函数の研究でしょう。
　しかし、アッペルやローリッツェラの研究に続く研究は、どうもうまくいくものがな
く、その後、尻すぼみになってしまいました。多変数の特殊函数を扱う指導原理が欠落
していたことと、一変数の特殊函数のときのように多変数の特殊函数が自然に登場する
場面が特定できておらず、無理やり、数学的道具や数学的枠組みだけから、研究を進め
ようという態度が、うまくなかったのだと思います。簡単にいえば、多変数の特殊函数
を議論できるほど、数学が発展してなかったということでしょう。

　18世紀から19世紀にかけて、オイラー、ヤコビ、ガウスが創始し、20世紀のラマ
ヌジャンが発展させた数学に「q 解析」があります。そこでは、五角数定理のような無
限和＝無限積の形の q 級数にまつわる恒等式など、数学の宝が山のようにあります。
そして、q 解析の一部分を成している話題として q 類似という概念があります。q 類似
とは、ある数学的対象のパラメタ q を含む拡張であって、q を１に特殊化すると、元の
数学的対象に戻るというものです。たとえば、犬井先生の本に登場する特殊函数の多く
には q 類似があります。
 しかし、q を１にすれば元に戻るという条件での拡張なら、いくらだって作れます。
ところが、それなりの意味で、うまい性質をもつものは一通りしかなさそうだというこ
とが分かってきていて、ならば、それは何故かという問題意識が、20世紀後半に醸成
されました。そのようなときに突如現れたのが量子群という概念で、1980代中頃、神
保道夫先生とDrinfeld先生が可積分系模型を代数的に理解したいという問題意識から、
そして、Woronowicz先生が非可換幾何学のモデルを一つでも作りたいという問題意
識から、発見されたものです。ここで、量子群とひとことでいいましたが、神保・
Drinfeldが発見したものは、いわば、リー代数の（正確にはその包絡代数というもので
すが、ここでは、そんなことは気にしないことにしましょう）q  類似であり、

「微分積分講義」（日
本評論社）：東工大の
工学部の先生方とやり
とりしながら、今まで
に無いタイプの教科書
を作りました。

「群論の進化」（堀田良
之、渡辺敬一、庄司俊
明、三町勝久著、朝倉書
店、2004年）：第４章
「ダイソンからマクドナ
ルドまで－マクドナルド
多項式入門－」を担当し
ました。
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Woronowiczの発見したものはリー群の q 類似であって、お互いに背中合わせの関係
（双対性といいます）にあるものでした。
　犬井先生の本に登場するさまざまな直交多項式は、実は、20世紀初頭からの研究に
より、リー群の球函数というものとして捉えられるということが分かっていましたの
で、ここで、量子群の球函数として直交多項式の q 類似が捉えられるか否やという基
本的な問題が浮かび上がりました。球函数とは、リー群の対称性をもった空間の上の函
数であり、カシミール作用素というリー群の対称性が遺伝した２階の微分作用素から構
成される微分方程式の解となっているものです。この問いかけに対する最初の答えは、
わたしを含む5 人のグループ（増田・三町・中神・野海・上野）とL.L.Vaksmanと
Y.S.Soibelmanの二人組により与えられました。1988年のことです。SL(2) に対す
る量子群の球函数としてリトル q ヤコビ多項式という直交多項式の q 類似が実現され
るという発見でした。これにより、奇しくも量子群のパラメータ q（これはプランク定
数 h に対応）と、q 直交多項式の q とが同一視出来ることが示せ、19世紀以来の懸案
であった q の幾何的な意味が明らかになったのです。
　このときは表現の行列要素というものを計算しましたが、1 次式と2 次式の場合の
計算ができただけで、これでほぼ間違いないと思えたほどでした。というのも、途中の
計算は偉く複雑で、全くの視界不良状態でありながらも計算を進めると、最後の段階で
殆ど神がかり的なキャンセレーションと因数分解が成立し、その予定調和的な係数の表
示の美しさに、しばし茫然とする程だったからです。1988年の３月に入ってすぐの頃
だったと思いますが、この感激は、いまでも思い出します。
　その後は、おもに、野海正俊さん（現神戸大学教授）との共同研究で、さまざまな量
子等質空間を調べ、それまでに知られていたさまざまな q 直交多項式を量子等質空間
上の球函数として次々に実現していきました。そして、 q 直交多項式の親玉ともいうべ
きアスキー・ウィルソン多項式を実現できた1991年ころ、一変数の直交多項式と量子
等質空間との関係を明らかにするための研究は、ほぼ完成の域に達しました。これらの
結果は、V. Chari  とA. Pressley  の教科書 “A guide to Quantum Groups,” 
（Cambridge University Press, 1994）の第13章「量子等質空間」で詳しく解説
されています。
　さて、我々が量子群の表現論の研究を行っていた頃、多変数の特殊函数に関して、い
くつかの事件が起こっていました。
　G.HeckmanとE.Opdamが、対称空間上の球函数を一般化することにより、ルート
系に対する超幾何函数および直交多項式という概念を提示した（1988）こと。統計学
の分野で研究されたジャック多項式という多変数直交多項式（1970）の組合せ論的
な研究をR.Stanleyが行った（1989）こと。I.G.Macdonaldが、ジャック多項式の q 
類似を含むような、ルート系に対応する直交多項式（これはのちほどマクドナルド多項
式と呼ばれることになります）を導入し、さまざまな性質を調べることを開始した
（1989頃）こと。I.M.Gelfandが超幾何函数の組織的理解を目指す研究を開始した
（1986）こと。そして、1984年にBelavin-Polyakov-Zamolodchikovにより開始
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された共形場理論（ビラソロ代数の対称性を持つ２次元の場の理論の一種で、n 点相関
函数が明示的に求めることができるという驚くべき性質をもつ）が発展し、n 点相関函
数またはその片割れである共形ブロックと呼ばれる多変数多価解析函数とそれらがみた
す解析的な偏微分方程式系であるKnizhnik-Zamolodchikov方程式（KZ 方程式）の
研究が重要であることが分かってきたことなどです。Gelfandが1990年の春に初来日
したおり、超幾何函数の研究の重要性を強調していたことも、大きな刺激になりました。

　わたしは、名古屋大学の大学院に入学し、青本和彦先生に師事しました。青本先生は
半単純リー群の球函数の研究を出発点として、超幾何函数や球函数を含む多価解析函数
の研究のために局所系係数のホモロジー論やド・ラム理論を含む複素積分の理論（２年
生の時に習う函数論の複素積分そのものを指すように聞こえるのが難点です。函数論の
複素積分を徹底的に現代化して扱うという意味では、必ずしも誤った受け取り方ではな
いのですが、何か別の良い呼び名が欲しいところです）を創始されました。その先生の
指導の下、入学直後はランダム行列の相関函数の研究を行いましたが、当初の予想が
次々に崩れていくにしたがい、次第にやる気を失っていき、いつのまにか、ただ論文を

成田空港でGelfand 先生、上野喜三雄さんらと（『数学セミナー』
1989年8月号より(撮影：高橋礼司先生))。
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読むことで一日が終わるという状態になっていました。そんな日々がある程度過ぎた秋
ごろ、青本先生から、“q”の場合を本気でやってみたらどうかと勧められました。その
ときは、神保先生の q の話も全く訳の分からないものという認識でしたが、青本先生
が勧めてくれたのは、q で特殊函数をやるということだったので、これなら、日本では
誰もやってないし、海外の研究者と全く異なる視点で実行すれば自分で切り拓ける場面
があるかもしれないと思い、まずは、しばらくやってみようという気になりました。そ
して、実は、青本先生自身も、そのころから、独自の“q”へのアプローチを開始したと
ころでしたので、毎週（だったか、２、３日おきだったか）、自分の計算結果を披露し
あうというセミナーを二人で開始したのでした。ここで良かったのは、数学の出来上が
るさまを直接眼で見ることができたということです。どんな立派な結果でも、まずは、
素朴な小さな計算から始まります。そして、その計算は、未知のものであればあるほど
たどたどしい。出来上がった数学しか学んでないと、そういう事すべてが消え去ったあ
とですから、いざ自分で数学を開始するときの戸惑いは大きいものになります。この
点、先生が数学を作りあげていく過程を同時進行で報告してくれたことは有り難かった
です。そして、これなら自分でも追いつけ追い越せるぞと思い、再び、数学への情熱は
高まりました。
　ということで、けっきょく、q 差分系の理論と q 解析の融合を複素積分の立場から目
指すという目標をたて、ポッホハンマー積分という多変数函数の q 類似のみたす q 差
分系の接続問題を解いたものを修士論文として提出しました。そして、修士論文提出以
降の量子群の球函数の研究がひと段落してから、ふたたび、積分表示された函数の研究
に戻ってきたのです。
　それからは、セルバーグ型積分により表示される多変数函数をこれでもかこれでもか
というくらい良く調べています。最初は、この函数がみたすガウス・マニン系と呼ばれ
る解析的な微分方程式系の既約性・可約性を調べ、ある可約な状況において、BC型ル
ート系に対するHeckman-Opdamの超幾何函数が現れることを示しました（学位論
文）。そして、これに続くのが、他のルート系に対する超幾何函数、KZ方程式・QKZ
方程式とその解の研究、ジャック多項式やマクドナルド多項式などの多変数直交多項式
の積分表示の発見、それを用いたさまざまな応用の研究。たとえば、ビラソロ代数の特
異ベクトルをジャック多項式で表すなどといったこともありました（「ヤング図形と直
交多項式－ヴィラソロ代数とジャック多項式」、数理科学、2007年１月号、サイエン
ス社）。

　2000年以降は、その研究対象をおもにそのホモロジーの構造に集中しました。トポ
ロジーにまつわる難しさと本気で取り組む時期が来たと思ったからです。そして、組み
紐群や岩堀・ヘッケ代数の表現をセルバーグ型積分に付随するホモロジー空間上で実現
したことを契機に、ねじれホモロジーに対する交叉数を利用しての２次元共形場理論に
おける物理的相関函数の係数の導出、リンク不変量であるジョーンズ多項式の定式化、



Mathematical Science

59

そして、一般化超幾何函数やシンプソンの超幾何微分方程式や共形場理論の共形ブロッ
クなどにおける接続問題を解決することができました。最近は、多変数の古典的超幾何
微分方程式やルート系に付随する超幾何微分方程式の解に付随する接続問題、共形ブロ
ックに関するモノドロミー表現の既約性条件の決定などの研究を行っています。
　数学は、自分で納得できるまで考えられるのが良いところです。そして、自分の言葉
で納得できるまで、とことん考え抜いてください。一度分かったと思っても、つぎの段
階の理解には、まだ不十分であることが殆どです。ちょっとやそっとでわかるものな
ど、底が浅いだけです。本物は、常に、深いもの。ですから、その正体を掴むためには
膨大な努力と時間が必要です。今の時代、ここまで深い内容を何の制限もなしに自由に
触れられることは珍しいかもしれません。だからこそ、数学と真摯に向き合って欲しい
と思います。もしも、数学の深みに触れたければ、どうぞ、本専攻の門を叩いてみてく
ださい。そこには、きっと素晴らしい未来が待っていることでしょう。
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1. 研究分野について
　私の専門分野は作用素環論です。大雑把に言うと、作用素環とは∞×∞行列のなす環
です。Hilbert 空間上の作用素論、群のユニタリ表現論、量子力学の数学的定式化、（有
限基底を持たないような）抽象代数学の理論などへの応用を念頭に Murray と
von Neumann によって1930年ごろから創始された（数学としては比較的に新し
い）分野ですが、作用素環自体も魅力的な数学的対象であることがわかり、活発に研究
されています。作用素環論のキーワードは「非可換」と「無限次元」です。近似や完備
性等の解析的な議論が証明の根幹にあることから、作用素環論は解析学に分類されてい
ます。ただし、現在では、代数学、幾何学、確率論を含む様々な分野の数学や物理学と
関連して発展しています。以下ではもう少し詳しく作用素環論について解説したいと思
います。

＜作用素環＞
　作用素環は∞×∞行列のなす環と言いましたが、もう少しちゃんと述べると、
Hilbert 空間上の有界線形作用素全体のなす環の*-部分環（*とは共役作用素を取る演算
のこと）で適切な位相で閉じたものです。閉じている位相の違いによって、von 
Neumann 環とC*-環の２種類に大きく分けることができます。この２種類の作用素環
の違いを簡単に表にまとめると、以下のようになります。

1984年に山口県で生まれ、佐賀県鳥栖市で育つ。九州大学理学部数学科に入
学、九州大学大学院数理学府に進学し、2011年に博士号を取得。九州大学マ
ス・フォア・インダストリ研究所でGCOE 海外派遣研究員、千葉大学で学振
PD、大阪教育大学で講師を務めた後、2020年に大阪大学大学院情報科学研
究科に着任。専門は作用素環論、特にＣ*-環について研究している。

准教授

縄田　紀夫
Nawata Norio 

環の種類 閉じた位相 可換な例 特徴

von�Neumann�環 弱作用素位相
L∞（X）

X：測度空間
関数解析の手法（スペクトル分解
など）が自由に使える。

C*-環 作用素ノルム位相
C（X）

X：位相空間
関数解析の手法（スペクトル分解
など）を使う時に注意を要する。
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　もちろん、作用素ノルム位相は弱作用素位相よりも強いので、von Neumann 環はC*-環
にもなりますが、C*-環として研究したい対象ではありません。別の言い方をすると、可換
な例から、対外的なスローガンとして、

　von Neumann 環の研究=非可換測度論　　C*-環の研究=非可換トポロジー

と言われることも多いです。このスローガンが研究の本質をついているわけではないのです
が、von Neumann 環とC*-環の研究手法が異なることを想像することはできると思いま
す。ただし、von Neumann 環の理論の類似をC*-環で考えることによって成功した理論が
多くあります。また、C*-環の理論で von Neumann 環の研究に役に立ったものもあって
互いに影響を与えながら研究されています。ちなみに、有限次元の作用素環は行列環の直和

Mn1（C）⊕ Mn2（C）⊕…⊕ Mnk（C）

に同型になります。（有限次元の場合は上で述べた位相は同値になるので、C*-環と
von Neumann 環は同じクラスになります。） 無限次元で考えると、こういった環や関数の
なす環と本質的に違う性質を持った興味深い作用素環がたくさん存在することがわかってい
ます。一例を挙げると、Ⅱ1 型因子環と呼ばれるクラスの von Neumann 環があります。
Ⅱ1 型因子環はただ一つのトレイス状態を持った無限次元 von Neumann 環としても特徴
づけられますが、「連続次元」とも言うべき性質を持っています。トレイス状態τとは、行
列のトレイス Tr を一般化したものですが、τ（ab）=τ（ba）およびτ（1）=1という性質を
持った有界線型汎関数のことです。P が射影行列のとき、Tr（P）の値は行列P の階数（像
の次元）と一致します。M がⅡ1 型因子環のとき、

{τ（p）—p ∈ M ： 射影作用素}= ［0,1］

と連続的な値をとります。この性質が「連続次元」とも言うべき性質です。具体的には、単
位元以外の任意の元の共役類が無限集合になるような離散群（e.g. 無限対称群、非可換自
由群）の左正則表現から生成される von Neumann 環はすべてⅡ1 型因子環になります。
こういった興味深い非可換無限次元代数の性質を研究するのが作用素環論の主題です。

＜作用素環論で課題となること＞
　作用素環論において最も基本的な問題は

違う作り方をした二つの環がいつ同型になるか？

というものです。この問題に関連して、同型と非同型を判定するための不変量を研究するこ
とが一つの課題になります。もちろん、すべての作用素環を完全分類するというのは現実的
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でありません。実際、すべてのC*-環の分類はすべての局所コンパクトハウスドルフ空間の
（同相による）分類を含みます。また、離散群の左正則表現から生成されるⅡ1 型因子環に
限っても完全分類することは期待されていません。十分な非可換性がある作用素環、良い近
似性を持つ作用素環、自然に表れて興味深い作用素環などの分類が考えられています。ま
た、興味深い作用素環の例を作ることも重要な課題です。
　他の研究課題として、

作用素環の対称性の研究（自己同型や作用素環への群作用の研究）

も活発に行われています。数学的対象があったとき、その対称性を探りたいというのは自然
なことだと思います。また、作用素環を用いた場の量子論や量子統計力学の研究からも、作
用素環の対称性を研究することは大切な課題の一つであることがわかっています。

＜他分野との関連＞
　上では作用素環論内部の課題に関してだけ言及しましたが、様々な分野の数学や物理学と
関連して様々なことが研究されています。Atiyah-Singer の指数定理の一般化等を含
む Connes の非可換幾何学や Jones 多項式を起源とした量子不変量を通した低次元トポ
ロジーとの関連は有名ですが、他にも作用素環の具体的な構成法を通して様々な分野と関連
しています。特に、力学系のエルゴード理論とは、Murray-von Neumann による群測度
構成法以来、密接な関係があります。C*-環のカテゴリーで考えると、この関係は位相力学
系との間の関係になりますが、C*-環の不変量を基に位相力学系の（軌道同型や位相共役に
関する） 不変量が導入されるなど活発に関連して研究されています。

２．私が研究してきたこと
　作用素環論について大雑把に解説しましたが、具体的に私がどのようなことを勉強・研究
してきたかについて簡単に説明したいと思います。学部生が主なターゲットだと思いますの
で、セミナー配属の話から始めたいと思います。

＜修士まで＞
　私が在学していた大学では、３年生の後期からセミナーに配属されることになっていまし
た。私はその配属で、綿谷安男先生に師事しました。綿谷先生のもとで博士の学位を取るこ
とになるのですが、今考えると、大阪との接点はこのときから始まったと思えます。（綿谷
先生は大阪出身で数学の講演やセミナーも関西弁でされています。） 学部生のときのセミナ
ーでは、関数解析学の本

◦ M. Schechter, 「Principles of Functional Analysis」Graduate Studies  in 
Mathematics 36, AMS, 2002.
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◦日合文雄・柳研二郎、「ヒルベルト空間と線型作用素」牧野書店、1995.

を輪読しました。大学院に入ってから、本格的に作用素環論を学んだのですが、セミナーで
輪読した本は

◦B. Blackadar, 「Operator Algebras」Springer-Verlag, Berlin, 2006.

です。ちょうど私が大学院に進学したときに出版された本でいくつかの候補の中から深く考
えずに選んだのですが、セミナー向けの本ではなく、辞書のような本で大変苦労しました。
証明は省略されていることも多く、他の本で調べたり自分で考えたりする必要がありまし
た。また、作用素環論で最も基本的な GNS 構成法が出てくる前に（射影作用素よりも一般
の） 正作用素の比較理論や Pedersen イデアルという作用素環論でも一部の研究者しか使
わないような対象が出てくるなど、本当に辞書でした。ただし、（今になって考えると） 自
分で調べたり考えたりすることができてとても力がついた思います。また、正作用素の比較
理論や Pedersen イデアルは後の私の研究で大変役に立つ道具になったので、将来何が役
に立つかはわからないものなんだなと実感しています。C*-環の抽象的な理論と Hilbert 加
群を Blackadar の本で学んだ後は

◦ K. R. Davidson, 「C -Algebras by Example」Fields  Institute Monographs 6, 
AMS,1996.

等でC*-環の興味深い具体例を学びながら Blackadar の本を所々選んで読むという感じで
した。その過程で学んだ（非可換トーラスとも呼ばれる） 無理数回転環というC*-環に興味
を持ち、Mathscinet や arXiv で無理数回転環に関する論文を検索するなどして、修士論
文のテーマを見つけることができました。修士論文は、無理数回転環の特別な部分環の性質
と初等整数論の実２次体の関連を考えたというものです。これは小高氏による無理数回転環
の部分環の研究をほんのちょっとだけ一般化しただけです。

＜博士のとき＞
　博士課程に進学したのですが、これからの研究テーマに行き詰ってしまいました。そんな
とき、綿谷先生から、「Ⅱ1 型因子環の不変量である基本群をC*-環に導入して研究してみな
いか」と言われました。私が修士論文でやったことも本質的に基本群に関係しており、私にと
ってはこの上ないアドバイスでした。この提案がなかったら、私は数学の研究を続けていな
かったと思います。Ⅱ1 型因子環の基本群は Murray と von Neumannによって定義された
ものですが、作用素環のある種の自己相似性を測っている不変量です。綿谷先生と共同で、
単位元と唯一つのトレイス状態を持つ単純 C*-環に基本群を定義していくつかの研究成果を
得ることができました。
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　綿谷先生との共同研究が一段落した後、（単純）stably projectionless C*-環という対象に
興味を持ちました。Stably projectionless C*-環とは、任意の行列環とテンソル積をとっ
ても零作用素以外に射影作用素を持たないC*-環のことです。特に、stably projectionless
C*-環は単位元を持ちません。岸本と Kumjian の仕事から、stably projectionless C*-環
はC*-環上のＲ作用の研究と関連して重要な対象であると私は考えています。私は基本群を
単純 stably projectionless C*-環に対しても導入しました。上で述べた修士の頃に学んだ
ことが役に立って、基礎的な研究成果を得ることができました。また、単位元を持った可分
C*-環の基本群は可算群になる一方で、可分 stably projectionless C*-環で基本群がＲ×

＋

（非可算群）になるものが存在することもわかりました。この結果自体は岸本と Kumjian
の仕事から想像できたことなのですが、stably projectionless C*-環が本質的に違う興味
深い性質を持っているという一例です。これらの基本群の結果をまとめたものが私の博士論
文です。

＜ポスドクのとき＞
　2011年の３月に博士の学位を取得したのですが、どこにも就職することができないで予
備校のチューター等のアルバイトをして生活することになりました。九州で暮らしていたの
で直接被災したというわけではないのですが、東日本大震災もその頃に発生して何とも言え
ない不安を感じたことを覚えています。ただし、数学に関してはやるべき課題もあって順調
に研究できていました。そういった生活を3ヵ月間してから、大変恵まれたことに、九州大
学マス・フォア・インダストリ研究所の GCOE 海外派遣研究員に採用してもらい、海外の
大学・研究所に半年間滞在して研究させてもらえる機会を頂きました。私は核型 C*-環の分
類理論を提唱した George Elliott 先生が在籍しているトロント大学（カナダ）のフィール
ズ研究所に滞在しました。そこでは、毎週２回作用素環セミナーが開催されていました。私
は英語が不得手なので、そのセミナーではとんちんかんな受け答えをするなど多くの失敗を
しました。ただし、（何か重要なアイデアを得たなど具体的なことがあったわけではないの
ですが、） フィールズ研究所での滞在の経験が私を変えたというか、その後数学を研究する
上で一番大きかったと思います。
　フィールズ研究所滞在後は学振ＰＤに採用され、千葉大学の松井宏樹先生のもとで研究が
続けられることになりました。とても運がよかったことに、松井先生は佐藤氏との共同研究
で核型 C*-環の分類理論のブレイクスルーとなる結果を次々と出されているときでした。そ
の研究で使われている技術を松井先生から直接学ぶことができ、stably projectionless C*-
環の研究に生かすことができました。松井先生から学んだ技術は私の最近の研究でも核にな
る技術になっています。  と呼ばれる興味深い単純 C*-環 stably projectionless C*-環
があります。（私は勝手に Razak-Jacelon 環と呼んでいます。）  は Cuntz 環   という
興味深い C*-環と関連して、０のように振舞う C*-環と考えられています。また、射影作用
素をまったく持たないにもかかわらず、（超有限）Ⅱ1 型因子環と最も似た性質をもつC*-環
だと私は考えています。  の自己同型や有限群作用の分類を課題のひとつとして研究して
いましたが、ポスドク時代は部分的な結果しか得ることができませんでした。
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＜大阪教育大学および大阪大学で＞
　2014年４月に大阪教育大学の講師に採用されて、大阪に来ました。大阪教育大学は伝統
的に作用素環論の研究者が多く在籍しており、現在でも、作用素環論周辺の研究者が数人在
籍されています。また、（定年退職された先生方も参加される）作用素環セミナーが講義期
間中は毎週開催されています。そういう恵まれた環境だったのですが、雑務に追われて研究
は滞ってしまいました。ただし、３年目にもなるとそういう忙しさに慣れてきて研究時間も
確保できるようになりました。そんなとき、Elliott、Gong、Lin、Niu による特別なクラ
スに属する stably projectionless C*-環の分類に関する論文が arXiv で発表されました。
この論文で使われていた技術の一部とポスドク時代に得た結果等を組み合わせて頑張って解
析することで、 ⊗K のトレイススケーリング自己同型を（外部共役で）完全分類するこ
とができました。長い時間が掛かったということもありますが、この結果を得たときはとて
も嬉しかったです。この結果に引き続いて、Kirchberg の問いに対する否定的な解答や泉氏
による Cuntz 環   への有限群作用の結果の類似的な結果を   で得ることもできました。
　2020年4月に大阪大学に着任しました。幸運なことに stably projectionless C*-環に
関連してやるべき研究課題も多く残っているのですが、大阪大学では視野を広げるために何
か新しいことも研究したいと思っています。

３．大学院進学を希望されている方へ
　作用素環論は必要な知識が多く抽象的過ぎると言われることも多いですが、私は魅力的な
分野だと思っています。上の説明ではあまり述べることができませんでしたが、他分野とも
深く関連して発展しているので、自分の興味に沿って勉強・研究していくこともできます。
また、情報科学と少し関連する題材もあるようです。例えば、（無限次元ではなく有限次元
ですが）行列解析を通した量子情報理論との関連などです。最近では、C※-環の Hilbert 加
群を使った機械学習の論文もあるみたいで驚きました。作用素環論を広い意味で捉えて、意
欲ある学生の方とセミナーなどを通して一緒に勉強・研究していきたいと思っています。
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コンピュータ実験による科学問題設定・解決の過程を通じて、数理モデリング・計算モデ
ル（コンピュータモデル）の構成に関する教育研究を進めている。
また、問題設定・解決の過程を通じて、あらたな計算数学理論の構築を目指す。

66

　1968年東京生まれ、長野県で育ちまして、1990年東京大学工学部物理工学科を
卒業、1992年に同大で修士課程を修了後そのまま助教に着任、京都大学数理解析研究
所に異動し、2001年に阪大に赴任し、現在に至ります。

研究について
　専門は「数値解析による偏微分方程式の求解方法の研究」です。具体的には、連続系
である偏微分方程式の解が保持している本質的な性質、特に変分構造を離散系の方程式
にマッピングするための方法論です。変分構造による数学的性質を保持するもので、わ
れわれはこれを離散変分導関数法と総称しています. 数値的求解が困難な偏微分方程式
問題に対してこの方法により初めて実用的な数値的求解が可能になることもあり、実用
上も重要な研究です。このように方程式の数学的な構造を離散的に保存する方法を一般
に構造保存数値解法（structure-preserving numerical method）や幾何的求積法
（geometric integration method）と呼び、偏微分方程式に対してフレームワーク
として捉えて研究を始めたのは自分を含む本邦の研究者です。近年ではこの一連の研究
は大変国際的なものとなり、このテーマに関する国際研究集会が開催されたり ICIAM  
や SciCADE など応用数学系の国際学会で大きなセッションを占めるなど、広く知ら
れた分野に成長しています。たとえば2019年にはイギリスのニュートン研究所でこの
テーマのプロジェクトが半年間に渡って行われ、自分も招待されて参加しました。この
ときの成果はもちろん今に生かされています。

数値解析スキーム構成研究者です。
具体的な手計算が有効な差分法が特に好みです。偏微分方程式の
変分構造を保存する離散変分導関数法を提案、今は他研究者も巻
き込んで格闘中です。

教授

降籏　大介
Furihata  Daisuke
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　現在は離散的な制限を少しずつ緩和する、より数学的に困難な方向へ研究が進んでい
る段階です。例えば空間の離散化の自由度をあげつつ構造保存数値解法の構築すること
は現在の主な研究テーマの一つで、理論的には空間を任意の凸多角形分割で分割したう
えでも構造保存数値解法を構築できるところまで成果を得ています。具体的な例の一つ
として空間中に自由に参照点を配置してボロノイ分割という手法で空間を分割すること
によって数値計算が困難な偏微分方程式の一つである Cahn–Hilliard 方程式に対して
二次元数値計算をしたものが下図になります。このように自由度が高いにもかかわらず
この場合は自由エネルギーと呼ばれる積分量が減衰する（これは離散的な変分構造があ
ることに依ります）ことが数学的に証明される、大変優れた解法となっています。

�Cahn-Hilliard�方程式の数値解の時間発展の様子。左上、右上、左下、右下へと時間発展していく。
ほぼ均一な状態から不均一な状態への変化を表している。

ニュートン研究所の様子
左：居室入り口からホールを見る、右：自分と他研究者との討論中の黒板
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　また、離散変分法の基本にある変分の概念やその重要な数学的道具である差分法など
を上手に適用することにより、偏微分方程式の数値解法だけではなく、物理現象の新し
いモデリングや最適化問題の求解などに面白い結果をもたらすことも可能です。2009 
年頃までのこうした成果のおおよそは

　　Discrete Variational Derivative Method,
　　Daisuke Furihata and Takayasu Matsuo, CRC Press, 2009.

という成書にまとめてありますので、興味がある場合は一読していただけると良いでし
ょう。
　一般の数値解析そのものの話もしておきましょう。この分野は、純粋な数学理論では
手のでない問題をコンピュータを用いて具体的に解を得てしまおうという応用数学の一
研究分野です。よく誤解されますが、数値解析の難しさは如何に上手なプログラミング
を行うかという点にはありません。本質的な困難はもとの連続的な数学問題を有限な離
散系に置き換える点にあります。表面的な目的は近似ですが、その本質に一貫した離散
数学の裏付けが無いと頼りない成果しか得られないのです。そして、数値解析の歴史は
意外に古くて、数学上の重要な定数π や e の数値表現を手計算で求めた歴史も考えれ
ば数学そのものと同じ歴史を持つと言って良いほどのものです。コンピュータの出現に
よって人類が手にできる計算量と計算速度が圧倒的に増大することでこの数値解析が近
年強く意識されるようになってきたのです。ここで、以前行った夏の公開講座「離散と
連続―微分方程式の数値解析」の abstract を引用しましょう。

数値解析は他の pure math と同じだけの面白さを持っている
　計算機で計算を行う際、実際に計算はどのように行われているのであろうか。や
やもすると、計算機ハードウェア自身が数学に関する人類の知識を用いて計算を行
う作りになっているかのように錯覚しがちであるが、実はそうではない。計算機ハ
ードウェアは、基本的に四則演算ぐらいの驚くほど単純な計算を受け持つのみであ
る。全ての計算はその単純な計算のみを有限回数だけ用いたアルゴリズムに最終的
に還元されて実装されている。つまり、全ての計算が基本的に四則演算の繰り返し
だけで実現されていると言ってよい。またメモリの有限性などから、計算機では有
理数の一部分のみ、すなわち離散的な数、を用いて通常は計算を行う。



Computer Assisted Mathematics

69

　閉じている、という意味で計算機における計算は一つの数学体系をなしていると
とらえられるが、上に述べたように、有限かつ離散な計算のみを扱うために結果や
方法論が通常の数学とだいぶ異なることになる。素朴な基礎から出発して有限と離
散という制限の枠内で何ができるかという命題は興味深いものであり、計算機を背
景としてこの命題を研究するのが計算機科学である。つまり、計算機科学は「有
限」と「離散」という概念からのみなる数学を研究する分野であると標語的にいい
かえてもよいだろう。
　計算機科学は、その対象および手法から数値解析と（非数値）情報処理という分
野に大きく分けられる。数値解析は関数論等の連続的な数学で記述される問題（数
値問題）を扱う分野であり、（非数値）情報処理とは、組合わせ論などの離散的数
学で記述される問題（非数値問題）を扱う分野である。数値解析はその性格上、連
続と離散、極限（無限）と有限という概念を対応させつつ研究を行う分野であり、
情報処理は離散かつ有限という概念を最大限利用して研究を行う分野である。

　上記引用からわかるように、数値解析という分野は一般に想像されるよりはるかに奥
が深い理論的なもので、また広い範囲におよぶものであることがわかってもらえると思
います。

教育について
　一般に数値解析だけでなく隣接する離散数学にも自分は興味があり面白いテーマは無
いかと日々考察を巡らせていて、指導する学生にも数値解析に限ることなく広い目で応
用数学の中から興味あるテーマを選んで研究してもらいたいと思っています。たとえば
数値解析ではないテーマの一つとして本学で高校生向けに行った公開講座では応用数
学、離散数学の内容を幅広い視点からしってもらうべく「デジタルの数学―セルオート
マトンと計算機」というタイトルで講演を行いました。この講座では、ライフゲームに
よる具体的なセルオートマトンの性質の提示、ＵＴＭ（万能チューリングマシン）との
関係、「計算」という意味の定義、停止問題によるその限界、物理や数学への応用、自
己複製機械などをテーマとしました。こうしたテーマは多くの分野への関連性が強いう
え応用範囲も広いもので、数学の基礎から応用まで縦断する興味深い分野です。自分と
しては、できればこうした横断的なテーマの研究を行いたいと希望する学生が出てこな
いかと期待をしているところです。

　もう少し具体的な話もしましょう。阪大に赴任してから数学科の３、４年生などを対
象に輪読セミナーや数値解析関連の授業を行っていますが、その際には
　　「数値計算法の数理」杉原正顯、室田一雄著、岩波書店、1994



コンピュータ実験数学講座

70

などを主なテキストとしています。数値解析について記した和書のほとんどが紙面の都
合からアルゴリズムを紹介するだけに終始してしまうのに対し、この書は数値解析の数
学理論的側面を妥協無く記述していて、理論面をきちんと把握したい皆さんには大変ぴ
ったりのものになっています。その分読み解くにはある程度広い分野の数学的素養を要
求されますので読み進める際には多少の努力を要しますが、数値解析の面白さと難しさ
を知るのに非常に良い本と言えましょう。数値解析の本質や理論に少しでも興味のある
学生さんには是非とも一読を勧めたい本の一冊です。
　また、数値解析が上手に活かされている応用・実用分野について知りたい、研究した
いという学生さんが居る場面では

Mathematical Problems in Image Processing、G. Aubert、P. Kornprobst、
Springer、2002。

もテキストに使って研究指導をしています。これは画像処理に使われている数学をきち
んと考える本で、ＩＴ分野で広く使われている画像処理技術を支えるものが偏微分方程
式やその数値解析などの応用数学理論などであり、応用数学に携わる研究者の成果が応
用につながることを知るのに大変良い教材の一つです。
　これまで指導してきた学生さんですが、理学部数学科の4年生と本専攻の修士前記課
程学生にわたっておおよそ毎年各学年２名平均というところです。2021年３月には１ 
名の博士学生が３年間の博士後期課程を修了して無事に博士号を取得し、指導教員とし
て喜んでいるところです。
　そして、本専攻の大学院生の指導にあたって自分が最も重視しているポリシーとして
「研究テーマ、研究手法の自由度の高さ」と「自主性の尊重」があります。これは学生
の皆さんを大人の一人として尊重するものであるとともに、これまで受動的な学習が中
心だった学生生活から主体的な学習へと学生さんに行動を切り替えてもらうためにも必
要なものと考えています。
　また大学院生の指導スケジュールですが、修士１年生は「学習から研究への移行期
間」という助走期間とし、修士２年生を「自力による研究の試行期間」と位置づけてい
ます。これは、先に述べたように「知識を人から教わる」ことには慣れていても「自分
で探る」ことに慣れていない学生の皆さんのために段階的な過程を経て研究の面白さを
見いだしてもらいたいためです。具体的には、修士１年生の間はなるべく自由にテーマ
を選択してもらいます。例えばこれまでは共役勾配法、非線型問題の求解（Newton 
法、ホモトピー法など）、二重指数変換積分公式、有限要素法およびフリーメッシュ法
などの数値解析に関するテーマから、線形計画法、逆問題、機械学習、制御問題、結婚
問題や選曲割問題などの離散数学による社会問題への応用まで、応用数学の幅広い多く
のテーマが学生自身によって選ばれています。そして、論文ならびに書籍を資料として
学習し、コンピュータでプログラミングを行って追実験を行い、様々な比較検討および
評価を行った結果をセミナー形式で発表して、そのテーマにある程度通暁した時点で再
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び他のテーマを選び、同様の過程を繰り返していくという格好です。この際、研究への
移行という位置づけから、テーマの選択から発表まで全体を通して自力で行えるように
なることを重要な目的としています。
　修士２年生では２～４ヶ月という比較的長い期間を用いて、研究テーマを自力で試行
錯誤しながら探すことから始めてもらっています。自分でテーマを決めることは皆さん
初めてなのですが、テーマを探すために下調べをすること自体が学習に大変有効なので
す。例えば、これまでは走化性方程式系、非線形格子上の離散ブリーザ─、Allen-
Cahn 方程式、正規化長波長波動方程式、拡張 Fischer-Kolmogorov 方程式、Swft-
Hohenberg 方程式などの非線形偏微分方程式の離散化に伴う問題やその数値解の解析
を始め、種々のテーマが修士論文のために学生さん自身によって選ばれています。テー
マを決定した後は研究に邁進することになります. 具体的には修士学生のセミナーで現
状報告を行い、何が問題なのかを常に整理して研究の方向を適切に修正するように指導
を行っています。この際、方法論やおおまかな方向についてはなるべく詳細に指導を行
いますが、作業や考察、問題の提議等はできるだけ自力で行えるように示唆していま
す。これは学生さんの自主性を損なわないようにというものですから、皆さん、自分の
ペースで進めてくれれば良いと思います。そして研究の成果が得られ始めた時点で学会
や研究集会で研究成果を学生さんに発表してもらっています。こうすることで、自分の
研究がどのような位置づけにあるのかを総合的に実感をもって理解することができるで
しょう。
　そして近年、同じ研究室に優秀な若手准教授である宮武准教授を迎えたこともあり、
学生を受け持つ教官として、特に大学院生の指導教官として指導内容により新しい内容
を加え、なるべく最先端の研究内容に沿うような指導を行ってゆきたいと考えていま
す。そのため、どのような方向に向かって学生と研究を行うかは、実際に学生の意思や
自主性を意図的に重要視し、生かしていこうと努力しています。繰り返しになります
が、学習・研究のスタイルでも内容でも学生の自由度は高い研究室ですから、自主性を
強く持ちたいと願っている学生さんは特に歓迎します。ぜひ参加してください。
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１．研究分野について

　私は「数値解析学」と呼ばれる分野の研究を行っています。

　現代科学の多くの問題は、紙と鉛筆で解析的に解を求められることは極めて稀であ
り、コンピュータを用いた数値計算（シミュレーション）が必要不可欠です。 数値計
算を行うためには、数値解法が必要です（数値計算手法、あるいはアルゴリズムと呼ば
れたりします）。すなわち、必要に応じて問題の近似などを行ったうえで、具体的な計
算の手順を指示する必要があります。しかし、ここで様々な問題が生じます。例えば、
用いる数値解法次第では、計算にかかる時間が膨大になったり、数値解が発散して計算
の続行ができなくなったりします。また、二つの異なる数値解法で計算した結果が全く
違うといったこともあります。そこで、数値解析学では、数値解法の実現性や妥当性を
数学的にきちんと評価し、さらにその議論に基づいて、より良い数値解法の開発を目指
します。

　数値解法には、NewtonやGauss、Eulerの名を冠したものも多く、数値解析学は、
実はコンピュータが生まれる遥か以前から研究されてきた長い歴史をもつ研究分野で
す。ともすれば、数学的な研究は十分成熟しており、あとはコンピュータの発展に任せ
ればよい、という印象を持たれるかもしれません。しかし、数値解析学ではまだまだ解
決すべき課題は山積みですし、今後も、科学が多様化を続ける限り、解きたい問題も多
様化し、それに伴い、数値解析学で議論すべき新たな課題もうまれてくるでしょう。

　一言で数値解析と言っても、様々な分野がありますが、私は主に微分方程式に関連す
るテーマの研究を行っています。

　1987年香川県生まれ。2015年東京大学大学院情報理工学系研究科修了。名古屋大学
を経て、2018年に大阪大学に着任。専門は数値解析で、特に微分方程式に関連のあるテ
ーマの研究を行っている。

准教授

宮武　勇登
Miyatake Yuto
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１－１．構造保存数値解法

　微分方程式の数値解析も、Eulerの時代から研究されてきた古い学問分野で、実際に、
常微分方程式に対するRunge-Kutta法や、偏微分方程式に対する差分法や有限要素法
など、様々な解法が研究されてきました。特に、常微分方程式に対しては、数学者や数
値解析学者によって、Runge-Kutta法のように対象の微分方程式を限定しない「汎用
解法」についての数学理論が整備されてきました。実際、1980年代には、誤差解析・
高精度解法の構築法・安定性などに関してかなり成熟した体系が整備されています。

　さて、「汎用解法」理論が成熟してきた1980年代、「構造保存数値解法」という新し
い研究の潮流が生じます。下の図1を見てください。これは、Keplerの二体問題を二つ
の数値解法で数値計算した結果です（一体は原点に固定してあり、もう一体の時間発展
をプロットしています）。ここで比較している二つの解法は、（黒）Rungeの方法
（Runge-kutta法の一種）と（青）Störmer-Verlet法で、「汎用解法」理論における
精度は同じものです。厳密解は楕円軌道を描きます。左図は一周期弱数値計算したもの
で、若干の違いはあるものの、良し悪しが判断できるほどの違いは見られません。とこ
ろが、数値計算を続けていくと、右図のように大きな違いが現れ、Störmer-Verlet法
の方が良さそうです。この違いを汎用解法理論で説明することは非常に困難ですが、 
1980年代に、幾何的視点を導入することで、Störmer-Verlet法がうまく動く理由が
解明されました。Kepler問題の時間発展写像はsymplectic性という幾何学的性質を有
しているのですが、実は、Störmer-Verlet法はこの性質を厳密に引き継いでいるとい
うのがその理由で（さらにその帰結として、Störmer-Verlet法はKepler問題に非常に
よく似た微分方程式を厳密に計算しているという解釈ができます）、これはRungeの方
法をはじめ、ほとんどの汎用解法には見られない特徴です。

図1. Keplerの二体問題に対する数値解
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　Störmer-Verlet法のように、解きたい問題の数理構造を再現する数値解法のこと
を、総称として「構造保存数値解法」といいます。Symplectic性のようにしばしば幾
何学的性質に着目するため「幾何学的数値解法」と呼ばれることもあります。 1990
年代以降、常微分方程式に対する構造保存数値解法の研究は爆発的に進展しており、対
象も幅広く、

　・Hamilton系に対するsymplectic数値解法・エネルギー保存解法
　・勾配系に対するエネルギー散逸解法
　・多様体上の微分方程式に対する構造保存数値解法（Lie群に基づく数値解法など）
　・時間反転対称系に対する対称な数値解法
　・高振動系に対する数値解法

など多岐に渡ります。近年では、偏微分方程式（Schrödinger方程式やMaxwell方程
式など）や確率微分方程式にまで研究の対象は広がってきています。

　私はこれまで、常微分方程式に対しては、エネルギー保存・散逸解法の理論の整備や
それに基づく新しい数値解法の開発を行ってきました。また、偏微分方程式に対して
は、有限要素法の枠組みで構造保存数値解法の構築や拡張を行ってきました。さらに、
非局所作用素を含む方程式にも興味をもっています。例えば、

　　Camassa-Holm 方程式：ut－uxxt+3uux=2uxuxx+uuxxx

　　Degasperis-Procesi 方程式：ut－uxxt+4uux=3uxuxx+uuxxx

　　Hunter-Saxton 方程式：uxxt+2uxuxx+uuxxx=0

といった方程式があります。このような方程式は、時間変数の偏微分と空間変数の偏微
分が混ざっているため、通常の ut =…といった形にしようとすると、積分のような操
作をしなければなりません。そのため、見た目は微分方程式なのですが、ある点での時
間変化を記述するためには空間領域全体の情報が必要になるため、「非局所」作用素を
持つ偏微分方程式といわれています。このような方程式は、もちろん偏微分方程式論的
にも大変興味深く1990年代から活発に研究されてきていますが、数値計算をする際に
も「どのような解を捉えたいのか」など注意すべきことがたくさんあり、数値解法の構
築は自明ではありません。そこで、筋の良い数値計算をするために、方程式の持つ構造
に着目して、構造保存スキームを構築したり、その収束性の解析をしたりしてきまし
た。なお、以上の多くは、松尾宇泰先生（東京大学），降籏大介先生（大阪大学），谷口
隆晴先生（神戸大学），John C. Butcher先生（Auckland大学），David Cohen先生
（Umeå大学）らとの共同研究に基づくものです。
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１－２．構造保存数値解法の新しい問題クラス

　構造保存数値解法の研究ではまだまだ解決すべき課題はたくさんあります。例えば、
現代科学で解きたい問題は、計算機の発展より遥かに速いスピードで大規模化していま
す。そのような問題に対して、数学的妥当性を維持し、かつ問題の数理構造を壊さずに
問題サイズを小さくする方法が近年注目されています。しかし、まだまだ個別の研究例
がほとんどであり、今後の発展が期待されます。

　また、問題の特徴を抽出して、それに即した数値解法を作るという考え方は、微分方
程式以外の数値解析でも有用です。例えば、行列やテンソルの近似分解に構造保存数値
解法が貢献した例もあります。近年では、画像処理分野などであらわれる最適化問題と
の関連も指摘されています。なぜなら、多くの最適化問題の最適解は勾配系の平衡点と
して表現されるため、勾配系に対する構造保存数値解法の多くは最適化問題のアルゴリ
ズムとして解釈できるからです。私の研究では、連立一次方程式の数値解法の幾つか
が、実はある種の勾配系に対する構造保存数値解法に他ならないことを指摘し、その議
論に基づいた新しい展開を目指しています（張紹良先生（名古屋大学）、曽我部知広先
生（名古屋大学）との共同研究）。

１－３．Uncertainty Quantification

　自分自身の論文はまだないのですが、いま、一番興味を持っている分野です。微分方
程式に限らず、数値計算結果は様々な誤差の影響で往々にして不確かなわけですが、そ
の不確かさを数学的に評価し、信頼性の議論を行うUQ（uncertainty quantification）
と呼ばれる応用数学の新しい一分野が形成されつつあります。

　微分方程式の数値解析の立場からも課題が沢山あります。例えば、何らかの現象を記
述する微分方程式に含まれるパラメータを、観測データをもとに推定したい状況を考え
てみましょう。この場合、どのような推定手法を使うにせよ、大雑把に言えば、パラメ
ータを少しずつ変えて微分方程式を何度も数値計算し、観測データにうまく合うパラメ
ータを探します。このとき、観測誤差があるとすれば、必要以上に高精度な微分方程式
の数値解法は不要かもしれません。だからといって雑に数値計算すると、観測誤差より
も微分方程式を数値計算する誤差が支配的になり、もっともらしい推定はできなさそう
です。きっとどこかに落とし所がありそうですが、その際、経験的なものではなく数学
的に明瞭な議論をしたいというのが問題意識です。
　実はこの課題に対しては、直近の2、 3年の間に活発な研究がはじまっており、数値
解にランダムに摂動を加えるというアイデアが提唱され、数学的な解析が行われたりし
ています。とはいえ、まだまだ個別の研究事例が中心ですので、統計学の研究者と協力
しながら一般理論の確立に向けた研究を進めています。
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２．数値解析でつかう数学

　数値解析学の研究では、実にさまざまな数学をつかいます。もちろん関数解析の基礎
知識は必須ですが、幾何や代数、複素関数論などが必要になることもあります。これ
は、数値解析学の醍醐味でもあり、また、得意な数学があれば、研究をするうえで大き
な武器になります。

　私にとってこれまで一番衝撃的だったのは、常微分方程式の数値解法の研究で「木解
析」がつかわれていることでした。 「木」とは連結で閉路を持たないグラフのことです
が、常微分方程式の数値解析の専門書を開くと、

このような木がたくさん描かれています。なお、この図は、常微分方程式の数値解法に
ついての定番教科書
E. Hairer, S.P. Nørsett and G. Wanner: Solving Ordinary Differential Equations 
I: Nonstiff Problems, 2nd ed, Springer-Verlag, Berlin, 1993.
からの抜粋です（翻訳版も出版されています）。さらに、木解析では群論などが登場し、
代数的な議論が中心です。学部生のとき、グラフ理論と代数が特に苦手でしたので、非
常にショックだったのですが、理解してみると非常に美しい理論でした。1960年代に
Butcherによって導入された「木解析」は、その後、常微分方程式の数値解析では必
須のツールとなっていますが、さらに数値解析の枠組みを超えて、Hopf代数や理論物
理学との関連なども指摘されています。数年前に、Butcher先生（80歳を超えてなお
現役の数学者です!）と共同研究の機会にめぐまれ、数値解法の代数構造を大事にする
という考え方に接することができたのは、大変貴重な経験でした。
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３．学生のみなさんへ

　数値解析学は、高度な数学をつかったり、必要に応じてつくり出したりするという意
味で数学の一分野ですが、同時に、研究を通して非常に様々な応用諸分野と関わること
ができ、非常にやりがいのある研究分野です。また、数値解析の研究では、数学とコン
ピュータの両立がとても重要です。もちろん、研究をはじめる段階で両方に十分な知識
と自信がある必要はありませんが、両者を両立していく意欲がとても大事だと思いま
す。かくいう私も、研究をはじめた頃は、数学は分からないことだらけで、プログラミ
ングも苦手でExcelを立ち上げてしまうような状況でした。いまでも、論文でつかわれ
ている数学が分からないことや、頭の中で数値解法が理解できてもその効率的な実装方
法が分からないことは日常茶飯事で、日々勉強を続けています。
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　『ジェネリックイニシャルイデアルと単項式イデアルの自由分解についての研究』で2008年に日本
数学会から日本数学会賞建部賢弘賞奨励賞を頂きました。現在の専門は代数（環論）と組合せ論です。
学部４年生の時にはグレブナー基底について勉強し、環論の基礎を学びました。グレブナー基底という
のは多項式に関する色々な計算をする時に使われる手法の一つなのですが、色々な分野への応用があっ
てその事にとても刺激を受けました。大学院に入学してからは、何本か英語の論文を読んだ後、指導教
官の日比先生に色々と問題を出して頂いて自分の研究をするようになりました。研究というのは、授業
などでの学習とは全く違い、まだ答えが分かっていない問題を何ヶ月もかけて解くということを行いま
す。ゼミに入る前は研究者になろうなどとは夢にも思わなかったのですが、４年生の時に学んだ事に興
味が引かれたのと、答えが分かっていない問題を解く、というのが性に合っていると感じたので、博士
後期過程に進学する事を決めました。
　後期課程に進む際の大きな問題は在学中の生活費をどうするかという問題です。日本には特別研究員
制度という博士後期課程の学生の生活費を援助してくれる制度があるのですが、これに通ろうと思うと
Ｍ１、Ｍ２の間に少しでも研究成果を出す必要があり、その為に修士の間は必死で研究し、論文を書き
ました。幸い、特別研究員に無事採用され、博士課程の間は自由に研究することができました。そのお
陰か、大学院在学中にジェネリックイニシャルイデアルと呼ばれる多項式環のイデアル（教員紹介に出
て来るalgebraic shiftingと同じもの）の研究を進めていたのですが、幸運にもこのテーマに関する未
解決問題の幾つかを解決することができ、数学会から賞を頂く事になりました。
　博士後期過程進学となると覚悟が入りますが、数学科の学生には修士までは進んで欲しいと思ってい
ます。というのも、数学という学問は学部４年間では基礎的な内容しか習わず、本当に面白い所まで学
べないからです。私も学部３年生の頃は全く数学が面白いとは感じず、一時は就職も考えていました
が、ゼミに入って専門的な内容を学び、自分で色々な計算をするようになってからとても数学が楽しく
なりました。経済的な問題は有りますが、４年間で数学を止めてしまうのは少しもったいないので、数
学が嫌になっていなければ是非修士までは進んで欲しいと思います。

早稲田大学教育学部数学科

村井　聡
Murai Satoshi

２
０
０
８
年
度

受賞者紹介 日本数学会賞建部賢弘賞

日本数学会では、毎年、若くして優秀な業績を上げる等、数学研究の活性化に
寄与している研究者数名に対して、建部賢弘賞を授与しています。
本専攻からも、これまで２名の卒業生が受賞しています。
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　私は、2012年度日本数学会建部賢弘賞奨励賞を受賞しました。その際の業績題目は、「整凸多面体
の組合せ論的および代数的研究」です。
　私の主な研究は、まさにこの題目に集約されています。「整凸多面体」と呼ばれる対象を、組合せ論・
代数幾何・可換環論と様々な分野の立場から研究を行っています。私は、学部４年生のセミナーで、日
比先生が書かれた教科書『可換代数と組合せ論』を読み終えた後、整凸多面体に付随するEhrhart多項
式と呼ばれる数え上げ函数の特徴付けに主に取り組みました。そして、学部４年生の冬、正規化体積の
小さい整凸多面体のEhrhart多項式の分類に成功しました。指導教員である日比孝之教授と同級生の長
澤祐宜君と共に、私にとっての初めての論文
T. Hibi, A. Higashitani and Y. Nagazawa “Ehrhart polynomials of convex polytopes with 
small volumes”, European J. Combin. 32 （2011） 226-232
を執筆しました。この論文は、私のこの研究の原点とも言えるものです。その後私は、従来の研究を継
続しつつ、Fano凸多面体と呼ばれる整凸多面体に興味を持ち、研究を始めました。Fano凸多面体とは、
トーリックFano多様体と呼ばれる代数多様体と密接に関連したものであり、整凸多面体の研究の代数
幾何的側面の１つです。さらに、整凸多面体から作られるアフィン半群環と呼ばれる可換代数の研究も
開始しました。可換代数と凸多面体の間には、『可換代数と組合せ論』にも書かれている通り、様々な
深い関係があり、非常によく研究されています。整凸多面体に関する研究は、他にも様々な方面の研究
があり、これらに留まりません。未解決問題も散在しており、私の整凸
多面体への興味はまだまだ尽きることはありません。
　これを読んでいる方は、本専攻の進学を考えている方が多いと思いま
すが、ぜひ何か夢中になれる研究対象を見つけて（せめて修士課程の2
年間は）その研究に打ち込んで欲しいと思います。私の場合はそれが整
凸多面体でしたが、もちろんどのような対象でも構いません。自分の力
で何か新しく定理を証明するという経験は、研究者を目指さなかったと
しても、非常に有意義なものだと思います。もし研究者を目指すのでし
たら、修士の頃からアクティブに研究を行ってほしいと思いま
す。
　私自身整凸多面体の研究に没頭し、そのおかげか、2012年
9月、日本数学会建部賢弘賞奨励賞という大変素晴らしい賞を
受賞することが出来ました。私には勿体ないほどの名誉ある賞
で、身に余る光栄です。今後も、この賞に恥じぬよう、日々精
進していく所存です。

2012年９月に本専攻博士後期課程を修了。2012年10月から１年
半は本専攻に、2014年４月から１年は京大に日本学術振興会特別研
究員として在籍。2015年４月に京都産業大学理学部の助教として着
任。そして、2019年４月に本専攻に准教授として着任する。

東谷 章弘
Higashitani Akihiro

２
０
1
２
年
度
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金子 和雄
Kaneko Kazuo

山口 訓央
Yamaguchi Norio

　1999年４月に大阪大学理学部数学科に入学後、2003年４月、当専攻に入学し、
コンピュータ実験科学研究部門に所属。在学中は偏微分方程式の数値解析の手法を中
心に研究を行うとともに、コンピュータ、プログラミングにも強い興味を持ち、数値
シミュレーションにも能力を発揮する。また、全般に偏らない優れた学力を持ち、優
れた成績をおさめる。
　2005年２月に修士論文「Allen-Cahn 方程式のエネルギー減少性を保つ差分スキ
ームの構成と解析」を発表し、その卓越した内容から当専攻での研究科賞受賞者とし
ての表彰を受ける。同年４月に、関西圏のソフトウェア開発系企業に入社、三ヶ月の
社内研修を受ける。
　在学中にプログラミングに親しむとともにさまざまな知識を独学で既に身につけて
いた彼にとって、通常の学生がやや困惑するソフトウェア系の研修でも困難は無かっ
た様子。
　研修後、そのプログラミング能力の高さから社内の組み込み Linux 関係の開発を
行う部署に配属となる。
　同部署では、カーネルのポーティング、ドライバの開発、コンサル作業、Android 
開発などの内容の業務を、おおよそ３ヶ月から１年ぐらいの期間で行っているとのこ
と。また、グラフィックドライバの移植や、TRON 系のシステム開発もそれぞれ１
年程度ずつ行なっていたとのこと。
　そして、今現在も彼は同社同部門にて元気に勤務中。

情報科学研究科賞

平
成
15
年
度

平
成
16
年
度

逝去されました

ソフトウェア開発

情報科学研究科のそれぞれの専攻では、毎年、優秀な成績で博士前期課程を
修了した院生の一人に、情報科学研究科賞を授与しています。
本専攻の歴代受賞者からのメッセージです。

　平成16年３月、博士前期課程修了に際し当時既に68歳だった私の修士論文「第４
パンルヴェ方程式のモノドロミ可解な新しい解について」に対し、頭記の賞が授与さ
れることになり大変驚いたことを思い出す。
　平成10年３月、それまで勤めていた会社を定年退職した後何をすべきかを迫ら
れ、あまり多くを考えずに、幸い家内の賛同もあって母校でもう一度勉強しようと決
めた。昭和30年に工学部に入学し、機械工学専攻（修士課程）を修了していたので、
今度は電気工学か造船工学かなとも考えたが、最早この歳で製図と実験にはついてい
けないと思い、以前から行きたいと考えていた理学部数学科を選んだ。３年生の１学
期のゼミで犬井鉄郎著「特殊函数」を選んだのが指導教官である大山陽介先生との出
会いとなった。内容は以前工学部時代に城憲三教授から学んだベッセル函数、ルジャ
ンドル函数を含み、より広く統一的に扱ったもので、これは面白いとのめり込み、４
年生では迷うことなく大山先生のもとで卒業研究に「パンルヴェ方程式」を選んだ。
　私は大山先生のゼミに参加するうちに、このパンルヴェ方程式に魅せられ、大学院
前後期課程を通じてパンルヴェ方程式のモノドロミ可解な解について研究した。今か
ら15年前、かるい気持で「もう一度勉強したいから入れて下さい」と母校を訪れた
時にはここまでは望んでいなかったのに、学部３年時に「数学考究」で大山先生と出
会い、パンルヴェ方程式にのめり込み、学位取得、京都大学での研究生活から関孝和
数学研究所研究員と、私の第二の人生は数学の研究生活へと大きく展開した。
　今になって振り返ると、修士課程修了時の頭記受賞は、当時既に博士後期課程への
進学を予定していた私には大きな励みになったこと、その後の研究活動に対し大きな
初速度を頂いたなと思いだされ、推薦して下さった先生方に深く感謝している。

（所属は異なる場合があります）

受賞者紹介
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村井　聡
Murai Satoshi

　修士課程在学中にGotzmann単項式イデアルに関する研究を行い、この研究で平
成17年度の情報科学研究科賞を受賞しました。多項式環のイデアルのヒルベルト関
数についての定理に“Gotzmannの永続定理”という定理があるのですが、この
Gotzmannの永続定理の条件を満たすイデアルをGotzmannイデアルといいます。
このGotzmannイデアルを単項式イデアルの場合に研究したのが修士論文の内容で
す。
　修士論文のタイトルはそのまま『Gotzmann monomial  ideals』で、主結果は3
変数多項式環のGotzmann単項式イデアルの組合せ論的な特徴付けを与えたという
ものです。“単項式”と付く所がポイントです。単に“Gotzmann ideal”だと代数の問
題になってしまい、難しい問題になるのですが、“単項式”が付くと組合せ論の問題に
なって、難しい知識を一切使わずに研究できるようになります。実際、論文の中身は
殆ど二項係数の計算で、証明には大学レベルの数学は一切使いませんでした。
　私が在学していた時期はまだ研究科が発足して間もない頃で、専攻で最初に学位を
取られた金子和雄さんに続き2008年に学位を取り、同じ年に学位を取った仲田研登
さんと共に情報基礎数学専攻での学位取得者第二号となりました。学位を取得した後
は阪大と京大で合計一年半ほどポスドク（期限付きの研究員のようなもの）をやって
いましたが、2009年10月に大学の研究職に就くことができ、現在も数学の研究を
続けています。

平
成
18
年
度

平
成
17
年
度

早稲田大学
教育学部
数学科

有家 雄介
Arike Yusuke

　大学院に入学して以来、頂点作用素代数とよばれる代数系の表現論と、共形場理論
という物理に由来する理論の研究を行っています。
　一般に表現論においては既約表現とよばれるものを分類、構成することが基本的な
問題です。さらに、任意の表現が既約表現の直和であるという性質(完全可約性)が証
明できれば、テンソル積などの様々な計算を行ううえで便利です。しかし、私の興味
の対象はこの完全可約性が成り立たないような頂点作用素代数で、なかでも指標やテ
ンソル積の理論が主な研究対象です。博士前期課程では、トリプレット代数と呼ばれ
る頂点作用素代数に付随して現れる量子群Uq(sl2)についての研究を行いました。こ
の量子群は q が1の原始2p乗根となるもので、表現の完全可約性が成り立たないも
のです。修士論文では、トリプレット代数の指標の空間が、この量子群から決定でき
るのではないかと考え、Uq(sl2)の単位元の直交原始べき等元を構成し、その基本代
数を決定することで、代数上の対称線形関数と呼ばれる線形関数の空間の次元を決定
しました。その時点では結局指標の空間については何もわからなかったのですが、そ
の後の研究で、頂点作用素代数の表現の指標の理論を整備することにより、トリプレ
ット代数の指標の空間とUq(sl2)対称線形関数の空間が同型であることが証明できま
した。現在は、表現のテンソル積を定義する上での基礎となる交絡作用素とよばれる
ものや、頂点作用素代数とそこから構成される結合代数の表現の関係についての研究
を行っています。

鹿児島大学
学術研究院
法文教育学域
教育学系
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情報科学研究科賞

篠原 英裕
Shinohara Hidehiro

干井 順三
（旧姓：中田）
Hoshii Junzo

　平成24年４月から東北大学情報科学研究科に博士研究員として赴任いたしまし
た。赴任当初は研究科棟のヒビなど震災の影響を感じましたが、閉鎖された建物の撤
去なども進み、徐々に復興しつつあります。東北大学では理学研究科、情報科学研究
科の数学教室および複数の研究所に多数の若手数学者が在籍し、分野横断的なセミナ
ーも開催されるなど非常に楽しく研究をしております。
　私の研究の柱は、組合せ最適化問題における良い構造とは何か？という問題に対す
る超グラフの極値問題と多面体の立場からのアプローチです。特に超グラフの横断数
（＝対応する多項式環の辺イデアルの高さ）を線形計画法で求解可能であるという性
質（イデアル性）を持った超グラフの特徴付けを行っています。イデアル性を持たな
いという性質の中で極小な超グラフのうち縮退有限射影平面でないものは、レーマン
行列とよばれる ０-１行列を接続行列として持つことが知られています。このレーマン
行列は一見、組合せデザインの対象であり、構成するには可換環上の準同型写像や有
限群などの代数的手法を用いることが便利です。私は最近、いかなる極小非イデアル
超グラフの接続行列にも行誘導部分行列として含まれない正方レーマン行列の最初の
例を無限系列で構成しました。また、０-１正方行列がレーマン行列になるための必要
条件もいくつか示しています。
　最後に私見になりますが、組合せ最適化問題には多くの行列の問題があるので、代
数学が役に立つ未発見の分野が多数あると思います。日比研究室で代数的素養を身に
着けた上で最適化やグラフ理論を研究する方が現れるのを祈っています。

　私は平成21年３月に情報基礎数学専攻を修了して以来、株式会社りそな銀行に
て、数理の専門職として働きながら、アクチュアリーを目指しています。アクチュア
リーとは、年金・生命保険・損害保険などの業界で活躍するための専門的な資格を持
つ人材です。その資格を取るためには、確率・統計などの数学的な知識だけでなく、
経済・法令などの文系的な素養までも必要となり、知識的にも体力的にも、努力を要
します。しかし私は数学が大好きで、その数学を自分の研究だけでなく、世間に広く
役立てたいと強く思うことから、日々の業務にも、この資格の勉強にも、大変なやり
甲斐を感じています。こう書くと、非常に厳しい職場で毎日を過ごしているように思
われるかもしれませんが、私たちの部署はとてもメリハリがあり、皆でテニスなどの
スポーツをしたり、旅行に行ったりするような休日もあります。私は「この職業で、
この職場でよかった」と感じています。
　また、プライベートでは、大学時代からの付き合いの妻と結婚し、お互いに社会人
として、家族の構成要員として、尊重し合いながら暮らしています。
　学生時代、私は三木先生のゼミに所属していました。先生のご教授のおかげで「じ
っくり考え、物事の本質を捉える」という力がつき、それが様々な部分で助けとなっ
ています。
　最後に、大学はもはや「象牙の塔」ではありません。社会の風潮に全て迎合する必
要はありませんが、常に「今」の自分こそが、将来の自分を作ると信じ、社会の情勢
や、自らの行動の意義を把握することに努めるべきだと思います。私にとっては、学
生時代の学問も友誼も恋愛も、成功も失敗も、全てが現在の自分を構成する骨格で
す。社会に出てからの素晴らしい肉付けのためには、コツコツと形成された骨格がベ
ースとして必要です。かけがえのない学生時代を、この大阪大学の恵まれた環境で享
受し、素晴らしい原石となって社会に羽ばたいてください。

りそな銀行
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正木 宏明
Masaki Hiroaki

　正木君は修士論文「完全２分木に対する任意コストの辺追加による
平均経路の短縮」において、完全２分木に対して辺を一辺追加した場
合、どのように追加すると最も平均経路が短縮出来るかを、巧みに評
価関数を設定したうえで詳細な場合分けを行うことにより明らかにし
た。追加辺の経路長が任意正整数である場合についての結果が得られ
たことにより、この研究は経路長短縮問題全体へのアプローチの一端
となることが期待される。

平
成
22
年
度

平
成
21
年
度

東谷 章弘
Higashitani Akihiro

　平成23年３月、私の修士論文 “Gorenstein Fano polytopes arising from 
finite graphs and their Ehrhart polynomials” を評価していただき、情報科学研
究科賞を受賞するに至りました。
　学部４年生の頃、日比孝之教授の下でのセミナーでは、『可換代数と組合せ論』を
輪読しました。この本が、いわば、私にとってのバイブルです。私はこの本をきっか
けに、Ehrhart多項式の研究を開始し、現在の研究を行うに至っています。（現在の
研究については教員紹介ページをご覧ください。）
　修士論文では、有限グラフに付随する反射的凸多面体（“Gorenstein Fano凸多面
体”とも呼ばれる）のEhrhart多項式の研究、特にEhrhart多項式の根と有限グラフの
組合せ論的性質の関係について研究しました。反射的凸多面体のEhrhart多項式の根
は、複素平面においてRe(z) = -1/2（Re(z)は複素数zの実部を表す）という直線に
対して対称に分布しますが、どのような有限グラフが、「付随する反射的凸多面体の
Ehrhart多項式の任意の根は実部が -1/2になる」を満たすか？という問題について
考えました。
　私は博士前期課程を修了した後、同専攻の博士後期課程に進学し、2012年９月に
学位を取得しました。その後、阪大と京大で合計２年半ほど研究員をし、2015年４
月に京都産業大学に就職。そして、2019年４月、本専攻に戻ってくることとなりま
した。

大阪大学大学院
情報科学研究科
情報基礎数学専攻
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情報科学研究科賞

森田　健
Morita Takeshi

中辻 仁志
Nakatsuji Hitoshi

　現在、大山陽介先生のもとで『線型 q-差分方程式の接続問題』を研究していま
す。学部は大阪教育大学卒業で、博士前期課程から大阪大学に編入しました。学部時
代は函数解析学を専攻していましたが、楕円函数やテータ函数を含む種々の特殊函数
にも興味があったため、本大学に進学しました。
　私の場合、大山先生の助言に基づき、運良く修士1年の10月末頃に “Hahn-Exton 
の q-Bessel 函数” と呼ばれる函数について新しい接続公式が得られ、翌年1月に神
戸大学の「超幾何方程式研究会」で発表しました。さらに研究を進めた中で幾つかの
発見があり、修士2年の5月迄に論文を3本書きました。その後梶原健司先生（九州
大学）の紹介によって、オーストラリア数学会会長の Nalini Joshi 教授（シドニー
大学）のもとで10月から翌年2月まで研究を行いました。修士論文はシドニー滞在
中に書き、帰国後の修士論文発表会で情報科学研究科賞を頂きました。
　博士後期課程1年の7月、ギリシアでおこなわれた国際会議にて講演しました。ま
た2013年4月から5月にかけてフランス（トゥールーズおよびストラスブール）に
滞在、講演をおこない、8月にはポーランドで講演しました。更に2014年5月には
トルコで、9月にはスペインで招待講演を行う予定です。

　グラフ G の各辺を確率 p で残し確率 q＝１－p で除去することを G に対する確率
的辺除去操作といい、またその結果できるグラフが連結となる確率を G の連結確率
と呼ぶ。グラフ G の頂点数 n と辺の数 n+k（k＞－１）を固定するとき、連結確率
P（G，p）は p，q に関する n+k 次の非負係数斉次多項式となり、各 p に対し、P（G，p）
を最大にする G が存在する。修士論文では、k＜３の場合、P（G，p）を最大にする 
G がどんな p に対しても同じ形であること、すなわちそのような G がすべて同型で
あることを示した。一方、k＝４の場合、P（G，p）を最大にする G の形が p の値に
よって異なることを示した。さらに、k＞５の場合の予想についても述べた。

りそな銀行

平
成
24
年
度

平
成
23
年
度

図１:�k�＝�０～４のときに連結確率最大となるグラフ�G�の位相型と�k＝５の場合の予想．
k＝４では�G�の位相型は一意に決まるが，各弧がいくつの辺からなるかが�p�に依存して変化する．

受賞者紹介
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森　亜貴
Mori Aki

菅　紀悠
Kan Noriyuki

　私は他大学で群論の研究室に属していたのですが、偶然日比先生の本を手に取った
ことから組合せ数学に興味を持ち、特に離散的な数学対象に抽象代数の理論を適用す
る研究に魅惑を感じたので、博士前期課程から本大学院に入学いたしました。
　入学してからはセミナーを通してこの分野の基礎を学び、同期や先輩と議論して研
究に励みました。私にとっては他では得られない環境であり、大変充実した生活を送
ることができたと思っています。２年の春頃に、辺凸多面体の辺数を最大化する有限
グラフの予想に関する反例を構成できたことから研究が進み、修士論文「辺凸多面体
の辺の個数の最大値」を執筆することができました。数学を辞めて就職することも考
えていたのですが、この反例を発見したことがきっかけとなり、さらに深く研究して
未解決問題に挑戦していきたいと思い、博士後期課程に進学することを決断しまし
た。博士後期課程では、今後の行き先に不安が生じることもあるかと思いますが、情
報科学研究科賞を頂けたことは時に励みとなり、また研究の活力ともなっています。
今後とも楽しみつつ、研究に邁進したいと思います。

　ポリオミノとは、平面における連結な「セル」（すなわち、(i,  j),(i+1,  j),  (i,  j+1), 
(i+1,  j+1) を頂点とする正方形（但し、i と  j は非負整数）の集合  のことです。
ポリオミノがあったとき、そのinner 2-minor と呼ばれる二項式を考えることでポ
リオミノに付随するポリオミノイデアル  を定義することができます。ポリオミノ
が単純である（すなわち、“穴” が空いていない）ときは、そのポリオミノイデアル
が素イデアルとなることは既知ですが、しかしながら、ポリオミノイデアルが素イデ
アルであるようなポリオミノを分類する問題は、未解決の問題です。修士論文では、
単純でないポリオミノのポリオミノイデアルが素イデアルとなるのはどのようなとき
かを研究し、長方形から長方形を除いたポリオミノのポリオミノイデアルが素イデア
ルとなることを証明することに成功しました。

平
成
25
年
度

平
成
26
年
度

大阪明星高等学校

りそな銀行
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土谷　昭善
Tsuchiya Akiyoshi

楠　拓也
Kusunoki Takuya

　私の主な研究対象は、整凸多面体に付随するエルハート多項式です。
　エルハート多項式は整凸多面体、つまり全ての頂点が整数点である凸多面体を膨ら
ましたときに、それに含まれる整数点の個数を数え上げる関数で、最高次の係数が体
積と一致しているなど、ピックの公式の一般化として知られています。
　学部４年生のセミナーで、指導教員である日比孝之教授が書かれた教科書『可換代
数と組合せ論』（シュプリンガー東京、1995年）を輪読し、その後、日比先生と当
時大阪大学におられた東谷章弘さん、そして同級生の吉田恒太郎君とともにエルハー
ト多項式に関する研究を始めました。
　博士前期課程に入学後もその研究を続け、この研究で平成27年度の情報科学研究
科賞を受賞しました。私の修士論文のタイトルは〝Study on the coefficients of 
Ehrhart polynomials＂ でエルハート多項式の係数に関する結果をまとめたもので
す。主結果は修士１年生の夏に偶然見つけた係数の下限に関する論文の結果を改善し
たというものです。その論文を見つけたときは何も思いませんでしたが、その年の
12月に再びそれを読む機会があり、少し考えてみると初等的な方法、ほどんど二項
係数の計算によって証明できることがわかりました。
　2016年4月から博士後期課程に進学しますが、引き続き研究を行い、1日でも早
く研究者になれるように、日々精進していきます。

 博士課程前期の２年間で、私は村井先生の下で凸多面体の研究を行いました。凸
多面体（単に多面体とも言う）とは、平たく言えばカクカクして凹んでいない図形の
ことです。多面体の分野は、研究するにあたってさほど専門的な知識を前提としない
ので、誰もが挑戦できる分野である上に未解決な部分が未だ多くあります。
　私含めゼミ生みんな多面体論の知識は０だったので、M１の後期までは基本的な知
識を教科書の輪読で学習していました。基本的な知識とはいえ、それらは私にとって
すべて新鮮なものであり、数学的好奇心をそそられるものばかりでした。
　私はそのなかでも「面の数え上げ」に興味を持ち、その中でも全く手がつけられて
いない５次元の多面体の面を数え上げることに挑戦しました。村井先生の親身なご指
導もあって、５次元多面体が存在する頂点と辺の数をすべて求めることができ、この
研究で平成28年度の情報科学研究科賞を受賞しました。

東京大学
数理科学研究科

株式会社 日立製作所

受賞者紹介 情報科学研究科賞受賞者紹介
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奥村　真善美
Okumura Makoto

山村　奎太
Keita Yamamura

　私は降籏大介先生の下で、構造保存数値解法の一つの離散変分導関数法に関する研
究をしています。学部は京都教育大学に在籍していましたが、学部時代の指導教員か
ら降籏先生が開発された離散変分導関数法について紹介していただき、その研究に興
味をもち、博士前期課程で本大学院に進学しました。
　離散変分導関数法とは、主に偏微分方程式に対する数値解法で、方程式の変分構造
と、その方程式がもつ保存量あるいは散逸量との関係性に注目し、その保存性/散逸
性を離散的に再現する数値スキームを構成する手法です。構造を保存することで、数
値スキームが安定であること、解の誤差が小さいこと、計算速度を速くできることな
どが期待されます。
　私は、この離散変分導関数法を非局所項付き体積保存型Allen-Cahn方程式に適用
することを考えました。また、非局所項を含む偏微分方程式にこの手法を適用した先
行研究は多くないと降旗先生から伺い、よりこの問題に挑戦したいと考え、この研究
を進めました。そしてこの研究で平成29年度の情報科学研究科賞を受賞しました。
修士論文のタイトルは “Nonlinear and linear schemes by discrete variational 
derivative method for a conservative non-local Allen-Cahn equation” で、
上記の方程式に対し、離散変分導関数法を用いて構成した非線形、線形スキームに関
する結果をまとめたものとなっています。構成したスキームが離散的に保存性や散逸
性を再現し、数値的に安定であること、解の一意的存在についての証明を与えること
ができました。また、数値実験を通し、両スキームの妥当性や線形スキームが非線形
スキームに比べて速いということも確認しました。
　博士後期課程に向け、不安になることもありますが、今回の受賞を励みに新しいス
テージで努力していきたいと思います。

　私は修士２年間で柏原クリスタルに関する研究を行いました。柏原クリスタルとは、
1990年に柏原正樹氏によって導入された表現論における概念なのですが、とても大
雑把に言うとある種の彩色有向グラフを指します。今日この柏原クリスタルは様々な
分野への広範な応用を持っています。例えば、数論でWeyl群多重Dirichlet級数とい
うものがありますが、これは柏原クリスタルを用いて計算することが出来ます。
　さて、私の修士論文のタイトルは “Lakshmibai--Seshadriパスと半標準盤のA２型
クリスタル同型” です。その内容は、（略して）LSパスと半標準盤という相異なる二
つの対象物によって実現されるそれぞれの柏原クリスタルの間の明示的な同型対応を
低ランクの場合に与え、一般のランクにおける議論と予想を提示したというもので
す。柏原クリスタルを実現する対象物は多く知られていますが、それぞれには良い
点・悪い点があり、よって柏原クリスタルを実現する種々の対象物間の明示的な対応
を与えることは意味のあることと言えます。
　学部生時代は解析的整数論の学生だった私を、表現論を専門とされる有木進教授が
拾って下さいました。最初は分野が異なりどうなるかと思いましたが、有木進教授や
先輩方に支えられて今回このような賞を頂くことが出来ました。この場を借りて皆様
に深く感謝申し上げます。

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

北海道大学
電子科学研究所

岐阜県立
海津明誠高等学校
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内田　靖人
Uchida Yasuto

若槇　洋平
Wakamaki Yohei

　私は斜交群 Sp（n） の Levi 部分群と直積群による一般化 Cartan 分解可能性につ
いての分類を研究しました。この問題は小林俊行先生のユニタリ群 U(n) の２つの
Levi 部分群による一般化 Cartan 分解から始まり、その後の田中雄一郎さんによるそ
の他の Compact Lie 群の分解へと発展した問題を参考にして研究したものです。
　きっかけは大島芳樹先生に勧めていただいて読んだ小林先生の 「A generalized 
Cartan decomposition for the double coset space （U（n１）×U（n２）×U（n３））\U（n）/

（U（p）×U（q））」 という論文でした。それまで論文を読んだことも、まだ誰もやって
いない問題に取り組んだこともない私にとって研究を行う毎日は非常に刺激的なもの
でした。研究を行っている時に気づいたことが２つあります。１つ目は、本当に夢の
中にまで証明が出てくるということ、もう１つはこの数学をしている時間全てが貴重
でとても幸せであるということです。もちろん証明は簡単ではなく、全てのパターン
を見つけるまでには紙も時間もどれだけ消費したかわかりません。それでも小さな例
からコツコツとやりつつ、大島先生や周りの方々に何度も助けていただきながら苦労
して得たこの結果と今までの時間の全てが愛おしく感じられます。
　高校時代から数学に興味を持ち始めて、いつかは自分の興味のある分野で新しいこ
とを発見したいという思いだけで大学、大学院へと進学した私にとって、自身の研究
にこのような賞を頂くことができたことを大変光栄に思います。これからも時間のあ
る限り数学の研究を行いたいと思います。

　私は４次元トポロジーの研究に従事しました。２つの滑らかな多様体が互いに同相
であり、かつ微分同相でないとき、それらをエキゾチック対であると言います。４次
元トポロジーにおいてエキゾチックな多様体は主要な研究対象の一つです。私の修士
論文の結果はエキゾチック に対して初めての Kirby 図式による表示を与
えた、というものです。ここで は複素射影平面  にその逆向きを持つ
４次元多様体を５回連結和して得られる４次元多様体を意味しています。
　Kirby 図式とは滑らかな４次元多様体のハンドル分解という構造を表示する図式の
ことです。Kirby 図式には表示する４次元多様体を変えない変形が知られています。
そのため、一見異なる4次元多様体が実は同じであることや、表示する４次元多様体
が特定の性質を満たすことなどを示すことができます。元々、上記の４次元多様体に
Kirby 図式による表示を与えた目的は、この４次元多様体が幾何学的単連結という性
質を満たすことを示すためでした。博士後期課程では、修士論文で与えた図式を用い
て研究を発展させていくつもりです。
　元々文系の学生だった私は、一度大学を中退して数学の道に進み直しました。そん
な私がこのような賞を頂くことができたのは、たくさんの方々が私を支えてくださっ
たお陰です。そのことを忘れず、今後も益々研究に打ち込んでいく所存です。

クラーク記念
国際高等学校

大阪大学
情報科学研究科
博士後期課程

受賞者紹介 情報科学研究科賞受賞者紹介
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名誉教授一覧
氏　名      講　座 教授在職期間

川　中　宣　明 離散構造学講座  平成14年４月着任
平成21年３月退職

坂　根　由　昌 離散幾何学講座 平成14年４月着任
平成21年３月退職

伊　達　悦　朗 大規模数理学講座 平成14年４月着任
平成25年３月退職

松　村　昭　孝 応用解析学講座 平成14年４月着任
平成27年３月退職
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名誉教授紹介

　私の先生の先生は角谷静夫さんです。角谷さんは、戦前、大阪大学の講師でおられた頃にvon Neumann
の招きで渡米され、戦中だけ帰国されていましたが、戦争が終わるとすぐにアメリカに戻られましたから
私自身が角谷さんとお会いしたことはほんの数回程度しかありません。角谷さんは「数学では先生という
ものはない」つまり、数学は自分でやるもので、人に教えてもらうものではない、と言っておられました
が、孫弟子にあたる私の場合も大学院生のころ、とくに何かを教わった記憶はなく、放牧というか、勝手
にやりたいことをやって、修士論文も自分で問題を考えて書きました。阪大に来てからも、その癖が抜け
ず、途中で専門を変えたりもしましたが、それを暖かく許容して下さった当時の教授の先生方には深く感
謝しております。

　大阪大学を定年退職してから10年が経過しましたが、幸い健康です。現在も大阪大学全学教育機構で
の授業のため週1回は豊中キャンパスに通っています。
　阪大に在職した最後の何年か、情報科学研究科に所属していた頃の研究は、雑誌「数学」の論説『フッ
ク構造をもつゲームとアルゴリズム』(2011年10月)にまとめましたが、その詳細はずっと未発表のま
までした。もっと詳しい話を聞きたいと言って下さる若い人たちが、最近になって出てきましたので
2019年の2月に東北大学の情報科学科で、その後の新しい結果も含めて2回連続の講演を行いました。
このおかげで自分自身の頭の中の整理が進み、何だかすっきりしてきましたので、これらの内容を一冊の
本にまとめるために、毎日、Tex原稿を書いています。実は、出版社も決まっていて、執筆の締め切りも
ずっと前に過ぎているのですが、今頃になってようやくその気になったということです。
　まだ名前を付けていなかった概念などもあり、何度も書き直しているために、なかなか捗りませんが、
今さら急いでも仕方がないので、ゆっくり考えながら、楽しみながら書いています。

　これ以外では、月に一回のことですが、伊丹で「大人の数学」というサークルの講師を、もう何年もボ
ランティアで続けています。最初、7人くらいの生徒さんたちで始めたのですが、自然に人数が減ってき
て、私自身「数学に興味を持つ人はそう多くはないから、サークル消滅となるのも時間の問題かな」と思
っていたのですが、その後、どういうわけか人数が再び増えだして、今では10人近くの人たちと数学を
楽しんでいます。メンバーの多くは普通のおじさん、おばさんですが、元数学教師の方や、大学の数学科
を出た方も混じっておられます。伊丹だけでなく、宝塚、神戸、西宮など遠方から参加される人もおられ
ます。これらの方々が、なぜこれほどまで熱心に数学に触れたがっておられるのか、なぜ射影幾何の無限
遠点とか、多変数関数のグラフとか、正規分布曲線とか、暗号の数理の話で盛り上がるのか、正直なとこ
ろ、私にも謎です。

映画「三丁目の夕日」の時代に子供時代を過ごし、大学に入学した年
の秋に東海道新幹線が開通しました。1970年に大阪大学理学部の解
析系の助手に採用され、後に代数系、情報系と看板をかけかえました
が本質はお笑い系として一貫したという自負を持っています。

川中 宣明
Kawanaka Noriaki
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　大阪大学を定年退職してから12年が経ちました。
　数学の研究は、退職の少し前から考えはじめた等質アインシュタイン多様体の研究を続けております。
一般化された旗多様体、Stiefel 多様体、コンパクト単純リー群などのコンパクト等質空間上の等質アイ
ンシュタイン計量の研究が現在のテーマです。この研究は2008年頃にギリシャ人の Arvanitoyeorgos 
と Chrysikos との共同研究として始めたものです。この研究を始めた経緯を少し述べてみたいと思いま
す。これは1987年の大村一郎君（現・九州工大教授）、89年の木村昌弘君（現・龍谷大学教授）の修
士論文に遡ります。丁度1990年に京都で ICM が開催されましたが、当時、University of Rochester 
の大学院生であった Arvanitoyeorgos は、この ICM での short communication で一般化された旗
多様体上の等質アインシュタイン計量に関して、大村君、木村君と同じような結果を発表し、彼と知り合
うことになりました。2006年に私がギリシャの Patra 大学を訪問したことが発端で、共同研究がスタ
ートすることになりました。毎年２週間ほどギリシャを訪問しております。
　一般化された旗多様体はコンパクト半単純リー群の随伴軌道として定義される等質空間で、1958年の
Borel と Hirzebruch の有名な論文 Characteristic Classes and Homogeneous Spaces にも登場
し、構造の詳細が研究されているものです。等質空間の不変なアインシュタイン計量を探す研究は、リッ
チ曲率の成分は多変数の有理式になることより、多変数の多項式系の正の解を探す問題になります。我々
の方法は、変数が少ないときグレブナー基底を用いて方程式を一変数に帰着し、解を探すものです。一般
化された旗多様体では、不変なアインシュタイン計量は有限個であると予想されていますが、まだ未解決
です。最近は、一般化された旗多様体上のトーラス束である Ｃ－空間やコンパクト単純リー群上に、不
変なアインシュタイン計量がどのくらい多く存在するかを研究をしています。

大阪大学理学部数学科卒業。Ph.D. （University of Notre Dame）。
専門は微分幾何学。1974年大阪大学助手理学部、講師、助教授を経
て、1994年理学部教授、2002年大学院情報科学研究科教授、
2009年３月定年退職。趣味は家庭菜園。楽しみは海外渡航。

坂根 由昌
Sakane Yusuke

patra 大学のカフェテリア エピダウロス劇場にて
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名誉教授紹介

　鹿児島県は鹿児島市、近くに城山、遠くに桜島を望む地に生まれた。当然ながら、“白熊”は好物、“茶
碗蒸の歌”は歌え、黒板消しのことは“ラーフル”と思わず言ってしまう。普段の生活では、焼酎は芋焼酎
が一番ということと、後ろから第二音節にアクセントがある訛りが未だに抜けないでいるところに出身地
が見てとれる。少年時代の背景は漫画「三丁目の夕日」や「20世紀少年」に描かれる昭和世界、原っぱ
での草の罠や落とし穴、防空壕探検、雀取りや蛙釣り、アルミキャップロケット、模型と真空管ラジオ製
作、、……、そして数学パズル等々で遊んでいたとても集団行動が苦手な少年だった。大学は工学部に入
学し初めは漠然と技術者になろうと考えていたが、幸か不幸か素晴しい数学者の先生達との出会いに恵ま
れ、工学や理学に関わる非線形偏微分方程式の数学解析に興味を持つようになり、大学院の博士課程まで
進学。その後、幸運にも京都大学工学部で採用して頂き、また金沢大学理学部に６年間ほどお世話になり
（金沢はお酒と魚介類がとても美味しく、赴任後しばらくすると体調を崩したほど）、1993年の10月
からは縁あって大阪大学理学部へ、そして2002年に情報科学研究科に配置換えとなり、2015年3月無
事退職となった。最後に、ちょっとだけ専門の話。非線形偏微分方程式と言うと大変堅い感じがするが、
例えば私達の身近にある空気、水、バネ、電磁波、電子などの運動は全てこの非線形偏微分方程式で記述
される。私達の基本的興味は、これらの方程式が果
たして任意の時間まで解を持つのか、また持ったと
するとどのように時間発展して行くのかと言った基
本的な問題を数学の立場から考察し、身近な現実の
現象の内に潜む構造を明らかにしようとするところ
にある。特に方程式が非線形であるために、解は初
期値や各種パラメータに依存して様々な漸近挙動を
することが知られており興味は尽きない。これらに
関して、微分方程式の時間大域解の構成法とその流
体方程式系への応用について、日本評論社から「非
線形微分方程式の大域解　――圧縮性粘性流の数学
解析」（松村昭孝、西原健二著）を出版しているの
で是非一度手にとって見て頂きたい（現在、改訂版
がプリントオンディマンドPODで発売中）。

1973年京都大学工学部数理工学科卒、1978年京都大学工学部助
手、1988年金沢大学理学部助教授を経て、1994年大阪大学理学
部教授、2002年より情報科学研究科教授、2015年3月退職。

松村 昭孝
Matsumura Akitaka 
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卒業生の進路
金融・保険 メーカー

・その他 教員 公務員 進学 その他 計（修了、
単位取得退学）

H28年度卒
修士 1 5 3 1 0 0 10

博士 0 0 1 0 0 1 2

H29年度卒
修士 0 11 2 1 1 1 16

博士 0 1 0 0 0 1 2

H30年度卒
修士 0 5 2 0 0 1 8

博士 0 0 1 0 0 2 3

Ｒ１年度卒
修士 2 8 3 0 0 2 15

博士 0 0 0 0 0 0 0

Ｒ２年度卒
修士 4 3 1 0 3 1 12

博士 0 0 0 0 0 1 1

　修士卒業者の主な就職先

　主な博士号取得者の現在の状況

H28年度修士

● 野村證券　● ダイキン工業　● アウトソーシングテクノロジー　● 日立製作所
● 新日鉄住金ソリューションズ　● ブラザー工業
● 大阪府庁　● 大阪府教育委員会(2)　● 大阪桐蔭中学・高校

H29年度修士

● アクセンチュア(2)　● 新日鉄住金ソリューションズ　● 中部電力　
● エヌジェーケー　● コベルコシステム　● 富士通　
● 日興システムソリューションズ　● ドリコム　● 早稲田アカデミー　
● キヤノンＩＴソリューションズ　● 富士通テン
● 大阪大学大学院　● 大阪府公立教員　● 白陵高等学校（三木学園）

大学教員 (大阪大学情報、岡山大学教育、鹿児島大学学術研究院、福岡教育大学、岡山理科大学総合情報、
早稲田大学教育、茨城大学理工学研究科)
大学研究員(東京大学、北海道大学など)
その他、高専教員、高校教員、企業等

H30年度修士

● 大阪医科薬科大学高槻中学校・高等学校　● ㈱ベネフィット・ワン　● 日本電子計算㈱
● 日鉄日立システムエンジニアリング㈱　● ㈱日立製作所　
● フラットシステムソリューションズ㈱　● 一般財団法人岐阜県教育会

Ｒ２年度修士

● 三井住友信託銀行株式会社　● みずほ証券株式会社　
● 明治安田アセットマネジメント株式会社　● 大和証券株式会社　● 株式会社ブリヂストン
● freee株式会社　● 株式会社テクロス　● 学校法人角川ドワンゴ学園

Ｒ１年度修士

● アイテック阪神阪急㈱　● ㈱ウィザス　● オムロンソフトウェア㈱　● 四国電力㈱
● 西日本電信電話㈱　● ㈱日本総合研究所　● 日鉄ソリューションズ㈱　
● SBテクノロジー㈱　● ㈱大和証券グループ本社　● ㈱三井住友銀行　
● 学校法人偕星学園　● 学校法人創志学園　● 学校法人関西学院




