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新規デバイス，新規材料の数理解析 (実験データ解析、
画像解析、数学モデル化、シミュレータ開発、解析):
（電子放出素子，ナノ微粒子材料，Inkjet printer，
光学材料（量子化学，高分子物理）など） 特許多数

静
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大
学
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士
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粒
子
論
）

キヤノン（株）

数理工学研究室 室長 部長

▲都立大 論文博士（素粒子論）

代数曲線のアーベル関数論の再構築

弾性曲線（Elastica）の統計力学

可積分系（幾何）

Emma Previato氏

佐世保
高専

略歴

戸田セミナー・都立大セミナー
（薩摩先生・時弘先生・斉藤先生…）

横国大セミナー（玉野研一先生（一般位相）、今野紀雄先生（確率））

大西良博氏

産業数学・応用数学

数理物理

純粋数学

金沢大学

1988 2015/3

1995
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Appl. Math. Comp. 217 (2) (2010) 568-579
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１．S. Matsutani, Y. Shimosako and Y.Wang, Fractal Structure of Equipotential 
Curves on a Continuum Percolation Model Physica A 391 (23) (2012) 
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Conductivities over Agglomerated Continuum Percolation Models, 
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1. S. Matsutani, Hyperelliptic loop solitons with genus g: 
investigation of a quantized elastica, , J. Geom. Phys., , 43 
(2002) 146-162,
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3. S. Matsutani, E. Previato A generalized Kiepert formula for Cab 
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アーベル関数論 19本 (since 2002) 全論文数 83本 (since 1991)

代数曲線のアーベル関数論
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新規デバイス，新規材料の数理解析 (実験データ解析、
画像解析、数学モデル化、シミュレータ開発、解析):
（電子放出素子，ナノ微粒子材料，Inkjet printer，
光学材料（量子化学，高分子物理）など） 特許多数
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略歴

戸田セミナー・都立大セミナー
（薩摩先生・時弘先生・斉藤先生…）

横国大セミナー（玉野研一先生（一般位相）、今野紀雄先生（確率））

大西良博氏

金沢大学

1995

弾性曲線（Elastica）の統計力学

代数曲線のアーベル関数論の再構築

脳の中に
純粋数学者が住む
技術者となった



数理物理、応用数学、純粋数学の研究者として
また、企業の現場，管理業務の経験者として、
1. 数学はどう役に立っているのか？

2. 数学はどう社会と向き合うべきか？

3. 社会は如何に数学と向き合うべきか？

という問いの答を見出すべき！



線型代数学周遊
～応用をめざして

２０１３年出版 ２０１７年出版

ものづくりの数学のすすめ



ものづくりの数学
経営・企画
OR,データ解析
最適化、ゲーム理論

OR最適化

数値シミュ
レーション 現代数学の

現場課題へ
の適用

データ解析

材料・デバイス開発

暗号・符号

数理解析

量産 ソフト開発



日本の製造業の
外貨獲得力は落
ちてきている

電気機器の貿易収支の推移

「ものづくり白書2018」より
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兆円

2008 2018

2000年
7.8兆円

2008年
6.7兆円

2018年
1.8兆円

2007年にiPhoneが発売されて
電気機器を輸入する国となった
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「2019年度 ものづくり白書」経産省、厚労省、文科省

社会の構造が劇的に変化し、必要とされる知識も急
激に変化し続けることが予想される中、初等中等教
育段階において学びの基盤を固めると共に、技術革
新や価値創造の源となる飛躍知を発見・創造し、そ
れらの成果と社会課題をつなげ、新たな社会を牽引
する人材の育成が高等教育段階において必要
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２．コモディティ
化に対抗し、更な
る技術の先鋭化を
図る！

どちらの方向においても
数学が重要な役割を示す



「2019年度 ものづくり白書」経産省、厚労省、文科省

【新たな社会をけん引する人材育成】
１．Society5.0に向けた人材育成
〇高等教育段階においては、どの学部に進学して
も必要となる数理的思考力とデータ分析・活用能
力を身に付けるための全学的な数理データサイエ
ンス教育の推進や、リカレント教育を含む産学が連
携した実践的な教育プログラムの開発・実施とそれ
らを支える実務家教員を育成・活用するシステムの
構築などを……人材育成を推進
〇各大学などが、時代の変化に応じ多様な教育プ
ログラムを迅速かつ柔軟に編成できるよう、…





１９世紀まで
数学と科学・技術が融合していた

数学専門家 科学者・技術者
（数学利用者）

２０世紀

数学者≒科学者・技術者

課題：
科学技術が21世紀に入って大きく発展している
中で21世紀の数学を活用できていない



１９世紀まで
数学と科学・技術が融合していた

数学専門家 科学者・技術者
（数学利用者）

２０世紀

課題：
科学技術が21世紀に入って大きく発展している
中で21世紀の数学を活用できていない

C.H. 数理物理の方法
当時，物理・工学で必要となる
数学全般が提示された

1924年

２１世紀は数学の時代
数学を上手く活用した国が覇権を制する

２１世紀に入って、C.H.だけでは「ことば」が足り
なくなってきている！



１９世紀まで
数学と科学・技術が融合していた

数学専門家 科学者・技術者
（数学利用者）

２０世紀

課題：
科学技術が21世紀に入って大きく発展している
中で21世紀の数学を活用できていない

2008年の時点で、ドイツでは実際に企業の現場では，従来の
応用数学のみならず，それとは異なる数学（加群や代数曲面
など）まで活用し、社会全体で危機を共有している



１９世紀まで
数学と科学・技術が融合していた

数学専門家 科学者・技術者
（数学利用者）

２０世紀

課題：
科学技術が21世紀に入って大きく発展している
中で21世紀の数学を活用できていない

日本では，「現代数学がどのようなものか」を理解した経営者
や社会的リーダーが不在のため、高校数学や物理数学の経験
で「数学像」を語り、社会をリードしている。



企業現場での数学活用について
（経験を踏まえ）

新たな企業での数学活用に向けて

企業と大学の研究スタイルの
違いを分析することが重要

企業の研究スタイルとは？



企業の多くの業務は広い意味
の異分野融合である

異分野融合を更に高度化することで，
日本が直面する危機に対抗できないか？

企業の研究スタイルとは？

島津製作所 田中耕一氏



技術の上流 技術の下流

アカデミック 企業：開発部門 企業：生産

オーソドックスな技術の流れ

現在の状況：
・単一技術で優位性が発揮できない
・上記の描像は、現実を反映していない

（科学と技術のスパイラル（カシミール））
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B
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A

専門家
D

異分野融合により
価値を創出する



NIKKEI BP総研

2018年8月30日

http://bpi.nikkeibp.co.jp/


NIKKEI BP総研

2018年9月10日



（機器の開発では）化学、物理、電気・電子、ソ
フトウエア、数学など様々な学問の知見を集めて
作ります。つまり、こうした機器を開発する現場
では、日常的に異分野融合が行われています。

異分野融合の素地となる場は、大学より企業に、
企業の中でもものづくりの現場でより生まれやす
いと考えています。そして、それぞれの専門性を
持つ人たちによる、チームワークが大切になりま
す。チームワークという面では、日本は欧米より
も本来ずっと得意なのだと思っています。



日本の現場が独創性の発揮を阻害している。そ
んな先入観を抱いて、闇雲に欧米の手法をまね
ようとしている動きがあるように感じます。私
は、欧米とは違う日本独自の独創性を生み出す
手法があってよいと考えています。

異分野連携の場は、忖度し合う仲良しクラブで
はありません。異なる観点を持つ人同士が真剣
に向き合うことで、一人ひとりの知恵や常識の
限界を突破できる場だと思います。



キヤノン在籍時の部署とその状況

キヤノン総合R&D本部
解析技術開発センター

数理工学研究部

シミュレーションを行う部署

解析技術開発センター

数理工学研究部
計測関係



キヤノン在籍時の部署とその状況

キヤノン総合R&D本部
解析技術開発センター

数理工学研究部

最先端のデバイスや材料開発において、市販の汎用
シミュレーションツールで計算するだけでは判らな
い事がある
→ デバイス・材料の物理現象を数学により表現する

ことで、物理現象を予測し、機能の発現を制御でき
るようにする。

数理工学研究部の役割



数理工学
研究部

薄膜系での
光学特性

超高抵抗材
料の電気伝
導特性

X線に関わる
物理

（数10[KeV])

微小流体挙
動の予測

薄膜の形成
過程の予測

30

製品プロジェ
クトＣ

製品プロ
ジェクトＤ

製品プロ
ジェクトＢ

製品プロ
ジェクトＡ

製品プロ
ジェクトＥ



高分子
化学者

電気屋

機械屋

数理
科学者

分析屋

計測屋
数学単独で成果を出す
ことは基本あり得ない



数理解析現象の可視化
数学モデル化
数理構造の解明
数値シミュレーション
（予測・定量化・可視化）

計測・分析手法による
現象の定量化・可視化

現象の制御
解明したい動機
現象の再現
仕様の決定

数理連携の3 要素

価値創造のベクトル
方向を提示する



33

企業での数理解析の効果

●現象を数学という言葉にすることにより、
現象を制御できるようになる

●異なる分野を数学という
言葉で結びつける

●数値シミュレーションな
どにより現象をより詳細
に定量化・可視化できる

異なる専門家間の
議論・意思統一
・方向性の決定



アカデミック 企業（製造業）

目的 各分野の学問の発展のため
（パラダイムのため）

製品開発のため

指向 シーズ指向 ターゲット指向

機密性 成果はオープン 成果は機密

メンバ 自由意志で加入可 限定メンバ

評価 内部
（ピアレヴュウ）

外部
（経営層／市場）

評価
基準

分野の発展に価値があるか
（論文引用件数・論文インパクトファクター）

経済価値

分野間
の融合

・論文になりにくい
⇔ピアレヴィウできない
⇔評価されない

・自由
・多くの分野に跨る
（評価軸が異なる）

研究の時間
スケール

・近年：１～２年で結果を出す
（プロジェクトは続かない）

・数ヶ月で何かを提示
（実は長期的取組可）



アカデミック 企業（製造業）

特徴 尖がった専門知識 鈍であるが様々な
ノウハウ

人材育成 短期間で教育 終身雇用を前提とした
長期にわたる教育が

可能かつ必須

「…これからは，組織に働く人たち，とくに知識労働者たるものは，
自らの組織より長生きする．仕事を変えることができなければなら
なくなる．キャリアを変えなければければならなくなる」

P.F. ドラッカー 1999 年
「明日を支配するもの 21 世紀のマネジメント革命」

小
学

中
学

高
校

大
学

修
士

博
士

企業



純粋数学も含めた様々な数学を利用して、
現象を読み解いた事例

事例



先進数理解析の例

インクジェットプリンターのインク吐出部の流体モデル化
（特異点論を利用）
2008 M-Nakano-Shinjo



問題：三相界面は特異点
三相： 固体、液体、気体（非圧縮性）

ヒー
ター

インクの吐出部

{0} ⊂V1⊂ V2

先進数理解析の例

インクジェットプリンターのインク吐出部の流体モデル化
（特異点論を利用）
2008 M-Nakano-Shinjo

企業課題は、アカデミックの研究の方向性と異なる
→ 課題（機密）を持った者が解決する必要がある

高度なシミュレーションにより高度な技術を構築している



初等特異点論

無限次元リー環
運動量写像

計算流体力学

phase場理論

解析幾何

流体力学

界面の物理

半導体素子

計測技術
（光学・メカ・電気・・・）

材料科学
インク・電極材料

三相界面の
計算流体

アルゴリズム



先進数理解析の例

ナノ材料の材料設計に向けたパーコレション理論を活
用した数学モデル化
（点過程， Γ収束，フラクタル，擬等角写像、等角写像）

2015 M-Shimosako, 2012, 13, M-Shimosako-Wang 



Preparation and Some Properties of a Nanocomposite of 
Polyacrylonitrile with Acetylene Black Arjun Maity and Mukul 
Biswas Polymer Journal, Vol. 36 (2004) No. 10 pp.812-816

Fine Dispersion and Property Differentiation of Nanoscale 
Silicate Platelets and Spheres in Epoxy Nanocomposites Chien-
Chia Chu, Jiang-Jen Lin, Chang-Ru Shiu and Chang-Chin Kwan 
Polymer Journal, Vol. 37 (2005) No. 4 pp.239-245

先進数理解析の例

ナノ材料の材料設計に向けたパーコレション理論を活
用した数学モデル化
（点過程， Γ収束，フラクタル，擬等角写像、等角写像）

2015 M-Shimosako, 2012, 13, M-Shimosako-Wang 



先進数理解析の例

ナノ材料の材料設計に向けたパーコレション理論を活
用した数学モデル化
（点過程， Γ収束，フラクタル，擬等角写像、等角写像）

2015 M-Shimosako, 2012, 13, M-Shimosako-Wang 



パーコレーション、点過程、擬等角写像、等角写像に
よって記述される

先進数理解析の例

ナノ材料の材料設計に向けたパーコレション理論を活
用した数学モデル化
（点過程， Γ収束，フラクタル，擬等角写像、等角写像）

2015 M-Shimosako, 2012, 13, M-Shimosako-Wang 



パーコレーショ
ン理論

点過程

計測技術
（電気・メカ）

フラクタル幾何

擬調和関数論

数値計算技法

材料科学

均一化法

材料屋
（試料の提供）

パーコレーション
の電気伝導



2016 Ide-Konno-M-Mitsuhashi

2016 Ide-Konno-M-Mitsuhashi
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不純物を含んだ１次元量子ウォークモデルによる光の伝搬計算
（コヒーレント光と拡散光との混在が見られる）

拡散光発色と構造色を融合できる数学が必須 （従来は表現不可）
量子ウォーク＋点過程により、コヒーレント光＋拡散光を表現

２１世紀の技術課題には
２１世紀の数学が必要となる

先進数理解析の例

インク・感光体など色材材料設計に向けた数学的表現
量子ウォークによる波動（量子）計算シミュレーション
量子ウォーク（2000年代に発展した確率モデル）の実課題への適用



先進数理解析の例

R=C[[a1,a2,a3,b]]/(a1a2a3-b)

2016 Hamada-M-Nakagawa-Saeki-Uesaka. 2019 M

転位のエネルギーはEpstein-Hurwitz zetaで
記述
・単純格子の場合： Gauss整数 Z[i]
・BCC格子の場合： Eisenstein整数 Z[ω3]

先進数理解析の例

鉄鋼の材料設計に向けた結晶のらせん転位の数学的表現:
代数的整数、アーベル群環、ζ関数を利用したモデル化

（日本製鉄、ＩＭＩ、東大数理、佐世保高専(2016-2019)）



2016 Hamada-Makita-M

先進数理解析の例

ロボットの指による幾何学拘束（Caging)の数学表現
ユークリッド変換リー群の経路空間とロボティックス
SE(n)ユークリッド変換のリー群の経路空間、ホモトピー論



21世紀、科学者・技術者が対峙している現実
は、数学者が想像するより遥かに複雑！

しかし、多くの事は、現代数学も含めた高い
視点から見れば、記述可能！



日本の製造業の課題：

如何に現場で数学を活用できるように
するか？

・現場の課題をよく理解し
（オープン・イノベーション以外では，現場の課題は最大の機
密事項である＝表には出ない）

・数学を操れるポテンシャルを持っている
（数学の論文を執筆可能なレベルのポテンシャルが必須）

人材を育成する



主要国の高等教育レベル（ISCED レベル5～8)における教員の年齢階層構成

科学技術指標２０１８／科学技術・学術政策研究所

ISCED2011 におけるレベル5～8（日本の大学等（短大、高等
専門学校も含む）)に所属している教員を対象としている。



大学（高等教育機関）

企業

アカデミックの長短を理解した技術者・経営者が少ない
→ 博士号取得者に企業の研究スタイルを説明しきれない

(異なる研究文化の下で，そのポテンシャルを生かしきれない)

→ 自前で技術者を調達する（修士以下程度がよい）
→ 博士号取得者を採用しない
→ アカデミックの長短を理解した人材が育たない

現状
企業経験者が少ない
→ 学生に企業での研究スタイルを説明できない

（大学を去る＝負け犬）
（優秀 ＝大学に残るべき人材）

→ 優秀な人材を社会に提供できない



大学（高等教育機関）

企業

アカデミックの長短を理解した技術者・経営者が少ない
→「大学が役に立つ研究をしない！ 即戦力にならない

人材を育成している！」と考える
→ 大学が不得意とする機能を要求する

（短期的な成果、専門性を否定した教育）

現状
企業経験者が少ない
→ 企業の研究費を使えば大学の研究費問題が解決する
→ 共同研究をすればよい

→ 企業ニーズを掴めず，うまくいかない
（論文にならない社会価値を理解できていない）



人口100 万人当たりの学位取得者数の国際比較

科学技術指標２０１８／科学技術・学術政策研究所

博士号取得者数

博士号取得者が企業に流れておらず、
日本の企業技術者の専門レベルが
相対的に低下している

社会が、高学歴者を利用できていない



大学（高等教育機関）

企業

企業での研究スタイルとの差異、大学の研究成果の社会
での有用性と役割を理解する研究者の増加
→ 社会で大学の成果を活用できる人材を供給・育成
→ 大学から社会への有効なサポートが可能
→ 大学はより高度な研究の発展に注力

大学の長短を理解した技術者・経営者が増える
→ 高度な知識・技術を持った人材の活用方法が判り、

活用できる素地ができる
→ 高度な知識を持った研究者が活躍できる
→ 大学が得意とする機能の強化を大学に期待する

理想



大学（高等教育機関）

企業

企業での研究スタイルとの差異、大学の研究成果の社会
での有用性と役割を理解する研究者の増加
→ 社会で大学の成果を活用できる人材を供給・育成
→ 大学から社会への有効なサポートが可能
→ 大学はより高度な研究の発展に注力

大学の長短を理解した技術者・経営者が増える
→ 高度な知識・技術を持った人材の活用方法が判り、

活用できる素地ができる
→ 高度な知識を持った研究者が活躍できる
→ 大学が得意とする機能の強化を大学に期待する

理想
現代数学

数学
数学を理解した

知識を持つ数学者



・大学に企業経験者がいない
・企業にアカデミックの長短を理解した
技術者・経営者が少ない

・日本では人的交流は近未来的には難しい

これらの事実を受け入れながら、
互いに理解できる素地を作り、
よい循環に移行させる

現状

理想

企業内のキーパーソンに向けた
リカレント教育



リカレント教育により，企業のキーパーソ
ンが大学で「大学の尖った知」を学ぶ

企業内で尖った知を活用可能となり、大学
の長短を知ったリーダーが育つ

企業で博士号取得者
を受け入れる素地が
でき，実際に受け入
れる．

企業でのターゲッ
ト型研究の面白さ
を学生に教授可能
となる

一部は
大学へ

大学では企業では



リカレント教育により，企業のキーパーソ
ンが大学で「大学の尖った知」を学ぶ

企業内で尖った知を活用可能となり、大学
の長短を知ったリーダーが育つ

企業で博士号取得者
を受け入れる素地が
でき，実際に受け入
れる．

企業でのターゲッ
ト型研究の面白さ
を学生に教授可能
となる

一部は
大学へ

大学では企業では
１回／月、企業側の研究者が集まって勉強会を行う。

化学の勉強会
１．一般社団法人 企業研究会

「コンピュータによる材料開発・物質設計を考える会」
（ＣＡＭＭフォーラム）

２．新化学技術推進協会
「次世代計算化学技術セミナー」
「高分子シミュレーション技術セミナー」



リカレント教育により，企業のキーパーソ
ンが大学で「大学の尖った知」を学ぶ

企業内で尖った知を活用可能となり、大学
の長短を知ったリーダーが育つ

企業で博士号取得の
数学者を受け入れる
素地ができ，実際に
受け入れる．

企業での数学活用
の面白さを学生に
教授可能となる

一部は
大学へ

大学では企業では

現代数学

現代数学



岩本晃一 第60 回「第4 次産業革命を担う人材の育
成：ドイツの動向（9）」RIETI 独立行政法人経済産業
研究所 2017 年9 月

エンゾー・ウェーバー教授
ドイツ連邦政府労働・社会省 雇用研究所
IAB(Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung）
「ドイツでは昔は大学に⾏って卒業して、大学で学んだ
専門とは無関係な企業に就職したのですが、最近は、⼤
学が再教育でもっと強いリーダーシップをとってもいい
んじゃないかという話が出ています。若者ではなくて、
仕事を持っている成⼈の再教育について、大学がもっと
リーダーシップをとってもいいのではないかと。」



岩本晃一 第60 回「第4 次産業革命を担う⼈材の育
成：ドイツの動向（9）」RIETI 独立⾏政法⼈経済産業
研究所 2017 年9 月

エンゾー・ウェーバー教授
ドイツ連邦政府労働・社会省 雇用研究所
IAB(Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung）
「今、ドイツでスタンダードになりつつあるのが、1回⼤学を出て
仕事をして、その後にまた、修⼠をとり直したり、もう1度研究に
戻ったり、MBAをとったりというのが増えてきています。ビジネス
スクールがとても増えてきました。」
「データサイエンティストはエンジニアと統計学の中間ぐらいで、
インフォマティックの背景を持っている人たちです。統計学を⼤学で
専攻して、たまたまIT分野に強いか、またはインフォマティックの勉
強をしていた人が、たまたま統計学に興味が出てくるか、ITエンジニ
アを勉強していた人が、データサイエンティストに関⼼を持っていっ
た、など、基本的にはドイツの学部で⾔えば、その3つの分野の全て
に⾜を突っ込んでいる人がデータサイエンティストでしょうか。」



岩本晃一 第60 回「第4 次産業革命を担う⼈材の育
成：ドイツの動向（9）」RIETI 独立⾏政法⼈経済産業
研究所 2017 年9 月

エンゾー・ウェーバー教授
ドイツ連邦政府労働・社会省 雇用研究所
IAB(Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung）
「今、ドイツではミントが必要だと⾔われています。Mが
マスマティクス、Iがインフォマティック、Nが⾃然教育、T
がテクニックです。これを1人の人間が目指すのではなくて、
この4つの学部の出⾝者が必要だということです。」



・大学の数学者の役割：

１．技術の発展は確率論的なものである事を認識すること
（何が役に立つかはわからない）

2. 数学はそれがどんなに抽象的でも技術の言葉として有用
となる可能性を秘めている事を理解すること

3. 曇りない厳密性と表現力を持つ言葉である数学を発展，
進化させること

4. 高度な数学を操れる技術者を育成，サポートすること

5. 可能であれば，数学以外の分野にもトライすること



企業の技術者が、アカデミックの評価基準を離れ（共同
研究の成果／論文の成果に拘らず）、

・自らが抱えている課題を表明することなく，
・数学のCurrentな知見を学ぶ
・Basicな知識を学び直せる

（非数学科卒の研究者にとって現代数学は敷居が高い）

仕組みを社会の中に構築することが求められている！

緊急の課題

日本の風土にあった教育システム

スキルアップの場の確立

大学をできるだけオープンにして、成果を問わず、教育
し続ける努力をする．



書籍による情報発信

数学Libre他
2頁／月 ８年間

現在まで

約200頁



SNSなどによる発信

現在まで

・日本の技術者は極めて優秀

・キーパーソンは，革新的（ラディカル)なために
優等生的とは限らない



勉強会、数学YouTubeなど

今後

ご指導、ご協力 お願いいたします。

ご清聴ありがとうございました
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