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産業数学・応用数学

数理物理

純粋数学

1990           2000          2010    2017



１．S. Matsutani, K. Nakano, and K. Shinjo, Surface tension of multi-phase 
flow with multiple junctions governed by the variational principle,
Math. Phys. Analy. Geom. 14 (3) (2011) 237-278

２．Shigeki Matsutani, Sheaf-theoretic investigation of CIP-method, 
Appl. Math. Comp. 217 (2) (2010) 568-579

その他，15本 (since 2002) 論文数 75本 (since 1991)

計算流体力学

１．S. Matsutani, Y. Shimosako and Y.Wang, Fractal Structure of Equipotential 
Curves on a Continuum Percolation Model Physica A 391 (23) (2012) 
5802-5809, Dec. 1, 2012, arXiv:1107.2983.

２. S. Matsutani, Y. Shimosako and Y. Wang, Numerical Computations of 
Conductivities over Agglomerated Continuum Percolation Models, 

ナノ材料の数値解析

電子デバイス解析
１．M. Okuda, Shigeki Matsutani,A. Asai, A. Yamano, K. Hatanaka, T. Hara and 

T. Nakagiri, Electron trajectory analysis of surface condction electron 
emitter displays(SEDs) (invited talk), SID 98 Digest, (1998) 185-188

２．S. Matsutani, M. Okuda and A. Asai, Dynamics of electrons in half-space with
cylindrical electro-static field, Jpn J. Ind. Appl. Math., 18 (2001) 777-790,



数理物理

１．S Matsutani and H Tsuru, Reflectionless quantum wire,
J. Phys. Soc. Jpn., 60 (11) (1991) 3640-3644, Nov. 15, 1991.

２. S. Matsutani and H. Tsuru, Physical relation between quantum mechanics and 
soliton on a thin elastic rod, Phys. Rev. A, 46 (1992) 1144-1147.

３．S. Matsutani, Quantum field theory on curved low dimensional space 
embedded in three dimensional space Phys. Rev. A, 47 (1993) 686-689,.

４. S. Matsutani, The Physical meaning of the embedded effect in the quantum 
submanifold system, J. Phys. A: Math. & Gen., 26 (19) (1993) 5133-5143.

５．S. Matsutani, Anomaly on a submanifold system: new index thoerem related 
to a submanifold system, J. Phys. A: Math. & Gen., 28 (5) (1995) 1399-1412.

６．S. Matsutani and A. Suzuki, Hopping conductivity associated with activation 
energy in disordered carbon, Phys. Lett A, 216 (1-5) (1996) 178-182.

７．S. Matsutani, A constant mean curvature surface and the Dirac operator, J. 
Phys. A: Math. & Gen., 30 (11) (1997) 4019-4029.

８．S. Matsutani, Statistical mechanics of elastica on a plane: origin of the MKdV
hierarchy, J. Phys. A: Math. & Gen., 31 (11) (1998) 2705-2725.

９．S. Matsutani, On density of state of quantized Willmore surface :a way to a 
quantized extrinsic string in R3, J. Phys. A, 31 (1998) 3595-3606.

10．S. Matsutani and Akira Suzuki, Apparent metal-insulator transition in 
disordered carbon, Phys. Rev. B, 62 (21) (2000) 13812-13815.



1. S. Matsutani, Hyperelliptic loop solitons with genus g: 
investigation of a quantized elastica, , J. Geom. Phys., , 43 
(2002) 146-162,

2. J.C. Eilbeck, V.Z. Enol'skii, S. Matsutani, Y. O^ nishi, and E. Previato,
Addition formulae over the Jacobian pre-image of hyperelliptic
Wirtinger varieties, Journal four die reine und angewandte 
Mathematik (Crelles Journal), (2008) 2008 No. 619 37-48

3. S. Matsutani, E. Previato A generalized Kiepert formula for Cab 
curves, Israel J. Math., 171 (2009) 305-323,

4. S.Matsutani E. Previato, Jacobi inversion on strata of the Jacobian of
the Crs curve yr = f (x), II, 
J. Math. Soc. Japan, 60 (2008) 1009-1044, 66 (2014) 647-691,

5. J. Komeda, S. Matsutani and E. Previato, The Riemann constant for a
non-symmetric Weierstrass semigroup, 
Archiv der Mathematik 2016

その他，15本 (since 2002) 論文数 75本 (since 1991)

代数曲線論



数理物理、応用数学、純粋数学の研究者が
1 製造業の現場での種々の技術課題を
解析するとどう見えるか？

2 製造業のマネージメントと経営的な
視点から産業を眺めるどう見えるか？



線型代数周遊ー応用をめざして



ものづくりの数学：
２１世紀の危機と現代数学の役割



・２１世紀、技術が高度に発達し、従来のクーラン・ヒルベルトをベース
にした工業数学だけでは、技術を表現できなくなってきている。
現代数学（位相幾何、代数、局所と大局、測度論、…）の考え方が必要

・現代数学の最大の特徴は、曇りない厳密性と表現力を持つこと。
「数学は技術者の言葉を極限操作したもの」（フッサール）
２１世紀の技術には言葉として２１世紀の数学が必要

・純粋数学者の役割：
１．技術の発展は確率論的なものであることを認識すること
（十年のオーダーでは、何が役に立つかは分からない）

２．曇りない厳密性と表現力を持つ言葉を発展、進化させること
３．新たな言葉を使う技術者を育成、サポートすること

４．できる人は技術をゼロから学んで参画すること

概要



ものづくりの数学：
２１世紀の危機と現代数学の役割

・２１世紀の日本でのものづくり危機
・ものづくりでの現代数学の役割
・現代数学の特徴
・事例
・数学者の役割





「ものづくり白書2015」より

製造業は現在も３割を稼ぐ産業である

2010年



明治維新以後 日本のものづくりの強みは
＝ 精緻化／高品質

ドラッカー： 印籠を作る精密さ
小笠原（明治大）：箱庭、幕の内弁当に象徴される緻密さ

ウォークマン、ノートパソコン、カメラ、
初期携帯電話、家電（テレビ、オーディオ）、
半導体メモリ、半導体製造装置、複写機
（すり合わせ技術）

日本の製造業の特徴



1900年パリ万博で最高金賞を受賞した深川製磁の作品
http://www.arita.jp/aritaware/ 有田観光協会 ありたさんぽ

1867年パリ万博
・ジーメンス(Siemens)社による電動機、発電機、
・エドゥー(L. Edoux)による水圧式エレベータ

・幕府、薩摩藩、佐賀藩が出品
有田焼、工芸品（べっこう細工、象牙細工、…）
（精緻・高品質 日本の技術力の高さ）

不平等条約解消、
→ ジャポニズムの契機、



圓川隆夫（東工大 経営工学）
我が国文化と品質

・精緻さにこだわる
・不確実性を回避したがる

・不良品ゼロ、故障品ゼロをめざした改善活動
（高品質とコストを両立させた）

・遅れない鉄道網
・トヨタ生産方式（在庫を持たない）
・高品質な製品

日本人の特徴



米国：トップダウン
第二次世界大戦中に習得したオペレーションズ・リサーチ
（ＯＲ）として発展、戦後、企業戦略に活用

・対象を数学モデル化 → 最適化
・トップの考え → 現場に落とす

日本：ボトムアップ
品質保証 （現場が考え、「改善」により変更する）

（現場の士気が高まる → 20世紀後半からの日本の発展）

トップダウン vs ボトムアップ



「ものづくり白書2015」より

製造業が県民の所得を牽引している

2012年



ところが....



情報技術が急速に発展している

年
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２０１０年代に入って、コンピュータ技術（ハードウエア、
ソフトウエア）が急速に発展した。

・１９９０年代中盤のスーパーコンピュータは2016年PC、
スマートフォンと同等
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「ものづくり白書2015」より

日本の製造業の外貨獲得力
は落ちてきている

7.1兆円

1.1兆円

電気機器の貿易収支の推移



製造業の就業人口は減少している
23.7%(1993)→16.5(2013)
1,530万人 → 1,039万人
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「ものづくり白書2015」より



明治維新以後 日本のものづくりの強みは
＝ 精緻化／高品質

ドラッカー： 印籠を作る精密さ
小笠原（明治大）：箱庭、幕の内弁当に象徴される緻密さ

現状の懸念事項：
２１世紀に入って、精緻化／高品質が機能しな
くなってきている

危機１．技術のコモディティ化
危機２．技術のシステム化
危機３．製品のライフサイクルの短縮



危機１．技術のコモディティ化

計算機技術、通信技術の発達により、デジタル化、モデュー
ル化及び、微細加工技術などの技術の成熟化が起こり、資
金があれば、誰でも技術を利用できるようになってきた。



危機１．技術のコモディティ化
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計算機技術、通信技術の発達により、デジタル化、モデュー
ル化及び、微細加工技術などの技術の成熟化が起こり、資
金があれば、誰でも技術を利用できるようになってきた。



危機１．技術のコモディティ化

日本の強みである精緻化・高品質が機能しなくなってきている

例）ブラウン管時代の刷り合わせ技術であった絵作りのノウ
ハウの価値がテレビのデジタル化により低下。

例）光学設計技術のコモディティ化： 光学計算ソフトウエア
ＣｏｄｅＶの発展により、誰でも（ある程度の）光学設計が可
能となり、電気メーカーがこぞってデジカメに参入した

計算機技術、通信技術の発達により、デジタル化、モデュー
ル化及び、微細加工技術などの技術の成熟化が起こり、資
金があれば、誰でも技術を利用できるようになってきた。



技術の成熟化に伴い、個々の性能の優劣よりも
システム全体としての性能が重要になっている

例）携帯電話からスマートフォン
(iphone, Android)

危機２．技術のシステム化



技術の成熟化に伴い、個々の性能の優劣よりも
システム全体としての性能が重要になっている

例）携帯電話からスマートフォン
例）半導体露光装置 （超精密技術）

危機２．技術のシステム化
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技術の成熟化に伴い、個々の性能の優劣よりも
システム全体としての性能が重要になっている

危機２．技術のシステム化

日本人は、不確実性を嫌うため 改善提案によ
るシステムの小変更は得意だが、システム全体の
大変更は、不得意。
→ 日本はシステム化の流れに乗り遅れている！

例）携帯電話からスマートフォン
例）半導体露光装置 （超精密技術）
個々の性能としては劣らなかったニコン、キヤノンの半導
体露光機が、稼働率、他の製品プロセスへの転用の容易
さ、スループット等、生産プロセスのシステム全体を考えた
ＡＳＭＬの露光機に完敗した。



技術の成熟化に伴い、個々の性能の優劣よりも
システム全体としての性能が重要になっている

例）携帯電話からスマートフォン
例）半導体露光装置 （超精密技術）
個々の性能としては劣らなかったニコン、キヤノンの半導
体露光機が、稼働率、他の製品プロセスへの転用の容易
さ、スループット等、生産プロセスのシステム全体を考えた
ＡＳＭＬの露光機に完敗した。

危機２．技術のシステム化

システム全体が商品となると、他のシステムに
乗り換えることが困難となる(iphone, Android)
プラットフォーマーが勝ち残る！

→ 寡占状態になる



危機３．製品ライフサイクルの短縮

技術革新のスピードが増す中、製品自身のライフサイク
ルが短く、過剰な品質保証が時代に合わなくなっている



危機３．製品ライフサイクルの短縮

技術革新のスピードが増す中、製品自身のライフサイク
ルが短く、過剰な品質保証が時代に合わなくなっている
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危機３．製品ライフサイクルの短縮

技術革新のスピードが増す中、製品自身のライフサイク
ルが短く、過剰な品質保証が時代に合わなくなっている

例）１９９０年代初等、ＤＲＡＭで高品質で高耐久性メモ
リを作成し、耐久性では３０年を超えるものができた
パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）の時代になって、プロダクト
ライフサイクルが短くなり、高耐久性の意味が喪失した

結果、韓国、台湾にシェアを奪われた！

・高品質が製品のセールスポイントになりにくくなっている
・時代にマッチしたタイムリーな商品がより求められるよう
になってきている



「ものづくり白書2015」より

日本の製造業の外貨獲得
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危機に対する他国の戦略

サムスンの戦略：
歩留まり向上、高品質より、開発期間を短縮し、マーケティ
ング力によって、顧客ニーズをタイムリーにつかみシステムを
如何に構築するかに主眼を置き、成功。

欧米の戦略：
単なる製造業からシステム化へ移行
ＩＢＭのサービス・システム業務への移行

LenovoへのＰＣ部門の売却
ＧＥ ・ウェルチ：No.1No.2戦略

例）医療機器、インフラストラクチャー
・インダストリアル・インターネット

（インテリジェント機器、ビッグデータ、人）

・医療：

個々の検査装置のみではなく、電子カルテとして、複合
した診断システム、セキュリティも含めた、病院まるごとを
システム化する動き:システム化による寡占化の争い）

ギャラクシーノート7

プラットフォーマーを目指す！
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ドイツの動き

インダストリ4.0（シーメンス／ＳＡＰ）
ＩＯＴ（もののインターネット化）を第四の産業革命として、
ＳＣＭ（サプライ・チェーン・マネージメント）と工場のシステ
ム・自動化をより高度化させ、新たな開発・生産システム
（スマート・ファクトリー）を構築する。
ＳＯＡ（サービス指向アーキテクチャー）を利用した工場など
をシステムとして取り込む

システム化されると寡占状態になるシステムの覇権競争



ドイツの動き

インダストリ4.0（シーメンス／ＳＡＰ）
ＩＯＴ（もののインターネット化）を第四の産業革命として、
ＳＣＭ（サプライ・チェーン・マネージメント）と工場のシステ
ム・自動化をより高度化させ、新たな開発・生産システム
（スマート・ファクトリー）を構築する。
ＳＯＡ（サービス指向アーキテクチャー）を利用した工場など
をシステムとして取り込む

システム化されると寡占状態になるシステムの覇権競争

第一次産業革命 １８世紀後半ー１９世紀末 機械、蒸気機関
第二次産業革命 １９世紀末 ー２０世紀中盤 電気、
第三次産業革命 ２０世紀中盤ー２１世紀始め、計算機、自動化
第四次産業革命 ２１世紀初頭ー、 ＩＯＴ



ドイツの動き

インダストリ4.0（シーメンス／ＳＡＰ）
ＩＯＴ（もののインターネット化）を第四の産業革命として、
ＳＣＭ（サプライ・チェーン・マネージメント）と工場のシステ
ム・自動化をより高度化させ、新たな開発・生産システム
（スマート・ファクトリー）を構築する。
ＳＯＡ（サービス指向アーキテクチャー）を利用した工場など
をシステムとして取り込む

システム化されると寡占状態になるシステムの覇権競争



IOT化によるシステム化の例

小松製作所の特殊車両に対する機械稼働管理システム
「KOMTRAX（コムトラックス＝Komatsu Machine Tracking System）」

KOMATSU

盗難予防のGPS
↓

ビックデータ
↓

管理システム
↓

商品開発・販売



IOT化によるシステム化の例

IOT
IOT

IOT

・工場のスマート化
・製品企画，開発，購買、生産，
販売，流通の一気通貫
のシステム化

（カスタマイズ商品の自動生産）



ドイツの動き

インダストリ4.0（シーメンス／ＳＡＰ）
ＩＯＴ（もののインターネット化）を第四の産業革命として、
ＳＣＭ（サプライ・チェーン・マネージメント）と工場のシステ
ム・自動化をより高度化させ、新たな開発・生産システム
（スマート・ファクトリー）を構築する。
ＳＯＡ（サービス指向アーキテクチャー）を利用した工場など
をシステムとして取り込む

システム化されると寡占状態になるシステムの覇権競争

人類の有史以来の営みである生産・消費活動
というものをシステム化し、そのプラットフォー
マーを目指す。



時代は動いている

世界では、ルールブレカーがイノベーションを起こし、
戦略をもってシステムを開発し時代に対応している
イノベーション（シュムペータ）とは
「文化を変える（技術）革新」（≒システムの変更）



高精度化・高品質化だけで儲かる時代
は終焉を迎えようとしている

・４Ｋテレビが付加価値として機能するか

・カメラとスマートフォンのすみわけは可能か

・半導体露光装置の敗北を如何に乗り越えるか

・２年で陳腐化するスマートフォンに１０年保証の半導
体デバイスは必要か



高精度化・高品質化だけで儲かる時代
は終焉を迎えようとしている

・４Ｋテレビが付加価値として機能するか
（コンテンツとの融合、医療用等を模索）

・カメラとスマートフォンのすみわけは可能か
（IOTの眼として、ネットワークカメラ）

・半導体露光装置の敗北を如何に乗り越えるか
（ナノインプリントなど、新たな手法にシフト）

・２年で陳腐化するスマートフォンに１０年保証の半導
体デバイスは必要か

（車載半導体・撮像センサーなどにシフト）

直ぐに悲観する状態ではない！



１０年、２０年のスパンで考えれば、
・技術のコモディティ化、
・システム化、
・製品ライフサイクルの短縮

は終わらない

・Frey（Oxford大：経済学者）／Obsons （Oxford大：ロボット工学者）
「後10 年から20 年先には今ある職種の5割は機械（計算機）に置き
換わり，職業として存在しなくなる！」(2013年）
・Obsons&野村総研(2015/12)
「日本の労働人口の49％が10～20年後人工知能やロボット等で代
替可能になる （英国３５％、米国４５％）」

・2045年問題： 人工知能が人間を超えるとき



１０年、２０年のスパンで考えれば、
・技術のコモディティ化、
・システム化、
・製品ライフサイクルの短縮

は終わらない

・Frey（Oxford大：経済学者）／Obsons （Oxford大：ロボット工学者）
「後10 年から20 年先には今ある職種の5割は機械（計算機）に置き
換わり，職業として存在しなくなる！」(2013年）
・Obsons&野村総研
「日本の労働人口の49％が10～20年後人工知能やロボット等で代
替可能になる （英国３５％、米国４５％）」

・2045年問題： 人工知能が人間を超えるとき

産業構造は大きく変化する！
２１世紀の産業革命が始まっている



技術職の階層の変貌（予想）

与えられた仕様に
従って詳細設計、詳
細検討ができる階層

技術思想をもって
製品開発する階層

与えられた仕様、設計図
に従って開発試作、量産
試作、実装ができる階層

技術思想をもって
製品開発する階層

１．開発

CADの高度化
（NX Siemens）

・計算機シミュレーション
（モデル・ベース設計）

・３Ｄプリンタ
・自動設計（人工知能）

与えられた仕様
に従って計算機
援助で詳細検討
ができる階層



システムの導入
で工場が稼働

有能な生
産技能者

技術を咀嚼して生産現
場の改善し、生産技能
者を指導できる階層

技術思想をもって生産工
程を開発・設計する階層

生産技能者

工場のシステム化
（スマート工場）

半導体製造装置では、アネルバ、アルバックが苦戦
AMAT＋LAM Resarch+ASML（1.5兆円産業, 5割）

・ロボット化
・IOTによる検査・制御
・部品のモデュール化

装置自動最適配置，
稼働スケジュールの最適化，
‥

技術職の階層の変貌（予想）

２．生産

技術思想をもって生産工
程を開発・設計する階層

＋
システムを選択する階層



技術をある程度、理解
し状況に応じて提供す
るサービス

システム全体を俯瞰
する高度なサービス

与えられたマニュ
アルに従って、行
うサービス

与えられたマニュ
アルに従って、行
うサービス

システム全体を俯瞰
する高度なサービス

例）メンテサービス
・部品のモデュール化
（部品の総入替）

・故障個所の自動検知
（ＩＯＴ）

新たな
デジタル・デバイド

サービス技能者サービス技能者

技術職の階層の変貌（予想）

３．サービス



万人（2030年）

朝日朝刊 2016.4.27

経産省2030年雇用人口予想 2016.4.26

製造業： 1,039万人（2013年）
IOTの構造改革なし ー２6０万人～ー４００万人
IOTの構造改革あり ー３００万人～ー２００万人



日本人の強みを活かして、再度「ものづく
り」を復活させることはできるか？



日本人の強みを活かして、再度「ものづくり」
を復活させるためには

・より高度な品質、より高度な精緻化を目指す
（例 車載半導体 （ルネサス シェアNo.1,2））
（４Ｋ、８ＫＴＶ…）

・今までと一線を画す方向への打ち出し！

・日本人の特性である「まじめさ」「正確さ」「精緻性」を
活かしつつも、新しい方向を目指す

・海外のルールブレーカーに対抗できるシステムの提示！



産業数理は一つの方向である

ダ・ヴィンチ
「工学は数学的科学の楽園である．何と
なればここでは数学の果実が実るから．」



産業数理は一つの方向である

・技術者が現代数学を使いこなす
ことによりブレークスルーを起こす！

ダ・ヴィンチ
「工学は数学的科学の楽園である．何と
なればここでは数学の果実が実るから．」



ものづくりの数学：
２１世紀の危機と現代数学の役割

・２１世紀の日本でのものづくり危機
・ものづくりでの現代数学の役割
・現代数学の特徴
・事例
・数学者の役割



現代数学とは、理学部数学科で学ぶ数学
のこと

「技術者が現代数学を使いこなす
ことによりブレークスルーを起こす！」



現代数学とは、理学部数学科で学ぶ数学
のこと

現代数学の目指すものとは
『対象を抽象化し、分類し、その関係を論じる
ことにより対象の本質を抉ること！』

関係とは広い意味の代数的構造である．

「技術者が現代数学を使いこなす
ことによりブレークスルーを起こす！」



広い意味の代数的構造とは

鶴亀算でぐちゃぐちゃしたものが
“ｘ”や”y”という記号を使う代数方程式
によって誰でも解けるようになる！

微積分を使わずに記述すると難しい物理現象が
微積分を利用すると、明快なものになる

現代数学の目指すものとは
『対象を抽象化し、分類し、その関係を論じる
ことにより対象の本質を抉ること！』

関係とは広い意味の代数的構造である．



抽象化とは
・「厳密に曖昧性を取り扱うこと」

本質を抉るとは
・「一言で述べられるようになること」

現代数学の目指すものとは
『対象を抽象化し、分類し、その関係を論じる
ことにより対象の本質を抉ること！』

関係とは広い意味の代数的構造である．



現代数学の特徴



現代数学の特徴
・曇りない厳密性

現代数学の特徴１

・後戻りすることのない学問である
（何かが発見されたとき、「過去に遡って、
結果が変わる」ことはない学問）

・絶対の信頼性を持てる言葉を提供する



現代数学の特徴
・ルールの構築を内在している

位相幾何の例）
位相Ａで正しい命題が、位相Ｂでは偽となる

位相幾何を基にした設計論（吉川（東大））
「精緻性だけを求めることが設計ではない」
「あそび」を科学的に許す（公差を含めた）設計論

現代数学の特徴２

何でも精緻であればよいのではない！
基準は設計者自身が選択するもの！



スケールレス
（小ささの単位が存在しない）

現代数学の特徴３

どんなスケールに対しても
数学モデルにより厳密に
現象を表現できる！

フッサール 「幾何学は測量技術で
語られた言葉の極限形態である」

実際の系への適用の際は、εーδ
のεを止める
（小さいという単位を導入する）



現代数学の特徴
・豊富な表現力
・特に、局所と大局をとりあつかう枠組みを持つ

現代数学の特徴４



生物学

化学

物理学

社会科学

力学
～数学

１９世紀の世界像

互いに入り組んだコネクションを
持っている

２１世紀の世界像

素粒子論

宇宙流体
力学

磁性体

結晶学
気象学

暗号理論

DNA

流体力学



現代数学の特徴
・言葉としての厳密性
・ルールの内在
・スケールレス
・局所と大局の取り扱い

数学
モデル

数学
モデル

異なる科学分野の融合が数学モデルを通して可能になる！

テクノミックス、システム構築に必須！

多様体をチャートで分解するように
科学を現代数学によって分解、再構築し、
抽象化により、科学全体を俯瞰する

融合

科学A 科学B

科学C 科学D



日本人の特性である「まじめさ」「正確さ」
「精緻性」 ≒ 読み書きそろばん

「技術者が現代数学を使いこなす
ことによりブレークスルーを起こす！」とは、

現代数学により、精緻に、「曖昧さ」（抽象性）
を取り扱うことで、大胆でかつ科学的なアプ
ローチで、海外のルールブレーカーに対抗する

現代化



危機１．技術のコモディティ化
・差別化に向け、開発を効率化し、より高度な性能
を目指す（現象の数学モデル化→数値シミュレーション）

危機２．技術のシステム化
・対象を高度に抽象化し、システム全体を俯瞰にする
（個々を数学モデル化し、システム全体を最適化！）

危機３．製品のライフサイクルの短縮
・高度な統計解析により、ＳＣＭ（サプライ・チェーン・マネージ
メント）及びＳＯＡ（サービス指向アーキテクチャー）などビック
データの融合、タイムリーな製品開発を行う



危機１．技術のコモディティ化
・差別化に向け、開発を効率化し、より高度な性能
を目指す（現象の数学モデル化→数値シミュレーション）

危機２．技術のシステム化
・対象を高度に抽象化し、システム全体を俯瞰にする
（個々を数学モデル化し、システム全体を最適化！）

危機３．製品のライフサイクルの短縮
・高度な統計解析により、ＳＣＭ（サプライ・チェーン・マネージ
メント）及びＳＯＡ（サービス指向アーキテクチャー）などビック
データの融合

数学がキーとなる！

・現代数学を利用した
・高度な数学モデル
・高度な抽象化
・高度な統計解析



日本人の特性である「まじめさ」「正確さ」
「精緻性」 ≒ 読み書きそろばん

「技術者が現代数学を使いこなす
ことによりブレークスルーを起こす！」とは、

現代化

現代数学により、精緻に、「曖昧さ」（抽象性）
を取り扱うことで、大胆でかつ科学的なアプ
ローチで、海外のルールブレーカーに対抗する

・より高度な精緻化／高品質化
・大胆なシステム構築
・タイムリーな判断



ダ・ヴィンチ
「工学は数学的科学の楽園である．何と
なればここでは数学の果実が実るから．」

時代と共に、技術と数学は変化する

最先端技術には現代数学の果実が実る！

→現代数学によって最先端技術の果実が実る！



ものづくりの数学：
２１世紀の危機と現代数学の役割

・事例



高度な数学モデルの例
・インクジェットプリンターのインク吐出部の流体のモデル化
（広中が研究した特異点論を利用） 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



三相流体の作用積分
（変分原理の不変積分）

三相流体
オイラー方程式

変分原理

差分三相流体
オイラー方程式:

二相流体の作用積分 二相流体
オイラー方程式

微分同相写像群
＋運動量写像

差分二相流体
オイラー方程式:

差分化

差分化

応用数学
（VOF法）

応用数学（phase場理論）
差分化

(ー相)流体 差分(一相)流体
オイラー方程式 オイラー方程式:

（変分原理の不変積分）

特異点論

変分原理

変分原理

(ー相)流体の作用積分
（変分原理の不変積分）

解析幾何

Arnold, Ebin-Marsden 1970

微分同相写像群
＋運動量写像



高度な数学モデルの例
・ナノテクノロジーのキー部材の設計にパーコレション理論を活
用してモデル化
（フィールズ賞2006,10(ウィルナー，スミルノフ）,に関連、擬等角写像、
Γ収束を援用）

2015 M-Shimosako



高度な数学モデルの例
・鉄鋼の材料強度設計にむけた結晶のらせん転位の数学的表現
において、アーベル群環、ζ関数を利用した新規方法を提示
（新日鐵、ＩＭＩ、東大数理、佐世保高専(2016)）
数論のζ関数などとも関係した画期的な表現方法

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

2016 Hamada-M-Nakagawa-Saeki-Uesaka



高度な数学モデルの例
・色材の発色と構造色の融合に向けた数学的表現

量子ウォーク＋点過程(局在性）

2016 Ide-Konno-M-Mitsuhashi

0.00E+00

1.00E-03

2.00E-03

3.00E-03

4.00E-03

5.00E-03

6.00E-03

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0.00E+00

5.00E-04

1.00E-03

1.50E-03

2.00E-03

2.50E-03

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

t＝1000

(a) (b)

t＝2000δ=0.2

不純物を含んだ１次元量子酔歩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）



高度な数学モデルの例
・ロボットの指によるCaging操作の数学的表現

SE(n)ユークリッド変換のリー環、ホモトピー論

2016 Hamada-Makita-M



高度な数学モデルの例
微粒子系の電子顕微鏡像の形状の数学的表現

パーシステント・ホモロジー、点過程

2014 M-Shimosako



高度な数学モデルの例
グラフのζ関数のWigner Surmiseの性質による

炭素繊維の電気伝導特性の解明



システム全体の高度な抽象化

圏論を用いたセキュリティシステムの構築の例

階層性、連結性と、時系列まで、組
み合わせて解析が可能となっている

Topos, un modèle pour l'informatique
Elena Sendroiu



高度な数学モデルの例
・インクジェットプリンターのインク吐出部の流体のモデル化
（広中が研究した特異点論を利用） 2008 M-Nakano-Shinjo

・キー部材の設計にパーコレション理論を利用してモデル化
（確率論のフィールズ賞2006,10に関連、擬等角写像、Γ収束を援用）

2015 M-Shimosako
・曲線論を利用した形状認識モデル M 2001(USP)
・位相幾何を利用した階層的格子作成モデル M 2003(USP)

………
・トヨタ・ホンダ： エンジンの燃焼モデルの高度な構築
・シーメンス：医療画像 高度な画像再構成
（プリンストン研究所で純粋数学者との交流を実施）



過去の例から

フッサール
「数学は技術者の言葉を極限操作したもの」

Elastica問題



Elastica問題



Elasticaの例

Z : N → C :解析的等長はめ込み

(|∂s Z| = 1).
N = S1 または N = (0, 1)
s：弧長

Z (s ) = X (s ) + iY (s ),
t = ∂s Z = eiϕ,

(ϕ  ∈ Cω  (κ−1N, R))
= cos ϕ+ i sin ϕ



Elastica問題
曲率 & Frenet-Serret 関係式

t := ∂s Z, ∂s t = k n, ∂s n = −k t, s(∂2Z = ik∂s Z ),
k := ∂s ϕ : 曲率; k = 1/[曲率半径].

Elastica 問題 (Jacob Bernoulli (1691))

平面上に存在する弾性曲線（細い弾性棒）の形状
を決定せよ



Elastica問題
Elastica の起源

Leonardo  da  Vinci (1452-1519)



Elastica の起源

Leonardo  da  Vinci (1452-1519) drew  the pictures  of bent beams



Galileo  Galilei (1564-1654)

Elastica問題



Elastica問題
Galileo Galilei (1564-1654) は曲がった梁の問題を考察した：
It is a problem of cantilever.



Jacob Bernoulli (1654-1705) はElastica問題を提案した：

平面上の elastica (弾性曲線：太さゼロの極限の弾性曲線）の形状を
決定せよ.

Jacob  Bernoulli (1654-1705)

Elastica問題



Elastica問題

これにより実現する形状 ZL = XL + iYL:
命題:(Jacob Bernoulli (1694)) elastica に働く力は曲率に比例する．



Elastica問題

これにより実現する形状 ZL = XL + iYL:
命題:(Jacob Bernoulli (1694)) elastica に働く力は曲率に比例する．



8 の字の elastica 形状を研究しながら、Jacob は 8 の字の
Lemniscate 曲線を定義した

Lemniscate
(x 2 + y 2)2 = 2a2(x 2 − y 2)

lemni
ϕ :tangential angle

Elasticaの８の字形状
ϕelas:tangential angle

Lemniscateと Elastica



8 の字の elastica 形状を研究しながら、Jacob は 8 の字の
Lemniscate 曲線を定義した

Lemniscate
(x 2 + y 2)2 = 2a2(x 2 − y 2)

lemni
ϕ :tangential angle

Jacobのelastica

Lemniscateと Elastica



elastica の形状 ZL = XL + iYL を固定：

次の写像で、新たなはめ込み Zℓ ∈ M(0,1) を考える：

∂s ZL  = eiϕ → ∂s Zℓ  = ei3ϕ/2

Proposition
命題：（M,1995) Zℓ は Lemniscate 曲線となる。
弧長は Lemniscate 積分である

Lemniscate と Elastica形状



Lemniscate と Elastica形状
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Lemniscate と Elastica形状

XL=ｔ



Lemniscate と Elastica形状



8 の字の elastica 形状を研究しながら、Jacob は 8 の字の
Lemniscate 曲線を定義した

Lemniscate
(x 2 + y 2)2 = 2a2(x 2 − y 2)

lemni
ϕ :tangential angle

Jacobのelastica

Lemniscateと Elastica



１

Elastica → Dirac作用素に関連
（一般化W.R.のひな型）
Poincareの保型関数論の類似

Elastica → Lemniscate の変換



Elastica問題

Daniel Bernoulli (1700-1782)



Elastica問題
エネルギー汎関数を最小化するように
Elasticaの形状は決まる



Elastica問題

Leonhard  Euler (1707-1783)



Elastica問題

・変分法
・曲線論
・楕円積分
・楕円関数の

モデュライ



Elastica問題



Elastica問題



Elastica問題の一般化



Statistical Mechanics of Elastica

DNAの電子顕微鏡像：



Statistical Mechanics of Elastica
Statistical Mechanics of Elastica

DNAは、らせん構造とは
別に、より大域的な幾
何構造を持つ
＝超らせん構造

Supercoiled DNA



Statistical Mechanics of Elastica

DNAの超らせん構造の特徴：
・弾性力を持つ形状と思われるが、オイラーの
リストにない
・サイズはサブ・μｍ以下
・温度による影響がある
のではないか？



Statistical Mechanics of Elastica

DNAの超らせん構造の特徴：
・弾性力を持つ形状と思われるが、オイラーの
リストにない
・サイズはサブ・μｍ以下
・温度による影響がある
のではないか？

Β＝１／ｋT： ボルツマンの重みを考える



Statistical Mechanics of Elastica

数理物理的には、分配関数を考える

～：ユークリッド操作



Statistical Mechanics of Elastica

数学的には、調和写像の圏でループ空間、

～：ユークリッド操作

の幾何学構造を理解し、調和写像から定まる自
然な位相、ボレル位相（？）、測度を決定せよ。



Statistical Mechanics of Elastica

・変形KｄV階層
・超楕円曲線
・超楕円ヤコビ多様体
・超楕円曲線のモデュライ
・アーベル関数論

現在研究中



フッサールの視点：
「数学は技術者の言葉の極限操作をしたもの」

は正しい！
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「工学は数学的科学の楽園である．何と
なればここでは数学の果実が実るから．」



フッサールの視点：
「数学は技術者の言葉の極限操作をしたもの」

は正しい！

ダ・ヴィンチ
「工学は数学的科学の楽園である．何と
なればここでは数学の果実が実るから．」

「２１世紀の技術」には「２１世紀の数学」を！



数学者の役割



今の常識で将来、何が役に立つかを
予測することは難しい！

・よりベーシックな理論をきっちり構築しておくことは重要
・曇りなき、信頼性のある道具を構築していれば、必要と
なったときにそれを利用することが可能となる！

現代数学にはよい道具（ツール）が
たくさん存在している。

ハイエク vs  ケインズ



今の常識で将来、何が役に立つかを
予測することは難しい！

・よりベーシックな理論をきっちり構築しておくことは重要
・曇りなき、信頼性のある道具を構築していれば、必要と
なったときにそれを利用することが可能となる！

現代数学にはよい道具（ツール）が
たくさん存在している。

現代数学を利用する時代である！
同時に、構築し続けるべき時でもある！

ハイエク vs  ケインズ



・純粋数学者の役割：
１．技術の発展は確率論的なものであること

を認識すること
（十年のオーダーでは、何が役に立つか
は分からない）

２．曇りない厳密性と表現力を持つ言葉を

発展、進化させること

３．新たな言葉を使う技術者を育成、サポー
トすること

４．できる人は技術をゼロから学んで参画す
ること



まとめ



１０年、２０年のスパンで考えれば、
・技術のコモディティ化、
・システム化、
・製品ライフサイクルの短縮

は終わらない

・Frey（Oxford大：経済学者）／Obsons （Oxford大：ロボット工学者）

「後10 年から20 年先には今ある職種の5割は機械（計算機）
に置き換わり，職業として存在しなくなる！」(2013年）

産業構造は大きく変化する！
２１世紀の産業革命が始まっている

・2045年問題： 人工知能が人間を超えるとき
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１０年、２０年のスパンで考えれば、
・技術のコモディティ化、
・システム化、
・製品ライフサイクルの短縮

は終わらない

・Frey（Oxford大：経済学者）／Obsons （Oxford大：ロボット工学者）

「後10 年から20 年先には今ある職種の5割は機械（計算機）
に置き換わり，職業として存在しなくなる！」(2013年）

産業構造は大きく変化する！
２１世紀の産業革命が始まっている

・2045年問題： 人工知能が人間を超えるとき

激動のときはチャンスのときである！

現在、日本のものづくりは危機的な状況にある



・日本人の強みを活かした「ものづくり」の復活
のためには現代数学の利用が鍵となりえる！

日本人の特性である「まじめさ」「正確さ」
「精緻性」 ≒ 読み書きそろばん

現代化

現代数学により、精緻に、「曖昧さ」（抽象
性）を取り扱うことで、大胆でかつ科学的な
アプローチで、海外のルールブレーカーに対
抗する

・より高度な精緻化／高品質化
・大胆なシステム構築
・タイムリーな判断



江戸時代、幕末時期、
日本から世界を眺め、西洋と如何に技術で
戦うかを考えていた。

第４次産業革命の前夜である今日、
再度、世界を見据えた活動を始めるときである

第二次産業革命
1867年パリ万博
・ジーメンス(Siemens)社による電動機、発電機、
・エドゥー(L. Edoux)による水圧式エレベータ

・幕府、薩摩、佐賀両藩が出品
ジャポニズムの契機、不平等条約解消
有田焼、工芸品（べっこう細工、象牙細工、…）
渋沢栄一，五代友厚らが参加



線型代数周遊ー応用をめざして



ご清聴、ありがとうございました！





・２１世紀、技術が高度に発達し、従来のクーラン・ヒルベルトをベース
にした工業数学だけでは、技術を表現できなくなってきている。
現代数学（位相幾何、代数、局所と大局、測度論、…）の考え方が必要

・現代数学の最大の特徴は、曇りない厳密性と表現力を持つこと。
「数学は技術者の言葉を極限操作したもの」（フッサール）
２１世紀の技術には言葉として２１世紀の数学が必要

・純粋数学者の役割：
１．技術の発展は確率論的なものであることを認識すること
（十年のオーダーでは、何が役に立つかは分からない）

２．曇りない厳密性と表現力を持つ言葉を発展、進化させること
３．新たな言葉を使う技術者を育成、サポートすること

４．できる人は技術をゼロから学んで参画すること



１０年、２０年のスパンで考えれば、
・技術のコモディティ化、
・システム化、
・製品ライフサイクルの短縮

は終わらない

・Frey（Oxford大：経済学者）／Obsons （Oxford大：ロボット工学者）
「後10 年から20 年先には今ある職種の5割は機械（計算機）に置
き換わり，職業として存在しなくなる！」(2013年）
・Obsons&野村総研
「日本の労働人口の49％が10～20年後人工知能やロボット等で
代替可能になる （英国３５％、米国４５％）」

・2045年問題： 人工知能が人間を超えるとき

・海外（欧米・韓国・中国）ではルールブレーカーが既存の考え方を
超えた、全く新しい概念・システムを開発，導入している

・日本人はルールブレークが苦手である！
（横並び、人と違う事を煙たがる、空気を読まないことを嫌う！）



ロボットに置き換わらない職業

Obsons&野村総研

創造性、協調性が必要な業務や、非定型な業務は、
将来においても人が担う
 代替されにくい職業はソーシャルコミュニケー
ション、非定型業務であること、（雑誌記者、中
学校教員、弁護⼠、⻭科医師）

 代替されにくい仕事は意思決定者のような職務と、
人でしかできない仕事にと⼆極化するだろう

 事務職やホワイトカラー業務、そして賃金が高い
業務はコンピュータによる代替が可能だ。（会計
監査係員、税務職員、⾏政書⼠、弁理⼠）

投資対効果の高い職業は確実に影響を受ける！





欧米 日本

組織の形式 トップダウン
(一神教を背景とする

上位解脱型）

帰納的
(末端が現場で考え、工

夫をする）

判断のパターン 戦略的／論理的 合議制／情緒的

判断のスピード 迅速 遅い(両論併記未決定)

失敗の対処 トップの交代 あいまい

責任の所在 明確 不明確

得意な状況 大胆な変化 小変形(刷り合せ)

得意な製品ライフ
サイクルの時期

導入期／成長期
(ルールブレーカー）

成熟期／衰退期
(カイゼン・工夫)

得意な対象 システム デバイス・材料



日独IoT/インダストリー4.0協力に係る共同声明 28年4月28日

日独共同声明の詳細（可能性のある協力分野）
①産業サイバーセキュリティ
・両国企業（中小企業を含む）によるベストプラクティスの共有
・制御システムセキュリティに関する共同演習の実施
・国際的な規制に関する協力

② 国際標準化
・両国間でのユースケース（先進事例）の共有
・標準やアーキテクチャーモデルに関する協力
・ドイツが進めるアーキテクチャーモデル「RAMI4.0」を利用した国際標準づ

くりの推進

③ 規制改革
・ OECD、G7、G20等の多国間対話の場での協力
・データの所有権を含め、データ活用やプライバシーに情報交換
・ IoT関連の規制（自動運転やスマートホームを含む）に関する協力に係る文

書を締結予定（参考２））。



④中小企業
⑤人材育成
・中小企業のためのIoTに関連する取組や政策に係る情報交換
・上記情報に基づく共同プロジェクト（相互訪問やビジネスマッチング、中小
企業支援拠点への日独相互アクセス等）

⑥ IoT/インダストリー4.0に関する研究開発
・ IoT関連技術の研究開発ロードマップに係る意見交換
・研究機関間での共同プロジェクト（産業技術総合研究所とドイツ人工知能研
究所との間で研究協力のLoIを締結済みであり、今後具体的な協力に向けて連携
強化の調整を行っている）。

⑦ プラットフォーム
 ロボット革命イニシアティブ協議会とドイツのプラットフォームインダスト
リー4.0の間で相互アクセスを可能とする（ドイツにて、28日午前（日本時間
28日夜）に連携強化に係る文書を締結予定（参考２））。



高度な統計処理

高次元のパラメータ
空間の多量なデータ

意味ある統
計量の算出

データサイエンス

特異点論によるデータの特徴付け







会社の中の方が長い

会社生活は４０年！
20代，30代はまだまだ学ぶべき事
のある時代！ ４０代も勉強！

小
学
校

中
学
校

高
校

修
士

大
学

「…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」
（ドラッガー）

会社や事業の寿命 ＜ 労働可能寿命



企業は人からなる
・よい人材はほしい
・ほしくない人材は減らしたい

新入社員はポテンシャルを買う
中途以降は技術のある人のみを欲する



20年後、30年後も技術者としてsurvive
することが大事

surviveとは
たのしく、自信をもって日々が暮らせる
こと

そのための準備を今、しておくことが大事！



20年後、30年後もsurviveすることが大事

surviveとは
たのしく、自信をもって日々が暮らせること

会社にはいってからが勝負！
そのために学生の間に基礎学力（技術ミニマム）
をつけて置く

・ランダウ・スクールの理論ミニマムは極めて高いレベル
・世界にはすごい人がたくさんいます
・隣の人に勝った負けたなどは些細な事！





キヤノン 数理工学研究部の役割

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
151



数学を言語として利用し、
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

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

152



高精度化・高品質化だけで儲かる時代
は終焉を迎えようとしている

・UPQの中沢優子社長のような、文系出身の電気メー
カーという流れを現れている

直ぐに悲観する状態ではない！
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