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おことわり
◦この講演は、数学を勉強・研究する学生・若手を念頭において
準備しています。

◦異分野の方へは一点だけ：
「数学が強力そうなのはわかる。
でも、どうやって数学者を使えばいいの？」

という大きな疑問があるかと思います。
具合が悪いとき、初めから癌を疑って専門医を探しません。
まず「町医者」(by H. Ochiai (IMI)) に駆け込むように、技術相談窓口
(IMIは無料)を使ってみてください。
◦例えば私の場合は、何も考えずに漠然と話をしてもらえば、
自分の専門外の適切な人へもつなぐことがます。



異分野連携＝海外旅行

◦異なる文化・言語の世界へ飛び込んでゆく
◦数学者が出かける方で、向こうが来てくれることはほぼ期待できない

◦最初は旅行会社(JST,IMI)のパッケージツアー(SGW,SciFos,AIMaP)が安全

◦本格的にやるには、未知の世界へのひとり旅になる。
◦未知と危険がいっぱい。常識は通用しない。

冒険

安全



自己紹介



経歴

分野

京大数学教室出身 2007年学位取得è学振PD 
è福岡大理(2008) è山口大理(2010) è九大IMI(2018)

代数的位相幾何学 等質空間の位相不変量など

かたち
動き

可視化

画像処理
設計・制御

解析

3次元CG・深層学習
画像解析・画質改善

高次元データ
4次元の数学的対象

高次元VR・レンダリング
非侵襲検査・病気診断
物性予測・時系列データ
アンケート解析

多足ロボット
造船CAD
リンク機構

共通テーマ: 定量化の難しい対象を計算機に載せる

応用研究(2011頃から)



医療・保険

生物
材料

ロボット

情報通信

土木

小売業

連携先

学術的 実学的

教育



例１：インタラクティブ形状デザイン
(OLM Digital inc.などと共同)

離散微分幾何＋CGにより形状を編集するアルゴリズムを開発

上はまさにマグカップをドーナッツを変える
トポロジー的な話でとっつきやすかった

数セミ２０１９年７月号
「かたちと動きの数理基盤・デザインの数学」参照



例２：CT画像の画質改善
(東大病院と共同)

放射線治療では、線量計画
のために多数のCTを撮影す
る必要がある。

なるべく低被ばく量でとり
たいが、そうすると画質が
悪い。

画像処理により、低被曝な
がら高画質のCTを得たい

被爆: 低
画質: 低 データ取得コストが高い

絶対的正解が不明
間違えるとクリティカル

DefPlanCTSynPlanCTCBCTDefPlanCTSynPlanCTCBCT

被爆: 高
画質: 高

ジレンマ

DefPlanCTSynPlanCTCBCT

画像処理

被爆: 低
画質: 高



例3：土木における非破壊検査
(韓国 GK Engineering, Ajou大学と共同)

センサーデータから道路の下に空いた穴を検知

博多駅前の道路陥没
(2016年11月朝日新聞デジタル)

Ground Penetrating Rader

穴探しの得意なトポロジーと、深層学習を協調させることで
「スモールデータ」でも高パフォーマンス



きっかけ

◦例１ OLM Digital inc.とのCG研究: 九大の Study Group Workshop 2011
(その後CRESTに途中参加)

◦例２東大病院とのCT画像処理: JST の Science for Societyプログラム

◦例３土木の問題：トポロジーの昔からの知り合いが持ってきた

◦その他： JST研究成果展開事業での講演後コンタクト・ダイレクトメール

さきがけをやっていると
色々なところから声がかかりやすくなる

芋づる式に広がることも



純粋数学とCGの類似
自然科学

ゴールや答えが明確
自然が Ground Truth
いかにうまく説明するか

数学
正解が無く何をやっても自由
評価基準は”美しさ”

表現したい現象
アイデア

定式化 証明・具体例

アルゴリズム・具体例

実験・観測との整合 科

数

CG



微分方程式の数値計算
流体シミュレーション
有限要素法
弾性体
離散微分幾何

CGと数学の協働

数学 CG
道具

動機

いくつかのトピックについては
CGが数学を牽引している

理想の関係

Julia set (Wikipedia)

４次元レイトレーシング



“純粋” vs “応用” 数学

純粋な数学こそ美しい。応用のある数学は小さく醜い。
(G.H. ハーディー,「ある数学者の生涯と弁明」1940)

これは有史以来大方の数学者の認識
他分野も似た議論：お金になるCM音楽やポップソングよりクラシックの方が”偉い”

結果、純粋数学者が応用に手を染めると
一般的(多くの数学者や同僚)な理解や評価は得られにくい。
一方、少数(例えばJST)から高い評価とサポートを得られる。

アルキメデスは純粋なる思索にすべての愛情と大望を注ぎ、俗な実用的
応用を論及したことは皆無 (プルタルコス「英雄伝」1世紀頃)

≒



応用から生まれる数学
– applied applied maths --

• リンク機構の配位空間の解析

• １自由度のリンク機構の発見

• 工学的に重要な１自由度を、

トポロジカルな制約で達成

• 一方向に繰り返す不思議な運動

• 物理的・エネルギー的に特異な

性質

• 二次方程式系で定まる実

代数多様体のトポロジー

• 特異なファイバーでの次

元が１に落ちること

• その特殊性は、対応する

空間曲線の絡み数に由来

する制約

• 離散可積分系で記述され

る軌道

• 可積分系の保存量？

工学 数学

数セミ２０１９年６月号
「かたちと動きの数理基盤・リンク万華鏡」参照

応用先の実対象と、純粋数学が本質的に呼応し、
相互の要請がフィードバックサイクルを生む理想的な研究の例



TIPS



はじめかた

◦ Study Group Workshop (SGW) に参加
◦講演会に出席。できれば講演者として。
応用数理学会ものづくり研究会、JST成果公開集会、
AIMaPワークショップ
◦ JSTさきがけ・CREST・ACT-Xに応募
◦すでにやっている人のつて



Untitled (New York City) 
1968 by Cy Twombly

sold at $70.5 million

アイデアの価値は
値札が無いと
分からない



文化の違いを乗り越えるには
◦契約が大事(特に知財)：研究について自由に話せない。情報の管理が必要
特に企業からはお金を取ること。企業はタダのものに価値や責任を感じない。

◦価値・貢献：著者順が存在するので、議論を忘れずに。

◦数学にするまで、特にデータの扱いが大変
自分の手も汚すこと、汚れた手で相手も
泥の中に引きずり込むこと。

◦「真実」の意味が違う。折り合いをつけつつ、こちらの信念も保つ。
相手に「悪意」がないこともある。実はそれが一番厄介。

◦あたりまえのことも全て言語化して説明を
Clever Hans

米が悪ければおいしいカレーはつくれない
「材料と調理道具と火を起こしてくれたら、
あとは料理します」は通用しない。

“常識”は通じない：タイで子供の頭を撫でると親に殺されても仕方ない
トトロの家族風呂シーンはアメリカではご法度

数学の価値が軽んじられる例：相手の理解できることを一生懸命証明した場合の典型的反応:「我々の理論通りです」
相手の理解できないことを発見した場合の典型的反応: 無視è「数学的には大変興味深いかもしれませんが、この分野の問題ではありません」
一方、数学者は実験やコードの価値を軽んじる。そもそも、応用自体を軽蔑する。
また、双方とも clean data の価値を軽んじる => この場合、途中で必要に迫られてもどちらも動きたくない。

お金を払うと責任を持つ例
食べ放題で元を取る



快適な旅のために

◦柔軟かつ Assertive に
◦信用と忍耐が大事
◦しかし、疑うこと
◦面倒がらずに交渉すること

ひじかけの取り合いは覚悟



応用研究を始めたことによる変化

◦交友・経験が広がった(特許申請・数セミ寄稿)
◦研究費・キャリアが手に入った
◦自信がついた
◦家族や友達に何をやっているか言える。子供受けが良い
◦忙しい。ストレスが多い。生活が雑になった。
◦プレゼン資料が beamer から powerpointになった
◦数学(者)の良い面が身にしみて感じられた。

There’s no place like home.
The Wizard of Oz



さきがけ/CREST/ACT-X のすすめ

◦科研費には無いサポート
◦思いがけない出会いの機会
◦なぜか研究が進む
◦名刺の威力・知名度(ただし数学外にのみ)
多くの数学者と役人が力を合わせて国に提案をし、勝ち取った予算です。
科研費と重複して応募できますので、新しい視点の研究に活用を。

「数理 CREST 募集」などで検索



メッセージ
◦抽象的な数学でも、抽象的であるがゆえに、
最初は思いもつかない広い使い途がある。

◦「純血主義」だけではおもしろくない。
アルキメデスもオイラーもガウスも応用数学者。

◦応用からの要請が新しい数学を生む。
◦食わず嫌いをせずに、たくさんつまみ食いを。
（ただし、自分の土台をしっかり築くのも忘れず)
◦コンピューターは使えた方が良い。
数学者のアイデアを形にするための手軽な道具。



ありがとうございました

Bon Voyage!

飛べない鳥で
すみません


