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（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 24 年 4 月 13 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  東京大学大学院数理科学研究科  

（ふりがな）        やまもと まさひろ 

職・氏 名  教授・山本 昌宏              
 
 

1. 事 業 名 相手国（フランス）との共同研究  振興会対応機関（ CNRS ） 

 

2. 研 究 課 題 名  制御理論と逆問題の総合的研究  

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成 22年 4月 1 日 ～ 平成 24年 3月 31 日 （ 2 年 0ヶ月） 

 

4. 経 費 総 額 

 

（1）本事業により執行した研究経費総額  4.933.000 円 

 

初年度経費 2.463.000 円、 ２年度経費 2.470.000 円、 ３年度経費    円 

 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額   0 円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名
（ふりがな）

 所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

(いそざきひろし) 

磯崎 洋 

（なかむらげん） 

中村 玄 

（わたなべみちゆき） 

渡邊 道之 

（うえさかまさあき） 

上坂正晃 

（かわもとあつし） 

川本敦史 

（いっかんりゅー） 

Yikan Liu 

（たくわひでき） 

多久和 英樹 

（ほんだなおふみ） 

本多 尚文 

（よしだかずき） 

吉田 一樹 

（しろたけんじ） 

代田 健二 

（かきざわりょうへい） 

柿澤 亮平 

 

 

筑波大学・教授 

 

北海道大学・教授 

 

新潟大学・准教授 

 

東京大学・ＧＣＯＥ特任研究員 

 

東京大学・ＧＣＯＥ特任研究員 

 

東京大学・博士課程院生 

 

同志社大学・准教授 

 

北海道大学・准教授 

 

北海道大学・博士課程院生 

 

愛知県立大学・准教授 

 

東京大学・博士課程院生 

 

 

偏微分方程式論からの逆問題 

 

偏微分方程式論からの逆問題 

 

偏微分方程式論からの逆問題 

 

応用逆問題の数理 

 

応用逆問題の数理 

 

逆問題の数値解析 

 

偏微分方程式論からの逆問題 

 

偏微分方程式論からの逆問題 

 

応用逆問題の解析 

 

逆問題の数値解析 

 

逆問題の数学解析 

 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名                                        

University of Orleans, Professor, Jerome Le Rousseau 
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（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

Lucie Baudouin 

Assia Benabdallah  

 

David Dos Santos 

Ferreira 

Gilles Lebeau  

Camille Laurent 

  

Matthieu Leautaud  

Sebastien Benzekry  

 

Michel Cristofol  

 

Patricia Gaitan  

 

Luc Miller  

 

Karine Mauffrey 

 

Maelle Nodet  

 

Luc Robbiano 

 

G. Olive 

 

Univ. Bristol, Researcher 

University of Aix-Marseille, 

Professor 

University Paris 13, maitre de 

conf. 

University of Nice, professor 

University Paris 11, Ph.D. 

student 

University Paris 6 Ph.D. student 

University of Aix-Marseille 

Ph.D. student 

University of Aix-Marseille 

maitre de conf. 

University of Aix-Marseille 

maitre de conf. 

University Paris 10 maitre de 

conf. 

University of Besancon maitre de 

conf. 

University of Grenoble maitre de 

conf. 

University of Versailles 

professor 

Univ. of Marseille, student 

inverse problems 

inverse problems and controllability 

 

inverse problems 

 

unique continuation  

control problems 

 

inverse problems 

control problems 

 

inverse problems 

 

inverse problems 

 

control problems 

 

control problems 

 

control problems 

 

unique continuation 

 

control problems 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

本共同研究の参加者の従来の研究連絡の実績に基づいて、応用逆問題の最新の研究成果のサーベイと制御論的手法の逆問

題の適用について、メイルを用いて本研究開始直後から議論を開始した。また平成２２年秋にはアンリ・ポワンカレ研究

所で逆問題と制御理論の特別学期が開催され、その一環として１１月に２回の逆問題と制御理論のワークショップならび

に放物型方程式に関する制御の研究集会がフランス側研究代表者 J. Le Rousseau を中心として開催され、フランス側の

参加者の多くがパリに集まった。この機会に代表者・山本と参加者・川本敦史が同研究所を訪問し本研究の枠組みで双曲

型方程式の逆問題の安定性と一意性に関して議論を行った。平成２３年１月には日本側参加者・磯崎洋がパリのアンリ・

ポワンカレ研究所を訪問し、フランス側研究者と Dirichlet-to-Neumann (DN 写像)による逆問題の解析に関して議論を

実施した。DN 写像はカーレマン評価とともに逆問題の数学解析に関する代表的なアプローチであり、さらに DN 写像関

連では平成２３年３月の中村 玄、多久和英樹によるオルレアン大学、パリ１３大学訪問とフランス側参加者との議論が

あった。DN 写像関連では代表者・山本昌宏、参加者である磯崎、中村、多久和らによって成果があがり、論文として完

成させつつある。カーレマン評価関連の逆問題に関しては平成２３年３月に上坂正晃が、平成２４年３月に山本が、それ

ぞれマルセイユ大学を訪問し、人口モデルやマックスウェル方程式などに関して逆問題の解析を行い、これも論文として

まとめつつある。平成 22 年度は本研究の枠組みでフランス側の参加者が主に東京大学、筑波大学を訪問し、概ね以下の

ような内容につき研究結果のサーベイ、討論を実施した： 

P. Gaitan, M. Cristofol, M. L’eautaud, J. Le Rousseau：カーレマン評価を用いた逆問題と制御理論の応用 

L. Robbiano: 近似的制御可能性を保証する偏微分方程式の一意接続性に関する問題。L. Baudouin は東京大学において、

グラフ上の波動現象を考えて物性パラメータを決定する逆問題の共同研究を山本と開始している。 

平成 23年 11月には Yikan Liuと山本がマルセイユ大学における研究集会に参加し、成果発表とともにフランス側参加者

と議論を重ねた。その結果、平成 24年 3月の山本のマルセイユ大学滞在中にフランス側参加者 M. Cristofol, P. Gaitan

とともにマックスウェル方程式の係数決定逆問題を Carleman 評価の手法により解決した。さらに、同じく参加者

A.Benanbdallah と制御論による熱方程式の逆問題の数学解析を行った。 

 

研究実施状況の総括： 

（１） 現在、世界各国で研究が進行している制御理論と逆問題に関する諸問題の理論的な側面に関しては、本研究の日

仏の研究者の広い人的ネットワークを活用して拡がりと深みを持って進めることができた。その結果、この分野

の研究実績が世界的なレベルで認知されることとなった。 

（２） 本研究計画のなかの数値解析的手法については Yikan Liu、磯崎らによってかなり進められた。今後一層の完成 

を目指す。 

（３） 日本からの派遣は博士課程院生を含み、本研究での相互訪問を機になされた講演会、セミナーなどにも若い人材

の参加を進め、一方向ではない議論の場をもつことができた。 

 

 


