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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 28 年 9 月 26日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局  九州大学・マス・フォア・インダストリ研究所 

（ふりがな）                          ふくもと やすひで 

職・氏 名  所長／教授・ 福本  康秀    
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ニュージーランド）とのセミナー（振興会対応機関： MBIE-RSNZ  ） 

 

 

2． セミナー名  数学イノベーションのための数学・産業界協働スタディグループ       

 

 

3． 期   間  平成  28年  7月  4日 ～ 平成 28年  7月  8日（  5日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）    ウェリントン, ビクトリア大学                             

 

5． 参加者数   日本側       8 名（うち、旅費本会負担   6    名） 
（代表者を含む） 

相手国側     88 名（うち、滞在費本会負担   0   名） 
 

その他の国   13 名 
 

参加者  計  109 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により旅費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・職名 

*佐伯 修 

*手老 篤史 

*二宮 嘉行 

*山本 昌宏 

*佐久間 弘文 

 

上坂 正晃 

Alex VAN BRUNT 

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所・教授 

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所・准教授 

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所・准教授 

東京大学大学院数理科学研究科・教授 

国立研究開発法人海洋研究開発機構アプリケーションラボ・主任

研究員 

東京大学大学院数理科学研究科・特任助教 

京都大学大学院理学研究科・博士課程 

計       7 人  
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Massey University・Professor Emeritus・WAKE Graeme Charles  

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により滞在費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Mark MCGUINNESS 

Winston SWEATMAN 

Bary MACDONALD 

Luke FULLARD  

Steve TAYLOR 

Peter SMITH 

Tim CROMSHAW 

Robert MCKIBBIN 

Boris BAEUMER 

その他 78人 

Victoria University of Wellington・教授 

Massey University, Albany・准教授 

Massey University, Albany・講師 

Massey University, Palmerston North・ポスドク研究員 

University of Auckland・講師 

Victoria University of Wellington・教授 

Transpower Co Ltd.・研究員（Market Operations Analyst） 

Massey University, Albany・教授 

University of Otago・准教授 

 

計     87 人  

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

Dimetre Triadis 

Chang-Ock Lee 

Wanmo Kang 

Noh Heesang 

Hohyun Jung 

Jong Mun Lee 

Soomin Jeon 

その他 6 人 

La Trobe 大学・IMI オーストラリア分室・助教（オーストラリア） 

KAIST・教授（韓国） 

KAIST・教授（韓国） 

KAIST・博士課程学生（韓国） 

KAIST・博士課程学生（韓国） 

KAIST・学生（韓国） 

KAIST・学生（韓国） 

計       13 人  
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

スタディグループ（Study Group: SG）とは、企業が抱える未解決問題の解決を目指して、数学・数理科学

分野の大学教員・ポスドクと大学院生が一週間程度集中的に取り組む研究合宿である。SGは、長期インター

ンと並んで、数学の産学協働を促す 2 本柱である。SG は 1968 年にオックスフォードで始まって、欧米やオ

ーストラリアを中心に世界各地に広まっていったが、わが国に本格的な SG が導入されるまで 40 年以上待っ

た。2010 年になってようやく、文部科学省の支援と東京大学の協力を得て、九州大学が本格的な SG を開始

した。若山正人（現九州大学理事）が運営責任者を務め、開始時より、日本側代表者（現所長）と佐伯修（現

副所長）がつねに運営の中心にいる。 

様々な分野でイギリスのスタイルが色濃く反映するニュージーランド（NZ）では産業数学が発達し、オー

ストラリアと組んで SG活動を進めてきた。土地柄、「農業」、「環境」、「エコロジー」 などの分野が盛んであ

る。モノづくりがテーマの問題も比較的多い。NZ 側代表者 Wake 教授（Massey 大学、オークランド）は、産

業数学の世界的第一人者で、NZのこの分野の指導的立場にある。企業への数学に関するコンサルタントを行

う会社も自身で運営している。最近（2015）、NZ 独自の SG を開始した。酪農・農業など NZ の個性を反映し

た問題が俎上に上がった。研究テーマからそのスタイルまで、わが国が NZの産業数学に学ぶものは多い。今

回は、NZ独自の SGの第２回目である。代表者同士の深い交流により、それぞれの SG に相互乗り入れする運

びとなった。日本と NZ それぞれの特長の異なるアイデアを融合させて、数学初のイノベーションにつながる

化学反応が起きることを期待している。 
2016 年 7 月 4 日～7 月 8 日の日程で、まず、ウェリントン（ニュージーランド）のビクトリア大学でスタ

ディグループ第一弾を行い、約 3 週間の間隔をおいて、７月 27 日～8月 2 日の日程で、九州大学(7.27-29)

そして東京大学（8.1, 2）で SG の整理会を開催した。日本・NZ両チームのメンバーは両方の SGに参加した。

本事業によって、日本チームは NZ の SG に参加して、そこ出された問題に取り組んだ。問題提供企業はそれ

ぞれの国で調達するが、いくつか、両 SG にまたがる共通問題を用意し、第一弾で問題に取り組んだ後、整理

会ではそれをフォローアップする形でより突っ込んだレベルにまで掘り下げていった。日本チームは、専門

分野を異にする数学・数理科学者を配して、少人数でも多様な課題の解決に効力を発揮できる布陣を組んだ。

トポロジー、力学系・数理モデリング、統計学、表現論、整数論、逆問題、流体力学、数理物理学である。

日本からは、国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）から地球規模の気候変動の問題に取り組む佐久

間弘文に両方の SG に参加してもらい、共通のテーマで段階を踏む問題を提供してもらった。 

 

7 月 4 日～7 月 8日、ウェリントン（ニュージーランド）のビクトリア大学で実施したスタディグループで

は、以下の問題が集められた。 

 NZ Steel – Improving how the steel finishing roller controllers through modelling 

 Compac – Estimating the weight of a moving article across multiple weigh points 

 Transpower – Understanding how home solar electrical generation affects the national grid. 

 Fonterra – Predicting the length of time milk powders can be stored in elevated temperatures and 

humidity 

 Zespri – Predicting fruit quality in the supply chain from harvest to market. 

 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology（ JAMSTEC）  – Smoother probabilistic 

distributions in climate prediction models. 

 

山本昌宏、上坂正晃、佐久間弘文は JAMSTECの、二宮嘉行、佐伯修、手老篤史の 3 名は Transpowerの、代

表者は NZ Steelの問題にそれぞれ取り組んだ。 

 

海洋研究開発機構（JAMSTEC）：山本、上坂、佐久間 

課題は 2 つある。一つは短期間における気象変動予測の問題であり、もう一つは、植物成長に関する個体

群動態モデルの問題である。 

 

問題 1: 短期間気候変動予測における、よりなめらかな確率分布を得る手法の確立 

地球規模での気象予測においては、アンサンブル予測と呼ばれる手法が基本的に用いられてきた。これは、

異なった初期値を用いて複数回のシミュレーションを行うことで、将来の気象を確率分布の形で予測するも

のである。より詳細で滑らかな確率分布を得るためには多くのシミュレーションが必要である。しかし、こ

うした多くのシミュレーションには多くの計算資源が必要であるため、より少ないシミュレーション数から

できる限りなめらかな確率分布を得る手法を求める。 

山本、上坂および参加者は，統計学でよく用いられるブートストラップ法などのリサンプリングを元にし
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た解決策を提案した。アンサンブル予測においては、異なる初期値について複数回のシミュレーションを行

う。このとき、2 つのシミュレーションデータを無作為抽出してその相加平均を取るという操作を繰り返す。

これにより、なめらかな確率分布が得られるというのが提案の骨子である。 

 

問題 2: 植物の個体群動態における「自己間引き則」の解明 

植物の個体群動態研究において、Yodaらは[1]の中で、「自己間引きの-3/2 乗則」と呼ばれる法則を提唱し

ている。この法則によれば、植物個体の平均重量は、植物個体の密度の-3/2 乗に比例するという。この「自

己間引き則」の数学的な説明を求める。 

[1] Yoda K, Kira T, Ogawa H, Hozumi K. 1963. Self-thinning in overcrowded pure stands under cultivated 

and natural conditions (Intraspecific competition among higher plants XI). Journal of Biology, Osaka 

City University 14: 107-129. 

植物の個体群動態モデルとしては、ドリフト項を含む 2 階の放物型偏微分方程式が用いられている。この

モデルでは，植物個体の密度は時間と植物のサイズについての関数であり、1 階微分の項が植物の成長を記

述し、2 階微分の項はそのゆらぎを記述している。このモデルを元にして、係数や初期値をどう設定すれば

自己間引き則が得られるかというのが、2つめの問題の数学的な言い換えである。 

Triadis（La Trobe 大学・IMI 分室）がモデレータを務め、山本、上坂および McKibbin をはじめとする多

くのニュージーランドの参加者がこの問題に取り組み 2 つの提案がなされた。一つは、具体的に自己間引き

則が満たされるような係数の例の作成、もう一つは、自己間引き則が満たされるような必要条件の考察であ

る。特に後者のアイデアによると，放物型偏微分方程式の固有関数展開の考察から、自己間引き則を得るた

めには、方程式に出てくる（サイズ変数についての）2 階の微分作用素が 0 固有値を持つことが必要で、対

応する固有関数も強い制約を受ける。このことは、「自己間引き則」が発生するのは非常に限られた状況のみ

であるということを意味する。 

 

佐久間の感想 

短期気候変動予測情報を用いた応用研究を推進する為に立ち上げられた海洋機構の APL は、大学を含む他

の研究機関と学際的な応用研究を共同で行っている。九州大学の IMI は、その中の一つの研究機関で、これ

までにも気候情報の農業分野への応用をテーマに国内で筑波の農環研を含めワークショップを行った実績も

ある。その様な活動の一環として、今回ニュージーランドと日本で行われる SG活動に問題提供者として参加

した。 

数学者への問題提起をどのような形にすれば良いのかはっきりしなかった。そこで、応用研究で問題にな

っているものの中から 2 テーマ、一つは現場で問題になっているもの、もう一つは微分方程式で表現できる

問題を提出した。 

上述の様に問題提起の仕方はそれぞれ異なっていたが、MINZ2016 及び SGW2016 の一連の SG で 2 つの問題

は実質的に解決された。期間の短さを考えると、当初期待していた以上であった。一番印象的であった事は、

問題解決を担う数学者側のメンバーが互いに協力し問題解決に向かっていたという点であった。私が個人的

に知る数学者はほとんど一人で研究テーマに向かっている人たちであったので、この事は新鮮であった。互

いに議論する過程の中では、時として議論の流れが問題提起者の意図とはかなりずれることもあったが、こ

の様な協力があったからこそ問題の解決に繋がった。 

今回スタディグループに参加して、数値天気予報の歴史において一時代を拓いた画期的なプロジェクトの

事を思い出した。それは電子計算機を生み出したノイマンが当時の気象学界のリーダーを招集し、数値天気

予報に関する試みを初めて成功させた出来事である。数値天

気予報は当時気象学界の 50 年来の見果てぬ夢であり、その意

味において、このプロジェクトは数学と気象学の大きな共同

研究であった。スケールは異なるが、今回の活動はその様な

大きな可能性がある共同研究を広く世界に普及する目的で立

ち上げられていると感じた次第である。 

 

 

 

 

 

 

 
問題に取り組む佐久間（左）と上坂（右） 
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Transpower：二宮、佐伯、手老 
問題： Understanding how home solar electrical generation affects the national grid 

問題はニュージーランドにおける太陽光発電量の成長予測分析である。 

ニュージーランドにおける太陽光発電の取り込み量（あるいは容量自体）の成長予測のため、以下のモデリ

ングによる成長モデルのパラメータαとβを推定することである。 

 
ここで，添え字 t とτ は時刻と領域を表し、Uは太陽光発電の取り込み量、Cは一人あたりが将来的

に設置すると見込める太陽光発電の容量、P は人口、S は太陽光発電の容量の一単位あたりに見込める

太陽光発電の取り入れ量、δ, ηとε はノイズである。 

まずは現存する（容易に得られる）データから推定できるよう、モデルを以下のように単純化した。 

 

 
ここで、X は太陽光発電の容量、2800 というのはニュージーランド全体で見込まれる将来の総容量，

t0は現時刻である。logit 関数は Bass diffusion model という微分方程式モデルから導き出されたも

のであるが、その logit 関数がデータにフィットしなかったため、最初の二日間において Bass 

diffusion model を拡張したモデルから導かれる関数によるフィットを目指した。 

さらに、2014 年 10 月に経済の転機が起こっていることを鑑み、それ以降のデータのみを用いた解析

を行った。logit 関数の逆関数 expit を用いて第一次解析におけるモデルを近似した。時間についての

線形関数でフィットしていることを確認し、パラメータ推定

値α=-4.793, β=0.047 を得た。 

上記第二次解析における図には、大量生産によるものと思

われる明らかなジャンプが存在する。そこで、情報量規準 

AIC を用いた変化点解析を試みた。ただし、変化点モデルは

通常の統計モデルとは異なるため、通常の AIC とは異なる

ものを用いなければならないことに注意する、具体的には，

変化点パラメータの罰則として 2 ではなく 6 を用いなけ

ればならない。結果、4 つの変化点を検出した。その変化を

取り除き、新たに推定することでβ=0.038 を得た。第二次

解析より小さい値である。この推定値を用い、また平均サイ

ズ 0.466、確率 1.48% の偶発的なジャンプを想定すること

により、第二次解析より正確な予測をおこなえることが見込

まれる。 

 

 

NZ Steel：代表者（福本） 
問題：Improving how the steel finishing roller controllers through modelling 
 熱い鉄鋼の板を圧延ローラーに挟んで伸ばしながら薄い層状の鉄鋼板に仕上げる。顧客によって要求され

る仕様内に収めるには、ローラー間のギャップをどのように決め、ローラーの回転等のスピードをどのよう

に制御すればよいか。 
２つの問題がある。1 つは制御である。NZ Steel の鉄鋼板プラントでは、東芝の Finishing Mill Roll Gap 

Model というソフトウェアを用いて制御しているが、短期学習（Short Term Learning）と長期学習（Long 
Term Learning）を組み込んで、制御プロセスの効率をあげることである。 
 2 番目は、ローラー間ギャップを最適にする物理の問題である。代表者は、Graham Weir 教授、John Harper
教授らとともに 2 番目の問題に取り組んだ。 

熱い鉄鋼板がローラー間を通過すると、弾性状態にある鉄鋼板は、大きな応力（圧力）によって、部分的

に弾塑性あるいは塑性状態になり、ローラーから出るときに、鉄鋼は弾性状態に戻る。鉄鋼板はこれを何度

か繰り返して、最終的に薄い鉄鋼板に仕上がる。所望の厚さの鉄鋼板に仕上げるには、ローラー間のギャッ

プをどのように設定すればよいかが課題である。 
 文献[2]で、弾塑性体について学びながら、鉄鋼板の整形過程について考察した。鉄鋼板が圧延ローラーに

問題に取り組む佐伯（左）と二宮（右） 
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入って圧縮され延ばされる過程で、初期弾性荷重から荷重応力が上がって、応力が Tresca 降伏条件に達する

と、塑性体に変わる。やがて、鉄鋼板が圧延ローラーから出ていくにつれて、応力が減少し弾性体にもどる。 
[2] Johnson, K.L., Contact Mechanics (Cambridge University Press, 1987). 

圧縮の過程で、ローラーも鉄鋼板から反作用力を受ける。ローラー間のバネ定数（mill modulus）を仮定

して、ローラー間のギャップ長とローラーを出る鉄鋼板の厚さの関係を与えた。 
もう一点、熱い鉄鋼版に接触することによるローラーの熱膨張を考えなければならないことを指摘した。

ローラーと鉄鋼板の接触面から、ローラーは放射加熱される。接触面の熱は熱伝導によって内部に浸透して

いく。ローラー内の温度分布の時間発展は、表面での放射加熱とローラー内での温度境界層の発達・減衰に

よって定まる。この温度分布がわかると、ローラーの膨張・収縮が見積もれる。 
長期的な学習モデルによって、許容範囲内の精度で鉄鋼板を仕上げるため、考慮しなければならない重大

な要素をいくつか指摘した。ローラーの熱膨張はその一つである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題に取り組む代表者（右から４番目）

 


