
マス･フォア･イノベーション連携学府 その他の事業Post-AIMap技術相談体制 Study Group Workshop

参加企業は, 産業界のエンジニア, 学生, 教員らからなる聴衆と問題を共有

参加者は関心のある問題のグループに参加し, 問題解決を目指す

研究集会最終日に各グループは結果報告を行う

水曜日 ▶ 金曜日 （IMI：九州大学伊都キャンパス）

土曜日・日曜日 : プログラミングなどの作業日 

月曜日・火曜日：取りまとめ＆最終報告

▶ 部分的 /完全な解決
▶ 解決へ導く力

▶ 新しいプロジェクト発生 /獲得の機会
▶ キャリアパスと雇用の機会

　　　　　　　  環境にやさしい循環型物流 ［日本パレットレンタル（株）］, 脳震盪のふらつきを評価する ［順
天堂大学練馬病院 , 防衛医科大学校］, 機械学習およびデータサイエンスにおける課題への数学的アプローチ 
［（株）ABEJA］, 低温から高温へ熱は伝わるのか ? ［（株）デンソー］, 偏微分方程式近似解法の探索 ［（株）豊田
中央研究所］, 糸島市の地域・行政課題を “数学” で解決する［糸島市］

過去の課題例 :

産業界から提示された数理的課題を , 学生・研究者等が 1週間かけて
共同で解決に取り組む（東京大学 大学院数理科学研究科と共催）

AIの社会受容性を考慮して移住希望者と移住候補地の適切なマッ
チングを実現

混雑緩和など, 人の集まる場の課題を数理技術で
解決  

中核市などで延べ約1,000時間かけていた数千人規模の入所希望
児童の選考を数秒で完了→商品化・自治体で活用
実際の適用例） さいたま市における約8,000人のきめ細かな保育所割り当てをわ
ずか数秒で算出
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・ 様々な分野で事例が報告されている.
・ 社会科学, 生命科学, エネルギー科学, 生態学,
テキスト解析に応用ができる.

・ グラフィカルツールによって因子分析の結果を
可視化, 調整パラメータ ρ, γ を選択できる.

被爆：高　画質：高 被爆：低　画質：低 被爆：低　画質：高
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・物性間の相関関係を仮定したモデルを構築し,
複数の物性を同時に予測できる.

・欠損のあるデータをEMアルゴリズムで補完し
パラメータを推定できる.

・L1正則化によるスパースモデリングを用いること
で比較的小さいサンプルサイズでも適用できる.

・予測精度が深層学習やLightGBMよりも
高く,解析結果の説明が可能な新しい電力
需要の予測手法を開発した.

Teramoto, K., and Hirose, K.: 
Numerical Methods in Engineering, 
123(2), 530-546, 2022.

Hirose, K.: Frontiers in Energy 
Research, 9, 2021.

異分野連携を通じた数学の社会実装でイノベーションを切り拓く
～ マス・フォア・インダストリ研究所

九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 （IMI） 所長　梶原 健司

【お問合せ】　国立大学法人 九州大学　オープンイノベーションプラットフォーム イシュードリブンチーム
TEL：092-802-5135　　E-mail：alliance@airimaq.kyushu-u.ac.jp　　URL：https://airimaq.kyushu-u.ac.jp

九州大学
マス・フォア・インダストリ研究所
Institute of Mathematics for Industry
Kyushu University

多様な数学研究に基礎を置く
世界に類のない産業数学の研究所
マス・フォア・インダストリ ＝  純粋・応用数学を再編して

社会や産業からの要請に応える
数学自体としても価値ある数学の新研究領域

IMI の事業

所員による研究成果の例

使　命使　命

産業におけるさまざまな問題の解決と，
大学が産業界と協力して問題解決に
取り組むための仕組みの整備

産業へ貢献できる
高い数学能力を備えた人材の育成と，
そのために必要なシステムの構築

開拓した数学の知見を，
産業界に属する研究者・技術者が
活用するための支援

産業界と大学間の交流を通じて，
産業における技術開発の
飛躍的進歩を促し，イノベーションを
創出する新しい数学の開拓

金融危機や機械学習の公平性の問題，
セキュリティの危殆化といった
リスクを避け，数理的手法が正しく
社会実装されるための啓蒙

き  たい  か

研究の実績

1 数学の力によるビッグデータグラフ計算世界一
藤澤克樹

研究の実績

3 多施設・異分野協働による高次画像医療の創生
鍛冶静雄

研究の実績

4 スパース多変量解析の他分野への応用
廣瀬 慧

研究の実績

2 富士通ソーシャル数理共同研究部門を中心とした産学連携実績
神山直之

社会で「大」活躍する数学人材育成
マス・ファイブ・フォースを備えた高度数学モデリング人材を、分野横断型プログラムで育成

京・富岳でGraph500ベンチマーク世界一　
通算15期・5連覇達成の成果（この業績で平成29
年度文部科学大臣表彰科学技術賞）を受けて・・・

世界一

・ ポストペタスケール高性能計算に資するシステムソフトウェア技術の創出「ポストペタスケールシステムにおける
超大規模 グラフ最適化基盤」代表 （H23.10～H29.3）

・ AIスパコン ABCI のアプリケーション開発
・ 産総研-東工大 RWBC-OIL ラボ長, 産総研人工知能研究センターフェロー, ドイツ経済エネルギー省
BEAM-ME （エネルギーシステム最適化）Advisory Board, などを歴任

■「データ格付けサービス」のイメージ

鍜治G
九大マス･フォア･インダストリ研究所

・ 理論解析
・ モデリング
・ シミュレーション

数物医と機械学習の融合による
高次画像解析に基づく

医療の創生

大型計算機

名和G
東大病院放射線科

・ 画像構成技術
・ 特徴量抽出
・ 物理モデル

治療用加速器
画像撮影装置

田辺G
京大病院呼吸器内科

・ 画像の集積・管理
・ 画像解析
・ 予後予測

臨床データ（3）評価

（1）画
像の構成

（4）予
測

（2）情報抽出
（4）予測

・公募型
共同利用研究
文部科学省 共同利用・共同研究拠点 “産業
数学の先進的・基礎的共同研究拠点”

・産学共同研究・社会実装の実績
2021 年度 : 共同研究 25件 ; 受託研究 10件

・国際連携活動
オーストラリア分室 （La Trobe 大学）
アジア太平洋産業数学コンソーシアム
（APCMfI）

・研究推進：出版事業
International Journal of Mathematics
for Industry （既刊 12巻）; Springer Series
Mathematics for Industry （既刊 30巻）

グラフ解析のステップ・サイクルと応用分野グラフ解析のステップ・サイクルと応用分野 大規模保育所マッチング問題に対する効率的な割当て技術の開発大規模保育所マッチング問題に対する効率的な割当て技術の開発

スーパーコンピュータ富岳が 2022年
6月に Graph500 で世界第1位を獲得
スーパーコンピュータ富岳が 2022年
6月に Graph500 で世界第1位を獲得

数学を利用したデータ品質判定---データ格付け
ソフトバンク, 豆蔵との共同研究 (2020年11月26日 プレスリリース）

低被爆CT再構成低被爆CT再構成 CT画像中の病変特定CT画像中の病変特定 顕微鏡画像中の
血液異常同定
顕微鏡画像中の
血液異常同定

自律成長するAIを用いて移住満足度
向上を目指す実証実験
自律成長するAIを用いて移住満足度
向上を目指す実証実験

九州大学と福岡空港
ビルディング, 富士通研究所が
旅客満足度向上にむけた実証実験

九州大学と福岡空港
ビルディング, 富士通研究所が
旅客満足度向上にむけた実証実験

ビッグデータの処理で重要となるグラフ解析で最高レベルの評価
理化学研究所, フィックスターズ, 富士通との共同研究

医用画像の特殊性を考慮し
た, 深層学習を用いた画像
処理による新しいCT再構成
手法の開発と評価の検討. 
東大病院, キャノンメディカ
ルと共同研究.

従来の局所画像特徴量に対して，トポ
ロジーによる新しい大域的画像解析.
京大病院と共同研究. ときわ病院他と共同研究.

Radiological Physics and 
Technology 誌, 2022 Most 
Citation Award

―サンプルサイズが比
較的小さい場合でも
使える.

―解析結果を説明でき
る.

―新たな因子分析の手
法を提案することで
因子分析の応用の幅
が格段に広がった.

欠損補完 物性予測 物性間の
関係性推定
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スナップショットの計算

25
15

16,384

フルモデルの解曲線
次数低減モデルの解空間
次数低減モデルの解曲線
スナップショットベクトル

低減化基底の計算

25
15

複雑な構造物や微細な物理現象など，異なるス
ケールを内包する対象を，精度良く数値シミュ
レーションするためにそのままモデル化した場
合，計算モデルの規模が非常に大きくなる．大
規模計算モデルを並列計算を用いて効率良く数
値シミュレーションするための技法.京コン
ピュータからPCクラスターまで，様々な計算機
環境で実績を積んでいる.

階層型領域分割法，静的縮約，人工境界問題

全てのパラメーターでフルの計算モデルを用い
て数値シミュレーションを行うと，全体として
かかる計算コストが膨大になる．これを避ける
ために，いくつかの特徴的なパラメーターでの
みフルの計算モデルを用いて数値シミュレー
ションを行い，その他のパラメーターでは特徴
パラメーターの解を基底とした数理シミュレー
ションを行う. したがって，全体の計算コストを
下げることが可能となる.

対象が持つ微細構造の平均化を元にモデル化す
るため，得られる計算モデルの規模を小さくす
ることが可能. したがって計算コストの低減が期
待できる.

H収束，2-scale収束，unfolding収束

現象 , 数理モデル , 近似方程式
自然現象

数理モデル化

離散化

数理モデル

近似方程式

質点の運動

Newtonの
運動方程式

連立（非）線型
方程式

質点（仮想的物体）
　体積を持たない,
　質量を持つ,
　剛体運動は考えない,
Newtonの第2法則.

有限差分法
　Euler法,
　Heun法,
　Runge‒Kutta法,
etc...

粘性流体

Navier‒Stokes
方程式

連立（非）線型
方程式

質量保存則,
運動量保存則,
構成方程式,
etc...

有限差分法,
有限体積法,
有限要素法,
粒子法,
etc...

誤差

誤差

水の流れや熱の伝達など，自然界や産業界で見られる様々な現
象を，数値シミュレーションによって理解することに興味を
持っている．数値シミュレーションでは，まず現象を物理法則
に基づいて微分方程式で記述する“数理モデル化”を行い，次に微
分方程式を計算機で扱うことのできる近似方程式に置き換える
“離散化”を行い，最後に近似方程式の解法を計算機に実装し目的
とする現象を再現する“数値計算”を行う（右図参照）．我々は，
提案する“離散化”手法が本来の現象に対する“精度の良い”離散化
になっているか，実用に耐えうる“効率の良い”離散化になってい
るか，を数理的に検討する研究に取り組んでいる．また様々な
問題に対して，提案する“離散化”手法に基づいた“数値実験”を実
際に行い，自然現象の理解や工業製品の設計へ応用することに
も取り組んでいる．
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低減化基底法を用いた計算(上段) と通常の有限要素法を用いた計算(下段) とによる温度分布の比較. 低減化基底法の自由度は625, 通常の有限要素法の自由度は16,384. 例えば
100ケース計算するとして，低減化基底法の自由度は16,384×25+625×100 = 472,100, 通常の有限要素法の自由度は16,384×100 = 1,638,400.

数値シミュレーションを活用した
流体機械や電気機器の製品設計技術 田上 大助 

 （マス・フォア・インダストリ研究所）

【お問合せ】　国立大学法人 九州大学　オープンイノベーションプラットフォーム イシュードリブンチーム
TEL：092-802-5135　　E-mail：alliance@airimaq.kyushu-u.ac.jp　　URL：https://airimaq.kyushu-u.ac.jp

より低コストでの数値計算を目指して

次数低減法
Reduced Order Method

低減化基底法
Reduced Basis Method

より複雑な構造の数値計算を目指して

均質化法
Homogenization

より高精度 /高効率な数値計算を目指して

反復型領域分割法
Iterative Domain Decomposition Method

BDD法
Balancing Domain Decomposition Method

モデル次数を
1/4に削減
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