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第1部研究分担課題別報告



研究分担課題｢発展系の離散近似｣

名古屋大学･大学院人間情報学研究科･教授 三井 斌友

本研究代表者は,基盤研究全般にわたる取りまとめを行いつつ,杉浦 洋(名古屋大学･

大学院工学研究科)らの研究協力者の助力をえて,標記研究分担課題とそれに関連する研究

を進めてきた.以下にその概要を報告する.なお,杉浦 洋の研究成果については,特に別

記する.

発展系は,時間発展する現象の数理モデルとしてしばしば登場し,対応する非線型常微分

方程式を数値的に解き,表わしている現象をシミュレーションする必要性は,きわめて大き

い.現在までに基本的な数値解法のみならず,その実装にいたるまで多くの提案がなされて

きたが,本研究ではそ5.したアルゴリズム全体の特性を解析し,あらたな解法設計の指針を

うること,ならびにアルゴリズムの設計･実装にともなう問題点とその解決をめざしてきた.

1常微分方程式系に村する並列アルゴリズム

常微分方程式系に対する離散変数法では,数値解の正確さと数値的安定性が矛盾する要求

として課されることが多い.これを統一的に解決できるひとつの方法として,陰的Runge-

Kutta法(implicit Runge-Kuttametbods, IRK)がある.しかし,この場合は各ステップ毎

の内部反復過程が必要になり,計算の手間,すなわち計算時間が増大する.そこで,近年発

展しつつある並列アーキテクチャによる計算機の応用によって,この課題に対処することは

有望であり,アルゴリズムにおける並列化が可能性を秘めている.

分担者はすでに,杉浦とともにIRKを組織的に生成するcollocation typeに関する基礎的

な研究を1995年におこなっているが,本研究では,移流拡散型偏微分方程式の初期値･境界

値問題の並列化に取り組んだ. F. OLIVEIRA (Coimbra, Portugal)との共同研究で,拡散係

数が小さい場合,移流項から与えられる特性曲線に沿う空間差分を採用し,時間方向に連立

常微分方程式の初期値間題を作る.このような定式化は,問題を特性曲線を解くstage,逮

立常微分方程式初期値間題を解くstageのおのおので並列化を可能にしている.研究協力者･

江崎 信行(豊田工業高等専門学校)の協力のもとで,この系の特性を調べ,モデル問題に

関する予備的な考察を行なった([24]).その結果,stiffな系に村する有効な並列アルゴリズ

ムが必要なことが明らかとなり,移流拡散問題で生じる変係数線型系に応ずる並列化可能で

A安定性をもつROW型公式を考察し(【7]),さらに研究を続けている.

また, N.H. CoNG (Hanoi,VietNam)との共同研究において, collocation typeの2段階

Runge-Kutta法(collocation-typetwo-step Runge-Kutta methods, TRK法)の提起をおこ
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なった(【5]).基本的な考え方は,IRKのimplicit
relationsを適切に分離し,前のステップ

の函数値を線型関係で取り入れることによって,次数と安定性を保ちながら新たなタイプの

RK法を構成したものである.この方法は容易に並列化を導入できる構成になっているので,

collocationpointsをうまく設定することによって,実際に高い次数のTRK法を構成し,内部

反復過程をfunctional iterationで行う,予測子･修正子型の並列化を示した([6]).今後さら

に実装化における課題,特に安定性の改良の課題を共同研究者と進めることを計画している.

2
symplecticな離散変数法

Hamiltonian formalismに基づく力学系は常微分方程式系として表現されるが,それはsym-

plecticstructureを保存するという著しい特徴を有する.この構造を数値アルゴリズムとし

ても保存するsymplectic integratorが,理論･応用の両面で注目されている.分担者は従来

からsymplecticintegratorとなるIRK法について研究を行ってきたが,そうした方法を非線

型物理学でえられる,特徴ある問題に応用することをてがけた.共同研究者である曹 策間

(鄭州･中国)の提案した｢非線型化法(nonlinearization)｣によれば,階層(hierarchy)をも

つ完全可積分系はinvolutive Hamiltonian pairを生成する.これを適用すると, Hamilton正

準方程式の組に対する初期値間題を解くことによって,ソリトン方程式のソリトン解を,非

経験的に求めることができる. 1994年から曹 策間ならびに共同研究者･伍 詠某(香港)

と協力し,代表的ソリトン方程式である非線型Schr6dinger方程式およびDirac方程式のク

ラスについて考察した(【17】).

さらに,流体力学における渦糸系の相互作用を記述する運動方程式が, Hamilton正準方

程式とみなすことができることに着日し,これをsymplecticintegratorによって解くことに

よって,渦糸系の運動を解析することにも取り組んだ.研究協力者･野田 憤彦(名古屋大

学大学院生)とともに数値計算を実行し,渦糸4個の場合に興味深い現象を導いた(【32】).

これらの数値計算では, symplecticnessの保存とともに,力学系の他の保存量がどのよう

に変動するか,またその仕組みはなにかを明らかにすることが求められており,今後もさら

にその解析を進めることを計画している.

また関連して,多電子系のSchr6dinger方程式系を直接積分することによって,物性を明

らかにしようとする分子動力学のシミュレーションも考察した.研究協力者･菱沼 昇治(名

古屋大学大学院生)の協力をえて,そこでの能率向上の鍵となっている1中心Poisson積分

にsinc函数系による展開を用いる方法を考察した([26]).この背景には,無限区間で二乗可

積分でありながら,解析性が高く,しかも正規直交系を構成できるsinc函数系が,函数近似

特に微分方程式の境界値問題解法としても有力となるであろうという観点があり,この課題

についても研究協力者･森川大輔(名古屋大学大学院生)とともに考察した([31]).
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3 ソリトン方程式の有限差分解法

ソリトン方程式は一方では発展的な偏微分方程式で記述されるので,それを有限差分化し

て数値的に解く方法もある.事実ソリトン現象を最初に指摘したZABUSIくYとKRUSKALも

その方法によった.しかし,有限差分方程式も非線型なものであるから,その安定性解析や

非線型方程式解法が肝要となる.分担者は研究協力者･鳩 宝峰(現在,京都大学大学院生)

と協力して,こうした有限差分解法について研究した.

具体的にはKdV (Korteweg-deⅥies)方程式,およびその空間2次元版とも考えられるKP

(Kadomtsev-Petviashvili)方程式に村する安定な差分スキームを考察した･自乗の形式となっ

ている非線型項をcrank-Nicolson型の陽陰のbrendingをして,巧妙な式変形をすることに

より,時間方向に対するstepsizeに制限のか､無条件安定なスキームを構成することができ,

数値計算結果も優秀な成績を収めた([25,8]).この時聞方向の離散化の考え方を,空間方向

に村するspectral methodsと組合せ,高階KdV,
KP, ZK (ZakharovIKuznetsov)方程式など

の解析を行ない,平面上のソリトンの振舞いについて興味あるシミュレーション結果をえた

(【9】).今後さらに有限差分化にともなう境界条件の取扱いなどを研究する必要がある･

4 確率微分方程式の離散解法

確率的な揺らぎを含む発展過程を記述する確率微分方程式(SDE)の時間離散近似解に関し

て,分担者･斉藤善弘(岐阜聖徳学園大)および研究協力者･小守良雄(九州工業大･情報工

学部)とともに研究を進めてきた. SDEに村しては応用上の重要さからも,数値シミュレー

ションが必要であるが,その基礎は必ずしも十分解析されてこなかった.しかも数値スキー

ムが時間離散化にともなう問題(通常strongあるいはweakな意味のorder of accuracyとし

て表現される)とともに,コンピュータ上の擬似正規乱数の影響という問題を含んでいる.

さらに,数値スキームの次数決定の条件が,常微分方程式り場合と並行になることに着目

し,木解析(rootedtreeanalysis)の方法を導入することによって,次数条件式群を系統的･代

数的に導いた. SDEの初期値間題に関して,強いスキームが収束する先としてWong-Zakai

近似が知られている.そこで1995年斎藤と, SDEに村するRunge-Kuttaスキームの次数条

件の代数的取扱いを二色木(bicolonrrootedtree)として実現した･小守･杉浦とともに,こ

れはさらに一般のSDEに村するRunge-Kutta型のスキームに拡張でき,弱いスキームを扱

えば,木解析は可能であることを明らかにし,二色木と4個のラベルを導入することによっ

て,その次数条件を代数的に求めうることを導いて, ROW型公式に対してそれを実際に示

した([13】).これはスキーム設計を易しくするという工学的な観点から見ても,重要である･

数値スキームの安定性に関しても,安定性基準に関して引き続き研究を行ってきた.安定

性概念として,まずMS安定性を導入した.これは, mean-squareの意味での安定性であり,

誤差の平均二乗ノルムが縮小することを要請する(【15]).さらに,数値スキームの生成する
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軌道毎の安定性であるr安定性の概念を提起し,いくつかの具体的スキームに関してその条

件を導いた.また,常微分方程式における数値スキームのA安定性に対応する強い安定性に

関して,その領域を図式化することで安定性基準を見いだす方法を開発しつつある･さらに,

代表者と小守は, ROW型で漸近的な無条件MS安定を達成するひとつの公式を導いて,そ

の性能を調べた.これは振動的なSDEに村して,従来の公式を上回る性能を示すことがで

きた([21]).

これらの成果を踏まえて,小守良雄は博士学位論文([28])を作成した･

強い意味の数値スキームには,毎ステップあたり単一の確率変数の導入のみでは次数に強

い限度があるが,その限定を外せばいくつかの可能性が生ずる.研究協力者･水口武士(名

古屋大学大学院生)とその可能性を調べ,特にそれらのMS安定性の相違について考察し

た(【30]).

物性物理学特に界面現象に対する物理学的考察では,標準Wiener過程に還元されるran-

d｡mnessをともなった定式化が行なわれる(KPZ方程式)ことがある.共同研究者･本田勝

也(信州大学･理学部)の問題提起をうけ,斉藤および研究協力者･新宮 康平,松山 貴

(ともに名古屋大学大学院生)の協力をえて, KPZ方程式の数値解を研究した･

熱平衡状態から遠くはなれた非線形平衡現象の典型として,荒れた成長界面のダイナミッ

クスを示すと考えられるKPZ方程式は,空間変数に関する偏導函数を離散化することで,非

常に大規模なSDEに帰着される.そのため従来はほとんど数値シミュレーションが行なわ

れなかったが,数値的に安定性のよい方法によって膨大な計算を処理したところ,いままで

は考えられなかったrougbphaseとsmoothpbaseの様相が知られるようになり,物理的考察

と相侯って検討を進めている([34,16]).物理的現象におけるrandomnessが標準Wiener過

程と正しく相応しているかどうか,基本的な問題を含め,まだ検討すべき課題は多い･

sDEの離散数値解については近年国際的な関心も高く, 【23]では総合講演を行って,こう

した要請に答えた.

5 差分微分方程式の数値解析

代表者は,胡 広大(Manchester,England,元名古屋大学大学院生)
,仇

(名古屋大

学大学院生)と協力して,差分微分方程式(delay-di鮎rentialequations, DDEs)の数値解法

の研究,特にその安定性に関する考察をおこなってきた.そのためには常微分方程式の場合

と同様に, DDEsの解析的な安定性の十分条件を明らかにする必要があるので,連立線型系

に対する特性方程式の根の分布条件として,複素函数論における最大値原理を応用し,係数

行列がもつ特性量から定まる,複素平面での或る領域の境界上のみの函数値評価を基準とで

きることを示した.また,係数行列が可換である場合には,安定性の判定条件が簡易化でき,

それは共通の固有ベクトル系をもつ場合に拡張できることを示した(tll]).
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数値的安定性に関しては,中立型(neutral)DDEsにRunge-Kuttaあるいは線型多段階法を

適用した時の,安定性の十分条件を導くことができ,これらの方法が常微分方程式に適用さ

れた場合のA安定性との対応関係を示すことができた([10]).さらにDDEsの解析的安定性

の十分条件を用い,また行列の対数ノルム(logarithmicnorm)の性質を応用することによっ

て,数値的に安定なステップ幅の簡易な評価法を確立した([20,12]).

これらの成果をもとに,胡は博士学位論文([27])を作成した.

また,共同研究者･楊彪(上海,中国)および仇とともに,複数個のdelayが存在する

DDEsにRunge-Kntta
scbemeを適用した場合の線型安定性解析を試み, stepsizeによらな

い安定性(GPG安定性と呼んだ)と,適用するRKschemeのODEにおけるA安定性と

の間の関係をえた([18]).制御理論をはじめ,応用の広い差分微分方程式に対する数値アル

ゴリズムの特性の解明をめざし, delay-dependentな安定性基準など,さらに研究を進めつ

つある.

6 大規模線型連立系に村する数値解

大型シミュレーション,特にsti庄nessを示す系に村するシミュレーションにおいては,大

規模疎行列を係数行列とする線型系の解を求めることが必須である.近年は前処理付き共役

勾配法と,その系列の反復法が注目されている.研究協力者･張 紹良(東京大学･工学系

研究科)は,それらの一連の反復法を"積型反復解法"というクラスで続-することを提唱

した.そこでは,反復過程の残差ベクトルを,双共役勾配法(Bi-CG)の残差多項式と,それ

を加速すると期待される多項式との積によって生成されるとみなし,加速多項式列の特性が,

方法の優劣を決めるとした.

分担者は,張および研究協力者･阿部邦美(阿南工業高等専門学校)と協力して,残差多

項式の特性が浮動小数点演算体系のもとではどのような影響を受けるかを実験的に研究し,

GPBi-CGと名付けた横型反復法が優れていることを示した([1り.これらの考察より,一層収

束特性を向上させる反復解法を着想して,その解析を進め,それが数学的にはCR (Conjugate

residual)法と同値ではあるが,アルゴリズムが異なり,したがって現実の収束特性は優れた
ものがあることを示した([2】).さらに,この関係を考慮することによって,CR法を特異行

列を係数とする方程式系に適用したときの残差の振舞いを説明することができることを示し

た(【3,4]).

また,研究協力者･Ⅰ. Malela (名古屋大学大学院生)と協力して,横型反復解法の加速多

項式の組合せ方がどのように影響するかを数値的に詳しく調べた([29】).こうした一連の反

復解法の前処理との関係や,並列化の考察などの研究をさらに進めている.

同時に,熱伝導方程式を対象とするが,有限差分近似が与える線型連立系を高速に解くこ

とをめざして,差分法を工夫するとするD. ∫. EvANSのGroup ExplicitMetbodsを考察し
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た.研究協力者･杉本 浩晃(名古屋大学大学院生)と協力してその安定性解析を見直し,

時間方向に対するfractional splittingの有効性を考察した([35】)･

7 精度保証解法

杉浦の研究報告でも述べられているが,区間演算(interval arithmetic)を応用した精度

保証解法(self-guaranteednumerical methods)も需要が増している･
ODEを中心とした発

展系での考察をめざしながら,今回の研究課題ではその糸口として,代数方程式のcircular

arithmetic解法を考察した.これは区間演算の複素平面版とも言える演算であり,代数方程

式に村するDurand-Kerner型の反復解法を実現するのに好都合である.研究協力者･織田

豊- (名古屋大学大学院生)によってその実装をはかり,有効性を確認した([33】).

なお代表者は,従来の研究成果全般を踏まえながら,常微分方程式系に村する離散変数解

法のsurveyとなる解説(【14])および総合講演を試みる([22])とともに,啓蒙的な教科書を

著した([19]).

計算数理科学の要求に応え,複雑な現象を確実にシミュレーションしてゆくためには,常

微分方程式系とそれに関連する発展方程式系に村する離散近似解法の能力を,一層高めるこ

とが求められている.本研究課題による3年間に,分担者の非常な努力によって発展系の近

似の研究が大いに進展し,相互の交流･討議を糧とし,また一端を担って,代表者自身の分

担課題もある程度達成できたのではないかと自負している.しかしまだまだ残された研究課

題は多く,さらに周辺研究領域の研究者と共同しながら一層の発展を図りたいと願っている.
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1解析関数の有理関数近似法

解析関数の有理関数近似は多項式近似と比べ,少ないパラメタ数で高精度が得られると言

う点で優れている.また,部分分数展開により微積分が簡単に行える.欠点は,極の配置の

決定が難しいということである.極配置をあらかじめ与えてしまうと,多項式近似とほぼ等

価となってしまう.極配置を被近似関数に応じて決定できるPad6近似や,有理関数補間で

は,近似領域に極が進入し近似関数の解析性を破壊する可能性がある.杉浦は,研究協力者

と共に近似領域に極が進入しないことを保証する近似法を研究した.

研究協力者･古川淳と共に,単位円板上で解析的な関数の有理関数近似を研究した[2].近

似問題をある種の線形最小2乗問題に帰着させる方法を提案し,近似領域に極が進入しない

ことに村する理論的な保証を与えた.

研究協力者･山本民樹と共に,実軸有限区間で実解析関数の有理関数近似を研究した[10].

Joukowski変換により有限区間を単位円周に移し,単位円周を含む円環領域における近似問

題に変換する.変換関数を単位円内部で解析的な関数と外部で解析的な関数の和で表し,そ

れぞれに単位円板上の近似法を用いて求める近似関数を得る.これも,有限区間に極が進入

しないことが証明できる.

2 代数方程式及び多項式算法

代数方程式は最も基本的な非線形方程式であり,その解法は発展系の数値解析のみならず,

様々な数値シミュレーション技法の基礎となる.数値計算法の基礎となるのは,多項式の数値

的因数分解,多項式剰余列の数値的生成,多項式イデアルの数値的取り扱い,数値Grるbner

基底の生成等の多項式算法である.

杉浦は,実根のみを持つ多項式の族を広義一様収束の意味で完備化して得られた解析関数

族を考え,それに属する関数の零点に対し奇数次Nourein法が大域一様収束することを示し

た[9ト これにより,奇数次Non工ein法がこの間題に村しきわめて安定した収束性能を持つ

ことが保証された.

杉浦は研究協力者･中川智貴と共に,多項式零点の精度保証付き計算法について研究した

[6】.Durand-Kerner法におけるSmitbの定理により,零点は幾つかのクラスタに分けられ,

各クラスタの存在域が互いに重ならない幾つかの円領域で示される.我々は, Smithの定理

によるより更に細密なクラスタ分解と小さい円領域を得る方法を発見した.また,あるクラ

スタに相応する因子多項式の係数を精度保証付きで求めるアルゴリズムを提案した.

杉浦は,研究協力者･鳥居達生,横井鉄也,大迫尚行とともに多項式の拡張剰余列の安定

な生成法を開発した.多項式算法の中で多項式の拡張剰余列の生成は最も基本的なものの一

つであり,広い応用を持つ.ユークリッ下の互除法は拡張剰余列生成のよく知られた算法で
あるが,数値的にはきわめて不安定である.ユークリッドの互除法は多項式の係数を要素と
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する行列の三角化をガウス消去法で実行するのと等価である.我々は, Givens回転を用いた

QR分解法によって三角化を実行する方法を開発した[7,8].この方法により,少ない計算量

で,数値計算として考えうる最高度の安定性を実現することができた.現在,このアルゴリ

ズムの有理関数近似,代数方程式の解法等への応用を進めている.さらに;研究協力者･熊

谷友宏等により,多変数代数方程式の固有借問題への変換法,多変数多項式環のイデアルの

近似Gr6bner基底を求めるアルゴリズムへの拡張を行った[3].

3 常微分方程式初期値間題の精度保証付き解法

常微分方程式の初期値間題の数値解に厳密な精度保証を与えることは,発展系のクリティ

カルな性質を数値的に解析する厳格な手段を与える.研究は,研究協力者･常継紅により推

進された.

我々は, Lohnerのアルゴリズムを実装し,数値実験によりその特性を明らかにするととも

にいくつかの改良を提案した[1].Lohnerのアルゴリズムは,大きく分けて局所誤差評価機

能を持つ1ステップ法と,ステップ更新に際しての局所誤差の累積･伝搬を評価する大域誤

差評価機能からなる.局所誤差評価については,いくつかのレベルにおける反復改良法を考

案した.この改良による性能向上は理論的には明らかであるが,数値実験により実際に有効

であることを確認した.大域誤差評価については,誤差伝搬行列のQR分解に改良された枢

軸選択と精度保証付Housebolder変換を用い性能を向上させている.

4 偏微分方程式の高精度解法

偏微分方程式の高精度解法は,クリティカルな現象の数値シミュレーションにおいて特に

重要である.その基礎的段階として,杉浦は研究協力者と共にLaplace方程式, Poisson方

程式の高精度解法の研究を行った.

研究協力者Tiangtae Narathipと共に, Poisson方程式に対する無限要素法(Infinite Ele-

ment Method)の効率的なアルゴリズムの開発を行った【4トLung-an Yingらによって提案

された無限要素法は,有限要素法の要素分割を特異点の周りで規則的な無限分割に置き換え

る方法である.ここでは特に領域の角に現れる特異性の処理を中心に研究した.領域は,角

を中心とする扇形領域とそれ以外の領域に2分され,扇形領域に無限要素法が適用され,そ

れ以外の領域には通常の有限要素法を用いる.扇形領域の離散化により得られた線形方程式

はFFTを用いた変数変換により無限次元3項方程式に帰着する.この無限次元3項方程式

を適切な事後誤差評価法により自動的に有限次元化して解く.

研究協力者･宮本巧輝と共に,杉原正蘇によって提案された,長方形領域におけるLaplace

方程式に村する二重指数型変数変換とSinc-Galerkin法を用いた解法の実装について研究し

た[5ト杉原によれば, stengerらによる一重指数型変換に村する,二重指数型変数変換の理
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論的優位性は明らかである.しかし,離散化によって得られた線形方程式の条件数は離散精

度を上げるに従って急激に増大し,意味のある精度設定でも容易に十の数十乗に達する.過

常の数値誤差の理論によれば,このような線形方程式を倍精度計算で解くことは全く不可能

であると判断せざるを得ない.我々は,新しい数値誤差理論を適用することにより,この線

形方程式が倍精度で解けることを示した.この線形方程式は,ある固有借間題を介して係数

行列を村角化して解かれる.我々は,固有借問題が理論的に精度良く解けること,適切な解

法を選択することにより数値的にも精度良く解けることを示した.

研究発表

【1]常継紅:Enclosing the Solution of lnitial Value Problems in ODEs Using Intervarl Arith-

metic,名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻修士論文,
1999.2.

[2]古川淳,杉浦洋:最小2乗法による解析関数の大域的有理関数近似,応用数理学会1997

年度年会講演予稿集, pp.336-337 (1997).

[3】熊谷友宏:数値グレブナ一基底による多変数代数方程式の解法,名古屋大学大学院工

学研究科情報工学専攻修士論文, 1999.2.

[4】Tiangtae Narathip,杉浦洋:角を持つ有界領域におけるPoisson方程式に対する無限

要素法の実装,投稿中(1998).

[5】宮本巧輝,杉浦洋: Sin°-Galerkin法による数値的安定性,日本応用数理学会1998年

度年会予稿集, pp.276-277 (1998).

[6]中川智貴:多項式零点の精度保証付計算,名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻

修士論文, 1999.2.

【7】大迫尚行,杉浦洋,鳥居連生: Givens回転による多項式剰余列の拡張算法,情報処

理学会論文誌, 38-1 (1997), 158-160･

[8]大迫尚行,杉浦洋,鳥居達生:多項式剰余列の安定な拡張算法,日本応用数理学会論

文誌, 7-3 (1997),22ト255･

【9】杉浦洋:奇数次Noulein法の大域単調収束性,日本応用数理学会1998年度年会講演予

稿集, pp.24-25 (1998).

[10]山本民樹:解析関数の有理関数近似,名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻修士

論文, 1999.2.
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研究分担課題｢粘性流れの安定性解析｣

大阪大学大学院基礎工学研究科･助教授･小川知之

本研究分担課題では､近可積分系に現れる解の安定性解析を行った｡近可積分系

とは定まった用語ではないが､ここでは､ KdV方程式などの保存系が粘性などの

効果により散逸的な摂動､さらに何らかの不安定な摂動も併せ持つ場合を意味する

こととする｡ KdV方程式は､ソリトン理論などで有名であるが､もともとある種

の浅水彼の時間発展を記述するものとして得られた｡それに対し勾配を持つ斜面を

流れる粘性流体の波面の時間発展(いわゆる液膜流)を考えると､必然的に重力に

よる不安定性(エネルギー供給)が起こる｡励起された波はいずれ表面張力などの

散逸摂動とバランスしてソリトン波列を形成することが知られている｡この液膜流

の問題から得られたペニー方程式はKd V方程式に散逸･不安定性の摂動を加えた

ものであり､近年､数値計算のみならず解析的な結果も得られてきている｡

本研究では特にペニー方程式の周期進行波解の安定性解析を半解析的･半数値的

に行った｡先述した不安定性によりペニー方程式等では孤立波(パルス)は不安定

で(研究論文【1】)周期進行波解が重要な意味を持つことが数値計算により示唆され

ていた｡また周期彼の中でも特別な波数を持つもののみが安定に現れること(披数

選択性)も知られていた｡一方解析的に進行波解を構成するとすべての波数の周期

波が存在する｡そこで,本研究では各波数の周期進行波解に対して固有借間題を解

析し波数選択を理解することを試みた｡一般に周期解の固有借問題には連続スペク

トルが現れ､それを数値計算により求めるのは無謀である｡ここでは可積分系とし

てKdV方程式の周期進行波解の固有関数が厳密に表示できることを利用し､その

摂動として捉えるという方法論を提案した｡摂動計算から決まるある種の量を最終

的に数値計算することにより各波数のスペクトルを決定することに成功した(研究

論文【3】,口頭発表(1-4))｡こういった方法は非線形固有借間題解析に村して一つの突

破口になりうると期待される｡

ペニー方程式は本来傾斜面の波面の時間発展なので2次元で扱うべきである｡川

原琢治氏(京都大学)らによる数値計算により､空間的に局在したパルスが現れ､

その配列が時間とともに超微速で変化し､長時間経過後ジグザグな格子模様を形成

することが観察されていた｡本研究では(1)なぜ局在したパルスが現れるか､ま

た(2)パルス配列の時間変化を相互作用から理解できるかを理論的に研究した｡

いずれも1次元のときのパルス相互作用を2次元に拡張することによって簡明に理

解できることを示した｡特に2次元でのパルス相互作用は厳密に証明することはで
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きないまでも､格子パターン形成のダイナミクスを低次元力学系に帰着させること

に成功した｡研究論文【2】では､その力学系の導出と､元の偏微分方程式の時間発展

との数値シミュレーションによる比較を行った(口頭発表(2,3)も関連する)｡こうい

った超微速の時間変化をもとの偏微分方程式で計算するには莫大な時間を要する(あ

る場合には不可能)ので､低次元の力学系に帰着させることのメリットは大きい｡

交通渋滞に関連して佐々真一氏(東京大学)らがmKdV方程式の摂動を考察し

たが､実はこれも同様の方法論で理解できる｡ここでは周期進行波解は矩形波のよ

うな形で現れ(キンク･アンチキンク)波数選択はいわば渋滞の幅を決定する問題

と解釈してもよい｡この方程式に関する分岐解析は現在進行中であるが､周期解か

らのホップ分岐として非常に興味深い解も見つかっている(口頭発表(5))0

研究発表(学会誌など)

[1]T. Ogawa and -H. Suzuki:Onthe spectra of pulses in nearly integrable system,

SIAM ∫.
onAppl.Matb. 57(2), pp.485-500, 1997.

[2] T.Ogawa and C.Liu:Two dimensional patterns of pulses appearing in a thin

viscousfilmflow, Physica D, 108, pp.277･290, 1997.

[3] T.Ogawa:Wave patterns in nearly-integrable systems, Proceedings of the

international conference on asymptotics in nonlinear diffusive systems, Tohoku

Mat九. Publ., 8, pp.139-148,1998.

研究発表(口頭発表)

(1)T.Ogawa, Wave Patterns in Nearly-Integrable Systems, International

Conference onAsymptotics in Nonlinear Diffusive Systems, Tohoku University

(July 28, 1997)

(2)小川知之,液膜淀モデルを中心としたKdV方程式の摂動系に現れる波,研究集

会｢波動現象におけるパターンの生成と特異性｣
,京都大学数理解析研究所(1

997年9月25日)

(3)小川知之,液膜流モデル等の近可積分系に現れる波動,日本数学会秋季鎗合分科

会特別講演,東京大学(1997年10月2日)

(4)小川知之,近可積分系における周期解の波数選択と安定性,応用数学合同研究集

会,龍谷大学(1997年12月20日)

(5)岡田信之,小川知之,ある交通流モデルにおける周期解の分岐,応用数学合同研究

集会,龍谷大学(1998年12月18日)
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研究分担課題｢並列数値解法の開発とその評価｣

東北大学情報科学研究科･助教授 小津 一文

上記の分担課題とその関連事項について,研究分担者小津一文と研究協力者山田進(東

北大学工学研究科･助手)が協力しながら研究を遂行してきた｡

本研究分担では,近年注目を集めている常微分方程式の並列数値解法の開発とその実装

に関する研究を行ってきた.扱った方程式は,正規形で書かれた1階の方程式系y'- I(i,y)

と, 1階微牟を陽に含まない2階方程式系y′′
- I(i,y)であり,主にnonstiffな系が対象で

ある｡

これまで逐次計算機向きに数多くの常微分方程式系の数値解法が提案され,それと並行

し数多くの優秀なソフトウェアが産み出されてきた｡しかし,これらのコードをコンパイ

ラオプションやディレクティブによって並列化したとしても,現状ではループの並列化が

中心で,解法や問題の中に存在する並列性を抽出し,最適なコードを生成するまでには

至っていない｡また,将来のコンパイラ技術の発展により,このようなことがある程度可

能になったとしても,解法の精度,安定性をも考慮に入れた並列アルゴリズムの開発･設

計に関する研究は今後益々重要性を増してくると思われる｡このような研究を行う場合,

将来の並列計算機アーキテクチャーの変遷をも予見してアルゴリズムを開発するというこ

とは,我々の能力を超えたことであるので,現存するアーキテクチャーを中心に設計およ

び評価を行わざるを得ない｡

c.w. Gearによれば,常微分方程式の初期値間題の並列アルゴリズムは大きく分けて次

の3つのカテゴリーに分類される:

(1) Pardlensm across the method

(2) Parane正sm across the steps

(3) Pardlehsm across the system

最初のカテゴリーに分類される解法の代表例として並列Runge-Kutta法があるo これ

は,複数のstageが独立に計算できるようなRunge-Kutta法を設計し,これら複数のstage

を異なるプロセッサにおいて並列に計算するものである｡この解法では,少なくとも並列
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処理における実質段数と同じ回数の同期･通信を必要とするので,解法内部での関数評価

あるいはLtJ分解などの処理がこれらのオーバー-ツドに比べ相対的に大きくなるような

問題,すなわち粒度の大きくなる問題を扱わないと十分な性能向上は望めない｡

2番目のカテゴリには,予測子･修正子反復をwavefront法的に行い,多くの時間step

での値を並列計算機上で同時に求めるも解法がある｡この解法では多くの時間stepでの

値を同時に求めるため,安定性に多少問題がある｡

3番目のカテゴリの解法では系内の成分にまたがる並列化を行うもので, 3つのカテゴリ

の中では最も大規模計算向である.代表的な例としてWaveform Relaxation(WR)法であ

る｡ -WR法は,大規模集積回路の数値シミ土レーションのために考案されたものであり,

系をいくつかのブロックに分割し,あるいは各成分に分割し,それぞれを独立に積分する

ものである｡最も簡単な例としてPicard法がある｡ WR法では,系内の方程式数まで並

列度を上げることができ,さらに,上の2つのカテゴリの解法では1 step毎あるいは数

step毎に生じていた同期･通信というオーバー-ツドを,数十-数百stepに1度という

割合まで減らせる｡したがって並列アルゴリズムとしては理想的な特性を有していると言

えるoしかし, WR法では数値解法の誤差の他に反復法としての誤差が生じる｡一般に,

この解法では収束の次数は超1次でしかも大域収束性を有しているが,実際は何らかの加

速手法を用いないと並列効率は高くても実用的ではない｡

.これら3つの手法の並列度は,一般的に言って,
(1)が3-5, (2)が5-20位で, (3)が

20-103というところであろうo

分担者らが行ってきた研究は主に(1)と(3)のカテゴリーに属する解法の開発であり,具

体的には以下のような成果をあげることができた:

1.一般に陰的解法では非線形方程式の求解が必要になり,このプロセスは通常(準)

Newt.n法によって行われる.しかし,方程式がnonstiffであれば,予測子･修正子

法で行われているように,これを不動点反復法で代用することは可能である｡この場

合, LU分解が不要になるため計算コストの大部分は関数評価だけになり,しかも成

分間のデータ依存がなくなるため,各stageの並列化が容易になる｡本研究では,防

的なブロック法とそれと次数の等しい陰的なブロック法を導出し,陽的な解法を予測

子とし,陰的な解法を修正子とする並列反復型予測子･修正子法を提案した｡この解

法は,反復一回ごとに次数が1だけ向上するので,一種の埋め込み型としての特性を

有している｡このことを利用して局所誤差の推定を行い,その推定値が許容範囲内に

おさまるようなstepsizeの制御手法を開発し組み込んだ｡本手法を実際に分散メモリ

型計算機上に実装したところ,プロセッサ数18で約10倍のスピードアップが可能に
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なった.同じ環境のもとでPIRK(Paranel iterated Runge-Kutta)を実行すると,料

7倍のスピードアップしか得られないのでかなりの改善されたことになる｡以上の結

果は論文【2】, 【4】で公表された｡

2. y′′
- I(i,y)という形の大規模な2階微分方程式は応用上極めて重要である.本研究

では,このような方程式向きの並列反復Runge-Kutta-Nystram法とその反復のため

の初期値を生成する予測子(陽的ブロック法)を開発した｡ここでは,この2つの解

法で予測子･修正子型反復を行い,反復1回ごとに次数が2つ上がることを利用し,

局所誤差を推定し,それが許容範囲におさまるようなstepsi2;e制御機能を組み込ん

だ｡この予測子･修正子型反復法ではstageと成分にまたがった並列化を行った｡実

際に分散目盛型計算機に実装し, 2000次元の戸田格子方程式を解いたところ,プロ

セッサ数18で7.6倍の高速化を得た｡この成果は論文【4]
,口頭発表[1]等で公表され

た｡

3. y′′
- I(i,y)という形の2階微分方程式系のWaveform Relaxation(WR)法を方程式

が線形,非線形の場合について開発した｡

まず線形の場合について述べる. y′′
- Qy+9という形の2階線形方程式にWR法

を適用したとき, Picard法や通常のsplitting法の収束はかなり遅いことが知られて

いた｡本研究では,これを改善するためoverlapping法を提案した｡この方法はシス

テム全体をいくつかのブロック(subsystem)に分割し,各ブロック間で要素の重複

を許しながら積分していくものである.重複を許した結果,各sub systemの次元は

大きくなり反復一回当りのコストはやや増大するが,収束に至るまでの反復回数は著

しく減少し,結果的に高速化される｡ここでは, 2次元波動方程式をmethod oflines

によって離散化した場合に現れる大規模な線形方程式を対象とし, overlappingの方

法をいくつか提案し比較検討した｡その結果,二次元空間内の格子点を一次元空間に

写像し,この一次元でのつながりを考慮したoverlappingより,もとの二次元空間で

の幾何学的な隣接性を考慮したoverlappingの方が有利であることが判明した｡この

結果は,論文阿および口頭発表【10]で公表された｡

一方方程式y"
-

I(i,y)が非線形の場合,与れを1階の方程式に変換せず･-そのま
まの形でWavefom Newton法を適用した場合, 1階の方程式の場合と同様,大域収

束性を持ち,しかも局所的な収束次数が2次であることを示した｡さらに,反復のた

めに必要なJacobi行列を対角あるいはブロック対角行列で近似した場合,局所的な

収束次数が超1次に退化することも示した｡本研究では,ブロック対角の近似ヤコビ

-17-



行列を用いた非線形WR法を提案し,実際にメモリ分散型計算機に実装し,性能を

評価した｡この結果は論文【6】,【7】で公表された｡

4.陽的並列Runge-Kutta法の次数をp,並列処理における実質段数をsとしたとき,常

にp≦sとなることがIserles等によって明らかにされている.すなわち,これは陽的

な並列解法は少なくとも次数と同じ実質段数を必要とするいう並列解法の一つの限界

を示している.論文【1]では,周期解を持つ方程式に陽的並列Runge-Kutta公式を適

用した場合の別な限界を与えた｡すなわち,周期解を持つ方程式に陽的並列RⅦnge-

Kutta法を適用したとき,その解法の振幅誤差の次数をqとし,位相誤差の次数をr

としたとき,その両者の和と実質段数sの間にq+r≦2s+1という関係が存在する

ことを示した｡この結果とIserles等の結果から,陽的な並列Runge-Kutta法は特に

次数の低い場合,あまり有利ではないことが判明した｡

5.周期解をもつ方程式においてその周期が近似的にわかっている場合,周期に関する情

報を取り入れて解法を設計した方が一般に有利である｡これまで,このような考え方

に基づいて線形多段解法がいくつか提案されてきが,このような立場に立つRunge-

Kutta法やRunge-Ⅹutta-Nystram法ほ,分担者の知る範囲では存在しなかった.論

文【9]では,4段の変係数Runge-Kutta-Nystrるm法で三角次数(trigonometricorder)1,

代数的次数(orderof accuracy)2,位相誤差次数4または6,振幅誤差次数5という特

性をもつ解法を開発し.た｡この解法は並列化可能である｡周期解を持つ問題に適用

したとき, 2段4次のGauss型Runge-Kut■ta公式に比べより少ない計算量で高い精

度が得られる土とが判明した｡以上の結果は,論文[9],口頭発表【2】で公表された｡

また解の周期に関する情報をとり入れたRunge-Kut七a法も提案した｡これは口頭発

表【-6]で公表された｡なお,これらの解法のs七epsi名e制御手法については現在研究中

である｡

研究発表(学会誌など)

小津一文,山田進

【1】S. Yamida, K. Ozawa, Attainable Orders of Phase and Amphfi-tion Errors of Ex-

phcit Paranel Runge-Kutta Methods, hterdisciplinary lnfomation Science Vol･ 2(1996),

153-157.

【2]K. 02iaWa, S. tamada,Pa,del bl.ck methods for solving nonstiffequations with
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stepsize. control,数理解析研究所請究録Vol･ 944(1996),10一軍0･

[3]K. Ozawa, Trigonometric Runge-Kutta-Nys七ram Method for Solving Periodic hitial

Value Problems,数理解析研究所講究録Vol. 990(1997),1551164･

[4】山田進,小樽一文,予測子･修正子型ブロック法とそのきざみ幅の制御日本応用数

理学会論文誌, Vol. 7(1997),1-26･

[5】山田進,小津一文,きざみ幅制御機能を持つ予測子･修正子型R血nge-Kutta-Nystrるm

法とその並列計算機-の実装,日本応用数理学会論文誌Vol. 7(1997),333-352.

【6]山田進,小津一文, 2階の微分方程式y′′ - I(i,y)に対するwaveformrelaxationの

並列計算機-の実装,情報処理学会研究報告98-IIPC-69(1997), 37-42･

[7]K. Ozawa, S･ Yamada, Wavefo- relaxation for second order differentialeqllation

y′′
- I(a,y),

in ``Proceedings
of 4th lnternationalEuro-Par Conference," Southampton,

UK, Sep 1, 1998, (LectureNotes in Computer Science Vol･ 1470, Springer, 780-787)･

[8]山田進,小津一文,吉原郁夫,阿部健一,大規模な微分方程式に対するWaveform

Relaxation法の並列計算機-の実装,情報処理学会研究報告98-HPC-73(1998), 1-6･

[9]K Ozawa, A Four-stagelmplicit Runge-Ktltta-Nystrるm Method with Variable Coef-

ficients for Solving Periodic hitialValue Problems, JJIAM Vol. 16(1999)to appear･

研究発表(口頭発表･ポスターなど)

小津一文,山田進

【1]山田進,小津一文,並列反復RKN法とそのきざみ幅の制御,第25回数値解析シン

ポジウム(1996年5月31日).

【2]小津一文, 4段半陰的Trigonometric.Range-KuttむNystr6m法,日本応用数理学会

1996年度年会(1996年9月26日)･

[3]山田進,小津一文,きざみ幅制御を目的とした並列反復Runge-Kutta-Nystram準,

日本応用数理学会1996年度年会, (1996年9月26日)･

[4】山田逸,小津一文,2階線形微分方程和′′
-

Qy+9に対するWaJefom Relaxation

反復の収束性,第26回数値解析シンポジウム(1997年6月9日)･

【5]S. Yamada, K. Ozawa, Convergence of Splitting Wavefo- Relaxation (WR) Iteration

for y"
- Qy +9, SciCADE97, Grad, Italy, (Sep 16, 1997)･

【6]小滞一文, Trigonometric Runge-Kutta法とその次数条件,日本応用数理学会1997

年度年会, (1997年10月1日)･
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【7]山田進,小津一文,微分方程式y" - Qy+9に対するsplitting WR反復法の収束性,

日本応用数理学会1997年度年会, (1997年10月1日)･

【8】山田進,小津一文, 2階線形微分方程式に対するOverlapping Wavefom Relaxation

法の収束性,第27回数値解析シンポジウム(1998年6月16日).

【9]山田進,小津一文, Overlapping Waveformrelaxation法の並列計算機-の実装,日

本応用数理学会1997年度年会, (1998年9月12日).

【10]S. Yamada, K. 02;aWa, Ⅰ.Yoshih打aand K. Abe, Wavefom Relaxation Methods

for Second Order Linear DiLferentialEqllation on Parallel Computers, 4th IMACS Inter-

nationalSymposium on Iterative Methods in Scientific Computations, Texas, (Oct 18,

1998)･
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研究分担課題｢離散解法の研究｣

元千葉大学工学部･助教陵 小野 令美

本研究は常微分方程式dy/dt- I(x,y)の初期値間題の代表的な数値解法Runge-Kutta

系公式に微分係数を取り入れた公式に関するものである.

(1)極限公式

s段陽的Runge-Kutta公式の達成可能次数pは, s-5,6,7ではp-s-1, s-8,9では

p-s-2である. 8次の精度を達成するには11段が必要である.しかし,分点のうちのあ

る二つを近づけた極限の公式を考えると, p+1次の精度が達成できる.この公式は必然

的に微分係数を含むことになる.これらの公式は極限公式とよばれている. Jの1階の

微分係数を用いる極限公式で5段で5次, 6段で6次, 8段で7次が達成できる. 7段で7

次の公式を得るにはJの2階の微分係数が必要になる.

研究分担者はこれら極限公式に関する研究を続けてきた.そして下記のような成果を挙

げ,国際会議その他で口頭発表してきたが,今回それを論文として纏めることができた.

すなわち9段の極限公式ではJの1階の微分係数を用いて8次が達成可能である.全

てのパラメータは二つの自由なパラメータの有理式で表される.具体的にそれら二つの

自由なパラメータの決め方の例として,係数の比較的簡単なものと安定領域が最大に近

いものとの二つの公式を導いた.

(2)微分係数を用いる2段公式

Jを計算すると同時にJ′, ∫′′,-の値も少ない手間で計算できる,いわゆる自動微分

法が近年開発され,いくつかのシステムも手に入るようになってきたので,極限公式で

はなく始めから微分係数を取り入れた形の公式について,到達可能次数や埋め込み型公

式を得る可能性などについて調べ,次のような結果が得られた.

2段公式で第2の分点でfの一階の微分係数を用いる.その際通常の形のものではな

くて極限公式にでてくるものと同じ形,即ち,ヤコピ行列(af/ay)y=y,に掛けるベクト

ルを第二の分点でのfの値f2だけでなく第一の分点で得られているI, f′,I′′,-･全て

の線形結合とすれば自由パラメータを一つ含んだ2段で埋め込み塾の公式が得られる.

次数条件式は高次になるにつれて膨大な数になるが,第二の分点でのでの真値を用い

て展開することにより,局所打ち切り誤差の主要項までが簡単な形にまとめられ,一般
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的な次数kに対するものを導くことが可能になる.即ち,第一の分点でのf(k~3)まで用

いると到達可能次数がk次になり,第二の分点での微分係数を除いたものはk-1次公

式になることを明らかにした.これにより埋め込み型(k,k-1)次公式が得られる･ま

た,誤差の主要項の一般式を得たことにより自由なパラメータを決める際考慮される公

式の性質を考えるのに役立つ.

この公式に含まれる微分係数は,ヤコピ行列の個々の要素は不要で,あるベクトルと

の積であり,これは自動微分法を用いて容易に求められ,現今では幾つかのシステムも

提供されている. k次のTaylor法ではfのk
-

1階までの微分係数が必要なので我々の公

式は次数が2次低いTaylor法の計算量と同程度である･一般に高階の微分係数の計算量

は階数の二乗に比例するから,高次になるにしたがってその差は大きくなりTaylor法よ

り有利である.

研究発表(学会誌など)

小野 令美

[1]Harumi Ono, Limiting Formulas of Nine-stage Explicit Runge-Kutta Methods of

order Eight,情報処理学会論文誌, 38巻･ 10号, 1886-1893, 1997年10月･

【2]小野令美,微分係数を用いる2段陽的R-ge-Kutta系埋込公式について,数理解析

研究所講究録1040 ｢数値計算アルゴリズムの研究｣ ,
53-60, 1998年4月･

研究発表(口頭発表･ポスターなど)

小野 令美

(1)吉田利信,小野令美,高階の微分係数を用いるRunge-Kutta公式について(Ⅰ) ,微

分方程式の数値解法に関する研究集会,名古屋大学, 1996年10月15-17日･

(2)小野令美,吉田利信,高階の微分係数を用いるR-ge-Kutta公式について(ⅠⅠ) ,微

分方程式の数値解法に関する研究集会,名古屋大学, 1996年10月15-17日･

(3)小野令美,吉田利信,高階の微分係数を用いる陽的Runge-Kutta系公式,応用数学

合同研究集会,龍谷大学, 1996年12月17-19日･
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(4)T･ Yoshida and H･ Ono, A two stage explicit Runge-Kutta method of fourth
and

fifth ordersuslng Second and third derivatives, InternationalConference on Scientific

Computation and Di鮎re血ial Equations, Grado, Italy, September 15-19, 1997.

(5)H･ Ono and T･ Ⅶsbida, Two stage explicit Runge-Kutta methods using derivatives,

International Conference on Scientific Computationand Differential Equations, Grado,

Italy, September 15-19, 1997.

(6)小野令美,微分係数を用いる2段陽的Runge-Kutta系埋め込み公式について,研究

集会｢数値計算アルゴリズムの研究｣
,京都大学数理解析研究所,

1997年11月26-28日.
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研究分担課逸r離散解法の開発｣

茨城大学工学部･助手 大野 博

本研究分担謙遜では､常微分方程式の初期値間逸の数億解法の一つRqqge-Kutta法につい

て行った｡随的な方法の場合､ RⅦ瞥e-Kth法は線形多段階法と較ペると最初のいくつかの
近似値を別の方法で求める必要はなく,ステップ暗も容易に変更することができる｡しか
し､高精度の公式を求めようとする場合､ Ru曙e-Kvtt8法は次数を増やすに従ってその公式
の次数条件式の数が指数関数的に増大する｡また､ Rqnge-Kq触法は100年ほど前から研究
されてきた｡近年コンピュータのメモリは安価になり計算速度は年々速くなってきている

ので､多倍長計算も容易にできるようになった｡数式処理ソフトが多数でまわるように
なって､高精度のRⅦ噂e-Kvtta公式を求めるのに必要な次数条件式(連立代数方程式)も以
前よりは容易に解けるようになった｡これらの環境にみあう高精度で高速の数億解法を提
案しておく必要がでてきた｡高精度で高速のRⅦ唱e一触触法を尉発するために研究し､下記
のような成果が得られた｡

(1)高速な数億解法をえるために､埋め込み型Rq喝e-Ktltta法を利用することを考えたo従
来の埋め込み型低次のRⅦ喝e-Kv肋公式は次数の異なる2つのRqqge-Kutta公式で構成され

ている｡計算過程を少なくするために一部の係数を同じものにしている｡その2つの
Runge-Ktltt&公式の数値解の差が低次のR甘喝e-KxLtta公式の局所誤差となる｡この局所誤差
から次の最適なステップ幅を求めている｡このように最適なステップ幅を求めながら構分

していく方法である｡数値解として採用しているのは､低次のRqge-Ktltta公式のものであ
る｡そこで,低次のRqge-Kvtta公式の局所誤差から高次のRⅦ喝e-Kutta公式の局所誤差を
推定することをこころみた｡統計の手法を用い､低次のRunge-Kt[tta公式の局所誤差から高
次のRunge-Kt)tta公式の局所誤差を推定したところ､非常に強い相関関係があることが分

かった｡この相関関係を数式で表わせ､ Ruqge-KⅦ比乱公式のバラメ-タを使って求められる
ようにした｡さらに､この局所誤差の推定を埋め込み型RⅦ噂e-KtL触法に応用し､高次の

Rqqe-K心血公式の数値解を採用し､その推定した局所誤差を使って次ぎのステップ幅を決
定できるよにしたいと考えている｡

(2)高精度のRⅦ噂e-KvcE&公式を求めるために､その次数条件式を簡単化するための仮定に
着目してみた｡この簡単化するための仮定はBtl血によって提案され､ coltm-siJZIP4ifPng

asstLnPdozLSとrow-siJn蜘叫onsがある. 9次, 10次の高精度なRunge-Kvtca公式を
求める際にほ､ c血豆mph6riqg as叫o瓜とrow-siJZLPhfyiqg asstLnPdoJBを使って次数条
件式を簡単化してからR喝e-Ktltta公式のパラメータを決めている｡次数条件式を簡単化す
るための仮定が最適化されたRqge-Ktltta公式にどんな影響をあたえるのか調べるために､

6馳e-KtLtta法について5次になるように簡単化するための仮定の組み合わせをいろいろ
変えてバラメータを決めた｡それぞれ最適化し､比較してみた｡どの場合も打ち切り誤差
は小さくなるが,丸め誤差が以上に大きくなることが分かった｡ r珊-SiJnPhfying

aussqnpcionsに高次と低次の公式の次数がlになるようにしたものについては丸め誤差は大
きくならなかった｡これらのことについて他の段数の場合についても同様のことがいえる
か訴ペたい.
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研究発表(口頭発表)
【1]松崎広之､大野博､埋め込み型Ruqge-Kutta法の高次公式の誤差推定について､勤6回
数億解析シンポジウム､ 1997年
[2]大野博､埋め込み型Rq聯-Kvtta法の高次公式の誤差推定について､日本応用数理学
会, 1997年度年会
【3]大野博､高次公式の局所誤差評価式付き埋め込み型R喝e-Kutta法について､ 1997年慶
応用数学合同研究集会
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研究分担課題｢精度保証解法の開発｣

中央大学理工学部･助教授久保田光一

分担課題｢精度保証解法｣に深く関連する自動微分の研究とともに,分担課題の

研究を進めてきた.まず,精度保証解法に関する研究として,基本原理が確立され

ている常微分方程式の初期値間題に的を絞り,そjtをプログラムとして実装する際

のパラメタチューニングに関する研究を行ってきた.つぎに,自動微分(automatic

di触entiation)に関する研究としては, 2種類あるアルゴリズムのうちの一つであ

るトップダウンアルゴリズム(top-down algorithm, reverse
algorithm)の領域計算量

を削減する改良トップダウンアルゴリズムを一般的なFORTRANプログラムに適

用可能にする処理系を試作した.現在もこれらについて研究を継続中である･

常微分方程式の初期値間題の精度保証つき解法としては, Taylor級数展開法と

区間解析を用いたMooreやLobnerによる解法が良く知られており,基本的なアル

ゴリズムは既に確立されているとも言える.しかし,これを実際のプログラムと

して実現する際には,級数展開の次数をステップ幅と連動させて適応制御する必

要があったり, wrappingeffectを軽減させるためのエ夫や･効率の良い区間演算の

実装が必要である.また,狭い意味でのMoore法とLobner法との違いに着目した

アルゴリズムの変種もあり,これらを適応的に使い分けることが効率的に精度の

良い保証解を計算する上で役に立つ.そこで,本研究では,最終的には実用的な

処理系を作成することを目標とし,そのために必要となる諸パラメタの備による

アルゴリズムの振舞いを解析してきた.

実際に精度保証計算を実施するためには, ｢区間演算･区間解析｣の効率的な実

装も必要である.区間演算については,実行速度を重視すると,通常のIEEE形式

の浮動小数点数のための区間演算を利用すればよいが,保証精度に着目すると任

意精度の計算が可能となる多倍長浮動小数点演算を利用した区間演算があった方

が望ましい.そこで,両端点に多倍長浮動小数点数を持つ区間演算の実装も試み

ている.

これらを利用して,保証範囲つきの近似解を短時間に計算するか,時間は多少

長くかけて,精度の良い保証範囲つき近似解を計算するかを選べるような形での
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アルゴリズム実現を図っている.類似の研究として, TADIFF/FADBADと呼ばれ

る常微分方程式の処理系とBIASと呼ばれる区間演算処理系とを組み合わせたも

のが知られているが,本研究ではこれと対比しながらより高機能な処理系を作成

することを目標としている.なお,この研究経過を平成11年3月の情報処理学会

全国大会で発表予定である.

自動微分は,もともとは偏導関数計算のための技術であるが,自動微分のアル

ゴリズムの一つであるところのトップダウンアルゴリズムは,浮動小数点数を用

いた計算における丸め誤差の累積を評価するためにも有用なものである.その誤

差評価手法は,常微分方程式の大域誤差評価にも直接適用できるので,常微分方

程式の解の精度保証にも役立つアルゴリズムである.しかし,このトップダウン

アルゴリズムの基本型は,関数計算の時間に比例する大きさの領域を要求するの

で,大規模問題に適用することが困簸であるとさjtていた.そして,その領域を理

論的に削減する手法はいくつか提案されてきてはいたが,あくまで理論的であっ

て,それを実際的なものにするにはいくつかの困難があった.

分担者は,そのような領域削減手法を一般的なFORTRANプログラムに適応で

きるようなシステムを構成した.ここで採用した領域削減アルゴリズムは, 1992

年にA.Griewankにより提案されたものとほぼ同等であり,大雑把に言って,計算

時間に比例する領域ではなく,計算時間の対数に比例する領域で済ませることが

できるものである.ただし,そのアルゴリズムを実装するためには,プログラム

実行中の任意の状態をデータとして保存(プログラム実行を凍結)したり,その保

存されたデータから再びプログラム実行を再開(プログラム実行凍結を解凍)した

りするような棟構が必要である.

本研究では, UNIXオペレーティングシステムにおけるプロセス生成棟能を用い

て,そのプログラム実行の凍結･解凍の機能を実装した.この基本的アイデアは

極めて自然であるので,似たような着想は他にも発表されていたが,これまでは

UNIXのプロセス生成は,システムに対する負荷が大きく,実用的でないと考えら

れていた.しかし,仮想記憶を1GB以上必要とするような大規模プログラムにお

いては, UNIXのプロセス生成のための負荷の割合が全体の割合に比べて小さく,

領域削減の効果が相対的に大きくなるので,このようなアプローチも十分役に立

つ.このやり方を一般的なプログラムに適用するのは,自動微分の処理系自身が

ある程度完成されている必要があり,調べた限りでは,分担者のところで研究さ
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れている処理系以外には無かったものである.

この処理系に関して,速報的として,平成9年末に本研究課題関連の合同研究集

会にて口頭発表[1】を行なった.より詳しい内容の報告は昨年末に学会誌等【2]に掲

載さjtている.

また,精度保証技術の一般的な説明を,出版物【1】にて行なった･自動微分に閲

す.る国内で初めての単行本も執筆した(出版物[2】)･この中では･常微分方程式の

初期値間題解法について簡単に説明している.

(a･)学会誌等

【1】M. Iri, K. Kubota, A general numerical approach to sensitivity analysis and error

analysis with adjoint systems, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol･ 8, No･

1 (1998),pp･ 75-92･

[2]K. Kubota, A Fortran77 preprocessor for reverse mode automatic differentiation

with recursive checkpointing･ Optimizartion Methocls and Software, Vol1 10, No･ 2

(1998),pp･ 319-335･

(b)研究発表(口頭発表･ポスターなど)

【1】久保田光一,高速自動微分による大規模感度解析の数値例･応用数学合同研

究集会,龍谷大学,1997年12月18-20日.

(c)出版物

【1】久保田光一,高速自動微分法一計算の品質保艶戸川隼人,中嶋正之,杉原

厚書,野寺隆志編:インターネット時代の数学,共立出版, 1997年10月, pp.

178-187.

【2】久保田光一,伊理正夫,アルゴリズムの自動微分と応用,コロナ社,1998年6月･
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研究分担課題｢離散解法の安定性｣

電気通信大学電気通信学部･助教授小藤俊幸

上記の分担課題とその関連事項につき､一部､本学大学院電気通信学研究科大学

院生､小原祥人君(現､富士通株式会社)､中山 浩君(現､ NTTアドバンステク

ノロジ株式会社)の協力を得て､研究を行った｡特に､遅延微分方程式(時間遅れ

を含む常微分方程式)に村して､常微分方程式の代表的な数値解法であるルンゲ･

クッタ法を適用した際の数値的安定性について､数学的な手法､ならびに､数値実

験的な手法に基づく解析を行った｡

まず､係数パラメータが適当な多項式を用いて表されるルンゲ･クッタ法(自然

ルンゲ･クッタ法と呼ばれる)の安定性を､方程式が線形の場合(研究論文[1])と

非線形の場合(研究論文[2])のそれぞれについて解析した｡前者は､多項式の根の

評価に基づく解析であり､後者は､リアプノフ汎関数に基づく解析である｡

また､自然ルンゲ･クッタ法以外のルンゲ･クッタ法､特に､ RadauIA公式､
Lobatto IIIA公式と称されるガウス型の数値積分則から導かれる公式群について､

指数関数のパデ近似の連分数展開を用いた解析(研究論文[3]
､研究論文[4トロ頭発

表(3))を行った｡研究論文[3]は､単独方程式の場合の解析結果であり､研究論文

【4]では､連立方程式の場合に拡張した結果が述べらている｡

一般的かレンゲ･クッタ法の安定性については､数値実験的な解析方法(口頭発
義(1))を提案し､いくつかの応用上重要なルンゲ･クッタ法に関する解析結莱(口

頭発表(2))を発表した｡

さらに､ SDIRK法､ sIRK法と言った比較的インプリメントが容易とされるルン

ゲ･クッタ法の安定性を数学的に調べるために､線形システム理論のpositive real
1eⅢ皿a

した｡

と呼ばれる定理に基づく解析方法(研究論文[5]､口頭発表(4), (5))を考案

分担課題の関連事項として､遅延微分方程式のHopf分岐を数値計算する際に現

われるNaimark-Sacker分岐と呼ばれる現象を､離散力学系の観点から考察した(研

究論文[6]､口頭発表(8))
｡また､上述の結果の応用として､パンタグラフ方程式

と呼ばれる特殊な遅延微分方程式に対する各種のルンゲ･クッタ法の特性を詳しく

解析した(研究論文【7トロ頭発表(9))0
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研究発表(学会誌など)

[1]T. Koto, A
stability property of A-stable collocation-based

Rnnge-Kutta methods

for neutral delay differential equations, BIT, Vol. 36, No. 4, pp. 855-859 (1996)･

[2]Toshiyuki Koto, The stability of natural Runge-Kutta methods f♭r nonlinear

delay differential equations, Japan I. Indust. Appl. Math･ Vol･ 14, No･ 1, pp･11l-

123 (1997).

[3]T. Koto, NPIStability of Runge-Kutta methods based on classical quadrature,

BIT, Vol･ 37, No･ 4, pp･ 870-884 (1997)･

[4]Tohsiyuki Koto, Stability of the Radau IA and Lobatto IIIC methods for delay

difFerentialequations, Numer. Math.
,
Vol. 79, No. 4 pp. 569-580 (1998)･

[5]T. Koto, A criterion for P-stability properties of
Runge-Kutta methods, BIT,

Vol･ 38, No･ 4, pp･ 737-750 (1998)･

【6】T. Koto, Naimark-Sacker bifurcation in the Euler method
for a delay differential

equation, BIT, Vol. 38, No. 1, pp. 110-115 (1999)I

[7]Tohsiyuki Koto, Stability of Runge-Kutta methods for the generalized panto-

graph equation, to appear in Nllmer. Math.

研究発表(口頭発表)

(1)小原祥人,小藤俊車Runge-Kutta法の2階遅延微分方程式に対する数値的安
定性,日本応用数理学会平成8年度年会講演予稿集, pp. 104-105 (1995)･

(2)小藤俊幸,小原祥人, Runge-Kutta法のP安定領域, pR安定領域の数値計算,
応用数学合同研究集会報告集, pp. 281-286 (1996)

(3)小藤俊幸, Runge-Kutta法の安定性解析と連分数展開,京都大学数理解析研究所

講究録990, pp. 169-178 (1997).
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(4) T･ Koto, A sufRcient condition for P-stability
of Runge-Kutta method, Inter-

nationalConference on Scientific Computation and Differential Equations, Grado?

Italy (1997).

(5)小藤俊幸,中山浩, sDIRK法のP安定解析,日本応用数理学会1997度年会講
演予稿集, pp. 112-113 (1997).

(6)小藤俊幸,遅延微分方程式の離散化におけるHopf点について,応用数学合同研
究集会報告集, pp･ 239-240 (1997).

(7)小藤俊幸, Runge-Kutta法の安定性解析と線形システム論,京都大学数理解析研
究所講究録1040, pp. 3ト28 (1998).

(8)小藤俊幸,パンタグラフ方程式の数値計算について,応用数学合同研究集会報告

A, pp･ 309-312 (1998).

-31-



研究分担課題｢確率微分方程式の離散解法｣

岐阜聖徳学園大学経済情報学部･講師 斉藤幸弘

研究分担者斉藤は,確率微分方程式の離散解法,主として確率偏微分方程式(Stochastic
partial Differential Equation,以下SPDEと略す)の数値解法の研究を行った･この3年間で

は特に二つのLangevin型SPDEの数値解法について研究を進めた･

1. Kardar-Parisi-Zbang (ⅨPZ)方程式

Kardar, Parisi, Zhangは荒れた界面を記述するLangevin型拡散方程式(以下KPZ方程式

と略す)を提案した. Moser, Kert6sz, Wolfの論文では, KPZ方程式に対し前進解法(Euler

法)のみを適用し数値計算を行っている･ところが,方程式のパラメータの取り方によって

数値的不安定性による解の挙動が見られた.そこで,まず研究協力者新宮康平(名古屋大学

大学院生)は半離散化したKPZ方程式に村しEulerスキームによる検証を行い,数値的不安

定性が生じることを確認した.そして, Eulerスキームより安定性に優れているHeunスキー

ムやPCスキームを適用することにより, Eulerスキームでは得られなかった結果を得るこ

とができた.さらにスケーリング別のパラメータの推定を行った[Blトここで,求める量が

KPZ方程式の解の平均二乗偏差なので,弱い意味の近似を使用している[B2,B4]･
Heunス

キームが良い結果を与えているのは, Heunスキームが安定性に優れたスキームであること

が考えられるので, KPZ方程式の半離散化した式において線型化行列を計算し,ある条件の

下で固有債分布を調べ, KPZ方程式の安定性について議論した[Al,B5,B6,B7]･しかし,確

率解析の分野でKPZ方程式についてEoldenらの研究があり, KPZ方程式は与えるノイズ

が時空ホワイトノイズ(space-timewhitenoise)の場合,解が存在しないことが証明されてい
る. KPZ方程式に村して確率解析の理論と数値シミュレーションの整合性について現在研究

を進めているところである.

2.化学反応理論に現れるSPDE

化学反応理論に現れるSPDEについては,研究協力者長岡正隆(名古屋大学大学院･人間

情報学研究科)と共同で研究を進めた.長岡はLangevin型SPDEに基づく確率過程量子化

法を提案した.このSPDEはKPZ方程式と同じ拡散型の方程式である.そこでKPZ方程

式と同様にEulerスキーム及びHeunスキームを適用して数値実験を試みた･また,求める

量が遷移振幅であり,各点での解の計算値を必要とするため,強い意味の近似を使用した･

遷移振幅を計算すると, HeunがEulerより良い結果を与えないことが判明した【A2,B8,B9]･

個々の計算値を比較しながら原因を追究した結果, Heunスキームの平均化が原因と判断し

た【BIO].そこでこの推論を進めると,偏微分方程式に村して前進解法を用いて解くときの

安定条件にも原因があるのではないかと推測し,数値積分のステップ幅を安定と不安定の境

界にとることにより,真備に近い近似値を得ることが判明した[Bll,B12]･しかし,まだ数

値実験による推測でしかないので, SPDEの誤差解析法とSPDEの解及びノイズの数値的実

現の両面で,現在研究を進めている.
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A研究発表(学会誌等)

[Al]斉藤善弘,新宮康平,三井斌友, Langevin型拡散方程式(KPZ方程式)の数値解法,敬

理解析研究所講究録1032, 86-100, (1998).

[A2]Y. Saito and M. Nagaoka, Quantum Mechanical Transition Amplitude and Chara･cter-

istics
of Numerical Solutions via Stochastic Partial Di仔erential Equation, Int. ∫.Quantum.

Chem., submitted for
publication.

B研究発表(口頭発表･ポスター等)

[Bl】新宮康平･斉藤善弘･三井斌友,荒れた成長界面をあらわす連続な確率偏微分方程式

(KPZ方程式)の数値解について,日本応用数理学会平成8年度年会, 1996年9月,東衷大
学駒場キャンパス.

【B2]斉藤善弘,確率微分方程式の数値解法一弱い意味の近似,研究集会｢常微分方程式系
の近似解法と解析ならびにその周辺｣, 1996年10月,名古屋大学･工学部.

[B3]斉藤善弘,確率微分方程式の数値解法の誤差解析,研究集会｢新しい科学計算技法とそ

の誤差解析｣, 1996年11月,九州大学･国際ホール.

[B4】斉藤善弘･新宮康平･三井斌友,KPZ方程式の数値解法について,応用数学合同研究集
会, 1996年12月,龍谷大学瀬田キャンパス.

【B5】斉藤善弘･新宮康平･三井斌友,KPZ方程式の数値解法について,第2 6回数値解析シ

ンポジウム, 1997年6月,あずまや高原ホテル.

[B6]斉藤善弘,KPZ方程式の数値解法,短期共同研究｢確率数値解析に於ける諸問題｣, 1997

年7月,京都大学数理解析研究所.

【B7】斉藤善弘･三井斌友,Kardar-Parisi-Zhang方程式の数値解法の線型安定性解析,日本

応用数理学会平成9年度年会, 1997年1 0月,名古屋大学･工学部.

【B8】斉藤善弘･長岡正隆,化学反応理論に現れるSPDEの数値解法と数値的実現,応用数学
合同研究集会, 1997年12月,龍谷大学.

[B9]斉藤善弘･長岡正隆,化学反応理論に現れるSPDEの数値解法と数値的実現,シンポジ

ウム｢確率論と計算数学｣, 1998年1月,九州大学･国際ホール.

[BIO】斉藤善弘･長岡正隆,化学反応理論に現れるSPDEの数値解について,日本応用数理

学会平成10年度年会, 1998年9月,早稲田大学･理工学部.

[Bll】斉藤善弘･長岡正隆, SPDEに基づいた遷移振幅の計算法,第1 2回分子シミュレー

ション討論会,工業技術院共用講堂.

[B12]斉藤善弘,確率拡散方程式の数値解について,応用数学合同研究集会, 1998年12月,

龍谷大学.
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研究分担課題 ｢常微分方程式の準周期解の数億解析｣

研究分担者 徳島大学工学部教授 篠原 能材

1. 蒋微分方程式の準周期解の数億解析

蒋微分方程式系の数億解析の研究を.京都大学数理解析研究所の短期共同研究｢蒋微

力程式系の数億解析とその応用｣ (研究代表者 榛原儀材)を通じて行なった･この研究

の目的妊常微分方程式系の初期値間乱境界値問題および固有億間遠の数億解析とその応

用について共同研究することであった.この目的を達成するため, Prof･ Linda PETZOLD

(ミネソタ大)の講浜｢cobputational challenge in the solution of nonlinear oscillato

.y Bultibody systebS ｣および 質疑応答から始めた･次に.大石進一(早棚田大･理

エ)は｢非線形蒋微分方程式の2点篭界億問題の精度保証つき数億解析についてJ.新谷

尚義(広島大.学校数青)は｢微分･代数方程式の準陽公式について｣.柳原弘載(九州

産業大)は｢予測子･修正子法の安定性について｣の講浜をした.相木雅美(早稲田大･

理工)は｢テーラー級数法による精度保証つき数億解法｣.香田海人(徳島大･工)は｢

非線形振動解析のためのガレルキン法について｣.渡辺二大(核融合科学研)は｢H ID

Mによる敢分.代数方程式の数億計算法J.川上 博(徳島大･工)は｢-F&子回蕗に現れ

る常微分方程式のカオス現象について｣.牛田明夫(徳島大･工)は｢Analysis of nonl

incar distributed circuits｣.室谷義昭.石渡恵美子(早禰田大･理工)妊｢特異措動

聞達から得られる非対称行列に対する順序付き改良SOR法について｣.早川 透(早棚田

大.理エ)は｢携坑回路の区間解析について｣講辞した.小藤俊幸(電気遺倍大)妊｢St

ability propcrtics of Runge-Kutt=cthodfor delay differential equationsについて

｣.小野令美(千葉大･工)妊｢On sohe eight-stage explicit Runge-Kutta hCthods

について｣
,小沢一文(東北大)は｢

FourthorderP-stable block Aethod for solving

the differential equation y‥-I(Ⅹ,y)についてJ.山田 進(東北大)は｢BDF璽ブロ

ック法の並列牲と計算助率の解析｣.中島正治(鹿児島大･理)は｢bbeddcd pscudo-

Rungc-Kutta ACthodsについて｣.藤井文夫(岐阜大･工)は｢
Schehe for elasticas

Pith snap-back and loopingについてJL.銘木千里(静岡工科大)は｢2点HerBite-

Birkhoff璽のA安定な数億積分公式のクラスについて｣研究した.

この研究成果を.出版物【1】でまとめた.

準周期的外力を伴う非線形常微分方程式の準用潮解の数値解析のためのUrabeの定理を
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一般化した.即ち準周期関数の性質を研究するため･故Urabe載超は擬周期開教の概念を

導入し.この概念を軽由して.解の存在と誤差評価を与えるUrabeの定理を確立し･証明

したが.我々は新しい令達｢準周期関数の一様極限もまた準周期関数である｣を与えるこ

とによってUrabeの定理の証明を簡潔にした.

また.一般化されたExponential Dichoto血yの概念を導入する事によって･この定理の

応用範囲が広がり.非線形牲の強弱に無関係に･この定理が適用できる事を示した･

この定理の応用としてvan der Pol璽の方程式およぴDuffing型の方程式の準周期解の

数億解析を行なった.

準周期的外力を伴う非線形常微分方程式の準周期解の解析の実際的な応用として･

‖aas,S(1988年)はマイクロウエー7･通億回路の解析をHarmonic balance法で行なって

いるが.元の準周期的外力を伴う非線形常微分方程式の真の準周期解の存在牲も･また

近似解の誤差評価も行なっていない.

chua L.0. and Ushida A.(1980)は.二つの準周期的外力を伴う非線形蒋微分方程式

の準周期解の数値解析を.非線形回路の定常解の解析に対して行ない･算出された近似解

の打ちきり誤差の評価を行なっているが,算出された近似解にたいする真の解が存在する

のか香かが不明である.

我々乱上記のMaas 及びChua◆and Ushidaの難点を補った･即ち･ガレルキン法を

用いて近似解を先ず算出し.算出された近似解を用いて元の準周期的外力を伴う非線形蒋

微分方程式に真の準周期解が存在するのかどうかを判定し･存在する場令には算出された

近似解の誤差の評価を行なう辛が可能であることを解明した･

さらに.通億工学や振動工学等の非線形振動系において重要な摂動法に新しい知見を加

ぇ.どの程度の摂動まで摂動法が意味を持つかを定量的に判定する定理を確立した･

これを, Ali君の博士論文【18】とする予定である･

なお.非線形振動の研究乱理工学の毒分野で行なわれており･個々に立沢な成果をあ

げているが.更に一層の進展と成果をあげるために日本機械学会の｢非線形振動研究会｣

が昭和63年11月から設置されており1996年8月3日-4日j-ブ･イン京都)で

メインテーマ｢非線形現象とその基礎理論｣の研究集金が開かれ｢中心多様体の基礎.I

･力学系の鳶準形の基礎J r電気回路で分岐を競るJ r引き込み現象｣ r機械系の同期化現象

J rケーブルに現れる非線形振動と係教励振振動. r耐裏解析における非線形聞達J rクラ

ック軸の非線形振動.等の京浜や共同討議を通じて.共同研究を行なった･

また.電子情報通億学会の研究集会1 9 9 5年1月2 6日｢非線形理論とその応用学術

研究集会｣がムーンビーチ(沖縄)で開催され.活発な討議が行なわれた･
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r1996 tNTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NONLINEAR THEORY Awl) ITS APPL]CATIONSJが

1 995年1 2月1 0日-1 2月14日Las Vegasで開催された. r1996 1NTERNATtONAL

syHPOStUH ON NONLINEAR THEORY AND ITS APPLICATIONSJが1 9 9 6年1 0月7日-I 0

月9日Katsurahama-so (高知)で開催された.国際交流と共に括尭な討論がなされて.こ

の分野の発展に寄与した【6】.

2000年7月1 9日-2 6日Catania(Italy)で開催されるrThe 3rd World Congress

of Nonlincar Analysist UCNA-2000Jで臥 この分野での国際交流と研究活動が活発に

行なわれる予定である.

2.自由境界問題の教値解析

自由現界問題は本質的に非線形であり.かつ解析領域が未知であるため.その数値計

算は容易ではなかった.特に.高精度の数億計算には2つの課遵がある.

高次の公式を使うことと,精度保証を与えることである.現時点では.精度保証には触

れないで.高次の公式を適用する境点から研究した.

この境点から数億解法を考えると.有限要素法や差分乾は分が悪い.有限要素迭では.

自由篭界を折れ汝近似のような低次の近似(有限要素近似)を行なうため.内部で.いく

ら高次の公式を用いても.そこで精度が落ちてしまう.差分法で乱精度が良いと言われ

ている篭界適合格子法でも.自由境界上の格子点が定まるだけである.壊で.格子点a)チ

ータから補間によって滑らかな境界を人工的に構成することはあってち.精度良く計算で

きているわけではない.

本研究では.スペクトル選点法と写像関数を用いた固定額域法(境界適令格子法)を併

用して.任意精度(正確には任意次数)の数億計算法を閲兵して.自由境界聞達の数億解

析を行なった.

さらに,浮動小数点数を用いた多倍長計算により,丸め誤差を任意に小さくすることで,

無限精度の数億解析を行なっている.

論文【1】【3】【5】【7】【9】【10】【15】【16】はこの分野に関係した研究論文である.
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分担者課題｢微積分方程式の数値解析｣

静岡理工科大学理工学部･教授鈴木千里

上記の分担課題とその周辺事項につき､本学大学院理工学研究科に所属する複数の大学

院生(山本紀生､萩原州､木田晃永､浦田賢一郎の諸氏)の研究協力者の助力を得て研究

を遂行してきた｡

本研究分担課題において対象とする典型的な微積分方程式はFtedholm型とV.1terra

型の二つに分類される｡前者は未知関数を含む定積分の項をもつのに対して､後者は積分

の端点が時間発展するような項をもつことが両者の本質的な相違である｡また生物系の数

理モデルなどに現れる微積分方程式系では時間の遅延を含むことがあり､これは遅延微積

分方程式とよばれ､何れの型にもし古事しば現れる.本研究ではVolterra型微積分方程式

とその遅延微積分方程式の解法の数値解析に的を絞り､ Ftedholm型微積分方程式や(時

間発展を伴なう積分方程式ではあるが)古典的な通常のVblte汀a型積分方程式は対象外

とした｡

1.研究の基本方針

微積分方程式の数値解析の研究を遂行する上での攻略として､つぎの二つの研究に関す

る基本方針を立てた.その一つは常微分方程式(ODE)の初期値間題に対する数値的算

法(以降､単に常微分方程式の数値解法という)を微積分方程式の数値解法に適用するこ

とであるoこれは通常のVolterra型積分方程式の数値解析に常微分方程革の数値解法の

手法がしばしば適用がされてきた事実から､その手法を微墳分方程式に適用することは自

然であると考えられる｡したがって､微積分方程式の数値解析に有効な常微分方程式の数

値解法の開発とその適用を試みる｡

もう一つは､積分方程式の或るクラスは高階の常微分方程式によって局所的に近似する

ことができるという事実に注視して微積分方程式の数値解析の研究を進めることである｡

実際､適当な条件下においては､与えられた積分方程式を任意の精度でもって高階常微分

方程式によって近似可能である｡したがって､この事実に立脚すれば､任意の高階の常微

分方程式を数値的に直接解くことが可能な安定な数値的方法の研究は微積分方程式に対

する数値的算法の一つの基礎を提供する｡

本研究分担課題に対して､上記の方針のもとで微積分方程式の数値解析に有効な常微分

方程式の数値解法を基本数値計算スキムとして位置づけて､先ずそれらの開発から始め､
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続いて微積分方程式へのその適用を考える｡

2.基本数値計算スキムの開発

【A】微積分方程式の数値解析に有効な一般化線形多段法の開発を目指したo一般化線形

多段法は1964年にGraggとStetterによって提案され､ 1965年にButcherによって開

発された常微分方程式に対する数値解法であり､その特徴は､通常の線形多段法がもつ段

数と近似の次数との間に(安定性の観点から)存在する制約を取り去ることに成功した方

法であり､少ない段数で高い近似精度(段数の約2倍の近似次数)を持つことであるoし

かしA安定性やstiff安定性などの最も厳しい安定条件が要求されるとき､これらの安定

条件を満たすような一般化線形多段法は存在しないと考えられてきた｡然るに本研究にお

いて､一般化線形多段法を僅かに修正することによって､ A安定な1段4次公式とA安

定な1段3次の公式群の存在を証明することかできた((1)､ l4】)｡これは線形多段法でさ

え2次を超えるA安定な公式は存在しないという事実に照らし合わせても重要な成果とい

える.さらに2段5次および3段7次のstiff安定な公式群も存在することが数値的に示

すことができた((6)､ l4】)｡これらの公式に基く実用的なプログラムの開発も実施し､精

度および数値的安定性の観点からその有効性を数値的に確かめることができた(9)oまた

公式の近似精度に関する次数の最適化を図ることを目的として､あるクラスの補間式の剰

余項を微分する手法を確立した((3)､ (10))0

【B】合成積を積分核とする(微分)積分方程式は積分核を級数展開によって近似した後､

微分することにより容易に微分方程式に変換することができるoこのとき一般に近似精度

を上げる程に高階の微分方程式となる｡また通常の積分方程式と微積分方程式との違いは

後者の方が1階だけ高い微分方程式となることである｡このような任意の階数をもつ常微

分方程式系を直接数値的に解くことが可能な算法はこれまであまり知られていないo本研

究ではDarboxの公式を利用して､高階の導関数の値を用いる1階微分方程式に対する算

法を構成し､これを基本スキムとして任意の階数の微分方程式の初期値問題を直接数値的

に解くための算法を開発し､また基本スキムはA安定であることを証明した(【1ト【2】)o

しかし､この算法を微分積分方程式に適用するには至らなかった･

3. V.1terra型微積分方程式の数値計算スキムの研究

微積分方程式の数値解法の標準的なアプローチの一つに､積分項を新しい変数で置き

換えることによって､微分方程式と現在時点までの定積分の問題に分け､それぞれに対応

する既存の数値的方法を適用する手法がある｡このとき､通常,積分区間が長いことか

ら､微分方程式の数値解法には線形多段法が用いられることが多く､定積分の計算には
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Newton-Cot窃型公式やGauss型公式の反復適用が用いられることが多い｡またこのよう

な異なる二つの問題に分けて解くことの重要な狙いは数値的安定性の向上にある｡しかし

今日のところ､その向上は微々たるものである｡本研究では､定積分のような異なるカテ

ゴリーを持ち込む代わりに､微積分方程式をそれと等価な､しかし変則的な微分方程式の

初期値問題に変換して一般化線形多段法の適用を試みた｡この適用によって得られる数値

計算スキムの数値的安定特性が常微分方程式における一般化線形多段法の安定性に基本

的に依存することを証明することができた【礼【4])｡したがって結果的に､線形多段法に

基く微積分方程式の数値解法では2次を超えるA安定な公式は得られないのに対して､

一般化線形多段法の適用はA安定な1段法で離散化サイズのオーダーの意味において局

所打ち切り誤差が4次及び5次の算法が得られ､さらに2段と3段の(ODEと類似な意

味における) stiff安定な算法が得られた.なおこれらの算法はそれぞれ離散化サイズの

オーダーの意味において6次及び8次である(【3]､【4】,(7)).また本算法に基く数値計算

用プログラムを作成し､精度および安定性に関する数値的な検証も行った【3]｡

4.遅延を含むVolterra型微積分方程式の数値計算スキムの研究

遅延を含む微分｣積分方程式の数値解法の開発には遅延微分方程式に対する数値解法の

利用が最も基本的であると考えられ､したがって遅延微分方程式に対する安定な数値解法

の開発が研究のスタートである｡まず出発点として,一般化線形多段法の遅延微分方程式

への適用を試みた｡この試みによて得られた遅延微分方程式に対する算法の数値的安定性

は通常の微分方程式に対する一般化線形多段法が有する安定性に基本的に依存することを

証明することができた【4】｡結果的に､或る漸近安定であるための十分条件が知られた線

形なNeutral遅延微分方程式に対してA安定な1段法で離散化サイズのオーダーの意味

において局所打ち切り誤差が4次及び5次のものが得られ､さらに2段と3段のstiff安

定な公式群が得られた｡これらの公式群はそれぞれ離散化サイズのオーダーの意味におい

て6次及び8次である((2)､ (5))｡本算法に基く数値計算用プログラムを作成し､精度お

よび数値的安定性の観点からその有効性を検証した(8)｡しかし残念ながら遅延を伴なう

微積分方程式の数値解法への適用にまでは至らなっかた.

関数方程式の数値解析の観点から､上述した常微分方程式に対する一般化線形多段法

およびNeutral遅延微分方程式とVolterra型微積方程式への一般化線形多段法の適応に

おける一連の研究成果を整理･統合してODEs研究集会にて発表し(ll)､そのまとめを

行った【4】.
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研究分担課題 ｢精度保証解法｣

九州大学大学院数理学研究科･教授 中尾充宏

上記の分担課題について,本学数理学研究科山本野人講師および大型計算機セン

ター渡部善隆助教授の協力を得て研究を遂行した｡また数理学研究科大学院学生から

も研究指導とのかかわりで適宜協力を受けた｡さらに,九州大学数理学研究科におい

てはこの3年間に, 1 3回の計算機解析学セミナー､それを受け継いで4 1回の九州

大学数値解析セミナー(Q-NA)など多数の研究会が開催され,本研究を側面からサポー

トしてきた｡

本研究分担課題では､特に偏微分方程式の厳密解を計算機による数値計算によって

捉える(解の精度保証または数値的検証と呼ぶ)ための数学的理論と計算アルゴリズ

ムに重点を置いて検討を行った｡

最近､関数方程式の解を対象にした数値的検証法(解の精度保証)の研究が活発に

なっており､既に常微分方程式に対しては,十分な実用化の時代を迎えているが､偏微

分方程式の場合､その研究は未だ非常に少ないのが現状である｡そのような中で､筆

者は楕円型境界値問題の有限要素近似とその誤差評価を,区間解析と有効に組み合わ

せる精度保証方式を世界に先駆けて提案し､その後､周辺の研究協力者の支援も得て,

意欲的に研究を進めてきた｡現在までに2階半線形楕円型方程式のDirichlet問題にっ

いては､検証精度･効率および適用領域の点で基本的実用レベルに達する成果を上げ

ている｡また､最近適用対象を固有借間題, StokesおよびNavieトStOkes方程式,さら

に発展方程式および変分不等式の問題にまで広げることを試み,既に幾つかの研究成

果を与えている｡

本研究では,現在までに得られている楕円型境界値問題に関する結果を､より実用

度の高いものに改良･拡張することを試みるとともに,発展方程式についても検討を

行った｡また､定常Navier-Stokes方程式に対しても原理的な検証の可能性を見いだし,

解の数値的検証実現に必要な検討を行った.主な研究結果は次の通りであるo

1.楕円型方程式:

従来方式の拡張･改良として以下の結果を得た｡

( 1 )最大値ノルムの意味での解の精度保証方式に関する検討[7】

従来の精度保証方式ではL∞型誤差評価にはa priori-L∞誤差評価のみを用いてい

たため｣検証精度に限界があった｡この検討では､高次要素を用いて､有限要素解に対

する高精度のL∞型a posteriori誤差評価を得る方法を見いだしたoこれとa priori-L∞

誤差評価とを組み合わせた残差反復法により､ L∞誤差の意味での解の検証精度が著し
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く向上することが明らかになった｡

(2 )未知関数についてのフレッシェ微分が不能な項を持つ方程式甲検証法[5]

方程式の中に未知関数についてのフレッシェ微分が不能な項を含む場合にも､ニュー

トン的方法による数値的検証が可能なことを､電磁流体の平衡系方程式を例にとって

明らかにした｡

( 5 ) Krawczyk型作用素を用いた解の局所一意性を含む精度保証方式の検討[11]

Krawczyk作用素は､非線形方程式の解を局所一意性を込めて検証するために導入

されたものであるが,これを楕円型方程式の解の検証に拡張することに成功した｡こ

れは有限次元部分には従来型のKrawczyk作用素を用い､無限次元部分(誤差)にはノ

ルムの意味での縮小作用素を導入し,検証条件としてSchauderの不動点定理の代わり

にBanachの不動点定理を適用するものである｡

( 6 )非線形楕円型方程式の球対称解の分岐曲線の包み込み[2】,[6],(26),(32)

燃焼に関するある^oラメ一夕依存型非線形楕円型方程式(perturbedGelfand方程

式)について､その球対称解に対する分岐曲線自体を精度保証付きで包み革む方法につ
いて検討した｡これは､ Krawczyk法による解の局所一意的包み込みを,陰関数定理の

適用によって分岐曲線自体の包み込み(狭いパラメータ区間)に拡張し､次に区間連

結の手法を用いて必要なパラメータ区間全体にわたる分岐曲線の包含を得るものであ

る｡また,球対称解を記述する常微分方程式に特異性が現れるためその影響を除去す

るための特別な工夫が払われている｡また,分岐曲線がturning pointに近づくと､線

型化方程式の特異性のために,そのままでは検証困難になるが､ [6】では,この特異性

を除去する方法の提案とその実用性の確認を行った｡さらに､その結果をもとに(26)

ではperturbed Gelfand方程式のturning pointの存在検証を行っている｡

2. Stokes問題:

( 1 ) Stokes方程式の有限要素解に対するa posteriori / a

p,iム,i誤差評価法の検
討[1】,[9】,[10】,(15)他

2次元凸領域における､ Stokes方程式の有限要素解に対するa posteriori誤差評価

について検討した｡ imf-sup条件の定数を数値評価することにより,楕円型方程式の場

合と同様な方法によって､a posteriori誤差評価する方法を見いだし,その数値例を与
えた｡また評価定数の算定を有限次元固有値問題に帰着させ､計算機により数値的に

決定する方法を適用することにより構成的なa priori誤差評価を与えた｡本検討によ
り､ Navier-Stokes方程式の解の数値的検証定式化への見通しを得た｡

( 2 )定常Navier-Stokes方程式の解に対する数値的検証法(25),(30)

(1)の琴果を用いて､定常NavieトStokes方程式の有限要素近似解の近傍に厳密解の
存在を数値的に検証する方法の定式化と,プロトタイプに対して計算機上での実現方

式の検討を行い,数値実験を行った｡そめ結果､低レイノルズ数領域では解の検証が
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可能であることがわかった｡また､高レイノルズ数領域に対しては､現在のままでは

多くの分割数(小さな刻み幅)を必要とするため更に改良を検討中である｡

( 3 )熱対流問題の解の精度保証付き計算(38)

流体の温度分布による熟対流を考慮した定常Navier-Stokes方程式の解の挙動は､

理論的考察が困難な問題の一つとして知られる｡これを空間2次元の場合について解

の数値的検証を定式化し､最初の分岐が起きた直後での解を検証付きで数値的に捉え

ることができた｡

3.発展方程式: [4】,[51,(4)

空間1次元の非線形放物型,双曲型問題の解に対する精度保証方式を検討し,そ

の数値例を与えた｡これらの問題では,線型化作用素の逆作用素のノルム評価が常に

可能であるため,検証の定式化にはPlumによる方式を用いた｡また､ノルム評価と

しては､特別な重み付きノルムを導入し､計算効率の向上を計ってし､るo

4.無限次元固有借間題の精度保証付き計算:

( 1 ) 2階線形楕円型作用素の固有債の精度保証[14】,【15】,(5),(8),(ll),(35)他

楕円型作用素の固有借間題は､固有値を含む線型方程式とその解に対する(固有関

数)の正規化条件とを連立させた方程式として定式化される｡したがって､従来の楕

円型方程式に対する解の数値的検証法を拡張して適用することによって,固有値およ

び固有関数の精度保証が可能となる[14].また,絶対値最小固有値の評価を用いれば

線型化作用素の逆作用素のノ･ルム評価が可能となり,それによって無限次元ニュート

ン法による検証定式化も実現できる｡これらの検証数値例も与え,その有効性を確認

した[15】｡さらに,ある区間での固有値が一意であることを立証する原理を見出し､そ

れにもとづく一意検証アルゴリズムと数値例を与えている(24),(27)｡

( 2 )非可換調和振動子の固有借間題(37)

数理物理から派生した表現論の問題として,無限領域でのハミルトニアンに関わる

連立常微分作用素の固有借間題がある｡そこでは離散スペクトラムが現れることは理

論的にわかっているが､具体的なスペクトラムの構造を理論的に特定することは極め

て困難な状況である｡そこで,表現論研究者と共同で問題の数値的検証の定式化を行

い,幾つかの精度保証数値例を与え,スペクトラムの特徴を検証付きで与えることに

成功した｡

5.その他の問題:

( 1 )変分不等式の解に対する数値的検証法[12】,【13】,(10)他

楕円型変分不等式で記述された障害問題(obstacleproblem)に対する数値的検証法

の定式化を行い, 1次元の場合に実例を与えた｡この場合,問題のコン^oクト作用素
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の不動点形式への帰着は容易であるが,通常の楕円型問題とは異なり,基礎となる集

合が部分空間でないためそこへの射影の計算が問題となる｡離散化(rounding)には2

次計画問題の解の精度保証が必要となり,構成的誤差評価(roundingerror)の計算にも
新たな技法を適用している[12],[13]｡さらに,ニュートン的反復法による検証法を検討

しそれによる検証数値例を与えた(21)｡この場合最も本質的な問題は､対象となる作

用素がフレッシェ微分不可能なことであるが､解の特性を考慮した特殊な擬フレッシェ

微分を用いることでこの難点を回避することができた｡

( 2 )高次多項式近似の最良誤差評価定数の算定[8],(6)

偏微分方程式の解に対する精度保証付き数値計算を実現するためには有限要素近

似解の構成的誤差評価における定数の数値評価が本質的に重要であるoここではHol-

projectionにもとづく近似の誤差評価における定数の最良評価を検討した｡特に､ 2次

多項式に対しては､ 1/(27T)が最良であることを理論的に証明し,3次多項式に対して
は実用上最良に近い値を決定できたo更に一般にn次多項式の場合にも実用上かなり

よい精度でこの定数を与えられるアルゴリズムを得た｡

( 3 )一般化固有借間題の精度保証付き解法(16)(20)(23)

偏微分方程式の解に対する数値的検証にはその過程で種々の定数を数値として評価

することが必要となる｡これは多くの場合,無限次元固有値問題に帰着され､固有値

の最小値または最大値の限界を精度保証付きで求めることが必要となりそのためには

相当大きな行列の固有値問題を精度保証付きで解くことが要求される｡本研究ではド

イツのRumpによって提案された方法にさらに改良を加えて,この目的にとって十分

な実用性をもつ方式を開発し,精度保証ソフトを用いて実用化した｡

(4 )三角形1次要素による補間の最良誤差評価定数の数値的検証(28),(36)

一般に非線形偏微分方程式の解の数値的検証においては､その計算効率上,有限要
素法の構成的a priori誤差評価定数を可能な限り小さく算定することが求められる｡平

面上の三角形分割1次要素を用いた近似を行う場合,従ってこの点からも補間誤差の

最良評価定数の決定は重要な意味を持つ｡しかしながらそれを理論的に求めることは,

複雑な境界条件を持つ4階楕円型方程式の固有借間題を直接解くことを意味し､非常

に難しい問題となる｡本研究では,これをパラメータを含むノイマン境界条件を持つ

2階方程式の検証問題に帰着させて数値的に最良定数を検証することを試み､高精度

で目的を達成することができた｡
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研究分担課題｢安定な離散解法｣

鹿児島大学理学部･教授､中島正治

本研究では常微分方程式系のステイフニス問題の近似解法に取り組んできた｡

微分方程式

y∈月-1,x∈I

において,ステイフニス性の定義はいろいろなされているが､一般に知られてい

るの-コピー行場(Eel)の固有値を入i(i-1,2,･･.,n)とするとき,

の大きさがいちじるしく大きい固有値IL,入爪が存在する,

(ii)Re(^i)<< 0,

(iii)大きさlんIが非常に小さい固有値入げ存在する,

q)いずれかの場合である｡こうした性質をもつ方程式系は化学反応系でガス移動

を表す時によく取り扱かわれる｡ステイフニス性を含む方程式の数値解を求める

時は､近似式の安定性が大きな開港になってくる｡陰的式ではstepsi2ieを小さく

とらなければならない｡こうした開港から陰的近似式が用いられる｡近似式は一

長一短があるが陰的式は安定性の解決にはなっているが,陰関数の近似解を求め

る必要がある｡このために,陰的近似式を用いると長時間の計算を要する｡この

ことから私は陰的で安定性な解法の開発に取り組んできた｡このような研究は今

日までにL血bert,SawやWambecqが研究しているが､ 2次以上の微分方程式系

には適応が困難であり,十二分に評価される近似式は捷案されていない｡本研究

では2凍以上の微分方程式系にも適応できるような陰的で安定な近似式の開発及

び解析である｡近似式の安定性について具体的に説明すると, n次定数係数鉄分方

程式系

をオイラー法で求めると

yl
- ^y,

HAH-1 - diagli,

Y..+1 - (I+ hA)Yn,

(yn;x -

xo+nhでの(1)式の数値解)
と.ff･る:oここで変換'Zn-HYnとおくと(2)式から･

Z.I+1 - I+ h^Zn,
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と表される｡一方(1)式を対角化した微分方程式系

Z-^Z,

(Z - HY)

をオイラー法で求めると

Zn+1 - (I+ h^)Z."

となり､

Z=Zn, (4)

が言える｡ (4)は定数係数からなる陰､陰雨方の近似式に言えるが変数係数からな

る近似式については一般にこのようなことが言えない｡

本研究の基本的な考えを述べると,

微分方程式

y'-^y (^<o),

を前進オイラー法で求めると

yn+I
- (1+^h)yn,

となり､安定領域

n-(hI If^hI≦1),

となる｡ここで(4)式にある項を加え

yn.1
-

(1･h^)yn一手慧y:
1+h^

=

I-h^yn,

(5)

(6)

となる｡ (6)式は陽的で安定なまた(5)と同じように次数1の近似式である｡

スカラー方程式については簡単に近似式が侍ら･れる｡前に述べたように,微分方
程式系についてもこれが適応できるかである｡

まず､線形微分方程式系

Y-AY,

において,行列Aが対角化可能な場合を考える｡ここで

HA耳~1-A., A-diag(入1,･･･
,入n),

Z=W

y=Ay Z=^Z

ト-eri-I-A 1
(Y,I) (Zn)
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(yn)
,(zn)

: y(i),z(i)の同一近似式†こよる数値解

において,次の様なことが問題になる｡

(a)zn-HYnが言えるかどうかo

(b) (a)が言えないとき､安定如こついては(Yn)と(礼)は同値といえるかo
(c) (a),(ら)が一般的に言えないとき､どのような微分方程式系において

(a)または(b)がいえるか｡

ここでゑ=AZはスカラー方程式になっているので(a)もしくは(b)が言えるよ

う･な陰的近似式の開発されることが一番に望ましい｡証明するまでもないが,餐

数係数からなる近似式は(a)が言えないので､(b)もしくは(c)をみたすような変

数係数の近似式を考えざるを得ない｡

2次元微分方程式系

y=Ay

(7)

H: all+a,,,a11a2,-al,a21 >O al.,a22<0, a21,a12>0, (8)

において以下のような近似式(次数1)を考える

∫
yilll

-

yil)+ h(a.1+ a.,yi2))-

yi2ll
-

yi2)
+ h(a2.+ a,2yi2))-

またこの式は

とおくと

S=

(hall)2
_."

(ha12)2
1 - hallq'I 1 + aa12

(ha21)2
_."

(ha22)2

1 + ha21Q'I 1 -

aa22

yn-(盟;),
Yn+I - SY,I

1 1

1-ha21 1+ha22

1 1 1

I+ha21 1-ha22
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表される｡

L2ノルムで安定条件I(S‖≦1となる必要十分条件は仮定(H)のもとで

alla22(a12+ a21)
+
a12a21(all

+
a22)≧

0 (10)

となる｡このことは陽的近似式(9)は条伶(8)と(10)をみたす微分方程式(7)に対

しては安定である｡こうした考えを発展し研究してきた｡主な研究発表は以下の

通りである｡

(論文)

[1] Explicit A-stable Runge-Kutta methods for Some Stiff-Equations･ 1 997

1nternationaI Conference on SCientjfic Computation And DifferentiaJ

Equations･(Grado
,Jtaty)(Abstracts: .?7-88･)

[2] An uncpnditionally stable explicit Runge-Kutta methods

for the parabolic differentiaJ equation.1 998,

The International Conference; OrdinaⅣ of Differentia一

Equations~ in Theory and Practice (Auck一and Uiv, Newzeatand),
Abstracts (p12 -p15).

【3】Stab川ty of Variable Coefficients Runge-Kutta Methods.

4th htemationaI Conference on NumerjcaI Methods and

Applications (Sofia Univ,BULGARIA 19-23 A咽uSt 1998),

(Contribute ta仙s)Abstracts(pl02-pl 03).

【4]A study of explicit Runge-Kutta methods for solving the

paraboJic differential equation.

4th lnternational Conference on- Numerica一 Methods and

Applications (Sofia Univ,BULGARIA 19-23 August 1 998),

(Contributed talks)(Abstracts (p103 -pl 04).

【5] Stability of Variable Coefficients Runge-Kutta Methods･

4th International Conference on Numerical Methods and

Applications (Sof.i.aUniv,BULGARIA 1 9123 August 1 998),

(Contributed paper),
MN9･8 Conference Proceedings (in press).
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[6] Explicit A-stable Runge-Kutta methods for unear

stiff-Equations･ 2th International Conference on:Circuits･

System!･ and Computers･

(MilitaryInstitution of Univ, Piraeus, GREECE, 26-28 October 1998)

(Contributed paper) Abstracts (p860-p867),
Recent Advances in Information Science and Technology (p 367･374)･

国際学会発表

(1) Explicit A-stabI.e Runge-Kutta methods for Some Stiff-Equations･ 1997

InternatI･onaI
,Conference

on SCientific Computation And Differential

Equatio'ns.(Grado
,Italy)

(2) An unconditionaIIy stab一e exp一icit Runge-Kutta methods

for the para.bolic differentia一 equation･
′

The ]nternationaJ Conference; Ordinary of DifferentiaI
.

Equations in Theory and Practice (Auckland Uiv, Newzealand).i †9･.9･.81

(3) Stab批y of Variable Coefficients Runge-Kutta Methods I

4th lnternationat Conference on Numerica一 Methods and

App暮ications (Sofia Univ, BULGARIA 19･23 August 1998)

(4) A sutudy of Exp一icit Explicit Runge-Kutta Methods for so一ving

the parabolic differentia一 equation ･

4th International Conference on Numerical MetllOds and

Applications,(Sofia.リniv,BULGARIA 19-23 August 1998)

(5) Explicit A-stable Runge-Kutta methods for Some Linear

Stiff-Equ ations

2th International Conference on:Circuits, Systems and Computers･

(MilitaryInstitution of Univ, Piraeus, GREECE, 26-28 October 1998)

国内研究発表

(1) An unconditiona]ly-stable explicit Runge-Kutta methods

for..the parabolic differentia一 equation (ll)･

日本応用数学合同研究集会
年月;1998年12月20日-12月22日.

場所;龍谷大学
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研究分担課題｢力学系の離散解法｣

徳島大学総合科学部･教授 前田 茂

上記の分担課題とその関連事項について､特にHamilton力学系の､ Runge-Kutta公式に

よる
symplectic離散化に的を絞って､研究を遂行してきた｡

本研究課題では､近年頓に研究の発展が見られるsymplectic integrator (以下､ SIAと略称)

が固有に持つ諸性質の追究を目的として､既に多くの研究が存在するRunge-Kutta 公式の

既知の結果を援用しつつその目的を追究する方針で､研究を進めてきた｡周知のように､

SIAは､

1.長時間走行

2.軌道相全般の数値的再現

に優れていることが夙に指摘されていて､これらの特徴は例えば保存量の継承等の様々な

事項と密接に結びついている｡完全な証明こそなされていないが､ sIAによる離散軌道(点

列)が元の Hamilton 系に近い摂動Hamilton系の積分曲線で内挿されることは､多くの研

究者の了解事項であり､軌道相全般の良好な再現性の一因と見なされている｡

研究分担者前田は､ symplectic 離散化に際して,良好な構造再現性が成り立つことの証

左として､自由度1の線形Hamilton 系が楕円軌道､または双曲線軌道を持つ場合､すべ

ての SIA が区間幅が十分小さいとき同様の軌道相を再現することを示した｡そして､こ

の事実を､離散系が許容するエネルギー関数の等位曲線の連続変形の観点から把握するこ

とで､非線形の場合でも､解析的Hamilton 系がある種の条件を満たすならば､平均エル

ゴ-ド定理を基にして､全く同様の事情が成立することを導いた[1]｡

線形系は扱いが容易というのみならず､陽的に多種の結果を出せるメリットがあり､結

果を非線形系に拡張するための貴重な示唆を与えることが多々ある｡先の論文でも､エネ

ルギー関数がそうであったが､線形symplectic系のエネルギー関数をむ2次第1積分を総

て求めようとしたのが,論文[2]であるo Cooperが示したように,ある種のRunge-Kutta

公式は､高々2次多項式の保存量をそのままの形で継承･保存するのであるが､ 2次第1

積分のなす構造自体は余り知られていない｡そういう観点から[2]を追究して､その続

編を現在準備中である｡
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次に､いかなるRt!nge-K1ぬ公式も高々2次多項式以外の保存量をそのままの形では継

承･保存しないことを証明するつもりで行っていた研究の途次で､任意の線形常微分方程

式系の許容する2次保存量が継承･保存されるための必要十分条件が, Runge-Kutta 公式

が1inearlysymplecticであることがわかった｡この結果をまとめたのが､ [3]である.本来

の目的は,その後欧州の複数の研究者達が既に同様の結果を出していることもあって､放

棄した｡

最近､.公式が可逆性を有することが話題に上ることもあって､ SIAが可逆性を有するた

めの必要十分条件をWeinstein母関数によって与え,更に可逆なRunge-Kutta公式の持つ諸

性質をsymplectic性と関係させながら解説した論文が[4]である｡ここでは､

1innearly symplecti c ､ reversible ､ symplectic

の3種のRunge-Kutta 公式たちのなす関係が明確にされ､これらが良好な安定性や､構造

再現性を有することが触れられている｡
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研究発表(学会誌など)

前田 茂

[1]前田茂､ symplectic積分法の構造再現性について一自由度1の線形系を基にして-､日

本応用数理学会誌､ vol.6､ No.4 (1996)､ 443-452｡

[2] s. Maeda, A topic of quadratic first integral of linear symplectic system, J･ Math. Tokushima

univっVol. 30 (1996), ll-1'7.

[3] s. Maeda, On inheritance of quadratic first integral of linear system via Runge-Kutta
methods,

J･

Math. Tokushima Univ., Vol. 31 (1997) ,
63-67.

[4]前田茂､シンプレクテック写像の応用について--ミルトン系の離散版､応用数理､

Vol. 8､ No. 3 Sept. (1998)､ 30-39｡

研究発表(口頭発表など)

前田 茂

[1]前田茂､ symplectic lntegratorのある種の性質について､ ｢常微分方程式の近似解法と

解析ならびにその周辺｣研究集会､名古屋大学工学部(1996年10月15日-17日)｡

[2]前田茂､可逆なRunge-Kutta公式とsymplectic性､ ｢力学系と微分幾何学｣研究集会,

数理解析研究所(1998年9月2日)｡

[3]前田茂､ Runge-Kutta公式における可逆性とsymplectic性､ ｢常微分方程式の近似解法

並びにその周辺｣研究集会､名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリ(1998年10月15

日)｡
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研究分担課題｢高速離散近似解法｣

京都大学数理解析研究所･教授 室田 一雄

以下の研究協力者とともに,上記の分担課題,およびそれに関連した研究テーマ

について研究を遂行した.

池田清宏 (東北大学工学部)

塩浦昭義 (上智大学理工学部)

1.構造工学における群論的手法

従来,構造工学の分野において理論的取扱いや数値計算が困難であったいくつか

の基礎的な問題に対して,群論的分岐理論という新しい視点から解決を与えること

を目指し,池田清宏氏(東北大学土木工学科教授)との協力関係の下で研究を行なっ

た.工学的意義と数学的な健全性のバランスを重視している.

(1)研究分担者は,既に,構造物の強度が初期不整(公称僅からのズレ)に対して

どのように依存するかを理論的に解明し, ｢臨界不整(criticalimperfection)｣なる
概念を提示していたが,これと同時に,ランダムな初期不整の下での強度解析が工

学的には重要である･従来,ランダムな初期不整の下での強度解析は,モンテカル

ロ･シミュレーションなどに頼らざるを得なかったが,強度の確率分布関数の導出

とそれに基づく信頼関数の導出に成功した【P4】.理論的に導出された確率分布は実

験結果とも整合している･さらに,こ-れらの理論的な結果を踏まえて,実験データ

のばらつきの原因を,偶発的なものと分岐現象に起因するものとに分類する合理的

な手法を･具体的な処方として提示した【Pl,P2, P3, P5, P7】.

(2)材料(連続体)のすべり線発現のメカニズムは,十分解明されていない.従来

は,構成式に非線形性や異方性を組み込むことによって,すべり線を説明しようと

する試みが多かった･ 【P6】では,ト様場の対称性喪失に基づくパターン形成｣と

いう群論的分岐理論の立場から,すべり線発現のメカニズムを説明した.数学的に

は･ 2つの2次直交群の直積の離散部分群として,すべり線のパターンが理解しう

ることを示した･これは,対称性の議論に基づく定性論であるが,構成式の側から

のアプローチと矛盾するものではなく,両者の相補的な進展が期待できる.

2･離散凸解析に基づく微分･代数方程式の構造解析

研究分担者は･工学システムおよびそれを記述する方程式系の離散的･代数的構
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造に着目した解析手法の研究を続けているが,本研究では,混合多項式行列の理論

と離散凸解析の理論,およびそれに基づく微分･代数方程式の構造解析法の開発に

重点をおいた.

(1)システムの｢構造｣を記述するためにグラフ理論の概念がいろいろな分野で利用

されているが,いわゆる｢グラフ論的手法｣で用いられる数学モデルの多くは,シ

ステムの｢構造｣として構成要素間の結合の有無だけに着日した粗いモデルである.

このような粗いモデルに立脚しているからこそグラフ理論によってシステム全体の

挙動を(ごく大雑把に)解析できるともいえるが,その反面,このような粗い数学

モデルが現実のシステムのもつ物理的構造をよく反映しているとは言い難い.

そこで,システムを特徴づける｢数｣が個々の構成要素の素子特性を表す物理パ

ラメータと,構成要素間の結合状態(位相構造)を表す接続係数との2種類に大き

く分類されることに着日し,そのような｢数の性格｣の違いを混合行列という数学

的概念に定式化する.すなわち,行列Aが,定数行列Qと構造化行列Tの和A -

Q+Tにかけるとき, Aを浪合行列と呼ぶ(厳密には,構造化行列とは,非零要素

や号基礎体上で代数的独立であるような行列と定義される).
研究分担者は,既に混合行列が物理的に自然な変換群の下で一意的に確定する正

準形(CombinatorialCanonical Formと呼ばれる)をもつことを構成的に示してい

る･この正準形は,線形代数におけるLU分解(Gaussの消去法)とグラフ理論にお

けるDulmage-Mendelsobn分解を同時に拡張したものである.本研究では,混合行

列の正準形を求めるプログラムの開発を行い.この正準形がシステムの階層構造を抽

出するために実用上も有用であることを実証した【P23,S9】.また,混合行列の正準

形を求めるプログラム(言語はMathematica)をインターネット上に公開した.

(2)ダイナミカルシステムの挙動を記述する方程式は,いわゆるDAE(Di鮎rential-

Algebraic Equations)の形になるが,適当な線形化のもとで,その係数行列は微分

演算子sに関する多項式になる･これに応じて,混合多項式行列A(s) - Q(s) +

r(β)が生じる･この多項式行列の組合せ的な性質がDAEの指数(index)に反映す

る.指数は,数値計算における差分スキームの数値的安定性に密接な関係のある指

標である.とくに,付値マトロイドの議論(以下の離散凸解析の項参照)によって,

DAEの指数を効率的に計算することができる･この事実を【PIO,Pll】において指

摘し, 【P22】においてそのアルゴリズムを詳細に記述した.

(3)離散凸解析の理論

多項式行列のもつ組合せ構造を調べることを動機として,付値マトロイドの性質

を詳しく研究した【P12,P13, P14, P15, P18, P19]･付値マトロイド(valuatedma-
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troid)とは,多項式行列の行列式の次数に関する組合せ的な性質を抽象化したもの

であり,マトロイドの定量的拡張にあたる.最も著しい成果は, 2つの付値マトロ

イドの間に成り立つ新しい双対定理の発見である.この双対定理は,ネットワーク･

マトロイド理論における2つの重要な双対定理(最大流･最小カット定理に対応する

ものと,最小費用流れに関する最適性定理に対応するもの)を同時に拡張したもので

あり,これを基礎として,ネットワーク･マトロイド上のアルゴリズムが拡張され

る.さらに,非線形最適化における凸解析の理論との類似性を指導原理としてこれ

らの結果を一般化することによって,離散最適化(非線形整数計画)の世界におけ

rる凸解析の理論-
｢離散凸解析｣の理論-を構築した【P16,P17, P20, P21; S3 -

S8, Sllトさらに,研究協力者塩浦昭義とともに,多面体的組み合わせ論の視点か

ら,離散凸解析を見直し, ｢組合せ的凸解析｣の理論への発展させた【SIOトなお,

一連の研究で得られた双村定理は,分解原理とも深く関わっており,システム解析

への応用がある.

研究発表(学会誌など)

[Pl] K･ Ikedaand K･ Murota: Bifurcation as sources of uncertainties in soil shear-

ing behavior. Soilsand Foundations, 36 (1996),73184･

[P2]K･ Ikedaand K･ Murota: Recursive bifurcation as sources of complexity in

soil shearing behavior, Soils and Foundations, 37 (1997),17129.

[P3]K･ Ikedaand K･ Murota: Systematic description
of阜mperfect

bifurcation be-

havior of symmetric systems･ hternational'Journal of Solidsand Structures,

36 (1998),No･ ll, 1561-1596･

[P4]K･ Ikeda, K･ Murotaand I･ Elishakoff: Reliability of structures subject to

normally distributed initialimperfections. Computersand Structures, 59

(1996),463-469･

[P5]K･ Ikeda,.K･ Murota, K･ Maruyama,and H･ Yasunami: Uncertainty in the

strength of naterialsand structures Computersand Structures, 67 (1998),

71-82.

[P6]K. Ikeda, K･ Murota,and K･ Terada: Bifurcation mechanismunderlying
L

echelon-mode formations, Computer Methods in Applied Mechanicsand En-

glneerlng, tO appear･
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[p7]K. Ikeda, K･ Murota, Y･ Yamakawa,and E･ Yanagisawa: Mode switching

and recursive bifurcation in granular materials Journalof the Mechanicsand

Pbysics of Solids, 45 (1997),No･ ll/12,1929-1953･

[p8]S･ Iwata, K･ Murotaand I･ Sakuta: Primal-dual combinatorial relaxation

algorithms for the maximum degree of subdeterminants･ SIAM Journal on

Scienti丘c Computing, 17 (1996),No･ 4, 993-1012･

[P9]S･ Iwata, K･ Murota and M･ Shigeno: A fast submodular intersection alg&

ritbm f♭r strong map sequences, Mathematics of Operations Research, 22

(1997),No. 4, 803-813.

[PIO].K･ Murota: Structuralapproach in systemsanalysis bymixed matrices
-

An exposition f♭rindex of DAE･ Mathematical Research, Vbl･ 87 (1996),

Akndemie Verlag, pp. 257-279.

【Pll]室田一雄:離散凸解析.応用数理,6 (1996),No.4, 259-269.

[P12]K. Murota: Valuated matroid intersection, I: optimality criteria. SIAM

Journalon Discrete Mathematics, 9 (1996),NoA, 545-561.

【P13]K･ Mvrota: Valuated matroid intersection, II: algorithms. SIAM Journalon

Discrete Mathematics, 9 (1996),No. 4, 562-576.

[P14]K･ Murota: Twoalgorithmsfor valuated delta-matroids. Applied Mathe-

matics Letters, 9 (1996),No.3, 67-71.

[P15]K. Murota: On exchange axioms for valuated matroids and valuated delta-

matroids･ Combinatorica, 6 (1996),No.4, 59ト596.

[P16]K･ Murota: Convexity and Steimitz's exchange property. Advances in Math-

ematics, 124 (1996),272-311.

【P17】室田一雄:離散凸解析:組合せ最適化における凸性.オペレーションズ･リ

サーチ, Vbl.42 (1997),No.1, pp.35
- 40.

[P18]K. Murota: Matroid valuation on independent sets, Journal of Combinatorial

Theory (B),69 (1997),59178.
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[P19] K. Murota: Characterizing a valuated delta-matroid as a family of delta-

matroids, Journal of Operations Research Society of Japan, 40 (1997),No.4,

565-578.

[P20]K. Murota: Fenchel-type dualityfor matroid valuations, Mathematical Pro-

gramming, 82 (1998),No. 3, 357-375.

【P21】K･ Murota: Discrete convex analysis･ Mathematical Programming, 83 (1998),
No. 3, 313-371.

[P22]K･ Murota: On the degree of mixed polynomialmatrices, SIAM Journal on

Matrix Analysis and Applications, 20 (1999),No.1, pp. 196-227.

[P23] K･ Murotaand M･ Scharbrodt: Computing the Combinatorial Canonical

Form of a Layered Mixed Matrix) Optimization Methodsand Software) 10

(1998),373-391.

研究発表(口頭発表など)

[Sl]K･ Murota: Convexityand Steinitz's exchange property. 5th Internati.nal

IPCO Conference, Vancouver, British Columbia, Canada, 1996年6月3-5

日･ (LectureNotes in Computer Science 1084, Springer-Verlag, 1996, pp.260- ､

274.)

[S2]K･ Murota: Discrete ConvexAnalysis. Invited talk at "hternati.nalC.I_

loquiumon Combinatoricsand Graph Theory"
'Balatonlelle,

Hungary, July

15-19, 1996.

【S3]室田一雄:離散凸解析一数理計画における離散と連続. ｢離散構造とアルゴ

リズムⅤ｣
,統計数理研究所,

1997年6月26-27日.

【S4】室田一雄:離散凸解析一離散最適化の楽しさ難しさ.京都大学数理解析研究

所短期共同研究｢離散可積分系と離散解析｣
, 1997年7月28-30日･ (講究録

1020,
pp･72-84･)

【S5】室田一雄:離散凸解析入門.京都大学数理解析研究所研究集会｢汎システム論

とダイナミック最適化｣
,1997年8月18-19日.
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[S6]K･ Murota: L-convex Functionsand Their FundamentalProperties. 16th

hternationalSymposiumon Mathematical Programmlng, Lausanne, 1997

年8月25-29日.

[S7]K･ Murota: Discrete ConvexAnalysis throughValuated Matroids. 16th

lnternational Sympo血m on Mathematical PIOgrammlng, LaⅦsanne) 1997

年8月25-29日.

[S8]K･ Murota‥ Discrete convex analysis･ PARAOPT (幕張),1997年10r月.

【S9]K･ Murota and M･ Scharbrodt:混合行列の正準形を求めるプログラムの開発,

京都大学数理解析研究所研究集会｢数値計算アルゴリズムの研究｣
, 1997年

11月26-28日.

[slO]K･ Murota
and A･ Shioura: M-convex and L-convex functions over real space:

Two classes of combinatorialconvexfunctions) Ninth SIAM Conference on

Discrete Mathematics, J山y 1998.

[Sll]K･ Murota･･ Discrete ConvexAnalysis
-AnOverview, hternational Con_

ference on Nonlinear Analysisand ConvexAnalysis) Niigata, July 1998.
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研究分担課題｢ハミルトン系に対する数値積分法｣

国立天文台･助教授 吉田春夫

上記の分担課題とその関連事項につき複数の共同研究者の協力をも得て研究を遂行

してきた.

1. symplectic数値解法の数理と応用

3体問題に代表されるHa血1ton系を数値積分する最も原始的,かつ単純なスキームは

オイラー法であるが,オイラー法では相空間の面積要素が一般に保存されず解の時

間発展(q,p)-'(q･, pt)が正準変換とはならか､･そして,保存すべきエネルギー値

の誤差が永年的に増大し,長時間の数値計算の結果の信頼性を失わせる･この事情

は局所的な誤差を小さくするルンゲクツタ型の積分法,および従来の多段型の積分

法においても同様である. sy叩1ectic数値解法は(q,p)から(q-, p■)への変換が厳密に

正準変換(symplectic変換)となるように設計された積分法である･このsymplectic数

値解法に対して当該年度に次の点を明らかにした.

1-1.
symplectic数値解法と断熱保存量(学会誌【1】)

種々の応用において必要になる断熱不変量の計算においてsymplectic数値解法が非

symplectic解法に比較して勝ることを,振動数が緩やかに変化する1次元の調和振動

子および銀河系のモデルであるis∝hr6neポテンシャルにおいて示した･

1-2.
sy叩1ectic数値解法と可積分性(口頭発表【2,4],出版【4])

可積分なHamilton系にsymplectic数値解法を適用したときに,もとの系の可積分性が保

存される度合いを調べた.具体的には1次のsymplectic解法で厳密に保存される,第

一積分の展開の1次の項の解析貯な表現を与えた.

-68-



ト3.偏微分方程式系に対するsymplectic数値解法の開発(口頭発表【13】)

無限自由度のHami1ton系と考えられる非線形schrodinger方程式を含む一連の偏微分方

程式に対する(mixed variable)symplectic解法を開発した. 1次の解法は｢split-step擬

Fourier法｣として知られる既知のものである.高次の陽的解法も簡単に構成でき高速

で高精度の数値計算を可能にしている.

2. Hamilton力学系の可積分性

力学研究における基本問題の一つに｢具体的に与えられたHami1ton系が積分可能か積

分不可能かを判定すること｣がある. Hamilt皿系が積分可能であるとは,系のハミル

トニアンから導かれる正準方程式の一般解を解析的に求めることができる(求積可

能)ことで定義される.自由度1のHa血1ton系は常に積分可能であるので,非自明で

最も簡単な場合が自由度2の場合であり,積分可能であるための必要十分条件はハ

ミルトニアンと独立な第一積分が1つ存在することである.しかしこの自由度2の

場合に限っても現在のところ,基本問題の解決には至っていない.このHamilton力学

系の可積分性の問題に対して当該年度内に次の新しい知見を得た.

2-1.同次式ポテンシャル系の可積分性の新しい必要条件

(学会誌【2】,口頭発表【3,6,8,10,ll,12】,出版【7,8】)

同次式ポテンシャルを持つハミルトン系の直線解の周りの変分方程式は独立変数の

変換によってガウスの超幾何方程式に変換される.そしてもとのハミルトン系が可

積分なら超幾何方程式は微分ガロア理論の意味で可解となることが知られる.そこ

で既知の可解性の条件を適用して,可積分性の強力な必要条件が得られた.この必

要条件は経験的なパンルベ解析を初めて正当化する.

2-2. 2次元の変数分離可能な同次式ポテンシャルのリスト(口頭発表[9】)

可積分系のなかで運動量について2次の第一積分をもつものは変数分離が可能であ

る.このような変数分離可能系の完全かノストを2次元の同次式ポテンシャルにお

いて得た.
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研究発表のリスト

学会誌

[1] M. Shimadaand H.Yoshida, Long-Ten Conservation of Adiabadc hvariants by Using

Symplectic Integrators, Publ.Astron･ Soc･ Japan 48, 147-155 (1996)

[2] H. Yoshida, A new necessary condition fortheintegrabilityof Hami1toniansystems with

a two dimensional homogeneous potential, to appear in Pbysica D (1999)･

口頭発表

[1] H. Yoshida, Instabilityofperiodicorbitand non-integrabilityof Hami1tonian systems,

invited ta比at ITP Conference on Particle Beam Stabilityand NonlinearDynamics, Santa

Barbara, U.S.A. ( Dec. 3-5, 1996)

【2] H. Yoshida, α1the conservation ofintegrabilityby symplectic integrators,invited tak at

International Conference on Dynamical Systems, Bangalore, India (Jan･ 10- 15, 1997)
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1998)

【4]吉田春夫,シンプレクティツク数値解法による第一積分の保存について, ｢力学

系と微分幾何学｣研究会集会,公立学校共済蒲郡荘(1996年12月25-27日)

【5]吉田春夫, symplectichtegrator (招待講演)
,第8回理研冬の学校｢加速器にお

けるビーム物理｣
,新潟県津南町グリーンピア津南(1998年3月2-6日)

【6】吉田春夫, 2次元同次式ポテンシャル系の積分可能性の新しい必要条件,日本天

文学会春季年会,講演番号KO2A,東京都立大学(1998年3月16-18日)

【7]吉田春夫,コワレフスカヤの夢(招待講演) , EncounterwithMathematics,中央大

学理工学部(1998年4月24-25日)

【8】青田春夫, 2次元同次式ポテンシャル系の可積分性の新しい必要条件,日本物理

学会秋の分科会,講演番号27a-W-12,琉球大学(柑98年9月25-28日)

【9】吉田春夫,変数分離可能な2次元同次多項式ポテンシャル系の完全分類,日本天

文学会秋季年会,講演番号KOIA,山形大学(1998年10月1-3日)

【10]青田春夫,微分ガロア理論にもとづくHami1ton系の可積分性の必要条件, ｢ソリ

トン理論の新展開｣研究集会,九州大学応用力学研究所(1998年11月9-11日)
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【11]吉田春夫, schwarzの3角形に関連する可積分なハミルトン系, ｢超幾何系ワーク

ショップ｣
,神戸大学(1998年12月ト4日)

【12】吉田春夫, Ha血1t皿系の可積分性に関するpainleve予想とその解決(特別講演) ,

日本物理学会第5 4回年会,講演番号30p-P-2,広島大学(1999年3月28-31日)

【13】佐々成正･吉田春夫,非線形シュレ-デインガ一方程式に対するシンプレクティツ

ク解法,日本物理学会第5 4回年会,講演番号31a-P-7,広島大学(1999年3月28-31日)

【14]中川克也･吉田春夫,一般化された自由度2の同次Hamilton系の積分可能性の必

要条件,日本天文学会秋季年会,講演番号KO5A,京都大学(1999年3月25-27日)

出版

【1】吉田春夫,キーポイント力学,岩波書店(1996)

【2】大貫義郎･吉田春夫,岩波講座現代の物理学1 ･力学,岩波書店(1997)

[3]吉田春夫,力学と微積分-惑星はなぜ楕円軌道を措くか,数理科学, 395,19-25
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【4】吉田春夫,シンプレクティツク数値解法による可積分性の保存,第2 9回天体力

学研究会集録, 75178 (1997)

【5】吉田春夫,ハミルトン力学系のためのシンプレクティツク数値積分法,非線形現

象の数理科学論文集(総合研究大学院大学) ,
68-83 (1997)

【6】吉田春夫,複素変数で見る古典力学,非線形現象の数理科学論文集(捻合研究大

学院大学) ,
84-91 (1997)

【7】吉田春夫,ハミルトン系の非可積分性の判定条件,物性研究70巻, 499-508(1998)

【8】吉田春夫,積分可能な同次式ポテンシャル系とscbwarzの3角形,京都大学数理

解析研究所講究鈍No 1070 (1998)

【9】吉田春夫,ハミルトン力学系のためのシンプレクティツク数値解法,第48回理

論応用力学講演会講演論文集, 300-301,日本模会学会編集(1999)
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第2部研究集会記録



本研究課題の研究成果の発表を含め,関連する応用数学研究班合同で毎年度研究集会を開催

してきた.以下にそのプログラムを掲げる.

1996年度応用数学合同研究集会

1996年12月17日(火ト12月19日(木)
龍谷大学瀬田キャンパスRECホール

プログラム

離散系セッションRECホール2F講義室

12月17日(火)

9:20
-

12:10 アルゴリズム,計算量,計算幾何学

部分的なランダムネスを持つ無限列の特徴付け

奈古屋広昭(東京工業大･大学院･情報理工)

帰納的実数関数について

簾渡栄寿,有川節夫(九州大･システム情報科学研究科)

小さな次数を持つグラフの類似性について

杉野孔-,正代隆義(九州大･システム情報科学研究科)

高次元独立性を持つ疑似乱数生成アルゴリズム

西村拓士,松本藁(慶庵義塾大･理工)

単純遺伝的アルゴリズムの収束性に関する1考察

溝口佳寛(九州工大･情報工)

続計パラメタ空間のVoronoi図の離散構造について

大西建輔(神戸大･理),今井浩(東京大･理)

13:15-17:10 仕様記述と検証,並列計算,学習と同定

解析学FAに基づく連続系制御プログラムの検証

9:20
-

9:45

9:45-10:10

10:20-10:45

10:45-ll:10

ll:20-ll:45

ll:45-12:10

13:15-13:40

水谷哲也,五十嵐滋(筑波大･電子･情報工学系),白銀哲也,塩雅之(筑波大･工学研究科)

束時相理論による実時間制御プログラムの検証例

塩雅之(筑波大･工学研究科),五十嵐滋(筑波大･電子･情報工学系),

白銀哲也(筑波大･工学研究科),水谷哲也(筑波大･電子･情報工学)

プログラムの相似と並行プログラム系の仕様について

辻尚史(千葉大･理)

行列構造の分散メモリ型並列コンピュータ上への実装とその通信プロセスにって

原淳(九州大･システム情報科学研究科),大塚寛(九州大･数理学研究科)

決定性有限メモリーオートマトンの学習

坂本比呂志, Thomas Zeugmann(九州大･システム情報科学研究科)

PAC-Learning Conformation Rules
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13:40-14:05

14:15-14:40

14:40-15:05

15:20-15:45

15:45-16:10



丸山修,立石恵利佳(東京大･医科学研究所ヒトゲノム解析センタ｢),

古市恵美子(福岡女子短期大),久原哲(九州大･農学研究科),宮野悟(東京大･医科学研究所)

項グラフ言語の正データからの多項式時間帰納推論可能性について

林夕起子,松本菅志,正代隆義(九州大･システム情報科学研究科)

数値データからの微分方程式の同定

内田秀幹(九州大･システム情報科学研究科),若松文彦(九州大･理),
贋渡栄寿,新島耕一,有川節夫(九州大･システム情報科学研究科)

12月18日(火)

9:20-12:10 離散数学

Asymmetric van der Veen conditions and the traveling sa･1esman problem

小田芳彰(慶唐義塾大･大学院･理工),榎本彦衛(慶庵義塾大･理工)

Edge-maglC graphs have no fわrbidden subgraphs

益田香代(慶唐義塾大･大学院･理工),榎本彦衛(慶庵義塾大･理工)

Radius of (2k -

1)-connectedgraphs
江川嘉美,井上勝浦(東京理科大･理)

根付き林の平面への直線埋め込み

加納幹雄(茨城大･工),金子篤司(工学院大)

完全2部グラフのフレームワークは平面上で連続変形するか?

徳重典英,前原閥(琉球大学･教育)

On cyclic relative difference sets

野崎康行(九州大･大学院･数理学研究科)

13:15- 17:40 オートマトン理論,関係代数と束データベース

セルオートマトンCA-43(m)の挙動解析
佐藤達郎(大分工業高専)

木表現の積公式について

井口修一,河原康雄(九州大･システム情報科学研究科)

決定性木変換機の能力の考察一二段階変換について一

藤芳明生,笠井琢美(電気通信大･情報工)

ファジィ関係の直積の特徴付け

古揮仁(九州大･システム情報科学研究科)

ファジィグラフの書き換えについて

森雅生,河原康雄(九州大･システム情報科学研究科)

関係計算による関係データベース従属性の定式化

大隈ひとみ,河原康雄(九州大･システム情報科学研究科)

Semimod山ar Type of Lattices

安部哲弥(東京工業大･システム科学),中野文平(東京工業大･知能システム)
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16:20-16:45

16:45-17:10

9:20-9:45

9:45-10:10

10:20-10:45

10:45-ll:10

ll:20-ll:45

ll:45-12:10

13:15-13:40

13:40-14:05

14:15-14:40

14:40-15:05

15:20-15:45

15:45-16:10

16:25-16:50



Combinatorial Problems of Generalized Dependencies in Rela･tional

Database Systems

Attila Salュ(九州大･数理学研究科)

Fuchseanfunction determined by elliptic curves overfinitefields and

their factors

難波完爾(東京大･数理科学研究科)

12月19日(木)

9:20- 12‥10 グラフ理論(分解,因子,数え上げ)
C3-factorization of symmetric complete tripartite digraphs

潮和彦(近畿大･理工)

Connected factors in Kl,n-free graphs containing an [a,b]-factor
徳田太郎(慶庵義塾大,･理工)

グラフのtoughnessとextenda,bility

榎本彦衛(慶麿義塾大･理工)

Some results on component factors and component subgraphs

太田克弘(慶庵義塾大･理工),江川嘉美(東京理科大･理)

The Number of Vertex-DisjointMonochromatic Stars in 2 Edge-Colored

Complete Graphs

中上川友樹(慶庵義塾大･理工)

2連結な標識オイラーグラフの数え上げ

金唐烈(神戸大･自然科学研究科),田揮新成(近畿大･理工),
白倉曙弘(神戸大･発達科学)

13:15- 16‥25 グラフ理論(閉路,連結性,全域木など)
三角形分割における次数5以上の頂点で誘導される部分グラフとその周辺の話題

善本潔(日本大･理工)

Vertex-Disjoint Cycles of the Same IJe皿gtb in Graphs with Girth at Least 5

横地章重(東京理科大･理)

Long Paths and Cycles ThroughSpecified Vertices in k-Connected Graphs

酒井利訓(常葉学園大･教育)

Wide distance and minimum length of linkage

小嶋徹,安藤清(電気通信大･情報工)

Strong variations of connectivity and wide diameter

安藤清(電気通信大･情報工)

二連結グラフの全域木の可換性

中村孝之(東京理科大･理学研究科),菅野仁子(白百合学園),

小谷佳子(束京理科大･理学研究科),善本潔(日本大･理工学研究科)

On Ramsey properties of random graphs

石上嘉康(電気通信大･情報工)
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16:50-17:15

17:15-17:40

9:20-9:45

9:45-10:10

10:20-10:45

10:45-ll:10

ll:20-ll:4.5

ll:45-12:10

13:15-13:35

13:35-13:55

13:55-14:20

14:35-15:00

15:00-15:25

15:35-16:00

16:00-16:25



解析系セッションRECホール小ホール1F

12月17日(火)

9:00 - 10:15 領域分割法

A Dirichlet-type Domain Decomposition Method with Mortar Element

鈴木厚(広島大･理)

吸音くさび近傍における音場の数値計算について

高橋敏明(千葉大･大学院･工)

ヘルムホルツ方程式に対する領域分割法
劉小進(電気通信大･大学院･情報工),加古孝(電気通信大･情報工)

10:25 - 12:05 精度保証付き数値計算

変分不等式の解に村する数値的検証法

愈天星,中尾充宏(九州大･数理学研究科)

楕円型作用素の固有借間題の精度保証とその応用

長藤かおり,山本野人(九州大･数理学研究科)

stokes方程式の有限要素解に村するa posteriori誤差評価

渡部善隆(九州大･大型計算機センター),

中尾充宏,山本野人(九州大･数理学研究科)

熟対流方程式

西田孝明,庵原隆雄,吉原英昭, Fyi Aye(京都大･理学研究科),
寺本烹昭(摂南大)

13:10 - 14:50 有限要素法の理論
Non-Differentialble Finite Element Approximations for Parametrized Strongly

Ⅳonlinear Bollndary Vallle Problems

松永奈美(愛媛大･理工),土屋卓也(愛媛大･理)

準線形楕円型境界値問題に対する有限要素近似について

松沢友紀,鈴木貴(大阪大･理学研究科)

退化放物型方程式の有限要素近似

水谷明(学習院大･理),鈴木貴(大阪大･理学研究科)

スペクトル汚染とinf-sup条件について

加古孝(電気通信大･情報工)

15:00 - 17:40 流体問題

非均質非圧縮粘性流体の一つの安定なスキーム

海津聴(電気通信大･情報工),今井正城(電気通信大･大学院･情報工)

翼の抗力･揚力係数の数値計算とその解析

森岡良平(広島大･大学院･理),田端正久(広島大･理)

二次元完全流体におけるクッタの条件をみたす翼まわり流れの数値計算

- ⅣACA23012の場合一

横松大作(電気通信大･研究生),牛島照夫,小山大介(電気通信大･情報工)

移流拡散方程式の特性曲線に沿った差分法
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9:00-9:25

9:25-9:50

9:50-10:15

10:25-10:50

10:50-ll:15

ll:15-ll:40

ll:40-12:05

13:10-13:35

13:35-14:00

14:00-14:25

14:25-14:50

15:00-15:25

15:25-15:50

15:50-16:15

16:25-16:50



江崎信行,三井斌友(名古屋大･人間情報学研究科),
F･A･Oliveira, F･Patricio(Univ.Coimbra,Portugal)

Heat convection of compressible Auid

Pyi Aye(京都大･大学院･理学研究科)

液膜流問題におけるパルスパターン

小川知之(大阪大･基礎工)

12月18日(水)

9:00
-

10:15 数値計算の新手法

一部分不規則な帯行列の解法について
竹内敏己(徳島大･工)

On Fair Parametric Rational Cubic Curves II

酒井富(鹿児島大･理)

区間多項式の安定性に関するKharitonovの定理について(ⅠⅠ)
山本哲朗(愛媛大･理)

10:25 - 12:05 最適制御と逆問題

ファジィ平均を用いた最適化アルゴリズムとその応用

水藤寛(千葉大･大学院･工),河原田秀夫(千葉大･工)

拡散系に村する最適制御問題

大友拓郎(千葉大･大学院･工)

PartialFBI transform and Carleman Estimates

久保雅義(大阪大･基礎工)

On Lavrentiev's regularization; a-prlOri strategy of regularizing parameters

山'*昌宏(東京大･数理科学研究科),
Rudolf Gorenflo(FachbereichMathematik, Freie Universitaet Berlin)

13:10 - 14:50 常微分方程式の数値解法

高階の微分作用素を用いる常微分方程式の陽的解法について

小野令美(千葉大･工),吉田利信(電気通信大･情報工)

Runge-Kutta法のP安定領域, pR安定領域の数値計算

小藤俊幸,小原祥人(電気通信大･情報工)

Row-simplifying
assumptionsを満たす陰的Runge-Kutta法について

大野博(茨城大･工)

Explicit Parallel Two-Step Runge-Kutta Methods

三井斌友(名古屋大･人間情報学研究科),
Nguyen hun Cons(Fac･ Math･ Mech･ and Info･, Univ. of Hanoi)

15:00
-

17:40 偏微分方程式の数値解法

Radon変換の像空間における直交展開を用いたCTの再構成計算法

室屋泰三(電気通信大･大学院･情報工),花田孝郎(千葉工業大･自然科学系),
渡辺二郎(電気通信大･情報工)

Kadomtsev-Petviashvili方程式の有限差分解法

177-

16:50-17:15

17:15-17:40

9:00-9:25

9:25-9:50

9:50-10:15

10:25-10:50

10:50-ll:15

ll:15-ll:40

ll:40-12:05

13:10-13:35

13:35-14:00

14:00-14:25

14:25-14:50

15:00-15:25

15:25-15:50



鳩宝峰(名古屋大･大学院･工),三井斌友(名古屋大･人間情報学研究科)

EPZ方程式の数値解法について

斉藤善弘(聖徳学園女子短期大),新宮康平,三井斌友(名古屋大･人間情報学研究科)

3次元渦法の高速評価法

坂上貴之(京都大･大学院･数理解析研究所)

ossenの線形化方程式の数値計算について

西田詩(鹿児島大･理)

エントロピー条件適合性を有するスカラー保存則の高精度差分近似

相曽秀昭,若宮敏幸(科学技術庁航空宇宙技術研究所)

12月19日(木)

9:00-10:15 カオスとウェーブレット

y-axm(1-x)n型写像とそのカオス性
渡辺努(龍谷大･大学院･理工)

傾き1の平行な直線をグラフにもつPiecewise Linear Bimodal写像力学系の性質

中揮直也(龍谷大･大学院･理工)

INTERNETにおけるpacket trafRcの統計的性質

谷口由紀(お茶の水大･情報科学),山田道夫(東京大･数理科学研究科)

10:25 - 12:05 数理モデル化と解析

曲線亀裂問題における応力拡大係数

若野功(島根大･総合理工)

cr｡ss_di軌si｡nの効果を入れたある反応拡散系の定常解の構造と安定性に

ついての数値的考察
永田多賀夫,河合正史(龍谷大･大学院･理工)

単安定興奮系におけるパルスダイナミクスについて

長山雅晴(東京大･大学院･数理科学研究科),三村昌泰(束京大･数理科学研究科)

バクテリアのコロニーパターン形成の数理モデルとその解析

坂口秀雄(徳島大･工),三村昌泰(束京大･数理科学研究科)

13:10 - 14:50 反応拡散方程式

EⅦramoto-Sivasbinsky方程式の定常解の存在について

下田浩治(東京大･大学院･数理科学研究科)

単独の双安定反応拡散方程式における球対称に近い進行界面の力学

柳下浩紀(東京大･大学院･数理科学研究科)

ある2種競合系のパルス進行彼の伝播速度について

観音幸雄(愛媛大･教育)

反応拡散系における遷移ダイナミクスについて

西浦廉政,上山大信(北海道大･電子科学研究所)
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15:50-16:15

16:25-16:50

16:50-17:15

17:i.5-17:40

9:00-9:25

9:25-9:50

9:.50-10:15

10:25-10:50

10:50-ll:15

ll:15-ll:40

ll:40-12:05

13:10-13:35

13:35-14:00

14:00-14:25

14:25-14:50



15:00
-

17:40 自由境界問題

種間競争率無限大の競争拡散系

飯田雅人(岩手大･人文社会科学),

三村昌泰,柳田英二(東京大･数理科学研究科)

A free boundary
problem in population model in heterogeneous enviroment

吉田純子(東京大･大学院･数理科学研究科)

Decay rate for viscous surface wave

幡谷泰史(京都大･大学院･理学研究科)

自由境界問題の4倍精度数値計算について

今井仁司,篠原能材(徳島大･工),名取亮,周偉東(筑波大･電子･情報工学系),
大西勇(電気通信大･情報工),西浦廉政(北海道大･電子科学研究所)

表面張力を考慮したⅡele-Sbaw問題

木村正人(広島大･理)

砂浜に打ち寄せる彼の運動

河原田秀夫(千葉大･工),水藤寛(千葉大･大学院･工)
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15:00-15:25

15:25-15:50

15:.50-16:1.5

16:25-16:50

16:50-17:15

17:15-17:40



1997年度応用数学合同研究集会

1997年12月18日(木)-12月20日(土)
龍谷大学瀬田キャンパスRECホール

プログラム

離散系セッションRECホール2F講義室

12月18日(木)

9:25-10:15

ブロードキャストのためのプロセス代数と､そのデッドロックに関する考察

大塚寛(九州大･数理)

プログラムの相似と実時間問題の解析について

辻尚史(千葉大･理)

10:25 - 12:05

Some Extensions of a Poset

安部 哲弥(東京理科大･理工)

3次元球体の三角形分割の構成可能性

八森 正春(東京大･総合文化)

oN SOME PROBABILITY DISTRIBUTIONS FROM A RIEMANNIAN POINT OF VIEW

Raina Ivanova (Univ.of Architecture, Civil Engineering and Geodesy) ,

河口知商(筑波大･電子･情報工)

S~Ⅳcombinators and partial combinatory algebras

赤間陽二(東京大･理)

13:10 - 14:00

Distributive categories and mixed networkalgebras

Gheorghe Stefanescu (九州大･システム情報科学, University of Bucharest),

河原康雄(九州大･システム情報科学)

ソフトウェア指向解析体系による知的制御システムの表現及び解析
水谷哲也(筑波大･電子･情報工)

,五十嵐滋(筑波大･電子･情報工)
,

塩雅之(筑波大･工)

14:10 - 15:25

セルオートマトンCA-189(m)の挙動について
佐藤 達郎(大分工業高等専門学校,一般科目(数学))

On the hardness of data mining for binary decision diagram rules

丸山修(東京大･ヒトゲノム解析センター)
,関弘隆(九州大･システム情報科学),

内田智之(広島市立大･情報科学),正代隆義(九州大･システム情報科学),
宮野悟(東京大･ヒトゲノム解析センター)

Density of Regular Packings of Ellipses with Six Contacting Neighbours

種村 正美(統計数理研究所)
,松本たけ生(金沢大･理)
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15:25 - 17:40

Dedekind圏におけるスカラー関係とクリスプ性

古津 仁(九州大･システム情報科学)
,河原康雄(九州大･システム情報科学)

Dedekind圏におけるⅡoareの意味論
大隈ひとみ(九州大･システム情報科学)

,河原康雄(九州大･システム情報科学)
通信関数隠蔽型並列プログラミング言語の圏論的意味論

森雅生(九州大･システム情報科学)
,河原康雄(九州大･システム情報科学)

Pushouts in the Category of PartialFunctions ina Topos

溝口佳寛(九州工大･情報工)
,大塚寛(九州大･数理),河原康雄(九州大･システム情報科学)

12月19日(金)

9:00-10:15

すべての辺が次数5の頂点に接続している閉曲面の三角形分割

根上生也(横浜国立大･教育人間科学)

閉曲面上の外三角形分割の対角変形

中本敦浩(横浜国立大･教育人間科学)

閉曲面上の擬三角形分割の対角変形

渡辺隆博(横浜国立大･教育人間科学)

10:25 - 12:05

Elementary graphのIist-coloringについて

中川裕規(慶摩義塾大･理工)
,太田克弘(慶庵義塾大･理工)

閉曲面上の三角形分割の完全染色数について

原昌作(横浜国立大･教育)

閉曲面上の2部グラフのIist coloringについて

大庭経示(横浜国立大･教育)

グラフのgame
chromatic numberについて

榎本彦衛(慶庵義塾大･理工)

13:10
-

14:50

Non-exist.ance theorems of difference sets

萩田真理子,榎本彦衛,松本畳(慶庵義塾大･理工)

有限集合上におけるショケ積分の一般化についての考察

柏原賢二(東京大･広域システム)

Hypergeometricfunction related to eniptic curves over finite

難波完爾(東京大･数理科学)

双圏に対する米田の埋め込みの形式化について

毛利貴久(東京大･理)

15:00 - 17:40

New infinite classes of 1-factorizations of complete graphs

小林みどり,武藤伸明(静岡県立大･経営情報学)
,中村義作(東海大･教育研究所)
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ブロック上にk個の切断点を持つ標識連結グラフの数え上げ
金磨烈(神戸大･自然科学)

,田津新成(近畿大･理工) ,白倉曜弘(神戸大･発達科学)
Sk - factorization of symmetric complete multipartite digraphs

潮和彦(近畿大･理工)

平面上のハミルトンサイクルの交差数
金子篤司(工学院大･工)

,加納幹雄(茨城大･工)
根付き林の直線埋め込み
加納幹雄(茨城大･工)

,金子篤司(工学院大･工)
内部4一連結平面グラフのハミルトン閉路問題
徳永伸一(東京医科歯科大･教養)

12月20日(土)
9:00-10:15

Essential independent set and long cycles

弘畑和秀(慶庵義塾大･理工)

Minimum length of cycles throughspecified vertices in
graphs witll Wide diameter at most･ d

小嶋徹,安藤清(電気通信大･情報工)

A Proof of a Conjecture about Partitioning a Graph into Cycles Passing throughGiven Edges

石上嘉康(電気通信大･情報工)

10:25 - 12:05

Closures of Graphs

斎藤明(日本大･文理)

k-Shredders in k-Connected Graphs

江川嘉美(東京理科大･理)

平面上の整数距離グラフについて
徳重典英,前原閥(琉球大･教育)

,太田克弘(慶庵義塾大･理工)

n次元単体の頂点のN次元ユークリッド空間のQ一有理点への等距離埋め込み
熊田敏宏(慶庵義塾大･理工)

13:10
-

14:50

Total orderings and renⅦmbering problems
in the TSP

小田芳彰,太田克弘(慶庵義塾大･理工)

Factors, matchings and induced subgraphs

徳田太郎,榎本彦衛(慶庵義塾大･理工)

Nonseparating vertices in tournaments with large minimum degree

小谷佳子(東京理科大･理)

着色点集合の分割に関する問題

中上川友樹(慶庵革塾大･理工)

15:00- 16:15

Rotation, Jump, K3-distance graphについて

揮木俊輔(東京理科大･理)

一般の位置に配置された点集合の葉グラフと木グラフの連結性
善本潔(月本大･理工)

,金子篤司(工学院大･工)
Grapb Labelings in Elementary Abelian Groups

福地康弘(東京理科大･理)
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解析系セッションRECホール小ホール1fl

12月18日(木)

9:00- 10:15

球殻内での高プラントル数熟村流の数値計算

鈴木厚(九州大･数理)
,岩垣伴(広島大･理) ,田端正久(九州大･数理)

非定常流れ場における抗力の有限要素解析

田上大助(広島大･理)
,田端正久(九州大･数理)

二次元完全流体翼まわり流れ有限要素計算一計算結果の事後処理一
横松大作(電気通信大･情報工)

,牛島照夫(電気通信大･情報工)

10:25 - 12:05

時間差分型汎関数列を用いた,双曲型自由境界値問題についての数値実験

中根和昭(大坂工業大･工)

粘性自由表面流の時間的減衰解

幡谷泰史(山口大･理)

1つの曲線に依存する曲面系の形状最適化について

中村淳(電気通信大･情報工)
,渡辺

二郎(電気通信大･情報工)

大洋大循環数値計算自由表面モデル

周偉東(筑波大･電子･情報工学系)

13:10 - 14:50

微分不能項をもつ複素非線形方程式系に対する反復解法

石原和夫(大阪女子大･学芸･応用数学)

構造･音場達成振動問題の摂動解析

加古孝(電気通信大･情報工)

高速自動微分による大規模感度解析の数値例

久保田光一(中央大･理工)

数理研究を支援するクライアント･サーバ型システムの設計と実装

大塚厚二(広島電機大･工)

15:00 - 17:40

化学反応理論に現れるSPDEの数値解法と数値的実現

斉藤善弘(聖徳学園女子短期大)
,長岡正隆(基礎化学研究所)

Cubic spiralsegments

酒井官(鹿児島大･理)

高次公式の局所誤差評価式付き埋め込み型Runge-Kutta法について

大野博(茨城大･工)

相称型Runge-Eutta公式について

一枚信(東京電機大･理)

遅延微分方程式の離散化におけるⅡopf点について

小藤俊幸(電気通信大･情報工)
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9:00-9:25

9:25-9:50

9:50-10:15

10:25-10:50

10:50-ll:15

ll:15-ll:40

ll:40-12:05

13:10-13:35

13:35-14:00

14:00-14:25

14:25-14:50

15:00-15:25

15:25-15:50

15:50-16:15

16:25-16:50

16:50-17:15



Axiomatic theory of the m山tiple relaxation in solids

岩崎義光(岡山理科大･理)

12月19日(金)

9:00 - 10:15

Error estimates of the realinversion formulas of the Laplace transform

天野一男(群馬大･工)

2次元楕円型方程式の外部境界値問題におけるDiricblet to Neumann map

田沼一美(大阪教育大･教養)

境界データを込めたCarleman評価と逆問題への応用

久保雅義(大阪大･基礎工)

10:25 - 12:05

Reconstr11Ction of Obstacle from Scattering Data

池畠優(群馬大･工)

電導体の介在物の形状と電導係数の飛びの同定

中村玄,池畠優(群馬大･工)

ⅡelmllOltz方程式による逆散乱問題の数値解析
妻藤公啓(京都大･理)

インピーダンスCTの変分法による数値解法

大西和業(茨城大･理)
,代田健二(東京理科大･理)

13:10 - 14:50

Determination of llnknown Iノipschitz bollndaries:

a mathematical analysis in a non-destrllCtive test

山本昌宏, Jim Cbeng (東京大･数理科学)

非線形退化放物型方程式の解の爆発について

石渡哲哉,堤正義(早稲田大･理工)

調和平均曲率に依存した曲面の収縮問題に対する自己相似解について

穴田浩一,堤正義(早稲田大･理工)

On The Time Dependent Ginzburg-Landau Equations

笠井博則,堤正義,秋山高宏(早稲田大･理工)

15:00 - 17:40

バクテリアの数理モデルに現れる進行波解について
坂口秀雄(徳島大･工)

,三村昌泰(東京大･数理科学)

軍隊アリの行軍モデルに現れる進行波について

神岡勝見(東京大･数理科学)

Travelling Breatberのダイナミクスについて

佐藤義範,三村昌泰,長山雅晴(東京大･数理科学)

A three phase partition problem arlSlng ln a COmPetition-diffusion system

井古田亮,三村昌泰(東京大･数理科学)
,栄伸一郎(横浜市立大･総合理学)

-84-

17:15-17:40

9:00-9:25

9:25-9:50

9:50-10:15

10:25-10:.50

10:50-ll:15

ll:15-ll:40

ll:40-12:05

13:10-13:35

13:35-14:00

14:00-14:25

14:25-14:50

15:00-15:25

15:25-15:50

15:50-16:15

16:25-16:50



EraarTal!ii;.gEr.odnrtigTa(v&si*p瑠;1品u)pl,efb"BerGei.Ei?%rsn大.理)
平面亀裂の曲率
三好智彦(山口大･理)

,上西研(山口大･工)
12月20日(土)
9:00- 10:15

平滑化とその逆を利用したCTの画像再構成
室屋泰三,渡辺二郎(電気通信大･情報工)

F&ar&]1e(1ixFAi5%iit4軍品B-P*a)raboli
c Equ at ion s

Oseenの線型化方程式の数値計算について
西田詩(鹿児島大･理)

10:25 - 12:05

地下2相流の数値シミュレーション
水藤寛,河原田秀夫(千葉大･工)

保存則の差分近似のエントロピー条件適合性に関する別解釈
相曽秀昭,高橋匡康(航空宇宙技術研究所)

球面上の3渦点の運動について
坂上貴之(京都大･数理解析研究所)

近可積分系における周期解の波数選択と安定性
小川知之(大阪大･基礎工)

13:10- 14:50

順序保存力学系の理論を用いた進行波の安定性解析
荻原俊子,俣野博(東京大･数理科学)

係数が特異性を持つ半線形楕円方程式の解の構造と数値計算について
薯ケ原仁(龍谷大･理工)

,森下博(兵庫大･経済情報)
競争系におけるcross-di軌sionの効果について
山本直規(龍谷大･理工)

非線形Sturm-Liouville方程式の標準形と解の構造

蒜岩篭華子去雲芙苓姦墨壷妄)壁谷喜継(宮崎大.工),

15:00 - 17:40

幾何学的相称性を保持した非適合長方形板要素の開発
萩原一郎(東京工業大･工)

,石東洋(鄭州大･理/東京工業大･工)
Poisson方程式の有限差分解に対する誤差について
松永奈美(愛媛大･理工)

楕円型偏微分方程式の任意精度数値シミュレーションについて
竹内敏己,今井仁司,坂口秀雄,篠原能材,TARMIZI (徳島大･工)

Perturbed Gelfand方程式に村する解の数値的検証法
皆本晃弥(九州大･システム情報)

,山本野人,中尾充宏(九州大･数理)
楕円型作用素の固有値の一意性付き精度保証
長藤かおり,山本野人,中尾充宏(九州大･数理)

旨岩e*biRLu,rc%atk?n#BraOb(1蒜Af.a;y)1eigh-
Benard heat convection
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16:50-17:15

17:15-17:40

9:00-9:25

9:25-9:50

9:50-10:15

10:25-10:50

10:50-ll:15

ll:15-ll:40

ll:40-12:05

13:10-13:35

13:35-14:00

14:00-14:25

14:25-14:50

15:00-15:25

15:25-15:50

15:50-16:15

16:25-16:50

16:50-17:15

17:15-17:40



1998年度応用数学合同研究集会

1998年12月17日(木)-12月19日(土)
龍谷大学瀬田キャンパスRECホール

プログラム

離散系セッションRECホール2F講義室

12月17日(木)
並列プログラム言語の設計とその言語の意味論
本多和正,河原康雄(九州大･システム情報)

論理型プログラム言語Newのインタプリタ

井上順一(千葉大･自然科学),辻尚史(千葉大･理)

Dedekind圏におけるⅡoareの意味論
大隈ひとみ,河原康雄(九州大･システム情報)

賢n#ay,~習窟蒜Fir･)tiTeAiチ-/Pexdef:isc#a)tegori
e s

圏論的束論の基礎
河原康雄(九州大･システム情報)

アフィンかつ縮小な遷移規則をもつセルオートマトンの遷移図について

柳瀬晋一郎,井口修一,河原康雄(九州大･システム情報)

CA-190(m)の挙動について
佐藤達郎(大分工業高専･一般科目)

セルオートマトンCA-14とCA-142について

井口修一(九州大･システム情報)

置換の複雑さの定式化について
宮田学(埼玉短期大･情報処理),孫準完(筑波大･工)

整基多面体とo1空間の幾何
柏原賢二(東京大･広域システム科学)

諺;cwcて蒜Av?破nit;翠
ds and commlltative diagram of rational fnnctions

Defect of a Lattice

安部哲弥(東京理科大･理工)

Fibonacci数のある一般化
渡辺 守(倉敷芸術科学大･産業科学技術)

窟許貰還ip(sin#Tpi賓,｡rnhardSchmidt (Calte｡h)

3次元球面の三角形分割とその構成可能性
八森正春(東京大･総合文化)

12月1 8日(金)

vjLieHィ窟e(麗if?rBiK!n40*W&3苧e品co*B=eP(広島市立大･情報科学),

正代隆義(九州大･システム情報),宮野悟(東京大･医科学研)

時制算術による並行プログラム系の解析と検証の形式化

9:50
-

10:15

10:15 -10:40

10:50- ll:15

ll:15- ll:40

ll:40
-

12:05

13:10- 13:35

13:35
-

14:00

14:00
-

14:25

14:35
-

15:00

15:00 - 15:25

15:25 - 15:50

16:00 - 16:25

16:25 - 16:50

16:50 - 17:15

17:15 - 17:40

9:25- 9:50

9:50 - 10:15

白銀哲也(日立褒稚南中央研究所),五十嵐'凌,水谷哲也,塩雅之(筑波大･電子情報)
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%e品p(;AffebrAs
･g;B芳ed5Ri;p;o(c冨siaB3r;ヶ堂信(工学院大･関学)Kp,2q - factorization of symmetric complete tripartite digraphs

潮和彦(近畿大･理工)

10:15
-

10:40

10:50 - ll:15

悪霊hDut9eDn富農錯節県立大学･経営情報),喜安善市(半導体研究所),中村義作(東海大)
11:15- ll:40

On the dia･meter of a family of posets whose upper bound gra･phs are sa･me

小川健次郎,土屋守正(束海大･理)

The choice number of G + Kn

大庭経示(横浜国立大･教育人間科学)

The Y-A equivalence of kernels on the toruswitllOut taking dllals

中本敦浩(横浜国立大･教育人間科学)

蒜ole4in3(ai!#atiok?誤人間科学)
ある照明問題(仮題)
加納幹雄(茨城大･工)

;njlt;e#(ail掌SE*dヲgie)eof bipartite embeddings of trees in the plane

グラフを細分して単位距離グラフに変える
前原閥(琉球大･教育), s･Ⅴ･Gervacio (De IノaSa11e大学)

ハミルトン閉路から構成されるある推移グラフについて
小田芳彰太田克弘(慶摩義塾大･理工)善本潔(日本大･理工)

;o*miPi;e(蛋品琶r#･e巌デhのList~chromatic
"umberについて

韻e#reiui!s(貰蒜;iniチoialz)-woodallConjecture

1 2月1 9日(土)

o#*諾!m(鶴n*uT窪鶴p
h s

指定した点を通る閉路-のグラフの分割
榎本彦衛(慶庵義塾大･理工)

･FIO'TTe&ni(a*g買鮎芙モvir)tex-
disjointcycles

,?,nn指,dw詣音(the-jfgl;e3y毒魂fC;
)Of

two connected graphs

芳藩&v&e,rs姦駕e(-ii-im#1gr*Of･醜1W=i)t,h豊ajlm;t;r(dI学院大･工)

ll:40
-

12:05

13:10
-

13:35

13:35 - 14:05

14:05 - 14:30

14:40
-

15:05

1.5:05 - 15:30

15:30
-

15:55

16:05 - 16:30

16:30
-

16:55

16:55
-

17:20

9:25- 9:.50

9:50 - 10:15

10:15 - 10:40

10:50 - ll:15

ll:15
-

ll:40

Sa#BrBS指h*am*il･toi;A),g譜sFaudree(Umiv.｡f Men,his), R.,. could (Em.ry Univ.),

11:40 - 12:05

M･S･ Jacobson (Univ･of I･ouisville),L･ Lesniak (Drew Univ.)
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解析系セッションRECホール小ホール1F

1 2月1 7日(木)

一次元双曲型自由境界問題への数値的アプローチ
中根和昭(大阪工業大･工･数理)

葉芽数違領l&u*n苧eiK)utta系公式のIndex2微分代数方程式への応用

塗布工程におけるメニスカス模様の発生と,形状最適化によるコントロール
河原田秀夫,水藤寛(千葉大･工)

変形領域におけるⅡelmholtz方程式の差分解法と吸音板の最適形状設計
水藤寛,河原田秀夫(千葉大･工)

非長方形領域における"method oflines "の数値計算について
北原清志(工学院大･共通課程)

,腰越秀之(千葉大･工)

ka;g冨鼓謂葺室警蔓毒突苧諾漂宗主こついて
一次元自由境界問題の無限精度数値シミュレーション
Tarmizi,今井仁司,竹内敏己(徳島大･工)

v&宗笥旨f?詣実で苛遥謡宗i)oTSBF,)t憲aL%o磁7ehntir#･p#r&bi;m=s)

移流拡散方程式に書て基#*or.tlfeBy一儲諺雛陰型解法山本菅朗,方

Fjnite,aeim(e;t#a穿.ys,is.foi&3qa綜)izedstrongly nonlinear equations

表面張力無しの粘性流体
幡谷泰史(山口大･理)

旨昌e詣r(c;tigT･ro&mws#:f#h)e,aByciOnAVyeeCt(i;Tliv｡rsity｡f Yang｡n , ,｡,t. ｡f Ma.h. )

非圧縮粘性流体の自由表面問題の解の分岐
庵原隆雄(大阪大･理学研究科)

ブジネスク･レイリー･ベナ-ル対流の数値計算
木村忠信,池田勉(龍谷大･理工･数理情報)

線形化カーン･ヒリヤード方程式の定常境界値問題Ⅰ
武村一雄,亀高惟倫,永井敦(大阪大･基礎工)

線形化カーン･ヒリヤード方程式の定常境界値問題ⅠⅠ
鈴木良明,亀高惟倫,永井敦(大阪大･基礎工)

DIMSIM(村角陰的多段法)について

-松信(東京電機大学理工)

1 2月1 8日(金)

島t;I;v緒呆貰ihidjor(tB;ehSB:f?n#)roblem
燃焼合成反応モデルの数値計算
長山雅晴,氾田勉,鍛冶屋悟,島田広志(龍谷大･理工･数理情報)

ある交通流モデルにおける周期解の分岐
岡田信之,小川知之(大阪大･基礎工)

金属間化合物を生じる合金に対するフェーズフィールドモデルの応用
阪井-繁(龍谷大･理工)
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9:35 - 10:00

10:00
-

10:25

10:25
-

10:50

10:.50 - ll:15

ll:15
-

ll:40

ll:40 - 12:05

13:00
-

13:25

13:25
-

13:50

13:50
-

14:15

14:15
-

14:40

14:50 - 15:15

15:15
-

15:40

15:40
-

16:05

16:05 - 16:30

16:30 - 16:55

16:55
-

17:20

17:20
-

17:45

9:00- 9:25

9:25- 9:50

9:50
-

10:15

10:15 - 10:40



Anunconditionally stable explicit Runge-Kutta methods for the para.bolic

differentialequation(II)
中島正治(鹿児島大･理)

スパイラル曲線による平面データの当てはめ
酒井 昏(鹿児島大･理)

有限次元コントローラを用いた分布定数系の最適制御について
佐野英樹(鹿児島大･理)

熟対流問題の分岐解の数値的検証について
中尾充宏,山本野人,木村誠二(九州大･数理学研究科) ,

渡部善隆(九州大･大型計算機センター)
,西田孝明(京都大･理学研究科)

三角形一次要素の最大値ノルムでの最良評価
田端正久(九州大･数理学研究科)

遅い流れの熟村流問題とNusselt数の数値解析
鈴木厚,田端正久(九州大･数理学研究科)

Multiplicative Domain Decomposition Method for Miscible Displacement

in PorollS Media

Rui IIongxing (Graduate School of Mathematics, Kyushu Ulliversity)

長方形1次辺要素の離散コンパクト性
菊地文雄(東京大･数理科学研究科)

非定常移流方程式の有限要素収束スキームと非均質Stokes方程式-の応用
海津聴(茨城大･教育･数学教育講座)

減衰項を含む時間二階方程式に対するニューマーク法の安定性解析
加古孝,千葉文浩(電気通信大･情報工学)

翼外調和関数有限要素計算
牛島照夫,秋山正志(電気通信大･情報工学)

蝶の飛朔の数理モデル-対称な運動が生み出す非対称性-
飯間信,柳田達雄(北海道大･電子科学研究所)

粒界モデル,及び特異性を持つ拡散方程式について
小林 亮(北海道大･電子科学研究所)

1 2月1 9日(土)

非線形Schroedi
松尾宇泰,杉原 慧蒜儲等差謡宴;'いて
非線形波動方程式のエネルギー保存もしくは運動量保存を再現する差分スキーム
降譲大介(京都大･数理解析研究所)

積分方程式法によるスリット領域への数値等角写像
岡野 大,天野 要(愛媛大･工)

板のエネルギー最小原理に基づく破壊評価の数値計算
大塚厚二(広島電機大･工)

仝根同時反復解法の加速法と並列化について
藤野清次,児島彰(広島市立大･情報科学部)

,井上貴則(広島市立大･大学院)
移流拡散方程式に対する新しい前処理反復法の提案
平野博之(岡山理科大･工)
河野敏行,仁木混(岡山理科 ㌔

央英樹(岡山理科大･大学院理学研究科) ,

総合情報学部)

領域分割法における収束の速さの領域依存性- Stokes方程式に村する結果一
斎藤宣- (明治大･理工･数)
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10:50
-

ll:15

ll:15
-

ll:40

ll:40
-

12:05

13:00
-

13:25

13:25
-

13:50

13:50
-

14:15

14:1.5 - 14:40

14:50 - 15:15

15:15
-

15:40

15:40
-

16:05

16:05
-

16:30

16:30
-

16:55

16:55
-

1■7:20

9:00- 9:25

9:25- 9:50

9:50 - 10:15

10:15 - 10:40

10:50
-

ll:15

ll:15 - ll:40

ll:40
-

12:05



Numerical study of blow-up of the Navier-Stokes equations by the stagnation-point

model
13:00 - 13:25

宋 景輝(京都大･数理解析研究所)

賢raf?DO%t,0-,?.iE.as&i7;S牒.笥行波解について
13‥25 ~ 13‥50

バクテリアコロニーモデルの数値計算
13:50- 14:15

竹内慎太恥三村昌泰(広大･理)
,坂口秀雄(徳島大･工)

空間非一様な競争拡散系に現れる界面の挙動
14‥15 - 14:40

中島主恵(早稲田大･大学院理工学研究科)
,俣野

博(東京大･数理科学研究科) ,

Danielle Hilhorst (パリ南大学)

ある退化放物型方程式に現れる進行波解の単調性と漸近安定性について
荻原俊子(北海道大･電子科学研究所)

Multiple existence and classification of equilibrium balls in a nolllinear free

b%o岩滝諾p(roblem
東工大･情報理工学研究科)

非凸な平面曲線の運動に村するクリスタライン･アルゴリズム
央崎成俊,牛島健夫(東京大･数理科学研究科)

パンタグラフ方程式の数値計算について
小藤俊幸(電気通信大学,情報工学)

RoluSgkskn糟芙習蒜極小曲面の数値計算について
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14:50
-

15:15

15:15 - 15:40

15:40 - 16:05

16:05
-

16:30

16:30
-

16:55



本研究課題に関連して,中島 正治(鹿児島大学･理学部･教授)を代表と

する研究集会を1996年10月名古屋大学･工学部において開催した.以下に

そのプログラムを掲げる.

常微分方程式系の近似解法と解析ならびにその周辺研究集会

日時1996年10月15日(火) 14:00-10月17日(木) 12:30

場所名古屋大学･工学部･ 8号館北館1階1 02教室

プログラム

10月15日(火)

14:00-14:40 鳥居 達生,大迫 尚行(名古屋大学工学部情報工学科)
有理関数近似の安定な算法について

14:40-15:20 吉田 利信(電気通信大学情報工学科),小野 令美(千葉大学工学部)
高階の微分係数を用いる陰的Runge-Kutta系公式について(I)

15:20-16:00 小野 令美(千葉大学工学部),吉田 利信(電気通信大学情報工学科)
高階の微分係数を用いる陰的Runge-Ⅸutta系公式について(ⅠⅠ)

16:10-16:50 大石 進一(早稲田大学理工学部)
非線形常微分方程式のコネクティングオービットの数値的存在検証法

16:50-17:30 大野 博 (茨城大学工学部情報工学科)
陰的Runge-Kutta法のOrder Reduction Phenomenonについて

10月16日(水)

10:00-10:40 室伏 誠(職業能力開発大学校電子科),永坂 秀子(日本大学理工学部)
補外計算の刻み幅制御について

10:40-ll:30 伊藤 利明(徳島大学総合科学部自然システム学科)
有理型関数解を持つ離散方程式と特異点閉じ込め法の整合性について

ll:40-12:20 藤井 正友(福岡教育大学),林 有- (金沢学院大学経営情報学部)
Remarks on Extended Milne's Device fb∫ the Adams PC Methods

14:00-14:40 前田 茂(徳島大学総合科学部自然システム学科)
Symplectic lntegratorのある種の性質について

14:40-15:20 小藤 俊幸(電気通信大学情報工学科)
Stability of quadrature Runge-Kutta methods for linear delay differential equa-

tions

15:30-16:10 鈴木 千里(静岡理工科大学知能情報学科)
Lagrange補間の誤差項の陽的な微分公式について

16:10-16:50 青田 春夫(国立天文台)
積分可能なハミルトン系に村するシンプレクティツク数値解法

16:50-17:30 三井 斌友(名古屋大学人間情報学研究科)
Runge-Kutta method centennial
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10月17日(木)

9:30-10:10 斉藤 幸弘(聖徳学園女子短期大学)
確率微分方程式の数値解法一弱い意味の近似-

10:10-10:50 幸谷 智紀(石川職能短大)
陰的Runge-Kutta法の数値的性質

ll:00
-

12:00

12:00 - 12:40

小

料

(1
山
夕

淳 一文(束北大学情報処理教育センター),山田
遷(東北大学情報科学研究

)

)Trigonometric Runge-Eutta-Nystrom Method

田 進(東北大学情報科学研究科)
,小津 一文(東北大学情報処理教育セン

(2) Attainable Orders of Pha･se and Amplification Errors of Explicit Parallel

Runge-Kutta Methods

斉 故山(QiTie-Sban) (中国･鄭州大学)

super-stable method for y′′
- f(I,y, y′)

1998年度には再び,本研究課題に関連して中島 正治(鹿児島大学･理学部･

教授)を代表とする研究集会を名古屋大学において開催した.以下にそのプ

ログラムを掲げる.

常微分方程式系の近似解法と解析ならびにその周辺

日時1998年10月14日-15日

場所名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリ

プログラム

10月14日(水)

14: 00- 14 :40小野 隆幸(鹿児島大学理学部数理情報科学科)
ワーキングヘッドの制御について

14:40-15:20伊藤 利明(徳島大学総合科学部)
厳密解を持つ常微分方程式の離散表現について

15: 20- 16:00鈴木 千里(静岡理工科大学知能情報学科)
Generalized multistep methods in functional equations

16:50-17:30前田 茂(徳島大学総合科学部)
Runge-Kutta公式における可逆性とsymplectic性

10月15日(木)

9:30-10: 10

10:20-ll:00

ll: 10-ll:40

13:20 - 16:00

小津
一文(東北大学大学院情報科学研究科)

一般化collocation型Runge-Kutta法について

三井 斌友(名古屋大学人間情報学研究科),江崎 信行(豊田工業高等専門学校)
parallelizable ROW methods for linear variable-coe氏cient system of ODEs

中島 正治(鹿児島大学理学部数理情報科学科)
有理型近似式

常微分方程式の最近の研究課題についての討論(出席者全員)
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