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教育の特色 　—数学専攻—

　数学専攻では、数学を総合的な学問としてとらえ、個々の研究分野の自主性・独立性を尊重しながらも、幅広い分野の教育を行います。

そして、計算・論理的思考・抽象的思考に十分習熟するよう訓練することを目指します。こうした訓練を背景に、優れた研究・開発能力

を持つ創造性豊かな研究者や高度な数学的知識・技能を生かして社会で活躍する人材を養成することを目指した、柔軟で特色のある教育

研究を展開します。

　平成19年度より自然科学系先端融合研究環は、理学・工学・農学・海事科学・システム情報学研究科の共同によって魅力的なテーマ

を選定し、これらをプログラム化し、コース修了者に修了認定書を交付するという、プログラム教育コー

スを7つ開設しています。当数学専攻はシステム情報学研究科情報科学専攻と連携して、計算数理プロ

グラム教育コースを設置しています。

　また、平成20年度より理学研究科と経済学研究科は、それぞれの研究科における教育の特色を尊重

し、相互の教育交流を推進するため、数理・経済プログラム教育コース（経済学研究科では、経済・数

理プログラム教育コースと呼ばれています）を設置しています。両研究科の協議によって精選された授

業科目をプログラム化して実施します。

　
—数学専攻—

　数学専攻の科目では、講義を通じての教育よりもむし

ろ、セミナーなどを通じての、研究を行うための基礎的な

訓練を重視しています。講義・演習・研究指導などのあら

ゆる機会を通じて、オリジナルな研究ができる段階までた

どり着けるように指導していきます。このような指導によ

り、生きた学問としての数学を経験させて、論理的・批判

的・創造的な思考のできる人材を輩出することを目標とし

ています。

　計算数理プログラム教育コースは、計算に関わる基礎数

理と知能科学・数理統計への展開を繋ぐことを目標として

います。

　また、数理・経済プログラム教育コースは、高度専門職

に必要な総合的知識を有する人材を養成することも目標と

しています。

教育の特色 　—数学科—

　4年間の学部教育では、数学の基礎的知識を幅広く

学習することはもちろん、数学的な問題解決能力や思

考方法といった知識と素養を身につけることを目標と

します。数学科の各教員はそれぞれの分野で国際的に

活躍する研究者であり、学生はその最先端の研究に触

れることができます。また約半数の学生は学部卒業

後、大学院に進学しています。さらに他大学教員によ

る集中講義が数多く開講されており、多種多様な講義

を聴くことができます。最近特にニーズが増してきた

計算機科学の教育については、数学科には複数の教員

がおり、設備・教育内容ともに充実しています。数学

科の学生数は1学年あたり約30名と少人数であり、

各教員は学生一人一人の顔を見ながらの指導を心掛け

ています。また3年次編入生に対しては、入学前には

通信による添削指導を、入学後には補習授業を行って

います。

　
—数学科—

　数学科では解析、代数、幾何、計算数学、応用等、

各分野において多くの科目が用意されています。学生

の自主性を尊重するため、必修科目はできるだけ少な

く、必要最低限の科目のみとしてありますが、各分野

からバランスよく履修できるようカリキュラムは組ま

れています。1年次では、教養科目である全学共通授

業科目、理系として必須の微積分、行列の理論を学ぶ

とともに現代数学の導入として数学通論と数学演義が

用意されています。2年次からは本格的に現代数学の

基礎を学び始めます。演習問題に取り組む、演習つき

の講義も用意され、学生の理解を深める助けになって

います。4年次の数学講究は卒業研究にあたり、学生

自ら現代の数学研究の一端に触れることができます。

分野の枠を超える発想、そして広い活躍の場をもつ現代数学
　ユークリッドの原論、そしてニュートンとライプニッツによる微積分の発見以来、ガウスやリー
マンら歴代の数学者によって発展を遂げた数学は、理学・工学などの自然科学はもとより、社会
科学、人文科学の分野にまで影響を与えています。また計算機技術の発展によって整数論が情報
伝達技術へ応用されるなど、当初思いもよらなかった分野にも影響を与え、発展を続けています。
このように現代数学は豊かな広がりをもっているのです。これらのことから本学科・専攻では、
狭い意味での数学という学問の枠組にとらわれず、広い範囲の学問分野を視野に入れた教育研究
を目標にしています。

http://www.math.sci.kobe-u.ac.jp/index-j.html
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各講座の教員と教育研究分野 （2017年4月1日現在）

解析数理講座
　教授 高岡秀夫 関数解析

野海正俊 関数方程式

福山克司 関数解析

山田泰彦 複素解析

　准教授 伊藤健一 関数解析

小池達也 関数方程式

構造数理講座
　教授 齋藤政彦 代数学

吉岡康太 代数学

中西康剛 幾何学

ラスマン・ウェイン 幾何学

佐藤　進 幾何学

　准教授 佐治健太郎 幾何学

谷口　隆 代数学

　講師 森本和輝 代数学

　助教 三井健太郎 代数学

　特命助教 佐野太郎 代数学

応用数理講座
　教授 青木　敏 計算数理

太田泰広 組み合わせ数理

高山信毅 計算数理

　准教授 梶野直孝 確率数理

　特命助教 小山民雄 計算数理

前期（1Q	2Q） 後期（3Q	4Q）

1年

▲◎微分積分1,2
　◎解析学序論Ⅰa,Ⅰb
▲◎線形代数1,2
　◎数学入門
　◎初年次セミナー

▲◎微分積分3,4
　◎解析学序論Ⅱa,Ⅱb
▲◎線形代数3,4
　　数学要論Ⅰa,Ⅰb
　　数学演義

2年

解析学Ⅲ
解析学Ⅳ
線形代数学Ⅴ
代数学Ⅰ・同演習
数学要論Ⅱ・同演習

解析学Ⅴ
代数学Ⅱ
関数論・同演習
幾何学Ⅰ・同演習

3年

複素解析
解析学Ⅵ・同演習
幾何学Ⅱ・同演習
代数学Ⅲ・同演習

解析学Ⅶ
解析学Ⅷ
幾何学Ⅲ
幾何学Ⅳ
代数学Ⅳ
表現論Ⅰ
確率論Ⅰ
計算数学Ⅰ・同演習

4年

◎数学講究（通年）

関数方程式論Ⅰ,Ⅱ
関数解析学Ⅰ,Ⅱ

特別講義等

幾何学Ⅴ
確率論Ⅱ
表現論Ⅱ
計算数学Ⅱ

▲全学共通科目　
◎必修科目
1Q/2Q/3Q/4Qはクオーター制による4期

現代数学入門 現代数学基礎 専門科目

博
士
課
程
前
期
課
程

□先端融合科学特論Ⅰ 解析数理特論Ⅰ 科学英語

解析学Ⅰ 解析数理特論Ⅱ 特別講義

解析学Ⅱ 構造数理特論Ⅰ 数学講究Ⅰ

代数学 構造数理特論Ⅱ 数学講究Ⅱ

幾何学 応用数理特論Ⅰ 数学講究Ⅲ

表現論 応用数理特論Ⅱ 数学講究Ⅳ

計算情報数学 総合演義Ⅰ

確率論 総合演義Ⅱ

計算数理プログラム教育コース

数理・経済プログラム教育コース

博
士
課
程
後
期
課
程

□先端融合科学特論Ⅱ 構造数理特論Ⅲ 総合演義Ⅲ

解析数理特論Ⅲ 構造数理特論Ⅳ 総合演義Ⅳ

解析数理特論Ⅳ 応用数理特論Ⅲ 特別講義

応用数理特論Ⅳ 特定研究

□は全専攻共通授業科目
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研究の特色

　数学科と数学専攻では、解析・構造・応用の3つの講座によって、現代数学の諸分野を幅広くカバーし、研究しています。純粋数学で

は代数学・幾何学・解析学、応用数学では確率論・計算数理・組み合わせ数理などの研究を行っています。

　これらの分野を個別に専門的に研究するとともに、相互に有機的なつながりを見出すことで、分野の枠を超えた横断的な研究も行われ

ています。

研究内容

解析数理講座

　高校時代に学ぶ微積分は、豊かな伝統と広がりをもつ解析学へ

とつながり、解析学は現象の変化の様子や無限を対象として、そ

の中に潜む数学的構造を解明することを目的とします。解析数理

講座では、この解析学を様々な視点から研究します。

関数方程式：微分方程式の解の構造を探る

担当教員：野海正俊、小池達也

　世の中の様々な現象、例えば物体の運動、波動、流体などの物

理現象、また金融などの経済現象は微分方程式で記述されます。

ここでは、微分方程式・差分方程式で定義される線形系・非線形

系の数理的構造の解析的解明と、特殊関数の基礎理論と現象への

応用に関する教育研究を行います。当数学科・数学専攻は、特に超

幾何微分方程式、パンルベ微分方程式の研究拠点として有名です。

関数解析：関数のつくる空間の研究

担当教員：高岡秀夫、福山克司、伊藤健一

　微分や積分など関数に対する操作を、関数空間から関数空間へ

の線形写像と見なして解析する手法を提供するのが関数解析です。

熱伝導方程式という微分方程式を解くことに端を発して展開され

たフーリエ解析もこれに含まれます。ここでは、フーリエ解析や、

流れや波動などが伴う非線形現象の数理及び、量子物理に現れる

偏微分方程式のスペクトルと散乱に関する教育研究を行います。

複素解析：i2＝－1で始まる豊かな世界

担当教員：山田泰彦

　関数の変数を複素数まで広げると、指数関数と三角関数に予期

せぬ関連が生まれるなど、豊かな数学的世界が広がります。ここ

では、複素関数論、特殊関数論及び関連する微分方程式及び楕円

関数、リーマン面などについて、解析的・幾何的・代数的方法に

よる教育研究を行います。

構造数理講座

　構造数理講座では「数や空間」を数式や空間の対称性などの構

造に着目しながら、一見複雑な対象の奥にある数学的本質を明ら

かにしようと研究を進めています。みなさんも数学の問題を解く

のに式の対称性、図形の対称性に着目した経験があるのではない

でしょうか。

代数学：代数方程式の解の構造を探る

担当教員：	齋藤政彦、吉岡康太、谷口　隆、森本和輝、三井健太郎、
佐野太郎

　2次曲線や3次曲線など代数方程式で表される図形（代数多様

体）の性質を調べるのが代数幾何学です。現代では、代数的方法

にとどまらず、幾何的、解析的な手法も幅広く用いて研究されて

います。ここでは、代数多様体とその構造理論、周期積分、モジュ

ライ理論、整数論、保型形式、ゼータ関数とL関数、可積分系や

表現論の幾何学やミラー対称性及びそれらの応用に関する教育研

究を行います。

幾何学：空間の構造を探る

担当教員：	中西康剛、ラスマン・ウェイン、佐治健太郎、佐藤　進

　アインシュタインの一般相対性理論によれば、我々の住んでい

る空間と時間の構造は平坦ではありません。微分幾何ではこのよ

うな曲がった空間の性質を調べます。また、我々の暮らしに身近

な結び目には驚くほど豊かな数学的構造が隠されていますが、そ

れを調べるのは位相幾何です。ここでは、微分幾何と位相幾何に

関して、部分多様

体、極小曲面、平

均曲率一定曲面、

リーマン多様体や

写像の特異点、双

曲空間、結び目及

び絡み目に関する

教育研究を行いま

す。

進化していく楕円曲線

数学科談話室

エンネッパーの曲面

L関数の特殊値の研究
　「3以上の整数nに対して、xn+yn=znを満たす正の整数の組（x,y,z）は存在しない」。
この問題はフェルマーの最終定理と呼ばれ、1994年にA.Wiles氏によって証明されるま
で360年もの時間を要しました。
　Wiles の証明の要点は「幾何学的対象」と「解析学的対象」との間の“良い”対応の存
在でした。幾何学とは、図形や空間の性質を調べる分野ですが、その中でも楕円曲線と呼
ばれる曲線がこの「幾何学的対象」です。一方で、解析学とは関数の振る舞いを調べる分
野で、楕円モジュラー形式と呼ばれる関数が「解析学的対象」にあたります。全く異なる
二つの分野の間の対応がこの素晴らしい結果をもたらしたのです。
　この二つの対象を繋ぐ役割を果たしているのがL関数と呼ばれる関数です。L関数は単な
るつなぎ目というだけではなく、その性質から様々な幾何学的 •解析学的な結果が得られ
ます。例えば、与えられた楕円曲線の L関数の1での値がゼロでなければ、その楕円曲線
の中には座標が有理数になる点が有限個しかありません。
　私は楕円モジュラー形式の一般化である保型形式について、その L関数の特殊値を研究
しています。L関数の定義は複雑で、与えられた点での値がゼロなのかどうかも簡単には
わかりません。そこで、周期と呼ばれる保型形式の積分を使って特殊値を表すことで、そ
の性質を調べています。最近の研究では、Siegel モジュラー形式と呼ばれる保型形式に対
して、周期とL函数の中心値とを結ぶ公式を証明することができました。
　Siegel モジュラー形式は楕円モジュラー形式の場合のように、Abel 曲面という幾何学
的対象との対応が予想されており、今後のAbel曲面の研究、また数論的研究にこの公式が
役立つことを期待しています。

計算代数手法による統計学のブレークスルーを目指す
　私たちの周囲の多様なデータから、客観的、科学的な結論を導き出すために欠かせない
のが、統計学です。例えば、新しく開発した医薬品の効果を確認するために、臨床試験を
行って、「効果がない確率」の小ささを計算するのは、統計的検定とよばれる手法です。こ
のときの確率の計算のために、従来は漸近分布論とよばれる、標本のサイズが無限に大き
い場合の近似を利用してきました。これは手軽に利用できる有用な手法ですが、標本のサ
イズが小さいときや、大規模なデータであっても次元が大きいときなどには、近似の精度
が悪くなります。このような難点を克服するために、ここ20年で急速に発展してきたのが、
計算代数的な手法です。
　私の専門である計算代数統計は、その名前の通り、計算・代数・統計の3つが融合した
研究分野です。統計的検定では、求めたい確率を、マルコフ連鎖モンテカルロ法という手
法で数値的に計算します。その際に、標本空間上の連結な推移基底（マルコフ基底）が必
要となりますが、これをグレブナー基底という代数学の理論から得ることができます。計算代数統計は、計算機の発達を背景
に、短期間で急速に発展しました。今では、簡単な統計モデルであれば、手元のパソコンで手軽に出力を確認できることは、
この分野の大きな魅力のひとつです。一方で、近年、大規模データが入手で
きるようになり、扱う統計モデルも複雑になったことで、新たな研究課題が
生まれています。新たな課題の克服が、次のブレークスルーへと繋がること
を目指して、私は日々、研究に取り組んでいます。

研究トピックス

森本　和輝	講師
代数学教育研究分野

青木　敏	教授
計算数理教育研究分野

楕円曲線：y2＝x3−xのグラフ

3次元の問題に対するマルコフ基底の要素のイメージ
漸近分布論による近似（曲線）と計算代数手法で得られた正確な分布
（ヒストグラム）
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研究内容

応用数理講座

　理学、工学、計算機科学、経済学などの分野で応用される数学

を確率論、代数学、計算数学、数理物理などあらゆる数学を使っ

て研究しています。

確率数理：でたらめなものの中に潜む多くの謎を解き明かす

担当教員：梶野直孝

　確率論とは気体分子の運動や市場価格の変動などのランダムな

現象を研究する研究分野ですが、膜の固有振動・熱の伝播などの

一見ランダムさと無縁そうに思える物理現象の記述・理解にも応

用されるなど、確率論は数学の多くの分野で重要な研究手法の一

角をなしています。ここでは、ランダムな運動や揺らぎ、数学的

対象にひそむランダムさに関わる数理的構造について、確率論的

手法による教育研究を行います。

組み合わせ数理：最適な組み合わせを探る

担当教員：太田泰広

　電話線などのネットワークを構築するとき中継所をどこに配置

するべきかは、省エネルギーの観点から重要です。このような身

近な問題に根ざした数学を研究するのが組み合わせ数理です。ま

た、整数や有理数などの数の性質を研究する数論は、曲線の上の

有理点の分布なども扱い、他分野との結び付きが大変強い分野で

す。代数方程式の解の様子を解の対称性から特徴付けたガロア理

論もこの分野と深く関わります。ここでは、組み合わせや数え上

げの数理とその符号理論や暗号理論への応用及び、楕円曲線、保

型形式と整数論などの理論と応用に関する教育研究を行います。

計算数理：計算機科学と数学の融合

担当教員：高山信毅、青木　敏、小山民雄

　20世紀後半には、電子計算機、プログラミング、計算数学、

計算機による数学の他分野への応用が相互に関連し合いながら発

展してきました。最近話題となっているのは、代数幾何、整数論

の情報伝達技術への応用などです。また数学ソフトの発展によ

り、数学者の研究スタイルなども大きく変化してきています。こ

こでは、数理科学に現れる計算方法、その計算機上での効率的実

装と計算機代数システムの開発及びそれらの代数、代数解析、数

理物理、統計学などへの応用に関する教育研究を行います。

数学科・数学専攻
ホームページ
http://www.math.sci.kobe-u.ac.jp/index-j.html

現代では、直接の応用を念頭において数学の研究が行われるのは、
まれなことでしょう。しかし、数学は物理学、計算機科学、工学、

経済学等に応用され、近年ますます他の分野とのつながりを増していま
す。例えば、アインシュタインが一般相対性理論を創るにあたって用いた
のは、リーマン幾何学でした。このリーマンの理論が現れたのは、アイン
シュタインの理論の50年以上前のことでした。このように、数学自身の
中で自律的に発展してきたものが他の分野で威力を発揮することは、不思
議と言えば不思議です。しかし、これは、数学のもつ抽象性、一般性が広
い普遍性を持っているからではないでしょうか。

数学は、社会にどのように役だっていますか。
また、他の学問とどう関わっているのでしょうか。

理学部では、毎年夏休みに高校生を対象として「オープンキャンパ
ス」が開かれます。そこで、数学科の生の雰囲気に接することがで

きます。また、数学科のホームページからも、詳しい情報を見ることがで
きます。さらに、そこにある各教員の電子メールアドレスで教員に直接質
問することもできます。

数学科について、もう少し詳しく知りたいのですが。

種数1のトリノイド

卒業・修了後の進路

　数学科卒業後、約半数は大学院に進学しており、就職する人は一般企業、保
険会社、学校関係に行っています。一般企業では、システムエンジニアになる
人が多いようです。このシステムエンジニアというのは、例えば製造業などで
従来は人の熟練によって生産効率を上げていたことを、コンピューターによっ
て管理できるようにする仕事です。保険会社では、アクチュアリーを目指す人
が多いようです。このアクチュアリーというのは、保険金が適正であるよう客
観的根拠を持って算出する仕事です。
　大学院前期課程修了後、1～2割は後期課程に進学しており、就職する人は
一般企業、銀行、保険会社へ行くほか、教員になる人も多いです。大学院後期
課程修了後には、研究職に就く場合が多くなっています。

大学院博士課程前期課程（修士）修了生の進路
（2014～2016年度）

本学大学院 10

他大学大学院 0

民間企業 38

教員・公務員 19

その他 3

学部卒業生の進路（2014～2016年度）

本学大学院 47

他大学大学院 9

民間企業 20

教員・公務員 16

その他 6

学生ラウンジ 共用スペース 少人数でのセミナー

4色で塗られた5彩色可能結び目

　私が数学科に来て良かったと思
うことを２点紹介します。論理的
に物事を考えられるようになった
ことと、本を読む力が養われたこ
とです。論理的思考力については
高校生の頃からある程度自信があ
るつもりでしたが、数学科では、
予想していた以上に厳密な論理構
成を求められました。私自身、初
めはあまりの厳密さに苦労しましたが、慣れると自然に細
かい部分にまで気を配れるようになりました。本を読む力
については、専門書を読むことによって養われました。一
般的に理系の研究といえば実験のイメージが強いかと思い
ますが、数学科では研究の大部分は専門書を読み、考える
ことです。専門書を読むことは一般的な読書に比べるとと
ても大変なもので、1ページを読むのに何時間もかかるこ
ともあります。それは、ただ目を通すだけではなく、高度
に専門的な内容を理解する必要があるからです。私にはあ
まり読書の習慣がありませんでしたが、数学科にいたおか
げで本を読むことに慣れることができました。以上の2点
は学生時代だけで完結するものではなく、今後の社会人人
生においても役立つように思います。そのようなスキルを
学生のうちに身につけることができたのは、貴重な経験
だったと感じています。

石井　翔子
2016年度博士前期課程修了

現在　紀陽銀行勤務

　皆さんは、数学科に対してどのよ
うなイメージを持っていますか。高
校の数学のようなイメージを持つ人
が多いと思います。私もそのように
思っていました。大学の数学はかな
り抽象的で、イメージすることも難
しいです。毎日思考のトレーニング
をしているような気分です。
　「大学で勉強する」とは具体的に
どうすれば良いのでしょうか。講義を聞くということも大切
ですが、私は、何か自分の興味の持っていることを自分で調
べるということも大切だと考えています。なによりその方が
面白いと思います。
　私自身の経験としては、大学でいろいろな講義を受ける中
で、教授に「自分で本を読んでいますか？」と質問されたこ
とがきっかけです。自分で興味のある分野の本を読み進め
て、数学の楽しさが分かり始めたような気がします。一人で
は理解できないときも、もちろんあります。そのような時は、
友人や先輩と知識やひらめきを補いあったりして進めていま
す。最終手段としては、教授に相談します。
　このように、講義を聞くだけではなく、自分の意見を表現
したり、相談にのってほしいとき、大学は素晴らしい環境を
提供してくれます。これは勉強面だけではなく、あらゆる大
学生活の中で共通することだと私は考えています。興味があ
ることをさらに深める時、新しいことを始める時、大学とい
う環境は、最大限にそれらをサポートしてくれると思うので
充分活用してみてください。

津田　楽人
2016年度学部卒業

現在　博士前期課程１年
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