
学生団体 POMB主催 2017年春 合同セミナー

2017 年 3 月 4 日 (土) 11:00 ～ 5 日 (日) 16:30

@神戸大学六甲台第 2 キャンパス 理学部 Z 棟 Z102, Z103 教室

　Web page: http://pomb.org/joint/201703.html

プログラム

3月 4日 (土) @Z102 教室

• 11:00 – 11:05 小出真嵩 (神戸大)

はじめのご挨拶

• 11:05 – 12:10 福島洋平 (大阪府大)

ガロワ理論

• 12:50 – 13:55 岩上裕哉 (神戸大)

チューリングマシン入門とふぃっしゅ数 Ver.4

• 14:05 – 15:10 古内理人 (兵庫県大)

ボルツマン方程式を利用した現象の解明

• 15:20 – 16:25 丹野真人 (大阪大)

楕円関数と代数曲線

3月 5日 (日) @Z103 教室

• 11:05 – 12:10 大成仁太 (大阪大)

局所コンパクト空間上の Riesz の表現定理

• 12:50 – 13:55 宮本昌幸 (大阪府大)

統計的パターン認識

• 14:05 – 15:10 蒲原純 (大阪大)

グラフ・マイナーの定理

• 15:20 – 16:25 吉岡玲音 (神戸大)

Zorn の補題と選択公理

• 16:25 – 16:30 小出真嵩 (神戸大)

終わりのご挨拶

ご注意

会場から少し離れたところにコンビニがありますが，昼休みが短いので，事前に昼食をご準備いただくことを

お勧めします．

世話人：学生団体 POMB 小出真嵩，近藤友祐



ガロワ理論

福島洋平

大阪府立大学 自主ゼミサークルMaSS 学類 1年

1 講演目的

高校のころ,どこからか「5次方程式には解の公式が存在しない.」ということを耳にした.それが「ガロワ理

論」で説明されるということも知った.「存在しない.」どういうことだろうか?疑問をもった自分は図書室に

行ってガロワ理論の簡単そうな本を探して読んでみた.しかし自分はいかんせんアホなので微塵も理解できな

かった.そして去年の秋,自分はまた解の公式とは全然関係のない別の疑問を持っていた.先輩にその話をする

とこれまた「ガロワ理論」で説明されるというのだ!このようにガロワ理論というのは非常に広範囲にわたって

応用できる理論である.それはガロワ理論が「対称性」を扱う理論だからだ.なので様々な数学を学ぶ上でしっ

ておきたい理論ではあるのだが (自分がそうだったように)非常に敷居が高いイメージがある.今回の講演の目

的はその敷居を下げることである.

2 講演内容

　ガロワ理論の応用例である「代数方程式の解の公式の存在条件」の説明を行う.最初は具体的な解の公式

を「対称性」を意識して再現する.そしてどうしても説明に必要な群などの概念を紹介し,その後ガロワ理論を

用いて「代数方程式の解の公式の存在条件」を説明する.

参考文献

[1] 小島寛之,天才ガロアの発想力　対称性と群が明かす方程式の秘密,技術評論社,第 2刷 (2010).

[2] 草場公邦,ガロワと方程式,朝倉書店,初版第 1刷　

[3] tsujimotterのノートブック「第３回プログラマのための数学勉強会 ♯maths4pg 」でガロア理論の話を

してきました.<http://tsujimotter.hatenablog.com/entry/maths4pg-3>(2017/2/18)

[4] Gの夢～解けない方程式の謎を解く～<http://galois.motion.ne.jp/index.html>(2017/2/18)
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チューリングマシン入門とふぃっしゅ数Ver.4

岩上 裕哉
神戸大学理学部物理学科１年生

2017年 3月 4,5日

1 はじめに
　本発表の目的はふぃっしゅ数 Ver.4という関数を定義することにある。そのために必要となるチューリング
マシンの知識と巨大数という分野についての紹介をする。
　巨大数（関数）論は近年インターネットを通じて発展してきた。その目的は有限の範囲でできるだけ大きな
数を作るというものである。巨大数愛好家（英語では Googolist）は巨大数を生成する関数の巧妙さを楽しん
だり、巨大数同士の大きさを比較して楽しんだりしている。そして、日本の巨大数論において先進的な役割を
果たしてきた人物の 1人にふぃっしゅっしゅ氏がいる。彼（または彼女かもしれない）の開発したふぃっしゅ
数 Ver.1～7は様々なタイプの関数を含んでおり巨大数という分野を考える上で大変興味深いものである。そ
の中でもふぃっしゅ数 Ver.4が一番大きな数である。
　また、チューリングマシンとはアラン・チューリングが提唱した仮想機械である。チューリングは数学者が
計算を行うという行為を抽象化し計算をモデル化した。そのチューリングマシンに係る計算科学の話題の中で
も本発表では停止問題 (halting problem)と呼ばれるものを扱う。停止問題とは本質的にゲーデルの不完全性
定理と同じ問題であるがこの発表ではその部分に関してはあまり深くは触れない。代わりに停止問題を用いて
ビジービバーゲーム（busy beaver)やふぃっしゅ数 Ver.4といった計算不可能関数を定義することを目指す。

2 講義内容
　始めに、巨大数という分野がどのような分野かを説明する。巨大数でとり扱う数の大きさがどのくらいなの
か、数同士の比較がどのように行われるかについて述べる。グラハム数やアッカーマン関数などの帰納的関数
については概要だけ触れる。また数を比較するための基準として急増増加関数を定義する。
　次に、チューリングマシンの導入をする。チューリングマシンの定義、性質の紹介をし、後に神託
(oracle)、停止問題について触れる。
　最後に、停止問題からビジービーバー関数を定義し、ふぃっしゅ数 Ver.4を定義する。そしてふぃっしゅ数
Ver.4がどれほどの大きさなのかを急増増加関数を用いて評価する。

参考文献
[1] Mark C.Chu-Carroll著 cocoatomo訳 『グッド・マス　ギークのための数・論理・計算機科学』（オーム
社、2016）

[2] ふぃっしゅっしゅ（フィッシュ）『巨大数論　 2版 β』(2016,2017)

[3] Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang共著、木村達也訳『量子コンピュータと量子通信Ⅰ量子力学とコン
ピュータ科学』（オーム社,2004）



ボルツマン方程式を利用した現象の説明

古内理人

兵庫県立大学 理学部 物質科学科 2年

2017年 2月 19日

1 はじめに

大学で主に学ぶ統計力学は主に熱平衡について扱っているが．これはあくまで特殊な場合につ

いてのみ扱っている．ならば非平衡物理学も総括したもっと一般的な考え方を生み出すことがで

きればそれこそが統計力学の終着点といってもよいだろう．そこで、非平衡統計力学を体系化し，

一般的な議論へ近づいていきたいのだがこの非平衡統計物理学はまだ体系としては発展途上で

あり今日でも研究段階である．本発表では今日の非平衡統計力学の考え方に大きく影響を与えた

Boltzmann方程式を紹介したい．この方程式は気体分子などの注目する粒子を Newtonの力学の

観点から運動を記述するような気体の分子運動論から考えていくことによってこの時に考え方の根

幹として粒子の輸送現象を考えることで下に挙げる Boltzmannの輸送方程式として導き出された．

∂f

∂t
+ v・

∂f

∂x
+ F・

∂f

∂p
=衝突項 (1)

この方程式の右辺に出てきている衝突項は，注目する粒子系によってその形を変える．この方程式

から熱力学第二法則に大きくかかわりのあるエントロピーを考える H定理が生まれ，これが非平

衡統計力学の考え方の一つの題材となった．　

2 概要

「はじめに」で述べた通り非平衡統計力学はいまだに発展途上でありいくつかの成果は上げられ

ているのだがその体系は出来上がっていない．まずは上に挙げた Boltzmann 方程の導出を述べ，

次にこの本発表の主な目的である方程式からどのようなことが説明できるのかということををいく

つかの例を挙げながら述べる．最後に非平衡統計力学がどのような発達をしてきたを簡潔にまとめ

ることにする．

参考文献

[1] Hisao Hayakawa.Non-equilibrium statistical mechanics of dissipative systems (2015)

[2] 川崎　恭治.非平衡と相転移ーメソスケールの統計物理学ー.朝倉書店（2000）

[3] A.ゾンマーフェルト.熱力学及び統計力学.講談社 (1969)

[4] 久保　亮五.大学演習　熱学・統計力学　修訂版.裳華房 (1961)
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[5] 西川　恭治　森　弘之.朝倉物理学体系 10統計物理学.朝倉書店 (2000)

[6] 木　増雄.岩波講座　現代の物理学４　統計力学.岩波書店 (1994)

[7] 田崎　晴明　新物理シリーズ 37統計力学 1培風館 (2008)

[8] http://mathsoc.jp/meeting/kikaku/2010aki/2010 aki ukai-p.pdf
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楕円関数と代数曲線

TANNO, Mahito ∗

2017年 3月 4日 – 5日

1 はじめに

楕円関数とはなんでしょうか．三角関数は微分積分法による円弧の求長を通じて定義することが

できます．すると自然に，楕円やレムニスケートなど，さまざまな曲線の求長積分を考えたくなり

ます．楕円関数は当初，アーベルにより第一種楕円積分の逆関数として捉えられ，その後リーマン

とワイエルシュトラスにより解析性と二重周期性によって楕円関数が定義づけられるようになりま

した．

このように楕円関数は初めは解析学的な対象でしたが，たとえば楕円関数から自然にリーマン面

が定義されるように，代数・幾何・解析と様々な分野と密接に関係していることがわかります．数

学が互いに関係し合っている様子を楕円関数を通じて少しでも感じてもらえればと思います．

2 講演概要

楕円関数は当初，楕円積分の逆関数として定義された．楕円積分を考えていくとその逆関数は周

期的な関数であることがわかる．すると，与えられた周期を持つ関数が存在するか，という問いが

生じる．これはワイエルシュトラスの ℘関数の構成によって解答がなされる．本講演ではまず三

角関数が積分によって定義されることと，そこから自然に楕円積分を考えることができることを

見る．これにより楕円関数を二重周期を持つ有理型関数として定義する．次に与えられた周期を持

つ ℘関数を構成し，その性質を調べる．その過程で楕円関数が幾何学的な対象であることも述べ

たい．

ある程度の解説はするつもりだが，数学科 2, 3年生程度の予備知識を仮定したい*1．具体的には

コーシーの積分公式や留数定理などの基本的な 1変数複素関数論と，代数系の基礎的な用語につい
てである．また，多様体の定義などを知っておくとより分かりやくすなるかもしれない．

講演内容はおおよそ三宅 [5]，梅村 [9]，Hurwitz-Courant [2]による．楕円関数論の歴史について
は高瀬 [7, 8]などが面白いので一読をお勧めする．

∗ 大阪大学自主ゼミ会阪ゼミ会 https://sites.google.com/site/ouvsemi/
*1 ただし予備知識がなくとも雰囲気は伝わるように注意するつもりです．

1

https://sites.google.com/site/ouvsemi/


参考文献

[1] L. V. Ahlfors. 複素解析. 現代数学社, 1982. [訳:笠原乾吉].
[2] A. Hurwitz and R. Courant. 楕円関数論. シュプリンガー数学クラシックス, 第 2巻.丸善出版,

2012. [訳:足立恒雄,小松啓一].
[3] 笠原乾吉. 複素解析 : 1変数解析関数. ちくま学芸文庫, [カ-41-1].筑摩書房, 2016.
[4] 今野一宏. リーマン面と代数曲線. 共立講座数学の輝き, No. 2.共立出版, 2015.
[5] 三宅克哉. 楕円関数概観 : 楕円積分から虚数乗法まで. 共立出版, 2015.
[6] 小木曽啓示. 代数曲線論. 講座数学の考え方, No. 18.朝倉書店, 2002.
[7] 高瀬正仁. 楕円関数論形成史叙述の試み : 「楕円積分」と「超越的なもの」をめぐって (数学史
の研究). 数理解析研究所講究録, Vol. 1787, pp. 221–232, apr 2012.

[8] 高瀬正仁. リーマンと代数関数論 : 西欧近代の数学の結節点. 東京大学出版会, 2016.
[9] 梅村浩. 楕円関数論 : 楕円曲線の解析学. 東京大学出版会, 2000.
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局所コンパクト空間上の Rieszの表現定理

大阪大学理学部化学科四年,大成仁太

2018 , 3/5

1 はじめに

局所コンパクトハウスドルフ空間 (以後 LCH)はユークリッド空間の一般化であり，多様体も LCH であ

る．この空間上の汎関数*1に対して，ある性質のよい測度が一意に対応する．この測度が持つ良い性質は正則

性と呼ばれ，様々な近似計算はこれを通して行われることも多い．

今回の発表では，位相空間，測度論の初歩は仮定*2する．LCH に関する一般論は結論のみ援用する．

2 内容

以後 X は位相空間とする．

定義 2.1. X が局所コンパクトであるとは，X の任意の点がその閉包がコンパクトであるような近傍をもつ

とき．

定義 2.2. X がハウスドルフとする．X の開集合系から生成された σ - algebra をボレル σ - algebra といい，

B(X)とかく．これは開集合系を含む最小の σ - algebraである．B(X)を定義域に持つ測度をボレル測度と

いう．

A ⊆ B(X)を σ − algebraとし，これ上の測度µが正則であるとは，

任意のコンパクト集合K に対し，µ(K) < ∞ (2.1)

(外正則性)任意の A ∈ A に対し, µ(A) = inf{µ(U)|A ⊆ U,U は開集合 } (2.2)

(内正則性)任意の開集合 U に対し，µ(U) = sup{µ(K)|K ⊆ U,K : コンパクト } (2.3)

を満たすとき．

補題 2.1. X,Y をハウスドルフとする．両方にボレル σ − algebraを入れる．f : X → Y が連続ならば可測．

命題 2.2. X:LCHが第二可算なら，X 上のコンパクト空間上で有限な測度は正則．

*1 関数空間を定義域に持つ写像であり，これは発表者の専門である量子化学にもよく出てくる．DFTで検索あれ．
*2 具体的には，ハウスドルフ性やコンパクト性に関する定理，外測度から測度を構成する方法程度を押さえておけば良い．



定義 2.3. f : X → Rとする．*3f の台 (supp)を，

supp(f) = {x ∈ X|f(x) ̸= 0} (2.4)

で定義する．

X が LCHのとき，

K(X) = {f : X → R|f は連続，supp(f)はコンパクト } (2.5)

とする．これは R−線形空間になっている．これの双対空間の元を X 上の汎関数という．

汎関数 I が，f ∈ K(X), f ≥ 0に対して I(f) ≥ 0を満たすとき，これを positiveという．

命題 2.3. X:LCH．K ⊆ X をコンパクト，U ⊆ X を，K ⊆ U なる開集合とする．このとき，∃f ∈
K(X) ; χK ≤ f ≤ χUかつ supp(f) ⊆ U.

補題 2.4. X を局所コンパクトハウスドルフ空間とする．f ∈ K(X), U1, U2, ..., Unを，supp(f) ⊆ ∪n
i=1Unを満

たす開集合とする．このとき，∃{fn}n ⊆ K(X); f = f1 + ...+ fn, supp(fi) ⊆ Ui.また，f ≥ 0なら，各 fiも

, fi ≥ 0とできる．

定理 2.5. (Rieszの表現定理) X:LCH , I : X 上の positiveな汎関数とする．このとき，

∃!µ :ボレル測度かつ正則 ; ∀f ∈ K(X) , I(f) =

∫
fdµ (2.6)

今回はこれらの証明を追っていく予定である．

参考文献

1. 集合と位相,斎藤毅,東京大学出版会

2. Measure Theory,Donald L. Cohn,Birkhäuser(特に 7章)

*3 複素数上でも議論可能
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統計的パターン認識

宮本昌幸

2017年 3月

1 abstruct

近年，機械学習の分野は活発に研究がなされているが，一口に機械学習といっても様々なアプローチが存在

している. 本講演では，機械学習の基本的な手法の一つである，統計的パターン認識を扱う.統計的パターン認

識は機械学習の中でも，教師付き学習といわれる分野であり，画像・音声認識，医療診断，経済予測などに応

用されている. 統計的パターン認識は，大きく分けると，パラメータを用いたパラメトリック法，用いないノ

ンパラメトリック法があり，これらの具体例をいくつか紹介していくことを本講演の目的とする.

2 参考文献

参考文献

[1] 杉山 将，統計的機械学習 生成モデルに基づくパターン認識，オーム社，初版 (2009)

[2] 浜本 義彦，統計的パターン認識入門，森北出版株式会社，初版 (2009)

[3] 渡辺 澄夫，ベイズ統計の理論と方法，コロナ社，初版 (2012)
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Ҏ֎ڞ༗͠ͳ͍ͷͱ͠·͢ɻ͜ͷͱ͖ྫ͑άϥϑK5 ฏ໘ʹඳ͚·ͤΜ (ਤ 1)ɻඳ͜͏ͱ͢Δͱ

Ͳ͏ͯ͠Ͳ͔͜Ͱลಉ͕ަΘͬͯ͠·͍·͢ɻಉ༷ʹ K3,3 ͳΔάϥϑඳ͚·ͤΜ (άϥϑΛද͢ه߸

ʹ͍ͭͯߨԋͰઆ໌͠·͢)ɻ͢Δͱɺ͋ΔҙຯͰ͜ΕΒΛʮؚΉʯάϥϑฏ໘ʹඳ͚ͳ͍ͱΘ͔Γ·͢ɻ

ฏ໘ʹඳ͚ΔάϥϑΛฏ໘తάϥϑͱ͍͍·͕͢ɺ࣮ฏ໘తͰ͋Δ͜ͱͱɺK5ɺK3,3 Λʮؚ·ʯͳ͍͜ͱ

ಉʹͳΓ·͢ (ʮؚΉʯͷఆٛߨԋͰड़·͢ɻ෦άϥϑͱؚͯ͠Ήɺͱ͍͏ͷʹ͍ۙͰ͕͢ɺΑΓ

Ε·͢)ɻݺͱ೦ͰɺϚΠφʔͷ͍ؔ֓

ਤ 1 K5 : ฏ໘ʹඳ͚ͳ͍*1

R2 ্ʹඳࣸͰ͖Δͱ͍͏ੑ࣭ʹ্͍ͭͯهͷΑ͏ʹ͖Ε͍ͳಛ͚͕ͮ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Γ·͕ͨ͠ɺଞ

ͷੑ࣭ʹ͍ͭͯͲ͏Ͱ͠ΐ͏͔ɻྫ͑τʔϥε্ʹඳ͘ͱ͖Ͳ͏Ͱ͠ΐ͏ɻ࣮ɺฏ໘తͱ͍͏ͷΛؚ

∗ θϛࡕ (https://sites.google.com/site/ouvsemi/)
*1 ඳ͚ͯ͠·ͬͨͷަࠩ͢ΔลΛ্ԼʹͣΒ͔ͨ͠ΒͰ͢ɻ
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Ή͋Δछͷੑ࣭ৗʹ͜ͷΑ͏ͳಛ͚ͮΛͭ͜ͱ͕ࣔͤ·͢ɻ͢ͳΘͪ͋Δੑ࣭Λͭ͜ͱͱɺ͍͔ͭ͘

ͷ༗ݸݶͷάϥϑΛʮؚ·ʯͳ͍͜ͱ͕ಉͱͳΓ·͢ɻ͜ͷ࣮ࣄΛอূ͢Δͷ͕άϥϑɾϚΠφʔͷఆཧͰ

͢ɻάϥϑɾϚΠφʔͷఆཧࣗମূ໌͠Α͏ͱͨͬࢥΒຊ ճఆཧͷࠓͰ͢·ͳ͍͙Β͍Β͍͠ͷͰɺ1

༰ͱূ໌ͷงғ͚ͩؾͰઆ໌Ͱ͖ͨΒ͍͍ͱ͍ͯͬࢥ·͢ɻ

2 ԋͷྲྀΕߨ

͡Ίʹ୯७άϥϑͱɺͦΕʹؔ͢Δجຊ֓೦Λఆٛ͠ɺશάϥϑͳͲͷجຊతͳάϥϑΛಋೖ͠

·͢ɻͦͯ͠ϚΠφʔɺٴͼҐ૬తϚΠφʔͱݺΕΔάϥϑؒͷؔΛఆٛ͠ɺ؆୯ͳྫͰઆ໌͠·͢ɻલ

Ͱɺ͜͏ͨ͠ಋೖʹ͖ͮجɺฏ໘తάϥϑ͕ͲͷΑ͏ʹಛ͚ΒΕΔ͔ʹ͍ͭͯ͠ߟ·͢ɻײతʹ

ΓཱͭҐ૬زԿֶతͳ݁ՌΛआ༻ͭͭ͠ɺK5ɺK3,3 ͕ฏ໘తάϥϑͷʮࢭېϚΠφʔʯʹͳ͍ͬͯΔ͜

ͱΛࣔ͠·͢ɻ

݁ؼΛͭͭ͠ɺఆཧͷҙຯ͢Δͱ͜ΖͱɺͦͷߟάϥϑɾϚΠφʔͷఆཧʹҠΓ·͢ɻू߹తͳޙ

Λઆ໌͠·͢ɻޙ࠷ʹʹݶఆͨ͠ͷάϥϑɾϚΠφʔͷఆཧΛূ໌͠ɺʮथঢ়ղʯͱ͍͏֓೦ʹΑΓͦ

ͷ݁ՌΛҰൠͷάϥϑʹର֦ͯ͠ுͰ͖ͦ͏ͩɺͱ͍͏ͱ͜Ζ·Ͱͯ͠ऴΘΓʹ͍ͨ͠ͱ͍ࢥ·͢ɻ

ݙจߟ

[1] R. Diestel. άϥϑཧ. ؙળग़൛. 1997. [༁:্ࠜੜ, ଠా߂ࠀ]

[2] B. Bollobás. άϥϑཧೖ. ഓ෩ؗ. 1979. [༁:ࡈ౻৳ࣗ, ོؔ]
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Zorn の補題と選択公理 

神戸大学理学部数学科１回生 吉岡玲音 

２０１７年３月 

 

1 はじめに 

 Zorn の補題は数学上様々な場面で応用されるが、Zorn の補題と選択公理の同

値性の証明はなかなか手強く、最初から最後まで追ったことのない人も少なか

らずいると思う。実際、神戸大学数学科の１回生の授業では、Zorn の補題は紹

介にとどまった。集合論にあまり慣れていない１回生などを対象に、この証明を

行ってみたいと思う。 

 

2 講演内容 

 Zorn の補題と選択公理の同値性の証明をする。主に１回生が対象なので、な

るべく前提知識は少なくして、言葉の定義なども講演中に行いたいと思う。その

ため、幾つかの Lemma に関しては証明を省略することもあるが、できればレジ

ュメを用意するなどの対策を取りたいと思う。Zorn の補題と選択公理の同値性

の証明は、整列集合に関する命題と無関係に与えることもできるが、松坂に沿っ

て整列集合の命題を使って証明をする。 

 

３ 参考文献 

松坂和夫（1992）「集合・位相入門」岩波書店 

 


