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リサーチ・プロジェクトの目的

Mathematical Models and Political Science
政策科学における数理モデルの役割とモデリング

ビッグデータの時代を迎え、それらの政策立案・検証への活用は喫緊の課題である。データを活用する上で重要な
役割を果たすのが(数理)モデルである。本研究は2つの側面からなる。一つは、社会的存在としてのモデルの諸側
面を追求すること、そして、もう一つは、新しいモデルやそれに関連する数理・アルゴリズムを追求することである。
現在、統計モデル、経済モデル、天気予報モデル、災害シミュレーションモデル、パターン認識モデル等、多くのモ
デルが活用されつつある。
　例えば、津波シミュレーションや災害時の人間の動き等、モデルによる解析結果等が尤もらしく動画等で表現され
ることが多く、それだけに結果を信じてしまいがちであるが、仮想現実と、実際を反映するモデルとの間は紙一重で
あり、その境界についてはモデリングの過程にまで立ち入って慎重な吟味が求められよう。また、行政判断にモデル
による解析結果を用いる場合に、どのようにしてそれを行うべきであるかという問題は、将来的にはますます重要と
なってくるであろう。このように、実社会で用いられるモデルの態様について、検討を行い、政策提言に繋げていくこ
とが、本研究の目的の一つである。
　本研究のもう一つの目的は、実問題のモデリングを行い、モデルの数理的側面の解析やモデルを解くアルゴリズム
を深化させることである。モデルを扱う数理やアルゴリズムが発展することで、より柔軟なモデリングが実現できる。特
に、電力需要や農業への確率計画法の適用とそれを意識した統計モデルの開発、悪条件の凸錐上の線形計画問
題に対する正則化法や海洋データ同化にまつわる大規模問題の解法，整数計画による人員配置問題、最適補修
計画等の問題に取り組む。
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研究成果の概要(800字以内):

研究成果:
別紙((成果報告書(研究成果一覧))に記入

その他、研究成果として特記すべき事項:

(適宜拡大)

テクニカルレポート：
Lourenco, F. Bruno, Masakazu Muramatsu, and Takashi Tsuchiya: Solving SDP Completely with an Interior-point 
Oracale. (Available from Optimization-online and arXiv, June 2015)
Lourence F. Bruno, Masakazu Muramatsu and Takashi Tsuchiya: Facial Reduction and Partial Polyhedrality. 
(Available from Optimization-online and arXiv, November 2015)

本研究は，モデルに関する実践的研究，モデリングのための基礎数理的研究，そしてモデリングの役割に関する研
究からなる．まず，モデルに関する実践的研究については，電力需給構造の解析，そしてパラグアイの大豆生産と
気候条件の関係を解析した．電力需給構造の解析については，従来より東京電力管内や関西電力管内での解析
を行い，震災以来の節電傾向を簡単な統計モデルによって示してきたが，新電力や自家発電の増減による構造変
化の影響をより精密に検討し,  それらの影響は大きくないことを示した．また，パラグアイの大豆の生産量と気候条
件の関係を解析した結果，平均日降雨量7mm程度の時に収量が最大となり，その前後で収量は直線的に減少する
ことが明らかとなった．この結果は，灌漑政策の策定に有用であると期待される．解析の際には世界的な気候データ
ベースである Climate Research Unit からのデータとパラグアイ農業気象庁からのデータを比較検討し，両者が必ず
しも整合性を持たないことを見出した．このようなデータベース間の不整合はビッグデータ解析の問題点となりうると
考えられる．次に，モデリングのための基礎数理的研究については，悪条件の２次錐計画問題や半正定値計画問
題の構造について解析を行い任意の半正定値計画問題が正則な半正定値計画問題のみを繰り返し解くことによっ
て完全に解けることを証明し，また，悪条件の問題に対する面縮小法を多面体的構造を生かす手法を開発した．内
点法のための前処理付き共役勾配法の開発も行った．最後に，モデリングの役割について予備的検討をすすめ
た．天気予報モデル，医学に用いられるモデル等が，再現実験が困難な複雑な現象を扱っているにも拘わらず的
中率や平均寿命という評価関数において，特に成功していることに着目し，来年度は複雑な現象に対するモデルの
あり方をさらに深めて議論する予定である．
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研究成果一覧:
(発表予定を含む。但し、投稿中、投稿準備中は除く。別紙一覧でも可。)

(必要に応じて適宜追加)

4 件 うち、査読付き 3 件

著者 標題 雑誌名
/所収図書の編者・図書名・出版者等

巻・号
/章・節

発行年 開始
ページ

終了
ページ

査読
(有=1)

1 Lourenco F. 
Bruno,  Masakazu 
Muramatsu and 
Takashi Tsuchiya

Weak infeasibility in second-order cone 
programming.

Optimization Letters, DOI:10.1007/s11590-
015-0982-4

2015 - 1

2 Lourenco F. 
Bruno,  Masakazu 
Muramatsu and 
Takashi Tsuchiya

A structural geometrical analysis of weakly 
infeasible SDPs

Journal of Japan Operations Research 
Society, To appear

2016 - 1

3 小原敦美, 土谷隆 正定値行列の情報幾何(1) 岩波データサイエンス 第2巻 2016 130 - 140

4 徳永拓真，田中
勇真，小林隆文，
沓水佑樹，池上
敦子

 非正社員を主力とするスタッフスケジューリングに
おけるモデル化と支援システムの構築

情報処理学会論文誌:数理モデル化と応用 第8巻 2015 57 - 65 1
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論文（（学術雑誌（総合雑誌（文藝春秋、中央公論、世界）を含む。）等掲載）
※査読付きのものは、査読欄に「１」を入れてください
※共著論文の場合には、ご自身の名前の下にアンダーラインを引いてください

図書:
※共著の場合にはご自身の名前の下にアンダーラインを引いてください
※書籍の一部分のみを執筆した場合には論文の区分に含めてください。

口頭報告・学会発表等:
※査読付きの学会論文集は、論文の区分で報告してください。査読なしの学会論文集は、学会発表の区分で報告してください。
※招待講演については、学会等名の後に（招待講演）と明記してください。
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