
土 谷   隆  教授 

                                   Academic  Year 2017 (2017.4.1～2018.3.31) 

役  職：博士課程 公共政策プログラム・副ディレクター 

専門分野：統計数理・数理工学（オペレーションズ・リサーチ, 最適化, 統計科学等） 

学  位：博士（工学），東京大学（1991 年） 

略  歴：1983 年 東京大学工学部計数工学科卒業 

1986 年 東京大学大学院工学研究科計数工学専攻修了 

1986 年 統計数理研究所予測制御研究系助手  

1994 年 統計数理研究所予測制御研究系助教授 

2002 年 統計数理研究所予測制御研究系教授 

2004 年 統計数理研究所数理・推論研究系教授 

2008 年 総合研究大学院大学複合科学研究科統計科学専攻長（併任） 

2010 年 政策研究大学院大学政策研究科教授（現在に至る） 

 

１. 業 績（Ａ） 

（１） 雑誌論文（共 著） 

＊ Tomonari Kitahara and Takashi Tsuchiya: An extension of Chubanov's polynomial-time linear 

programming algorithm to second-order cone programming. Optimization Methods and 

Software, Vol.33 (2018), pp.1—25. (doi.org/10.1080/10556788.2017.1382495)（査読あり） 

（２） 学会発表 

＊ 土谷 隆最小二乗法と線形計画法－モデリング・数理・アルゴリズムを巡るささやかな

冒険－日本オペレーションズ･リサーチ学会 最適化の基盤とフロンティア研究部会

（招待講演）2017/5/14, 筑波大学（茨城県）． 

＊ Bruno F. Lourenço, Tomonari Kitahara, Masakazu Muramatsu and Takashi Tsuchiya: An 

Extension of Chubanov’s Algorithm to Symmetric Cones. SIAM Conference on Optimization,  

2017/5/24, Sheraton Vancouver Wall Centre (Canada). 

＊ Masakazu Muramatsu, Bruno F. Lourenço and Takashi Tsuchiya: Partial Polyhedrality and Facial 

Reduction, SIAM Conference on Optimization, 2017/5/24, Sheraton Vancouver Wall Centre 

(Canada). 

＊ Takashi Tsuchiya and Tomonari Kitahara: An Extension of Chubanov’s Polynomial-time 

Algorithm for Linear Programming to Second-order Cone Programming. SIAM Conference on 

Optimization, 2017/5/24, Sheraton Vancouver Wall Centre (Canada). 

＊ ブルノ F. ロウレンソ, 北原知就, 村松正和, 土谷隆:同次対称錐計画問題の内点許容解

を求める新しいアルゴリズム, 数理最適化の発展：モデル化とアルゴリズム, 2017/8/25, 

京都大学数理解析研究所. 

＊ 杉本 淳, 井川 博, 荒川 俊也, 土谷 隆: 地方自治体の長期的公共インフラ管理政策立

案と OR 的手法の活用についての考察 - 愛知県の橋梁管理を例として -「都市の OR」

ワークショップ, 2017/12/10, 南山大学. 

＊ 杉本 淳, 井川 博, 荒川 俊也, 土谷 隆: 地方自治体の長期的公共インフラ管理政策立

案と OR 的手法による評価 ―愛知県の橋梁管理を例として―. 日本オペレーションズ･



リサーチ学会春季研究発表会, 2018/3/15, 東海大学高輪校舎. 

＊ ブルノ F. ロウレンソ, 村松正和, 土谷隆:半正定値計画問題に対する双対定理再訪 --- 

主双対弱実行可能半正定値計画問題にはほとんど確実に双対ギャップが存在する ---. 

最適化：モデリングとアルゴリズム, 2018/3/28, 政策研究大学院大学. 

 

２. 助成金等による研究 

＊ 科研費 基盤研究（B）15H02968「凸錐上の線形計画法の深化と数理モデリングの新展

開」2015–2017 年度（研究代表者） 

 

３. 教 育 

（１） 講 義 

＊ Operations Research  (Spring) 

＊ Statistics  (Spring) 

＊ 計画と評価の数理（春学期） 

＊ 計量データ解析法（春学期） 

＊ 数理モデル分析演習（秋学期） 

＊ Quantitative Social Systems Analysis（Spring） 

＊ Quantitative Data Analysis（Fall） 

（２） 論文指導 

＊ Two-year Master's Program of Public Policy (MP2)：修士課程 1 名（主指導） 

＊ Policy Analysis Program (Ph.D.)：博士課程 1 名（副指導） 

 

４. 管理・運営への関与 

（１） 委員会 

＊ 政策研究センター運営調査会 

＊ ハラスメント相談員 

＊ 図書館運営委員会 

（２） プログラム・コミティー 

＊ 博士課程 公共政策プログラム・コミティー 

＊ 修士課程 公共政策プログラム・コミティー（地域政策／医療政策／農業政策／地域振

興・金融コース） 

＊ One-year /Two-year Master’s Program of Public Policy (MP2) Committee 

（３） その他 

＊ 博士課程 公共政策プログラム・副ディレクター 

＊ 政策研究センターリサーチ・プロジェクト「政策科学における数理モデルの役割とモデ

リング」リーダー 

＊ 図書選定（総合政策グループ） 

 

６．社会的貢献（Ａ） 

（１） 他大学・研究所等における活動 

＊ 統計数理研究所客員教授 



＊ 東京大学工学部非常勤講師（担当科目：数理計画法） 

（２） 企業，財団法人等における活動 

＊ JST CREST 数学領域領域アドバイザー 

＊ JST さきがけ 数学領域領域アドバイザー 

（３） 学会等における活動 

＊ Optimization Methods and Software Senior Editor 

＊ Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics Associate Editor 

＊ 日本応用数理学会副会長 

＊ Mathematical Optimization Society ICCOPT Steering Committee member 

 

 


