ᵐᵎᵐᵐ

Ⴘųഏ
ǻȳǿȸᧈȡȃǻȸǸȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ



//&5Ʒᚨᇌྸࣞ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ



//&5Ʒཎᑥ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ



ᏋȗȭǰȩȠ˳ኒᲢᢿᧉƷኰʼᲣȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ



Šᗡȷ̬ᨖᢿᧉƴƭƍƯȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ



ŠȢȇȪȳǰᢿᧉƴƭƍƯȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ŠȇȸǿᅹܖᢿᧉƴƭƍƯȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ܖᢿᏋƱŴܖٻᨈҦٟࢸᛢᆉȗȭǰȩȠȷᅈ˟ʴᏋ
ŠܖᢿᏋȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ŠܖٻᨈҦٟࢸᛢᆉȗȭǰȩȠȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
Šᅈ˟ʴᏋȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
Ճኰʼȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ኵጢȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
ᡲઃңщೞ᧙ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 
//&5Ʒѣ ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ 

ǻȳǿȸᧈȡȃǻȸǸ
ܖٻ᧵ٻƸžૠྸȷȇȸǿᅹܖſƷέᬝᎍưƢŵᏋᄂᆮƴƓƚǔૠྸᅹܖȷ
ȇȸǿᅹܖƷᙲࣱǛଔŷƴਦઇƠᲦૠྸȷȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮǻȳǿȸ
//&5 ǛᚨፗƠƨƷƕ  ࠰  உưƠƨŵ//&5 Ƹ
žᗡȷ̬ᨖſ
žૠ
ྸȢȇȫſ
žȇȸǿᅹܖſƷᲭƭƷиȗȭǰȩȠǛμܖƷܖٻᨈဃƴӼƚƯ
ᜒƠǇƠƨ CŵƦƷࢸᲦ ࠰ࡇƴ૨ᢿᅹܖႾƸσᡫሊᛢ᫆ƱƠƯžૠ
ྸӏƼȇȸǿǵǤǨȳǹƴ̞ǔᏋࢍ҄ſǛƪЈƠᲦ ࠰ƴƸᲦᬍ
Ⴛܫᢶƕɶ࣎ƴƳǓ᳃ဦ  ǛጻǊǇƠƨŵ᳃ဦ  ưƸᲦ
žૠྸȷȇȸǿǵǤǨȳǹȷ᳃ſƴƭƍƯᲦ૨ྸǛբǘƣᲦƢǂƯƷܖٻȷ
᭗ݦဃᲢኖ  ɢʴҡ  ࠰ᲣƕИኢȬșȫƷᏡщǛ፼ࢽƢǔƜƱᲦܖٻȷ
᭗ݦဃᲢኖ  ɢʴҡ  ࠰ᲣƕᐯǒƷᧉݦЎǁƷࣖဇؕᄽщǛ፼ࢽƢǔƜƱƕਫ਼ƛǒǕǇƠƨŵ
ƜƏƍƬƨࡅƷ૾ᤆƸᲦܖٻ᧵ٻƷžૠྸȷȇȸǿᅹܖſƕȢȇȫƱƳǓᲦ᳃ƷਘٻƴХ
ນƞǕᲦμƷܖٻƱ᭗ሁܖᧉݦఄƴ࠼ƛǒǕƨƱᚕƑǔưƠǐƏŵ
ૠྸȷȇȸǿȷ᳃ƱƸ˴Ɣ
žᐯƱƍƏ͝ٻƳཋƸૠܖƷᚕᓶưƔǕƯƍǔſƱƍƏǬȪȬǪȷǬȪȬǤƷᚕᓶƸ
ƋǇǓƴஊӸưƢŵᐯܖǛૠܖưᚡᡓƢǔƱƍƏૠྸȢȇȫƷ١ٻƳᚾǈƸٶƘƷЎƴƓ
ƍƯыƠᲦǬȪȬǪƕဃƖƨ  ɭኔƔǒ 5QEKGV[ ǛႸਦƢ  ɭኔƴƔƚƯɭမƸɟ
٭ƠǇƠƨŵૠྸȢȇȫƸኽௐƷɟᑍ҄ᲢϋǍٳᲣƴǋࢍǈƕƋǓǇƢ DŵƠƔƠᲦᐯ
ܖƴᨂƬƯǋૠܖưƦƷƢǂƯǛᚡᡓưƖǔǘƚưƸƋǓǇƤǜŵƨƱƑƹᲦଐƕឪƜǔଐ
Ƹ˴࠰ǋЭƔǒʖยưƖƯǋᲦƦƷଐƷͅټǛ࢘ƯǔƜƱƸᩊưᲦଐƕᩏƴᨨǕƯᙸƑ
ƳƍƜƱƕƋǓǇƢŵૠܖᲦཎƴᚐௌܖƸྵᝋƷྸᚐȷᚡᡓǍʖยȷСࣂƴಊǊƯஊဇƩƚǕ
ƲǋᲦૠܖƷ૾ᆉࡸưᚡᡓƠƴƘƍྵᝋƕƋǔƷǋʙܱưƢŵƦƜưᲦȇȸǿᅹܖȷወᚘܖƷ
ЈဪƱƳǓǇƢŵૠྸȢȇȫǄƲᏑྸᛯƸƠƬƔǓƱƠƯƍƳƍƔǋƠǕǇƤǜƕᲦྵᝋƷ
ƍƘƭƔƷࣱឋƴؕƮƍƯǷȳȗȫƳወᚘȢȇȫǛನሰƠᲦȇȸǿƔǒƦƷወᚘȢȇȫǛોᑣ
ƠƯƍƘᲢȇȸǿƔǒܖƿᲣƜƱưྵܱǛྸᚐƠᲦƦƷࣖဇƱƠƯʖยǍСࣂƕӧᏡƱƳǓǇƢŵ
ǤȳǿȸȍȃȈƷႆޒᲦȇȸǿǛǭȣȃȁƢǔǻȳǵȸǍᛡǋƕǢǯǻǹưƖǔȇȸǿșȸǹ
ƷႆᲦǇƨᲦ2% ƷᏡщƕӼɥƠƨƜƱưᲦƞǇƟǇƳወᚘȢȇȫǛನሰȷਖ਼ܭưƖǔǑƏ
ƴƳǓǇƠƨŵƜǕǒƷႆޒƸ᳃Ʒਘٻȷ୍ӏƴǋƭƳƕƬƯƍƖǇƢŵǇƨᲦȇȸǿᅹܖȷ
ወᚘܖƴƸྵˊʴƷȪȆȩǷȸƱᚕƑǔžȇȸǿǛᚇǔ૾ඥſƱƍƏᙲእǋƋǓǇƢŵ
᳃Ტೞܖ፼ᲣƸᲦወᚘȢȇȫˌɥƴʙЭƷऴإᲢȢȇȫᲣǛ࣏ᙲƱƤƣᲦྵᝋƷࣱឋǛ
ٻƷȇȸǿƔǒൽǈӕƬƯƍƖǇƢŵƦǕǏƑᲦʙЭƴȢȇȫ҄ƠᩊƍᲢૠࡸưᘙྵƠᩊƍᲣ
᩼ዴ࢟ƷᙐᩃƳ᧙̞ǛᚡᡓƠǍƢƍƱƍƏཎࣉƕƋǓǇƢŵ
ƜƷǑƏƴᲦૠྸȷȇȸǿȷ᳃ƱƍƏɳƼƸᲦπྸƱᚕƑǔᇹɟҾྸƕƋǓૠܖƷ૾ᆉࡸ
ƕ̅ƑǔЎƔǒʙЭƷऴإᲢȢȇȫᲣƕ̅ƑƳƍЎǇưǛɟΨႎƴɳǂƨǋƷƱᙸǔƜƱ
ƕưƖƦƏưƢŵᄂᆮƷИưኧႎƳെ᨞ƷᄂᆮƸ᳃ȷȇȸǿᅹܖႎƳǢȗȭȸȁƔǒڼ
ǇǔƔǋƠǕǇƤǜƕᲦܖբƷᡶഩƴǑǓྵᝋƷᚐଢƕᡶǜưƍƚƹஇኳႎƴૠܖưᚡᡓưƖ
ǔȬșȫƴПᢋưƖǔǋƷǋЈƯƘǔưƠǐƏŵႏƞǜƕݦૌƢǔᄂᆮЎƷᄂᆮ૾ඥ
OGVJQFQNQI[ ƸᲦƜƷɟഏΨ᠆ƷƲƷƋƨǓƴˮፗƢǔưƠǐƏƔŵƦƜǛɶ࣎ƴᲦǋƠᲦ
ᄂᆮ૾ඥƷǹǳȸȗǛݲƠưǋ࠼ƛǔƜƱƕưƖǕƹᲦƋƳƨƷᄂᆮƴૼƨƳעƕ࠼ƕǓǇ
ƤǜƔŵ
ٶƘƷܖٻưૠྸȷȇȸǿȷ᳃ƸКŷƷᢿޅưᏋᄂᆮƞǕƯƍǇƢŵ//&5 ƸᲦƦǕǒ
ƷǤȳǿȸȕǧǤǹƱƳǓᲦૠྸȷȇȸǿȷ᳃Ʒ᧓Ʒऴإʩ੭ǛǹȠȸǺƴƢǔƜƱƴǑƬ
ƯƜǕǒƷЎƷྸᛯႎȷࣖဇႎƳႆޒǛǓǇƢŵǇƨᲦႏƞǜƷᄂᆮ૾ඥᛯǛȪȃȁƴƢ
ǔƜƱǛᡫƠƯᗡӳᄂᆮǛࣱ҄ƞƤᲦܖٻ᧵ٻƷᄂᆮщȷᏋщƷӼɥǛႸਦƠǇƢŵ
 ࠰ உ
ܖٻ᧵ٻųૠྸȷȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮǻȳǿȸ
ǻȳǿȸᧈųųᘽ
ܖٻᨈиݦૌȗȭǰȩȠưƋǔžᗡȷ̬ᨖſƸഭӪƕƋǓᲦ//&5 ƷЭ៲ưƋǔᗡȷ̬ᨖᏋᄂᆮǻȳǿȸᚨፗƱӷƴ 
࠰ࡇƴᜒƞǕƨŵૠܖƱኺฎܖƷ૨ྸᗡӳǛφྵƠƨȗȭǰȩȠŵ
D
ૠྸȢȇȫƴǑǔྵᝋƷᚡᡓƕыƢǔƨǊƴƸ᭗ࡇƳᄂᆮƷᆢǈƶƕ࣏ᙲưƋǔŵ
C
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//&5 Ʒᚨᇌྸࣞ
ųૠྸȢȇȪȳǰȷȇȸǿᅹܖ২ᘐƴǑǓᲦૼƨƳǤȎșȸǷȧȳоЈǛӧᏡƴƢǔЎ್
ૺᏋȗȭǰȩȠƷႆǛႸਦƠǇƢ
ųᗡᲦܤμᲦؾᲦ්ᡫᲦҔၲƳƲƷᙐᩃǷǹȆȠƸᅈ˟Ʒᐱǔƴٶૠנ܍ƠᲦƦƷ࢟७Ǜ
ᙹٻ҄Ღٶಮ҄ƞƤƯƍǇƢŵƜƷǑƏƳᙐᩃǷǹȆȠǛᚐௌƢǔƨǊƴᲦࢼஹƷᅹܖ২ᘐƴ
ьƑƯᲦૠྸȢȇȪȳǰǍȓȃǰȇȸǿᚐௌƕௐƨƢǂƖࢫлƕٻƖƘƳƬƯƍǇƢŵཎƴᲦᡈ
࠰Ʒȇȸǿᚐௌ২ᘐƷٶಮ҄ȷ᭗ࡇ҄ƴǑǓᲦૠྸᅹܖƱȇȸǿᅹܖƱƍƏᅹܖƷ૾ඥᛯƱܱឋ
ᅹܖƷᗡӳᏋƕᙲᙻƞǕƯƍǇƢŵૠྸȢȇȪȳǰƱƸᲦᙐᩃƳྵᝋƷᚐଢǍᛢ᫆ᚐൿƢǔ
ƨǊƷૠྸȢȇȫǍૠྸඥƷႆǛႸႎƱƠƨૠྸᅹܖưƋǓᲦྵˊᅈ˟ƴƓƚǔᜂբ᫆Ǜ
ᚐൿƢǔƨǊƴƸᲦɧӧഎƳᅹܖȷ২ᘐƷؕႴƴƳƬƯƍǇƢŵɟ૾ᲦȇȸǿᅹܖƱƸᲦᙹٻȷ
ٻȇȸǿ
ᲢȓȃǰȇȸǿᲣ
ǛဇƠƨᲦᄂᆮǍ২ᘐȷǵȸȓǹႆƷƨǊƷᅹܖႎ૾ඥᛯưƋ
ǓᲦ᪃ૼႎƳૼငಅȷૼǵȸȓǹƷоЈƱμငಅƷᧈǛ̟ᡶƢǔᅈ˟ǛܱྵƢǔૼƨƳ૾ඥᛯ
ƱƠƯදႸƞǕƯƍǇƢŵ
ųᡈ࠰Ʒٶಮ҄ȷ᭗ࡇ҄ƞǕƨȇȸǿᚐௌƴࣖݣƢǔƨǊᲦƜǕǇưƷҔܖᲦऴإᲦኺฎƳƲӲ
ЎƴƓƚǔȇȸǿЎௌƱƸီƳǔᲦᙹٻᙐᩃǷȟȥȬȸǷȧȳǍૠྸȷȇȸǿᅹܖƴƓƚǔ
இέᇢƷ২ᘐǛᬝ̅ưƖǔૠྸʴᲢૠྸᅹܖႎƳ࣬ᎋщǛਤƭʴᲣǍȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹ
ȈᲢȇȸǿᅹܖǹǭȫǛਤƭʴᲣƕࢍƘஓǇǕƯƍǇƢŵƞǒƴ˖ಅƷ࣯ᡮƳᨥ҄ƸᲦૠྸȷ
ȇȸǿᅹܖǛᧉݦƱƢǔǰȭȸȐȫʴᲢᨥ҄ƴᢘဇưƖǔʴᲣƷٻɧឱǛਔƖᲦƦƷᏋ
ǛܱྵƢǔƨǊƷૠྸȷȇȸǿᅹܖƷ˳ኒႎƳᏋȗȭǰȩȠƷನሰƕտዬƷᛢ᫆ƱƳƬƯ
ƍǇƢŵ
ųܖٻ᧵ٻưƸᲦᗡȷ̬ᨖᏋᄂᆮǻȳǿȸᲢ%5(+ᲣƷኵጢǛϐዻƠᲦᏋᄂᆮೞᏡࢍ҄
ǛǓᲦᗡȷ̬ᨖૠྸǍૠྸȢȇȫᲦȇȸǿᅹܖǛ˳ኒႎƴ፼ࢽưƖǔέᬝႎᏋȗȭǰȩȠ
ƷႆǛᡫơƯᲦഏɭˊૠྸȷȇȸǿᅹܖǰȭȸȐȫʴǛƢǔƜƱǛႸႎƱƠƯᲦૠྸȷ
ȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮǻȳǿȸᲢ//&5ᲣǛᚨᇌƍƨƠǇƠƨŵ//&5 ưƸᙐᩃǷǹȆȠưƭƳ
ƕǔ  ƭƷЎǛᗡӳƠᲦ K ᙐᩃǷǹȆȠƷˊᘙ̊ưƋǔᗡኺฎǷǹȆȠǛᄂᆮݣᝋƱƢǔ
ž
 ᗡȷ̬ᨖᢿᧉᲢ&KXKUKQPQH(KPCPEGCPF+PUWTCPEGᲦǇƨƸᲦ&(+ᲣſᲦ KK ᙐᩃǷǹȆȠ
ƷᚐଢȷȢȇȫನሰƦƠƯᙐᩃǷǹȆȠƕஊƢǔᆔŷƷբ᫆ƷᚐൿǛႸਦƢžȢȇȪȳǰᢿᧉ
Ტ
 &KXKUKQPQH/CVJGOCVKECN/QFGNKPIᲦǇƨƸᲦ&//Უ
ſᲦ KKK  ᙐᩃǷǹȆȠƔǒᔛᆢƞǕǔ
ᙹٻȷٻȇȸǿᲢȓȃǰȇȸǿᲣǛᚐௌƠᄂᆮȷ২ᘐȷǵȸȓǹႆǁƷဇǛႸਦƢžȇ
ȸǿᅹܖᢿᧉᲢ&KXKUKQPQH&CVC5EKGPEGᲦǇƨƸᲦ&&5Უ
ſƷ  ᢿᧉǛኵጢƠǇƠƨŵ
ų//&5 ưƸᲦഏƷᏋႸǛਫ਼ƛᲦዒዓႎƳૠྸȷȇȸǿᅹܖǰȭȸȐȫʴƷᏋǛᡫơ
ƯᲦᅈ˟ƴᝡྂƠƯƍƖƨƍƱᎋƑƯƍǇƢŵ
●ų

ᗡȷ̬ᨖૠྸǛᬝ̅ƠƯᲦഏɭˊᗡȷ̬ᨖಅမƷȪȸȀȸƱƳǔʴǛᏋƠǇƢŵ

●ų

ૠྸȷȇȸǿᅹܖǛ፼ࢽƠᲦ᪸؏ᄂᆮᎍƱǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛӧᏡƴƢǔჷᜤƱᏡщǛͳ

ųųƑᲦЎ್ૺƷᗡӳᄂᆮȷႆƕưƖǔʴǛᏋƠǇƢŵ
●ų

ᨥᇤʗщǛͳƑᲦૠྸȷȇȸǿᅹܖ২ᘐǤȎșȸǷȧȳǛܱោưƖǔʴǛᏋƠǇƢŵ
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//&5 Ʒཎᑥ
ܖٻ᧵ٻƷᲮᄂᆮᅹƱܱѦမƷңщƷɦᲦܖᨥᗡӳᏋȗȭǰȩȠǛ੩̓ƠᲦ᭗ࡇƳૠ
ྸȢȇȪȳǰǍȇȸǿᅹܖǛᬝ̅Ơᛢ᫆ᚐൿƴਪǉǰȭȸȐȫʴᲢᨥ҄ƴᢘࣖưƖǔʴ
ᲣǛᏋƠǇƢ
ųૠྸȷȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮǻȳǿȸᲢ//&5ᲣƸᲦܖٻ᧵ٻƴޓƢǔᄂᆮᎍƕᧉݦЎǛ
ឭƑƯңƠᲦᙐӳܖᨥႎƳᚇໜƔǒᐯᅹܖᲦ২ᘐᎍᏋǛȐȩȳǹǑƘᘍƏᏋਗໜƱƠƯ
ೞᏡƷΪܱǛƬƯƍǇƢŵЭ៲ưƋǔᗡȷ̬ᨖᏋᄂᆮǻȳǿȸᲢ%5(+ᲣǛࡽƖዒƗᲦྸ
ܖȷؕᄽܖȷऴإᅹܖȷኺฎܖƴǇƨƕƬƨዮӳႎƳᏋ˳СǛኵǈᲦૼƨƳᏋǷǹȆȠǛ
ನሰƠƯᲦྵᘍǫȪǭȥȩȠƱƸီƳƬƨૼƨƳܖᨥᗡӳᏋȗȭǰȩȠƱᲦƦƜư̅ဇƞǕ
ǔǛႆƠƯƍǇƢŵ
//&5 ƷཎᑥƱƠƯᲦ%5(+ ƕݣᝋƱƠƯƖƨᗡȷ̬ᨖЎƴьƑᲦᐯᅹܖȷܖȷᅈ˟
ᅹܖȷʴ᧓ᅹܖȷဃԡᅹܖȷҔܖᄂᆮưƷૠྸȷȇȸǿᅹܖЎǛᙻƴλǕƯƍǔໜƕƋƛǒ
ǕǇƢŵૠྸȷȇȸǿᅹܖƸʻࢸƷᅹܖȷ২ᘐᡶഩƷᦆƱƳǔஇǋᙲƳᄂᆮǤȳȕȩƷɟƭư
ƋǓᲦૠྸȷȇȸǿᅹܖƷᅹܖ২ᘐǛʼƠƯᲦᙐૠƷᄂᆮЎǛƭƳƛǔјௐƕƋǓǇƢŵ
//&5 ưƸᲦૠྸᅹܖᲦȇȸǿᅹܖƴƓƚǔЎ್ૺؕᄽྸᛯƴؕƮƘჷᜤǍ২ᘐǛ˳ኒ
ႎƴ፼ࢽƢǔƨǊƷȗȭǰȩȠžૠྸȢȇȫſ
Ღ
žȇȸǿᅹܖſǛᚨƠᲦƦƜưဃƢǔᏋј
ௐǛᲦƜǕǇưٶƘƷʴǛᏋƠƯƖƨ૨ྸᗡӳƷᏋȗȭǰȩȠžᗡȷ̬ᨖſƴȕǣȸ
ȉȐȃǯƠƯƍƘᚘဒưƢŵ੩̓ƞǕǔᲭƭƷᏋȗȭǰȩȠƸᲦឬ᪸؏иݦૌȗȭǰȩȠ፭
ƱƠƯᲦޟٶƴǘƨǔᧉݦЎƷܖဃƕӖᜒݣᝋƱƳǓǇƢŵӖᜒᎍƸᲦਁᝋࡇƷ᭗ƍ૾ඥᛯǛ
፼ࢽƠᲦ᪸؏ᄂᆮᎍƱǳȟȥȋǱȸǷȧȳưƖǔჷᜤƱᏡщǛͳƑǔƜƱƕưƖǇƢŵ
ǇƨᲦᒍᛖᜒ፯ƴǑǔᨥᡫဇࣱǛͳƑƨǰȭȸȐȫ҄ƴᢘࣖưƖǔʴƷᏋᲦƞǒƴᲦٻ
ᙹᙐᩃǷȟȥȬȸǷȧȳǍȓȃǰȇȸǿᚐௌƳƲᲦұщǛƢǔܱោᏋƴӕኵǈǇ
ƢŵݣᝋƱƢǔЎƕܱѦမƱǋ݅ƴ᧙ǘǔƨǊᲦܱѦܼՃǛьƑᲦܱѦႎᏋǋᏋȗȭ
ǰȩȠƷɶƴኵǈᡂǜưƍǇƢŵ
ɭမ−⇿∑↝Ꮛ⇽∓⇖∏∆
ኺฎܖᄂᆮᅹ

ؕᄽܖᄂᆮᅹ
ᗡȷૠྸȢȇȫȷȇȸǿᅹܖƴ᧙
Ƣǔ᭗ࡇᅹܖ২ᘐ

ਔǁƍՃ
᩼ࠝѮᜒࠖ

ૠྸȷȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮ
ǻȳǿȸᲢ//&5Უ

ܖᄂᆮᅹ

ܱោᏋ
ȷᙹٻᙐᩃǷȟȥȬȸǷȧȳ২ᘐ
ȷૠྸȢȇȪȳǰ
ȷȓȃǰȇȸǿᚐௌ
ᒍᛖᜒ፯ƴǑǔǰȭȸȐȫᏋ

ऴإᅹܖᄂᆮᅹ

ྸܖᄂᆮᅹ

ɭမȬșȫƷέᇢᗡȷ̬ᨖૠྸ২ᘐǍέᡶૠྸȷȇȸǿᅹܖ২ᘐǛᬝ̅ƠƯᲦ
Ў್ૺƷᗡӳᄂᆮȷႆƕưƖǔǰȭȸȐȫʴǛᏋ
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ܱѦܼՃƴǑǔܱѦႎᏋ

ᏋȗȭǰȩȠ˳ኒᲢᲭᢿᧉƷኰʼᲣ
//&5 ƷᏋȗȭǰȩȠưƸᲦ ƭƷᢿᧉƝƱƴܖٻᨈиݦૌȗȭǰȩȠᲦǇƨƸᲦٻ
ܖᨈሁ᭗ࡇиȗȭǰȩȠƷᚨȷᢃփǛᘍƍᲦᙐӳ᪸؏ᏋǛᘍƬƯƍǇƢ

ų//&5 Ƹ  ƭƷᢿᧉƔǒನƞǕᲦӲᢿᧉƷᏋႎࢫлƸഏƷƱƓǓƱƳǓǇƢŵ
 ᗡȷ̬ᨖᢿᧉᲢ&KXKUKQPQH(KPCPEGCPF+PUWTCPEGᲦǇƨƸᲦ&(+Უ
ƜǕǇư %5(+ ƕਃƬƯƖƨૠྸȕǡǤȊȳǹȷᗡܖȷ̬ᨖૠྸǛఋƱƠƨ૨ྸᗡӳᏋ
ǛࡽƖዒƗǇƢŵ᭗ࡇƴᙐᩃ҄ƠᨥႎƴǋႻʝƴٻƖƘ᧙ᡲƠӳƏᗡȷ̬ᨖƷЎƴƓƚǔ
ǹȚǷȣȪǹȈᲢᗡȷ̬ᨖǹȚǷȣȪǹȈᲦǇƨƸᲦᗡȷ̬ᨖʴᲣǛዒዓႎƴᏋƠǇƢŵ
ܖٻᨈиݦૌȗȭǰȩȠžᗡȷ̬ᨖſƷᢃփǛᘍƍᲦᗡȷ̬ᨖૠྸƓǑƼૠྸȕǡǤȊȳǹ
ƴ᧙ƢǔᏋᄂᆮǛਃƍᲦᙐӳ᪸؏ႎƳᜒ፯Ǜ੩̓ƠǇƢŵ
 ȢȇȪȳǰᢿᧉᲢ&KXKUKQPQH/CVJGOCVKECN/QFGNKPIᲦǇƨƸᲦ&//Უ
ųᙐᩃǷǹȆȠǛૠྸȢȇȫƱƠƯᚡᡓƠᲦբ᫆ᚐൿǁƱݰƘᏡщǛƏᏋȗȭǰȩȠǛ੩
̓ƠǇƢŵᐯᅹܖᲦܖᲦҔܖƳƲƷᜂբ᫆ǛᲦྵᝋƱҾྸƴؕƮƍƯૠྸႎƴ҄ࡸܭƠᲦբ
᫆ᚐൿưƖǔʴᲢૠྸʴᲣǛᏋƠǇƢŵʻ࠰ࡇƔǒܖٻᨈሁ᭗ࡇиȗȭǰȩȠžૠྸȢȇ
ȫſƷᚨȷᢃփᲦૠྸȢȇȫƴ᧙ƢǔᏋᄂᆮǛᘍƍᲦέᇢૠྸȢȇȪȳǰǍέᡶǷǹȆȠૠ
ྸȢȇȪȳǰƴ᧙Ƣǔᜒ፯Ǜ੩̓ƠǇƢŵ
 ȇȸǿᅹܖᢿᧉᲢ&KXKUKQPQH&CVC5EKGPEGᲦǇƨƸᲦ&&5Უ
ųȓȃǰȇȸǿƷМဇǍɧᄩࣱܱǁƷݣϼᲦƓǑƼǨȓȇȳǹƴؕƮƘᅹܖႎ૾ඥᛯǛ፼ࢽ
ƢǔᏋȗȭǰȩȠǛ੩̓ƠǇƢŵወᚘܖȷȗȭǰȩȟȳǰȷᙹٻǷȟȥȬȸǷȧȳȷӧᙻ҄
ƳƲƷȇȸǿЎௌƴ࣏᪰ưƋǔ᭗ࡇƳǹǭȫǛஊƠᲦЎௌኽௐǛૼƨƳჷƴኽƼƭƚǒǕǔʴ
ᲢȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈᲣǛƠǇƢŵܖٻᨈሁ᭗ࡇиȗȭǰȩȠžȇȸǿᅹܖſǛᢃփ
ƠᲦᚘምೞǛ̅ဇƠƨέᇢȇȸǿᅹܖᲦƔƭૠྸᅹܖƴ᧙Ƣǔᙐӳ᪸؏ႎƳᜒ፯Ǜ੩̓ƠǇƢŵ
ų//&5 ƸɦᚡƷǑƏƴᲦ ᢿᧉƦǕƧǕƴᏋȗȭǰȩȠƕᚨƞǕᲦഏɭˊǹȚǷȣȪǹ
ȈƷᏋǛႸਦƠǇƢŵ
ᗡȷ̬ᨖᢿᧉᲢ&(+Უ

иݦૌȗȭǰȩȠžᗡȷ̬ᨖſƷ੩̓
ᗡȷ̬ᨖʴƷᏋ

ૠྸȷȇȸǿᅹܖ
Ꮛᄂᆮǻȳǿȸ
Ტ//&5Უ
ȢȇȪȳǰᢿᧉᲢ&//Უ
᭗ࡇиȗȭǰȩȠžૠྸȢȇȫſƷ੩̓
ૠྸʴƷᏋ

ȇȸǿᅹܖᢿᧉᲢ&&5Უ
᭗ࡇиȗȭǰȩȠžȇȸǿᅹܖſƷ੩̓
ȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈƷᏋ
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Šᗡȷ̬ᨖᢿᧉᲢDivision of Finance and Insurance㸪DFIᲣ
ųᗡȷ̬ᨖȷ࠰ૠྸƴ᧙ǘǔܖᨥႎƳЎưƷܼᧉݦǛᏋƢǔ૨ྸᗡӳᏋȗȭǰ
ȩȠ
ų᭗ࡇƴᙐᩃ҄ƠᨥႎƴǋႻʝƴٻƖƘ᧙ᡲƠӳƏᗡȷ̬ᨖƷЎƴƓƚǔǹȚǷȣȪ
ǹȈᲢᗡȷ̬ᨖʴᲣǛዒዓႎƴᏋ

ᏋȗȭǰȩȠ˳ኒ
ųૠྸȷȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮǻȳǿȸᲢ//&5Უᗡȷ̬ᨖᢿᧉᲢ&(+ᲣƸᲦܖٻᨈиݦૌȗȭ
ǰȩȠᲢҦٟЭᛢᆉႻ࢘ᲣǛ੩̓ƠƯƍǇƢŵƜǕƸᲦܖٻܖٻ᧵ٻᨈӲᄂᆮᅹƴנቔƢǔٻ
ܖᨈဃǛݣᝋƱƠƨǋƷưƋǓᲦૠྸᚘȕǡǤȊȳǹǳȸǹᲦᗡኺฎȷܖǳȸǹᲦǤȳǷ
ȥǢȩȳǹǳȸǹƷ  ǳȸǹƔǒƍƣǕƔᲢᙐૠӧᲣǛᢠǜưƜƷȗȭǰȩȠǛӖᜒƢǔƜƱ
ƴƳǓǇƢŵ
ųƜƷȗȭǰȩȠƴƓƍƯƸᲦܱѦᏋƴǋࣖݣưƖǔǑƏᨼɶᏋሁƴǑǔ௩᠂ƳᏋ࢟७
ǋɟᢿဇƠƯƍǇƢŵǇƨᲦᜒ፯ǛᨼƠƨȬǯȁȣȸȎȸȈǷȪȸǺǛБᘍƠƯƍǇƢŵƳ
ƓᲦܖٻ᧵ٻƷܖٻᨈဃˌٳƷ૾ƕӖᜒưƖǔᅹႸሁ̲ޗဃ᭗ࡇȗȭǰȩȠǋ੩̓ƠƯƍǇƠ
ƨƕᲦ ࠰ࡇବǛஇࢸƴૼᙹѪᨼǛͣഥƠƯƍǇƢŵ

■ӖᜒᎍƷႸႎƴࣖơƨǳȸǹ
Ⴘųųႎ

ҦٟЭᛢᆉȬșȫᲢ̲ٟᛢᆉȬșȫᲣ

᭗ࡇƳૠྸႎȷᚘႎඥƷ̲ࢽ

ૠྸᚘȕǡǤȊȳǹǳȸǹ

ᗡኺฎȷܖƴ᧙Ƣǔࠢ࠼ƍჷᜤƷ̲ࢽ

ᗡኺฎȷܖǳȸǹ

ǢǯȁȥǢȪȸᲦ̬ᨖ࠰ಅѦƷჷᜤƱǹ
ǭȫƷ̲ࢽ

ǤȳǷȥǢȩȳǹǳȸǹ

■ǳȸǹКȗȭǰȩȠ̲ʕᙲˑ
ᅹႸЎ
ǳȸǹӸ

ӳᚘ

࣏̲

ᢠ৸࣏̲

ᢠ৸

ૠྸᚘȕǡǤȊȳǹ

Ü

ᲬᅹႸˌɥ

ᲮᅹႸˌɥ

ᚘᲲᅹႸᲢ ҥˮႻ࢘Უˌɥ

ᗡኺฎȷܖ

Ü

ᲭᅹႸˌɥ

ᲬᅹႸˌɥ

ᚘᲲᅹႸᲢ ҥˮႻ࢘Უˌɥ

ᲬᅹႸ

ᲬᅹႸˌɥ

ᲬᅹႸˌɥ

ᚘᲲᅹႸᲢ ҥˮႻ࢘Უˌɥ

ǤȳǷȥǢȩȳǹ

Ტᄂᆮᅹ̲ʕᙲˑҥˮƔǒ්ဇӧᏡᲣ
ų&(+ ƷȗȭǰȩȠ̲ʕƴ࣏ᙲƳҥˮƱᲦɼݦૌƷ̲ʕᙲˑҥˮƱƷᙐƸᛐǊǒǕǇƢŵ
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ǳȸǹಒᙲ
ų&(+ ưƸႸႎƴࣖơƯᲭƭƷǳȸǹǛᚨƚƯƍǇƢŵ

ŠૠྸᚘȕǡǤȊȳǹǳȸǹ
ųžૠྸᚘȕǡǤȊȳǹǳȸǹſưƸᲦᲭǳȸǹσᡫưܖƿȕǡǤȊȳǹྸᛯȷܱᚰƷૠܖႎ
ؕᄽƓǑƼᗡኺฎƴ᧙ƢǔؕᄽᏋǛ៊ǇƑᲦૠྸႎȷᚘႎඥƷ፼ࢽǛɼაƴƓƍƨૠྸ
ȕǡǤȊȳǹƴ᧙ǘǔᏋȗȭǰȩȠǛ੩̓ƠƯƍǇƢŵᘶྸܭᛯȷȞȫȁȳǲȸȫྸᛯƴؕƮ
ƘࠊئƷૠྸȢȇȪȳǰƱƦƷૠྸᚐௌᲦཎƴᲦƦƷᚐௌඥƱƠƯᙲƳኒЗᚐௌᲦᄩྙࣇ
Ў૾ᆉࡸȷᄩྙᚐௌᲦወᚘᚐௌᲦૠྸᚘဒඥᲦᄩྙСࣂƴ᧙Ƣǔᝅ݈ƳǫȪǭȥȩȠǛ੩̓ƠᲦ
ƦǕǒǛੲဇƠƨૠྸᚘȕǡǤȊȳǹƷ᭗ࡇƳᏋǛႸਦƠƯƍǇƢŵǇƨᲦȪǹǯᚘยȷᚸ
̖Ʊሥྸƴ᧙ƢǔૼƠƍૠܖႎؕᄽྸᛯƴ̞ǘǔᜒ፯ǍܱѦܼՃƴǑǔܱѦႎ᩿ͨƔǒƷ
ᏋǋဇॖƠƯƍǇƢŵ
ųƂૠྸᚘȕǡǤȊȳǹǳȸǹᜒ፯̊ƃ
ųᄩྙᚐௌᲦወᚘᚐௌᲦወᚘႎਖ਼ยᲦᗡૠྸಒᛯᲦᄩ
ྙࣇЎ૾ᆉࡸᲦኒЗᚐௌƳƲ

Šᗡኺฎȷܖǳȸǹ
ųžᗡኺฎȷܖǳȸǹſưƸᲦᡈˊኺฎܖǛᄩƱƠƨȐȃǯǰȩǦȳȉƱƠƯᲦȕǡǤȊ
ȳǹྸᛯǛ˳ኒႎƴܖƿƜƱǛɟ፯ႎƳႸႎƱƠƯƍǇƢŵƦƷɟ૾ưᲦƦƷܱܖƱƠƯƷ᩿ͨ
ǛᙻƠƨܖႎᙻໜƔǒᲦ࠼ርƴǘƨǔ᧙ᡲЎǁƷࣖဇщǛјྙႎƴ̲ࢽƢǔƜƱǛǋٻ
ƖƳ௵ƱƠƯƍǇƢŵƠƨƕƬƯᲦȕǡǤȊȳǹȷᗡኺฎܖȷᗡܖƷؕᄽྸᛯƸǋƪǖǜ
ƷƜƱᲦᄩྙȷᄩྙᢅᆉǍஇᢘ҄ƴ᧙ƢǔؕᄽૠྸᲦᗡငƷᢃဇȷ̖˄ƚǍȪǹǯȷȞȍ
ǸȡȳȈƴ᧙Ƣǔૠྸȷૠ͌ᚘምǹǭȫᲦӲᆔᗡȇȸǿƴݣƢǔወᚘႎȷᚘȷܱᚰЎௌᲦ
МǍໝஆȬȸȈƴ᧙ƢǔᗡሊƷኺฎЎௌᲦʙಅǍ˖ಅƷЎௌȷᚸ̖ᲦሁŷƴƭƍƯᲦ᩼ࠝƴ
᭗ࡇưȐȩǨȆǣƴ݈ǜƩǫȪǭȥȩȠǛ੩̓ƠƯƍǇƢŵ
ųƂᗡኺฎȷܖǳȸǹᜒ፯̊ƃ
ųǳȸȝȬȸȈȷȕǡǤȊȳǹᲦᗡኺฎܖᲦǢǻȃȈȷȗȩ
ǤǷȳǰᲦᝠѦᜂᘙЎௌƳƲ
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ŠǤȳǷȥǢȩȳǹǳȸǹ
ųžǤȳǷȥǢȩȳǹǳȸǹſưƸᲦᡫࠝᲦବȷٰܖƴᲦૠྸȕǡǤȊȳǹƓǑƼ̬ᨖૠܖƷ
ૠܖႎؕᄽǛܖƿƨǊƷᅹႸᲢᄩྙᚐௌƷؕᄽᲦ̬ᨖૠܖᲫƓǑƼ̬ᨖૠܖ፼ƳƲᲣ
ᲦȪǹǯ
ྸᛯƷᜒ፯ᲦૠྸႎƳᇌئƔǒƷܹ̬ᨖƷᎋƑ૾ƴ᧙Ƣǔᜒ፯ƳƲǛᜒƠǇƢŵᅸȷϤܖ
ƴƸƞǒƴᡶǜưᲦǑǓܱѦƴᡈƍϋܾǛܖƿƨǊƷ̬ᨖᚘྸᲦȪǹǯྸᛯƷǑǓขƍϋܾƷᜒ
፯ǍᲦૠྸ̬ᨖܖᲦȢȇȫྸᛯᲢᨼɶᜒ፯ᲣǛᜒƠǇƢŵ̬ᨖ᧙̞ƷᅹႸƷᜒࠖƷٶƘƸܱѦ
ኺ᬴ᎍưƋǓᲦᜒ፯ȷ፼ǛᡫƠƯᲦ̬ᨖƷૠܖႎ᩿ͨƴԃǇǕǔᛢ᫆ᲦܱѦƷ᩿ͨƷᛢ᫆ƷЎ
ௌȷᚐଢǛขǊƯƍƘƜƱǛႸਦƠƯƍǇƢŵ
Ƃ
ų ǤȳǷȥǢȩȳǹǳȸǹᜒ፯̊ƃ
ų̬ᨖૠܖᲫᲦ࠰ૠྸᲦȪǹǯྸᛯᲫᲦȪǹǯྸᛯᲬƳƲ

σᡫᅹႸ
ૠྸᚘȕǡǤȊȳǹǳȸǹ
ࠊئƷૠྸȢȇȫƷૠྸᚐௌ
ᗡૠྸǳȳȔȥȸȆǣȳǰ
Ȫǹǯᚘยȷᚸ̖ƴ᧙ƢǔܱѦႎᏋ

ȕǡǤȊȳǹྸᛯȷܱᚰƷૠܖႎؕᄽ
ᗡኺฎƴ᧙ƢǔؕᄽᏋ

ૠྸȕǡǤȊȳǹ
Ʒૠܖႎؕᄽ

̬ᨖૠྸȷ࠰ૠྸƷؕᄽ
ȪǹǯƷૠܖႎྸᛯ

ǤȳǷȥǢȩȳǹǳȸǹ

ȕǡǤȊȳǹȷᗡኺฎܖ
ᗡܖųųųᝠѦ˟ᚘ
ࠊئƷЎௌƴ᧙ƢǔܱѦႎᏋ

ᗡኺฎȷܖǳȸǹų

ŠᲭƭƷǳȸǹƷᏋϋܾᲧᏋȗȭǰȩȠ˳ኒ
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̲ʕࢸƷǭȣȪǢȑǹ
ųᗡƷ᭗ࡇ҄ƴࣖݣưƖǔྸኒȷ૨ኒƷƴƱǒǘǕƳƍʴǛᏋƠƯƍǇƢŵ
ųᡈ࠰ƷᗡӕࡽƷ᭗ࡇ҄ƴƱǋƳƍᲦᗡೞ᧙ưǋᄩྙȷወᚘǛƸơǊƱƠƨ᭗ࡇƳૠܖƷჷ
ᜤǍᚘምೞƷჷᜤǛਤƭʴƕ࣏ᙲƱƳƬƯƍǇƢŵǇƨᲦᗡƷСࡇႎƳኵǈǋӷƴ᭗ࡇ
҄ƠƯƍǔƨǊƴᲦኺฎǁƷขƍݑǛͳƑƨʴǋ࣏ᙲƱƳƬƯƍǇƢŵƜǕǒƷᅈ˟ǁƷʴ
̓ዅƷȋȸǺƴࣖƑǔƨǊƴƸᲦΨஹƷྸኒȷ૨ኒƷƴƱǒǘǕƳƍᲦᗡኺฎƷज़ࣱǛਤ
ƭྸኒƷܖဃǍᲦྸኒႎƳႆेǛ៲ƴ˄ƚƨ૨ኒƷܖဃǛᏋƢǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
ųૠྸȷȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮǻȳǿȸᗡȷ̬ᨖᢿᧉᲢ&(+ᲣƷᏋȗȭǰȩȠưᏋƞǕǔʴ
ƸᲦƜǕƔǒƷᗡኺฎᅈ˟ƷܭܤƴഎƔƤƳƍ૨ྸƷɲ᩿ͨǛͳƑƨʴưƢŵƦƜƴ &(+
Ʒ૨ྸᗡӳܖٻᨈᏋƷॖ፯ƕƋǓǇƢŵƜƷᏋȗȭǰȩȠƷ̲ʕᎍƕઃǘǔಅѦƱƠƯᲦ
ᗡဃՠԼƷᚨᚘǍᝠѦЎௌሁǛᡫƠƨȗȭǸǧǯȈƷᚸ̖Ღ৲ƷൿܭǛᡫơƯᲦᘍǍᚰ
У˟ᅈǛૅƑǔᲦ᭗ࡇȕǡǤȊȳǷȣȫǨȳǸȋǢᲦǯǦǩȳȄǢȊȪǹȈᲦ᭗ࡇȕǡǤȊȳǷ
ȣȫǢȊȪǹȈᲦ᭗ࡇȕǡǤȊȳǷȣȫȗȩȳȊȸሁƕƋƛǒǕǇƢŵǇƨᲦӷƴᲦ᭗ࡇƳȕ
ǡǤȊȳǹƷእǛψƶͳƑƨǢǯȁȥǢȪȸǍᲦᨥႎƴưƖǔᄂᆮᎍǛႸਦƢ̲ʕᎍ
ǋƍǇƢŵ

Ꮀಅ

ૠྸᚘȕǡǤȊȳǹǳȸǹ

ᗡኺฎȷܖǳȸǹ

ǤȳǷȥǢȩȳǹǳȸǹ

᭗ࡇȕǡǤȊȳǷȣȫǨȳǸȋǢ
ǯǦǩȳȄǢȊȪǹȈ

᭗ࡇȕǡǤȳǷȣȫǢȊȪǹȈ
᭗ࡇȕǡǤȊȳǷȣȫȗȩȳȊȸ
ૼᗡСࡇƷᚨᚘȷሥྸᎍ

ȕǡǤȊȳǹƷእǛਤƭǢǯ
ȁȥǢȪȸ

ಅѦ

Š৲২ᘐႆ
ŠᗡՠԼႆ
Š৲২ᘐǳȳǵȫȆǣȳǰ
ŠᗡȪǹǯƷᚘยȷሥྸȷЎௌȷᚸ̖
ŠૠྸȢȇȫႆ
ŠᗡငƷᚸ̖ȷᢃဇȷሥྸ
ŠᗡࠊئƷᛦ௹ȷЎௌ
ŠǷǹȆȠႆ
ŠᗡȈȬȸȇǣȳǰ

ŠӲᆔᚰУЎௌ
ŠᗡȷᝠѦǳȳǵȫȆǣȳǰ
ŠᗡȪǹǯƷᚘยȷሥྸȷЎௌȷᚸ̖
ŠᗡՠԼƷႆ
ŠᗡငƷᚸ̖ȷᢃဇȷሥྸ
ŠᗡȈȬȸȇǣȳǰ
ŠᗡࠊئƷᛦ௹ȷЎௌ
ŠᗡȷᝠѦॖ࣬ൿܭȷဦЎௌ
ŠʙಅȗȭǸǧǯȈƷЎௌȷᚸ̖
ŠɧѣငငƷᚸ̖ȷᦷܭ

ŠǢǯȁȥǢȪȸȷ࠰ૠྸʴ
ƱƠƯƷ̬ᨖȷ࠰ՠԼᚨᚘ
Š̬ᨖȷ࠰ಅѦƷᝠѦሥྸ
Š̬ᨖȷ࠰ಅѦƷȪǹǯሥྸ

ݼᎰέ

Ӳᆔᗡೞ᧙ᲢᘍᲦᚰУ˟ᅈᲦ̬ᨖ˟ᅈƳƲᲣųųᢃဇᢿᧉᲦՠԼႆᢿᧉᲦᄂᆮᢿᧉ
ဃ̬ȷ̬ȷ̮ᚠᘍųų̬ᨖȷ࠰ૠྸᢿᧉ
Ӳᆔʙಅ˟ᅈųųᝠѦᢿᧉᲦșȳȁȣȸȷǭȣȔǿȫ
ǷȳǯǿȳǯųųǷǹȆȠᢿᧉᲦᗡȷᚰУᲦ˖ಅЎௌᢿᧉƳƲ
ǳȳǵȫȆǣȳǰ˟ᅈ
Ⴓ௹ඥʴᲢπᛐ˟ᚘٟᲣ
ࡰྸٟ
Ӳᆔӕࡽ
ᗡऴإငಅ
ɶځᘍ
ɶځȷ࠻ܫ૾עųųᗡȷᝠѦሊᇌకȷЎௌᢿᧉ
ܖٻՃ
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ŠȢȇȪȳǰᢿᧉᲢDivision of Mathematical Modeling㸪DMMᲣ
ųᙐᩃǷǹȆȠǛૠྸȢȇȫƱƠƯᚡᡓƠᲦբ᫆ᚐൿǁƱݰƘᏡщǛƏᏋȗȭǰȩȠ
ųᐯᅹܖᲦܖᲦҔܖƳƲƷᜂբ᫆ǛᲦྵᝋƱҾྸƴǋƱƮƍƯૠྸႎƴ҄ࡸܭƠբ᫆ᚐ
ൿưƖǔʴᲢૠྸʴᲣǛᏋ

ᏋȗȭǰȩȠ˳ኒ
ų&// ưƸᲦႸႎƴࣖơƯᲭƭƷǳȸǹᲢࣖဇૠܖǳȸǹᲦǷǹȆȠૠྸǳȸǹᲦૠྸܖǳ
ȸǹᲣǛᚨƚƯƍǇƢŵ

ųૠྸȷȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮǻȳǿȸᲢ//&5ᲣȢȇȪȳǰᢿᧉᲢ&//ᲣƸᲦܖٻᨈሁ᭗ࡇи
ȗȭǰȩȠᲢҦٟЭᛢᆉႻ࢘ᲣǛ੩̓ƠǇƢŵƜǕƸᲦܖٻܖٻ᧵ٻᨈӲᄂᆮᅹƴנቔƢǔٻ
ܖᨈဃǛݣᝋƱƠƨǋƷưƋǓᲦࣖဇૠܖǳȸǹᲦǷǹȆȠૠྸǳȸǹᲦૠྸܖǳȸǹǛ੩̓
ƠǇƢŵƍƣǕƔᲦǋƠƘƸᙐૠᢠǜưƜƷȗȭǰȩȠǛӖᜒƢǔƜƱƕưƖǇƢŵǇƨᲦɥᚡ
ƷᲭƭƷǳȸǹƴƓƍƯᲦσᡫᅹႸǍᨼɶಅƴǑǔ௩᠂ƳᏋ࢟७ǋɟᢿဇƠƯƍƖǇƢŵ

ŠȗȭǰȩȠƷཎᑥ
ųᐯᅹܖȷܖȷҔܖȷᅈ˟ᅹܖƷಮŷƳᛢ᫆ƴ್ૺႎƴӕǓኵǉȗȭǰȩȠƴǑƬƯᲦૠ
ྸȢȇȫǛᐯנƴદǕǔʴǛᏋƠƯƍǇƢŵஜиȗȭǰȩȠƸᲦȢȇȪȳǰᲦǷȟȥȬȸǷ
ȧȳᲦૠܖᚐௌƴ᧙ƢǔѼਙႎƳᏋǳȸǹƴǋƳƬƯƍǇƢŵ

Ū ųɼݦૌƷᄂᆮƴႺኽƢǔૠྸȢȇȫǛ˳ኒႎƴ፼ࢽƢǔᏋȗȭǰȩȠ
Ū ųૠྸȢȇȪȳǰƷؕஜႎƳᎋƑ૾ƱૠྸႎؕᄽƔǒྸᚐưƖǔᏋȗȭǰȩȠ
Ū ųૠྸȢȇȪȳǰƷஇૼѣӼǛჷǔƜƱƕưƖǔᏋϋܾ
Ū ųؕᄽܖᲦܖᲦऴإᅹܖᲦྸܖᲦኺฎܖƷ

 ᄂᆮᅹƷᡲઃ

Ū ųᝅɶǭȣȳȑǹᲦԉဋǭȣȳȑǹƴƓƍƯᜒƞǕǔᝅ݈ƳᅹႸ፭
Ū ųɼݦૌˌٳƷЎƴƓƍƯǋᲦܖᨥႎƳჷᙸƕǘǕǔȗȭǰȩȠ
Ū ųӖᜒဃƷݦૌƱȋȸǺƴӳǘƤƨᲭƭƷǳȸǹ
ᲢࣖဇૠܖᲦǷǹȆȠૠྸᲦૠྸܖǳȸǹᲣ

Ʒᚨፗ
Ū ųǳȸǹƴσᡫƢǔᅹႸƱᐯƷᅹႸǛᚨƚǔƜƱƴǑǓᲦȗȭǰȩȠμ˳ƷወɟࣱƱᲦǳȸ

ǹƝƱƷٶಮࣱǛᄩ̬
Ū ųငಅမƱƷңǋᙻƴλǕƨܖٻᨈᏋȗȭǰȩȠ
Ū ųૠܖȷૠྸᅹܖƷٶƘƷȋȸǺƴࣖƑǔƜƱƕưƖǔᲦ᭽щႎƳᡶែέƴጟƕǔȗȭǰȩȠ

10

ŶӖᜒᎍƷႸႎƴࣖơƨǳȸǹ
Ⴘųųႎ

ҦٟЭᛢᆉȬșȫᲢ̲ٟᛢᆉȬșȫᲣ

᭗ࡇƳૠྸႎඥƷ̲ࢽ

ࣖဇૠܖǳȸǹ

ࠢ࠼ƍૠྸྸᛯƷ̲ࢽƱࣖဇ

ǷǹȆȠૠྸǳȸǹ

ྵᝋƷૠྸႎྸᚐƱࣖဇ

ૠྸܖǳȸǹ

ŶǳȸǹКȗȭǰȩȠ̲ʕᙲˑ
ᅹႸЎ
ӳᚘ

ǳȸǹӸ
ᢠ৸࣏̲

ᢠ৸࣏̲ųQTųᢠ৸

ࣖဇૠܖ

ᲬᅹႸˌɥ

ᲬᅹႸˌɥ

ᚘᲮᅹႸᲢᲲҥˮႻ࢘Უˌɥ

ǷǹȆȠૠྸ

ᲬᅹႸˌɥ

ᲬᅹႸˌɥ

ᚘᲮᅹႸᲢᲲҥˮႻ࢘Უˌɥ

Ü

ᲮᅹႸˌɥ

ᚘᲮᅹႸᲢᲲҥˮႻ࢘Უˌɥ

ૠྸܖ

ųࣖဇૠܖǳȸǹǇƨƸǷǹȆȠૠྸǳȸǹǛ̲ʕƢǔƨǊƴƸᲦǳȸǹƝƱƴਦܭƞǕƨᢠ
৸࣏̲ᅹႸƔǒ  ҥˮƱƦǕǒˌٳƴᢠ৸࣏̲ᅹႸƱᢠ৸ᅹႸƔǒᲮҥˮˌɥᲦӳᚘ  ҥˮ
ˌɥǛ̲ࢽƢǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵૠྸܖǳȸǹǛ̲ʕƢǔƨǊƴƸᲦਦܭƞǕƨᅹႸƔǒӳᚘ
Ჲҥˮˌɥ፼ࢽƢǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ
ųᲢᄂᆮᅹ̲ʕᙲˑҥˮƔǒ්ဇӧᏡᲣ
èஜȗȭǰȩȠဎᛪႇƴנቔƠƯƍǔᛢᆉǛ̲ʕƢǔƜƱŵ
Ტ̲ٟӭӕࢽᡚܖӏƼҦٟࢸ
ᛢᆉȷҦٟᛢᆉҥˮ̲ࢽᡚܖǛԃǉŵ
Უ

èųᲢᄂᆮᅹ̲ʕᙲˑҥˮƔǒ්ဇӧᏡᲣ
&// ƷȗȭǰȩȠ̲ʕƴ࣏ᙲƳҥˮƱᲦɼݦૌƷ̲ʕᙲˑҥˮƱƷᙐƸᛐǊǒǕǇƢƕᲦ
ஜȗȭǰȩȠǛ̲ʕƢǔƴƸɼݦૌƷ̲ʕᙲˑǛឬƑƯ  ҥˮˌɥ̲ࢽƢǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ

ǳȸǹಒᙲ
ų&// ưƸႸႎƴࣖơƯᲭƭƷǳȸǹǛᚨƚǇƢŵ

Šࣖဇૠܖǳȸǹ
ųžࣖဇૠܖǳȸǹſưƸᲦྵܱƷɭမưឪƖǔƞǇƟǇƳբ᫆Ǜ૾ᆉࡸƳƲƷૠܖႎƳ࢟ưᘙ
ྵƠᲦᛯᚰƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳǫȪǭȥȩȠǛ੩̓ƠǇƢŵƱǓǘƚᲦᐯᅹܖᲦܖᲦҔܖƳƲ
Ʒᜂբ᫆ǛᲦྵᝋƱҾྸƴǋƱƮƍƯૠྸႎƴ҄ࡸܭƠᲦբ᫆ᚐൿƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳჷᜤǛ̲ࢽ
ƠǇƢŵ
ųƂࣖဇૠܖǳȸǹᜒ፯̊ƃ
ųૠྸҔܖಒᛯᲢᨼɶᜒ፯Უ
Ღ᩼ዴ࢟ྵᝋᚐௌᲢᨼɶᜒ፯Უ
ᲦૠྸȢȇ
ȫཎᛯ +++Ღྵˊᚐௌ ܖ+++Ღࣖဇᚐௌ ܖ+++Ღ᩼ዴ࢟ૠྸȢȇȫ +++++++8Ღ්˳ૠྸ +è++++++8Ღ
ᄩྙȢȇȪȳǰಒᛯᲦૠྸȢȇȫಒᛯᲦȀǤȊȟǫȫǷǹȆȠᛯᲦщܖኒྸᛯᲦࣖဇऴإᚐௌܖᲦ
ऴإᚘምܖᲦࣖဇૠྸ፼ ૠྸಒᛯ +++++++8 ƳƲ
èᲢ ࠰ࡇ᳸Ჴᡲዓ˳щܖᲦ්˳ೞܖᲣ

大阪大学／数理・データ科学教育研究センター

11

ŠǷǹȆȠૠྸǳȸǹ
ųžǷǹȆȠૠྸǳȸǹſưƸᲦૠྸȷȇȸǿᚐௌƴؕƮƘᅹܖႎॖ࣬ൿܭǛƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳ
ǫȪǭȥȩȠǛ੩̓ƠƯƍǇƢŵᙌᡯಅᲦ්ᡫᲦऴإᡫ̮ᲦᗡᲦᛦ௹ǍᇹɟഏငಅƳƲǋԃǊ
ƨಮŷƳЎưưƖᲦૠྸႎƳ২ƩƚưƳƘᲦݣᝋƱƢǔྵᝋᐯ៲ǛྸᚐƢǔᏡщǛ៲ƴ
˄ƚǔᏋȗȭǰȩȠƴƳǓǇƢŵ
ųƂǷǹȆȠૠྸǳȸǹᜒ፯̊ƃųǷǹȆȠૠྸཎКᜒ፯ +++++++8ᲦǵǤȐȸȕǣǸǫȫǷǹȆ
ȠᲦ᩼ዴ࢟ǷǹȆȠᛯᲦǷǹȆȠᚘဒᛯᲦჷႎᚘဒᛯᲦ᩼ዴ࢟ૠྸȢȇȫᲦщܖኒྸᛯᲦࣇЎ
૾ᆉࡸཎᛯᲦᄩྙࣇЎ૾ᆉࡸᲦऴإᚘምܖᲦǢȫǴȪǺȠᚨᚘᛯᲦȇǣȚȳȀȖȫǷǹȆȠᲦ
ȀǤȊȟǫȫǷǹȆȠᛯᲦࣖဇऴإᚐௌܖᲦࣖဇǷǹȆȠૠྸᲦૠྸǷǹȆȠᚘဒᛯᲦπσኺ
ฎ +++ ᗡૠྸಒᛯᲦᗡૠྸཎᛯᲦȪǹǯȷȞȍǸȡȳȈƳƲ

Šૠྸܖǳȸǹ
ųžૠྸܖǳȸǹſưƸᲦܖƴ᧙ƢǔྵᝋǛૠྸႎƳբ᫆ƱƠƯਵƑᲦྵܱƷբ᫆ƴဇЈ
ஹǔʴǛᏋƠǇƢŵܖᲦऴإᅹܖᲦૠྸᅹܖƴǘƨǔܖᨥႎჷᙸƱྵܱƷྵᝋƴࣖݣƢǔ
ᏡщǛ៲ƴ˄ƚǔƜƱƕЈஹǇƢŵငಅမǍˊƷέᇢǛᘍƘૼƠƍЎưưƖᲦ২ᘐ᪃ૼ
Ʊᅈ˟ನᡯƷ҄٭ƴݣϼƠƏǔૠྸႎǹǭȫǛ፼ࢽƢǔᏋȗȭǰȩȠƴƳǓǇƢŵ
ųƂૠྸܖǳȸǹᜒ፯̊ƃųǷǹȆȠૠྸཎКᜒ፯ +Ღ
++Ღ
+++Ღ
+8ᲦૠྸȢȇȫཎᛯíᲦ
îᲦऴإወᚘᚐ
ௌܖᲦ᩼ዴ࢟ᚐௌܖᲦ᩼ዴ࢟ྵᝋᛯᲦऴإᚘምܖᲦؕᄽૠܖ᳃Ღ
îᲦૠྸ˳щܖᲦೞСࣂᲦȊ
ȎȗȩǺȞܖᲦȕǩȈȋȃǯȍȃȈȯȸǯܖᲦȀǤȊȟǫȫǷǹȆȠᛯᲦࣖဇǷǹȆȠૠྸᲦ
ૠྸᚐௌܖųƳƲ
ᜒᅹႸǤȡȸǸ

システム数理コース
サイバーフィジカルシステム
非線形システム論 システム計画論
知的計画論 確率微分方程式
アルゴリズム設計論
ディペンタブルシステム
数理システム計画論 公共経済
金融数理概論 金融数理持論
リスク・マネジメント
etc.
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̲ʕࢸƷǭȣȪǢȑǹ
ųૠྸȢȇȫǛဇƍƯφ˳ႎܱ˳ǛᚡᡓƠᲦૠܖǛဇƍƯྵᝋǛʖยƢǔᏡщƸᲦྸᛯᅹܖǍ
ࣖဇᅹܖƴƱƲǇǒƣᲦᅈ˟ႎƳᙲᛪǋ᭗ƘƳƬƯƍǇƢŵ
žૠܖǤȎșȸǷȧȳſƕ٣᭗ƴᚕ
ǘǕƯƍǔྵנᲦ২ᘐ᪃ૼƱᅈ˟ನᡯƷ҄٭ƴݣϼƠᲦૼᙹࣱƷƋǔᄂᆮǛཏࡽƢǔʴƴƸᲦ
̾КƷᄂᆮᅹǍᄂᆮܴǛƜƑᲦငಅƱƷңǋᙻƴλǕƨᏋȗȭǰȩȠƕ࣏ᙲƱƞǕƯƍ
ǇƢŵᲾ᳇᳇ƸᲦ̲ʕဃƕૠྸȢȇȫǛᐯנƴદǔǹǭȫǛ፼ࢽƠᲦᅈ˟ǍܖᘐᄂᆮƴᢩΨưƖ
ǔƜƱǛႸਦƠƯƍǇƢŵ
ųƦƷኽௐž᪸؏್ૺႎƳᅹܖ২ᘐſǛ̅ƍƜƳƢЎƩƚưƳƘᲦૼᙹЎǍᨥႎЎƴ
ǋٶƘƷʴǛЈƠƯƍǇƢŵφ˳ႎܱ˳Ǜɟᑍ҄ȷ୍ᢄ҄ƢǔщƸᲦྸᛯᅹܖǍࣖဇᅹܖ
ǛƸơǊᲦᅈ˟ႎȷኺฎႎѣƴƓƍƯǋȋȸǺƕɟٻفޖƠᲦᡶែέƷਘٻƴǋጟƕƬƯƍ
ǇƢŵ

ųೞኒȷᩓൢኒȷםஙኒƷငಅမưƷᄂᆮႆЎᲦ+6 Ǜᬝ̅ƠƨǷǹȆȠȷȗȭǰȩȟȳǰ
ЎᲦʴ᧓ᅹܖȷҔܖᄂᆮưƷૠྸЎưƠƯƍǇƢŵ

Ꮀಅ

ࣖဇૠܖǳȸǹ

ǷǹȆȠૠྸǳȸǹ

ૠྸܖǳȸǹ

᭗ࡇȕǡǤȊȳǷȣȫǨȳǸȋǢ

᭗ࡇǷǹȆȠǨȳǸȋǢ

ऴإᡫ̮ǨȳǸȋǢᲦǷǹȆȠǨȳǸȋǢ

ȐǤǪǨȳǸȋǢᲦȡȇǣǫȫǨȳǸȋǢ

ȡȸǫȸᄂᆮႆ

ȡȸǫȸᄂᆮႆ

ȡȸǫȸᄂᆮႆ

ೞ২ᘐᎍ

ೞ২ᘐᎍ

ऴإȷᡫ̮ငಅ
Ӳᆔᗡೞ᧙ᲢᘍᲦᚰУ˟ᅈᲦ̬ᨖ˟ᅈƳƲᲣų
ᙌᕤҔၲೞ֥ȡȸǫȸᲦ
ᐯѣȡȸǫȸᲦ
ᩓೞች݅ೞ֥ȡȸǫȸᲦ
ݼᎰέ
ᤧᥟȡȸǫȸ
ᤧᢊȷᢃငಅ
ܫπ࠻
ᇌᄂᆮႆೞನ
ܖٻՃųƳƲ

大阪大学／数理・データ科学教育研究センター
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ŠȇȸǿᅹܖᢿᧉᲢDivision of Data Science㸪DDSᲣ
ųȓȃǰȇȸǿƷဇǍɧᄩࣱܱǁƷݣϼᲦƓǑƼǨȓȇȳǹƴؕƮƘᅹܖႎ૾ඥᛯǛ፼ࢽ
ƢǔᏋȗȭǰȩȠ
ųወᚘܖȷȗȭǰȩȟȳǰȷᙹٻǷȟȥȬȸǷȧȳȷӧᙻ҄ƳƲƷȇȸǿЎௌƴ࣏᪰ưƋ
ǔ᭗ࡇƳǹǭȫǛஊƠᲦЎௌኽௐǛૼƨƳჷƴኽƼƭƚǒǕǔʴᲢȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹ
ȈᲣǛ

ᏋȗȭǰȩȠ˳ኒ
ų&&5 ƷᏋȗȭǰȩȠƴƸᲦܖٻᨈሁ᭗ࡇиȗȭǰȩȠƕƋǓǇƢŵ

ųૠྸȷȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮǻȳǿȸᲢ//&5ᲣȇȸǿᅹܖᢿᧉᲢ&&5ᲣƸᲦྵנᲦܖٻᨈሁ
᭗ࡇиȗȭǰȩȠᲢҦٟЭᛢᆉႻ࢘ᲣǛ੩̓ƠƯƍǇƢŵƜǕƸᲦܖٻܖٻ᧵ٻᨈӲᄂᆮᅹƴ
נቔƢǔܖٻᨈဃǛݣᝋƱƠƨǋƷưƋǓᲦወᚘૠྸǳȸǹᲦೞܖ፼ǳȸǹᲦʴ૨ᅈ˟ወᚘܖ
ǳȸǹᲦ̬ͤҔၲወᚘܖǳȸǹᲦኺฎኺփወᚘܖǳȸǹᲦȓȃǰȇȸǿᲠȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹ
ȈǳȸǹᲦҔܖወᚘܖǳȸǹƷᲱǳȸǹƔǒƍƣǕƔᲢᙐૠӧᲣǛᢠǜưƜƷȗȭǰȩȠǛӖᜒ
ƢǔƜƱƴƳǓǇƢŵ

Ŷ ȗȭǰȩȠƷཎᑥ
Ū ųȇȸǿᅹܖǛ᠆ƱƠƨܖᨥႎᲦ̳ყႎƳᏋȗȭǰȩȠ
Ū ųؕᄽܖᲦኺฎܖᲦʴ᧓ᅹܖᲦҔܖኒᲦܖᲦྸܖᲦऴإᅹܖƷ

 ᄂᆮᅹƷᡲઃ

Ū ųӖᜒဃƷݦૌƱȋȸǺƴӳǘƤƨᲱƭƷǳȸǹᲢወᚘૠྸᲦೞܖ፼Ღʴ૨ᅈ˟ወᚘܖᲦ̬

ͤҔၲወᚘܖᲦኺฎኺփወᚘܖᲦȓȃǰȇȸǿᲠȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈǳȸǹᲦҔܖወᚘ
ܖᲣƷᚨፗ
Ū ųǳȸǹƴσᡫƢǔᅹႸƱᐯƷᅹႸǛᚨƚǔƜƱƴǑǓᲦȗȭǰȩȠμ˳ƷወɟࣱƱᲦǳȸ

ǹƝƱƷٶಮࣱǛᄩ̬
Ū ųૠྸᅹܖǛݦૌƢǔܖဃƴƱƬƯƸᲦܱᨥƷȇȸǿᚐௌƷ᩿ႉƞƱᩊƠƞǛܖƿƜƱƕưƖ

ǔ
Ū ųܱᚰᅹܖǛݦૌƢǔܖဃƴƱƬƯƸᲦȇȸǿᚐௌඥƷૠྸႎؕᄽǛܖƿƜƱƕưƖǔ
Ū ųஇૼƷወᚘඥƴ᧙ƢǔऴإƕӒପƞǕƨᏋϋܾƷ੩̓
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ŶӖᜒᎍƷႸႎƴࣖơƨǳȸǹ
Ⴘųųႎ

ҦٟЭᛢᆉȬșȫᲢ̲ٟᛢᆉȬșȫᲣ

ወᚘྸᛯȷЎௌඥƷ፼ࢽƱࣖဇወᚘƷྸᚐ

ወᚘૠྸǳȸǹ

+6 Ǜ᭗ࡇƴဇƢǔȇȸǿᚐௌඥƷ፼ࢽƱܱោ

ೞܖ፼ǳȸǹ
ȓȃǰȇȸǿᲠȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈǳȸǹ
ʴ૨ᅈ˟ወᚘܖǳȸǹ

ӲࣖဇЎƴƓƍƯဇƍǒǕǔወᚘඥƷ፼ࢽƱ
ወᚘؕᄽྸᛯƷᎋƑ૾Ʒྸᚐ

̬ͤҔၲወᚘܖǳȸǹ
ኺฎኺփወᚘܖǳȸǹ
Ҕܖወᚘܖǳȸǹ

ŶȗȭǰȩȠ̲ʕᙲˑ
ᅹႸЎ
ӳᚘ
ᢠ৸࣏̲

ᢠ৸

 ᅹႸˌɥ

 ᅹႸˌɥ

ᚘ  ᅹႸᲢ ҥˮႻ࢘Უˌɥ

èஜȗȭǰȩȠဎᛪႇƴנቔƠƯƍǔᛢᆉǛ̲ʕƢǔƜƱŵ
Ტ̲ٟӭӕࢽᡚܖӏƼҦٟࢸ
ᛢᆉȷҦٟᛢᆉҥˮ̲ࢽᡚܖǛԃǉŵ
Უ
èወᚘ౨ܭᲢଐஜወᚘ˟ܖπࡸᛐܭᲣƷӖ᬴Ǜਖ਼ڜƠǇƢŵ
èųᲢᄂᆮᅹ̲ʕᙲˑҥˮƔǒ්ဇӧᏡᲣ
&&5 ƷȗȭǰȩȠ̲ʕƴ࣏ᙲƳҥˮƱᲦɼݦૌƷ̲ʕᙲˑҥˮƱƷᙐƸᛐǊǒǕǇƢƕᲦ
ஜȗȭǰȩȠǛ̲ʕƢǔƴƸɼݦૌƷ̲ʕᙲˑǛឬƑƯ  ҥˮˌɥ̲ࢽƢǔ࣏ᙲƕƋǓǇƢŵ

ǳȸǹಒᙲ
ų&&5 ưƸႸႎƴࣖơƯᲱƭƷǳȸǹǛᚨƚƯƍǇƢŵ

Šወᚘૠྸǳȸǹ
ųžወᚘૠྸǳȸǹſưƸȇȸǿᅹܖƴƓƚǔૠྸႎؕᄽᲦወᚘྸᛯǛ፼ࢽƢǔƱƱǋƴܱᚰᅹ
ܖƴƓƍƯࣖဇƞǕǔЎௌඥǛܖƿᏋȗȭǰȩȠǛ੩̓ƠǇƢŵᲱǳȸǹσᡫưȇȸǿᚐ
ௌƷܱᨥǛܖƿȇȸǿᅹܖཎᛯ + ƓǑƼ ++ ƴьƑᲦᄩྙᚐௌᲦᄩྙࣇЎ૾ᆉࡸᲦਖ਼ยወᚘᲦ٭ٶ
ᚐௌᲦኒЗᚐௌᲦЎЎௌƳƲǛ፼ࢽƢǔᅹႸǛᜒƠǇƢŵ
ųƂወᚘૠྸǳȸǹᜒ፯̊ƃųᄩྙᚐௌᲦᄩྙࣇЎ૾ᆉࡸᲦወᚘႎਖ਼ยᲦ٭ٶᚐௌᲦኒЗᚐௌ
ƳƲ

Šೞܖ፼ǳȸǹ
ųžೞܖ፼ǳȸǹſưƸȇȸǿƔǒჷᜤȷऴإǛਁЈƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳૠྸႎؕᄽᲦወᚘྸᛯ
Ǜܖ፼ƢǔƱƱǋƴᲦऴإ২ᘐǛဇƠƨȇȸǿᚐௌƷǹǭȫǛྒࢽƢǔᏋȗȭǰȩȠǛ੩
̓ƠǇƢŵᲱǳȸǹσᡫưȇȸǿᚐௌƷܱᨥǛܖƿȇȸǿᅹܖཎᛯ + ƓǑƼ ++ ƴьƑᲦȇȸǿȞ
ǤȋȳǰᲦወᚘȢȇȫᲦȇȸǿᚐௌᲦȪǹǯȷȞȍǸȡȳȈƳƲǛ፼ࢽƢǔᅹႸǛᜒƠǇƢŵ
ųƂೞܖ፼ǳȸǹᜒ፯̊ƃ
ųೞܖ፼ƱȇȸǿȞǤȋȳǰƷؕᄽᲦೞܖ፼ƷૠྸíᲦ
îᲦወᚘႎ
ܖ፼ྸᛯƳƲ

大阪大学／数理・データ科学教育研究センター
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Šʴ૨ᅈ˟ወᚘܖǳȸǹ
ų
žʴ૨ᅈ˟ወᚘܖǳȸǹſưƸ࣎ྸܖᲦᅈ˟ܖᲦᏋܖƳƲʴ૨ᅈ˟ᅹܖЎƴƓƍƯဇƍǒ
ǕǔወᚘඥᲦᄂᆮ૾ඥᛯƷ፼ࢽƱƱǋƴᲦƦǕǒƷૠྸႎؕᄽǛܖƿᏋȗȭǰȩȠǛ੩̓Ơ
ǇƢŵᲱǳȸǹσᡫưȇȸǿᚐௌƷܱᨥǛܖƿȇȸǿᅹܖཎᛯ + ƓǑƼ ++ ƴьƑᲦዴ࢟ȢȇȫᲦ
٭נૠȢȇȫᲦᅈ˟ᛦ௹Ღ٭ٶᚐௌƷૠྸႎؕᄽǛƳƲ፼ࢽƢǔᅹႸǛᜒƠǇƢŵ
ųƂʴ૨ᅈ˟ወᚘܖǳȸǹᜒ፯̊ƃᘍѣወᚘᅹܖཎᜒ +++Ღᅈ˟࣎ྸܖཎᜒ +Ღ٭ٶᚐௌƳƲ

Š̬ͤҔၲወᚘܖǳȸǹ
ųž̬ͤҔၲወᚘܖǳȸǹſưƸ̬ͤҔၲЎưࢽǒǕƨȇȸǿǛᚐௌƢǔƨǊƴ࣏ᙲƳወᚘ
ඥƱᄂᆮ૾ඥᛯǛ፼ࢽƢǔᏋȗȭǰȩȠǛ੩̓ƠǇƢŵᲱǳȸǹσᡫưȇȸǿᚐௌƷܱᨥǛ
ܖƿȇȸǿᅹܖཎᛯ + ƓǑƼ ++ ƴьƑᲦҔܖወᚘܖᲦᐮᚾ᬴ᲦᚇݑᄂᆮƓǑƼ၃ܖᄂᆮᲦ٭ٶ
ᚐௌƷྸᛯƱࣖဇƳƲǛ፼ࢽƢǔᅹႸǛᜒƠǇƢŵ
Ƃ
ų ̬ͤҔၲወᚘܖǳȸǹᜒ፯̊ƃ
ҔܖወᚘܖዮᛯᲦҔܖወᚘܖӲᛯᲦჃᜱ ܖ+Ღ̬ͤऴإᛯƳƲ

Šኺฎኺփወᚘܖǳȸǹ
ųžኺฎኺփወᚘܖǳȸǹſ
ưƸኺฎܖᲦ
ኺփܖЎưဇƍǒǕǔወᚘඥǛ፼ࢽƢǔƱƱǋƴᲦ
ƦǕǒƷૠྸႎؕᄽǛܖƿᏋȗȭǰȩȠǛ੩̓ƠǇƢŵᲱǳȸǹσᡫưȇȸǿᚐௌƷܱᨥǛ
ܖƿȇȸǿᅹܖཎᛯ + ƓǑƼ ++ ƴьƑᲦወᚘᚐௌᲦǨǳȎȡȈȪȃǯǹᲢᚘኺฎܖᲣᲦஜᛦ
௹ᲦȞȸǱȆǣȳǰȷǵǤǨȳǹᲦ٭ٶᚐௌƷૠྸႎؕᄽƳƲǛ፼ࢽƢǔᅹႸǛᜒƠǇƢŵ
Ƃ
ų ኺฎኺփወᚘܖǳȸǹᜒ፯̊ƃųᚘኺฎ +Ღ++Ღᘍѣወᚘᅹܖཎᜒ +Ღ٭ٶᚐௌᲦᚘኺฎ
Ўௌ ++ ƳƲ

ŠȓȃǰȇȸǿᲠȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈǳȸǹ
ųžȓȃǰȇȸǿᲠȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈǳȸǹſưƸȓȃǰȇȸǿƷМဇƴ࣏ᙲƳૠྸႎ
ؕᄽᲦወᚘྸᛯǛܖ፼ƢǔƱƱǋƴᲦᚐௌඥǛྒࢽƢǔᏋȗȭǰȩȠǛ੩̓ƠǇƢŵᲱǳȸ
ǹσᡫưȇȸǿᚐௌƷܱᨥǛܖƿȇȸǿᅹܖཎᛯ + ƓǑƼ ++ ƴьƑᲦȓȃǰȇȸǿᚐௌᲦȇȸǿ
ЎௌᲦȇȸǿȞǤȋȳǰƳƲǛ፼ࢽƢǔᅹႸǛᜒƠǇƢŵ
Ƃ
ų ȓȃǰȇȸǿᲠȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈǳȸǹᜒ፯̊ƃ
ųȓȃǰȇȸǿܖᲦȓȃǰȇȸǿᚐ
ௌᲦૠྸཎᛯ +++ ƳƲ

ŠҔܖወᚘܖǳȸǹ
ųžҔܖወᚘܖǳȸǹſưƸᐮᚾ᬴ŴᚇݑᄂᆮƳƲƷҔܖᄂᆮƷȇǶǤȳƱወᚘᚐௌƴ࣏ᙲƱ
ƳǔወᚘܖႎჷᜤƓǑƼȗȭǰȩȟȳǰ২ᘐǛܖƿᏋȗȭǰȩȠǛ੩̓ƠǇƢŵᲱǳȸǹσ
ᡫưȇȸǿᚐௌƷܱᨥǛܖƿȇȸǿᅹܖཎᛯ + ƓǑƼ ++ ƴьƑᲦҔܖወᚘܖᲦǯȪȋǫȫȈȩǤ
ǢȫᲦᚇݑᄂᆮ૾ඥᛯƳƲǛ፼ࢽƢǔᅹႸǛᜒƠǇƢŵ
Ƃ
ų Ҕܖወᚘܖǳȸǹᜒ፯̊ƃųҔܖወᚘܖӲᛯᲦǯȪȋǫȫȈȩǤǢȫዮᛯᲦҔܖወᚘܖዮᛯƳ
Ʋ
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ଁੑਯ৶

ਃ༊৾ಆ

ୢ৾ଁੑ৾

অॵॢॹॱشॹ٭ॱش

যધভ

१ॖग़থॸॕ५ॺ

ଁੑ৾

৳ୢ

৽ੋ৽

ଁੑ৾

ଁੑ৾

èųиȗȭž&5 ȇȸǿᅹܖſ
 ࠰ࡇǑǓᲦ//&5 ƷңщƷɦᲦؕᄽܖᄂᆮᅹƕɶ࣎ƴƳǓܖٻᨈሁ᭗ࡇࡇиȗȭǰȩ
Ƞž&5 ȇȸǿᅹܖſƕᚨƞǕǇƠƨŵиȗȭǰȩȠž&5 ȇȸǿᅹܖſƸɥᡓƷžȇȸǿᅹ
ܖſƱݣǛƳƢȗȭǰȩȠưᲦ&5 ƸȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈǛॖԛƠᲦܱ፼Ǎ 2$. ƳƲƴǑ
ƬƯܱោႎƳȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈǛƠǇƢŵʚƭƷиȗȭǰȩȠ᧓ưᢠ৸ᅹႸƸǄǅ
σᡫưƋǓᲦɲ૾ƷȗȭǰȩȠǛ̲ޗƢǔƜƱǋưƖǇƢŵᛇኬƸ 9GD ư౨ኧƠƯƘƩƞƍŵ
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̲ʕࢸƷǭȣȪǢȑǹ
ų᭗ࡇƳȇȸǿЎௌඥǛஊƠƨᲦЎ್ૺƷᄂᆮȷႆƕưƖǔʴǛᏋƠƯƍǇƢŵ
ųૠܖȷወᚘܖȷऴإ২ᘐƸȇȸǿᅹܖƷɤᙲእƱᚕƑǔưƠǐƏƔŵƭǇǓᲦ᭗ࡇƳȇȸǿЎ
ௌ૾ඥƷॖԛƱૠྸǛྸᚐƠ +6 Ǜᬝ̅ƠƯऴਁإЈưƖǔᏡщƸȇȸǿᅹܖᢿᧉᲢ&&5Უƕ੩
̓ƢǔᏋȗȭǰȩȠư៲ƴ˄ƚǔƜƱƕưƖǔᙲƳǹǭȫưƢŵƠƔƠᲦȇȸǿᅹܖǛჇƴ
ྸᚐƠǭȣȪǢȑǹƴጟƛǔƨǊƴƸƦǕƩƚưƸҗЎưƸƳƍƷưƢŵȇȸǿƱƍƏܲᚇ
ƷᏑࢸƴǉಮŷƳᏑऴإᲦƨƱƑƹȇȸǿǛဃǈЈƢྵᝋƷྸᚐǍȇȸǿӕƷཞඞƳƲᲦ
ƴǑƬƯЎௌඥǍኽௐƷᚐƸμƘီƳǓǇƢŵᢘЏƳᏑऴإǛࢽǔƴƸྵئǛᚧբƢǔ
ƜƱǍ২ᘐᎍƱƷǳȟȥǱȸǷȧȳᲦƦƠƯྵᝋǛദᄩƴྸᚐƢǔƨǊƷѠࢍǋഎƔƤǇƤǜŵ
ЎௌኽௐƱƦƷॖԛǛᇹɤᎍǁᛟࢽႎƴˡƑǔᏡщǋᙲưƢŵ&&5 ƕ੩̓ƢǔಮŷƳǳȸǹȷ
ನᅹႸǛӖᜒƢǔƜƱưᲦီƳƬƨЎƴƓƚǔȇȸǿƱȇȸǿǁƷǢȗȭȸȁƷᢌƍǛྸ
ᚐƢǔƱӷƴȇȸǿǛဃǈЈƢྵᝋƷཎࣉƷᢌƍǛ˳ज़ƢǔƜƱƕưƖǇƢŵȇȸǿᅹܖƸᲦ
ྸኒƷɟЎƱਵƑǔƷưƸƳƘᲦ᧙̞ƢǔࣖဇЎƱܖᨥႎᲢ+PVGTFKUEKRNKPCT[ᲣƦƠƯႻ
ʝႎᲢ+PVGTCEVKQPᲣƴѣƠᲦወӳࣱᲢ+PVGITCVKQPᲣǛႸਦƠƨܖᘐЎưƋǔƱྸᚐƢǂƖ
ưƠǐƏŵƦƠƯᲦྵˊᅈ˟ưƸᲦദƴᲦᧉݦႎƳჷᲢ+PVGNNKIGPEGᲣǛஊƠɥᡓƷǑƏƳۋѬ
ưᛢ᫆ᚐൿǛܱោưƖǔʴƕ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵ
ųஜᏋȗȭǰȩȠƷ̲ʕᎍƸಮŷƳǭȣȪǢȑǹǛ੨ƘƜƱƕưƖǇƢŵൟ᧓˖ಅưƸᲦȇȸ
ǿᅹܖǛƔƢᙌᕤ˟ᅈǍᛦ௹˟ᅈᲢࠊئᛦ௹ᲦȞȸǱȆǣȳǰᲣ
ᲦȡȸǫȸሁƴƓƚǔȇȸǿ
ǵǤǨȳȆǣǹȈᲦǳȳȔȥȸǿƷǹǭȫǛƔƢ +6 ᧙̞ሁƕƋƛǒǕǇƢŵπႎȇȸǿǛٻ
ƴৢƏπႎೞ᧙ǋȇȸǿᅹܖƷȈȬȸȋȳǰǛᆢǜƩʴǛ൭ǊƯƍǇƢŵወᚘᅹܖᲦࣖဇૠ
ܖᲦऴإᅹܖᲦૠྸᅹܖƷᏋᄂᆮᎍǛႸਦƢ̲ʕᎍǋٶƘᲦǇƨᲦᅈ˟ᅹܖǍҔၲ̬ͤȷ၃ܖ
ƳƲƷܱᚰᅹܖǛݦૌƠᏋᄂᆮᎍǁᡶǉ̲ʕဃǋݲƳƔǒƣƍǇƢŵ
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ܖᢿᏋƱŴܖٻᨈҦٟࢸᛢᆉȗȭǰȩȠỉᅈ˟ʴᏋ




ૠྸỉȇȸǿᅹܖƷʴᏋǛਖ਼ᡶƢǔƨǊƴŴ//&5Ƹ࠰ࡇƔǒ૨ᢿᅹܖႾƴǑǔ
σᡫሊᛢ᫆žૠྸӏƼȇȸǿǵǤǨȳǹƴ̞ǔᏋࢍ҄ƷӕኵǁƷૅੲſƷμਗໜƷɟ
ƭƴᢠܭƞǕǇƠƨŵ
//&5 ƸƦƷࢳƴࣖƑǔǂƘŴμܖƷܖᢿဃǛݣᝋƱƢǔᏋᄂᆮƴࢼʙƢǔᢿፙƱƠƯૠ
ྸᅹܖȦȋȃȈƱȇȸǿᅹܖȦȋȃȈǛьƑŴ ࠰ࡇƔǒŴμܖƷܖᢿဃƴૠྸỉȇȸǿ
ǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰȗȩȳƱƠƯŴወᚘȪȆȩǷȸỉࣖဇૠܖᅹႸǛ੩̓ƠƯƍǇƢŵ//&5
ૠྸỉȇȸǿǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰȗȩȳƱƸؕஜႎƳᎋƑǛؕᄽƔǒྸᚐƠŴሉƑƷൿǇǒƳ
ƍᛢ᫆ƴݣƠƯƭƷ૾ሊ22&/5#%#2 2TQDNGO2NCPPKPI&CVC/QFGNKPI5KOWNCVKQP
#PCN[UKU %QPENWUKQP #RRNKECVKQP 2TGFKEVKQP  ƷஊೞႎƳᡲઃǛႆޒỉᡶ҄ƞƤǔኒወႎ
ƳȗȭǰȩȠưƢŵ
࠰ࡇƔǒڼƞǕƨஜʙಅƸ࠰ࡇƔǒžܖٻƴƓƚǔૠྸȷȇȸǿǵǤǨȳǹȷ#+
ᏋƷμޒſƱોӸƞǕǇƠƨŵஜܖƸࡽƖዓƖਗໜఄƱƠƯᡈဴȖȭȃǯŴɶȷׄȖ
ȭȃǯǛਃ࢘ƠŴμƷܖٻဃƢǂƯǛݣᝋƱƢǔ˯࠰ܖӼƚȪȆȩǷȸŴྸኒܖဃƱᅈ˟ᅹ
ܖኒܖဃǛݣᝋƱƢǔ᭗ࣖ࠰ܖဇؕᄽƷǫȪǭȥȩȠȷႆŴਃ࢘ՃᏋƴނщƠŴƦƷ
ܱጚƕᛐǊǒǕƯ࠰ࡇƔǒڼƞǕǔዒዓʙಅƴƭƍƯǋŴਗໜఄƷࢫлǛௐƨƢƜƱƴ
ƳƬƯƍǇƢŵ

//&5ƷૠྸᅹܖȷȇȸǿᅹܖȷऴإᅹܖƷƭƷȦȋȃȈƕ੩̓ƠŴμܖᢿဃǛݣᝋƱƢǔ
žૠྸȷȇȸǿǵǤǨȳǹȷ#+ȪȆȩǷȸǳȸǹſƸŴ࠰ࡇƔǒϋ᧚ࡅȷኺฎငಅႾȷ
૨ᢿᅹܖႾƷܭǊǔžȪȆȩǷȸȬșȫᛐܭǳȸǹſƴ৸ƞǕƯƍǇƢŵ




ŦૠྸȷȇȸǿȷऴإƷᲭȦȋȃȈƕ

ܖᢿᏋƷǫȪǭȥȩȠȷᄂᆮƷႆƱᏋǛܱោ


ॹॱشఐ৾㻌
ਯ৶ఐ৾㻌
ੲਾఐ৾㻌

ঘॽॵॺ㻌
ঘॽॵॺ㻌
ঘॽॵॺ㻌





ܖٻ᧵ٻૠྸȷȇȸǿǵǤǨȳǹȷ#+ᏋȗȭǰȩȠ ǫȪǭȥȩȠಒᙲ
ϨτϧεʖϪϗϩʤ̔ୱҒʥ㻌
චरʤ̐ୱҒʥ㻌
ชཀྵ༧Ͷ਼ͪ͜ཀྵՌָᶙ㻌
મʤԾىՌΓΕ  ୱҒʥ㻌
౹ ָܯ, $%& ɼชཀྵ༧Ͷ਼ͪ͜ཀྵՌָ ,,ɼυʖ
νγΦϱη ેخ,ɼαϱϒϣʖνΠϩβϨθϞ
ɼϑζϋη਼ཀྵેخɼυʖνՌָͶΓΖ՟ୌմ
݀ɼ౹ܯʤָࡃܨ෨ʥଠ
સָ෨મචरʤๅιΫϣϨτΡʥ
ๅऀճેخʀๅՌָ ેخ

Ԣ༽ેخϪϗϩʤ̒ୱҒʥ㻌
મචरʤ̐ୱҒʥ㻌
υʖνՌָͪΌ਼ཀྵ㻌
υʖνʀ$, ΦϱζωΠϨϱήેخ
મʤචर̒ୱҒΉͪͺԾىՌΓΕ̐ୱҒʥ㻌
౹ָܯᶚ $%& ɼ਼ཀྵʀυʖνγΦϱηʀ$, 
༽ 3%/ʤָؔڠಋʥɼυʖνγΦϱηͪΌ
ϕϫήϧϝϱήɼ߶ౕๅϨτϧεʖɼυʖν
մੵࣰࡏɼυʖνՌָ ,f,9 ɼָ෨Ռ 
ଠ㻌
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žȇȸǿ᧙ᡲʴᏋ᧙ᙱעғǳȳǽȸǷǢȠᲢ&W':Უſ
᳇᳇&5Ƹžȇȸǿ᧙ᡲʴᏋ᧙ᙱעғǳȳǽȸǷǢȠᲢ&W':ᲣſƷɶఋႎƳᏋᄂᆮܱ
ᢿޅƱƠƯŴ࠰ࡇƔǒҦٟᛢᆉࢸиȗȭǰȩȠŴᅈ˟ʴᏋƴǋઃǘƬƯƍǇƢŵஜ
ǳȳǽȸǷǢȠƸŴ๔ܖٻŴʮᣃܖٻŴܖٻ᧵ٻŴᅕৎܖٻŴډᑣέᇢᅹܖ২ᘐܖٻᨈܖٻŴ
ԧജܖٻޛŴ᧵ٻπᇌܖٻƴьƑƯŴᇌᄂᆮŴ˖ಅŴኺฎမŴᐯ˳ƕᡲઃƠƯŴ#$%ƓǑ
Ƽ᭗ٻዓཎКǳȸǹƷƭƷǳȸǹƴǑƬƯȇȸǿ᧙ᡲʴƷЈǛႸਦƢǋƷưƢŵ
  
  ŪǳȸǹಒᙲȷǫȪǭȥȩȠ

Š#ȇȸǿǵǤǨȳǹؕᄽǳȸǹ
ȓǸȍǹоЈǍᅈ˟բ᫆ᚐൿƴƓƍƯŴᛢ᫆ᚨܭŴȇȸǿǵǤǨȳǹμ˳̳ყᏡщӼɥŴȇȸ
ǿӓᨼỉወӳŴȇȸǿЎௌŴȇȸǿᚐƷᏡщǛ៲ƴƭƚǔࡈᜒܖ፯ŵӲܖٻƷȗȭǰȩȠ
ǛႻʝᙀظỉᡲѣƠƯ੩̓ƠǇƢŵ



ୖਝৡ







৫ఐ৯



H/HDUQLQJ




 ఐ৯
 ఐ৯







 ॹੰॱشৡ
 ఐ৯
 ఐ৯
 ఐ৯
 ఐ৯

৸৬ᖊᰐৡ ॹॱشઽૐ়ଁ؞ৡ ॹॱشীෲৡ


 ఐ৯
 ఐ৯


 ఐ৯
 ఐ৯


Š$ȇȸǿǵǤǨȳǹܱោǳȸǹ
Ǫȸȗȳȇȸǿỉ˖ಅƕπƢǔȇȸǿǛဇƠƨբ᫆ᚐൿᲢܱោᲣ2TQLGEV $CUGF
.GCTPKPIŴǤȳǿȸȳǷȃȗŴσӷᄂᆮᄂ̲Ტܱ፼ᲣȗȭǰȩȠǛ੩̓ƠǇƢŵ



3%/؞ৰಆ  ఐ৯ 

੫ॖথॱشথ३ॵউ

ુଢ଼ଢ଼ఊ

 
Š%Ҕၲȇȸǿؕᄽܱោǳȸǹ
ҔࠖỉҔၲࢼʙᎍƕਤƭҔၲȇȸǿǛЎௌỉᚐௌỉᚐƠŴᐯǒƷҔၲǹǭȫӼɥǍ˟ܖႆᘙ
ƴƭƳƛƨƍƱƍƏȋȸǺƴؕƮƍƨჺᨼɶᄂ̲ŵҔၲȇȸǿƷӓᨼỉወӳỉЎௌỉᚐ
ƷჷᜤỉǹǭȫƴƭƍƯƷ G.GCTPKPI ƱܱᨥƷҔၲǁƷᢘဇƴƭƍƯƷࡈܖỉǱȸǹǹǿȇ
ǣƳƲҞଐᆉࡇƷᄂ̲ƱƠƯܱƠǇƢŵ


ଝ  ఐ৯ 

५ॱॹॕॢشঝشউ؞3%/

H/HDUQLQJ  ఐ৯ 


Š᭗ٻዓཎКǳȸǹ
ܖٻᨈƴƓƚǔȇȸǿǵǤǨȳǹЎƷཎКǳȸǹƱŴȇȸǿǵǤǨȳǹᏋƴƓƍƯέᡶႎӕ
ኵǛᘍƏ᭗ሁܖఄƱᡲઃƠƨʴᢔȗȭǰȩȠƷɲ᠆ǛཎᑥƱƠƯƍǇƢŵ


වଝଲఇ
ॲॖय़থ
ঢ়ਧ৽ੋ௵ভ

˖र྅གྷ݇


$υʖνγΦϱηેخαʖη



࿊ؖؽܠ

(OHDUQLQJΉͪͺ࠴ָͶΓΕܯୱҒҐ
रಚͲर྅ৄΝߨ

υʖνγΦϱηʹ

ࢂժؖؽ

%υʖνγΦϱηࣰભαʖη


$αʖηर྅ͶՅ͓ͱ%αʖηୱҒҐर



ಚͲఈॽΝߨ
ˠ$αʖηΝ࠴ָୱҒҐͲर྅ɼ%αʖ



ηୱҒΝϱνʖϱερϕͲखಚɼ



ఈৄͶՅ͓ͱɼ+5$0ճҽɼദ࢞՟ఖޛ



ंࡑغɼҒंͶͺওྯۜΝଅఆ



&ҫྏυʖνࣰેخભαʖη
ʰ&αʖηηνυΡήϩʖϕʀ3%/ʱΝ



ୱҒҐरಚ
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教員紹介
■専任教員・兼任教員
中澤 嵩 准教授（数理科学ユニット）
【学 位】
博士（学術）
（岡山大学）
【担当科目】 工学への数値シミュレーション
（学部）工学への数値シミュレーション、数値シミュレーションの基礎、数理モデリングの実習、数理・
データサイエンス・AI 活用 PBL、データサイエンス×ものつくり
【研究内容の紹介】数値解析・計算工学を中心として、高速流体機器の最適設計を行っている。
鈴木 貴 特任教授／副センター長（モデリング部門，数理科学ユニット）
【学 位】
理学博士（東京大学）
【担当科目】数理医学概論，非線形現象解析
（学部）工学と現代数学の接点，データサイエンス，数理モデリングの基礎，人工知能
【研究内容の紹介】現代数学，数理モデリング，工学の 3 分野を融合した新しい学問の創成を目指す。
非線形偏微分方程式論を中心として，統計力学，数理医学，数値解析学，非線形関数解析学など研究領域
は多岐に渡る。
高野 渉 特任教授（データ科学ユニット）
【学 位】
博士（情報理工）（東京大学）
【担当科目】データ科学のための数理
（学部）データ解析の実際，データ科学のための数理，ロボディスクとデータサイエンス，文理融合に
向けた数理科学 I，数理・データサイエンス・AI 活用 PBL
【研究内容の紹介】統計数理を活用した運動計画・制御，動作認識，自然言語情報処理などロボットの人工知
能の基盤技術の研究。ブレインコンピュータインターフェースや自動車運転支援などへの応用研究への展開。
松原繁夫 特任教授（情報科学ユニット）
【学位】
博士（情報学）
（京都大学）
【担当科目】データサイエンスのためのプログラミング入門、データ・AI エンジニアリング基礎
（学部）データサイエンスのためのプログラミング入門，データ・AI エンジニアリング基礎，情報と社会，
数理・データサイエンス・AI 活用 PBL，かけひきの科学
【研究内容の紹介】マルチエージェントシステムの研究。人と計算機の協働による集合知の実現を目指し、
人工知能やゲーム理論を基礎として、クラウドソーシング、オークション、ゲーミフィケーション等の
課題に取り組んでいる。
朝倉暢彦 特任准教授（データ科学ユニット）
【学 位】
博士（文学）（京都大学）
【担当科目】データ科学と意思決定
（学部）データサイエンスの基礎Ⅰ，データサイエンスの基礎Ⅱ，データ科学と意思決定，文理融合に
向けた数理科学 II
【研究内容の紹介】ベイズ統計理論に基づくヒトの高次認知機能（視知覚・心的イメージ・言語・推論・
意思決定等）の計算理論の構築と心理物理学および脳機能計測の手法による実験的研究。
下川和郎 特任准教授（情報科学ユニット）
【学 位】
博士（工学）（筑波大学）
【担当科目】（学部）機械学習入門，高度情報リテラシー，ビジネス数理基礎
【研究内容の紹介】ゲノムワイド関連解析、ゲノムコホート解析、機械学習を用いたコホート情報解析、
行動選択に関する研究を行っている。
野島陽水 特任講師 （情報科学ユニット）
【学 位】
博士（農学）（東京農工大学）
【担当科目】（学部）統計学Ｃ - Ｉ
【研究内容の紹介】バイオインフォマティクス的手法を用いた疾患の発症メカニズム解明。特にオミック
スデータを活用したデータ駆動型研究を得意とする。近年は、機械学習を用いた創薬探索などにも着手。
太田家健佑 特任助教（モデリング部門、数理科学ユニット）
【学 位】
博士（情報科学）（大阪大学）
【担当科目】
（学部）経済学のための数理 I、経済学のための数理 II、金融・保険のためのデータサイエンス、
様々な科学でみられる数理と応用 (Advanced)
【研究内容の紹介】社会科学，
自然科学，
工学システム等に現れる時間とともに変化する現象に興味がある。
現在は特に空間経済学に現れる数理モデルを対象に数学解析（力学系理論）と数値シミュレーションを用
いて研究している。
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小串典子 特任助教（情報科学ユニット）
【学 位】
博士（工学）（東京大学）
【担当科目】（学部）統計学 B-I
【研究内容の紹介】統計物理（輸送現象、生体高分子、社会・生態系など）。多数の要素が相互作用のも
とで集団として示す多様な状態や現象の理解を目指して研究している。
梅垣 俊仁 特任研究員（数理科学ユニット）
【学 位】 博士（工学）( 神戸大学 )
【担当科目】 2022 年度はなし
【研究内容の紹介】高周波・量子デバイス、アンテナ、原子分子光科学 (AMO) 理論、熱波 SEM、レーザー
テラヘルツ放射顕微鏡 (LTEM)、そして生体内の量子熱伝導、エネルギー伝達理論や量子意思決定論な
ど計算生物学の各研究開発に取り組んできた。現在、1 細胞内分子振動と多細胞間相互作用によるスト
レス応答機構の解明を目指している。
石渡通徳 教授（モデリング部門／部門長）
（基）
【学 位】
博士（理学）（早稲田大学）
【担当科目】数理モデル概論（非線形構造解析）
【研究内容の紹介】非線型性の強い自然現象や社会現象の数理的モデルの導出，及び数理的アプローチ
によるモデルの性質の解析を主テーマとしている。特に，現在はモデルとして得られる非線型偏微分方
程式の大域解析学的手法による研究が中心である。
乾口雅弘 教授（モデリング部門）
（基）
【学 位】
博士（工学）（大阪府立大学）
【担当科目】システム計画論，システム数理特別講義Ⅱ
【研究内容の紹介】ファジィ理論と意思決定，最適化への応用，ラフ集合理論とデータ解析，多基準意
思決定論，可能性理論と近似推論など，非確率的不確実性とその意思決定支援への応用について研究し
ている。
潮 俊光 教授（モデリング部門）
（基）
【学 位】
学術博士（神戸大学）
【担当科目】サイバーフィジカルシステム，システム数理特別講義Ⅰ
【研究内容の紹介】離散事象システム，ハイブリッドシステム，サイバーフィジカルシステムなどの解析
と制御。非線形現象の解析（特に，カオス，分岐現象）
。
内田雅之 教授（データ科学部門／部門長，金融・保険部門）
（基）
【学 位】
博士（理学）（大阪大学）
【担当科目】統計的推測，統計・情報数学概論，数理統計入門
【研究内容の紹介】確率過程の統計的推測。特に，確率微分方程式モデルの統計解析及び金融データへ
の適用を研究している。
狩野 裕 教授／センター長（データ科学部門，金融・保険部門）
（基）
【学 位】
工学博士（大阪大学）
【担当科目】多変量解析
（学部）統計学 A- Ⅱ，統計学Ｃ - Ｉ
【研究内容の紹介】潜在変数モデルや統計的因果推論の方法論的研究。欠測値データ解析，統計教育，
統計リテラシー。
河原源太 教授 理事・副学長（モデリング部門）
（基）
【学 位】
博士（工学）（大阪大学）
【担当科目】流体数理 II（乱流力学特論）
【研究内容の紹介】層流から乱流への遷移および発達した乱流における熱・運動量輸送現象の解明と制御。
後藤 晋 教授（モデリング部門）
（基）
【学 位】
博士（理学）（総合研究大学院大学）
【担当科目】流体数理 III（非線形力学特論）
【研究内容の紹介】流体力学に現れるさまざまな非線形現象（高レイノルズ数流れ，輸送混合現象，複雑
流体の流れなど）。
小林孝行 教授（モデリング部門）
（基）
【学 位】
博士（理学）（筑波大学）
【担当科目】非線形数理モデル IV，非線形数理モデル（数理モデル論）
【研究内容の紹介】圧縮性粘性流体や非圧縮性粘性流体等の流体と気体の数学解析，流体方程式系の解
の拡散波動現象の研究。非線形熱方程式や非線形波動方程式等の非線形偏微分方程式の研究。
杉山和靖 教授（モデリング部門）
（基）
【学 位】
博士（工学）（東京大学）
【担当科目】流体数理 IV（混相流工学特論）
【研究内容の紹介】界面の動力学が関与する混相流現象（気液二相流，血流，流体構造連成問題など）。
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鈴木 讓 教授（データ科学部門）
（基）
【学 位】
博士（工学）（早稲田大学）
【担当科目】機械学習の数理Ⅰ，データ科学特論Ⅱ，機械学習の数理 with R/Python，スパース推定の
数理と機械学習への応用 with R/Python，確率的グラフィカルモデルと因果推論，カーネルの機械学
習への応用
（学部）統計解析，統計学Ｃ - Ⅱ
【研究内容の紹介】確率的グラフィカルモデル，機械学習，情報理論。最近は，変量が連続である場合
の相互情報量の推定や情報量基準を研究し，株価変動の予測やゲノム解析に応用している。
関根 順 教授（金融・保険部門，モデリング部門）
（基）
【学 位】
博士（理学）（東京大学）
【担当科目】金融数理概論，確率微分方程式
（学部）社会数理 B
【研究内容の紹介】動的ポートフォリオ最適化やデリバティブのヘッジングに纏わる問題に特に関心を
持って研究している。
垂水竜一 教授（モデリング部門）
（基）
【学 位】
博士（工学）（東京工業大学）
【担当科目】2022 年度はなし
【研究内容の紹介】非線形・非局所弾性理論を用いた材料力学問題のマルチスケール解析と，それに関連
した数値計算方法の開発。
深澤正彰 教授（金融・保険部門，モデリング部門）
（基）
【学 位】 博士（数理科学）（東京大学）
【担当科目】金融確率解析、確率モデリング概論（応用数理 A（学部科目））、数理概論 1、数理概論 2
【研究内容の紹介】確率過程に対する統計推定。特に、確率微分方程式等で定義される連続時間確率過
程モデルに対する漸近理論を研究している。エッジワース展開、ブートストラップ法とそのファイナン
スへの応用に興味を持っている。
大野ゆう子 特任教授（データ科学部門）
（基）
【学 位】
博士（医学）（東京大学）
【担当科目】2022 年度はなし
【研究内容の紹介】タイムスタディ、UML を用いたタイムプロセスモデルに基づく医療現場の行動科学
分析、地域がん登録／院内がん登録等に基づく社会医療モデル等の研究。
大槻道夫 准教授（モデリング部門）
（基）
【学 位】
博士（学術）（東京大学）
【担当科目】連続体力学（学部科目・（旧）流体数理Ⅰ）
【研究内容の紹介】力学的特性に関連した様々な非線形現象（粉体のダイナミクス、摩擦、塑性流動など）
林 直樹 准教授（モデリング部門）
（基）
【学 位】 博士（工学）
（大阪大学）
【担当科目】知的計画論
【研究内容の紹介】マルチエージェントシステムに対する分散最適化や協調制御、分散機械学習など、
大規模ネットワーク上で分散協調的に最適化や制御を行う手法の研究に取り組んでいる。
眞崎 聡 准教授（モデリング部門）
（基）
【学 位】
博士（理学）（京都大学）
【担当科目】数理解析
【研究内容の紹介】KdV 方程式や非線型シュレディンガー方程式など，非線形波動現象を記述する方程
式の解析。特に，非線形性の引き起こす現象の解明へ向けて研究を行っている。
松原 崇 准教授（モデリング部門）
（基）
【学 位】 博士（工学）（大阪大学）
【担当科目】非線形システム論
【研究内容の紹介】深層学習とベイズ的モデル化や解析力学の組み合わせ．特に人間の持つ専門知識や
物理法則のような拘束条件を満たしつつ、データから自動的に数理モデルを構築する手法の研究に従事
している。
岡部考宏 講師（モデリング部門）
（基）
【学 位】
博士（理学）（東北大学）
【担当科目】力学系理論
【研究内容の紹介】非圧縮粘性流体の運動を記述する非線形偏微分方程式の数学解析。特に，非圧縮ナビ
エ・ストークス方程式の可解性や解の長時間挙動や漸近挙動の研究を行っている。

24

寺田吉壱 講師（データ科学部門）
（基）
【学 位】 博士（理学）（大阪大学）
【担当科目】統計的学習理論、（学部）統計学Ｃ - Ｉ，データ科学
【研究内容の紹介】教師なし学習に関する統計理論と，fMRI データをはじめとする脳情報データ解析の
理論と応用について研究を行っている。
森川耕輔 講師（データ科学部門／金融・保険部門）
（基）
【学 位】 博士（理学）（大阪大学）
【担当科目】 時系列解析、（学部）統計学Ｃ - Ｉ
【研究内容の紹介】欠測値データ解析や因果推論に関する研究を行っている。また、
点過程データの解析、
特に統計地震学や生存時間解析の問題についても取り組んでいる。
古場 一 助教（モデリング部門）
（基）
【学 位】博士（数理科学）（東京大学）
【担当科目】2022 年度はなし
【研究内容の紹介】曲面の形状変化に伴う曲面上の流れ（界面流や表面流）や地球流体の流れ（大気や海洋）
を数理的手法を用いて研究しています。特に、流れに関する数理モデリングや方程式の解の時間大域的
な挙動や漸近安定性について研究しています。
千葉航平 助教（データ科学部門）
（基）
【学 位】 修士（数理科学）（東京大学）
【担当科目】2022 年度はなし
【研究内容の紹介】確率過程に対する統計推測に興味があり、現在は特に非整数ブラウン運動で駆動さ
れる確率微分方程式の解のドリフトパラメータ推定の問題に取り組んでいる。
太田 亘 教授／副センター長（金融・保険部門／部門長）
（経）
【学 位】
博士（経済学）（東京大学）
【担当科目】投資理論
【研究内容の紹介】指値注文市場において，投資家がどのように注文を出し，その結果，どのように取引
が行われるかを研究している。また，証券市場における取引のデータを用いた実証的分析を行っている。
大屋幸輔 教授（金融・保険部門，データ科学部門）
（経）
【学 位】
博士（経済学）（九州大学）
【担当科目】統計解析
【研究内容の紹介】金融市場における計量分析。特に，マーケット・マイクロストラクチャーに関連する
計量分析，高頻度データの時系列分析などが研究テーマ。
椎葉 淳 教授（金融・保険部門）
（経）
【学 位】
博士（経済学）（大阪大学）
【担当科目】2022 年度はなし
【研究内容の紹介】会計数値に基づく企業価値評価，企業戦略と利益の情報内容，などが主たる研究テー
マ。その他に，
エージェンシー理論による業績評価・監査モデル，
ディスクロージャー理論にも関心がある。
谷﨑久志 教授（金融・保険部門，データ科学部門）
（経）
【学 位】 Ph.D.（Economics）
（University of Pennsylvania）
【担当科目】計量経済 II
【研究内容の紹介】研究分野は計量経済学・統計学。特に，非線形・非正規状態空間モデルの推定方法に
関する研究，自己回帰モデルにおける最小二乗推定のバイアス是正に関する研究など。
西村幸浩 教授（モデリング部門）
（経）
【学 位】 Ph.D.（Economics）
（Queen's University）
【担当科目】公共経済 I，公共経済 II
【研究内容の紹介】租税，地方分権化，社会保険，公平な資源配分，公共財供給，環境問題，財政赤字
に関する研究。
福重元嗣 教授（データ科学部門）
（経）
【学 位】
博士（国際公共政策）（大阪大学）
【担当科目】2022 年度はなし
【研究内容の紹介】計量経済学を応用した実証分析の方法とその有効性。特に，マクロ経済学，ミクロ経
済学，金融論，財政学，労働経済学，地域経済学等の分野での実証分析。
福田祐一 教授（金融・保険部門）
（経）
【学 位】
博士（経済学）（大阪大学）
【担当科目】金融経済学
【研究内容の紹介】研究テーマは，金融に関する実証分析。特に，資産価格，利子率の期間構造，為替レー
トなど金融市場に関連した実証分析を行っている。
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Wirawan Dony Dahana（ウィラワン・ドニ・ダハナ）教授（データ科学部門）
（経）
【学 位】
博士（経営学）（東北大学）
【担当科目】マーケティング・サイエンス
【研究内容の紹介】価格・プロモーション戦略をはじめとするマーケティング諸問題や消費者行動に関す
るモデリングおよび実証分析を行う。
笠原晃恭 准教授（金融・保険部門）
（経）
【学 位】 Ph.D. (Finance)(Stanford University)
【担当科目】コーポレート・ファイナンス，アセット・プライシング
【研究内容の紹介】金融経済学。特に日本の株式市場や企業金融を対象とした実証研究を行っている。
竹内惠行 准教授（金融・保険部門／データ科学部門）
（経）
【学 位】
経済学修士（横浜国立大学）
【担当科目】計量経済Ⅰ、計量経済分析Ⅱ
（学部）統計
【研究内容の紹介】(1) 時系列解析法・ノンパラメトリック法の証券・財務データへの応用。信用格付の
計量分析にも関心がある。(2) 統計学史。数理統計学の日本への導入過程を研究している。
西原 理 准教授（金融・保険部門）
（経）
【学 位】
博士（情報学）（京都大学）
【担当科目】オペレーションズリサーチ
【研究内容の紹介】オペレーションズ・リサーチ，金融工学，リアル・オプション，最適化やゲーム理
論の応用など。
村宮克彦 准教授（金融・保険部門）
（経）
【学 位】
博士（経営学）（神戸大学）
【担当科目】財務諸表分析、実証会計分析
【研究内容の紹介】資本市場における財務報告の役割について研究を行っている。とりわけ，会計情報
を用いたファンダメンタル分析やディスクロージャーの経済的帰結に関心がある。
霧生拓也 講師（金融・保険部門）
（経）
【学 位】
博士（工学）（慶應義塾大学）
【担当科目】リスク・マネジメント
【研究内容の紹介】金融分野におけるデータ分析。特にフォワードルッキングな収益率分布の推定方法
とその応用について研究を行っている。
POIGNARD BENJAMIN（ポイニャル・ベンジャミン）講師（金融・保険部門，データ科学部門）
（経）
【学 位】 Ph.D. (Applied mathematics)(CREST-Paris Dauphine University)
【担当科目】2022 年度はなし
【研究内容の紹介】多変量不線形確率過程、漸近 / 有限標本分析、高次元統計と疎推定について研究を行っ
ている。
片山聡一郎 教授（モデリング部門）
（理）
【学 位】
博士（工学）（京都大学）
【担当科目】現代解析学Ⅰ（関数解析Ⅰ、関数解析学概論、解析学 3）、現代解析学Ⅱ（関数解析 II、関
数解析学特論、解析学５）
【研究内容の紹介】非線形波動方程式を中心として非線形偏微分方程式の初期値問題を研究している。
特に大域解の存在条件や漸近挙動に興味がある。
杉田 洋 教授（金融・保険部門，データ科学部門）
（理）
【学 位】
博士（理学）（京都大学）
【担当科目】2022 年度はなし
【研究内容の紹介】マリアバン解析，確率論的数論，確率数値解析などが研究テーマ。近年はとくにモン
テカルロ積分のための疑似乱数生成の研究を中心に行っている。
冨田直人 教授（モデリング部門）
（理）
【学 位】
博士（理学）（大阪大学）
【担当科目】2022 年度はなし
【研究内容の紹介】調和解析学において現れる特異積分作用素や擬微分作用素の関数空間上での有界性を
研究している。最近は、線形の理論を多重線形の理論へと拡張することに興味を持っている。
藤原彰夫 教授（データ科学部門）
（理）
【学 位】
博士（工学）（東京大学）
【担当科目】情報幾何入門
【研究内容の紹介】数理工学。特に，非可換統計学，情報幾何学，量子情報理論，アルゴリズム的ラン
ダムネス等の研究を通じ，情報の本質に迫りたいと考えている。
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盛田健彦 教授（金融・保険部門）
（理）
【学 位】
理学博士（大阪大学）
【担当科目】保険数学演習，確率論の基礎，保険数学１ （学部）応用数理学５
【研究内容の紹介】専門は力学系を確率論的手法で解析するエルゴード理論である。特に，カオス的力学
系の軌道の分布に関する極限定理や力学系ゼータ関数の解析的性質を，転送作用素などの統計力学由来
の道具を用いて研究している。
塩沢裕一 准教授（金融・保険部門，データ科学部門）
（理）
【学 位】
博士（理学）（東北大学）
【担当科目】確率解析
【研究内容の紹介】マルコフ過程と呼ばれる確率過程に関する研究を行っている。特に，ディリクレ形式
の持つ解析的情報と，対称マルコフ過程の大域的性質との関係に興味がある。
鬼塚 真 教授（データ科学部門）
（情）
【学 位】
博士（工学）（東京工業大学）
【担当科目】ビッグデータ解析
【研究内容の紹介】人・モノ・場所などの関係を表すビッグデータから知識を発見するグラフマイニング
技術，およびクラウド環境において大量の計算機を活用して超高速にマイニングを行う分散処理最適化
技術。
鈴木秀幸 教授（モデリング部門）
（情）
【学 位】
博士（工学）（東京大学）
【担当科目】非線形現象論
【研究内容の紹介】(1) 非線形ダイナミクス：カオス，ハイブリッドシステム，多体ダイナミクス，カオ
ス計算論など。(2) 数理モデリング：脳・神経系，電力システム，感染症など。
土屋達弘 教授（モデリング部門）
（情）
【学 位】
博士（工学）（大阪大学）
【担当科目】ディペンダブルシステム，コンピュータアルゴリズム入門
【研究内容の紹介】情報システム，特に，ソフトウェアシステムの設計と実装を不具合無く実現するため，
モデル検査やテストなどの高信頼化手法について研究を行っている。
藤崎泰正 教授（モデリング部門）
（情）
【学 位】
博士（工学）（神戸大学）
【担当科目】応用情報解析学
【研究内容の紹介】制御理論とその応用。特に，不確かなシステムのロバスト制御，大規模システムの
分散制御，データに基づくシステム表現と制御方式など，動的システムのモデリング・解析・設計手法
の構築が研究テーマ。
増澤利光 教授（モデリング部門）
（情）
【学 位】
工学博士（大阪大学）
【担当科目】アルゴリズ設計論 （学部）データ構造とアルゴリズム
【研究内容の紹介】自律動作する多数の計算機で構成される分散システムにおいて，故障やトポロジ変
化などの環境変化に対する自律適応性を実現するための分散アルゴリズムに関する研究を行っている。
森田 浩 教授（金融・保険部門，モデリング部門）
（情）
【学 位】
博士（工学）（京都大学）
【担当科目】情報統計解析学
【研究内容の紹介】さまざまなシステムをより効率的に運用するためのモデリングとその解析法ならび
にシステム評価について研究している。数理計画法や統計的データ解析により，実社会における諸問題
への応用にも取り組んでいる。
和田孝之 准教授（モデリング部門）
（情）
【学 位】
博士（工学）（神戸大学）
【担当科目】情報計算工学
【研究内容の紹介】システム制御理論と数理最適化において，確率論をキーワードに，ランダム性を付
加した実用的なアルゴリズムの開発や，雑音の影響を受ける場合のネットワーク制御系の振る舞いの解
析などを行っている。
石川将人 教授（モデリング部門）
（工）
【学 位】
博士（工学）（東京工業大学）
【担当科目】機械制御，基礎数学 I
（学部）計算機とプログラミング
【研究内容の紹介】非線形制御理論とそのロボティクスへの応用，特に移動ロボット，生物の運動メカ
ニズムの解析，建設機械への応用。
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澁谷陽二 教授（モデリング部門）
（工）
【学 位】
博士（工学）
（大阪大学）
【担当科目】数理固体力学
【研究内容の紹介】構造と外部負荷での欠陥の振る舞いにおけるサイズ依存性に着目したマルチスケー
ルな階層的力学挙動と，熱波・音波といった複数の物理が連成したマルチフィジクスな工学的応用の研
究に取り組んでいる。
高井重昌 教授（モデリング部門）
（工）
【学 位】
博士（工学）（大阪大学）
【担当科目】ダイナミカルシステム論，応用システム数理
（学部）数値解析
【研究内容の紹介】システム制御理論において，特に，事象の生起により状態が離散的に遷移するよう
な離散事象システムを対象とした解析，制御に関する研究を行っている。
浜口智志 教授（モデリング部門）
（工）
【学 位】 Ph.D. in Mathematics（New York University）
，理学博士（東京大学）
【担当科目】ナノプラズマ工学
【研究内容の紹介】プラズマ物理学・プラズマ工学・プラズマの医療応用に関するモデリングと数値シミュ
レーション。理論予測を検証するために実験的研究もおこなう。
丸田章博 教授（モデリング部門）
（工）
【学 位】
博士（工学）（大阪大学）
【担当科目】非線形数理モデル II（フォトニックネットワーク工学）
【研究内容の紹介】光ファイバおよび半導体光増幅器中における非線形光学効果を応用した長距離大容量
光ファイバ伝送技術ならびに超高速高機能光信号処理技術に関する研究を行っている。
矢野 猛 教授（モデリング部門）
（工）
【学 位】
博士（工学）（北海道大学）
【担当科目】基礎数学 II
【研究内容の紹介】分子スケールから巨視的スケールまでの流体力学の基礎的な研究。
巽 啓司 准教授（モデリング部門）
（工）
【学 位】
博士（情報学）（京都大学）
【担当科目】数理システム計画論
【研究内容の紹介】最適化理論や機械学習，ソフトコンピューティングに関する研究。特に，カオス理論
や群知能を用いた大域的最適化問題に対する近似解法やサポートベクトルマシンを用いた多クラス識別
問題について取組んでいる。
足立浩平 教授（データ科学部門）
（人）
【学 位】 博士（文学）（京都大学）
【担当科目】行動統計科学特講 I、行動統計科学特講 II
（学部）統計学 A- Ⅰ
【研究内容の紹介】多変量データ解析法（特に，主成分・因子分析）への行列集約アプローチ，すなわち，
線形代数を基礎にして，主成分・因子分析の新たなモデル・解法を研究開発すること。
服部 聡 教授（データ科学部門）
（医）
【学 位】 博士 ( 臨床統計学 )( 北里大学 )
【担当科目】医学統計学各論、クリニカルトライアル総論、医学統計学総論、統計プログラミング 1、
統計プログラミング 2、医学統計学特論 1、医学統計学特論 2
【研究内容の紹介】生存時間解析、メタアナリシスの統計的方法論、観察研究の統計解析法の研究。
村上匡且 教授（モデリング部門）
（レ）
【学 位】 工学博士（大阪大学）
【担当科目】非線形数理モデル I（数理解析学）
【研究内容の紹介】レーザーとプラズマの非線形相互作用に関する基礎学理の構築を目指した理論シミュ
レーション研究に加え，レーザー核融合，レーザー粒子加速などの医療・産業応用の研究も行っている。
鷲尾 隆 教授（データ科学部門）
（産）
【学 位】 工学博士（東北大学）
【担当科目】機械学習とデータマイニングの基礎
【研究内容の紹介】データマイニング・機械学習の原理とアルゴリズムに関する基礎研究，及びそれらを
用いるデータ解析技術開発と様々な科学，産業，社会分野への応用研究を行っている。
山田 彬尭 講師（データ科学部門）
（人文）
【学
位】PhD (Linguistics) (Georgetown University)
【担当科目】言語統計学Ａ、言語統計学Ｂ
【研究内容の紹介】専門はデジタルヒューマニティーズ（主に理論言語学への応用統計的アプローチ）
であり、探索的、検証的な手法を駆使し、大規模言語データを解析した結果をもとに言語研究を行う。
授業ではベイズ統計の枠組みから実践的な分析ノウハウ等を教えている。
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田中冬彦 教授（データ科学部門）
（全学）
【学 位】
博士（情報理工）（東京大学）
【担当科目】（学部）データ科学による課題解決入門，統計学Ｃ - Ⅱ
【研究内容の紹介】量子物理実験や時系列解析への応用を目指し，統計モデルの幾何学（情報幾何）や
ベイズ統計の基礎理論（無情報事前分布の選択）について研究を進めている。
（基）基礎工学研究科，（経）経済学研究科，（理）理学研究科，（情）情報科学研究科，
（工）工学研究科，（人）人間科学研究科，（医）医学系研究科，（レ）レーザー科学研究所，
（産）産業科学研究所，（人文）人文学研究科，（全学）全学教育推進機構（学部）学部科目
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■ 2022 年度招へい教員，非常勤教員など
青沼君明 招へい教授
【現 職】 明治大学大学院グローバルビジネス研究科教授
【担当科目】金融数理特論
生駒京子 招へい教授
【現 職】（株）プロアシスト 代表取締役社長
【担当科目】2022 年度はなし
井上純一郎 招へい教授
【現 職】 東京大学医科学研究所 特命教授
【担当科目】2022 年度はなし
大西匡光 招へい教授
【現 職】大和大学教授 教授
【担当科目】2022 年度はなし
河本 薫 招へい教授
【現 職】 滋賀大学 データサイエンス学部 教授
【担当科目】数理特論Ⅲ
瀧 寛和 招へい教授
【現 職】 和歌山大学 名誉教授
【担当科目】2022 年度はなし
竹内勝之 招へい教授
【現 職】 東京医科歯科大学 統合教育機構 イノベーション人材育成部門 部門長・教授
【担当科目】2022 年度はなし
仁科一彦 招へい教授
【現 職】 大阪大学名誉教授
【担当科目】2022 年度はなし
長井英生 招へい教授
【現 職】 大阪大学 名誉教授
【担当科目】2022 年度はなし
Maghrebi, Nabil 招へい教授
【現 職】 和歌山大学大学院経済学研究科教授
【担当科目】2022 年度はなし
金澤尚史 講師
【現 職】 摂南大学理工学部電気電子工学科 准教授教
【担当科目】システム数理特別講義Ⅰ
小池祐太 講師
【現 職】 東京大学大学院数理科学研究科附属 数理科学連携基盤センター 准教授
【担当科目】数理特論Ⅱ
小西 陽 講師
【現 職】 三井住友信託銀行
【担当科目】年金数理
小松一志 講師
【現 職】 りそな銀行
【担当科目】年金数理
中村直俊 講師
【現
畑

職】 名古屋大学大学院理学研究科 特任准教授 【担当科目】機械学習 ( の ) 実践、機械学習続論

満 講師

【現

職】 なし

【担当科目】年金数理

原 尚之 講師
【現 職】 大阪公立大学大学院工学研究科電気電子系専攻 准教授
【担当科目】システム数理特別講義Ⅱ
山内恒人 講師
【現 職】 慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授
【担当科目】リスク理論 1，2
山﨑達志 講師
【現 職】 摂南大学理工学部機械工学科 准教授
【担当科目】システム数理特別講義Ⅰ
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www.ism.ac.jp
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www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp

ிʮܖٻܖٻᨈૼ᪸؏оᅹܖᄂᆮᅹ

www.k.u-tokyo.ac.jp
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8QNCVKNKV[+PFGZ,CRCPᲢ8:,Უᄂᆮǰȫȸȗ
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ഏɭˊૠྸȷȇȸǿᅹܖǰȭȸȐȫʴƷᏋ
ųૠྸȷȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮǻȳǿȸᲢ//&5ᲣưƸᲦǰȭȸȐȫ҄ƞǕƨǫȪǭȥȩȠǛኵ
ǈλǕƨиݦૌȗȭǰȩȠǍʩ੭သܖƷೞ˟Ǜ੩̓ƢǔƜƱƴǑǓᲦЎ್ૺƷᗡӳᄂᆮȷ
ႆƕưƖᲦᗡƳƲƷᙐᩃǷǹȆȠǛᚐௌưƖǔᨥᇤʗщǛͳƑƨᅈ˟ƴᝡྂưƖǔǰȭȸ
ȐȫʴᲢ̊ƑƹᲦૠྸʴǍȇȸǿǵǤǨȳȆǣǹȈƷǰȭȸȐȫʴᲣǛЈƠǇƢŵφ˳
ႎƳӕǓኵǈƱƠƯƸᲦᨥ˟ᜭǍᨥᄂᆮᨼ˟ሁǛ࠰ૠˑᆉࡇƷ͵ᲦܖٻᨈဃૠʴǛෙٳ
ƷܖٻǍᄂᆮೞ᧙ȷ˖ٳಅǁᧈᢔƳƲǛᘍƬƯƍǇƢŵ

২ᘐႻᛩᆸӝ
ųૠྸȷȇȸǿᅹܖᏋᄂᆮǻȳǿȸưƸ২ᘐႻᛩᆸӝǛᚨƚŴငಅ২ᘐƴ᧙Ƣǔૠྸႎբ᫆Ʒ
ƝႻᛩǛܖϋٳƴݣƠƯ࠼ƘӖƚ˄ƚƯƍǇƢᲨଐࠝƷᄂᆮǍಅѦɥƴྵǕǔܱᨥႎƳբ᫆ƴ
ݣƠƯŴૠྸȢȇȫŴૠ͌ǷȟȥȬȸǷȧȳŴወᚘႎඥƋǔƍƸஇᢘ҄ƳƲƷૠྸႎᚐൿǛ
ኧƞǕƯƍǔ૾ƸŴƲƏƧƓൢ᠉ƴƝႻᛩɦƞƍŵ ǻȳǿȸưƸႻᛩᆸӝǛࠝᚨƠŴǻȳǿȸ
ᧈƷǳȸȇǣȍȸȈƷɦŴႏಮƔǒƷႻᛩƴࣖݣƠƯƍǇƢŵ

36

//&5 ȭǴƴƭƍƯ

ųȔǯǻȫǛᆢǈƶǔƜƱưȇȸǿƷᔛᆢǛᘙྵƠƯƍǇƢŵȔǯǻȫǛಮŷƳ࢟ƴኵǈӳǘƤǔƜƱ
ưஊೞႎƳȍȃȈȯȸǯǛᘙྵƠᲦǭȸȓǸȥǢȫƱƠƯƷޒǋӧᏡƱƠƯƍǇƢŵ
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ࠛࠉ㜰ᗓ㇏୰ᕷᚅවᒣ⏫ 㸫
7(/㸸  㸦௦⾲㸧㸭㸦ᩍົ㛵ಀ㸧
)$;㸸  
Email㸸 mmds-questions@sigmath.es.osaka-u.ac.jp
http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp
https://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp//faculty/for_all_organizations_and_persons/index.html

