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はじめに
少し前まで、”数学はサイエンスではない”といわれていました。多くの自然科学は実体のあるものを
対象にしていますので、見て触ることができない、数学のような頭の中で考えるものはサイエンスで
はないというわけです。ですから、これまで、科学ミュージアムには数学の展示がありませんでした。
しかし、現代科学は、航空宇宙にしても、素粒子にしても、新材料の開発にしても、創薬にしても、
あらゆる科学の異分野で数学という言語で語らないと一歩も前に進めないことがわかっています。AI
人工知能では、膨大なデータのマイニング技術と数理統計解析の数学が基礎にあります。コンピュー
タが計算した結果など実態がないから信用できない、真実ではない、などと言う方がいましたら、銀
行へ預けているお金をすぐに引き下ろしてきてください。かつて四色問題という数学の予想問題の証
明は、コンピュータで解決されました。数値計算なくして、天気予報もできない、ロケットも飛ばせ
ない、宇宙の解明も、新しい素粒子の発見もできない時代なのです。では数学は何か？というのは、
これから講座の中で述べていきますが、一言でいえば、”異なるものに同じ名前をつけること”です。
数学は自然を理解するための言語です。そして計算とはアルゴリズムに従って数え上げることです。
プログラミングは、その計算のための言語です。
さて、来年(2018年)、つくばで国際情報オリンピックがあります。数学オリンピックのようなもので
す。国際大会ですから、2016年つくばでのG7科学相会合とまではいかなくても、サイエンス教育の
大きなイベントとして注目されることでしょう。そこで、つくばの地から優秀な挑戦者が出場できる
ようにと、つくばエキスポセンターでは「数とプログラミング」という科学入門講座を2年間開いて
きました。教えるプログラミング言語は、C、C++、Ruby、Pythonなどです。Pythonは数学問題を扱
うのに優れた機能を持つように思えます。子どもたちに、数学と本格的なプログラミングを教えるの
は困難なことだと思われるでしょうが、意外にも、子どもたちはついてきてくれます。その姿勢は、
理解することではなく、先ずは、体験することにに目的を置いているからです。プログラミングは数
学です。数を扱うプログラミング体験が、数学脳を育てるセンスを養ってくれるだろうと信じていま
す。
一方、おとなのための数学「数とプログラミング」講座は、数学を楽しんでいただくことを目的にし
ております。聴講される方には、プログラミングをマスターするところまでは考えていません。しか
し、この機会に、数学にとって重要なアルゴリズムとは何か、プログラミングとはどういう作業かを
理解をしてもらえたらと思います。内容は、数学そのものです。話題の内容の理論は難しいかもしれ
ません。専門用語もたくさん出てきます。それでも、「難しいことを易しく、易しいことを深く」が
講座のモットーです。
どなたにでも聴いていただきたいと思います・特に、これまで、数学に興味のなかった方にも関心を
持ってもらえるように、定年後改めて数学を学びたい方にガイダンスになるように、お子さんの教育
の上でコンピュータ時代の数学がどのようなものか知りたい方に、というような方々を対象に、お話
をしていきたいと思います。それでいて、他の一般向け公開数学講座にはないプログラミングによる
問題の検証や証明を加えながら話をしていきます。
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[数学] 数とプログラミング
⬛ 第1週 楽しい数学

Accessible and interesting Math

⭐ 数学映画の楽しみ方
⭐ 漸化式 = コンピュータは繰り返し計算が得意
小学2年生が解いたピザカットの定理

(プログラミング)

⭐ 円周率 π を求める
アルキメデス法、 EXCELプログラミングで計算

(プログラミング)

べき級数展開、アークタンジェントからCで計算、PYTHONで計算 (プログラミング)
ガウス=ルジャンドル反復法、RUBYで100桁まで計算

(プログラミング)

多倍長 gmp.hライブラリ と Chudnovskyアルゴリズムで100万桁に挑戦

(プログラミング)

惑星探査に必要な π の桁数は ?
⭐ ネイピア数 e とオイラーの公式を求める
ネイピア数 e は、自然でない自然数
ネイピア数 e をEXCELとCプログラミングで計算
博士の愛した数式「オイラーの公式」、グラフ

(プログラミング)

(実演)

⭐ 暦の中の魔方陣、9 は魔法数ではない (異星人のn進法と数字根)
⭐ 2進表示でわかる完全数とメルセンヌ数
<☕

Coffee break

>

⭐ 数学とは何か？偉人たちの言葉
"数学は異なる物に同じ名前を付ける芸術だ" - H. ポアンカレ

⭐ 2進多項式で数当てマジック (実演)
⭐ シャボン玉発生装置、線織面 綿棒で作る双曲面体

(実演)

⭐ 楕円ビリアード、朝陽の中の紅茶碗に、包絡線とクラインの特異点 (実演)

脚注
リウヴィル数 Liouville number は多項式で超越数である
チェビシェフChevyshevの多項式は漸化式である
マンデルブロ集合は漸化式である
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⬛ 第2週 不思議な数学

Curious and Paradoxical Math

⭐ 三角不等式のパラドックス、極限と無限

⭐ 自然数の有限和 奇数偶数の和 (プログラミング)
⭐ フィボナッチ数列の計算
身の回りの黄金比のウソ、フィボナッチ数列と黄金比
フィボナッチ数列の計算

(プログラミング)

(実演)

n番目のフィボナッチ数を知る

(プログラミング)

⭐ 宇宙は素数でできている？
万華鏡素数とガウス素数 数の拡大

(実演)

エラトステネスの篩で素数を洗い出す

(プログラミング)、Pythonで素数を抽出 (プログラミング)

素数と三角形 (プログラミング)、 オッグ素数
⭐ 数は有理数で近似できるか？

循環小数、連分数

循環小数の秘密を調べる、鏡の国のアリス「電卓で有理数か無理か区別できる？」
原始根と循環少数

(EXCELでプログラミング)、

F17原始根の計算

(プログラミング)

美しい無理数連分数 、アルティン予想
⭐ ζ ゼータの不思議な数の世界
PYTHONで複素数、PYTHONで級数の和を求める
ラマヌジャンの遺した関数と自然数の総和 -1/12
なぜζゼータ関数の自然数の和は無限大に発散しないのか？
⭐ p-進数、新しい数の世界
遠いほど近い距離感、 数の拡大、p-進数と多次元宇宙=ハッセの原理

⭐ 対称性と不変量
正20面体の中に黄金比、オイラーの多面体定理、リーマン-ロッホの定理 (実演)
⭐ 鏡映群、反射多項式(距離)に隠された秘密

(実演)

3枚の鏡で正12面体と正20面体をつくる (ワイルの部屋)
<☕

Coffee break

>

⭐ 数学の実験1
⭐ 2017年は3個の素数の3乗の和で表せる!? （excel）
⭐ グロタンディエク素数

(プログラミング)

⭐ 21世紀に日本人が見つけた多面体の元素、外部リンク (実演)
⭐ タングラムで遊ぶ、面積が等しい正三角形と正方形

(実演)

ヒルベルトの第3問題 (デーン不変量とヒルの四面体)

(実演)

錬金術か？選択公理とバナッハ=タルスキーのパラドックス
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⬛ 第3週 アルゴリズムと数学

Algorithms and Math

⭐ 論理と数学と言語
一階述語論理から高階述語論理、(シンタックスからセマンティックス)
プログラム意味論とトポロジー

⭐ 圏論は現代科学の異分野を結びつける共通言語、Category theory, Awodey
⭐ 世界は余りでできている、四則でなく五則演算、 RUBYで六則演算 (プログラミング)
⭐ ユークリッド互除法とビリアードの定理
アルゴリズムとは
三角ネットワークのビリアード台と等差配列でアルゴリズム
映画ダイハード3、水汲み問題をビリアードの定理で解く

ユークリッド互除法と美しい補題

(プログラミング)

ユークリッド互除法と有理数の連分数化
⭐ オイラーのトーシェント関数

(プログラミング)

(プログラミング)

オイラーの定理と応用
⭐ 小学生でも理解できるコラッツ予想 (3n+1 問題)
⭐ Matthew Frankの漸化式から1と素数が並ぶ
⭐ IQ228の女性が解いたモンティ・ホール問題
⭐ ババが2枚の時のババを引く確率

(プログラミング)

(プログラミング)
(プログラミング)

(プログラミング)

⭐ 置換群で解き明かすルービックキューブ

(実演). Sage

互換、可解性、置換群、パリティ、位数が素数の有限群は循環群
方程式が解けるということ
⭐ 楕円曲線に群構造
⭐ モンスターと対称性
有限単純群の分類、オッグの素数

オッグ素数とモジュラー曲線

モンスターとムーンシャイン、モンスター群の位数 8x10^53 を数えあげる
<☕

Coffee break

(プログラミング)

>

⭐ ゼロは数ではない量だ
⭐ 数学の実験2
⭐ 4x4x4 Rubik's リベンジとパリティ問題

(実演)

⭐ 映画ビューティフルマインドとナッシュ均衡、不動点と分岐の理論
1994年ゲームの理論でノーベル経済学賞、2015年偏微分方程式論でアーベル賞、
2015. 6.13,ナッシュ夫妻はアーベル授賞式からの帰途、タクシー交通事故死
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⬛ 第4週 コンピュータと数学

Computing science and Math

⭐ ネット社会を支える暗号システム、楕円曲線暗号 (Magmaで計算)
社内恋愛メールはシーザーズシフトで暗号化をお勧め
⭐ 大きな数も怖くはない（累乗の階乗）

(プログラミング)

(プログラミング)、

⭐ 大きな合同数を計算 (プログラミング)
合同数 = 楕円曲線 => トーラス
合同数n、 y^2 = x^3 - n^2x は楕円曲線
⭐ 2進10進変換アルゴリズム、演算誤差について
2進10進変換、逆変換

(プログラミング)

(プログラミング)

⭐ パイこね変換の数値計算誤差

(プログラミング)

⭐ 多倍長gmp.hライブラリ と Chudnovskyアルゴリズムで π 100万桁 (プログラミング)
⭐ 1次元力学ロジステック写像 (カオスを漸化式で検証)
⭐ RUBYで連立方程式を解く

(プログラミング)

(プログラミング)

⭐ コンピュータで数学問題の解法・証明支援
Wolfram Alpha. 強力なオンライン数式処理サイト. iPhone / iPadで使える
Symbolic Math Toolbox

MATLAB チェビシェフの多項式を解く

Coq 型理論から来た証明支援、Mizarと形式化ライブラリ、数式処理ソフト Risa/Asir

⭐ P値とは何か、 量が質を見分けるデータ解析
ビッグデータにスマートフォンやタブレットからアクセス
⭐ ヤコブの杖、三角測量・三角比測量の計算 、伊能忠敬に習って地球を図る

(プログラミング)

⭐ スマートフォンやタブレットで、天文学、航空宇宙の計算
太陽の南中高度・時刻、日出・日没の計算

(プログラミング)

水ロケット工学、性能計算シミュレーション結果のグラフ化

(c, Pythonプログラミング)

惑星の公転速度と重力圏離脱速度 (物理定数のような大きな数字と計算)
人工衛星の打ち上げ・弾道ミサイルの軌道計算

(プログラミング)

(プログラミング)

惑星軌道とアポロニウスの円
ツェラーの公式から年月日を指定して曜日を計算、万年カレンダー作成 (プログラミング)
<☕

Coffee break

>

⭐ 2045年までにAI-シンギュラリティは来るか？
⭐ P ≠ NP予想
⭐ 空間認識の哲学、宇宙を語る数学
リー群は多様体と群のこどものようなもの
木をみて森をみる、コホモロジー、 局所から大域へ (曲率)、
大域から局所へ (層)、カラビヤウ多面体 (6次元)とミラー対称性、圏論
クラスタ代数、グラスマン代数と超弦理論の9次元空間
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References:
<数学を楽しく学ぶための入門書>
Mathematical Omnibus: Thirty Lectures on Classic Mathematics by Dmitry Fuchs Serge Tabachnikov, ©American Mathematics
Society 基礎数学練習帳1、2、3 岩波書店
Mathematical Proofs A Transition to Advanced Mathematics Gary Chartrand, Albert D. Polimeni, Ping Zhang 証明の楽しみ 丸善
Adventures in Group Theory Rubik's Cube, Merlin's Machine & Other Mathematical Toys 2ed., David Joyner, Johns Hopkins
University Press, 2008 群論の味わい, デイビット・ジョイナー, 共立出版
数学の言葉で世界を見たら 大栗博司, 幻冬社
不変量と対称性
数論への招待

現代数学の心

今井淳、寺尾宏明、中村博昭、ちくま学芸文庫

加藤和也、シュプリンガー数学クラブ

数学の研究を始めよう(I) (II) (III) 飯高茂
プログラムで愉しむ数理パズル

第23巻、丸善

現代数学社

伊庭斎志、コロナ社

実験数学読本 矢崎成俊、日本評論社
パズルの国のアリス1, 2 坂井公、日経サイエンス社
https://projecteuler.net Project Euler オイラープロジェクト
http://www.dimensions-math.org/ ディメンション、現代の幾何学をコンピュータグラフィックスで学べる最良サイト、Jos
Leys, Étienne Ghys, Aurélien Alvarez、リオン高等師範学校
無限に見られた天才数学者たち、アミール・D・アクゼル、早川書房
バナッハ=タルスキーの密室、瀬山士郎、日本評論社
http://www.theory.caltech.edu/~ooguri/mathuniverse.pdf 宇宙の数学とは何か
https://www.wolframalpha.com/examples/Math.html WalframAlpha

大栗博司

オンライン数式処理

https://jp.mathworks.com Symbolic Math Toolbox オンライン数式処理
<さらに数学を学びたい方への良書>
圏論の歩きかた、日本評論社
Category theory , Awodey, Oxford
表現論入門セミナー、平井、山下、遊星社
ガロア理論、J. ロットマン、丸善
楕円曲線と保型形式、N. コブリッツ、丸善
選択公理と数学、田中尚夫、遊星社
コホモロジー、安藤哲哉、日本評論社
現代数学の源流 上下巻、左武一郎、朝倉書店
数学の現在 π, e, i 、斎藤毅、河東泰之、小林俊行、東京大学出版界
<計算科学と言語関係の参考書>
Good Math A Geek’s Guide to the Beauty of Numbers, Logic, and Computation, Mark C. Chu-Carroll (グッド・マス) オーム社
From Mathematics to Generic Programming Alexander A. Stepanov, Daniel E. Rose (その数式プログラムできますか？) 翔泳社
初めてのRUBY Yugu(ゆうきそのだ)、O’Leilly、オーム社
プログラミング言語RUBY、Matz(ゆきひろまつもと)、D. フラナガン、O’Leilly、オーム社
Doing math with Python Amit Saha, no starch press (Pythonで数学入門、O'Reilly、オーム社)
Java入門、瀬戸雅彦、株式会社SCC
プログラミング言語C

B. W. カーニハン、D. M. リッチー、共立出版

数学基礎論 前原昭二、竹内外史、ちくま学芸文庫
オートマトン・言語理論の基礎

米田政明、近代科学社

https://inventwithpython.com/chapters/ Invent with Python
IBM Watson Analysis ビッグデータ解析サイト
What is p-vale anyway?, Andrew Vickers Stories to help you actually understand statistics (P値とは何か、丸善)
http://www.theory.caltech.edu/~ooguri/mathuniverse.pdf 宇宙の数学とは何か

大栗博司

Computation of 2700 billion decimal digits of Pi using Desktop Computer, Fabrice Belland Feb 11, 2011

ideone.com/ ideone is an online compiler and debugging tool オンラインコンパイラ
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<本講義に関連する筆者書籍とブログ>
離散数学パズル(ビリアードの定理)

ISBN978-4-99053238

プロペラに棲む魔物 Daemon on the Prop ISBN978-4-990532325
http://imetrics.co.jp/mathematics/Newsletter.pdf Math letters Prog collections
http://imetrics.co.jp/opinion/Blog1.pdf 数学ブログ
http://imetrics.co.jp/mathematics/ApplePie.pdf 3月14日は、パイ(π 円周率)の日
http://imetrics.co.jp/math2/Eulers-formula-slide0612.pdf

オイラーの公式 Euler's formula

http://imetrics.co.jp/mathematics/CanNumberbeApploximatelyRational.pdf 数は有理数で近似できるか? 循環少数、連分数
http://imetrics.co.jp/mathematics/三角ビリアードと等差配列で解く.pdf
http://imetrics.co.jp/mathematics/Billiard_EuclideanAlgorithm.pdf ユークリッド互除法 (GCD, LCM)とビリヤードの定理
http://imetrics.co.jp/mathematics/EulerCharacteristic.pdf オイラーの多面体定理
http://imetrics.co.jp/mathematics/FibonacciSeries.pdf フィボナッチと黄金比
http://imetrics.co.jp/academy/自然数の総和について.pdf

ラマヌジャンと自然数の総和について

http://imetrics.co.jp/mathematics/Reflection_Coxeter_group.pdf 鏡映群、反射距離、有限コクセタ群、ベッチ数、巾指数
http://imetrics.co.jp/mathematics/SymmetryMonster.pdf モンスターと対称性
http://imetrics.co.jp/mathematics/ModernMathTerms.pdf 現代数学用語集
http://imetrics.co.jp/mathematics/EllipticCurves&ModularForms.pdf 楕円曲線と保型形式
http://imetrics.co.jp/academy/Automaton.pdf 計算の科学(入門編)
http://imetrics.co.jp/academy/計算の科学セミナー.pdf 計算の科学セミナー (プログラミング編)
http://imetrics.co.jp/mathematics/MatheProgrammingForIOI2018.pdf 数とプログラミング体験塾 IO!2018を目指して
http://imetrics.co.jp/math2/合同数.pdf 大きな合同数を計算で検証
http://imetrics.co.jp/math2/楕円曲線上の加群構造.pdf
http://imetrics.co.jp/math2/LiouvilleNumber.pd リウヴィル数は超越数
imetrics.co.jp/math3/アポロニウスの円.pdf

惑星軌道とアポロニウスの円

https://youtu.be/vK_ssfx_XRc 楕円ビリアード
https://youtu.be/V41WblOyrV0 置換群によるルービックキューブ
http://imetrics.co.jp/math3/agenda-English.pdf Math & programming in English 数とプログラミング英文講義ノート
http://imetrics.co.jp/mathematics/extension.pdf 数の拡大
http://imetrics.co.jp/math2/LiouvilleNumber.pdf リウヴィル数 Liouville number は超越数である
imetrics.co.jp/opinion/数学キーワードクイズ.pdf 数学キーワードクイズ

あとがき
これまで、わが国の教育は、がんばればみんなできるという能力＝平等主義でした。しかし、
このメリトクラシーは、欧米諸国ではすでに1970年代前半にくずれ始めていました。学校
教育でのメリトクラシーは社会の平等化ではなく、社会的不平等や格差の再生産に寄与して
いるという再生産理論が唱えられるようになったからです。国内でも、1990年代以降の高
度成長の終焉、グローバリゼーションの拡大により、メリトクラシーに国民を包含しようと
するシナリオにゆらぎが見えはじめていました。つまり、メリトクラシーにすべての子ども
たちの能力を包含することはもはやできないのです。最も豊かな国であり、グローバリゼー
ションの発信元である米国において、中産階級のなかに、国を分断するような格差が広がっ
ていたことは、2016年11月の米国大統領の選挙で顕出しました。格差は、科学技術の進展
に従う産業構造の変化により生じます。移民の影響が原因ではありません。これを解消する
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には、変化に順応できる適応力と、そのための能力開発の継続性が求めらます。また、自己
啓発を常にバイアスしていく社会機能も必要です。科学ミュージアムが、そんな社会機能の
一部を担うことにも意味があります。
米国大統領選と同じ年の2016年3月、前大統領のオバマ氏は、先進国としての産業競争力を
維持するのにSTEM教育、特に数学の基礎力が重要なことをホワイトハウス声明で訴えまし
た。このニュースは、わが国ではあまり報じられませんでした。先端技術産業ではフロント
ランナーの米国でさえ、科学の基礎である数学教育にさらに力を入れようとしている戦略に
注目しなければいけません。ちなみに、社会のインターネット化が進むなか、個別能力の開
発が可能になってきています。社会人であっても学ぶ機会が得られます。例えば、欧米の大
学では、iTune Universityなど年間をとおしての有名講座をフリーで提供しています。英語で
の聴講が苦でない方には有用な機会です。つまり、成人であれば、画一的で受け取るだけの
教育ではなく、自分で選択して学べる時代になったということです。ただし、インターネッ
ト社会の情報の適否について、リテラシーがなければ危険もありますが。
さて、【数学】数とプログラミング 講座に参加されて、このあとがきを読んでいるみなさ
んは、社会人として、それぞれの分野で活躍し、既に知を形成しているに違いありません。
かつて受けた学校教育にはなかった新たな知識への好奇心をお持ちの方々と思います。しか
しながら、普段の仕事の忙しさで、どこからどのように学び始めればよいのか逡巡されてい
るかもしれません。リタイヤ後に好きだった数学を改めて学び直したいという方もおられる
でしょう。子どもたちへの数理科学教育を熱心に考えているご父兄も少なくないと思います。
そのようなニーズに応え、少しでもみなさんに選ばれる数学講座として継続していきたいと
思います。
March 1. 2017
くさふさせいじろう
Сейджиро Кусафуса
galois157@gmail.com

（Note）
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