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研究成果の概要（和文）：精度保証付き数値計算とは，問題に対する解の存在と誤差限界を数学的に保証する数値計算
法である．本研究では，精度保証付き数値計算により，無限次元関数空間における線形作用素の可逆性の検証と，線形
作用素の逆作用素を有限次元作用素で一様近似する一般理論の構築に成功した．あわせて，この理論が，逆作用素ノル
ムの最適評価を与えることを明らかにした．さらに，最適評価の基盤となる大規模有限次元行列に対する特異値の効率
的な精度保証付き数値計算アルゴリズムを開発し，構築した理論を非線形関数方程式に対する無限次元Newton法に基づ
く計算機援用証明などに応用した．

研究成果の概要（英文）："Self-validating numerical computations" stands for a computer-assisted approach 
to prove the existence of the solutions and its guaranteed error bounds for a given problem. By using 
self-validating numerical computations, this reserch proposed a computer-assisted procedure to assure the 
invertibility of a linear operator which is the sum of an unbounded bijective and a bounded operator in a 
Hilbert space, and to compute a bound for the norm of its inverse. We also showed that our bounds are 
expected to converge to the exact operator norm and to provide accurate and efficient enclosure results 
for the solution of nonlinear problem by infinite-dimensional Newton-type methods.

研究分野： 計算数学

キーワード： 精度保証付き数値計算　偏微分方程式　計算機援用証明　関数解析　無限次元固有値問題　不動点定理
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１．研究開始当初の背景 
 
計算機で実行できる実数値・複素数値の演算
は有限桁の浮動小数点数による近似計算で
あり，その演算結果には丸め誤差と呼ばれる
近似誤差が生じる．近年，浮動小数点演算に
おける丸め誤差を含む計算結果の数学的に
厳密な保証が高い精度で効率よく実現でき
ることが明らかにされ，計算結果の信頼性(品
質保証)の問題が応用解析学や計算理工学の
分野で広く取り上げられることとなった．さ
らに，計算結果の品質保証は数値計算アルゴ
リズムそのものにも影響を与え，様々な数理
科学上に現れる問題の解を計算機によって
数値的に検証するという方向にまで進展し
つつある．この種の数値計算法は精度保証付
き数値計算法または計算機援用証明と呼ば
れ，理論解析が困難な問題に対する数値的証
明として，その意義が国内外において急速に
高まりつつある． 
 
２．研究の目的 
 
本研究では，精度保証付き数値計算により， 
無限次元関数空間における線形作用素の可
逆性の検証と，線形作用素の逆作用素を有限
次元作用素で一様近似する一般理論を構築
する．また，この理論が，逆作用素ノルムの 
最適評価を与えることを明らかにする．あわ
せて，最適評価の基盤となる大規模有限次元
行列に対する特異値の効率的な精度保証付
き数値計算アルゴリズムを開発する．さらに，
構築した理論の応用として，非線形関数方程
式に対する無限次元Newton法に基づく計算
機援用証明と，非自己共役固有値問題の解の
包み込みおよび固有値除外への拡張を行な
い，結実した成果を，非線形発展方程式に対
する解の存在検証法の確立と数理モデルの
安定性解析に展開する． 
 
３．研究の方法 
 
(1) 申請者らはこれまで，2 階楕円型偏微分
作用素に対する可逆性の検証条件を導き，さ
らに 1 次元 Orr-Sommerfeld 方程式の線形化
逆作用素の有限次元作用素による一様近似
にも成功していた．これら個別の方程式に対
する成果・知見を取り込みながら，無限次元
線形作用素の可逆性の検証と逆作用素の精
度保証付きノルム評価方法を可能な限り一
般的な関数空間と作用素に拡張した理論と
して与えることを目的とした．また，この一
般理論によって得られる逆作用素ノルム評
価が，有限次元作用素による一様近似となる
だけでなく，従来の方法では得ることのでき
なかった下限の制約がない最適評価を導く
ことを立証も視野に入れた．具体的な適用例
として，各種境界条件を持つ移流拡散方程式，
反応拡散方程式，Navier-Stokes 方程式，
Oberbeck-Boussinesq 方程式の定常問題に対

する線形化作用素を取り上げ，精度保証付き
数値計算を行うことにより，構築した理論の
有効性の確認を目指した． 
 
(2) 従来の研究により，(1) における線形作
用素の可逆性の確認と有限次元作用素によ
る近似は，有限次元行列に対するスペクトル
ノルム評価すなわち特異値問題に帰着され
ることが確認されていた．また，特に偏微分
作用素を Galerkin 近似により離散化して得
られる行列の多くは大規模かつスパース構
造を持ち，一般に Hermite 性・正定値性は保
証されない．そこで，摂動理論と浮動小数点
演算の事後誤差評価を併用することにより， 
可能な限り行列の構造を維持しながらスペ
クトルノルムの上界を精度保証付きで求め
る高精度・高効率アルゴリズムの開発を計画
した．具体的な達成目標として，スペクトル
ノルムの精度保証計算を，解きたい非線形連
続問題から線形化作用素を生成する手間以
下で完了することに設定した．さらに，開
発・実装したアルゴリズムをプログラムライ
ブラリとしてソースコードとともに整備・公
開するとともに，アルゴリズムの並列化およ
び多倍長精度保証環境への組み込みの検討
を計画した． 
 
(3) (2)を基盤技術とする(1)の成果を，非線
形関数方程式の線形化作用素に適用するこ
とにより，無限次元 Newton 法に基づく非線
形方程式の解に対する精度保証付き数値計
算に応用することを計画した．具体的には，
これまでの手法では解の存在検証と誤差評
価が必ずしも十分に達成されていない高
Reynolds 数の流体方程式，特異摂動問題，3
次元熱対流問題，自然境界条件を持つ反応拡
散方程式系の各定常問題に対する計算機援
用証明に取り組んだ．また，個々の方程式に
対し，精度保証付き数値計算をアルゴリズム
レベルおよびプログラムレベルにおいて効
率化する過程で得られた知見を (1),(2)に
饋還させることにより，線形作用素に対する
逆作用素評価理論を堅牢化・精錬化を図った． 
 
(4) (1), (2)の成果を，無限次元固有値問題
に対する固有値・固有関数の包み込みおよび
固有値除外手法に拡張することを計画した． 
また，固有値問題の存在・非存在証明が，自
己共役問題だけでなく，固有値が一般に複素
数となる非自己共役問題にも適用可能であ
ることを，移流拡散方程式，周期境界条件を
持つ反応拡散方程式などの非自己共役作用
素に対する精度保証付き数値計算により立
証 す る こ と も 目 指 し た ． あ わ せ て ，
Orr-Sommerfeld 方程式に対する固有値の局
所一意性付き存在証明と除外法を組み合わ
せることで，固有値分布の大域構造を解明す
るとともに，安定・不安定性を決定する中立
安定曲線を包み込むことも計画した． 
 



４．研究成果 
 
(1) 線形作用素に対する可逆性の検証と最
適な逆作用素ノルム評価の一般化に成功し，
具体的な検証例とともに成果を広く公開し
た． 
 
(2) 摂動理論による大規模行列の効率的な
スペクトルノルム評価を与えることに成功
した． 
 
(3) 無限次元 Newton 法に基づく非線形関数
方程式の解の計算機援用存在証明理論構築
のための知見を得た． 
 
(4) 非自己共役固有値問題に対する解の存
在・非存在検証のための定式化に成功した． 
 
本研究の採択時の研究期間は平成 24 年度か
ら平成 27 年度であった．しかしながら，研
究の最大の目的であった無限次元作用素の
一様近似理論の確立に大きな進展があった
ことから，研究体制を再構築して申請した基
盤研究(B)が平成27度から31年度の期間で  
『関数方程式に対する精度保証付き数値計
算法の展開』(課題番号: 15H03637)として
採択された． 
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