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(� 宮島 信也� 荻田 武史� 大石 進一� 実対称行列の各固有対の精度保証付き数値計算法� 日本
応用数理学会論文誌 �0�/ )(**0,� 1-1.11(�

-� 尾崎 克久� 荻田 武史� �� � ����� 大石 進一� 点と平面との位置関係を判定する高速か
つロバストなアルゴリズム� 日本応用数理学会論文誌 �0�/ )(**0,� 11-.10(�

/� 大石 進一� 荻田 武史� 太田 貴久� 高精度内積計算アルゴリズムを用いた連立一次方程式
の精度保証付き数値計算法� シミュレーション (1�1 )(**0,� �+*.�+2�

1� 荻田 武史� 大石 進一� 連立一次方程式のメモリ量を低減した精度保証付き数値計算法� シ
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�� 宮島 信也� 荻田 武史� 大石 進一� 実対称行列の各固有値に対する精度保証付き数値計算
法� 日本応用数理学会論文誌 �1�- )(**1,� (1-.(02�

(� 太田 貴久� 荻田 武史� �� � ����� 大石 進一� 悪条件連立一次方程式の精度保証付き数
値計算法� 日本応用数理学会論文誌 �1�- )(**1,� (0'.(2+� 9日本応用数理学会論文賞受賞:
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/� 荻田 武史� 大石 進一� 大規模連立一次方程式のための高速精度保証法� 情報処理学会論文
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有値の精度保証付き数値計算法� 電子情報通信学会論文誌 #2+.��2 )(**/,� ����.���'�

(� ��	������ �� ������
�� �������� �� ��&������ ��� ��Æ&���� &��������� ��� ������&�!

$��� &����� �� ����!� ������
 ������� 4������&�� ���������� '+�- )(**/,� ��� 1-+.11/�

����年度

�� 	� �
���� �� ������ 3� B������ %���������� �� ����� ��
����� %��������5��� @����

7����� ��� ��� �����>����� ��!������ �� ������� �� "����� @A�������� ��!���!� %�����.

��
 '�- )(**-,� (('.(-'�

����年度

�� 	� �
���� �� ������ 3� B������ =��� 8�&!����� ��� �������! 8�������� ��� ��!������ �� ����>

@A�������� 8�&!����� ������ ��� 4��!����� 6���!���� C��� ���!�&������ �� @�
�������
�

@&�����&� ��� 6����&� )%�������
� ����!����� �0� #� D������
�� ���,� �+�.�2/� �����
��

C���4�53���� �������� (**(�

(� �� ������ �� � ����� =��� $��� &����� �� ��!������ �� �����> �A�������� 4����� �����

'*�/ )(**(,� +11.++-�

国際会議論文

����年度

�� 	� �
���� �� ������ 	�
�� @�&!������ �� ��!������ �� "����� �������� @>������ ������&��

�� 8�����������! %�������&� �� 4�����&�! ���!���� ��� ���!��� ��������&� (**0 )8%.

4��(**0,� %����� <���&�� ���� �1.�'� (**0� C�!��.�%D ���!�
� 1�0.1�'�

(� �� ������ 	� �
���� �� � ����� 4�����&�! $��� &����� ��� ��!������ ��  ���� ����������!

������ !����� �A������� ����
 �������$� �������� @>������ ������&�� �� 8�����������! %��.

�����&� �� 4�����&�! ���!���� ��� ���!��� ��������&� (**0 )8%4��(**0,� %�����

<���&�� ���� �1.�'� (**0� C�!��.�%D ���!�
� 1(*.1(-�

-� �� ������ 	� �
���� �� � ����� �� 	������ �&&����� %��!���� �!
������ ��� ;���&����

�� 6�����$� ;� �������� �� 8!!.%���������� ����&��� @>������ ������&�� �� 8�����������!

%�������&� �� 4�����&�! ���!���� ��� ���!��� ��������&� (**0 )8%4��(**0,� %�����

<���&�� ���� �1.�'� (**0� C�!��.�%D ���!�
� 1-�.1-/�

/� 3� 4������ �� ������ 	� 4����� � %!���� 4�����&�! ���� &����� �� =�$� ��!������ �� 	5�.

���������� %��&���� 6��&� �� (**0 8�����������! ��������� �� 4��!����� 	����� ��� ���

���!�&������ )4�"	�(**0,� 7�!�
��� 8��!�� (**0� -*+.-�*�

(



1� �� ������ �� 	������ 	� �
���� �� � ����� %��$��
��&� 	������ �� ����?� ����� ���

8�$�����
 ���������!� 8!!.%���������� ����&��� 6��&� �� (**0 8�����������! ���������

�� 4��!����� 	����� ��� ��� ���!�&������ )4�"	�(**0,� 7�!�
��� 8��!�� (**0� -�1.-�2�

0� 	� �
���� �� ������ =��� ���� &����� ��� ������ "����� ������� 5��� <�����!���� ;��
�.

��!!� ;������� ����&��� 6��&� �� (**0 8�����������! ��������� �� 4��!����� 	�����

��� ��� ���!�&������ )4�"	�(**0,� 7�!�
��� 8��!�� (**0� -�'.-(��

+� �� ������ 	� �
���� �� ������ ������$� ���� &����� ����� ��� ;���� "����� ���.

����� 6��&� �� (**0 8�����������! ��������� �� 4��!����� 	����� ��� ��� ���!�&������

)4�"	�(**0,� 7�!�
��� 8��!�� (**0� -(-.-(0�

2� 3� �����5�� �� ������ � ����� �� 6��$��
 @>�����&� �� ��!����� %��$� ��� 4��!�����

@A������ ����
 �Æ�� ���������&� 6��&� �� (**0 8�����������! ��������� �� 4��!�����

	����� ��� ��� ���!�&������ )4�"	�(**0,� 7�!�
��� 8��!�� (**0� '/+.'1*�

����年度

�� �� �������� 	� �
���� �� ������ � ����� �� <��������
 "����� ������� 5��� �� ��.

�������!� 8!!.&���������� ����> ��� �� ��������� ��!������ 6��&� �� (**1 8�����������!

��������� �� 4��!����� 	����� ��� ��� ���!�&������ )4�"	�(**1,� 7��
��� 7�!
����

�&����� �2.(�� (**1� +/�.+//�

(� 	� ����� 	� �
���� �� � ����� �� ������ 4�����&�! ���� &����� ����� ��� ;����

"����� ������� 5��� ���������!� 8!!.&���������� ����&��� 6��&� �� (**1 8�����������!

��������� �� 4��!����� 	����� ��� ��� ���!�&������ )4�"	�(**1,� 7��
��� 7�!
����

�&����� �2.(�� (**1� +/1.+/2�

-� �� ������ 	� �
���� �� �������� �� ������ �� � ����� %��������5��� ���� �� ��!������

�� "����� ������� ������ ��� #�$�� 6��&� �� (**1 8�����������! ��������� �� 4��!�����

	����� ��� ��� ���!�&������ )4�"	�(**1,� 7��
��� 7�!
���� �&����� �2.(�� (**1� +/'.

+1(�

/� 3� �����5�� �� ������ 4�����&�! ����� �� 6��$����
 @>�����&� �� 6������& ��!�����

��� 4��!����� �;@ ����
 �Æ�� ���������& ��� <����?� =��&���� @>��������� 6��&� ��

(**1 8�����������! ��������� �� 4��!����� 	����� ��� ��� ���!�&������ )4�"	�(**1,�

7��
��� 7�!
���� �&����� �2.(�� (**1� +1-.+10�

1� �� �������� 	� �
���� �� ������ =��� ���� &����� ��� �����&��$� @�
��$�!��� �� ��������&

����>� 6��&� �� ��� 2�� 8�����������! C������� �� %������� �!
���� �� �&����� &

%�������
 )"�&���� 4���� �� %������� �&���&� -+�2� ��<� <������ @�C� ���� ���

@��� ���������$ ����,� �����
��.���!�
� 7��!��ED����!���
� (**1� -*0.-�+�

����年度

�� �� 7� ��������� � 4����� �� ������ ��� =� ��&�� "��������� 	��!�� ��� 8�����&��$� ���.

���� ��� ���� �� %������������ =��� %��� �������� �� 4�����&�! ����5��� 5��� ����!�

-



���� &����� )�� �!�� �� =������� �� 7� ��������� ��� C� "����� ����,� "�&���� 4���� ��

%������� �&���&�� (''�� �����
��.���!�
� D����!���
� (**/�

(� �� �������� 	� �
���� �� ������ �� ������ =��� @���� @��������� ��� @�
��$�!��� ��

��������& ����> 5������ ;���&��� �������
� 6��&� �� (**/ 8�����������! ���������

�� 4��!����� 	����� ��� ��� ���!�&������ )4�"	�(**/,� =������� #����� (**/� �0+.�+*�

-� 	� �
���� �� � ����� �� ������ �&&����� ��� ��� ;�� 6����&� 5��� ���!�&������� 6��&�

�� ��� (**/ 8@@@ 8�����������! ��������� �� %������� ����� %�����! ������� ;���
��

	������ 	��5��� (**/� �1(.�11�

講究録・紀要・テクニカルレポート等

����年度

�� �� � ����� 	� �
���� �� ������ �&&����� =!�����
.����� ���������� 	�&���&�! ��.

���� *1��(� =�&�!�� ��� 8���������� ��� %������&����� �&���&��� D�����
 B��$������ ��

	�&���!�
�� (**1�

(� 	� �
���� �� � ����� �� ������ ���� �� ��!������ �� "����� ������� 5������ ;���&���

�������
� 	�&���&�! ������ (**1.*/� ��$��&�� ������&� 8�������� ��� �&���&� ��� @�
�.

������
� C����� B��$������� (**1�

-� 尾崎 克久� 荻田 武史� 宮島 信也� 大石 進一� #�$�による連立一次方程式の数値解の精度
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講演
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日本応用数理学会研究部会・連合発表会� 名古屋大学 )(**+E-E-./,�

-� 山中 脩也，荻田 武史，大石 進一：台形則と中点則を利用した数値積分の精度保証法，平
成 �'年日本応用数理学会研究部会・連合発表会� 名古屋大学 )(**+E-E-./,�
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(1� 荻田武史� 大石 進一� 数値計算ツールで手軽に大規模線形問題を解く� 第 �(回マイクロ波
シミュレータワークショップおよび第 -回講習会� 神奈川大学 横浜キャンパス )(**0E'E�,�

(0� 	� �
���� =��� ��� �&&����� =!�����
.6���� ���������� C������� �� 4�����&�! ���!.

���� ��� ���� &������ C����� B��$������� 	���� )(**0E+E(0,�

(+� 尾崎 克久� 荻田 武史� �� � ����� 大石 進一� 点と平面との位置関係を判定する高速か
つ適応的な手法について�第 -1回 数値解析シンポジウム )4��(**0,� パナヒルズ大阪�大
阪 )(**0E0E�-.�1,�

(2� 宮島 信也� 荻田 武史� 大石 進一� 実対称行列の各固有対の精度保証� 第 -1回 数値解析シ
ンポジウム )4��(**0,� パナヒルズ大阪� 大阪 )(**0E0E�-.�1,�

����年度

�� 荻田 武史� 高速・高精度な内積計算法� (�世紀%�@プログラム「プロダクティブ 8%	ア
カデミアプログラム」春季シンポジウム� 早稲田大学 理工学部 )(**0E-E-*,�

(� 宮島 信也� 荻田 武史� 大石 進一� 実対称行列の各固有対の精度保証付き計算法� 平成 �2

年日本応用数理学会研究部会・連合発表会� 早稲田大学 理工学部 )(**0E-E/.1,�

-� 尾崎 克久� 荻田 武史� ���
����� � ����� 大石 進一� 入力誤差を含む点と平面の位置関
係を判定する高速なアルゴリズム� 平成 �2年日本応用数理学会研究部会・連合発表会� 早
稲田大学 理工学部 )(**0E-E/.1,�

/� 尾崎 克久� 荻田 武史� 大石 進一� 高精度内積計算の計算幾何学への応用�第 -回計算数学
研究会� 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場 )(**0E�E1.+,�

1� 荻田 武史� �� � ����� 大石 進一� 高速かつ高精度な内積計算法� 第 -回計算数学研究
会� 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場 )(**0E�E1.+,�

0� 大石進一（招待講演）� 数値線形代数を中心とした精度保証付き数値計算の研究の最近の
状況� %������� �!
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2� 荻田武史� �� � ����� 大石進一� 浮動小数点演算による高速高精度なベクトルの総和及
び内積計算法� 研究集会「計算科学の基盤技術とその発展」（代表者：櫻井 鉄也）� 京大
数理解析研究所 )(**1E��E-*.�(E(,�
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�*� 大石 進一（招待講演）� 疎連立一次方程式の解の反復解法を用いた数値的精度保証法� 日
本応用数理学会環瀬戸内応用数理研究部会 第 '回シンポジウム� (**1年 ��月 �(日．
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�0� 宮島 信也� 荻田 武史� 大石 進一� 条件数と解が設定可能な連立一次方程式のテスト問題
の作成法� 日本応用数理学会 (**1年度年会 「計算の品質研究部会」オーガナイズドセッ
ション� 東北大学� 仙台� )(**1E'E(-.(1,�
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�2� 太田 貴久� 荻田 武史� ���
����� � ����� 大石 進一� 条件数が非常に大きい連立一次方
程式に対する解の精度保証法� 第 (/回 日本シミュレーション学会大会� 防衛大学校� 横須
賀市 )(**1E+E�/.�1,� 発表論文集 ���((1.(-(�

�'� 尾崎克久� 荻田武史� 大石進一� ポータブルかつ高精度な初等関数の精度保証付き数値計
算とその応用� 第 (/回日本シミュレーション学会大会� 防衛大学校� 横須賀市 )(**1E+E�/.

�1,� 発表論文集 ����'-.�'0�

(*� 宮島 信也� 荻田 武史� 大石 進一� 実対称行列の各固有値の精度保証� 第 (/回 日本シミュ
レーション学会大会� 防衛大学校� 横須賀市 )(**1E+E�/.�1,�

(�� 宮島 信也� 荻田 武史� 大石 進一� 実対称行列のそれぞれの固有値に対する精度保証法� 第
-/回 数値解析シンポジウム )4��(**1,� 浜名湖カリアック� 浜松 )(**1E0E(2.-*,�発表論
文集 ���(('.(-(�
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((� 大石 進一（招待講演）� 数値線形計算の精度保証に関する最新の発展－任意に精度を変
更でき、大規模な問題を扱え、高速に計算するには－� 力学系の研究 － トポロジーと計
算機による新展開� 京大数理解析研究所� (**1年 0月 ((日．

����年度

�� 宮島 信也� 荻田 武史� 大石 進一� 実対称行列の固有値に対する成分毎精度保証付き数値
計算法� 平成 �+年春の応用数理学会研究部会・同準備会連合発表会� 京都大学 芝蘭会館
)(**1E-E-.1,�

(� 太田 貴久� 荻田 武史� ���
����� � ����� 大石進一� 条件数の非常に大きい連立一次方程
式の精度保証付き数値計算法� 平成 �+年春の応用数理学会研究部会・同準備会連合発表
会� 京都大学 芝蘭会館 )(**1E-E-.1,�
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/� 荻田 武史� 尾崎 克久� �� � ����� 大石 進一� 有向丸めを用いない連立一次方程式の数
値解の高速精度保証法� 研究集会「(�世紀における数値解析の新展開」（代表者：三井 斌
友）� 京大数理解析研究所 )(**/E��E('.�(E�,�

1� 	� �
���� �� � ����� �� ������ ���� �� ��!������ �� "����� ������� 5������ ;�.

��&��� �������
� ���� <� . 8�%� 8�����������! ��������� �� �&����� & %��.

�����
� %������� ���������&� ��� ��!������ 4�����&� )�%�4(**/,� =������� #����

)(**/E�*E/.2,�

0� 	� �
���� �� � ����� �� ������ �&&����� ��� ��� ;�� 6����&�� ���� <� . 8�%�

8�����������! ��������� �� �&����� & %�������
� %������� ���������&� ��� ��!������

4�����&� )�%�4(**/,� =������� #���� )(**/E�*E/.2,�

+� 荻田 武史� �� � ����� 大石 進一� =�を用いた高精度内積演算� 日本応用数理学会
(**/年度年会 オーガナイズドセッション「数値線形代数」� 中央大学 )(**/E'E�0.�2,�講
演予稿集 ���/*0./*+�

2� 大石 進一� 荻田 武史� 太田 貴久� �� � ����� 悪条件連立一次方程式の数値解の導出と
その精度保証� 日本応用数理学会 (**/年度年会 オーガナイズドセッション「精度保証付
き数値計算の展開」� 中央大学 )(**/E'E�0.�2,� 講演予稿集 ���-(2.-('�

'� 尾崎 克久� 荻田 武史� 宮島 信也� 大石 進一� �� � ����� #�$�による連立一次方程式の
ための精度保証法�日本応用数理学会 (**/年度年会 オーガナイズドセッション「精度保
証付き数値計算の展開」� 中央大学 )(**/E'E�0.�2,� 講演予稿集 ���-(/.-(1�
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��� 太田 貴久� 大石 進一� 荻田 武史� �� � ����� 高精度内積計算アルゴリズムを用いた連
立一次方程式の精度保証付き数値計算法� 第 (-回 日本シミュレーション学会大会� 早稲
田大学 理工学部 )(**/E0E�0.�+,� 発表論文集 ���-/1.-/2�

�(� 荻田 武史� 大石 進一� 直接解法を用いた疎行列の正則性の検証法� 第 (-回 日本シミュ
レーション学会大会� 早稲田大学 理工学部 )(**/E0E�0.�+,� 発表論文集 ���-/'.-1(�

�-� 荻田武史�大石進一� 疎行列のための精度保証法�第--回数値解析シンポジウム )4��(**/,�

熱海 )(**/E1E�'.(�,� 予稿集 ���2(.21�

����年度

�� 荻田 武史� 高精度内積計算とその応用� 研究集会「科学技術計算の数理的諸問題と高速解
法」� 東京大学 工学部 )(**/E-E1,�

(� 荻田 武史� �� � ����� 大石 進一� 高精度高速かつスケーラブルな内積計算法と応用� シ
ンポジウム「ユニバーサルコンピューティングとマルチメディアコンテンツ」� 早稲田大
学 )(**/E�E�*,�

-� 荻田 武史� �� � ����� 大石 進一� 高精度高速かつスケーラブルな内積計算法と応用� シ
ンポジウム「ユニバーサルコンピューティングとマルチメディアコンテンツ」� 早稲田大
学 )(**/E�E�*,�

/� 荻田 武史� （依頼セミナー）ベクトル内積の高精度演算とその応用�第 00回 関西可積分
系セミナー� 京都大学 工学部 )(**-E�(E',�

1� 森山 敦史� 荻田 武史� 後 保範� 大石 進一� 拡張ストラッセン法による連立一次方程式の
精度保証� 研究集会「数値解析と新しい情報技術」（代表者：小柳 義夫）� 京大数理解析
研究所 )(**-E�(E2.�*,�

0� 荻田 武史� 大石 進一� 線形計算における精度保証の大規模化と高精度化� (**-年度計算
数学研究会� 湯布院 )(**-E�*E('.��E�,�

+� 中谷 祐介，大石 進一� 非線形方程式に対する解の存在検証の効率化について� (**-年度
計算数学研究会� 湯布院 )(**-E�*E('.��E�,�

2� 荻田 武史� 大石 進一� 並列処理による大規模密行列連立一次方程式のための高速精度保
証� 第 �*回 6�シンポジウム� 同志社大学 知能情報センター )(**-E�*E(-.(/,� 論文集
�����.�+�

'� 荻田 武史� 大石 進一� 線形数値計算のスケーラブルな精度保証（ポスター発表）� 早稲田
大学 研究推進フォーラム (**-� 早稲田大学国際会議場 )(**-E�*E',�

�*� 荻田武史�大石進一� 対称拡大行列法の反復解法への適用�日本応用数理学会 (**-年度年
会オーガナイズドセッション「��0� 数値線形代数」 )(**-E'E�',�講演予稿集 ���-�2.-�'�

��� 荻田武史�大石進一� 対称拡大行列法を用いた直接解法の精度保証�日本応用数理学会 (**-

年度年会 オーガナイズドセッション「���� 精度保証付き数値計算の展開」 )(**-E'E�+,�

講演予稿集 ���22.2'�

�*
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�-� 荻田 武史� （依頼セミナー）連立一次方程式における精度保証の現状� 東京大学 情報基
盤センター )(**-E0E�2,�
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�1� 荻田武史�大石進一� 対称な拡大行列とその応用�第-(回数値解析シンポジウム )4��(**-,�

箱根 )(**-E1E(�.(-,� 予稿集 ���2-.20�

����年度

�� 荻田 武史� 大石 進一� 後 保範� ��������のアルゴリズムによる行列乗算の高速精度保証�

研究集会「微分方程式の数値解法と線形計算」（代表者：速水 謙）� 京大数理解析研究所
)(**(E��E(*.((,�

(� 荻田 武史� （依頼セミナー）連立一次方程式の数値解の精度保証と並列計算�第 10回 関
西可積分系セミナー� 京都大学 工学部 )(**(E��E�',�

-� 荻田 武史� （依頼セミナー）連立一次方程式の数値解に対する精度保証の現状� "�研究
会� 東京大学 理学部 )(**(E��E�0,�

/� 荻田 武史� 西蔭 崇一� 大石 進一� 大規模行列に対する連立一次方程式の数値解の精度保
証� 日本応用数理学会 (**(年度年会 オーガナイズドセッション「�-� 精度保証付き数値
計算の最近の話題」 )(**(E'E�'.(�,�

1� 荻田 武史� 後 保範� 大石 進一� スパース行列用直接解法の高速化と精度保証�第 -�回 数
値解析シンポジウム )4��(**(,� 南伊豆 )(**(E0E�(.�/,� 予稿集 ���--.-0�

ポスター発表

����年度

�� 大石 進一：音波の散乱問題の精度保証付き数値計算，第２回「シミュレーション技術の
革新と実用化基盤の構築」領域シンポジウム，#�ビル 2階 国際会議室 )(**+E�E((.(-,�

(� 荻田武史：高精度内積計算と精度保証付き数値計算への応用，第２回「シミュレーション技
術の革新と実用化基盤の構築」領域シンポジウム，#�ビル 2階国際会議室 )(**+E�E((.(-,�

-� 尾崎克久：<�������& 6����&���の高速かつ高信頼な計算，第２回「シミュレーション技術
の革新と実用化基盤の構築」領域シンポジウム，#�ビル 2階 国際会議室 )(**+E�E((.(-,�

/� 山中 脩也� 荻田 武史� 大石 進一� 高精度内積演算の並列化，第 -1回 数値解析シンポジウ
ム )4��(**0,� パナヒルズ大阪� 大阪 )(**0E0E�-.�1,�
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����年度

�� 太田 貴久� 荻田 武史� 大石 進一� ���
����� � ����� 悪条件連立一次方程式の精度保証
付き数値計算法� 計算機援用証明チュートリアル (**1� 九州大学 )(**1E-E/.2,�

(� 尾崎 克久� 荻田 武史� 大石 進一� 倍精度演算による初等関数の精度保証とその応用� 計算
機援用証明チュートリアル (**1� 九州大学 )(**1E-E/.2,�

����年度

�� 荻田 武史� 大石 進一� 線形数値計算のスケーラブルな精度保証� 早稲田大学 研究推進
フォーラム (**-� 早稲田大学国際会議場 )(**-E�*E',�

著書

����年度

�� 大石 進一� 待ち行列理論� コロナ社� (**-年 /月
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