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本共同研究は，デザイン理論，符号理論，グラフ理論を中心とする “構造的組合せ論”
や離散幾何，計算幾何，確率・統計等における関連研究の成果発表，問題提起およびそれ
らをめぐる議論を通じて，諸分野の研究者間交流を活性化するために実施されました．本
共同研究の趣旨に御賛同いただき，また御参加くださいました皆様に心より御礼申し上げ
ます．

本共同研究を通じて，強正則グラフのある種の埋め込みとユークリッド空間上のデザイ
ンの相互関係の研究，特定の内部構造が禁止された有限グラフの対称性の研究，特殊なグ
ラフ構造を用いた線形符号の構成法の提示など，デザイン，符号，グラフを結び付ける新
規性の高い研究課題が多数紹介されました．また，頂点作用素代数と符号理論の類似性の
研究，グラフ分割や距離集合の数値流体工学的な応用，ユークリッド空間上のデザインの
概念の類似や一般化等について提案型の議論が活発に行われ，第 1回の共同研究以降もそ
れらの議論が継続されています．

これを受け，去る 7月 1日から 7月 3日の期間に，離散幾何の Oleg Musin氏，特殊関
数論の Yuan Xu 氏をはじめ海外の著名人をお招きし，第 2回 RIMS 共同研究「デザイ
ン，符号，グラフおよびその周辺」が国際共同研究として実施されました．今後も “構造
的組合せ論 “ とその周辺分野の交流を進めるべく本研究会を継続・展開していく所存です．

今後とも皆様の温かい御支援を賜りますよう，組織者一同，心よりお願い申し上げます．

2013年 7月 31日 研究代表者 澤正憲

副代表者 野崎寛

平尾将剛

藤沢潤
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