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今年の夏は連日35度を超えるなど、例年に比べて非常に厳しい暑さでした。そんな暑さにも負けることなく、学生は夏休みを利用し
て国内外で活動してきました。またキャンパス内では若さあふれる高校生を迎えて、数学アゴラ・オープンキャンパスが行われまし
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参加者募集

参加料： 無料
名古屋大学 大学院多元数理科学研究科 教育研究支援室 数学公開講座 係 までお送り下さい。

高校毎にまとめて一括で申し込む事も可能です。申込締切り後、郵送にてご連絡いたします。
考：http：//www.math.nagoya-u.ac.jp/ja/public/index.html

大学院後期課程入進学相談会
は下記ホームページをご覧ください。
（ 詳しく修士
1 年生の参加も歓迎します。 ）

第 1回 2015年11月14日
（土） 13：00〜14：30 （2015年11月11日事前登録締切）
第 2回 2015年12月19日
（土） 13：00〜14：30 （2015年12月16日事前登録締切）
場：名古屋大学多元数理科学棟

問 合 先：名古屋大学大学院多元数理科学研究科

活動しています。皆さんそれぞれに日々忙しく飛び回っているようですが、DC
の方に現在の興味等を伺いましたのでお届けします。DC 以外の特別研究員
（PD）
の研究課題と氏名は下記にご紹介します。


（渡辺ゆかり）

2015 年 8月現在、PD：8 名、DC2：4 名、DC1：3 名が多元数理科学研究科で

連 絡 先：TEL：052-789-5994（直通）
  FAX：052-789-5397

会

特別研究員制度は、我が国トップクラスの優れた若手研究者に対して、自由
な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与
え、研究者の養成、確保を図る制度です（日本学術振興会ウェブページより）
。

参加申込方法：参加希望の旨をハガキあるいは封書に、氏名（フリガナ付き）
・住所・連絡先電話番号・学生（学校名・学年）
、教員、社会人の別を明記し

参

活躍する日本学術振興会特別研究員

2015/

平成27年10月10日
（土）
、10月24日
（土）
、10月31日
（土）の3日間

〒464-8602 名古屋市千種区不老町

名古屋大学 大学院多元数理科学研究科

Organizers

懇親会のお申し込みは10月末日までに kozaki@math.nagoya-u.ac.jp へメールにて。
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相談会への参加を希望する場合は、指導・面談を希望する教員の出席をできるだけ実現するように取り計らいたいと考えていますので、事前登録をお願いします。
それぞれの相談者に応じて研究内容、学習方法、修士論文の内容等についても個別にアドバイスを行います。
（当日の飛び込みでの参加も可能です。）

平成25年度採用

▼

正標数における
3次元商特異点の研究

平成26年度採用

▼

正標数の可換環論の視点からの
不変式論

KRL代数における
組合せ論的表現論

共形場理論とゲージ理論の
代数的解析

白土智彬（DC1）

中嶋祐介（PD）

小西正秀（DC2）

大久保勇輔（DC1）

私の研究分野は代
数幾何学で主に正標
数の代数多様体に興
味があります。正標
数の世界では標数 0
の世界では起こらな
いような病 理 的な現
象が発生したり、ある
いは標数 0の世界で起こる現象を正標数の
世界で捉え直してやる、というように2 つの
世界を行ったり来たりする日々です。また最
近は海外にもよく出張しています。去年は
半年間、英国のWarwick 大学に滞在して
いました。今年も米国に短期ではありました
が、大きな研究集会に参加し発表の機会を
頂きました。

私はFrobenius 写
像という正標数の世
界特有の写像を用い
て可換環を研究して
います。特に有限群
の作用による不変式
環 やトーリック環を、
Frobenius 写像を通
して見た時に現れる極大 Cohen-Macaulay
加群の性質に興味を持っています。これま
での研究では、これらの加群の関係を視覚
化するAuslander-Reiten 箙と呼ばれる有
向グラフを用いて加群の性質や、付随する
不変量の値を決定しました。現在は非可換
代数の手法を取り入れながら、さらに深くこ
の加群を理解したいと考えています。

組合せ論的表現論
という分野があります。
歴史を語り出すとかな
りのスペースを要しま
すが、端的に言えば
対称群の表現と
Young図形の対応を
基とし、IwahoriHecke代数やLie代数などの表現論の中に
組合せ論的な対象を見出す分野です。近
年、Khovanov-Lauda-Rouquier代数、略
してKLR代数という、新たな興味深い代数
が定義されたので、あれこれと弄くって遊ん
でいました。最近は専ら博士論文と格闘す
る何とも言えない日々を送っています。

近年、素粒子物理
学の超弦理論によっ
て 、共 形 場 理 論と
ゲージ理論の間のあ
る種の双対性（AGT
予想）が発見されまし
た。AGT 予想には未
だ完全な証明は与え
られていませんが、この驚くべき予想によっ
て、共形場理論の相関関数に一般的な公
式が与えられるという期待がもたれていま
す。私はその完全な証明を与えるための研
究をしています。特にAGT 予想によって示
唆される共形場理論の持つ代数的な構造
を、Macdonald 多項式やJack 多項式など
の直交多項式を用いて調べています。

（7月末に学位取得のため、8月よりDC2からPDに資格変更）

平成27年度採用

教 育 研 究 支 援 室 よ り
先日、富士山に登りました。きっかけは知人の誘いですが、降って湧いたよう

今回あらためて思ったのは、最初は気が引けることでも、やってみるとよかっ

な話で、まさか自分が今登ることになるなんて夢にも思っていませんでした。実

たと思えることは意外とあるということ。不意の出来事に向かうのはエネルギー

行まで1ヶ月もなく、果たして本当に登れるのかどうか、直前まで不安でした。と

が要りますが、時には流されてみるのもいいかもしれません。少なくとも自分では

もあれ、行くと決めてしまったので、登るために必要な情報を集めて、準備をしま

作れなかった機会であり、新しい経験ができるチャンスです。
考えてみれば、人生は予想外のことの方が多い気がします。何かに出会っ

した。
そして当日。何度かつらくなりましたが、仲間と一緒に山頂に着くことができま
した。日本で一番高い場所で見た空は、自信と希望を与えてくれました。

た時にどうするか。気楽に、柔軟に、真剣に。その向き合い方で、人生の色が
大きく変わる気がします。

（松久聖子）

編集後記
今回初めてNewsletter 編集の取りまとめを担当しました。今号でも取り上げ
ていますが、夏休み期間を利用して国内外の研究集会等へ参加する学生が多
くいました。行先はまさに世界中に広がっていますが、一方テロの多発する最

名古屋大学 大学院多元数理科学研究科
〒 464-8602 名古屋市千種区不老町
TEL（052）789-2833 FAX（052）789-5397

近の国際情勢を考えると無事に帰国をと願わずにはいられません。支援室は、
帰国後の学生たちを「おかえりなさい。」
と言って迎えています。
「かわいい子に

企画編集  

教育研究支援室

▼

非線形分散型方程式の
初期値問題の研究

リーマンゼータ関数と
ディリクレのL関数の零点

ベルグマン核とその境界挙動

前射影代数の安定圏上の
傾対象の研究

加藤睦也（DC2）

Suriajaya Ade Irma（DC2）

董欣（DC2）

木村雄太（DC1）

私は非線形分散型方程
式の初期値問題の可解性
に取り組んでいます。特に、
モジュレーション空間と呼ば
れる関数空間の枠組みでこ
の問題を考えています。モ
ジュレーション空間は偏微分
方程式論をはじめとして様々
な分野への応用面から近年注目されている空間で
す。私はこれまでこの関数空間の応用面に興味を
持って勉強していましたが、最近ではこの空間自体
の基礎的な構造の解明にも興味が沸いてきていま
す。特別研究員は研究にのみ集中できるように環
境を整えて頂けるので、この間に様々なことに挑戦
し、今後の進路を決めて行きたいと考えています。

私はインドネシアか
ら参りまして、現在多
元数理科学研究科に
て松本耕二教授のも
とで解析的整数論を
勉強しております。私
はゼータ関数とL関数
の零点に興味を持ち
まして、特にリーマンゼータ関数及びディリク
レL 関数の導関数の零点の分布について
研究しております。リーマンゼータ関数の非
自明な零点は、リーマンゼータ関数自身だけ
ではなく、その導関数の零点にも関係してい
るため、その導関数の零点の分布は大事な
問題になりました。

私はベルグマン核と
複素多様体のモジュ
ライ空間の境界付近
での漸近挙動を研究
している。ベルグマン
核とは L 2 正則 top 形
式の空間の再生核で
ある。種数 1 の曲線
の場合、ベルグマン核のLevi 形式はモジュ
ライ空間の節点で双曲的な挙動を示す。今
後は高い種数や高い次元の例に対する研
究に集 中 する予 定だ。我々の 研 究は、
ArakelovとFaltingsなど他の標準的な計
量に関連しており、吹田予想のコンパクトな
場合の解決に貢献するだろう。

私の研究内容は多
元環の表現論です。
多元環とは可換環上
の代数のことであり、
その表現論とは多元
環上の加群圏やそこ
から得られる三角圏を
研 究 するものです 。
私は特に、多元環から得られる導来圏およ
び2-カラビ-ヤウ圏の研究をしています。2-カ
ラビ-ヤウ圏はFomin-Zelevinskyによって
導入された団代数の圏化に用いられる三角
圏であり、近年盛んに研究されています。
指導 教員や先輩方の助けを借りながら、
日々研究を進めています。

PD（採用年度順） ▼

臨海指数ソボレフ空間における非線型分散型方程式の適切性の解明 平山浩之

は旅をさせよ。」
と言いますが、支援室の担当者は自分の持ち場をしっかりと支

ネーター環のアトム・スペクトラムと導来圏の局所化部分圏の研究

え、これらの活動をサポートしていることを知りました。仕事はどこかで誰かが関

多重ゼータ関数の解析的性質 小野塚友一

超局所解析および調和解析を用いた消数型波動方程式の解の漸近挙動の研究 若杉勇太

わっているということを実感しました。

ケーラーリッチフローのある種の変形とその自己相似解 高橋良輔

モジュラー形式と関連する様々な多重ゼータ関数の代数的、解析的な研究 田坂浩二

（水野貴志子）

神田遼

Hardy関数の高階導関数の研究 松岡謙晶

これまでに発行された Newsletter のバックナンバーが多元数理科学研究科ホームページから PDF ファイルにてダウンロードいただけます。
Newsletter バックナンバー http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ja/archive/newsletter/

学生プロジェクト

〜海外研修会への参加〜

この夏学生プロジェクトを利用して、学生のみなさ
んは様々な国へ出張しました。まさしく世界を股に
かけて、活動を行っているという印象があります。
今回は、3 名から海外出張での活動を中心に報告
してもらいました。

（水野貴志子）

「大学の空気を感じよう」
オープンキャンパス 8/11
コペンハーゲン大学での研究

ブラウン大学での研究集会参加

DC2

DC2

堀内 遼

5 月下旬から8 月中旬まで、デンマークにあるコペン

私は離散力学系理論の一分野である数論力学系理

ハーゲン大学に行ってきました。この時期のデンマーク

論を勉強しています。今年の8月には学生プロジェクトの

めると250 名以上の方にご参加いただきました。

一 環として、ブラウン大 学 で 開 催された 研 究 集 会
Arithmetic 2015：Silvermania に参加し、研究発表及

究をしている院生同士に同じ院生室が与えられます。

び情報取集を行いました。研究集会は楕円曲線、暗号

務助教による体験談などのプレゼン企画のほか、参加者からの質問に教員らが

私に与えられた部屋では、位相的場の理論や幾何学的

理論、数論的力学系理論などで著名な数学者 Joseph

答える機会も用意しました。また、会場近くの廊下に数理学科の学生が実際に
講義で作成したポスターを多数

H. Silverman 氏の還暦を祝う会でありました。彼は
“The Arithmetic of Elliptic Curves”
“
、Advanced

DC2

議論の始まりを待ってくれていて、交流室ではコーヒーや

Topics in the Arithmetic of Elliptic Curves”
“A
、

スイス連邦工科大学ローザンヌ校で7月6日〜7月10

お茶をいつでも調達できます。近い研究をしている院生

Friendly Introduction to Number Theory”
や
“The

日に開催された Young topologist meeting 2015 に参

同士はやはり数学の話もしやすく、院生室の前ではいつ

Arithmetic of Dynamical Systems”
などの数学書を

加しました。様々な学生が集まり、意見交換をする中で

も何人かがコーヒー片手に数学の話をしていました。私

書き、このような活発な執筆活動を通して世界各地に数

多くのアイディアを得ることができました。特に私がかね

自身も午前中は家で一人で研究して、昼食を院生やポス

学の面白さを伝えています 。A r i t h m e t i c 2 0 1 5：

てから興味を持っていた topological data analysisに

ドクの人たちと食堂で食べた後、彼らと数学の話をする

Silvermania は、世界各地からSilverman 氏の直接ま

関して、Gunnar Carlsson 氏が自身の研究で得られた

という生活をしていました。またヨーロッパは交通の便も

たは間接的な影響を受けた168 名が参加し、彼の還暦

結果を発表しており、私自身得るものの多い大変に有意

良くて、外国の研究集会にも行きやすいです。コペン

を祝いながら、旺盛な研究交流を行った研究集会でし

義な5日間となりました。

ハーゲンの院生たちはかなり頻繁に外国に行っていて、

た。私もその一人とし
て、数論力学系の開

今後は topological

私もスイスとドイツの研究集会に行きました。このように

data analysis で用い

色々な人と話をしていく中で、多くのアドバイスをもらえた

拓者であるSilverman

られる道具を自身の研

と思います。

氏と彼の弟 子と研 究

究に取り入れること、ま
コペンハーゲンにて

生と多く知り合い、互
いの研究に関する話も

することの、双方向の

でき、とても有意義な

研究を進めることがで

時間を過ごせました。

森吉教授による数学に関するバラエティに富んだ話や、数理学科出身の教

大沢教授の「ユークリッドから現代数学への道」、ガリグ准教授の「計算と論
理」、濱中助教の「素粒子論と現代数学」の講演に対して、
「とても面白かった」
「興味がわいた」などの感想を多数いただき、早くも秋に開講される秋季公開講
座を楽しみにしていただいている方もいらっしゃる様子。
博士研究員の佐藤さん、中川さんによる高校生に対しての講義についても、

掲示しました。

「解らなかったところを解りやすく教えてくれた」
との感想を多くいただき、高校生

今回のオープンキャンパスを
とおして「聞いて・話して・見

たちには有意義な時間となった模様です。その分、社会人の方々には少し物足

て」雰囲気を体感したことで、

りない時間だったのか、大人向けの講義を開催して欲しいとのご要望もいただ

数理学科への興味が増すこと

いております。
総合演習日には知の探究講座に参加する高校生による発表の模擬演習を

を期待しています。
（片田栄里）

行い、緊張した面持ちで一人一人、一生懸命に発表を行いました。
多くの方のご好評をいただきまして、今年度の夏季数学アゴラ、無事に終了

ポスターの前で足を止める参加者

することが出来ました。

アクチュアリー同窓会が復活をみてから今年で4回目を迎えました。数理科学
同窓会も全面的に協力しています。第 4回目は7月10日
（金）
に東京・銀座 クル
ーズ・クルーズ ザ・ギンザにて開催されました。特に今年は生保・損保を目指
す就活生の事前参加申込が多く、予約してあった部屋が狭すぎるのではと心配

きればと考えています。

博士研究員による講義

大沢先生講義

するほどの盛況ぶりでした。仕事の都合で2 次会からのみ参加という人もいて、
メンバーが毎年とても楽しみにしている様子が伺えます。また、
「参加した教授か

ローザンヌ校にて

ブラウン大学にて

ら、示唆に富むお話や、大学の数学教育等アカデミカルな世界のお話を伺うこと
ができて同窓会のありがたさを再認識しました。
」
という声も聞かれました。

ポスター展示もお楽しみください
ホームカミングデイ 10/17

会場となるレストランのポイント

大談話会を開催しました

教員採用試験合格を目指して

多元数理科学研究科では、2015 年度前期に合計 7 回の談話会を開催しました。そ

2010 年にスタートしたこの取り組みも今年で6 年目を迎えています。7月11日
（土）に

して、前期のフィナーレを飾る大談話会が7月15日
（水）
に開催されました。通常の談話

は第 2 回目、8月8日
（土）には今年度の最終回として、二次試験の小論文／面接、集

会では講演者は1名ですが、大談話会では2 名の講演者をお招きしてお話頂きました。

団討議の実践練習などを行ないました。この6 年の間に、講演、実践から得たアドバイ

前半は、梅村浩名古屋大学多元数理科学研究科名誉教授による
「微分ガロア理論

スなどを糧に教員採用試験の難関をくぐり抜けた卒業生・修了生の数は少なくありませ

の量子化の試み」/“Toward quantization of Galois theory”についての講演、後半

ん。今年度講師を務めていただいた川上祥子先生もこの講演を受講した1 人です。講

は、大沢健夫名古屋大学多元数理科学研究科教授による
「ケーラー幾何における変形

師としての立場から、感想をいただきましたので、紹介いたします。

と拡張（吹田予想の後で）
」/“Deformation and Extension in Kaehler Geometry
after Suita Conjecture”
についての講演が行われ、各々70 名を超える人々が聴講しま
した。講演後の質疑応答も活発に行われ、講演の内容が参加者にとって大変興味深い
ものであったことが伺えました。
大談話会終了後は、フリースペースにてワインパーティーが開催され、講演者と参加
者間のより親密な交流が実現しました。

（神田美幸）

教員採用セミナーに携わって
教員採用試験対策セミナーに今年度も講師として参加しました。このセミナーを行う度に、
教員になりたいという高い意欲を持った後輩が多くいることを感じられて、嬉しく思います。セ
ミナーでは試験の傾向や面接練習のほかに、教師の楽しさややりがいを伝えています。セミ
ナーを通して、採用試験について知るだけでなく、自分が教員になった姿を想像することで、
より強く教員になりたいと思ってほ
しいからです 。
「 教 師になりた
い」。これが採用試験で一番大
切なことだと私は思います。微力
ではありますが、数理学科から多
くの後輩が教員になれるよう今後
もがんばりたいです。
平成24年度卒業 川上 祥子

卒業生／修了生と在学生の

梅村浩名誉教授

行きたいものです。
（小崎和子）

制度を利用し、数理科学同窓会

2015 年 10月17日
（土）に第 11 回名古屋大学

に寄付もいただいています。この

ホームカミングデイが開催されます。名古屋大学

場を借りてお礼申し上げます。

全体としては『持続可能社会の実現に向けて』

（同窓会事務局 小崎和子）

をメインテーマに市民公開講座や展示・体験企
画、見学ツアー等、盛りだくさんの内容で準備が
進んでいます。懐かしい母校で旧交を温めたり、

集合写真
（会場にて）

それぞれの立場で名古屋大学の今を知るよい
機会となるよう、多元数理科学研究科でも、下
記のプログラムにあるように多彩な企画で皆さん

シンガポール国立大学との
学術交流覚書締結

をお待ちしています。

会場：多元数理科学棟

2015 年 7月15日、多元数理科学研究科

＊保護者向け就職セミナー
＊講 演

2015年10月17日（土）
多元数理科学棟５階 509号室
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から楽しめるように工夫されたものもありま
す。

多元数理科学棟 ５階
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講師紹介
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名古屋大学第11回ホームカミングデイ 2015.10.17

多元数理科学研究科

プログラム

流覚書締結に至ったものです。今後、当該分野における研究者間の交流、学

縦の繋がりを大切にしたこの取
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李 正勲
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http：//www.math.nagoya-u.ac.jp/ja/public/2015/homecoming.html

学生プロジェクト

〜海外研修会への参加〜
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コペンハーゲン大学での研究

ブラウン大学での研究集会参加
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堀内 遼
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DC2
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場を借りてお礼申し上げます。

全体としては『持続可能社会の実現に向けて』

（同窓会事務局 小崎和子）

をメインテーマに市民公開講座や展示・体験企
画、見学ツアー等、盛りだくさんの内容で準備が
進んでいます。懐かしい母校で旧交を温めたり、

集合写真
（会場にて）

それぞれの立場で名古屋大学の今を知るよい
機会となるよう、多元数理科学研究科でも、下
記のプログラムにあるように多彩な企画で皆さん

シンガポール国立大学との
学術交流覚書締結

をお待ちしています。

会場：多元数理科学棟

2015 年 7月15日、多元数理科学研究科

＊保護者向け就職セミナー
＊講 演

2015年10月17日（土）
多元数理科学棟５階 509号室

10：40‒11:10
40-11:10

『数学博物館を作ろう！』
保護者向け就職セミナー：
卒業生の進路、
および、就職活動 2014 年度後期の講義「数学展望 II」で、理学
部 1 年生が作成した数学に関するポスターを
支援態勢について

田中祐一氏（理学部数理学科 平成２年卒）

を講師にお迎えし、連携講義の講師を 9 年間務め，
就活生の進路相談に携わった経験から
・数理学科／多元数理科学研究科の学生の主な進路
・就職活動支援態勢
・保護者の方にお願いしたいこと
などについてお話いただきます。

20-12:10
11：20‒12:10

したもの、数学を使ったゲームなど、小学生
から楽しめるように工夫されたものもありま
す。

多元数理科学棟 ５階
10:00～17:00
( ご自由にご見学ください。
）

講師紹介

近年 , 離散幾何学の種々の学問への応用が盛んに研究

内藤久資氏

されている . 本講演では , その一例として , 結晶構造や

名古屋大学大学院多元数理科学研究科准教授

分子構造を対称性や曲率などのキーワードを用いて ,
離散解析幾何の視点で考えてみたい .

また , 時間が許せば , コンピュータグラフィックスなど
への応用にも言及したい .

12：10‒12:30
10-12:30（
（講演終了後）
講演終了後）
第4回飛田賞授賞式
第3回飛田賞授賞式

優秀な学生・若手研究者の奨励のため学生奨励賞（通称「飛田賞」）の第4回授賞式を行います。
お問合せは多元数理科学研究科教育研究支援室まで（052-789-2833）

5階

509 号室

保護者向け就職セミナー
田中祐一氏（理学部数理学科、平成 2 年卒）

11：20〜12：10

講演「幾何学の応用を考える」
内藤久資氏（多元数理科学研究科准教授）

アジアの主要大学であるシンガポール国立

12：10〜12：30

第 4 回飛田賞授賞式

大学との大学レベルでの関係強化が強く求められつつあることを背景として、ま

会場：多元数理科学棟

た、量子情報分野におけるここ数年の研究交流の実績を土壌として、学術交

10：00〜17：00 『数学博物館を作ろう!』
理学部 1 年生作成の数学に関するポスター展示

はシンガポール国立大学（NUS）Centre
for Quantum Technologies（CQT）
との
間に部局間学術交流覚書を締結しました。

となり運営されるプロジェクトの相互展開が期待されます。

展示します。数学に関するもの、数学を応用

１９６１年生まれ . 大阪大学理学部卒業 ,
講演
名古屋大学大学院理学研究科博士課程中退 .
「幾何学の応用を考える」 名古屋大学理学研究科助手を経て現職 .

10：40〜11：10

術交流の更なる発展に加え、留学生の受入れ、学生の派遣により学生が主体
集団面接の実践練習風景

（小崎和子）

名古屋大学第11回ホームカミングデイ 2015.10.17

多元数理科学研究科

プログラム

流覚書締結に至ったものです。今後、当該分野における研究者間の交流、学

縦の繋がりを大切にしたこの取
り組みを、今後益々充実させて
大沢健夫教授

（西川幸）

第4回 アクチュアリー同窓会

た、同じ興味をもつ学

イエンスの問題に適用

熱心にノートを取りながら講義に耳を傾け、休憩時間には講師の先生を囲

ますます盛会に

交流を行いました。ま

た知見をコンピュータサ

からご高齢の方まで幅広く数学の好きな方が集まってくださいました。
み、講演の補足や様々な疑問を投げ掛ける参加者の姿も。

は涼しくて日も長く、滞在するにはとても良い時期だった

す。そして部屋の前ではソファや黒板がいつも私たちの

た逆に研 究で得られ

数理学科では高校生を中心とした大学進学希望者に対し、
「大学で学ぶ数
学についての紹介と質疑応答」をテーマに計 3回の懇談会を行い、保護者を含

と思います。コペンハーゲン大学の数学科では、近い研

トポロジーなど、全員が位相幾何的なことを研究していま

毎年恒例の「数学アゴラ」
〈「知の探究講座（愛知県教育委員会）」
とのタイ
アップ〉が、8月5日
（水）
〜7日
（金）
と24日
（月）
に開催されました。
今回の参加者は81 名。主に高校生を対象とした講座でしたが、中学 2 年生

されました。

李 正勲

Young topologist meeting 2015 参加
丸山貴志

名古屋大学オープンキャンパスが、8月7日・10日・11日の3日間にわたり開催

数学アゴラ（夏期集中コース）

（小崎和子）

5 階 リフレッシュスペース

詳細は下記ホームページをご覧ください。
http：//www.math.nagoya-u.ac.jp/ja/public/2015/homecoming.html

多 元 数 理 科 学 研 究 科 よ り

The 15th Intern
ational Conference
,

第15回名古屋国際

Japan-France

数学コンファレンス

Research Coope
rative

フランスCNRS
との共

同研究

時：2015年11月9日
（月）
〜11月13日
（金）

会

場：名古屋大学多元数理科学棟

詳

細：http://www.math.nagoya-u.ac.jp/ja/research/conference/2015/zeta-functions.html をご覧ください。

de:

問 合 先：名古屋大学大学院多元数理科学研究科

教育研究支援室

Driss Essouabri
(Univ Jean Monne
t (Saint-Etien
Hidekazu Furus
ne))
ho (Nagoya Univ)
Kohji Matsumoto
(Nago

Supported by

ya Univ)

場：名古屋大学多元数理科学棟

今年の夏は連日35度を超えるなど、例年に比べて非常に厳しい暑さでした。そんな暑さにも負けることなく、学生は夏休みを利用し
て国内外で活動してきました。またキャンパス内では若さあふれる高校生を迎えて、数学アゴラ・オープンキャンパスが行われまし

TEL：052-789-2833

数学公開講座

Prog ram Committ

た。若いエネルギー満載の紙面をお届けします。
ee

Yasuo Ohno (Tohok
u
Masatoshi Suzuk Univ)
i (Titech)
Hirofumi Tsum
ura (Tokyo Metro

politan Univ)

Le Centre nation
al de la reche
rche scientifique

https ://site

会

s.goo gle.co

m/site /fjzeta

対 象 者：高校生及び高校の教員、一般社会人

参加者募集

参加料： 無料
名古屋大学 大学院多元数理科学研究科 教育研究支援室 数学公開講座 係 までお送り下さい。

高校毎にまとめて一括で申し込む事も可能です。申込締切り後、郵送にてご連絡いたします。
考：http：//www.math.nagoya-u.ac.jp/ja/public/index.html

大学院後期課程入進学相談会
は下記ホームページをご覧ください。
（ 詳しく修士
1 年生の参加も歓迎します。 ）

第 1回 2015年11月14日
（土） 13：00〜14：30 （2015年11月11日事前登録締切）
第 2回 2015年12月19日
（土） 13：00〜14：30 （2015年12月16日事前登録締切）
場：名古屋大学多元数理科学棟

問 合 先：名古屋大学大学院多元数理科学研究科

活動しています。皆さんそれぞれに日々忙しく飛び回っているようですが、DC
の方に現在の興味等を伺いましたのでお届けします。DC 以外の特別研究員
（PD）
の研究課題と氏名は下記にご紹介します。


（渡辺ゆかり）

2015 年 8月現在、PD：8 名、DC2：4 名、DC1：3 名が多元数理科学研究科で

連 絡 先：TEL：052-789-5994（直通）  FAX：052-789-5397

会

特別研究員制度は、我が国トップクラスの優れた若手研究者に対して、自由
な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与
え、研究者の養成、確保を図る制度です（日本学術振興会ウェブページより）
。

参加申込方法：参加希望の旨をハガキあるいは封書に、氏名（フリガナ付き）
・住所・連絡先電話番号・学生（学校名・学年）
、教員、社会人の別を明記し

参

活躍する日本学術振興会特別研究員

2015/

平成27年10月10日
（土）
、10月24日
（土）
、10月31日
（土）の3日間

〒464-8602 名古屋市千種区不老町

名古屋大学 大学院多元数理科学研究科

Organizers

懇親会のお申し込みは10月末日までに kozaki@math.nagoya-u.ac.jp へメールにて。

時：講義

2015. SEP.

Nagoya Univer of Mathematics,
sity, Japan

Speakers inclu

Gautami Bhow
mik (Univ de Lille
Régis de la Bret
1)
Driss Essouabr èche (Univ de Paris 7)
Masanobu Kanei (Univ Jean Monnet (Saint-Etienne))
Stéphane Loub ko (Kyushu Univ)
outin
(Insti
tut de Math Mars
Takashi Nakamu
eille)
Łukasz Pa kow ra (Tokyo Univ of Science)
ski (Adam Mickiewic
Fumihiro Sato (Tsud
z Univ, Nagoya
Univ)
Masatoshi Suzu a College)
ki (Tokyo Institute
Takashi Taniguch
of Technology
)
Hirofumi Tsum i (Kobe Univ)
Shuji Yamamo ura (Tokyo Metropolitan Univ)
to (Keio Univ)

日

日

Vol.29

Mathematics,
Nagoya Univer
sity

Da t e : Nove
mber 9(Mon) –1 (Fri)
3 , 2015
Place : Graduate Sch
ool

Zeta Functions of Several Variables and Applications

名古屋大学

Program

Zeta Functi
Several Varions of
Application ables and
s

第15回名古屋国際数学コンファレンス

平成27年度

Graduate Schoo
l of

教育研究支援室 examDC16@math.nagoya-u.ac.jp

www.math.nagoya-u.ac.jp/ja/admission/

相談会への参加を希望する場合は、指導・面談を希望する教員の出席をできるだけ実現するように取り計らいたいと考えていますので、事前登録をお願いします。
それぞれの相談者に応じて研究内容、学習方法、修士論文の内容等についても個別にアドバイスを行います。
（当日の飛び込みでの参加も可能です。）

平成25年度採用

▼

正標数における
3次元商特異点の研究

平成26年度採用

▼

正標数の可換環論の視点からの
不変式論

KRL代数における
組合せ論的表現論

共形場理論とゲージ理論の
代数的解析

白土智彬（DC1）

中嶋祐介（PD）

小西正秀（DC2）

大久保勇輔（DC1）

私の研究分野は代
数幾何学で主に正標
数の代数多様体に興
味があります。正標
数の世界では標数 0
の世界では起こらな
いような病 理 的な現
象が発生したり、ある
いは標数 0の世界で起こる現象を正標数の
世界で捉え直してやる、というように2 つの
世界を行ったり来たりする日々です。また最
近は海外にもよく出張しています。去年は
半年間、英国のWarwick 大学に滞在して
いました。今年も米国に短期ではありました
が、大きな研究集会に参加し発表の機会を
頂きました。

私はFrobenius 写
像という正標数の世
界特有の写像を用い
て可換環を研究して
います。特に有限群
の作用による不変式
環 やトーリック環を、
Frobenius 写像を通
して見た時に現れる極大 Cohen-Macaulay
加群の性質に興味を持っています。これま
での研究では、これらの加群の関係を視覚
化するAuslander-Reiten 箙と呼ばれる有
向グラフを用いて加群の性質や、付随する
不変量の値を決定しました。現在は非可換
代数の手法を取り入れながら、さらに深くこ
の加群を理解したいと考えています。

組合せ論的表現論
という分野があります。
歴史を語り出すとかな
りのスペースを要しま
すが、端的に言えば
対称群の表現と
Young図形の対応を
基とし、IwahoriHecke代数やLie代数などの表現論の中に
組合せ論的な対象を見出す分野です。近
年、Khovanov-Lauda-Rouquier代数、略
してKLR代数という、新たな興味深い代数
が定義されたので、あれこれと弄くって遊ん
でいました。最近は専ら博士論文と格闘す
る何とも言えない日々を送っています。

近年、素粒子物理
学の超弦理論によっ
て 、共 形 場 理 論と
ゲージ理論の間のあ
る種の双対性（AGT
予想）が発見されまし
た。AGT 予想には未
だ完全な証明は与え
られていませんが、この驚くべき予想によっ
て、共形場理論の相関関数に一般的な公
式が与えられるという期待がもたれていま
す。私はその完全な証明を与えるための研
究をしています。特にAGT 予想によって示
唆される共形場理論の持つ代数的な構造
を、Macdonald 多項式やJack 多項式など
の直交多項式を用いて調べています。

（7月末に学位取得のため、8月よりDC2からPDに資格変更）

平成27年度採用

教 育 研 究 支 援 室 よ り
先日、富士山に登りました。きっかけは知人の誘いですが、降って湧いたよう

今回あらためて思ったのは、最初は気が引けることでも、やってみるとよかっ

な話で、まさか自分が今登ることになるなんて夢にも思っていませんでした。実

たと思えることは意外とあるということ。不意の出来事に向かうのはエネルギー

行まで1ヶ月もなく、果たして本当に登れるのかどうか、直前まで不安でした。と

が要りますが、時には流されてみるのもいいかもしれません。少なくとも自分では

もあれ、行くと決めてしまったので、登るために必要な情報を集めて、準備をしま

作れなかった機会であり、新しい経験ができるチャンスです。

した。

考えてみれば、人生は予想外のことの方が多い気がします。何かに出会っ

そして当日。何度かつらくなりましたが、仲間と一緒に山頂に着くことができま
した。日本で一番高い場所で見た空は、自信と希望を与えてくれました。

た時にどうするか。気楽に、柔軟に、真剣に。その向き合い方で、人生の色が
大きく変わる気がします。

（松久聖子）

編集後記
今回初めてNewsletter 編集の取りまとめを担当しました。今号でも取り上げ
ていますが、夏休み期間を利用して国内外の研究集会等へ参加する学生が多
くいました。行先はまさに世界中に広がっていますが、一方テロの多発する最

名古屋大学 大学院多元数理科学研究科
〒 464-8602 名古屋市千種区不老町
TEL（052）789-2833 FAX（052）789-5397

近の国際情勢を考えると無事に帰国をと願わずにはいられません。支援室は、
帰国後の学生たちを「おかえりなさい。」
と言って迎えています。
「かわいい子に

企画編集  

教育研究支援室

▼

非線形分散型方程式の
初期値問題の研究

リーマンゼータ関数と
ディリクレのL関数の零点

ベルグマン核とその境界挙動

前射影代数の安定圏上の
傾対象の研究

加藤睦也（DC2）

Suriajaya Ade Irma（DC2）

董欣（DC2）

木村雄太（DC1）

私は非線形分散型方程
式の初期値問題の可解性
に取り組んでいます。特に、
モジュレーション空間と呼ば
れる関数空間の枠組みでこ
の問題を考えています。モ
ジュレーション空間は偏微分
方程式論をはじめとして様々
な分野への応用面から近年注目されている空間で
す。私はこれまでこの関数空間の応用面に興味を
持って勉強していましたが、最近ではこの空間自体
の基礎的な構造の解明にも興味が沸いてきていま
す。特別研究員は研究にのみ集中できるように環
境を整えて頂けるので、この間に様々なことに挑戦
し、今後の進路を決めて行きたいと考えています。

私はインドネシアか
ら参りまして、現在多
元数理科学研究科に
て松本耕二教授のも
とで解析的整数論を
勉強しております。私
はゼータ関数とL関数
の零点に興味を持ち
まして、特にリーマンゼータ関数及びディリク
レL 関数の導関数の零点の分布について
研究しております。リーマンゼータ関数の非
自明な零点は、リーマンゼータ関数自身だけ
ではなく、その導関数の零点にも関係してい
るため、その導関数の零点の分布は大事な
問題になりました。

私はベルグマン核と
複素多様体のモジュ
ライ空間の境界付近
での漸近挙動を研究
している。ベルグマン
核とは L 2 正則 top 形
式の空間の再生核で
ある。種数 1 の曲線
の場合、ベルグマン核のLevi 形式はモジュ
ライ空間の節点で双曲的な挙動を示す。今
後は高い種数や高い次元の例に対する研
究に集 中 する予 定だ。我々の 研 究は、
ArakelovとFaltingsなど他の標準的な計
量に関連しており、吹田予想のコンパクトな
場合の解決に貢献するだろう。

私の研究内容は多
元環の表現論です。
多元環とは可換環上
の代数のことであり、
その表現論とは多元
環上の加群圏やそこ
から得られる三角圏を
研 究 するものです 。
私は特に、多元環から得られる導来圏およ
び2-カラビ-ヤウ圏の研究をしています。2-カ
ラビ-ヤウ圏はFomin-Zelevinskyによって
導入された団代数の圏化に用いられる三角
圏であり、近年盛んに研究されています。
指導 教員や先輩方の助けを借りながら、
日々研究を進めています。

PD（採用年度順） ▼

臨海指数ソボレフ空間における非線型分散型方程式の適切性の解明 平山浩之

は旅をさせよ。」
と言いますが、支援室の担当者は自分の持ち場をしっかりと支

ネーター環のアトム・スペクトラムと導来圏の局所化部分圏の研究

え、これらの活動をサポートしていることを知りました。仕事はどこかで誰かが関

多重ゼータ関数の解析的性質 小野塚友一

超局所解析および調和解析を用いた消数型波動方程式の解の漸近挙動の研究 若杉勇太

わっているということを実感しました。

ケーラーリッチフローのある種の変形とその自己相似解 高橋良輔

モジュラー形式と関連する様々な多重ゼータ関数の代数的、解析的な研究 田坂浩二

（水野貴志子）

神田遼

Hardy関数の高階導関数の研究 松岡謙晶
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