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はじめに  

 

 平成 17 年 9 月に辞退した 21 世紀 COE プログラム「等式が生む数学の新概

念」を大学のプログラムとして引き継いだものが本継続プロジェクトである。

21 世紀 COE プログラムを辞退はしたが、大学として改善の努力を続けることを

目的に立ち上げた次第である。 21 世紀 COE プログラムの成果および反省点に

立ち、研究科として約 2 年半取り組んできたが、一定の成果を得つつある。本

年度が 21 世紀 COE プログラム開始から 5 年目にあたることもあり、継続プロ

ジェクトとしては最終年度として報告書をまとめ、次のステップへの機会とす

ることとした。 

 

 21 世紀  COE プログラム委員会からの中止拠点の評価コメント

（http://www.jsps.go.jp/j-21coe/05_chukan/index.html）において、「博士課

程（後期）の在籍者数・学位取得者数等において、採択時に期待されたものと

は量的・質的にも程遠いものであった。」との厳しい指摘を受けた。同時に、21

世紀 COE プログラムの申請書の一部に事実と異なる記載があった点に関して

も「本事業に対する社会的な信頼を損なうのみならず、研究者倫理の遵守の面

からも、大学として厳しく受け止めるべきである。」との指摘を受けた。 

 

 研究科として上記の指摘を重く受け止め、教授全員がこの問題に責任を持っ

て取り組む体制で取り組んできた。研究科は平成 14 年に本格的に教育改革に着

手したが、学部から年次進行で積み上げる形で取り組んできた。 21 世紀 COE 

プログラムでの成果と反省を取り入れながら、教育改革を博士課程（後期）ま

で押し進めた。平成 14 年時点と比較すると、博士課程（前期）では志願者も

毎年 100 名以上で在籍者数もほぼ定員を確保し、大きく改善が進んだ。博士課

程（後期）においても、不十分ではあるが、志願者数も 3~4 倍に増え、在籍

者数・学位取得者数も大きく改善してきている。博士課程（後期）の学生の研

究活動も活発になり、それらは学会等での講演数、論文執筆数、学術振興会特

別研究員（DC）の採用数の大きな増加からも伺える。この成果が認められ、本

年度には学術振興会「大学院教育改革支援プログラム」に本研究科が申請した

「学生プロジェクトを支援する数理科学教育」が採択され、一層の改善に取り



組んでいる。 

 一方、申請書の一部に事実と異なる記載があった点に関しても、学生を含む

研究科構成員に研究者倫理の遵守を周知徹底するとともに、その後の対応につ

いては本プロジェクトの報告書とともに研究科ウエッブページに公開し、社会

への説明を行ってきている。 

 

 本プロジェクトを進める中で、学生が活発になったことは大きな成果である。

平成 14 年前後には、学部において多くの留年生を抱え大学院への進学希望者

も低下していた。教育改革により、学生の積極性が増し、卒業が危ぶまれた学

生が大学院でもっと勉強したいと進学を決意するなど、数字には直接表れない

が我々教員にとって励ましとなったことはたくさんある。大学・大学院は教育

研究機関であり優秀な人材育成が大きな使命である。この当たり前なことを肝

に銘じて、今後も改善に努めて行く所存である。 

 

 最後に、本プロジェクトを進めていく上で、総長裁量経費による大学当局か

らの財政的支援ならびにフォローアップ委員会からの助言と励ましに感謝する。 
 
 

                   平成 20 年 3月     
 

大学院多元数理科学研究科  

研究科長 金銅 誠之 
 



１「21世紀 COEプログラム」から「継続プロジェクト」へ  
 

１－１ 21世紀 COEと継続プロジェクト  

数学における重要な発展は、科学の諸分野の問題をその動機とする歴史を持っ

ている。20世紀になって、数学は細分化され各分野独自の発展にめざましいも
のがあったため、分野間融合に対する意識は弱まったが、20世紀後半から分野

間融合によってさらなる発展を目指そうとする機運が高まってきている。例え

ば近年のフェルマー予想やポアンカレ予想の解決には、数学内部の分野間融合

あるいは物理学からのアイデアが重要な役割を果たしている。この世界的傾向

は 21世紀の大きな潮流となりつつある。 
  

21 世紀 COE プログラムにおいては、整数論におけるラングランズ予想と数理

物理学におけるミラー対称性予想という全く出自の違う量・関数の間の等式の

類似性に着目し、これらの予想の背後にある概念、共通言語の発見を目指すこ

とであった。この研究活動を通して、数理科学の素養を身につけ、直面する問

題に対して常に前向きに取り組める柔軟で逞しい若手研究者を育てる拠点形成

に取り組んだ。 
  

21 世紀 COE プログラムを辞退はしたが、大学として改善の努力を続け研究科
として責任を果たすために本継続プロジェクトを立ち上げた。その際、プログ

ラム委員会からの中止拠点の評価コメントを真摯に受け止め、本プロジェクト

の重要課題を若手育成、特に博士課程（後期）の充実とした。このために継続

プロジェクトの責任者を研究科長とし、研究科全教授で継続プロジェクトの拠

点メンバーを構成し、准教授・助教は様々な形で本プロジェクトに参加してい

く体制を取った。研究科の運営体制は研究科長、評議員、専攻主任で構成され

る執行部を中心とするが、人事を含め重要事項は教授懇談会において審議し方

針決定を行う方法を新たに取り入れている。 
 

継続プロジェクトにおける研究課題は分野間融合を目指すものではあるが、21
世紀 COEプログラムの「整数論と数理物理」を含むより広い分野を研究対象と

し、研究科内外に教員と学生の様々な研究グループや連携を作り出し、様々な

階層からなる拠点を作り出すことを目的とした。 
 



１－２ 継続プロジェクトとしての取り組み  
 

(i) 本プロジェクトの研究は数理科学のかなり広範な部分をカバーするもので

ある。研究科の教員が個々人あるいはグループを構成して、あるいはグループ

を越えて様々な勉強会、セミナー、研究集会等を企画・実施している。本年度

は研究科主催の第 7回名古屋国際数学コンファレンスをはじめとして、52名の

海外からの研究者を受け入れ、国際交流も活発に行ってきた。また研究科構成

員の研究交流を図るため研究科長主導で談話会を実施した。同時に、これら勉

強会等の中に学生を巻き込んでいくことで、若手育成を行う体制を取っている。

研究集会、セミナー、談話会等の一覧は研究実績の一覧（３－３）にまとめてあ

る。 
 

(ii) 博士後期課程教育の見直し 
 

後期課程の充足率および学位授与率に関する現状分析を行い、具体的な問題点

を洗い出し対応してきた。 
 

充足率に関して  
 

・修士課程において後期課程を視野に入れた研究指導を行い、進学希望者への

サポート体制を強化した。また博士後期課程志願者の確保のため、入試を夏、

冬の２回実施し、後期課程の説明会を東京、名古屋、京都において 6月、11月、
1月にそれぞれ 3回実施した。 
・後期課程（進学予定者を含む）学生に学術振興会特別研究員への応募を推奨

し、また外部資金を用いて後期課程学生を研究員として採用することを研究科

として推奨した。特別研究員としての新規採用は 18 年度には DC2 に 1名、 19
年度には DC1 に 1名、20 年度には DC2に４名が内定している（２－１1参照）。

また２年間に外部資金を用いて RA を 26名（２－６参照）を採用した。 
 

これらによって平成 14 年度 5 名であった志願者数は平成 18 年度 19 名、19

年度 20名に増加し、入学者は 14年度 2名から 18年度 15名、19年度 18名
へと大きく改善してきている。 
 



学位に関して  
 

・学位委員会を中心に学位審査基準の検討を行い、その改正を行った。これに

より学位審査までの時間の短縮を行うことができた。 
・広い視点からの指導を行うために後期課程学生に対し複数指導教員制を取り

入れた。学生は希望に応じて 3 名までの指導教員を指名でき、幅広い観点から

指導を受けることが可能と成っている。 
・21世紀 COEプログラムにおいて始められた「ミニプロジェクト」を継承・発
展させた「学生プロジェクト」を募集し、学生自らが企画・実施する勉強会や

セミナーを側面から支援する方法を取り入れた。学生プロジェクトについては

若手育成：学生プロジェクト（２－４、２－５）にまとめてある。平成 19年度に
は学術振興会大学院教育改革支援プログラムに本研究科が申請した「学生プロ

ジェクトを支援する数理科学教育」が採択され、この取り組みの一層の充実が

進んでいる。 
・外部資金を用いて後期課程学生を RA として採用することを研究科として推

奨し、研究面および経済面からの支援を行った。 
 

これらの取り組みによって、17年度学位取得者は１名であったが、18年度は 8

名（内、論文博士 2名）、19年度は 6名（内、論文博士 2名）に増加している。 
 

今後、早急に取り組むべき課題として、後期課程の学生の学位取得後の進路の

開拓が残っている。 
 

(iii) １－１において数理科学の特色について触れたが、数学の中にとどまらず研

究科を越えた社会との関わりを意識したスペクトルを持ち得ることも忘れては

ならない。研究科を越えた活動も意識的に取り組んできた。具体的な取り組み

は拠点形成資料：他研究科・他大学・社会との連携（４－６）にまとめてある。 



１－３ 研究科の教育改革  

 

研究科では平成 12 年に教育改革に着手し、平成 14 年に本格的にそれを開始し

た。21世紀COEプログラムおよび本継続プロジェクトはこの教育改革の最終段階と

位置づけられる。以下、年次進行で段階的に進めてきた教育改革についてまとめ

ておく。 

 

１） 学部（平成 12 年より）：まず全学教育を含む学部教育の見直しを行ない、

講義内容や講義方法の改善を開始した。理学部１年生向けに啓蒙的講義「数学展

望」を開講するとともに少人数での演習クラスを設けた。講義改善策として、講

義の中間時と終了時に講義アンケートを実施し、中間アンケートで講義の改善を

行い終了時アンケートでチェックする形を導入した。また FD として学年ごとの

講義担当者会議を構成し、学生の講義への参加状況等の情報の交換と共有化を行

った。また講義終了時に講義結果報告書を作成し関係各位に送付するとともにウ

エッブに公開している。学生が多様な将来像を描けるように企業（日立製作所）

との連携講義、保険数学の集中講義の実施や、OB を招いての企業研究セミナー

やミニ同窓会の開催による社会との連携にも取り組んでいる。 

 

その結果、学部2年次の学科分属において定員を超える数理学科志願者を確保し、

一方で留年生を大幅に減少させることができた。 

 

２）博士課程（前期）（平成 14 年より）：大学院前後期課程の教育方針を「広い

視野と自主性を持った人材育成」と明確化した。専門分野にかかわらず身につけ

るべきコアカリキュラムを確定し、学部・大学院の垣根を越えて進度に応じて学

べるレベル制を導入した。博士課程前期では少人数クラスを導入し１年次と２年

次の指導教員を代える複数指導教員制を取り入れている。これらの改革の内容を

入試説明会およびウエッブページで公開した。全教員がオフィスアワーを設け、

研究科合同のオフィスアワー「カフェ・ダビッド」を毎日昼休みに開いている。

そこには教員の他 TA として大学院生が参加し、学部生の指導や教員、大学院生

同士の活発な議論がなされ、大きな教育成果があがっている。また女性教員によ

る「女子学生ランチセミナー」が開かれ、孤立しがちな女子学生支援も行ってい

る。 



 

このことにより博士課程前期ではここ数年 100 名を超える志願者を学内外から

確保し、内部からの進学者も 30 名以上と安定して来ており、定員もほぼ充足さ

せることができている。 

 

３）博士課程（後期）（平成 15 年より）：学部からの教育改革の積み重ねに基づ

き、現在博士後期課程の充実に取り組んでいる。後期課程においても学生の希望

に応じた３名の指導教員を選べる指導体制を取り、教員の様々な研究活動に学生

が参加できる環境を整備し、学生の自主性を育むための「学生プロジェクト」を

サポートしている。同時に RA への採用など経済的援助も外部資金を用いて行っ

てきている。また後期課程入試を夏、冬の２回実施することで志願者の確保に努

めるとともに、夏の入試の実施により、早くから学位論文の準備に入れる工夫を

行っている。平成 18 年には部局同窓会を設立し、企業研究セミナーや修士論文

優秀賞の授与などを同窓会との連携事業として位置づけ取り組んでいる。 

 

これらの取り組みにより一桁であった志願者数が倍増し、入学者数も平成 18 年、

19 年には 15 名、18 名と増え、定員に対する入学者の割合も 50 ％を越えた。

一方、後期課程学生の研究活動も目に見えて活発になっており、それらは論文執

筆数、学会講演数、学術振興会特別研究員（DC）採用数、学位取得者数の増加か

ら伺える。平成 19 年には、学術振興会大学院教育支援プログラムに本研究科申

請の「学生プロジェクトを支援する数理科学教育」が採択され一層の改善に取り

組んでいる。 

 



２ 若手育成  

 

２－１ 数理学科・多元数理科学研究科の学生の動向  
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２－２ 教育活動  
 

 本研究科では後期課程学生に対し複数の指導教員をつける複数アドバイザー

制を取り入れて研究指導を実施している。これは研究科の多くの教員や学生と

議論をする中で広い視野に立って問題を見いだし学位論文作成へと導くことを

意図して取り入れたものである。各学生の希望に応じて 3名の指導教員がつき、

その中の１名が責任者となり相互に協力し学位論文作成を含めた指導を行って

いる。 
 

 本プロジェクトの取り組みの一つとして研究科主催の「名古屋国際数学コン

ファレンス」を毎年開催、さらに研究科主催の談話会を開催し、研究情報発信・

研究交流を図るとともに、学生への教育活動とも位置づけて取り組んでいる。

その他、各教員は個々にあるいはグループで勉強会、セミナー、研究集会等を

企画・実施し、様々な研究の連携を図り、そこに学生を取り込んで学生の研究

をサポートしている。今年度実施されたこれらの取り組みは３－３に掲載してあ

る。 
 

研究科では全教員がオフィスアワーを設け、学生が多くの教員と議論できる環

境を用意している。同時にオープンスペースを使った合同のオフィスアワー「カ

フェ・ダヴィッド」を毎日昼休みに開いている。ここには教員の他、大学院生

が TA として参加し、大学院生自身の研究ならびに教育経験を積ませる効果も

上がっている。また女性教員による「女子学生ランチセミナー」も開かれ、研

究面およびその他の情報交換にも役立っている。 
 

研究科では、後期課程学生を（外部資金を使って）研究員(RA) としての雇用す
ることを基準を設け推奨している。今年度採用者は２－６に掲載してある。同時

に研究科として学生自身が企画・実施する学生プロジェクトを募集し、研究面

および資金面から支援を行っている。学生プロジェクトについては改めて２－４、

２－５で述べる。 
 

平成 19 年度には外部資金を用いて英語アカデミックプレゼンテーション講義
を開講した。短期集中コース 3クラスを開講し、博士課程後期学生 11名、前期



学生 3 名が参加した。受講後のアンケートを実施し、次年度は継続コースを開
講する予定である。  
 

後期課程の学生数が増える中、研究科として個々の学生の状況を把握し適宜指

導をすることを目的として、教務委員会が中心となって学生の面談も実施して

いる。 
 

平成 19 年度には次節で述べる学術振興会大学院教育支援プログラムに本研究
科申請「学生プロジェクトを支援する数理科学教育」が採択され、教育支援体

制が一層充実してきている。 



２－３ 学術振興会大学院教育支援プログラム  
 

 平成 19 年度学術振興会大学院教育改革支援プログラムに本研究科が申請し
た「学生プロジェクトを支援する数理科学教育」（平成 19年 ~ 21年、代表者 
金銅誠之）が採択された。その概要を以下に記載する。 
 

［教育プログラムの概要］ 

プログラムの目的： 

本研究科はその教育理念として「数理的能力を基礎として、自ら調べ、自ら考

え、自ら発見していく自立的な人間を育てること、そのために多様な問題意識

を持つ学生が、他の学生・研究者との接触を通して、論理的思考を積み重ね、

問題を明確にし、それを解決していくことが出来る教育環境を提供すること」

を掲げている。この教育理念を実現するために、学生が企画•運営の主体となる

「学生プロジェクト」、教員が主体となり学生を指導教育する「教員プロジェク

ト」、「研究ラボ」を有機的に連携させた多層型プロジェクトをプログラムの中

核に据えた数理科学教育の実現を目指す。 

本教育プログラムを支える基本的な考え方は以下の２つの側面を持つ。 

（１）学生が異なる分野の複数の教員や学生、研究者と議論を重ね多様な問題

意識を身につける。 

（２）確固とした数理的能力を基礎として、自ら問題を発見し解決していく力

を養う。 

これら一見相容れない２つの視点はいずれも数理科学が社会から期待される役

割を担う上で非常に重要な要素であると我々は考えており、これらが自然に実

現できるような環境、雰囲気を醸成し最終的に後期課程における学位論文作成

を支援することが本教育プログラムの目的であると言える。 

プログラムの内容： 

（１）複数指導教員体制の導入：前期課程では、少人数クラスとして、４~

６人規模で双方向性をもつ講義（セミナー）を行う。広い視野に立った知識を

身につけるため、M1と M2 で異なる少人数クラスに参加する。また前期課程試験

の各合格者に対しプレアドバイザーと呼ばれる教員を選定し、学外からの入学

予定者にもスムースに前期課程での研究が進められるような体制を取っている。

後期課程においては、各学生が複数の教員をアドバイザーとして指名し、その

中から１名を責任者としてプロジェクトを構成する。 



（２）オープンオフィスアワーとしてのカフェ•ダヴィッド：上記のような

複数の指導教員の下での研究を可能にしているのは学部生を対象にしているカ

フェ•ダヴィッドの存在である。博士課程の学生は TA としてこのカフェ•ダヴ

ィッドに参加し、学生の質問に答え、説明をすることによって数学の多様な問

題の基礎と本質を掴むことが期待されている。オープンな雰囲気は学部と大学

院の垣根を取り除き、外からの進学者も容易に溶け込める環境を提供する。 

（３）充実した基礎力養成： 数学の基礎力を養うため、前期課程でも講義科

目の中にレベル制を導入しコアカリキュラムを設け、専門に関わらず履修する

ことを推奨している。また、前期課程における教育の最低レベルの維持向上を

図る目的で予備テストを年３回実施し、その合格を前期課程修了の要件として

いる。 

（４）自主性を引き出す学生プロジェクト： カフェ•ダヴィッドや前期課程

で身に付いた多様な問題意識や基礎力の上に立ち、後期課程では、学生自身が

学生プロジェクトを立ち上げ、学生の責任と権限でプロジェクトを運営するこ

とにより運営企画能力を養う。これは後期課程の目標である学位論文の作成に

つながるものである。プロジェクトの内容は国内外からの講師の招聘、短期•長

期の勉強会や研究集会の開催、国内外の他のプロジェクトへの参加などからな

る。学生は複数の学生プロジェクトや教員のプロジェクト、研究ラボに参加す

ることにより、自分のテーマを見つけ、それを解決することにより問題解決能

力を身につけることができる。問題点を整理し、研究を促進する目的で学生の

定期的な発表会を開催し、研究成果のまとめをサポートする。教員は指導の成

果を確認するために適宜面談や報告会を開催し学生の研究の活性化に努める。 

（５）多様なネットワークの構築：入試説明会、進学•就職説明会、ミニ同窓

会などを通じて企業や地域との連携を深め、学生の確保を図るとともに学生の

進路の多様化を図る努力をする。将来的には海外の研究機関との連携を模索す

る。 

プロジェクトの流れ： 

前期課程の目標として数学の基礎力を養い多様な問題意識を身につけ、後期課

程進学あるいは就職に備える。また後期課程の目標としては前期課程で身につ

けた知見をもとに指導教員や他の学生との議論を通して問題の整理あるいは拡

張を行う。教員はプロジェクトを通じて適宜アドバイス、コンサルテーション

を行い問題解決へのサポートを行う。プロジェクトの終了時には投稿論文、学

位論文として成果の公表を目指す。 



２－４ 学生プロジェクト  
 

 21世紀COE拠点形成計画の中で後期課程教育の活性化のために学生が主体に
なったミニプロジェクトを実施し効果を上げた。本プロジェクトではこの取り

組みを継承・発展させた「学生プロジェクト」を募集し支援を行った。学生プ

ロジェクトは 
 

・後期課程の学生の学位論文の作成に向けての準備の一環 

・同時に自発的な研究企画・運営能力を養う 
 

ことを目的とし、研究科の取り組みとして位置づけた。それぞれの学生プロジ

ェクトは単独あるいは数名の学生で構成され、その中に必ず教員がアドバイザ

ーとして加わった。学生プロジェクトの内容は、短期的（１週間程度）研究集

会や勉強会、あるいは長期的な（数ヶ月に渡る）勉強会の企画・開催あるいは

他大学の研究者・学生との研究交流が主なものである。プロジェクトの資金は

総長裁量経費、研究科予算および平成 19年度には学術振興会大学教育支援プロ
グラムを用いて行った。平成 19年度の学生プロジェクトのそれぞれの指導教員

および学生による報告書は２－５に添付してある。活動内容は海外出張を含む研

究集会への参加、勉強会や研究集会の企画・実施であった。プロジェクトに参

加した学生は 18、19 年に 36 本の論文を発表・執筆（執筆中を含む）し、また

学会等での研究発表・講演件数も 74件にのぼり、きわめて活発であった。さら
に 18、19 年度課程博士取得者は 10 名であるが、内 8 名が学生プロジェクトの
経験者である。以上のように学生プロジェクトは後期課程学生の自主性を高め

活発な研究活動を促す効果的なサポートであると考えられ、引き続き学生プロ

ジェクトを募集し支援を継続して行く。 



学生プロジェクトの報告

相羽俊周

平成 20 年 2 月 8 日

行なった研究は単位円盤から有界領域への等角写像における導関数と境界につ
いての対応ついて。
予算は論文に必要な参考資料の購入と筆記用具に使用。
書いた論文は「Ahlfors regularity of confomal parametlization with BV argument

of the derivative」参加したセミナーはなし。

1



学生プロジェクト、サポート報告 
 

Mumford-Shah 汎関数と Uniform rectifiability：  相羽俊周 
 

教授 宇沢 達 
 

相羽の指導に関しては、数学の理論などを学ぶ以前の事柄として、数学の問題

を解く訓練にかけていたので、Polya Szegoの Problems and Theorems in Analysis
から問題を選び、演習に時間をかけた。相羽君は実解析に興味があったので、

DymとMcKeanの Fourier Series and Integralsなどのセミナーを通して、数学を理
解する訓練を行った。その後は、PeterJones の論文などを通して課題をみつけ、
証明、定式化、直観的な理解などの指導をおこなった。具体的には、circle packing

などの題材を通して等角写像への理解を深め、Kacの論文(Can you hear the shape 
of the drum)などを通して、確率論的なアプローチについても考察した。具体的
な例を考察する一助として、今井功「等角写像とその応用」などのセミナーも

行った。論文としては、最終的には、bounded rotationの曲線が Ahlfors regularで
ある、という事実を Peter Jonesによる dyadic分解による Ahlfors regularityの特徴
付けを通して証明する論文となった。 
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2007年度学生プロジェクト報告書

「�進的・p進的手法による幾何学の研究」

佐藤 周友

私は 2007年度学生プロジェクト「�進的・p進的手法による幾何学の研究」に相談役と

して参加した。私の役割は主に「数論幾何学勉強会・入門編」の運営である。この勉強会

の主目的は、数論的代数幾何学という特殊な分野についての入門的なレクチャー (サーベ

イ)を提供することであり、今後も継続する予定である。

2007年度の数論幾何学勉強会・入門編は以下の 11回が開催された。

• 佐藤 周友「p進エタールコホモロジー (1)～(3)」6月 14日～8月 3日

• 星 裕一郎「crystalline cohomology入門 (1)～(5)」8月 23日～11月 7日

• 河本 大知「crystalline cohomology入門 (6),(7)」11月 28日, 12月 19日

• 河本大知「正標数でのHodge-to-de-Rhamスペクトル系列の退化について (following

Deligne-Illusie)」1月 16日

• 3月にも修士課程の学生による講演を予定

勉強会にはプロジェクトのメンバーを中心に毎回 6名～10名程度の参加があった。8月か

ら 12月にかけて名古屋まで足を運び、素晴らしいレクチャーをして下さった京都大学数

理解析研究所の星裕一郎氏に心より感謝致します。
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2007年度　学生プロジェクト　報告書 (2008.1.31現在)

企画名「ゲージ/重力理論対応における数理的構造の
解析」

構成メンバー 井本稔也1、木原康明、松本拓也2、眞鍋征秀、四ッ谷直仁、粟田英資、浜中真志

行った研究と、達成状況
年度の前半では、「D1セミナー」を週２回行い、各自の興味のある文献を精読すると共
に、基礎的な知識の充実を目指した。夏季には各地のサマースクールや研究会に参加する
ことによって、最近の研究の動向にも触れることができたと考えている。後期は「D1セ
ミナー」を週１回引き続き行うとともに、各自のテーマに関して具体的に計算を始めた。

それぞれの研究の進行状況は、以下の通りである。；
井本稔也
ゲージ/重力対応のうち特に Sakai-Sugimoto模型に焦点を当て、まだ十分に調べられてい
ないと思われるメソンの系列についての対応を研究している。現段階は、その解析中で
ある。

木原康明
初めの半年間は Spin(7)関係の勉強をしていたのですが、途中から物理の勉強に変えま
した。特に今は場の量子論と弦理論の勉強をもう一度基礎的なところから始めています。
これからの展望としては D-braneを微分幾何学的な手法を使って解析しようと思ってい
ます。

松本拓也
ゲージ/重力対応と可積分系の関係に重点を置き、勉強と研究を続けている。ゲージ/重力
対応から示唆される対応関係の一つに、スピン鎖/回転弦対応がある。これは、弦理論側
で回転する古典弦のエネルギーが、ゲージ理論側のある種の演算子 (Dilatation operator)
の固有値に対応するというものである。ある物理的な系において、系の自由度と保存量
の数が一致するとき、通常このような系を「可積分系」という。可積分系の観点から見る
と、ゲージ/重力対応は（双方の理論が‘可積分’ならば）無限自由度の可積分系の対応関
係と考えられる。そこで、特にゲージ理論側で定義されるスピン鎖の散乱行列 (S-matrix)
において可積分構造がどのように実現されているか、すなわちどのような対称性を持っ
ているかを中心に研究を行っている。その結果、散乱行列が系が持つ大域的対称性から
に類似物を持たないような「隠れた」対称性を持っている事が分かった。(森山翔文先生、
Alessandro Torrielli氏との共同研究。) 現在、その対称性の起源と散乱行列そのものにつ
いて研究を続けている。また、弦理論側でこの対称性がどう見えているかも将来の研究
課題である。

眞鍋征秀
私は、超弦理論の位相的セクター（零モードセクター）として実現される位相的弦理論
（A-modelとB-model）を中心に据えて研究に取り組んできた。特に４次元ゲージ理論と
の関係から local toric Calabi-Yau多様体上の位相的弦理論を理解する事を第一義とした。
この理論のA-model側の相関関数は topological vertexと呼ばれる量から厳密に計算され
ることが知られており、B-model側の計算についても最近Mariño達により（ある行列模型

1理学研究科素粒子論研究室 (E研)
2代表者
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との対応をヒントにして）mirro Calabi-Yau多様体に含まれる local curve上でSchwinger-
Dyson方程式を定義することにより、その厳密解が得られる事が分かっている。B-model
側での定式化の重要性の１つとしては、A-model側では（Kähler構造への量子論的依存
性が邪魔をして）見る事の出来なかったCalabi-Yau多様体の別の相（string region）が、
B-model側では Riemann面のmodular変換の言葉で見えるというものである。ただし、
この辺りの議論がどこまで可能で、またゲージ理論において如何なる重要性を持ち得て、
あるいはこの理論の相（Higgs相やCoulomb相）をどこまで記述可能なのかについてや、
また先の Schwinger-Dyson方程式の背後に隠された対称性についてなど、まだ理解され
ていない事は数多くある。そこで私は現在その辺りの議論を可積分系の知識を補強しつ
つ具体的に計算できる範囲で行っているところである。

四ッ谷直仁
研究内容としてはHanany et alによるGauge Invariant OperatorのCountingについての
計算を行いました。特に生成母関数であるHilbert Seriesを数学的に捉え直し、Calabi-Yau
多様体をGraded ringとして可換代数に翻訳したものを議論することを試みました。中で
も著者の主張にある完全交差多様体とHilbert seriesの有限型 Euler表示の関係について
を独自に計算したものをセミナーで発表させて頂きましたが、他の可換代数の文献で似
たような議論がなさ れているとのご指摘を頂いたため、オリジナルな結果には至りませ
んでした。以降は特に Toric 多様体の場合の Hilbert seriesに着目しており、最近になっ
てそのアルゴリズムがGrobner 基底によるもので定式化できるのではないかと研究を続
けている次第です。

プロジェクトの予算の使途
主にメンバーの研究会等への旅費・滞在費として利用した。現時点での支出は 36,105円、
残高は 335,895円である。残高のうち、約 20万円は 3月上旬に行う予定である位相的弦
理論の研究会の開催費に当てる予定である。また、松本、真鍋が 3月 17日から 19日まで
京大数理解析研で行われる国際研究集会「素粒子物理学の数理的方法の 30年」、四ッ谷
が３／２３～３／２６に近畿大学理工学部で行われる日本数学会年会への出席を希望し
ているため、全額使い切る予定である。

この１年間の執筆論文、発表論文、研究集会・セミナー等での講演
•松本拓也；A secret symmetry of the AdS/CFT S-matrix, Takuya Matsumoto, Sanefumi
Moriyama and Alessandro Torrielli, J. High Energy Phys. JHEP09(2007)099
·中部夏の学校2007(2007.8.30-9.02)　於東海大学山中湖セミナーハウス,30分講演（AdS/CFT
S-matrix における隠れた対称性 ），·Progress of String Theory and Quantum Field
Theory(2007.12.07-10)　於大阪市立大,ポスター発表（A secret symmetry of the AdS/CFT
S-matrix），·日本物理学会第 63回年次大会 (2008.3.22-26)　於近畿大，15分講演 (予定)
（A secret symmetry of the AdS/CFT S-matrix）
•四ッ谷直仁；第４回数学総合若手研究集会（北海道大学学術交流会館、2008 2/12 ～
2/15、ポスター発表、The plethystic program）

その他：学生プロジェクトに関する意見・感想等
研究科の院生旅費の不足分を、このプロジェクトの予算でサポートしていただいたこと
で、多くの研究会やサマースクール等に主席し、見聞を広めることが出来たと思います。
また、研究会を自ら企画することによって、研究活動に主体的に関わる良い経験を積むこ
とができたと考えています。
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平成19年度学生プロジェクト報告書

「Gleason問題とその拡張」

1 研究の概要

1.1 構成員

本プロジェクトの構成員は以下のとおりであった．

博士後期課程２年 中川 勇人（代表者）

博士前期課程２年 成川 直孝

博士前期課程２年 三木 隆広

博士前期課程２年 山路 哲史

また，相談役として本研究科准教授である鈴木紀明が協力した．

1.2 研究内容

この学生プロジェクトで扱ったのはGleason問題であった．Gleason問題とは特定の関数環にお
ける極大イデアルの単一生成性を示すための必要十分条件を指すものである．代表者は博士前期課

程の頃より Corona問題，すなわちある関数環における極大イデアルの稠密性についての議論を学
習および研究してきたこともあり，その問題の類似性から興味を持ったのである．

まず，基本となる 1次複素平面での単位円板上正則 Hardy空間に属する関数のなす環について
のGleason問題を理解した．さらに，関数環の構造を持たないが，実上半平面上調和関数空間につ
いてのGleason問題に関する論文（Boo Rim Choe, Hyungwoon Koo and HeungSu Yi, Gleason’s
problem for harmonic Bergman and Bloch functions on half-spaces, Integ. equ. oper. theory 36

(2000), 269-287 ）も読み終えた．代表者の別の研究課題に「実上半平面上の α-放物型Bergman関
数の non-tangential limitsの存在問題」があり，Gleason問題の拡張としてその関数空間に対して
も考えることを試みた．実上半平面上の α-放物型 Bergman空間を導入することは調和関数空間と
熱方程式の解のなす空間との話を同時に扱える可能性もあり非常に有用だと思われるからである．

取り組むべき問題の定式化には成功したが，その先の議論については現段階では報告できるほどの

結果を得られていないことは残念である．当面は再生核を用いた評価をより厳密に行うことが課題

と思われる．しかしながら，これらの考察が non-tangential limitsの存在問題の研究に良い影響を
与えていたことを付け加えておきたい．

このプロジェクトは，博士後期課程に属する代表者とそれ以外が博士前期課程 3名という構成を
とり，計画では Gleason問題を 3名の専門分野へ拡張するときに代表者に助言を与えるという協
力体制をとるはずであった．しかしながら代表者がその域まで達しなかったこと，それぞれの（修

士論文を含む）別の研究活動その他があってなかなか機能しなかった．この点は反省したい．
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2 プロジェクト予算の用途

本プロジェクトには 40万円の予算が割りあてられた．以下は 2008年 1月現在における報告で
あり，「予定」とあるのは予算が確定していない，または発注済みであることを示す．ただし，予算

金額に収まるように計画してある．

2.1 旅費

旅費として以下のように予算を使った．
旅費

日付 出張内容（場所・目的） 出張者 金額

11/1～3 ポテンシャル論研究集会 中川 43,200
（広島大学・講演）

11/26～27 関数環研究集会 中川 26,220
（信州大学理学部・参加）

12/24～26 第 16回関数空間セミナー 中川 48,720
（東京理科大学森戸記念館・参加）

2/17～20 日韓ポテンシャル論セミナー 中川 （予定）

（広島大学・参加および研究連絡）

3月 日本数学会年会 中川 （予定）

（近畿大学・参加） 山路

旅費としての予算は 118,140円使用したが，予定の出張も含めれば 25万円ほどになると思われ
る．なお，学生プロジェクトに関連して，院生旅費援助（上限 10万円）を利用して中川と山路が
秋季総合分科会（9/23～24・東北大学川内北キャンパス・講演および参加）に出張している．

2.2 書籍および物品

書籍，物品その他の雑費については以下のとおりである．各項目について，書籍および物品要求

者は複数にまたがるので省略する．
書籍および物品

日付 購入内容 金額

11/5 洋書 1点および和書 4点 24,000

12/4 物品 1点 7,580

12/7 和書 5点 16,821

1/7 洋書 2点 24,840

1/9 物品 4点 38,485

書籍および物品としての予算は 111,726円使用したが，他にも追加の購入を予定している．
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3 研究活動

このプロジェクトによって執筆された論文はない．講演は以下を行っている．全て口頭発表であ

り，講演者，講演の題名，研究集会名，研究集会場所，研究集会日時の順に列挙した．

1) 中川　勇人
題名 Nontangential limits of α-parabolic functions
「第 42回関数論サマーセミナー」
場所 休暇村紀州加太（和歌山）

日付 9/7～9

2) 中川　勇人
題名 Nontangential limits of α-parabolic functions
「秋季総合分科会」

場所 東北大学川内北キャンパス（宮城）

日付 9/23

3) 中川　勇人
題名 Nontangential limits of α-parabolic functions
「ポテンシャル論研究集会」

場所 広島大学東広島キャンパス（広島）

日付 11/1～3

講演以外での研究集会への参加などは「プロジェクト予算の用途」の「旅費」の節で挙げたとお

りであり，ここでは省略する．

4 プロジェクトへの意見および感想

代表者は昨年度には出張したいセミナーのいくつかを旅費援助が出にくいという事情から見送っ

たことがあった．今年度は学生プロジェクトの潤沢な資金（と院生旅費援助の上限が 5万円から 10
万円にあがったことも）のおかげで，ある程度はお金の心配を心配することがなくなった．さらに，

研究に必要な書籍などをある程度自由に購入できるのは学生にはとてもありがたいことである．

手続きなどは特に問題なく行えた．11月より予告なく変更されたときは戸惑ったが，その都度
適切な対応があったので問題にはならなかった．むしろ制度としては改善された気さえする．とく

に教育支援室の皆様にはお世話になったのでお礼申し上げたい．
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学生プロジェクト「Gleason問題とその拡張」へのサポート 
 

指導教員 准教授 鈴木紀明 
 

もともとの Gleason 問題は正則関数の作る環における因数分解定理です．これ
を環ではない関数空間でも考えてみよう，そしてそのための関数空間の基礎を

学ぼう，というのが今回の学生プロジェクトの目的であったと思います．私が

相談に乗ったことは多くはありませんが，調和 Bergman 空間やより一般の放物
型 Bergman 空間における Gleason問題に関する結果の論文情報，Hardy 空間な

どの関数空間を学ぶための基礎文献の提示，関連する研究集会への積極的な参

加の奨励などを行いました． 
 



学生プロジェクト「Geometri strutures assoiated with di�erentialequations」報告書
メンバー: 野田 尚廣（リーダー）, 豊田 哲, 恩田健介, 大木俊輔.

本プロジェクトは, 主に微分幾何学を専門とする博士後期課程の学生が集まり, 各々の研
究テーマに対して一定の成果をあげることを目的として企画されたものである. プロジェ
クトのタイトルを見ると, 微分方程式に付随する幾何構造がテーマであるが, メンバーに
は微分方程式という言葉にとらわれずに,自分の思うがまま研究するように最初に提言し
ておいた. 皆, 直接的または間接的に多少は微分方程式に絡んでいると思われるが, あま
りこだわらずに広い視野でそれぞれやりたいように研究したほうがよいと思ったからであ

る. 結果としてこのことは良い方向へ働いてくれたと思う. 皆それぞれの分野で活発に活
動することが出来たようである. 特にそれぞれが他大学で行われる集会やセミナーに出向
くことにより, 研究に関して議論を交わすことが出来る学生または研究者とコミュニケー
ションをとることができたようであり,これは個人個人にとって非常に有益なことといえ
るであろう. 具体的な研究報告を下にまとめておく.(1):メンバーの研究内容
野田:プロジェクトのリーダーを今回務めることになった野田の研究テーマはタイトル

そのものである微分方程式に付随する幾何構造である. ただアプローチとしては専門分野
であるCartan幾何学の手法を用いて研究している. この分野では動標構, 微分式系, G-構
造といったElie-Cartanによって開発された道具を主に用いて様々な幾何学的問題に取り
組むことが研究目的といえる. Cartan以降の研究者が参加した伝統ある分野であり, 国内
でも田中 昇氏を筆頭に世界の中で先進的な立場にあるといえる. したがって, 新しいオリ
ジナリティーある仕事をするにはかなりの知識が必要であるが,まだまだ勉強不足で難し
い状況といえる. 同値問題というCartan幾何の中での伝統的な問題意識から,二階の偏微
分方程式系の同値問題を特殊な場合に調べ,対応する大域的モデル空間について調べたが,
これもオリジナリティーからいってまだまだなので,これからはその点に注意してより深
みのある構造をあたえるような方程式に着目していきたいとおもう.　また同時にCartan
幾何の他分野への応用についても図っていきたい. この目的に沿った研究として，ある空
間の alibrated submanifoldの構成に関する研究を行ったが, この研究において無意識に
動標構の理論を用いていたことが印象的であった. したがって, 今後もこのようにいろい
ろな幾何学的問題にこの手法で取り組んでいきたいと思っている.
豊田: 今年度前半は異種球面上に正等方曲率をもつ計量を構成することを目指していた

が，この研究に関しては中断し, 後半は、CAT（０）空間の井関ー納谷不変量とよばれる
不変量の評価を目指した. 井関ー納谷不変量は、群の固定点性質と関係のある不変量で、
計算および評価の難解さが特徴的であるが. この不変量を評価しやすくするための改良、
および、若干弱い不変量を評価することに関し、成果を得た. この結果をもとに、福岡微
分幾何集会でポスター講演を行った.
恩田:本人の研究テーマであるRii owに関する研究を行った. 特に本プロジェクトの

相談役である小林亮一教授との共同研究を行い, 一定の成果を挙げた. これは, 8次元以
上の正のスカラー曲率をもつ四元数ケーラー多様体のツイスター空間を考え,その上のあ1



る Riemann計量を Rii owで流したときの挙動を調べるというものである. この研究
はRiemann 計量全体の空間におけるある種の力学系を考えているという見方もできるが,
とにかくこのテーマにおいて成果を挙げた.
大木: 研究テーマは, 双曲錐多様体の剛性に関する研究である. ３次元以上の完備有

限体積双曲多様体上の完備双曲構造はその位相のみで定まる（Mostowの strong rigiditytheorem）ため、その双曲構造を完備なまま非自明に変形することは出来ない。しかし、
トーラスカスプをもつ３次元完備有限体積双曲多様体の場合、その双曲構造を完備でない

双曲構造を通して変形することは可能であることが知られている（Thurston）. その変形
の過程で hyperboli one-manifoldと呼ばれる one状の singularityを持つ双曲多様体が
現れ、その変形理論は３次元双曲多様体やKlein群を調べる上で重要なものとなっている。HodgsonとKerkho�は singular lousが knotまたは linkで、one angleが 2�以下の３次
元有限体積 hyperboli one-manifoldに対する loal rigidity theoremを示した（この結果
を用いて、one angleが �以下の場合は、より強い strong rigidityの成立がKojimaによ
り示されている）。この結果は現在の変形理論の基礎となっており、one angleの条件を
外すことは出来ると思われているが、まだなされていない. 大木は現在、one angleが 2�
以上の hyperboli one-manifoldの rigidityについて研究している。HodgsonとKerkho�
の定理の証明では、one angleの条件は解析（L2 Hodge理論）を上手く行うために本質
的に必要とされており、one angleが 2�以上の場合には別のアプローチが必要だと思わ
れる。one angleが 2�以上の hyperboli one-manifoldの普遍被覆は CAT (�1)空間に
なり、その無限遠境界を用いたアプローチを行っている。上記の場合の strong rigidityを
示すことを目標に掲げているが現段階では難しいため、現在はmarked length spetrumrigidityや boundary rigidityといった、負曲率 Riemann多様体に対して成立すると予想
されている（2次元の場合はOtal等により示されている）ある種の rigidityを hyperbolione-manifoldに一般化することを考えている.(2):予算の使い道
旅費:15万 8340円, 書籍:28万 5261円(3):研究業績
講演記録リスト

「A speial Lagrangian �bration in the Taub-NUT spae.」 野田 尚廣, 東京幾何セミ
ナー, 東京大学, ２００７年７月４日
「2階の偏微分方程式系のある同値問題について」野田 尚廣, 日本数学会 2007年度秋
季総合分科会, 東北大学, ２００７年９月２１日
「接分布の幾何学」（ポスター講演) 野田 尚廣, 第三回数学若手研究集会, 北海道大学,
２００８年２月１４日

「CAT(0)空間のある不変量について」豊田 哲, 福岡大学微分幾何学研究会,福岡大学
セミナーハウス, ２００８年１月１３日
「Hyperboli one-manifoldの rigidityについて」 大木 俊輔, 第４２回函数論サマーセ
ミナー, 休暇村紀州加太, ２００７年９月７日
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(4)学生プロジェクトに関する意見
学生の研究活動支援のための企画として大変有意義なものと思われるので,今後も継続し
ていくことを望む.
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学生プロジェクト「Geometric Structures associated with Differential Equations」へ
のサポート 
准教授 楯 辰哉 
 

学生プロジェクト「Geometric Structures associated with Differential Equations」に
おいては微分方程式（系）から定まる接分布の幾何学的構造に着目した研究が

なされている。しかし現在研究科内にこの観点からの微分方程式の研究の専門

家がいないため、プロジェクトをサポートするために、他大学からこの分野の

若手研究者を招聘し、本プロジェクトの学生（野田）と、微分方程式の幾何構

造と関連する話題についての勉強会を開いた。具体的には、以下のようなプロ

グラムで行った。 
 
１１月１９日（月） 

２：４５ー４：１５ 
講演者：野田 尚廣 
所属：名古屋大学大学院多元数理科学研究科 

タイトル：Monge-Ampere 方程式の幾何学に関して知られていること 
 
４：３０ー６：００ 
講演者：北川 友美子 

所属：大阪市立大学大学院理学研究科数学研究所 
タイトル：サブリーマン多様体について (1) 
 
１１月２０日（火） 

２：４５ー４：１５ 
講演者：澁谷 一博 
所属：北海道大学大学院理学研究院 

タイトル：ある jet 空間の prolongation について 
 
４：３０ー６：００ 
講演者：北川 友美子 

所属：大阪市立大学大学院理学研究科数学研究所 
タイトル：サブリーマン多様体について (2) 
 



学生プロジェクト「Geometric Structures associated with Differential Equations」へ
のサポート 
相談役： 教授 小林亮一  
 
 

数学サイドからのかかわり : メンバーの学生にいくつかの問題提起をした.  
 
 

(例 1) Taub-NUT 空間の special Lagrangian fibration を構成する問題。 
 
 

(例 2) Self-Dual Einstein 4-manifold のツイスター空間上の Ricci flow の古代解

の構成の問題.  
 
 

(例 3) 種数２のコンパクト Riemann 面の Fricke モジュライ・アーベル曲面の
モジュライと微分方程式・双曲計量の関係.  
 

 

研究環境面からのサポート : 各種研究会への旅費サポートを行った.  
幾何セミナーの特別枠として「カルタン幾何研究会」をサポートした.  
 
 



学生プロジェクト「多項式環の研究」報告書

メンバー 大溪正浩 (代表者), 木村杏子

相談役 橋本光靖准教授, 吉田健一准教授

1 どのような研究を行い, どこまで達成できたか
大溪 本プロジェクトを通して, 大溪は橋本光靖氏 (名古屋大学) と共同で G 局所
G スキームについての研究を行った.

S をスキーム, G を S 上平坦な群スキームとし, X を G が作用する S 上のス
キームとする. X が G の作用で安定な閉部分スキームのうち極小なものをただ 1

つ持つとき G 局所的であるという. G が自明な群のとき, G 局所 G スキームとは
通常の局所スキーム (局所環のスペクトル) に他ならない.

群が作用するスキーム上では G-linearized な準連接加群の層の圏 Lin(G,X) を
考えることが重要であるが, この上でホモロジー代数を展開することは難しかった.

橋本氏はスキームの図式の上の同変準連接加群の理論を展開し, 群作用に関する
図式

BM
G (X) :=


G×S G×S X

id×a−→
µ×id−→
p23−→

G×S X
a−→
p2−→ X




(ここで µ は G の積, a は作用, p23, p2 は射影とする) の上の同変準連接加群の
圏 Qch(G,X) (なおこれは Lin(G,X) と同値な圏である) の性質を研究した. 本研
究はこの流れの中で行われ, 通常の局所スキーム上の加群の間の Matlis 双対性の
G 局所 G スキーム上での類似などを証明した.

木村 体上の多項式環の squarefree monomial ideal (平方自由な単項式で生成され
るイデアル) の算術階数 (arithmetical rank) の研究を行った. これは, 寺井直樹氏
(佐賀大学), 吉田健一氏 (名古屋大学) との共同研究である. 算術階数とはイデアル
を根基のレベルで生成する元の個数の最小値のことをいう. またこれは, 代数的集
合を超曲面の共通部分として表すときに必要な個数の最小値ともいえる. 一般の
イデアルに対して算術階数を計算することは難しいが, 多項式環 S の squarefree

monomial ideal I に対しては Lyubeznik の結果により, S/I の射影次元で下から
抑えられることが知られている. 計算しやすい射影次元という下限があるこの場
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合に, 算術階数を求めたい. とくに, この 2 つの値がいつ一致するか, というのは
素朴な問題である.

I の極小生成元の個数 µ(I) と I の高さ height(I) との差を deviation といい,

d(I) で表す. d(I) = 0, 1, 2 のときには両者が一致することが知られている (木
村・寺井・吉田). また, 2 つの量 µ(I), height I の Alexander dual に対応する量
がそれぞれ I の算術次数, I のイニシャル次数であることがHoa–Trung, Frühbis-

Krüger–Terai により知られている. この 2 つの量の差を d∗(I) で表すことにする.

d∗(I) = 0 のときは Schenzel–Vogel, Schmitt–Vogel により, d∗(I) = 1 のときは木
村・寺井・吉田により一致することが知られている.

d∗(I) = 2 のときは一致するかどうか知られておらず, この場合の研究を行った.

そして I が linear resolution を持つという条件を付けた場合に一致することを証
明した. しかし, そうでない場合は一般にはまだ未解決であり, 今後の課題である.

また, d(I) = 3 なる一致しない例を見つけた. 今までは Yan による deviation 7

の反例しか見つけられていなかったが, この例は deviation が最も小さい反例とな
る. この例も Yan の例も共に射影次元が体の標数によっており, 体の標数によら
ない反例は知られていない.

算術階数の研究における重要な道具として Schmitt–Vogel の結果がある. それ
は, イデアル I の元の集合に対して, それらが生成するイデアル J の根基が I の根
基と一致するための十分条件を与える. それは算術階数の上限を求めるのに役立つ
ものである. この結果を少し変えることにより, J が I の節減 (reduction) になる
ための十分条件を与えた. J が I の節減ならば両者の根基が一致することは, よく
知られている. また, 節減の中で極小なものの極小生成元の個数は analytic spread

と呼ばれる量である. 我々の結果の応用として, d(I) = 0 のときに S/I の射影次
元と同じ個数で生成される節減を構成した. これは I の節減の中で極小なものの
1 つであり, その帰結として, I の analytic spread が S/I の射影次元と一致する
ことが得られた.

2 プロジェクトの予算を研究の中でどのように使ったか
下記の研究集会等へ参加するための旅費として使用した.

1. 第 4回可換環論サマースクール,明治大学秋葉原サテライトキャンパス, 2007

年 8 月 28 日 – 31 日 (木村).

2. 明治大学集中講義, 簡約群の作用による不変式環, 橋本光靖先生 (名古屋大学
多元数理), 2007 年 9 月 10 日 – 13 日 (大溪).

3. 第 20 回可換環論セミナー, 勝浦簡易保険保養センター, 2008 年 1 月 28 日 –

31 日 (木村・大渓).

また, 勉強会の講師として宮崎充弘氏 (京都教育大) を招くために用いた.
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3 この 1 年間の執筆論文, 発表論文, 研究集会・セミ
ナー等での講演

執筆論文, 発表論文
大溪 :

1. (with Mitsuyasu Hashimoto) Local cohomology on diagrams of schemes, preprint.

2. On G-local G-schemes, 第 29 回可換環論シンポジウム報告集 (掲載予定).

木村 :

1. (with Naoki Terai and Ken-ichi Yoshida) Arithmetical rank of squarefree

monomial ideals, 数理解析研究所講究録 1562 (2007), pp. 104–113.

2. (with Naoki Terai and Ken-ichi Yoshida) Arithmetical rank of squarefree

monomial ideals of small arithmetic degree, J. Algebraic Combin. (to ap-

pear).

3. Analytic spread of squarefree monomial ideals, 第 29 回可換環論シンポジウ
ム報告集 (掲載予定).

研究集会・セミナー等での講演
大溪 :

1. 大溪正浩, On G-local G-schemes, 第 29 回可換環論シンポジウム (2007 年
11 月), 愛知厚生年金会館 ウェルシティなごや (名古屋市千種区池下町).

木村 :

1. 木村杏子, Alexander 双対性入門, 第 4 回可換環論サマースクール (2007 年
8 月), 明治大学秋葉原サテライトキャンパス (東京都千代田区外神田).

2. 木村杏子, Analytic spread of squarefree monomial ideals, 第 29 回可換環論
シンポジウム (2007 年 11 月), 愛知厚生年金会館 ウェルシティなごや (名古
屋市千種区池下町).

3. 木村杏子, arithdeg I + indeg I + 2 なる squarefree monomial ideal の算術的
階数について, 第 20 回可換環論セミナー (2008 年 1 月), 勝浦簡易保険保養
センター (千葉県勝浦市).

4. 木村杏子, 寺井直樹, 吉田健一, A note on Schmitt-Vogel lemma, 研究集会
「代数, 言語のアルゴリズムと計算理論」 (2008 年 2 月), 京都大学数理解析
研究所 (京都市).
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5. 木村杏子, 寺井直樹, 吉田健一, 算術次数がイニシャル次数より 2 だけ大きい
squarefree monomial ideal の算術階数について, 日本数学会 2008 年度年会
代数学分科会 (2008 年 3 月), 近畿大学理工学部,

4 その他
本研究科に所属しているだけの大学院生が使える研究費としては, 研究科による

出張 1 回分程度の旅費の援助がある. しかし本プロジェクトのメンバーの本年の
活動を見ても, それのみでは不十分に感じる学生も少なくないと思われる (もっと
も全ての学生に対して不十分とは思わないが). その意味で, ある程度まとまった
研究資金を獲得できる学生プロジェクトの制度は得難い機会である. また, 自ら研
究計画を立て資金を得ることは研究者にとって不可欠の活動であって, その良い練
習となった.

資金の用途については, 最後まで何ができるのか明確になったとは言い難い. し
かし, 今後この制度が継続することで次第に整備されていくことと期待する.
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学生プロジェクト「多項式環の研究」へのサポート 
 

                         准教授 橋本光靖 
 

 学生プロジェクト「多項式環の研究」へのサポートについて、私が行ったこ

とは、 
 

１）大渓正浩君と共同研究を行った。詳細は学生たちによる報告書の方を御覧

下さい。 

２）宮崎充弘氏を招聘した際に宮崎氏の講演に参加するとともに、その後のあ

いた 
  時間で宮崎氏とセミナーを行うなど、お帰りになるまで行動を共にした。 

  学生たち主体の、意義のある活動であったと感じている。 
３）可換環論シンポジウム（平成１９年１１月１９日~１１月２２日、名古屋）

での 

  木村杏子さん、大渓正浩君の研究発表の予行演習に出席し、意見を述べた。 
４）大渓君については、予算を使って出かける先について相談に乗った。特に

明治大の 

  集中講義にお誘いした。 
５）勝浦の可換環論セミナー（平成２０年１月２８日~１月３１日）に同行し

た。 
 
 
 



2007年度 学生プロジェクトレポート
Spectral Analysis and Number Theory

メンバー: 河本大知 (D2), 佐々木義卓 (D2), 中村隆 (PD), 南出真 (D2, 代表, m04041y@math.nagoya-u.ac.jp),
吉田真一 (M2)
相談役: 谷川好男 先生, 松本耕二 先生

概括 スペクトル解析に関する整数論の理論を理解し, それを自分達の研究に活かすことが本プロジェクトの大きな目標で
あった. このために

• Henryk Iwaniec 著 Topics in Classical Automorphic Forms, (AMS, GSM17, 1997)

を 9月まで輪読した. 当初の計画では, この後, Kuznetsov “The Petersson conjecture for cusp forms of weight zero and
the Linnik conjecture”(Mat. Sb. (N.S.) 111 (1980), 334–383.) や Liu-Ye による Kuznetov’s trace formula の解説論文
“Petesson and Kuznetsov trace formulas”(Stu. Adv. Math. 37 (2006), 147–168.) を輪読する予定であったがそれは出来
なかった. そして, 本プロジェクトのスペクトル解析を活かした論文を書くという大目標はプロジェクトのメンバー全員が
達成できたとはいえない. 南出の研究があるだけである. プロジェクトメンバー各自の好みが合わなかったのが大きな原因
と思われる. しかし, メンバーが互いに異文化コミュニケーションを充分に取れたと思う. 実際,

• 吉田によるランダム行列入門セミナー
• 研究報告会

の場を 2,3度設けた. これらの機会がメンバーを切磋琢磨し, 各メンバー個人個人としての幾つかの個人的研究成果を残す
ことが出来た. 論文は書いているし, 講演もしている. この点に関しては, 本プロジェクトは成功したという自負がある.

予算用途
旅費 60020円
書籍 84973円
計 144993円 (2008年 1月 28日現在)

個人成果
河本大知
研究概要
Riemannゼータ値の多重化である多重ゼータ値は，その反復積分表示によって多重ゼータ値達の持つ構造の研究が爆発的に
進められ，例えば，この方向の研究の初期には，その母関数が Drinfel’dアソシエータである事が明らかにされた．現在で
は，数論的には混合 Tateモティーフの周期として理解される (と予想されている)が，一方で物理における量子論，より具
体的には Feynman経路積分に現れる数だと考えられており，これらの関係を通じて，例えば幾つかの種類のグラフの数え上
げと混合 Tateモティーフとの関係も指摘されている．また，母関数の観点からは，絶対 Galois群Gal(Q/Q)のモデルであ
る Grothendieck-Teichmüller群の Drinfel’dアソシエータへの作用をヒントに，量子論の ‘対称性’としての Grothendieck-
Teichmüller群の作用，更には巨大な対称性を操るモティーフ的 Galois群との関係を模索する試みもある (が，現時点では，
まだ状況証拠が幾つかあるに過ぎない．)．
本プロジェクトにおいて (非専門家である)私の役割は，これらの研究の，特に数論幾何と物理との関わる側面について

明らかにし，他の解析数論を専門とする構成員に還元する事であった．実際に行った活動としては，本プロジェクトが主催
する何回かの非公式なセミナーないし勉強会で話した他，査読なしの研究集会報告集「城崎新人セミナー報告集 2007・琵琶
湖若手数学者勉強会報告書」の為に，上述の話題の内，グラフの数え上げを除く幾つかの話題についてのサーベイを 1本書
いた (「量子論に現れる代数的・数論的構造」城崎新人セミナー報告集・琵琶湖若手数学者勉強会報告書 (2007) p.361–385)．
講演・論文 なし
佐々木義卓
研究概要
公表論文 [Sa2] では, 深さ 3 の多重ゼータ関数の負の整数点での特殊値を求めた. 多重ゼータ関数の負の整数点は, 不確定特
異点であり, そこでの特殊値は近づけ方によって異なる. 深さ 3 (3 変数) のときは, 6 通りの近づけ方があり, その 6 通りの
近づけ方によって与えられる各々の特殊値を計算し, それらの特殊値間の関係も与えた. さらに, その結果の一部を一般の深
さ k の多重ゼータ関数に拡張した.

[Sa1] は, Riemannゼータ関数の critical stripでの明示式を与えたものである. Lietuvos Matematikos Rinkinys に掲載
された.
論文
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[Sa1] An explicit formula for the square of the Riemann zeta-function in the critical strip, Liet. matem. rink. 47 (2007)
381–398.

[Sa2] Multiple zeta values of depth 3 at non-positive integers, preprint.

講演

[1] 多重ゼータ関数の負の整数点の特殊値について, 2007年度秋季総合分科会, 東北大学, 2007.9.24.

[2] Multiple zeta values of depth 3 at non-positive integers, 研究集会 “解析数論とその周辺”, 京都大学数理解析研究所,
2007.10.17.

中村隆
研究概要
昨年度に引き続き多重ゼータ関数の研究とゼータ関数の普遍性について研究した．今年度に行った研究は論文として [Pre1]
と [Pre2] にまとめた．

[Pre1]では普遍性を複素平面に制限した場合，即ち値近似を考えた．Riemannゼータ関数が関数空間において Riemann
ゼータ関数自身を近似できる，これを自己近似性と呼ぶ，は Riemann予想と同値である．私は Riemannゼータ関数は複素
平面においては Riemannゼータ関数自身を近似できること示した．さらに値近似は成り立つが，普遍性は成立しない例を
構成した．
論文 [Pre2]では, 殆ど全ての実数パラメーター dに対して，Riemannゼータ関数は一般化された自己近似性を持つこと

を示した．さらに dが代数的無理数である場合は一般化された自己近似性を持つことを示した．これは Euler積を持ち，他
の良い性質を充たすゼータ関数に対して拡張可能である．ただし d = 0の場合が自己近似性である．
論文

[1]“Applications of inversion formulas to the joint t-universality of Lerch zeta functions”, J. Number Theory 123 (2007),
no. 1, 1-9.
[2]“The existence and the non-existence of joint t-universality for Lerch zeta function”, J. Number Theory 125 (2007),
no. 2, 424-441.
[3] K. Matsumoto, Takashi Nakamura, H. Tsumura, “Functional relation and special values of Mordell-Tornheim triple
zeta and L-functions”, to appear in Proc. Amer. Math. Soc..
[4]“Double Lerch series and their functional relations”, to appear in Aequationes Mathematicae.
[5] K. Matsumoto, Takashi Nakamura, H. Ochiai and H. Tsumura, “On value-relations, functional relations and singular-
ities of Mordell-Tornheim and related triple zeta-functions”, to appear in Acta. Arith..
[6]“Double Lerch-value relations and functional relation for Witten zeta functions”, to appear in Tokyo Journal Mathe-
matics.
[Pre1] “The tests for existence and the non-existence of joint value approximation and joint universality for several types
of zeta functions”, preprint
[Pre2] “The joint universality and the generalized self-similarity for Dirichlet L-functions”, preprint
講演
[一 ] “The existence and non-existence of joint value approximation and joint universality for Dirichlet L-functions” 日本
数学会，東北大学, 2007. 9.24.
[二 ] “The joint universality and the generalized self-similarity for Dirichlet L-functions.” 数論と確率論, 京都大学数理解
析研究所, 2007. 10.16.
[三 ] “The joint universality and the generalized self-similarity for Dirichlet L-functions.” 解析的整数論とその周辺, 京都
大学数理解析研究所, 2007. 10.18.
[四 ] “The joint universality and the generalized self-similarity for Dirichlet L-functions.” 日本数学会, 近畿大学 (予定)
南出真
研究概要
去年に引き続き, W. Luo の研究 “On zeros of the derivative of the Selberg zeta function”(Amer. J. Math. 127 (2005),
1141–1151.) を研究の拠り所として Selberg zeta 函数の導関数の性質などを研究した. 自身の論文 (The zero-free region of
the derivative of Selberg zeta functions, preprint)で明らかに出来ていなかった Selberg zeta 函数の導関数の左側の実軸上
の零点の有無について結果を得た. コンパクトリーマン面の場合は Selberg zeta 函数の自明零点以外に別の無限個の零点が
存在することを示した. 3次元コンパクト双曲空間の場合は存在したとしても, 有限個の可能性しかないことを示した.
論文

1. A note on zero-free regions for the derivative of Selberg zeta functions, (preprint)

2



2. On zeros of the derivative of the Three-dimensional Selberg zeta function, Illinois J. Math. (to appear)

講演

1. The zero-free region of the derivative of Selberg zeta functions, 大域解析セミナー, 名大多元数理, 2007年 4月 23日

2. On zeros of the derivative of the 3-dimensional Selberg zeta function, 大域解析セミナー, 名大多元数理, 2007年 5月
14日

3. The zero-free region of the derivative of Selberg zeta functions, International Conference “Spectral Analysis in
Geometry and Number Theory”, 名古屋大学野依コンファレンスホール, 2007年 8月 9日

4. セルバーグゼータ函数の導関数の非零領域について, 日本数学会秋季総合分科会, 東北大学, 2007年 9月 24日

吉田真一
研究概要
ランダム行列のスペクトル分布の特徴は、その対称性のみによって分類でき、また、対称性が遷移するときのスペクトル挙
動の特徴も、活発に研究されている。一方、最近、量子カオスの特徴を理論的に再現するモデルとして構築された、量子グ
ラフのスペクトルについても、同様に言えることが明らかにされた。私は、量子力学のスピン反転に由来するモデルにおい
て、対称性の遷移を導入し、そのときのスペクトル挙動の特徴がランダム行列理論の予言と一致するか試みた。結果として、
量子グラフにおいてすでに知られている対応関係は導出できたが、望みであった、GOE-GSE 間の遷移に対応する結果はま
だ出せていない。
講演・論文 なし

学生プロジェクトに関する意見・感想など

• メンバーの人数に応じてプロジェクト予算を多く分配して欲しかった. 書籍は回し読み出来るが, 旅費はその様に使う
ことが出来ないからである.

• プロジェクトのメンバーがお互いに刺激し合い, 論文を書くことが出来て良かった.

• プロジェクトの研究テーマをもう少し絞れば良かったと反省している.
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学生プロジェクト、サポート報告 
 

Spectral Analysis and Number Theory：河本大知、佐々木義卓、中村隆、 

南出真（代表）、吉田真一 
 

指導教員 谷川好男 
 

保型関数のスペクトル理論を理解し各自の研究テーマに活かすことが、本プロ

ジェクトの目標であった．そのため、Iwaniec の”Topics in Classical Automorphic 

Forms" をセミナーで輪読したようである．私は、その内容に関する質問に個別
に対応し，一緒に議論したり、文献を紹介したりした．新しい結果に対して、

チェックのためのセミナーを開き、議論をした事もある．また１月には、プロ

ジェクトの２人のメンバーに、総括の講演をしてもらい意見を交換した．メン

バーの興味は，ゼルバーグゼータ関数、多重ゼータ関数の関数関係式，universality, 
多重ゼータ値のファイマン積分や混合 Tate モチーフの観点からの解釈，約数問

題、ランダム行列と多義にわたっており、メンバー全員がスペクトル理論を活

かした論文を書けた訳ではないが，その目的を達成できたメンバーはいるし，

そうでなくとも上記セミナーや研究報告会などの機会を持ち、各自がこのプロ

ジェクトに触発され、研究、講演など活発な活動を行ったと思う． 
 
 

 



学生プロジェクト

-岩澤不変量に関する研究-

1 構成員
本プロジェクトの構成員は以下の通りである.

相談役
多元数理研究科教授 松本耕二先生

メンバー
博士後期課程 1年 塩見 大輔 (代表者)

博士後期課程 1年 高井 勇輝
博士前期課程 2年 中村 琢磨
博士前期課程 1年 岡本 卓也

2 研究活動
本プロジェクトの全体の活動としては, 前期は週一回程度, 岩澤理論の勉強会を

行い, 後期は各構成員の研究内容について発表を月一回程度の割合で行った. 以下
は各個人の研究内容についてである.

塩見
1:修士論文の結果の応用として, p-分体の最大実部分体に対応するDedekind zeta

function の特殊値の上からのboundをMaillet行列式とClausen関数の積分値とを
用いて与えた.

2:有限体上の一変数有理関数体にCarlitz moduleの等分点を添加してできる体に対
応する congrunce zeta functionを整数係数多項式を成分にもつ行列式による表示を
与えた. 今後の課題は, Carlitz moduleのP n等分点を添加してきる体K

n
によって

構成される拡大体の列おいて, 0-次の因子類群の類数や, より一般的に congruence

zeta functionに岩澤不変量に相当するものを与えることである.
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高井
重さが半整数の保型型式の Fourier 係数の非可約性について研究を行った.

KohnenとOnoにより、Gaussの結果を用いてある重さ半整数の保型型式の Fourier

係数に虚２次体の類数が現れることからその保型型式の非可約性を調べることで
虚２次体の類数の非可約性がわかることが知られている. この方法を用いて、あ
るCM体の相対類数が重さが半整数の Hilbert 保型型式の係数に現れることから,

その係数の非可約性を保型型式の性質から調べることを試みた.ある特別な場合に
は通常の保型型式の場合に帰着して得られるだろうと考え, 研究中である.

中村
重さが半整数の保型型式から重さが整数の保型型式を構成するという, いわいる
Shimura対応について研究を行った. Shimura対応は, 1973年に Shimura氏によっ
て与えられ, Niwa氏, Cripra氏によってより一般的な場合で構成できることが示
されている. 今後の目標は, これらの結果をさらに一般化した形で与えることであ
る.

岡本
この一年を通して, Reimann zeta functionについて勉強した.特に, Reimann zeta

functionの偶数点での値が, Bernoulli数で表示できるということに興味を持った.

これらの一般化である多重 zeta値と多重Bernoulli数との関連について研究してい
きたい.

3 執筆論文 ·講演
塩見

執筆論文
(1) D.Shiomi, Maillet determinants for real abelian number fields and its applica-

tions, accept.

講演
(1)実アーベル体のMaillet行列式, 第６７回北陸数論セミナー, 金沢大学サテライ
トプラザ, 2007年 6月 21日.

(2)実アーベル体のMaillet行列式とその応用, 2007年度秋季総合分科会, 東北大学,

2007年 9月 24日.
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4 経費
集中講義, 研究集会へ参加するための旅費が 24万円程度. 書籍の購入費が 3万

円程度.

5 意見 ·感想
学生プロジェクトという形で, 経済支援していただき大変助かりました. 出張に

かかる手間（書類の作成など）がほとんどなく, また、誰の気兼もなく行けること
が大変ありがたかったです. 他大学の学生と話していて, いつも思うことですが、
これほど学生を優遇した制度は, まずないと思うのでこれからも続けてほしいと思
います.
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学生プロジェクト「岩澤不変量に関する研究」へのサポート 

 

相談役： 教授 松本耕二 
 

  学生プロジェクト「岩澤不変量に関する研究」のメンバーに対しては, 水曜日
の解析数論セミナーで喋ってもらったり, 随時の質問に助言したりしてサポー

トしてきた。特に塩見君は新しい結果を得て論文にまとめたりもしたので,その
テーマについての他大学の専門家の意見も聴いたりしながら論文の指導を行な

った。 



格子とモジュライを通した代数幾何

代表者・瀧　真語

1. 構成メンバーリスト

• 伊藤裕貴（名古屋大学大学院多元数理科学研究科博士後期課程 2 年）
• 宇治川雅士（名古屋大学大学院多元数理科学研究科博士後期課程 1 年）
• 関谷雄飛（名古屋大学大学院多元数理科学研究科博士前期課程 2 年）
• 曽根寿久（名古屋大学大学院多元数理科学研究科博士後期課程 1 年）
• 瀧真語（名古屋大学大学院多元数理科学研究科博士後期課程 2 年）・代表

の 5 名が学生の構成メンバーである．この他相談役として研究科の教員
• 伊藤由佳理（名古屋大学大学院多元数理科学研究科　講師）
• 金銅誠之（名古屋大学大学院多元数理科学研究科　教授）
• 藤野修（名古屋大学大学院多元数理科学研究科　准教授）

がいる．

2. どのような研究を行い、どこまで達成できたか

2.1. 伊藤. 「Mordell-Weil 格子の理論を用いた興味深い格子の構成」
どのような研究を行い、どこまで達成できたか；当初の計画通り、数論や代数的

整数論の勉強を通して目的の達成に向けた研究を行った。よって研究科内で行われ
た数論関係の勉強会には積極的に参加した。楕円モジュラー曲面の研究なども行い、
この分野への理解を深めることは出来たが、目的である興味深い格子の構成は残念
ながら出来ていない。
最近はこの話題とも密接に関係するK3曲面の研究を行っている。この研究と本

プロジェクトでの研究が、互いに役に立てばと考えている。

2.2. 宇治川. 「特異曲線の Jacobi 多様体のコンパクト化の研」
自分は「特異曲線の Jacobi多様体のコンパクト化」の研究を行った。具体的には

プロジェクトの研究計画で目標として挙げたように「向井による Jacobi多様体の構
成法に基づくコンパクト化の研究及びその一般化」を目指した。この構成法による
コンパクト化と他のコンパクト化との関係については、一般の場合については解決
出来なかった。しかし簡単な例に関しては一致することを確かめることが出来た。
曲線が可約な場合の考察の準備のために、Oda-Seshadriの論文を勉強した。これに
より可約な場合への拡張の足掛かりを得ることが出来たと思う。だが向井の方法に
よるコンパクト化の構成では曲線が可約な場合には猶困難があり、纏まった結果は
出せなかった。

Date: 2008/1/29.
1



2 代表者・瀧　真語

2.3. 関谷. 「ADE特異点のグレブナー基底を用いた極小特異点解消に関する研究」
私は，グレブナー基底を用いた商特異点の解消に関する研究を行った．伊藤 [1]に

より，G ⊂ GL(2, C)が可換群ならば，グレブナー扇がC2/Gの極小特異点解消を与
えることが分かっている．当初の目標は，この伊藤の結果を SL(2, C)の非可換有限
部分群の場合に拡張することであった．そのためにまず，Gが二項二面体群の場合
にグレブナー扇を計算した．しかし，この先が解決できず，研究が行き詰ってしまっ
た．そこで，伊藤の結果を可換群の場合に限定して，高次元へ一般化することを試
みた．その結果，次の定理が得られた．

定理　GをGL(n, C)の小型の有限アーベル部分群とし，IG(p)を点 p ∈ (C∗)nのG-
軌道の定義イデアルとする．このとき，IG(p)のグレブナー扇はトーリック多様体を
定め，それはHilbG(Cn)の正規化と同型である．

ここで，G-軌道のヒルベルトスキームHilbG(Cn)とは伊藤-中村 [2]により導入さ
れた概念であり，GがGL(2, C)またはSL(3, C)の有限部分群の場合には，Cn/Gの
クレパントな特異点解消であることが分かっている．しかし，それ以外の場合には
特異点解消であるとは限らない．この定理の証明には，中村 [3]の次の結果を用い
た．GがGL(n, C)の有限アーベル部分群の場合に，HilbG(Cn)の正規化と，G-グラ
フから定まる扇は対応する．G-グラフから定まる扇というのが，実はグレブナー扇
である．
上記定理により，可換群の場合にはグレブナー扇と特異点解消の関係は明らかに

なった．今後の課題は，途中で挫折した非可換群の場合への再挑戦である．

[1] Y.Ito, Minimal resolution via Gröbner basis, Algebraic Geometry in East Asia,
(IIAS, 2001), World Scientific, (2003), 165-174.
[2] Y.Ito and I.Nakamura, Hilbert schemes and simple singularities, New Trends in
Algebraic Geometry, Proc. of EuroConference on Algebraic Geometry, Warwick
1996, ed. by K. Hulek et al., CUP, (1999), 151–233.
[3] I.Nakamura, Hilbert schemes of abelian group orbits, J. Algebraic Geom., 10,
(2001),757-779.

2.4. 曽根. 「Del Pezzo 曲面のモジュライ空間の複素双曲幾何学の研究」
次数 2のDel Pezzo曲面のモジュライ空間とその完備化は幾何学的不変式論を使

うことで構成することができる. また, Hodge構造の変形理論を使うことで、モジュ
ライ空間から complex ball の商への周期写像を作ることが出来る. 本研究では, こ
の周期写像をモジュライ空間の完備化 (GIT quotient)をブローアップしたものから
complexball の商の佐武コンパクト化への正則写像に拡張し, それが同型写像である
ことを証明することを目標とした. 多様体の退化とそれに伴う Picard-Lefschetz作
用素と Limit mixed Hodge structureを詳細に研究することで, 本研究の目標は完全
に達成された.

2.5. 瀧. 「K3 曲面とその非シンプレクティックな自己同型群に関する研究」



格子とモジュライを通した代数幾何 3

代数的なK3曲面上の位数が 3である non-symplectic な自己同型を分類した．
位数 2のときはV.V. Nikulin によって 2-elementary 格子の不変量を用いて，その

自己同型の固定点集合を特徴付けることができた．そこで今回は 3-elementary 格子
を用いて研究を行ない，格子の不変量を用いて自己同型の固定点集合の特徴付けが
できた．
また，自己同型を持つ条件・持たないような条件も格子の不変量で記述できる．そ

して自己同型を持つ条件をみたす，位数 3の non-symplectic な自己同型を持つK3
曲面は具体例は存在する．（実際に構成している．）

3. プロジェクトの予算を研究の中でどのように使ったか

主に出張旅費と書籍購入費として予算を使った．Daniel Allcock (University of
Texas at Austin) 氏を招聘して勉強会を開催する計画もあったが，Allcock 氏の都合
により，実現できなかった．
出張先としては次がある．

• 高次元代数多様体とベクトル束の研究， 07年 7月 2日–07年 7月 5日， 京
大数理研，（出張者：関谷）

• 第 52回 代数学シンポジウム，07年 8月 8日，神戸大学百年記念館（神大会
館）六甲ホール，（出張者：関谷，瀧）

• Algebraic and Arithmetic Structures of Moduli Spces，07年 9月 3日–07年
9月 7日， 北海道大学，（出張者：曽根）

• 第 4回数学総合若手研究集会，08年 2月 12日–08年 2月 13日，北海道大学
学術交流会館，（出張者：瀧）

• HOLOMORPHIC SYMPLECTIC MANIFOLDS AND DERIVED CATE-
GORIES, Palazzo Feltrinelli - Gargnano del Garda (Italy), March 25-30,
2008 （出張者：曽根）

なお，4つ目に関しては出張者が講演者である．5つ目に関しては時差や移動時間の
都合により，帰国は年度が替わっている．従って今年度の予算を用いているのは往
路分だけである．
次の書籍を購入した．

• M.F. Atiyah (著), I.G. MacDonald (著), 新妻 弘 (翻訳) ，可換代数入門，共
立出版

• 安藤 哲哉 (編集) ，コホモロジー ，日本評論社
• 原田 耕一郎 (著) ，モンスター，岩波書店

なお，ここに記した予算の使い道は 1月 29日現在の状況であり，今後の出張予定
（未確定！）などはある．

4. この１年間の執筆論文、発表論文、研究集会・セミナー等での講演

4.1. 伊藤. 特になし．

4.2. 宇治川. 特になし．
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4.3. 関谷. 執筆・発表論文としては修士論文「グレブナー扇を用いたG-軌道のヒル
ベルトスキームの構成」がある．
講演として

• 講演：第 5回城崎新人セミナー，場所 : 兵庫県 豊岡市立城崎健康福祉セン
ター，日時 : 2008年 2月 18日 (月)～2月 21日 (木) ，講演題目：Abelian
G-Hilbert schemes via Gröbner fan(仮)

がある．

4.4. 曽根. 講演として
• Moduli space of Del Pezzo surfaces of degree 2, Hodge 理論・退化・ 特異点
の代数幾何とトポロジー研究集会 (第 4 回), 08/3/10–08/3/14

がある．

4.5. 瀧. 執筆・発表論文としては
• Classification of non-symplectic automorphisms of order 3 on K3 surfaces,

in preparation.
• Derived equivalence of K3 surfaces, 第 2回城崎新人セミナー報告集 (2007),

423–430.
（より正確に言えば，「琵琶湖若手数学者勉強会報告書：導来圏から眺める代
数多様体」内に収録さている．）

がある．
講演としては

• Classification of non-symplectic automorphisms of order 3 on K3 surfaces
（ポスター）, 代数幾何学城崎シンポジウム, 07/10/22–07/10/26.
• Classification of non-symplectic automorphisms of order 3 on K3 surfaces,
第 4回数学総合若手研究集会, 08/2/12–08/2/15.

• Classification of non-symplectic automorphisms of order 3 on K3 surfaces,
Hodge 理論・退化・ 特異点の代数幾何とトポロジー研究集会 (第 4 回),
08/3/10–08/3/14.

がある．なお，これは 1月 29日現在の状況であり，今後の講演予定（未確定！）は
ある．

5. その他：学生プロジェクトに関する意見・感想等

多元数理科学研究科では「院生旅費」が用意されている．これ自体は益のあるこ
とであり，我々も常々有難いと思っている．しかしこれを使うことができるのは往々
にして夏休みくらいからなので，それより前に出張旅費を確保できる「学生プロジェ
クト」の存在は有益である．実際 07年 7月 2日–07年 7月 5日に関谷が京都へ出張
しているが，このときには「院生旅費」がまだ使えなかった．

プロジェクトがスタートしたときに説明されたときには，「各種の手続きはプロジェ
クトの代表者が行うように．」ということであった．大体「学生プロジェクト」なる
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ものは数名の少人数で行われるのものが多いが，「代表者補」みたいな役をもうけ，
それにも手続き権を持たせた方が良いと思う．「代表者がしばらく捕まらないが，出
張手続きを行いたい！」という場合はきっと来ると思う．現実問題，本プロジェク
トの代表者は研究集会が増えはじめた 9月にほとんど捕まらなかった．



学生プロジェクト「格子とモジュライを通した代数幾何」 

 

教授 金銅誠之 

 

 学生プロジェクトのメンバーは代数幾何学を専門とする学生であるが、グル

ープで原則毎週１回集まり、セミナーを実施しお互いの研究内容を報告する機

会を設けた。彼らの研究テーマの共通項として格子理論があげられる。格子理

論と代数幾何の世界的権威である V.V. Nikulin 教授（リバプール）を１１月

に招聘し、講演を２回実施するとともに、Nikulin 教授と学生の研究結果に関

する議論の場を設けたが、学生には良い励みと刺激の場となった。また近年研

究が進展している３次超曲面の周期理論に強い興味を持つ学生向けに、この方

面で成果をあげている若手研究者 R. Raza 准教授（Ann Arbor） を２月に招聘

し、講演、議論の場を設けている。また３月初旬に多賀城で開かれる大学院生

の発表の場も取り入れた研究集会にメンバー全員の参加や、３月末にイタリア

で実施されるスプリングスクールへの参加を促すなど、意識的に研究交流を促

すように試みている。 



REPORTS ON THE STUDENT PROJECT
D-modules and its Application to Wireless Communications.

PROJECT TEAM:
• Project Leader:

Uuganbayar Zunderiya
• Members:
• Advisor:

Hiroyuki Ochiai
• Students:

Bayarpurev Mongol
D2 student, Graduate School of Engineering, Nagoya University.

1. Current progress:
FIRST PART
Until now, the student members have tried to obtain enough theoretical
knowledge and techniques to deal with the problems. More concretely, we
study "D-Modules, Perverse Sheaves, and Representation Theory" by R.
Hotta, et al., and journal articles related to our problems. We also study
"KAN" software system for solving problems on D-Modules, developed
by Prof. N. Takayama’s group.
SECOND PART
We are studying error-correcting codes for wireless communications, which
are developed on finite fields and more recently on Galois rings. What we
aim currently, is to develop those codes on more broader structures, name-
ly, commutative finite principal ideal rings.

2. The usage of the funding
We have spent the project funding (roughly 100,000 yen) on books.

3. Articles
Currently, we are writing manuscript of our preliminary results on second
part.

4. Comments and Feelings
The members are very glad to be provided an opportunity to implement
a project on their own. Beside being given freedom to manage and imple-
ment our project, we believe this stimulates students creativity, initiative.

1



19年度学生プロジェクト 
「D-modules and its application to wireless communications」についての所見 
 

教授 落合啓之 
 

D-加群は代数解析学のひとつの研究対象である。もともとは、線形微分方程式

の解の研究を代数的な枠組みで実行する時に現れる基本的な概念である。それ

と同時に、半単純リー群の無限次元表現論や代数幾何的特異点論へも応用され

ており、計算機への移植も近年進展がある。 
 

本プロジェクトは、D-加群の理論を習得するとともに WC への応用を試みた、
学生自身の企画である。本研究科の教育プログラム「学生プロジェクトを支援

する数理科学教育」が平成 19年度大学院教育改革支援プログラム(日本学術振興
会)に採択されたことを受けて学生プロジェクトの追加の募集があったものに応
募し、本年度８月に学生プロジェクトとして採択された。プロジェクトの代表

者の Uuganbayar 君は、モンゴルのウランバートル大学で修士を取得し、本年度
から本研究科の博士後期課程の大学院生として学習している。新しい環境のも

と、mental, physical にトラブルも起こさず、順調に研究を進めている。 

留学生が本研究科の学生プロジェクトに採択されるのはこれが初めてであろう

と思うが、今後へもよい影響があることを期待している。 
 

現時点(2008年 2月 3日)では採択からまだ半年も経過していないことと、昨年か
らの継続ではなく新規に始めたプロジェクトであるため、さまざまな準備を行

っている段階であり、ここに大きな進展を書き記すには至っていない。 

引き続きプロジェクトを推進するとともに、今後プロジェクト構成員外へと広

がりを持たせることが大切になると考えられる。そのため、数学の研究と合わ

せて日本語の習得を促している。（現時点では英語でコミュニケーションしてい

る。）日常の会話もさることながら、数学専門用語の習得が優先されると考え、

現在は、セミナーの板書で「P wo C no kaishugo U jono senkei henbibun sayosoto 
suru」と書けるようにしている。また、計算機を使った D-加群の研究へも学習

を進めており、神戸大学の資料などを読み解く際にもこれらが活かされると考

える。 
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学生プロジェクト指導報告 (庄司 俊明) 
 

学生プロジェクト「Representation theory and categorification」 
 

メンバー：  米澤 康好、飯島 和人、和田 堅太郎 
教員 ： 庄司 俊明、落合 啓之、 宮地 兵衛 
 

  プロジェクトの目的は、categorification (圏化) を通じて、表現論を深化させ、
また量子不変量等への応用を考えることである。categorification とは与えられた

対象をある別の対象から得られるカテゴリーの実現として考えることであり、

例えば Fock 空間を Hecke 環の表現のカテゴリーの$K$群としてとらえる見方
が典型的なものである。 categorification のアイデアは最近顕在化して来たもの

だが、まだ個々の事例を通じてその有効性が確認されている段階であり、

categorification の一般論ができあがっている訳ではない。 メンバーはそれぞれ
の研究において、categorification に関係しており、セミナー等を通じて理解を深

めて来た。 しかしまだ共通の目標に向かって研究を進めるという段階には至っ
ていない。  
 

  相談役の教員は適宜メンバーの相談にのることで、メンバーの研究を助けた。  
庄司は、メンバーの一人である和田と、表現論の共同研究を行っており、 宮地
は、セミナーで表現のカテゴリーの比較についての講演を行った。 また教員が

相談役としてプロジェクトの運営についての助言をし、年度末には学生プロジ

ェクトとしての報告会を開催することを勧めた。報告会は 1月 22日に開催され
各自が 1 時間程度の講演を行った。数人の教員も参加し、多くの質問も出た。

各メンバーの研究が着実に進展していることが伺われ、意義のある報告会であ

った。 個々のメンバーの力量は高く、各人がこのプロジェクトから得ているも
のは大きいと思うが、 それをプロジェクトとしての成果に持っていくことは今

後の課題であろう。 来年度もこの試みを継続し、さらに D1 や修士の学生を加
えて活発な活動をすることを望みたい。 
 



２－６ RA採用一覧  
 

平成１８年度 

[１] 氏名：田中祐二 （博士後期課程 ３年） 
   採用期間：2006年4月1日~2007年3月31日 
    
[２] 氏名：藤井篤之 （博士後期課程 ３年） 
   採用期間：2006年4月1日~2007年3月31日 
    
[３] 氏名：森下大輔 （博士後期課程 ２年） 
   採用期間：2006年4月1日~2007年3月31日 
    
[４] 氏名：中井和香子（博士後期課程 ３年） 
   採用期間：2006年4月1日~2007年3月31日 
    
[５] 氏名：森川修司 （博士後期課程 ２年） 
   採用期間：2006年4月1日~2007年3月31日 
 
[６] 氏名：三鍋聡司 （博士後期課程 ３年） 
   採用期間：2006年4月1日~2006年8月31日 
 
[７] 氏名：野原雄一 （研究生） 
   採用期間：2006年5月1日~2006年9月30日 
 
[８] 氏名：川上 裕 （博士後期課程 ３年→研究生） 
   採用期間：2006年5月1日~2007年3月31日 
 

[９] 氏名：川島 学 （博士後期課程 ３年） 
   採用期間：2006年 9月 1日~2007年 3月 31日 
 
[１０] 氏名：内田幸寛（博士後期課程 １年） 
   採用期間：2006年 5月 1日~2006年 9月 30日 
 



平成１９年度 
 
[１] 氏名：南出 真（博士後期課程 2年） 
   採用期間：2008年10月1日~2008年3月31日 
    
[２] 氏名：木村杏子（博士後期課程 2年） 
   採用期間：2007年10月1日~2008年3月31日 
    
[３] 氏名：野田尚廣（博士後期課程 ２年） 
   採用期間：2007年10月1日~2008年3月31日 
    
[４] 氏名：瀧 真語（博士後期課程 2年） 
   採用期間：2007年10月1日~2008年3月31日 
    
[５] 氏名：大溪正浩（博士後期課程 1年） 
   採用期間：2007年11月1日~2008年3月31日 
 
[６] 氏名：曽根寿久（博士後期課程 1年） 
   採用期間：2007年11月1日~2008年3月31日 
 
[７] 氏名：塩見大輔 （博士後期課程 1年） 
   採用期間：2007年11月1日~2008年3月31日 
 
[８] 氏名：中川勇人 （博士後期課程 2年） 
   採用期間：2007年11月1日~2008年3月31日 
 

[９] 氏名：佐々木義卓 （博士後期課程 2年） 
   採用期間：2007年 11月 1日~2008年 3月 31日 
 
[１０] 氏名：松本拓也（博士後期課程 １年） 
   採用期間：2007年 11月 1日~2008年 3月 31日 
 
 



平成１９年度 
 

[１１] 氏名：米澤康好（博士後期課程 2年） 
   採用期間：2007年11月1日~2008年3月31日 
    
[１２] 氏名：飯島和人（博士後期課程 3年） 
   採用期間：2007年11月12日~2008年3月31日 
    
[１３] 氏名：Uuganbayar Zunderiya（博士後期課程 1年） 
   採用期間：2007年12月1日~2008年3月31日 
    
[１４] 氏名：豊田 哲（博士後期課程 2年） 
   採用期間：2007年12月10日~2008年3月31日 
    
[１５] 氏名：川島 学（研究生） 
  採用期間：2007年12月10日~2008年3月31日 
  ＊研究員  
 
[１６] 氏名：田中 祐二（博士後期課程 3年） 
   採用期間：2007年4月1日~2007年8月17日 
 
 
 



２－７ 博士課程後期学生の執筆論文リスト  
 

平成１８年度  
 

D3（１６編）  
 

川上 裕  
《学術論文》 
1. Yu Kawakami, On the totally ramified value number of the Gauss map of minimal 

surfaces, Proceedings of the Japan Academy  82, Ser A (2006), pp 1--3.  
 
2. Y.~Kawakami, R.~Kobayashi and R.~Miyaoka, The Gauss map of pseudo-algebraic 

minimal surfaces, submitted, math.DG/0511543.  
 
3. Yu Kawakami, The Gauss map of pseudo-algebraic minimal surfaces in R4, 

submitted, math.DG/0603320.   
 
4. Yu Kawakami, Value distribution theoretical properties of the Gauss map of 

pseudo-algebraic minimal surfaces, doctoral thesis, Nagoya University (2006), 
math.DG/0608351.  
 

5. Yu Kawakami, Ramification estimates of the hyperbolic Gauss map of mean 
curvature one surfaces in hyperbolic 3-space, in preparation.  
 

《紀要・講究録など》 
1. 宮岡 礼子, 小林 亮一，川上 裕, 擬代数的極小曲面のガウス写像, 数理解析
研究所講究録 1460, 京都大学数理解析研究所, pp 72--88, 2005． 
 

2. 川上 裕，極小曲面のガウス写像の除外値問題への新しい視点，北海道大学数
学講究録♯ 104, 北海道大学，pp 61--68, 2006． 
 

3. 川上 裕，{On the finite extinction time of the Ricci flow on certain 3-manifolds ~



T. H. Coldingと W. P. Minicozzi IIの論文から~，数理解析研究所講究録 1527，
京都大学数理解析研究所，pp 67--73. 
 

4. 川上 裕, Value distribution of the hyperbolic Gauss map of constant mean curvature 
one surfaces, 北海道大学数学講究録♯ 117, pp 248--255. 
 

中井和香子  
[1] Wakako Nakai, Tomoki Nakanishi, Paths, tableaux and q-characters of quantum 
affine algebras: the Cn case, J. Phys. A: Math. Gen., vol.39, no.9, (2006), 2083-2115. 

 

川島 学  
[1] M. Kawashima, A class of relations among multiple zeta values, submitted 

 

三鍋 聡司  
1. 今年度掲載が決定した論文 

 著者 : Y. Konishi and S. Minabe, 
 タイトル : Flop invariance of the topological vertex, 
 雑誌 : International Journal of Mathematics, To appear. 
 

2. 今年度執筆あるいは公表した論文 
 著者 : Y. Konishi and S. Minabe, 

 タイトル : Local Gromov--Witten invariants of cubic surfaces via nef toric  
            degeneration, 

 ステイタス: submitted, (http://arxiv.org/abs/math.ag/0607187 から入手可能). 
 

 著者 : 三鍋聡司, 
 タイトル : Introduction to the topological vertex, 

 収録先 : 第 11回代数学若手研究会報告集 (電子出版), 9 pp, 
 (http://eprints.math.sci.hokudai.ac.jp/archive/00001574/ から入手可能). 
 

 著者 : 三鍋聡司, 
 タイトル : 三次曲面の局所 Gromov--Witten 不変量について, 



 収録先 : 第 53回幾何学シンポジウム予稿集, pp. 149--156. 
 

 著者: 三鍋聡司, 

 タイトル: Topological vertex and its applications, 
 ステイタス：博士学位論文, (名古屋大学学術機関リポジトリにおいて公開さ 
  れる予定). 
 

D2（５編）  
 

中村 隆  
[1] K. Matsumoto, T. Nakamura, H. Ochiai and H. Tsumura, On value relations, 
functional relations and singularities of Mordell-Tornheim and related triple 

zeta-functions, preprint. 
 
[2] K. Matumoto, T. Nakamura and T. Tsumura, Functional relations and special values 

of Mordell-Tornheim triple zeta-functions and L-functions, preprint. 
 
[3] T. Nakamura, Functional relations related to Witten zeta functions, preprint. 

 
[4] T. Nakamura, Double L-value relations and functional relation for Witten zeta 
functions, preprint. 

 
[5] T. Nakamura, A  functional relation for the Tomheim double zeta function, Acta 
Arith., 125, no.3, (2006), 257-263. 

 

D1（９編）  
 

内田 幸寛  
[1] Yukihiro Uchida, Canonical local heights and multiplication formulas for the 
Jacobians of curves of genus 2, preprint 

 
[2] Yukihiro Uchida, On the difference between the ordinary height and the canonical 
height on elliptic curves, Proc. Japan Acad Sr. A Math. Sci., vol.82, no. 3, (2006), 



56-60. 
 
 

佐々木義卓  
[1] Y. Sasaki, The first derivative multiple zeta values at non positive integers, preprint. 
 

 

野田 尚廣  
[1] 微分方程式の同地問題 

北海道大学数学講究録、＃117、北海道大学、168—171 
 
 

南出 真  
[1] Makoto Minamide and Maki Nakasuji, On the Hadamard product of the Selberg zeta 
function I, submitted. 

 
[2] Makoto Minamide, The zero-free region of the derivative of Selberg zeta functions, 
preprint. 

 
 

米澤 康好  
[1] Yasuyoshi Yonezawa, Matrix factorizations and trivalent diagrams and double line 
in sln , submitted. 

 

[2] Yasuyoshi Yonezawa, Matrix factorizations of MOY link invariant, in preparation. 



平成１９年度  
 

18年度の D3（３編）  
浅野雅博  
[1] M. Asano, A generalization of the reciprocity law of multiple Dedekind sums, Ann. 
Inst. Fourier, 57, no.2 (2007), 361-377. 

 

中村 隆  
[1] T. Nakamura, Applications of inversion formulas to the joint t-universality of Lerch 

zeta functions, J. Number Theory, vol.123, no.1, (2007), 1-9. 
 
[2] T. Nakamura, The existence and the non-existence of joint t-universality for Lerch 

zeta functions, J. Number Theory, vol.125, no.2, (2007), 424-441. 
 
 

D2（４編）  
佐々木義卓  
[1] Yoshitaka Sasaki, An explicit formula for the square of the Riemann zeta-function 

in the critical strip, Lithuanian Mathematical Journal, (2007), 311-326. 
 

南出 真  
[1] Makoto Minamide, On the zeros of the derivative of the three-dimensional Selberg 
zeta functions, The Illinois Journal of Mathematics, to appear. 
 

木村杏子  
[1] Kyoko Kimura, Naoki Terai, Ken-ichi Yoshida, Arithmetical rank of squarefree 
monomial ideals of small arithmetic degree, Journal of Algebraic Combinatorics, to 

appear. 
 

内田幸寛  
[1] The difference between the ordinary height and the canonical height on elliptic 
curves, J. Number Theory, to appear. 



２－８ 博士課程後期学生の講演リスト  
 

D3 （３１回）  
 

川上 裕  
1.  川上 裕， The Gauss map of algebraic minimal surfaces in Rm,  

名古屋大学幾何セミナー，2006年 5月 9日，名古屋大学. 
 

2.  川上 裕，擬代数的極小曲面のガウス写像の値分布論的性質について， 

大阪市立大学談話会，2006年 6月 7日，大阪市立大学. 
 

3.  川上 裕， On the finite extinction time of the Ricci flow on certain 3-manifolds  

~ T. H. Colding と W. P. Minicozzi IIの論文から ~， 
研究集会「部分多様体のさらなる発展にむけて」，2006年 7月 11日， 
京都大学数理解析研究所. 
 

4.  川上 裕，擬代数的極小曲面のガウス写像の値分布論， 
第 45回多変数函数論サマーセミナー，2006年 8月 5日， 

妙高高原赤倉温泉「ホテル太閤」. 
 

5.  川上 裕， Ramification estimates for the Gauss map of algebraic minimal 
surfaces,  

第 53回幾何学シンポジウム，2006年 8月 7日，金沢大学. 
 

6.  川上  裕，  The Gauss map of pseudo-algebraic minimal surfaces in 
m-dimensional Euclidean space,  

第 49回函数論シンポジウム, 2006年 9月 15日，東京工業大学.  
 

7.  川上 裕，極小曲面論と函数論との対応について， 
大阪市立大学 COE主催院生談話会，2006年 10月 21日，大阪市立大学.  
 

8.  川上 裕，  Value distribution theoretical properties of the Gauss map of 
pseudo-algebraic minimal surfaces,  



公開学位審査セミナー，2006年 11月 10日，名古屋大学.  
 

9.  川上 裕，曲面のガウス写像の値分布論的性質について， 

研究集会「多様体上の微分方程式」金沢シリーズ第 6回，2006年 12月 7日，金
沢大学. 
 

10．川上 裕， Value distribution of the hyperbolic Gauss map of constant mean 
curvature one surfaces in hyperbolic 3-space,  

2007年 1月 23日，名古屋大学. 
 

11. 川上 裕， Value distribution of the hyperbolic Gauss map of constant mean 
curvature one surfaces,  

第 3回数学総合若手研究集会，2007年 2月 16日，北海道大学.  
 

12. 川上 裕，双曲的ガウス写像の完全分岐値数について， 

2007年度日本数学会年会函数論分科会一般講演，2007年 3月 29日，埼玉大学. 
 
 

田中 祐二  
国外 
1) "Donaldson-Thomas instantons on Kaehler threefolds", 

  Noncommutativity, IHES, France, Nov. 2006. 
 

国内 
1) "Donaldson-Thomas instantons on Kaehler threefolds", 

   第 53回幾何学シンポジウム，金沢大学，8月，2006年. 
2) "The space of the Donaldson-Thomas instantons on Kaehler threefolds", 

   12th International Symposium on Complex Geometry, Sugadaira, Oct. 2006. 
3) "Donaldson-Thomas instantons on Kaehler 3-folds",   

   多様体上の微分方程式，金沢大学，12月, 2006年. 
 
 
 



「セミナー」 
1) "The Donaldson-Thomas instantons on K¥"{ahler threefolds", 

   微分トポロジーセミナー，京都大学，7月，2006年． 
2) "The Donaldson-Thomas instantons on K¥"{ahler 3-folds", 

   幾何学セミナー，名古屋大学，7月，2006年． 
 

 

川島 学  

1) 多重和のある公式と多重ゼータ値の代数関係式  

   第 5回広島整数論集会、広島大学、2007年 7月 13日 

 

2) 多重和関数と多重ゼータ値 

   2006年度秋季総合分科会、大阪市立大学、2006年 9月 22日 

 

 

三鍋 聡司  
1) タイトル : Local Gromov--Witten invariants of cubic surfaces via nef toric  
      degeneration, 

 研究集会名: Workshop on Mathematical Aspects of Topological Strings, 
 場所 : Hokkaido University, 
 時期 : 2006年 7月. 
 

2) タイトル : Local Gromov--Witten invariants of cubic surfaces via nef toric  
      degeneration, 

 研究集会名  : Tsuda college mini-workshop on Modular forms, Calabi--Yau 
varieties  
      and String duality, 

 場所 : Tsuda College, 
 時期 : 2006年 8月. 
 

3) タイトル : M0,n and its representability, 
 セミナー名 : Post Doc seminar at the Institute Mittag--Leffler, 



 場所 : Institute Mittag--Leffler (Sweden), 
 時期 : 2006年 10月. 
 

4) タイトル : Flop invariance of the topological vertex, 
 研究集会名 : MSJ-IHES workshop on noncommutativity (short communication), 
 場所 : IHES (France), 

 時期 : 2006年 11月. 
 

5) タイトル : Topological vertex and local Gromov--Witten invariants of del Pezzo  
      surfaces, 

 セミナー名: Institute seminar at the Institute MIttag--Leffler, 
 場所 : Institute Mittag--Leffler (Sweden), 

 時期 : 2006年 12月. 
 

4. 研究集会等での講演 (日本語) 

1) タイトル: Topological vertex とその応用, 
 セミナー名: 東京幾何セミナー, 
 場所：東京大学, 

 時期：2006年 4月. 
 

2) タイトル：On local Gromov--Witten invariants of cubic surfaces, 

 セミナー名：代数幾何学セミナー, 
 場所：名古屋大学, 
 時期：2006年 4月. 
 

3) タイトル：三次曲面の局所 Gromov--Witten不変量の計算について, 
 セミナー名：微分トポロジーセミナー, 

 場所：京都大学, 
 時期：2006年 5月. 
 

4) タイトル：三次曲面の局所 Gromov--Witten不変量について, 
 研究集会名：第 53回幾何学シンポジウム, 



 場所：金沢大学, 
 時期：2006年 8月. 
 

5) (講演者：小西由紀子・三鍋聡司) 
 タイトル：Flop invariance of the topological vertex, 
 学会名：日本数学会 2006年度秋季総合分科会 (幾何学分科会), 

 場所 : 大阪市立大学， 
 時期 : 2006年 9月. 
 

6) (講演者：小西由紀子・三鍋聡司) 
 タイトル：位相頂点理論とデル・ペゾ曲面の局所グロモフ・ウィッテン 
      不変量, 

 学会名 : 日本数学会 2007年度年会 (幾何学分科会), 
 場所：埼玉大学, 
 時期：2007年 3月 (予定) 
 
 

D2 （６回）  
 

中村 隆  

1) The existence and the non-existence of joint t-universality for Lerch zeta-functions 

  Palauga, Lithuania, Septeber 25, 2006. 

 

2) The existence and the non-existence of joint t-universality for Lerch zeta-functions, 

  研究集会「解析的整数論」、京都大学数理解析研究所、2006年 10月 13日 

 

3) Relations for double L-values and functional relations for Witten zeta functions 

  French-Japanese Workshop on zeta functions, Caen University, France, November 30 and    

  December 1, 2006. 

 

4) Relations for double L-values and functional relations for Witten zeta functions 

  セミナー（学生プロジェクト「多重ゼータの総合的研究」）、名古屋大学、 

  2006年 11月 15日、2006年 11月 22日 



 

5) バーンズ多重ゼータ関数の同時普遍性について 

  西早稲田数論セミナー、早稲田大学、2007年 1月 13日 

 

6) Relations for double L-values and functional relations for Witten zeta  functions 

  研究集会「ゼータ若手研究集会」、名古屋大学、2006年 2月 17日 

  

 

D1（２４回）  
 

内田 幸寛  
1) 楕円曲線の高さ関数の差の評価 

   第 5回広島整数論集会、広島大学、2006年 7月 14日 
 

2) 種数２の曲線の Jacobi 多様体の標準局所高郷乗法公式 

   日本数学会 2006年度秋季総合分科会、大阪市立大学、2006年 9月 21日 
 
3) Canonical local heights and multiplication formulas for the Jacobians of curves  

  of genus 2 

  代数幾何学城崎シンポジウム、兵庫県豊岡市、2006年 10月 25日 
 

4) 種数２の曲線の Jacobi 多様体の標準局所高郷乗法公式 
  第 4回城崎新人セミナー、兵庫県豊岡市、2007年 2月 22日 
 

5) 種数２の曲線の Jacobi 多様体の標準局所高郷乗法公 
  早稲田大学整数論研究集会、早稲田大学、2007年 3月 12日 
 

 

木村 杏子  
1)（寺井直樹先生（佐賀大学文化教育学部）、吉田健一先生（名古屋大学多元数

理）との共同講演） 
研究集会名: 代数、形式言語、計算システム理論とその応用 



講演場所: 京都大学数理解析研究所  １１５号室  
講演時期: 2007 年 2 月 20 日 15:30--16:00 (30分間) 
講演タイトル: Arithmetical rank of squarefree monomial ideals  

 

2)  (学会での講演) 
研究集会名: 日本数学会 2007 年度年会   

講演場所: 埼玉大学理学部 
講演時期: 2007 年 3 月 28 日 (10分間) 
講演タイトル:  

  ¥reg I = ¥arithdeg I なる squarefree monomial ideal I の arithmetical rank 
 
 

河本 大知  
1) Finite dimensional approach to Hamilton-Floer theory for toric manifolds 

  Ise Geometry Meeting 2006, 三重県伊勢市、2006年 9月 3日 
 

2) トーリック多様体上での Hamilton-Floer 理論への有限次元的アプローチ 
  について 

  第 4回城崎新人セミナー、兵庫県豊岡市、2007年 2月 22日 
 
 

佐々木義卓  
[1] An explicit formula for the square of the Riemann zeta-function in 

  the critical strip, 2006年度秋季総合分科会, 大阪市立大学, 2006.9.22. 
 
[2] An explicit formula for the square of the Riemann zeta-function in 

  the critical strip, 研究集会”解析的整数論”, 京都大学数理解析研究所,  
  2006.10.13. 
 

[3] 多重ゼータ関数の regular valuesと reverse valuesとの関係について,  

  西早稲田数論セミナー, 早稲田大学, 2007.1.13. 
 



[4] 多重ゼータ関数の導関数の特殊値について,  
  研究集会”ゼータ若手研究集会”, 名古屋大学, 2007.2.17. 
 

[5] The first derivative multiple zeta values at non positive  

  integers, 2007年度春期総合分科会, 埼玉大学, 2007.3.30. 
 

 

豊田 哲  
1) Gromov 双曲空間と双曲群の基礎（3回連続講演） 

  名古屋大学幾何学的群論勉強会、2006年 5月 12日、5月 26日、6月 9日 
 
 

中川 勇人  
1) 「古典的コロナ問題の作用素論的証明」 
  第 41回函数論サマーセミナー 

  兵庫県立先端科学技術支援センター 
  2006.7.29-31 
 

 

野田 尚廣  
1) Special Lagrangian submanifolds in the resolved conifold 

  名古屋大学幾何セミナー、2006年 4月 25日, 名古屋大学 
 
2) A special Lagrangian fibration in the Taub-NUT space 

  幾何学阿蘇研究会、休暇村南阿蘇 
 
3) A special Lagrangian fibration in the Taub-NUT space 

  研究集会「Symplectic 幾何とその周辺」. 2006年 11月 16日、秋田大学 

 

4) 微分方程式の同値問題 

  研究集会「第 3回数学総合若手研究集会」。2007年 2月 14日、北海道大学 

 

 



 

南出 真  
1) (with 中筋麻貴) セルバーグゼータ関数のアダマール積について 

  第 5回広島整数論集会、広島大学、2006年 7月 11日 
 
2) On the Hadamard product of the Selberg zeta functions 

  Asymptotics in Geometry, 東北大学、2006年 7月 16日 
 

3) (with 中筋麻貴) セルバーグゼータ関数のアダマール積 

  日本数学会秋季総合分科会（代数学）、大阪市立大学、2006年 9月 22日 
4) (with 中筋麻貴) The Hadamard product of the Selberg zeta function 
解析的整数論、京都大学数理解析研究所、2006年 10月 11日 
 
 

平成１９年度  
 

D2 （１０回）  
 

野田尚廣  
 
1)  A special Lagrangian fibration in the Taub-NUT space,  

   東京幾何セミナー, 東京、2007. 2 

 

2)  2 階の偏微分方程式系のある同値問題について 

   日本数学会 2007 年度秋季総合分科会, 仙台、2007.9 

 

 

米澤康好  
 

1)  Matrix factorizations and planar diagrams in MOY link invariant 

    Link homology and categorification, 京都、2007.5 

 

2)  コバノフ-ロザンスキーホモロジーそして… 



    キャッソンハンドル勉強会, 玉原（群馬）、2007.5 

 

3)  Matrix factorizations and a categorification of MOY link invariant 

    International Conference on Topology and its Applications, 京都、2007.12 

 

4)  行列因子分解と U_q (sl_n) 絡み目不変量の圏化 

    幾何学コロキウム, 札幌、2007.12 

 

5)  Matrix factorizations and a categorification of MOY link invariant 

    Geometry and Integrability, The University of Melbourne, 2008.2.14 

 

 

南出 真 

 

1)  The zero-free region of the derivative of Selberg zeta functions 

    大域解析セミナー, 名古屋大学大学院多元数理科学研究科、2007.4.23 

 

2)  On zeros of the derivative of the 3-dimensional Selberg zeta function 

    大域解析セミナー, 名古屋大学大学院多元数理科学研究科、2007.5.14 

 

3)  The zero-free region of the derivative of Selberg zeta functions 

    Spectral Analysis in Geometry and Number Theory, 名古屋大学、2007.8.9 

 

4)  セルバーグゼータ函数の導函数の非零領域について 

    日本数学会、秋期分科会、2007. 9.24 

 

 

D１ （３回） 

 

 

木村杏子 

 



1)  Analytic spread of squarefree monomial ideals 

  第 29 回可換環論シンポジウム、名古屋、2007. 11 

 

 

和田堅太郎 

 

1)  On cyclotomic q-Schur algebras (Poster Session) 

    Algebraic Analysis and Around、京都、 2007.6 

 

2)  A product formula for decomposition numbers of cyclotomic q-Schur 

algebras 

    組み合わせ論的表現論の拡がり、京都、2007.10 
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３ 研究実績  

３－１ 研究活動と研究成果  

 
研究成果 

21 世紀 COE プログラムの研究テーマを中心に研究成果が得られている。主要

なものを以下にあげる： ルスティックにより定式化された有限体上の簡約群

のラングランズ予想に関連する研究；数論幾何におけるリジッド幾何と数理物

理学のミラー対称性予想との新たな結びつきの示唆；頂点作用素代数に付随す

るリーマン面上の共形場理論の研究；幾何的な近似理論であるネバリンナ・カ

ルタン理論をヴォイタの辞書により、代数的な近似理論であるディオファンテ

ス近似の理論の設定に翻訳；離散群の研究とその応用としてグロモフが提出し

た問題に対する否定的な解決；ラグランジュ部分多様体に関するフレアーコホ

モロジーの障害理論と変形理論の研究と数理物理への応用； K3 曲面の自己同

型群と階数 24 の特別な格子であるリーチ格子の理論の関係の研究；パンルベ

方程式と組み合わせ論の関係の研究；ネクラソフによって与えられた 4 次元位

相ゲージ理論のインスタントンの数え上げに関する分配関数（ネクラソフの分

配関数）とある種のカラビーヤウ多様体上の位相的弦理論の分配関数との関

連；多重ゼータ関数の解析的研究；複素領域のベルグマン計量に関する研究 

 

発表論文 

平成 18、19 年度には本研究科教授が 97 件の研究論文を公表・執筆(preprint

を含む)している。発表雑誌は Adv.Math., Intern. Math. Res. Not.,  Invent. 

math., J. Algebra, J. Amer. Math. Soc., Math. Ann.,   Nagoya Math.J., 

Topology, Trans.Amer. Math. Soc. 等の国際誌である。 

 

受賞 

・ 納谷信、日本数学会幾何学賞（平成 16 年） 
・ 松本耕二、日本数学会代数学賞（平成 17 年） 

・ 中西賢次（現京都大学）、日本数学会解析学賞（平成 17 年） 
・ 古庄英和、井上学術奨励賞（平成 18 年） 



・ 伊山修、第 1回 International Conferences on Representations of Algebras 
(ICRA) Award（平成 19年度） 

・ 木村芳文、米国物理学会フェロー（平成 19 年度） 

・ 伊山修、日本数学会代数学賞（平成 20 年度） 
 

国際会議での講演 

平成 18、19 年度には本研究科教授が、スペインで開催された国際数学者会議

での招待講演を含む 60 件の国際会議での講演を行った。 

 

国際会議の開催 

平成 18, 19年度には名古屋国際数学コンファレンスを始めとする10件の研究

集会が、本拠点メンバーが主催者となり実施された。テーマはいずれも分野横

断的なものである。また延べ 161 名（18、19 年度）の本研究科教員が海外に出

張し研究交流を行っている。 

 

海外からの招聘 

平成 18,19 年度には合計 108 名の海外からの招聘者を迎え、研究集会・セミ

ナーの実施や共同研究が活発に行われ、学生へも大きな刺激を与えている。 

 

教員の国際公募 

21 世紀ＣＯＥでは国際公募を行い、5 名の外国人研究員を採用し、その中の１

名は 20 年度より、研究科の正規教授（Hesselholt）として採用予定である。

また名古屋大学が「研究者育成特別プログラム」の中でテニュアトラックポジ

ションを設けたが、この国際公募に研究科として参加し、１名のフランス人を

採用するなど実績をあげてきている。 

 

若手研究者の育成 

若手教員には海外での研究を推奨し、過去 5 年間の准教授、助教の長期（３ヶ

月以上）の海外出張者は延べ 17 名にのぼり、国際的に活躍できる若手が育っ

てきている。若手による科研費、委任経理金の獲得も増加している。 

 

大学院生の活動の活性化 



21 世紀ＣＯＥや継続プロジェクトの中で、海外の研究集会等に参加する学生が 

18 年度までに延べ 10 名、学位取得後に研究員として 2 名が海外研究機関（ミ

ッタグレフラー研究所、Columbia 大学）に採用されるなど、これまでにない

国際的に活躍できる若手が育成されてきている。  

 

談話会、セミナー等 

平成 19 年度には研究科構成員の研究交流を図るため研究科長主導で談話会を

開催した。その他、短期、長期にわたるセミナーや勉強会が開かれた。例えば

代数幾何学と環論グループでは毎週、教員が自分の研究を紹介する入門セミナ

ー、内外の研究者が講師となり最先端の研究を話す研究者セミナー、博士課程

の学生の講演会を実施した。これらには周辺分野の教員や学生も参加し、様々

な連携を生み出す結果となった。 

 以下に本年度実施された研究集会・談話会・セミナー等をまとめておく。ま

たそれらの活動実績は３－３に一覧としてまとめてある。教授の研究内容、発

表・執筆論文、講演記録および研究指導を３－２にまとめてある。 

 

 

研究集会 

・第６回名古屋数学国際コンファレンス 
 Representation Theory of Algebraic Groups and Quantum Groups 06 

（２００６年６月１２日~１７日） 

 

・ミニワークショップ "Geometry and Groups" （２００６年７月３日~７日） 

 

・ワークショップ "Fake projective planes and arithmetic quotients" （２

００６年７月２４日~２５日） 

 

・Rigidity School, Nagoya 2006 （２００６年９月２５日~２９日） 

 

・ 環論とその周辺（２００６年１１月３日~６日） 
 

平成 19年度 



・Rigidity School, Fukuoka 2007 

（２００７年６月１８日~２２日） 

 

・第７回名古屋数学国際コンファレンス 

 Spectral Analysis in Geometry and Number Theory 

（２００７年８月６日~１０日） 

 

・Birational Automorphisms of Compact Complex Manifold and Dynamical  

 Systems 

（２００７年８月２７日~３１日） 

 

・二国間交流事業共同研究／セミナー（相手国：ドイツ） 

 無限次元調和解析の眺望と探求 

（２００７年９月１０日~１４日） 

 

・第３回日中友好幾何学研究集会 

（２００８年１月２６日~２９日） 
 

談話会（平成 19 年度） 

大談話会 

・二宮祥一 (東京工業大学理財工学研究センター) 

 拡散過程の新しい弱近似法について  

 （2007 年 7 月 11 日） 

・浦川 肇（東北大学大学院情報科学研究科） 

 新しい変分問題 _biharmonic maps and bi-Yang-Mills fields 

 （2007 年 7 月 11 日） 

 

談話会 

・金銅誠之（名古屋大学多元数理科学研究科） 

 格子と K３曲面 -２４をめぐって- 

 （2007 年 5 月 9日） 

・大沢健夫（名古屋大学多元数理科学研究科） 



 岡・カルタン理論とポテンシャル論の相関 

 （2007 年 6 月 13 日） 

・楠岡成雄 (東京大学大学院数理科学研究科) 

 リスクの計量化と独立確率変数の和 

 （2007 年 11 月 14 日） 

・小林亮一 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 

 リッチ流の勾配流解釈とその応用 

 （2007 年 12 月 12 日） 

・木村芳文 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 

 ３次元渦糸の運動と流体輸送 

 （2008 年 1 月 16 日） 

 

 

セミナー等 

・力学系セミナー 

・名古屋統計セミナー 

・名古屋大学教育セミナー 

・無限次元解析セミナー 

・微分方程式セミナー 

・微分方程式・代数幾何勉強会 

・大域解析セミナー 

・代数幾何学入門セミナー 

・代数幾何学セミナー 

・数論幾何学勉強会 

・数論幾何学セミナー 

・数論セミナー 

・解析数論セミナー 

・数論・表現論セミナー 

・数理物理学セミナー 

・剛性セミナー(Rigidity seminar) 

・幾何学的群論勉強会 

・幾何学セミナー 



・基礎論セミナー 

・ポテンシャル論セミナー 

・トポロジー入門セミナー 

・Seminar on K-theory 

・数論ひろば 

・多弦セミナー 

 

 



３－２　平成18、19年度教授研究実績

宇沢　達

研究活動

いわゆる純粋数学の問題と、応用数学の問題について考察を行った。

まず、一般標数の体上で定義された簡約群の対合自己同型の研究に関連して、有限単純群に関する実
験および、H-空間との関連を考察した。一般標数の体の上で対合自己同型の理論は、定義体の標数が
２ではない場合と２である場合とでは、本質的な違いがある。標数が２ではない場合には、対合自己
同型半単純な自己同型となり（行列でいえば対角化可能）分類といった理論的な考察は標数によらな
い。定義体の標数が２であるときには、対合自己同型は冪単自己同型（行列の言葉でいえば上半三角
行列で対角線が１となるもの）となる。この差は、対合自己同型の固定部分群の構造に反映され、一
般には、標数が２ではない場合に固定部分群がまた簡約群となるのに、標数が２の場合には radical
が自明にならない場合がある。固定部分群の分類は有限単純群の分類と関係してしているため、知ら
れている。散在型の単純群の中の対合の中心化群（上記の固定部分群に相当する）は、簡約型となら
ずに、radicalが自明にならない場合、すなわち標数２型の単純群と共通の構造をもっている。Janko
群といった散在型の群は、この中心化群のレビ分解を LNとすると、標数２型の群と、Lの部分が異
なる。これは臓器移植を行ったことに相当し、マッチングするためのさまざまな条件が厳しいことか
ら、散在型の群は有限個となる。この構成法は、Adamsの exoticな H-空間の構成と類似しており、
その類似の由縁を明らかにするために、コンパクト群空間に対するさまざまな考察を行った。

　応用系の問題については、時系列に関する研究と皮膚の幾何モデルについての研究を行った。時系
列に関する研究は、volatility に相当する量の大域的な変化と局所的な変化を同時にみることによっ
て、surgeがいつきたかを検知する研究をおこなった。これは離散数列の超局所解析に相当する。皮
膚モデルについては、セルオートマトンと、有限オートマトンの概念をどのように組み合せるか、さ
まざまな実験的考察を行った。

教育関係

相羽君、小原君（２００７年４月より）の指導を行った。両者ともに数学の理論などを学ぶ以前の
事柄として、数学の問題を解く訓練に欠けていたので、Polya Szegoの Problems and Theorems in
Analysis から問題を選び、演習に時間をかけた。相羽君の場合には実解析に興味があったので、Dym
とMcKeanの Fourier Series and Integralsなどのセミナーを通して、数学を理解する訓練を行った。
その後は、Peter Jonesの論文などを通して課題をみつけ、証明、定式化、直観的な理解などの指導
をおこなった。

学生プロジェクト

学生プロジェクトのテーマである、uniform rectifiability、circle packingなどの問題との関連につい
て指導を行った。



梅村　浩

１）執筆論文・著書等

なし

２）講演等

1. On a general differential Galois theory,

Differential Equations and Singularities, Tordesillas, Valladolid, Spain September 4 - 8 2006.

2. Painlevé equations and differential Galois theory (4 lectures)

Isaac Newton Institute Workshop, Painlevé Equations and Monodromy Problems: An intro-
duction, 11 - 15 September 2006, Isaac Newton Institute, Cambridge, UK.

3. Foundations of differential Galois Theory

Rencontre Intégrabilité dynamique CIRM, Luminy, France, November 27 - December 1st,
2006.

4. Théorie de Galois différentielle générale

Séminaire de Géométrie Analytique de Rennes, Université de Rennes, Rennes, France, De-
cember 2006.

5. Galois Theory for Difference Equations,

Algebraic Methods in Dynamical Systems, Barcelona February 4- 8, 2008.

３）研究内容

この 10年程の間の研究内容は次のように要約される.

(1) 無限次元微分ガロア理論の基礎の構築.

(2) Malgrange 理論と私の理論の統一.

(3)ガロア理論への E.Cartan の幾何学の導入

以上の点を広い視野から詳しく述べれば次のようになる.

19世紀以来の懸案であった一般微分・差分ガロア理論を私 1996年には提案した．その評価は徐々に
確実なものになりつつある．一方フランスを初め諸外国でも我々の理論に刺激され, 違った視点から
微分方程式の一般ガロア理論が提出されている．これらのガロア理論を統一して一般的な基礎理論を
構築してきた．またこの理論は可積分系，力学系の算術的研究に応用した．

微分ガロア理論のアイディアを最初に持ったのは S. Lie である. 19世紀のことである. この理論は本
質的に無限次元の理論であることを Lie は既に認識した. Lie 以降 E. Picard は今日 Picard-Vessiot



理論とよばれる常微分方程式の微分ガロア理論を造った. この理論はしかし 有限次元の理論であっ
た. 20世紀になると線型代数群に基づく微分ガロア理論であるPicard-Vessiot理論は一般の代数群の
場合へと Weil の代数幾何学の言語を用いて自然に拡張された. これが Kolchin 理論である. Kolchin
理論は有限次元の理論であり, Lie が目指していた本質的な部分がKolchin 理論によって実現された
訳ではない. Lie の目標を実現する最初の試みは 19世紀末に Drachによって行われた. しかし Drach
の残した理論は不完全でギャップが多く，今日まで理解するのが難しいと考えられてきた．この方面
では共同研究者であるGuy Casale の最近の目覚ましい成果がある．我々はDrach の仕事が理解でき
るようになってきたといえる．また, ヨーロッパからアメリカへ代数微分方程式論を輸入した.

Ritt（1893－ 1951） の研究の最終目的は無限次元微分ガロア理論にあった. しかし，アメリカでこ
の目標は達成されなかった．20世紀の初頭 Vessiot は不完全な Drach の業績を厳密な基礎の上に明
確に築こうとした. その試みはある程度ば成功したとも言えるが, 不十分である. Vessiot の試みを最
後に無限次元微分ガロア理論の研究は放棄され，忘れられてしまった. 1980年年から申請者は, この
忘れられていたが重要な無限次元微分ガロア理論に注目し, 20世紀半ばに書かれた Vessiotの最後論
文にある思想を出発点として，まったく新しい視点からの無限次元微分ガロア理論を 1996年に
提唱した [3]. 50年以上放置されていた重要な研究分野に新しい風を吹き込もうとした．この研究に
対する国内の評価はゼロであった．つまり，肯定もされなければ批判もされなかった．しかし，評価
する声は海外，フランスとアメリカから上がった．私の仕事に刺激を受けて, B. Malgrange は 2000
年頃から彼の無限次元微分ガロア理論を提案している. ガロア理論は様々な様相を持っており, 我々
の理論とMalgrange の理論はかなり異なるように当初思われていた．つまり，　我々の理論は体の
微分拡大に無限次元代数群を対応させる理論であり, Malgrange の理論は葉層構造に Lie 擬群を対応
させる理論である.

Malgrange はElie Cartanの幾何学を念頭においている．Vessiot とE. Cartan は同時代にパリで活躍
し研究テーマも重なっていたが，不思議なことにお互いに研究上の交流はなかったという．我々の理
論とMalgrange の理論が同値であるこ私は最近証明した. また無限次元微分Galois理論の Painlevé
方程式論への応用は目覚ましいもがある．私の共同研究者G. Casale はこの分野で著しい成果をあげ
ている．歴史的難問である第１ Painlevé 方程式のGalois群の計算に 2005年に成功したのに続いて，
2006年に Painlevé第 6 方程式の Picard解の Galois 群を決定した．後者の場合, 例え第 6　方程式
の Picard解は非古典的にもかかわらずGalois群は有限次元になるのである．このような現象は一般
微分Galois理論（＝無限次元微分Galois 理論）によってのみ観測可能であり，このことは，この分
野において無限次元微分Galois理論を無視できないことを示している. 従来，力学系の可積分性つい
ての議論においては，　力学系を線形化してPicard-Vessiot理論を使う方法が採られて成果をあげて
きたが，無限次元微分 Galois理論を力学系の可積分性の問題に直接応用することが自然に考えら
れる．

４）教育関係

上に説明したように一般差分・微分ガロア理論の研究を進める一方で、そから派生する諸問題を大学
院学生とともにセミナーで追求した. とり上げられた問題は以下の通りである.

(1) 微分ガロア理論とソリトン方程式.

(2) 第６ Painlevé 方程式の Picard解のガロア群の計算とその一般化.

(3) 楕円曲線と Painlevé 方程式、その種数 2以上の曲線への拡張.



(4) 一般差分・微分方程式の確立.

(5) 離散・超離散力学系.

(6) Godobillon-Vey 列とガロア群.

(4) において後期課程学生の一人が, 優れた博士論文を用意している.

(5)では, Burgers 方程式から興味深いパターン形成を後期課程の学生達と発見した Burgers 方程式
の超離散化は交通流のパターンを形成することがよく知られているが, それとは異なるマンダラとい
うべきパターンである.

５）学生プロジェクトにどうかかわったか

上記の学生の指導と関連して, 学生は数人でプロジェクトを組んだ. こうすることでプロジェクトと
研究活動は不可分であった.



大沢健夫

１）執筆論文・著書等

1. On the Levi-flats in complex tori of dimension two, Publ.RIMS,Kyoto Univ. 42 (2006), 361-
377.

2. A Levi-flat in a Kummer surface whose complement is strongly pseudoconvex, Osaka J.Math.,
43(2006),747-750.

3. δ̄-cohomology and geometry of the boundary of pseudoconvex domains, Ann. Pol. Math., to
appear.

4. On the complement of Levi-flats in Kaehler manifolds of dimension ≥ 3, Nagoya Math.J., 185
(2007), 161–169.

5. (joint with Chifune Kai), A note on the Bergman metric of bounded homogeneous domains,
Nagoya Math.J., 186 (2007), 157–163.

6. (joint with K.Diederich) On the displacement rigidity of Levi flat hypersurfaces—the case of
boundaries of disc bundles over compact Riemann surfaces, Publ. RIMS, Kyoto Univ. 43
(2007), 171-180.

7. A remark on pseudoconvex domains with analytic complements in compact Kaehler manifolds,
J.Math.Kyoto Univ. 47 (2007), 115-119.

8. An interpolation theorem on cycle spaces for functions arising as integrals of ∂-bar closed
forms, Publ.RIMS, Kyoto Univ. 43 (2007), 911-922.

9. On the extension of L2 holomorphic functions VII — application of Hartogs type continuation,
preprint.

10. On the connectedness property of pseudoconvex boundaries in complex manifolds, preprint.

11. A reduction theorem for stable sets of holomorphic foliations in complex tori, preprint.

12. On the curvature of holomorphic foliations, preprint.

13. A generalization of Matsushima’s embedding theorem, preprint.

14. A report on the curvature properties of holomorphic foliations, preprint.

２）講演等

1. 複素解析幾何セミナー（東京大 5月）

2. Kiselmanfest(Uppsala Symposium in complex analysis, Slovenia 2006 (Kranjska Gora Slovenia
The international summer school in several complex variables (Szczyrk, Poland 6 月)

3. 多変数関数論サマーセミナー「サブゼミ」（赤倉　 8月）



4. Komplexe Analysis (Oberwolfach 9月)

5. 日本数学会秋季分科会一般講演（大阪市立大 9月）

6. 複素幾何シンポジウム（菅平 10月）

7. 日韓合同シンポジウム（広島 11月)

8. Pacific Rim Geometry conference (Mouramurrang, Australia 12 月)

9. 解析幾何セミナー (名古屋大 1月)

10. 多変数関数論唐津研究集会 (唐津 1月) 同済大学特別講演 (上海 2月)

11. A remark on the connectedness of pseudoconvex hypersurfaces, The 8th International Con-
ference on Several Complex Variables, The Kolon Hotel (Gyeongju,Korea)7 月 3日（2007)

12. A connectedness theorem, First Joint international meeting between AMS and PTM (Warszawa,
Poland) 2007/8/02

13. Levi flatness in pseudoconvex geometry, Niigata workshop on complex geometry and singu-
laritiesクロスパル新潟 8月 21日（2007)

14. On the curvature properties of holomorphic foliations of codimension one, Complex Geometry
in Osaka,（大阪大学中之島センター） 2007/11/04

３）研究内容

長年の研究課題である正則関数の L2拡張問題を掘り下げて、特異点のある解析的部分集合上の L2正
則関数を評価付きで拡張する方法を模索した結果、新しい技法を発見することができた。それはハル
トークス型の接続定理をコホモロジー類へと一般化することにより、問題となるディーバー方程式を
「馴化」するという、今までになかった方法である。その結果、これまでは特異点に沿って高次の零
点を持つ関数しか拡張できなかったのだが、より一般の正則関数に対して L2拡張定理を示すことが
できた。これを論文にまとめて投稿中である。これと並行して、多変数複素解析の公式の本質を決定
づける擬凸領域の幾何学的研究を進め、射影的代数多様体上の実解析的レヴィ非平坦な擬凸境界の連
結性という新しい現象を発見した。これも投稿中。さらに擬凸領域の研究から派生した種々の問題に
も取り組み、最近は複素葉層構造の曲率に関して一つの簡明な結果を得た。それは、３次元以上のコ
ンパクトな複素多様体上の、余次元が１の正則葉層の法束の曲率は、正ではあり得ないということで
ある。これも投稿中である。

４）教育関係

４年生の卒業研究（２００６）および少人数セミナー（２００７）を担当した。また随時ではあるが、
２００６年度に後期課程に進学した中川君に複素解析に関してアドヴァイスをした。他の学生たちに
も研究集会に関する情報提供や出張旅費を科研費から出してもらうための世話などをした。

５）学生プロジェクトにどうかかわったか

特になし



岡田聡一

１）執筆論文・著書等

1. S. Okada, Enumeration of alternating sign matrices and characters of classical groups, J.
Algebraic Combin. 23 (2006), 43 – 69.

2. M. Ishikawa, S. Okada, H. Tagawa and J. Zeng, Generalizations of Cauchy’s determinant and
Schur’s Pfaffian, Adv. Appl. Math. 36 (2006), 251 – 287.

3. S. Okada, An elliptic generarization of Schur’s Pfaffian identity, Adv. Math. 204 (2006), 530
– 538.

4. 岡田 聡一, 古典群の表現論と組合せ論（上，下）, 培風館, 2006.

5. S. Fujii, H. Kanno, S. Moriyama, and S. Okada, Instanton calculus and chiral one-point
functions in supersymmetric gauge theories, preprint, arXiv:hep-th/0702125.

6. S. Okada, Trace generating functions of plane partitions, in preparation.

7. M. Ito and S. Okada, An application of Cauchy-Sylvester’s theorem on cmopound determi-
nants to a BCn-type Jackson integral, preprint.

8. M. Ishikawa, M. Ito and S. Okada, An identity for compound determinants and its application,
in preparation.

２）講演等

1. An identity for the power-sums of contents and its application to gauge theory, Workshop on
Combinatorial Problems Raised by Statistical Mechanics, （2007 年 2 月 19 日，Centre de
Recherches Mathématiques, Université de Montréal, Montréal, CANADA，招待講演）

2. Aspects of rational universal characters, 19th International Conference on Formal Power
Series and Algebraic Combinatorics （2007 年 7 月 5 日，Nankai University, Tianjin, China，
招待講演）

3. Trace generating functions of plane partitions, 組合せ論サマースクール 2007 （2007 年 9 月
3 日，カルチャーリゾートフェストーネ，沖縄）

4. Trace generating functions of plane partitions, 組合せ論的表現論の拡がり（2007 年 10 月 23
日，京都大学数理解析研究所）

３）研究内容

この数年，平面分割（plane partition），交代符号行列（alternating sign matrix）などの数え上げ問題
に取り組んでいる．交代符号行列の通常の数え上げ問題や関連した Cauchy 型行列式，Pfaffian に関
する研究が一段落したので，交代符号行列と tottally symmetric self-complementary plane partition
(TSSCPP) の間の全単射の構成などをめざして，平面分割や交代符号行列などのより精密な数え上



げ問題に焦点をあてて研究を進めている．特に，さまざまな重みに関する TSSCPP の母関数のもつ
性質（例えば，母関数のみたす関数方程式）や，様々なクラスの平面分割、交代符号行列の母関数の
多変数化について考察している．そして，Catalan 数や 2 項係数を成分とするある種の Hankel 行列
式（平面分割などの数え上げに現れる）の多変数化を，古典群の既約指標を用いて与えることができ
た．また，平面分割の trace generating function の Gansner の公式を，対称関数（Fock 空間）を用
いたアプローチで見通しよく導けることがわかり，diagonally strict reverse plane partition の trace
generating function などへの拡張が得られた．

一方で，Painlevé 方程式に付随した特殊多項式との関係から，Schur 関数の一般化として導入された
普遍有理指標の変形や特殊化などの研究も進めている．津田によって導入された UC 階層の自己相
似簡約を通して，2 つの分割 λ, µ に対応する普遍有理指標 s[λ,µ] の特殊化として Painlevé 型方程式
の代数関数解が得られ，それに付随する特殊多項式の係数の正値性が観察されている．λ = ∅ または
µ = ∅ の場合には，Macdonald 対称関数と 2 変数 Kostka-Foulkes 多項式の係数の正値性を利用し
て，上記の特殊多項式の係数の正値性の証明に成功した．そして，一般の場合の証明をめざして，普
遍有理指標の拡張に関する研究をおこなっている．

さらに，菅野浩明，藤井篤之，森山翔文との共同研究（数理物理に動機がある）において，Young 図
形における content のべき和の重みつき和に関する具体的な表示を与えた．また，石川雅雄，伊藤雅
彦との共同研究において，小行列式を成分とする行列式に関する公式（Cauchy-Sylvster の公式の変
種）を発見し，Weyl 群対称性を持つ Jackson 積分に関する行列式などへの応用を与えた．

４）教育関係

私がアドバイザーとなっている学生に対しては個別に指導を行った．そして，表現論，組合せ論に興
味を持つ学生に対して，対称関数や量子群の表現論・結晶基底をテーマとした少人数クラスへの参加
を勧めるとともに，教育研究プロジェクト「表現論的組合せ論と組合せ論的表現論」の一貫として，
プロジェクト「複素鏡映群に付随した Hecke 環と Macdonald 関数」（代表者：庄司俊明）と協力し
ながら，Lecture Series（テーマは，Robinson-Schensted-Knuth 対応など）を開催した．

５）学生プロジェクトにどうかかわったか

質問に答えたりする他，関連する研究集会の紹介など情報の提供を行った．



金井雅彦

１）執筆論文・著書等

1. Infinitesimal rigidity of the Weyl chamber flow via the vanishing theorem of Weil, in Mathe-
matisches Forschungsinstitut Oberwolfach Report No. 33/2006, pp. 2024–2026.

2. Rigidity of the Weyl chamber flow, and vanishing theorems of Matsushima and Weil, to
appear in Ergod. Th. & Dynam. Sys..

２）講演等

1. 『“Weyl chamber flow”の剛性とWeil ・松島による古典的な消滅定理』，2006 年 8 月，表現
論シンポジウム，京都大学数理解析研究所．

2. “Infinitesimal rigidity of the Weyl chamber flow via the vanishing theorem of Weil”, July, 2006,
“Geometric Group Theory, Hyperbolic Dynamics and Symplectic Geometry”, Oberwolfach,
Germany.

3. “Rigidity of the Weyl chamber flow, and the vanishing theorems of Weil and Matsushima,
in International Conference ”Spectral Analysis in Geometry and Number Theory”, Nagoya,
Japan, August 2007.

３）研究内容

”Rigidity of the Weyl chamber flow, and vanishing theorems of Matsushima and Weil” を完成させ
た．この論文はまもなく雑誌 ”Ergodic Theory and Dynamical Systems” より出版される予定であ
る（2007 年 12 月に accepted の通知を受けた）．その論文の概略は以下の通りである（上記論文の
abstract を抜粋）：

The aim of the present note is to reveal an unforeseen link between the classical vanishing theorems
of Matsushima and Weil, on the one hand, and rigidity of the Weyl chamber flow, a dynamical
system arising from a higher-rank noncompact Lie group, on the other. The connection is estab-
lished via ”transverse extension theorems”: Roughly speaking, they claim that a tangential 1-form
of the orbit foliation of the Weyl chamber flowthat is tangentially closed (and satisfies a certain
mild condition)can be extended to a closed 1-form on the whole space in a canonicalmanner. In
particular, infinitesimal rigidity of the orbit foliation of the Weyl chamber flow is proved as an
application.

４）教育関係

２００８年１月現在後期課程１年の学生の指導にあたっている．

５）学生プロジェクトにどうかかわったか

なし．



•研究集会等の企画・外国人招聘（納谷氏と共同）

（一部は，昨年度末までの実績報告として提出済み）

—————————— 外国人招聘 ——————————

Nicolas Monod (Univ. of Geneva) Pierre Pansu (Orsay) Tsachik Gelander (Yale Univ.) David
FISHER (Indiana University) Alex FURMAN (University of Illinois, Chicago) Domingo TOLEDO
(University of Utah) Marc Bourdon（Lille大学）

—————————— mini-workshop, Geometry on Groups ——————————

Date：July 3 (Mon) – July 7 (Fri), 2006 Place：Hotel North-Inn Sapporo (Hokunou-Kenpo-Kaikan),
Room 333 1-4, 7-chome, Kita 4-jo, Chuo-ku, Sapporo 060-0004 TEL：011-261-3270 　 FAX：011-
261-3298

Organizers：Masahiko Kanai（Nagoya ¡mailto:UniversityShin Nayatani（Nagoya ¡mailto:UniversityHiroyasu
Izeki（Tohoku ¡mailto:University

Program：July 3 (Mon) 10:30-11:30 Nicolas Monod (Univ. of Geneva) : CAT0 spaces, splitting
and superrigidity (1) 13:30-14:30 Nicolas Monod : CAT0 spaces, splitting and superrigidity (2)
15:00-16:00 Toshiyuki Akita (Hokkaido Univ.) : Cohomological aspects of Coxeter groups July 4
(Tue) 10:30-11:30 Nicolas Monod : CAT0 spaces, splitting and superrigidity (3) 13:30-14:30 Koji
Fujiwara (Tohoku Univ.) : Asymptotic geometry of curve graphs 15:00-16:00 Takefumi Kondo
(Kyoto Univ.) : Fixed-point property for CAT(0) spaces July 5 (Wed) 10:30-11:30 Nicolas Monod
: CAT0 spaces, splitting and superrigidity (4) July 6 (Thu) 10:30-11:30 Nicolas Monod : CAT0
spaces, splitting and superrigidity (5) 13:30-14:30 Narutaka Ozawa (Univ. of Tokyo) : Amenable
actions and applications (1) 15:00-16:00 Narutaka Ozawa : Amenable actions and applications
(2) July 7 (Fri) 10:30-11:30 Nicolas Monod : CAT0 spaces, splitting and superrigidity (6) 13:30-
14:30 Taro Yoshino (RIMS) : Existence problem of a compact Clifford-Klein form and tangential
homogeneous spaces

—————————— Rigidity School, Nagoya 2006 ——————————

Date: September 25 (Mon) – September 29 (Fri), 2006 Place: Nagoya University, Building Science
1, Room 509

Organizers: Masahiko Kanai (Nagoya University) ¡mailto:kanai@math.nagoya-u.ac.jp¿kanai@math.nagoya-
u.ac.jp Shin Nayatani (Nagoya University) ¡mailto:nayatani@math.nagoya-u.ac.jp¿nayatani@math.nagoya-
u.ac.jp Hiroyasu Izeki (Tohoku University) ¡mailto:izeki@math.tohoku.ac.jp¿izeki@math.tohoku.ac.jp

Program: 　 September 25 (Mon) 14:00-15:00 Pierre Pansu (Orsay) : Superrigidity and harmonic
maps (1) 15:30-16:30 Tsachik Gelander (Yale Univ.) : Superrigidity, generalized harmonic maps
and uniformly convex spaces (1) September 26 (Tue) 10:00-11:00 Pierre Pansu : Superrigidity and
harmonic maps (2) 11:30-12:30 Shin-ichi Oguni : Spectral density functions of discrete groups
14:00-15:00 Takeshi Katsura (Hokkaido Univ.) : Topological dynamical systems, C*-algebras and
topological graph algebras 15:30-16:30 Tsachik Gelander : Superrigidity, generalized harmonic maps



and uniformly convex spaces (2) September 27 (Wed) 10:00-11:00 Pierre Pansu : Superrigidity and
harmonic maps (3) 11:30-12:30 Tsachik Gelander : Superrigidity, generalized harmonic maps and
uniformly convex spaces (3) September 28 (Thu) 10:00-11:00 Pierre Pansu : Superrigidity and
harmonic maps (4) 11:30-12:30 Koichi Nagano (Tohoku Univ.) : A sphere theorem for CAT(1)
spaces 14:00-15:00 Tetsuya Hosaka (Utsunomiya Univ.) : Minimality of the boundary of a right-
angled Coxeter system 15:30-16:30 Tsachik Gelander : Property (T) and rigidity for actions on
Banach spaces September 29 (Fri) 10:00-11:00 Pierre Pansu : Superrigidity and harmonic maps (5)

—————————— Rigidity School, Fukuoka 2007 ——————————

Date: June 18 (Mon) – June 22 (Fri), 2007 Place: Fukuoka University, Seminar House

　

Invited Speakers: David FISHER (Indiana University) Alex FURMAN (University of Illinois,
Chicago) Yoshikata KIDA (Tohoku University) Domingo TOLEDO (University of Utah)

　

Organizers: Hiroyasu IZEKI (Tohoku University) ¡mailto:izeki@math.tohoku.ac.jp¿izeki@math.tohoku.ac.jp
Masahiko KANAI (Nagoya University) ¡mailto:kanai@math.nagoya-u.ac.jp¿kanai@math.nagoya-
u.ac.jp Shin NAYATANI (Nagoya University) ¡mailto:nayatani@math.nagoya-u.ac.jp¿nayatani@math.nagoya-
u.ac.jp Yoshihiko SUYAMA (Fukuoka University) ¡mailto:suyama@fukuoka-u.ac.jp¿suyama@fukuoka-
u.ac.jp

　

Program: June 18 (Mon) 11:15-11:30 Opening ceremony 11:30-12:30 Domingo Toledo (Univ. of
Utah) : Lattices in real and complex hyperbolic spaces (1) 14:30-15:30 Yoshikata Kida (Tohoku
Univ.) : Orbit equivalence rigidity for ergodic actions of mapping class groups (1) 16:00-17:00
David Fisher (Indiana Univ.) : Group actions on compact manifolds (1) June 19 (Tue) 10:00-11:00
Domingo Toledo : Lattices in real and complex hyperbolic spaces (2) 11:30-12:30 Alex Furman :
Cocycle superrigidity theorems and their applications (1) 14:30-15:30 David Fisher : Group actions
on compact manifolds (2) 16:00-17:00 Yoshikata Kida : Orbit equivalence rigidity for ergodic actions
of mapping class groups (2) June 20 (Wed) 10:00-11:00 Alex Furman (Univ. of Illinois) : Cocycle
superrigidity theorems and their applications (2) 11:30-12:30 Yoshikata Kida : Orbit equivalence
rigidity for ergodic actions of mapping class groups (3) June 21 (Thu) 10:00-11:00 David Fisher :
Group actions on compact manifolds (3) 11:30-12:30 Alex Furman : Cocycle superrigidity theorems
and their applications (3) 14:30-15:30 Domingo Toledo : Lattices in real and complex hyperbolic
spaces (3) 16:00-17:00 Yoshikata Kida : Orbit equivalence rigidity for ergodic actions of mapping
class groups (4) June 22 (Fri) 10:00-11:00 David Fisher : Group actions on compact manifolds (4)
11:30-12:30 Alex Furman : Cocycle superrigidity theorems and their applications (4) 14:30-15:30
Domingo Toledo : Lattices in real and complex hypebolic spaces (4)

—————————— Rigidity Seminar ——————————

２００６年６月１６日（金）15:00 - 16:30 大鹿健一氏（大阪大学）「3次元多様体群のR-treeへの作



用とその応用」

２００６年１１月２日（木）11:00 - 12:00, 14:00 - 15:00, 16:00 - 17:00 藤原耕二氏（東北大）グロモ
フ双曲空間の話「双曲性を持つ群の擬準同型と交換子距離」

２００６年１１月２４日（金）13:30 - 15:00, 15:30 - 17:00 坪井俊氏（東大）「実解析的微分同相のな
す群について」

２００７年２月１３日（火）午後４時３０分～６時野田健夫（秋田大）「全葉層の存在について」

２００８年１２月１４日（金）午後４時３０分～５時３０分神谷茂保氏（岡山理大）”Discrete subgroups
of PU(1,2;C)”

—————————— その他のセミナー ——————————

２００７年２月２８日（水）、２９日（木）１６：３０ー１８：００Marc Bourdon（Lille大学）”lp
cohomology for finitely generated groups” and ”lp cohomology for word hyperbolic groups”

２００８年１１月３０日（金）午後４時～５時３０分陶山芳彦氏（福岡大）「共形平坦な超曲面」

２００８年３月１１日（火）～１４日（金）金行壮二氏

「半単純リー群の双曲随伴軌道の幾何構造について – パラケーラー等質空間の幾何学」



菅野浩明

１）執筆論文・著書等公表論文

1. Universal Character and Large N Factorization in Topological Gauge/String Theory: Nucl.
Phys, B745 [PM] (2006) 165-175.

2. Instanton Calculus and Chiral One-point Functions in Supersymmetric Gauge Theories: (with
S. Fujii, S. Moriyama and S. Okada), preprint, hep-th/0702125.

3. Instanton Calculus and Loop Operator in Supersymmetric Gauge Theory: (with S. Moriyama),
preprint, arXiv : 0712.0414[hep-th].

２）講演等国内発表

[1] 位相的弦理論の分配関数と数え上げ，2006 年度原子核三者若手夏の学校，平成 18 年 8 月 5 日
– 10 日，パノラマランド木島平

*[2] Instanton calculus via localization and the maximally confining phase of supersymmetric
gauge theory, 中部夏の学校 2007　平成 19 年 8 月 30 日　– 9 月 2 日，東海大学山中湖セミ
ナーハウス

*[3] Refined Instanton Counting and Macdonald functions, 国際研究集会 Progress of String Theory
and Quantum Field Theory, 平成 19 年 12 月 7 日　– 12 月 10 日，大阪市立大学学術情報セ
ンター

*[4] Instanton Counting and Chiral Correlation Function in Super Yang-Mills Theory, Mini work-
shop on Mirror Symmetry, 平成 20 年 1 月 30 日～ 1 月 31 日、北海道大学理学研究科

*[5] Duality, branes and the geometric Langrands program (after Kapustin-Witten), 国際研究集
会　 Noncommutative Geometry and Physics 2008 –K-theory and D-Brane– 平成 20 年 2 月
18 日～ 2 月 22 日、神奈川県葉山町湘南国際村センター（予定）

*[6] Local Mirror Symmetry and BPS state counting, 第７回　岡シンポジウム, 平成 20 年 3 月 8
日～ 3 月 9 日、奈良女子大学理学部 （予定）

国外発表

*[1] Topological strings on local Calabi-Yau manifolds and instantons in gauge theories, LMS
Durham Symposium: Methods of Integrable Systems in Geometry, 平成 18 年 8 月 11 日 –
21 日，University of Durham, UK.

*[2] Instanton calculus and chiral ring relations in supersymmetric gauge theories, MSJ-IHES Joint
Workshop on Non-commutativity, 平成 18 年 11 月 15 日 – 18 日，IHES, Bures-sur-Yvette,
France



３）研究内容ここ数年，弦理論におけるゲージ理論・重力対応をインスタントンの数え上げ の視点か
ら研究することが大きなテーマとしている．具体例として 4 次元ゲージ理論の インスタントンの数え
上げに関する分配関数（ネクラソフの分配関数）が，ある種の局所トーリック Calabi-Yau 多様体上
の位相的弦理論の分配関数と一致することが挙げられる．このような位相的弦理論の分配関数につい
ては，位相的頂点 (topological vertex) という概念を用いた系統的な計算法が確立 されており，これ
は対称群や一般線型群の既約指標であるシューア関数を用いて記述できる．これを利用して歪シュー
ア関数を用いた普遍指標の表示から 2 次元ゲージ理 論の分配関数のラージ N 因子化を示す際に必
要となる技術的な公式を証明することができた．これは弦双対性を用いて物理的な説明が与えられて
いた公式に数学的な証明を 与えたものである．

０６年度の後半から研究科スタッフの岡田氏、森山氏，後期学生の藤井篤之君と分配関数にとどまら
ず，位相的相関関数に関するゲージ理論・重力対応を研究 するプロジェクトを開始した．具体的に
は 4 次元超対称ゲージ理論のカイラル演算子の１点関数 を組み合わせ論的方法により決定した．さ
らに有理曲線 P1 の同変Gromov-Witten 不変量の 計算においてOkounkov と Pandharipande が用
いた自由フェルミオン場の演算子形式を用 いてより系統的な計算結果を得た．この結果の適当な極
限は Seiberg-Witten 理論や行列模型を 用いてこれまで得られて結果を再現しており、これは位相的
ゲージ理論におけるミラー対称性の類似と見なすことができる．

０７年度の後半からは Macdonald 関数を用いた位相的頂点 (topological vertex) の一般化に関する
共同研究を粟田氏と行っている．

４）教育関係（２００５年度９月以降、特に後期課程の学生指導）この期間の前半（０７年３月まで）
は主に後期課程学生の三鍋聡司君と藤井篤之君の指導を行った．三鍋君は学位論文として Topological
Vertex and its Application を提出 し、０７年３月に学位を取得した．藤井君とは学位論文へ向けた
共同研究を行った．０７年７月に民間企業に就職したが仕事の合間を見つけて目下、学位論文を執筆
中である．０７年４月からは後期 課程１年の木原君、真鍋君、松本君、四ッ谷君の指導を行ってい
る．各自の研究テーマに 沿った論文を輪講するセミナー（D1 セミナー）を定期的に開催した．また
理学研究科 E 研の弦理論 を研究するグループと共に ” 多弦 ” セミナー（０６年度はのべ９回、０
７年度ものべ９回）を開催 し、最近の文献を紹介する場を設けている．

５）学生プロジェクトにどうかかわったか

０８年度は学生プロジェクト「ゲージ・重力理論対応における数理的構造の解析」（学生５名（内１
名は理学研究科所属）、 研究科スタッフ２名）の支援を行った．



木村 芳文

１）執筆論文・著書等公表論文

1. J. R. Herring, Y. Kimura, R. James, J. Clyne & P.A. Davidson, Statistical and Dynamical
Questions in Stratified Turbulence, in Mathematical and Physical Theory of Turbulence, A
Series of Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, Vol. 250 (eds. Cannon, J. &
Shivamoggi B., Chapman & Hall/CRC) (2006) 101–113.

2. Y. Kimura, Motion of 3D vortex filament and particle transport, in Proceedings of the IUTAM
symposium on Elementary Vortices and Coherent Structures: Significance in Turbulence
Dynamics (ed. S. Kida, Springer) (2006) 275―282.

3. Y. Kimura & J. R. Herring, Lagrangian particle dispersion in rotating stratified turbulence, in
Proceedings of the Sixth International Symposium on Stratified Flows, Perth 2006 submitted.

4. Y. Kimura & J. R. Herring, Anomalous diffusion in rotating stratified turbulence, in Proceed-
ing of the Euromech Colloquium 477 on Particle-laden flow: From geophysical to Kolmogorov
scales, University of Twente, 2006 submitted.

5. Y. Kimura, Motion of an Elliptic Vortex Ring and Particle Transport, in Proceedings of the
IUTAM symposium on Hamiltonian Dynamics, Vortex Structures, turbulence, Moscow, 2006
submitted.

6. The pole dynamics of rational solutions of the viscous Burgers equation, B. Deconinck, Y.
Kimura and H. Segur, J. Phys A: Math.Theor.(2007) 40, 5459–5467.

7. Self-similar collapse of a 3D vortex filament model, Y. Kimura, Geophysical and Astrophysical

Fluid Dynamics submitted.

２）講演等国内発表

1. 定曲率曲面上の渦運動研究集会「ハミルトン系とその周辺」平成 19 年 11 月 1 日 11 月 2 日、
岐阜大学

2. 成層乱流のエネルギースペクトル数理解析研究所共同研究集会「乱流研究の展望：ブレークス
ルーを求めて」平成 20 年 1 月 16 日～ 1 月 18 日、京都大学数理解析研究所

3. ３次元渦糸の運動と流体輸送— 流体力学の一視点 —, 多元数理科学研究科談話会平成 20 年 1
月 16 日、名古屋大学多元数理科学研究科

4. 流体の特異性について Encounter with Mathematics「第４３回 Euler 300歳記念　流体力学・
変分学編始祖の業績と現在・未来への展開」平成 20 年 2 月 21 日～2 月 22 日、中央大学



国外発表

1. Anomalous diffusion in rotating stratified turbulence, Euromech Colloquium 477 on Particle-
laden flow: From geophysical to Kolmogorov scales, University of Twente, エンシェド/オラ
ンダ、2006年６月 21日

2. Motion of an Elliptic Vortex Ring and Particle Transport, IUTAM symposium on Hamiltonian
Dynamics, Vortex Structures, turbulence, Steklov Mathematical Institute, 　モスクワ/ロシ
ア、2006年 8月 25日

3. Anomalous diffusion in rotating stratified turbulence, Annual Meeting of the APS Division
of Fluid Dynamics, タンパ/アメリカ、2006年 11月 20日

4. Lagrangian particle dispersion in rotating stratified turbulence, Sixth International Sympo-
sium on Stratified Flows, Univ. of Western Australia、パース/オーストラリア 2006年 12月
14日

5. Growth of vorticity gradient in 2D turbulence, Two-dimensional Turbulence, Lorenz Center,
ライデン/オランダ、2007年 3月 21日

6. Particle dispersion and structure formation in rotating stratified turbulence, 第 18回 Congres
Francais de mecanique 2007年 8 月 27 日～ 8 月 31 日、Grenoble大学、France

7. Self-similar collapse of a filament dodecapole vortex model, EUROMECH Colloquium 491,
Vortex dynamics from quantum to geophysical scales 2007年 9 月 11 日～ 9 月 14 日 Exeter
大学、England

8. Transition in energy spectrum for forced stratified turbulence, American Physical Society/Division
of Fluid Dynamics. 60th Annual Meeting 2007 年 11 月 18 日～ 11 月 20 日 Salt Lake City,
U.S.A.

３）研究内容

流体力学における多様な事象や問題に対し、解析学、幾何学、数値解析の観点から新しい知見を得る
ことを研究の目的としている。特に渦や波といった流体中の素励起が乱流の統計にどのような影響を
及ぼすかを運動学の観点から明らかにすることに努めている。ここ数年は、密度安定成層が存在する
乱流のエネルギー減衰率やスペクトルの問題について大規模数値計算を行なう準備を進めてきた。ま
た、それとは別に孤立渦によって輸送される流体粒子の運動を数値計算ならびに解析計算をもとに議
論した。

４）教育関係

２００６年度は専攻主任、２００７年度は教務委員長の役につき、博士前期課程、後期課程学生全体
の教育環境の充実を心がけた。教務システムの安定的稼働につとめ、特に２００７年度は実施担当者
としてこれまでの教務システムの取り組みをまとめ学振の大学院教育改革GPに申請を行ない、採択
された。また、２００７年度からは後期課程の学生を対象に院生懇談会を定期的に開催し、就職の情
報、研究の進み具合などについて打ち解けた雰囲気で語り合える機会を設けている。



５）学生プロジェクトにどうかかわったか

２００６年度の専攻主任の際には学生プロジェクトの採用面接に立ち会い、研究の内容、プレゼン
テーションなどについてアドバイスを行なった。



行者明彦

１）執筆論文・著書等（今年度のもので結構です。発表予定、プレプリントを含む）なし．２）講演
等（今年度）なし．３）研究内容（２００５年９月以降からの内容）

代数多様体の極小モデル理論を手本として、概均質ベクトル空間の分類理論の研究を続けている．極
小モデルにあたる概念が、より確かなものとして確立してきたことが（２００５年９月以降からの内
容という条件に、どれだけの部分が当てはまるか明示し難いが）この７～８年の研究の最大の成果．
この結果、最近のフロベニウス多様体の理論を手がかりにできるようになり、次のステップの足がか
りが得られたと考えている．

４）教育関係（２００５年度９月以降、特に後期課程の学生指導）

通常の授業・前期課程の学生指導はしたが、後期課程の学生指導はしていない．

５）学生プロジェクトにどうかかわったか

なし．



小林亮一

１）執筆論文・著書等

1. R. Kobayashi and R. Miyaoka, ”Nevanlinna-Galois Theory for pseudo-algebraic minimal sur-
faces”, preprint, 54 pages.

2. R. Kobayashi and K. Onda, ”Ricci flow unstable cell centered at a Kähler-Einstein metric
on the twistor space of positive quaternion Kähler manifolds of dimension ≥ 8”, preprint, 31
pages, math.DG/0801.2605.

3. 小林亮一, ”対数 Sobolev 不等式、エントロピー公式、Riemann 幾何的熱浴– Perelman による
Ricci flow へのアプローチ –”, 日本語の preprint, 42 pages, 数学（岩波）に掲載予定.

4. Y. Kawakami, R. Kobayashi and R. Miyaoka, ”The Gauss map of pseudo-algebraic minimal
surfaces”, to appear in Forum Mathematicum, math.DG/0511643.

5. Y. Itokawa and R. Kobayashi, ”The length of the shortest closed geodesic of a positively
curved manifold”, submitted to Jour. Geometric Analysis,
math.DG/0507489.

２）講演等

1. “The Nevanlinna-Cohn-Vossen inequality for pseudo-algebraic minimal surfaces”, 菅平複素幾
何学国際シンポジウム，24/10/2006-24/10/2006.

2. “Nevanlinna-Galois alanogue of the Cohn-Vossen inequality”, 福岡大学微分幾何セミナー，
01/02/2007-04/02/2007.

3. “Nevanlinna-Galois Theory for pseudo-algebraic minimal surfaces”, 国際シンポジウム Holo-
morphic mappings, Kobayashi hyperbolicity and Diophantine approximation，東京大学，20/07/2007-
23/07/2007.

4. “On the Ricci flow on the twistor space of positive quaternion Kähler manifolds”，国際シン
ポジウム Pacific Rim Complex Geometry Conference 2007, 08/08/2007-12/08/2007.

5. “Nevanlinna-Galois Theory for pseudo-algebraic minimal surfaces”, the 2nd China-Japan
Differential Geometry Conference，昆明，15/12/2006-21/12/2006.

6. “Nevanlinna-Galois Theory for pseudo-algebraic minimal surfaces”, Workshop on the geom-
etry of holomorphic and algebraic curves in algebraic varieties，U. Montréal，30/04/2007-
04/05/2007.

7. R. Kobayashi, ”Ricci flow unstable cell centered at a Kähler-Einstein metric on the twistor
space of positive quaternion Kähler manifolds of dimension ≥ 8”, Complex Geometry Osaka,
Osaka University, Nov., 2007.



8. R. Kobayashi, ”Some dynamical property of the Ricci flow on the twistor space of positive
quaternion Kähler manifolds”, Geometry and Quantization, Steklov Math. Inst. Moscow,
Sept., 2007.

9. R. Kobayashi, ”Some dynamical property of the Ricci flow on the twistor space of positive
quaternion Kähler manifolds”, Pacific Rim Complex Geometry Congerence, Kobe, Aug., 2007.

10. R. Kobayashi, ”Nevanlinna-Galois Theory for pseudo-algebraic minimal surfaces”, Holo-
morphis Mappings, Kobayashi Hyperbolicity and Diophantine Approximation, U. Tokyo,
Jul.,2007.

11. R. Kobayashi, ”Nevanlinna analogue of the Cohn-Vossen inequality, Workshop on the geome-
try of algebraic and holomprphic curves in algebraic varieties, Univ. Montreal, Apr-May,2007.

３）研究内容

A) [代数的極小曲面の不変式論的研究 (論文 1,4)]

宮岡礼子氏（東北大）との共同研究．本研究のテーマは擬代数的極小曲面のWeierstrass data をD に
持ち上げたものの Galois 理論，すなわち，極小曲面の Weierstrass data の Nevanlinna 理論を基本
群の作用に関する不変式論の立場から研究することである．数年間この問題に取り組んで，多くの困
難の末，論文 1) に，その詳細がようやくまとまったところである（現在チェック作業中）．代数的極
小曲面の研究の難しさは周期条件の扱いにある. 周期条件の Nevanlinna 理論の不変式論的アプロー
チには先行研究がない. 私は，数年前に発見した「Nevanlinnaの対数微分の補題の幾何的解釈」を使
うと，周期条件という群論的条件を Nevanlinna 理論に翻訳して解析できることに気がついた．この
アイディアが，困難を乗り越える上で決定的であった．擬代数的極小曲面の代数幾何的研究を論文 4)
において展開したが，そこでは周期条件が弱くしか使えない（ために得られる結果は弱い）．私の基
本戦略は，4)の代数幾何的方法を D 上の Nevanlinna-Galois 理論に一般化するという，類似性追求
である．この戦略は次の 2つの主要な結果を得たという意味で有効であった．

一つ目は，Weierstrass deta の対数微分の補題というべき評価式で，これは古典的な Cohn-Vossen の
不等式の Nevanlinna 理論類似である．通常の Nevanlinna 理論では純解析的だった対数微分の補題
が，擬代数的極小曲面の Weierstrass data の場合には，基本領域の幾何不変量を D 上で群論的かつ
Nevanlinna 理論的に解析しなければならない．すなわち基本群の作用は双曲幾何の合同変換群で高
度に非可換あり，一方で，Nevanlinna 理論は 1点を固定する回転運動に関するモーメント写像を考
えるという設定になっている．この設定の相性の悪さを双曲幾何的に考察することが，本理論の群論
的側面をなしている. この考察を私が開発した”幾何的”対数微分の補題と組み合わせることにより，
D 上で定義された擬代数的極小曲面の Weierstrass data に対する対数微分の補題が示される．これ
は古典的 Cohn-Vossen 不等式のNevanlinna-Galois 類似と解釈できる．

二つ目は，まさしく代数的極小曲面の不変式論的研究である．問題は，Nevanlinna理論的関数で，基
本領域の共形構造（基本群の D への作用）だけに依存するもの（不変式）の構成である．対数微分
の補題の幾何的解釈では「対数微分のすみか」に関する考察が本質的であった. この考察をさらに押
し進めることによって, 代数的極小曲面に特有の対数微分の補題を定式化することができる（これは，
代数的極小曲面の周期条件が「対数微分の補題的な形」に変身したものと解釈できる）．Weierstrass



data に含まれるガウス写像の 1-ジェットを 1次微分形式パートナーで割って得られる関数に，対数微
分の補題から第２主要定理を導く幾何的議論を適用することにより，基本領域の共形構造だけにしか
よらないと予想される Nevanlinna 理論的関数が，ひとつ見つかる．そして，上記の「代数的極小曲
面に特有の対数微分の補題」が，そのような不変式の存在を正当化する．以上の理論の応用として，
長い間未解決であった「代数的極小曲面のガウス写像の除外値数は何か」という問いに決着をつける
ことが出来た（答えは 2 である）．B) [Ricci flow の古代解の構成とその意義 (論文 2,3,5)]

私が論文アドバイザをしている後期課程の大学院生である恩田健介君との共同研究. 2005 年度に私
は大学院講義で Perelman による Poincare 予想の解決をとりあげた. 微分幾何・統計物理・確率解
析が融合して形成される驚くべき数学に刺激を受けて, 私の Ricci flow 研究が始まった. 論文 2) は
Perelman が導入した思想の私なりの理解にもとづく解説と問題提起である. Perelman のアイディア
で私が特に注目したのは Ricci flow に有限時間で現れる時空の特異点の時空レベルでの rescale 極限
をとると Ricci flow の古代解（存在時間が過去に無限に伸びた解）が現れて, それが特異点情報をす
べて持っているという点である. Ricci flow は弱放物型の発展方程式だから, 過去に無限に伸びた解の
存在は解析的には奇跡である. 幾何的にはきわめて特殊な条件下でないとこのような解が存在するこ
とはできない. 一方, 空間に対するもっとも標準的な計量とされる Einstein 計量の存在から幾何的な
情報を引き出すには，幾何学者には情報をとる技術が不足しているのではないかという, 長年にわた
る問題意識を私は持っていた. 古代解の存在はこのような問題意識を刺激した. 私は Ricci flow の力
学的固定点であるEinstein 計量の回りに古代解が存在すれば, Einstein 計量だけを考えるよりもはる
かに有効な幾何的情報源になると考えたのである. 正のコンパクト 4元数ケーラー空間のツイスター
空間（これは接触ファノ多様体とよばれるものになり，Kähler-Einstein 計量を持つ）はこのような
アイディアを実現できる最も単純な空間であることに気が付いたというのが，本研究を開始するにあ
たっての基本アイディアであった. ツイスター空間には自然なファイブレーションがあって, それが
自然な仕方で崩壊する. その崩壊は, ツイスター空間のリーマン計量の空間の中にKähler-Einstein 計
量を中心とするリーマン計量の（ツイスター空間の構成かた標準的に定まる）2-パラメータ族を定め
る. この 2-パラメータのリーマン計量の族はその構成法からカルタンの動標構の技法が有効に働く形
である. そこで動標構のテクニックと Alexeevskii による四元数 Kähler 多様体の曲率テンソルの分
解定理を組合せると, この族に対するリッチ作用素が明示的に計算できる．これを使うと, この族が
Ricci flow で不変に保たれることが分かり，この 2-パラメータ族 Ricci flow の不変集合であることが
分かる. しかも, Perelman による Ricci flow の勾配流解釈の言葉で言うと, この 2-パラメータ族を不
変に保つ Ricci flow 解は Kähler-Einstein 計量を中心とする不安定セルをなしている. この不安定セ
ルは Ricci flow の過去に無限に伸びた解たちによる葉層構造をなしている. このような解の集合は解
析的には奇跡である. この奇跡的な Ricci flow 解の解析から，「正のコンパクト四元数 Kähler 空間は
対称空間である」という LeBrun-Salamon 予想を証明することができる．

”幾何の問題を変分法の問題と解釈して, 臨界点の情報をそのまわりの不安定セルから引き出す”, とい
うアイディアは, 糸川氏と私の共同研究 5) でも本質的であった. その意味では、5) での経験が Ricci
flow の不安定セルから情報をとるというアイディアのもとになった. ・研究集会等の企画、実施

研究会のオーガナイザ（すべて共同）

1) ”Pacific Rim Complex Geometry Conference”, 神戸, ２００７年８月.

2) ”Geometry and Quantization”, Steklov Math. Inst. (Moscow), ２００７年９月.



3) ”大阪市大情報幾何研究会”, 大阪市立大学, ２００７年１２月.

4) ”第 3回日中幾何研究会”, 名古屋大学, ２００８年１月. ・外国人招聘

1) A. Huckleberry 氏（２００７年３月から４月）

2) K. Frantzen 氏（２００７年８月から９月）

3) W. Zhang 氏（２００８年１月）

4) D. Chen 氏（２００８年１月）４）教育関係（２００５年度９月以降、特に後期課程の学生指導）

研究 A) に関連した極小曲面のガウス写像の Nevanlinna 理論的研究をテーマとする究指導から 2006
年度に学位を取得した大学院生が１人いる. それは川上裕君である.

研究 B) に関連して Kähler-Einstein 計量の漸近解析やゲージ理論などを含む幾何解析の研究指導か
ら, 2005 年度と 2007 年度に学位を取得した大学院生がそれぞれ１人ずついる. それは, 野原雄一君
と田中佑二君である.

研究 B) に関連して, べき零 Lie 群の概平坦計量の Ricci flow 解を使った階数 1 の非コンパクト対称
空間の熱核の情報幾何的研究という問題提起をした（関目学武君に対する研究指導）. ５）学生プロ

ジェクトにどうかかわったか

学生プロジェクト「Geometric Structures associated with Differential Equations」の相談役をつと
めた.

数学サイドからのかかわり : メンバーの学生にいくつかの問題提起をした.

(例 1) Taub-NUT 空間の special Lagrangian fibration を構成する問題。

(例 2) Self-Dual Einstein 4-manifold のツイスター空間上の Ricci flow の古代解の構成の問題.

(例 3) 種数２のコンパクト Riemann 面の Fricke モジュライ・アーベル曲面のモジュライと微分方程
式・双曲計量の関係.

研究環境面からのサポート : 各種研究会への旅費サポートを行った. 幾何セミナーの特別枠として
「カルタン幾何研究会」をサポートした.



金銅誠之

１．公表論文

1. Shigeyuki Kondo, Maximal subgroups of the Mathieu group M23 and symplectic automor-
phisms of supersingular K3 surfaces, International Mathematics Research Notices 2006 (2006),
No.3, 1–9.

2. Shigeyuki Kondo, The moduli space of 8 points on P 1 and automorphic forms, Algebraic
Geometry (ed. by J.H.Keum, S. Kondo), Contemporary Mathematics, AMS, 422(2007), 89–
106.

3. Shigeyuki Kondo, The moduli space of 5 points on P 1 and K3 surfaces, Arithmetic and
Geometry around hypergeometric functions, Progress in Mathematics 260 (2007), 189–206.

4. Igor Dolgachev, Shigeyuki Kondo, Moduli spaces of K3 surfaces and complex ball quotients,
Arithmetic and Geometry around hypergeometric functions, Progress in Mathematics 260
(2007), 43–100.

２．講演

1. The moduli of 5 points on the projective line and K3 surfaces, Algebraic Geometry Seminar,
Hannover University, ドイツ、2006年 6月

2. Niemeier lattices and finite groups of symplectic automorphisms of K3 surfaces, Algebraic
Geometry Seminar, University of Milano,　イタリア、2006年 8月 31日

3. The Leech lattice and the group of automorphisms of some K3 surfaces, Algebraic Geometry
Seminar, University of Milano, イタリア、2006年 9月 1日

4. Moduli of plane quartic curves, Göpel invariants and automorphic forms, Algebraic Geometry
Seminar, University of Milano, イタリア、2006年 9月 7日

5. The moduli space of 8 points on the projective line and automorphic forms, Autumn Confer-
ence ”Modular forms”, Schiermonnikoog, オランダ、2006年 10月

6. 平面４次曲線のモジュライと Borcherds products, Hodge 理論・退化・特異点の代数幾何とト
ポロジー研究集会、東北学院大学、２００８年３月

7. The moduli of plane quartics, Goepel invariants and Borcherds products, 代数学シンポジウ
ム、２００７年８月、神戸大学

8. The moduli of plane quartics and Borcherds products, Modular forms and Moduli spaces,
Saint-Petersburg, Russia, Satellite meeting for festival dedicated to 300th birthday of Leon-
hard Euler, ２００７年７月、ロシア

9. 格子とK3曲面、名古屋大学大学院多元数理科学研究科　談話会、２００７年５月９日



３．研究内容

以前から取り組んでいる問題、すなわち IV型有界対称領域あるいはその部分領域である複素超球で
パラメトライズされる代数多様体のモジュライと保型形式について取り組んだ。特に平面４次曲線の
モジュライについて研究を行った。このモジュライは６次元の複素超球の算術商として記述できる。
２０世紀前半に Coble が Goepel 関数を使ってこのモジュライを研究しているが、これを保型形式を
用いて再構成することを試みている。この試みは、近年 Borcherds によって得られた IV型有界対象
領域上の保型形式論の古典的理論への応用として位置づけられるものである。また種数６の代数曲線
のモジュライを IV型有界対称領域の算術商として記述できることを示したが、これを退化した曲線
にまで拡張しモジュライの新しいコンパクト化の構成も試みている。偏極K3曲面のモジュライ空間
の幾何学的なコンパクト化は未だ得られていないが、この試みはその足がかりを与える一例と成り得
るものであると考えている。

4，５．教育関係

代数幾何学を専門とする後期課程学生４名を指導した。グループで原則毎週１回集まり、セミナーを
実施しお互いの研究内容を報告する機会を設けた。１名は K3曲面に symplectic に作用する位数３
の自己同型の分類を完成させ論文もほぼ完成している。他の３名はエンリケス曲面に作用する有限自
己同型の分類問題、del Pezzo 曲面のモジュライ空間の研究、Oda-Seshadri の generarized Jacobian
の結果の分析をそれぞれ取り組んでいる。　彼らの研究テーマの共通項として格子理論があげられ、
彼ら自身「学生プロジェクト」を提案している。これをサポートするために、格子理論と代数幾何の
世界的権威である V.V. Nikulin 教授（リバプール）を１１月に招聘し、講演を２回実施するととも
に、Nikulin 教授と学生の研究結果に関する議論の場を設けたが、学生には良い励みと刺激の場となっ
た。また近年研究が進展している３次超曲面の周期理論に強い興味を持つ学生向けに、この方面で成
果をあげている若手研究者 R. Raza准教授（Ann Arbor) を２月に招聘し、講演、議論の場を設けて
いる。また３月初旬に多賀城で開かれる大学院生の発表の場も取り入れた研究集会にメンバー全員の
参加や、３月末にイタリアで実施されるスプリングスクールへの参加を促すなど、意識的に研究交流
を促すように試みている。



塩田昌弘

１）執筆論文・著書等

1 Clarke subgradients of stratifiable functions, SIAM J. Optimization,18(2007), 556–572, with J.
Bolte, A. Daniilidis, A. Lewis.

2 Non-smooth points set of fibres of a semilagebraic mapping, J. Math. Soc. Japan, 59(2007),
953-969, with S. Koike.

２）講演等

1 イタリア、ピザ大学で Semialgebraic singurlarity theory という題で講演をした。

2 フランス、レンヌ大学で同じ題で講演をした。

３）研究内容

１。モデル理論で 0-mnimal という概念が考えられている.ユークリド空間の中の集合の族とその集合
間の写像の族である公理を満たしているものである.その公理の有限性が集合と写像の位相的叉解析
的な色々な性質を導きだす.0-minimal の関数環は多項式関数環と比べて複雑で,代数的に 0-minimal
の構造を調べるのは困難であった.しかし位相的には代数的集合を考えるのと同じ結果が 0-minimal
構造でも得られると思われる. そこで幾何学的な意味の特異点の解消ができることを証明しようとし
ている.しかし,まだ完了していない.

２。M. Artinの定理に局所的なナッシュ関係式（代数的関係式）の解析的写像解はナッシュ写像解で
近似できるというのがある.これを大域的な場合に拡張したい.すでにM. Costと J. Ruizとでコンパ
クトなナッシュ多様体上では証明した.そこでノンコンパクトの場合を考えた.まず代数的関係式の連
続的写像解は準代数的写像解で近似できることを証明しようとしている.

４）教育関係

　２００７年度９月から大学院対象の実代数幾何学に関する講義を行った。実代数幾何学は私の専門
でその基礎を説明した。

５）外国人招聘２００ 6年度９月イスラエルのHaifa大学のPeterzilを科研費でよんで局所順序構造
の共同研究をした。



庄司俊明

1) 執筆論文・著書

1. (with J. Hu) Schur-Weyl reciprocity between quantum groups and Hecke algebras of type
G(p, p, n). J. Algebra 298 (2006) 215–237.

2. Lusztig’s conjecture for finite special linear groups. Representation Theory, an electronic J.
of AMS 10 (2006) 164–222.

3. Generalized Green functions and unipotent classes for finite reductive groups, I. Nagoya Math.
J. 184 (2006) 155 – 198.

4. Symmetric space associated to special linear groups. Proceedings of the conference on groups
and Lie algebras. Sophia Univ. Lecture series on mathematics, 46(2006) 119–137.

5. A variant of the induction theorem for Springer representations. J. of Algebra 311 (2007),
130–146.

6. Generalized Green functions and unipotent classes for finite reductive groups, II. Nagoya
Math. J. 188 (2007), 133 – 170.

7. (with K. Wada) Cyclotomic q-Schur algebras associated to the Ariki-Koike algebra. Preprint,
2007.

8. (with K. Wada) Product formulas for the cyclotomic v-Schur algebra and for the canonical
bases of the Fock space. Preprint, 2007.

9. Lusztig’s conjecture for finite classical groups with even characteristic. Preprint, 2007.

10. Lusztig’s conjecture for finite classical groups of characteristic 2. Oberwolfach reports, Preprint
2007.

11. On cyclotomic q-Schur algebras associated to the Ariki-Koike algebra. 第 10回代数群と量子
群の表現論研究集会報告集 (2007), 163 – 187.

12. 有限群の表現, 数学セミナー 2008年 2月号 (特集 無限次元と表現論)

2) 講演

1. A variant of the induction theorem for Springer representations 「表現論とその周辺」研究集
会, 大阪大学 2006年 4月 22日

2. Representation theory of Ariki-Koike algebras, Tongji University Colloquium, Shanghai (China),
2006年 10月 16日

3. Springer representations of Weyl groups, East China Normal University Colloquium, Shanghai
(China), 2006年 10月 20日

4. Lusztig’s conjecture for finite classical groups of characteristic 2, Oberwolfach meeting on
Algebraic Groups, (Germany), 2007年 4月 24日



5. Cyclotomic q-Schur algebras associated to the Ariki-Koike algebra, GL07 Geometry and Lie
theory, Lehrer Conference, Canberra (Australia), 2007年 7月 5日

6. Lusztig’s conjecture for finite classical groups, (Lhasa, China), The 4th International Confer-
ence on Representation Theory, 2007年 7月 16日

7. Cyclotomic q-Schur algebras associated to the Ariki-Koike algebra. 2007 年 6月 2日 第 10回
代数群と量子群の表現論研究集会 (軽井沢)

8. 有限 Chevalley群の表現論と Lusztig予想. 2008年 1月 17日 筑波大談話会

3) 研究内容

研究内容は主に 2つに分かれる。

I. 有限簡約群の表現論と Lusztig予想

Lusztigは指標層の理論を構築し、有限簡約群の既約指標を統一的に計算するアルゴリズムを予想の
形で提案した。 Lusztig予想は指標層の特性関数の既約指標への分解を (スカラー倍を除いて)明示的
に与える。 一方, 指標層の理論により指標層の特性関数は原理的に計算可能である。 ここで原理的
と言う意味はここにもスカラー倍の不定性が現れるからである。 Lusztig予想が示されたとして、さ
らにこの 2種類のスカラーが完全に決定されると既約指標を計算するアルゴリズムが完成する。

著者の以前の結果により連結簡約群 Gの中心が連結な場合にはLusztig予想が示されていた。中心が
非連結な群の典型的な (そして多分最も面倒な)例は G が特殊線形群 SLn の場合である。2006年の
論文 [Lusztig’s conjecture for finite special linear groups. Repr.Theory 10 (2006) 164–222] でこの
場合の Lusztig予想を証明した。またこの場合、Lusztig予想に現れるスカラーも決定できた。もうひ
とつのスカラーを決定する問題は、連結簡約群の巾単共役類の有限簡約群への制限の中に、良い性質
を持った代表元を見つける問題に帰着する。 2006年と 2007年の論文 [Generalized Green functions
and unipotent classes for finite reductive groups, I, II. Nagoya Math. J. 184 (2006), 155 – 198, 188
(2007), 133 – 170] で (Spin群を除く)古典群に対してこの問題を解決した。Lusztig予想に現れるス
カラーの問題に戻ると、標数が奇数の古典群の場合にWaldspurgerによりこのスカラーは決定されて
いる。そこでの手法はもともと著者による部分的解決を大幅に拡張したものだが、標数が 2の場合に
は適用できない。これについては 10年来模索を続けていたが、今年度の研究で有限対称空間の理論
を援用することにより標数 2の斜交群に対して、このスカラーを決定することに成功した [Lusztig’s
conjecture for finite classical groups with even characteristic. Preprint]。その証明には、上記 I、II
で構成した標数 2の斜交群の良い性質を持つ巾単元の存在が有効に使われる。

II. Ariki-Koike 代数とそれに付随する cyclotomic q-Schur 代数の表現論

Ariki-Koike代数 Hは B型のWeyl群の拡張である馥素鏡映群に付随したHecke環であり、cycltomic
q-Schur 代数 S はある種のH加群の自己準同型版として定義される。これらの代数の modular表現
を調べること、特に既約表現に関する分解定数を決定する問題は有限代数群や量子群の表現論とも関
連して、多くの研究者の関心を集めている。

2005年の元学生との共著論文 [Modified Ariki-Koike algebras and cyclotomic q-Schur algebras, (with
N. Sawada). Math. Z. 249, (2005) 829–867] で著者の以前に構成した Ariki-Kokie代数とある種の
量子群との間の Schur-Weyl duality に基づいて S の部分代数 S0 とその商代数 S̄0 を構成し S̄0 が



cellular代数と呼ばれる良い基底を持った代数になっていることを示した。 さらに cellular代数の理
論を利用して S, S0, S̄0 の分解定数の間に密接な関係の成立することを証明した。 2006年からの大
学院生、和田との共同研究で、上記の結果を拡張しある整数の組 p = (r1, . . . , rg) に対して S の部分
代数 Sp とその商代数 S̄p を構成し、上記と同様の性質が成立することを示した [Cyclotomic q-Schur
algebras associated to the Ariki-Koike algebra. (With K. Wada) Preprint，2007 ]。 p = (1, . . . , 1)
の特別な場合に Sp = S0, S̄p = S̄0 となっている。さらに S̄p が単純な構造を持っていることを利
用し、S̄p,Sp,S の分解定数を比較することにより、S のある種の分解定数が，より小さいタイプの
cyclotomic q-Schur algebra 達の分解定数の積として表されること (product formula) を証明した。

Yvonne により cyclotomic q-Schur代数の分解定数は Uglovの導入した高階 Fock空間の canonical
basis と standarad basis の間の遷移行列の係数から得られることが予想されている。 この予想が正
しいとすれば、上記の product formula も Fock空間でしかるべき対応物を持つはずである。実際、
Fock空間における 2つの基底の遷移行列の係数に関して同様の product formula の成立することが
証明できた [Product formulas for the cyclotomic v-Schur algebra and for the canonical bases of the
Fock space. (With K. Wada) Preprint, 2007]。この証明は計算は面倒であるが，非常に自然な議論
であり，何故 product formula が成立するかという疑問に対する説得力のある理由を与えている．

4) 教育関係

2007年度は D1 の学生である和田君の指導を行った。 2006年、M2 の時に彼の修士論文の指導をし
た。修論のテーマは、 cyclotomic q-Schur algebra の表現論である。博士課程では修論のテーマをさ
らに追求し、上記の研究内容の項で説明したように、私との共同研究を行っている。修論で得られた
ことを整理し拡大して発表したのが、上記に述べた 1番目の共著論文である (投稿中)。また修士論文
ではまだ中途だった Jantzen filtration から得られる分解定数の v類似に対する product formula の
話はその後完成し、彼の単著論文 [On decomposition numbers with Jantzen filtration of cyclotomic
q-Schur algebra. Preprint, 2007] として現在投稿中である。この結果を解釈するために、Yvonne予
想を通じて Fock空間での product formula について考察し、得られた結果が上記の 2番目の共著論
文となった (これも投稿中)。以上あわせて 3編の論文が投稿中である。一方、彼は 1番目の共著論文
の結果をより一般的な設定で構成しなおし、最近新たな定理を得ている。 この結果については現在
論文を準備中である。

発表については、6月に国際会議「Algebraic Analysis and Around in honor of Professor Masaki
Kashiwara」でポスターセッションを行った。また、数理解析研究所の表現論の研究集会で、講演を
行った。

5) 学生プロジェクト

米澤、飯島、和田の 3名の学生からなる、学生プロジェクト「Representation theory and categori-
fication」 の相談役を務めた。その内容については、学生プロジェクトの報告に書く。

6) その他の研究活動

外国人招聘

B. Leclerc, M. Geck, C. Curtis を短期に招聘した。また、 Z. Lin, A. Premet を (国内の滞在先から
名古屋に)招聘した。



浪川幸彦

公表論文

1. 数学という学問から問う数学教育のあり方－子供の発達を見据えた新しい系統性に基づくカリ
キュラムの提言－，「世界をひらく数学的リテラシー」，明石書店，2007年 1月，188-205

2. 村上隆，三宅正武，藤村宣之，浪川幸彦，鈴木浩志，鈴木紀明，田栗正 章，内田照久，マーク
シート形式と記述形式による数学の「学力」，大学入試 研究ジャーナル，17（2007年 3月），
175-182

3. 村上隆，三宅正武，藤村宣之，浪川幸彦，鈴木浩志，鈴木紀明，田栗正章， 内田照久，安野史
子，数学の大学入試センター試験と個別試験の関係に関する 実証的研究（２），大学入試研究
ジャーナル（2008年 3月出版予定）

4. 数学のあゆみ（下）スティルウェル著（翻訳）監訳・共訳　朝倉書店 （2008出版予定）

２）講演

1. 言葉としての数学　愛知教育大学数学教育学会　 2006/12/09

2. （鳥井朋子氏と共同発表）大学におけるカリキュラム改革のための 支援ツール開発　高等教育
学会全国大会 2007/5/27

3. （発表者：村上隆）数学の大学入試センター試験と個別試験の関係 に関する実証的研究（２）
　全国大学入学者選抜研究連絡協議会第 2回大会 2007/5/31

4. （発表者：浪川）大学入試数学試験におけるマークシート形式と記 述形式の実証的比較研究　
第 40 回数学教育論文発表会 2007/11/4

5. 数学における高校と大学の連続・転換－数学教育の視点から－　 「大学における学びの転換」
東北大学特色GPシンポジウム 2007/11/9

6. 高等学校数学教育はどう変わらなければならないのか？－学習指導 要領改訂の方向－　数学教
育の会 2008/1/12　

３）研究内容

数学教育に関し，次のようなテーマで研究を行ってきた

・大学数学基礎教育に関する研究　日本学術会議数研連数学教育小委員会の活 動として，各大学で
の入学生の学力の把握，学力不足学生への援助，カリキュ ラム等の改変などに向けての取り組みの
調査を行った。科学研究費の援助を得 た。・大学入学試験改善の目的で，マークシート形式と記述形
式でどのような学力 が測られるのかについて名古屋大学学生をモニターとして実験的な調査を行 い，
従来言われていたことを実証でき，新たな知見をも得た。また現在入学試 験成績等との比較を行い
つつある（文部科学省委託研究及び科学研究費）。・大学教育カリキュラム編成のためのマニュアル作



成に協力した。・「日本の科学リテラシー像作成」プロジェクト（学術振興調整費による）に 数理科学
専門部会主査として参加し，報告の執筆・取りまとめに当たった。・中央教育審議会算数・数学専門
部会委員として，次期学習指導要領改訂に携 わっている。

４）教育関係

講義の他は大学院修士課程学生指導及び学部卒業研究に携わったのみであ る。なお 2006年から「名
古屋大学数学教育セミナー」を組織し，現職高校教 員，教職希望大学院生・学部生が数学及び数学
教育について共に学ぶ場を設け て活動してきた。昨年後半からは大学院教育 GPからも財政的支援
を受けてい る。ここでの話題のかなりの部分が上記の研究活動に関するものである。

学生プロジェクト

５）関わっていない。



納谷　信

１）執筆論文・著書等

1. (井関裕靖氏、近藤剛史氏と共著), A fixed-point theorem for discrete-group actions on Hadamard
spaces, 数理解析研究所講究録 1492「一般・幾何学的トポロジーと幾何学的群論」, 56 – 64.

2. (井関裕靖氏と共著), 調和写像による超剛性定理および固定点定理へのアプローチ, 数学 158
(2006), 239 - 262, 岩波書店.

3. (井関裕靖氏、近藤剛史氏と共著), Fixed-point property of random groups, preprint.

4. Fixed-point property of random groups (with H. Izeki, T. Kondo), submitted.

5. Quaternionic CR geometry (with H. Kamada), preprint.

２）講演等

1. 離散群論と作用素環論,
２００７年１月９日ー１１日, 京都大学数理解析研究所,
ボホナー技法と超剛性・固定点定理

2. 福岡大学微分幾何研究集会,
２００７年２月１日ー２月４日, 福岡大学セミナーハウス,
群の表示から定まるグラフ達の第１固有値について.

3. 第２回日中友好幾何学研究集会,
２００６年１２月１５日ー２１日, 雲南師範大学, 昆明, 中国.
Superrigidity and fixed-point property of discrete groups via harmonic maps.

4. Fixed-point property of discrete groups via harmonic maps,
International Conference “Variational Problems in Geometry”,
２００７年９月 18日ー２０日, 仙台.

5. 離散群の固定点性質と多面体のRN への埋め込み,
金沢大学談話会, ２００８年３月６日, 金沢大学.

３）研究内容

組合せ調和写像の超剛性、固定点定理への応用の研究を行った。２００５年度は、公表論文H. Izeki,S.
Nayatani : Combinatorial harmonic maps and discrete-group actions on Hadamard spaces, Geome-
triae Dedicata 114 (2005), 147-188 の結果を、定義空間が単体複体とは限らない、より一般の離散空
間 (群作用およびウェイト付き) である場合に一般化した。これにより、離散群にその表示から定まる
ウェイトを定めた離散空間に対して固定点定理を定式化することが可能になった。このことの応用と
して、(Żukの意味での)ランダム群があるクラスのCAT(0)空間のすべてに対して固定点性質を持つ
ことが証明できた。ここで、あるクラスとは、上記公表論文において導入した不変量 δ ∈ [0, 1]が上



から δ0 < 1/2で押さえられた CAT(0)空間全体のなすものである。上記の結果は、Żukによる、ラ
ンダム群がKazhdanの性質 (T)をもつ (これはHilbert空間に対して固定点性質をもつことと同値で
ある)という結果の一般化である。

また、スケール超極限のもとで閉じている CAT(0)空間のクラスに対して固定点定理を定式化した。
その主張に、離散空間とそのような CAT(0)空間のクラスの組に対して定義される定数が現れるが、
この定数は、クラスとして Hilbert空間の全体をとった場合には Kazhdan定数と一致し、Kazhdan
定数の一般化と考えられるものである。

２００６年度は、グラフモデルにおけるランダム群がKazhdanの性質 (T)を持つという事実（Gromov
による）の Silbermanによる証明を詳細に検討し、この結果を一般化して同じモデルにおけるランダ
ム群があるクラスに属するCAT(0)空間のすべてに対して固定点性質をもつという結果を得た。ここ
で、あるクラスとは、不変量 δ ∈ [0, 1]が上から δ0 < 1で押さえられたCAT(0)空間全体のなすもの
である。

また、CAT(0)空間の不変量 δと関係した不変量 ε̃ （正確には一様測度に限定したもの）が、その歪
み係数（ユークリッド空間にできる限り等長的に近くなるように埋め込んだときの等長写像からのず
れをはかる不変量）によって上から評価できることを明らかにした。とくに、ある系列の Ã2型ユー
クリッド的ビルディングの接錐の歪み係数を上から評価することにより、それらの ε̃が上から一様に
3/4で押さえられていることを示した。このことから、グラフモデルにおけるランダム群が、この系
列に属するすべてのビルディングに対して固定点性質をもつことを示すことができた。

２００７年度は、Ãn型ユークリッド的ビルディングの接錐の歪み係数を上から評価する問題に取り
組んだ。nをとめるごとに、歪み係数の一様な評価を得ることができたが、応用上は nにもよらない
評価を得ることが望まれ、現在その方向で研究を進めている。

４）教育関係

２００６年より、博士後期課程院生の豊田哲氏のアドバイザーをつとめ、正のイソトロピック曲率を
もつリーマン多様体、CAT(0)空間の不変量について研究指導を行った。

２００６年度から、金井雅彦教授とともに、幾何学的群論勉強会、Rigidity Seminar を主催するとと
もに、下記の研究集会を開催した。

Mini-workshop “Geometry on Groups”, ２００６年７月３日ー７日, 札幌. Rigidity School, Nagoya
2006, ２００６年９月２５日ー２９日, 名古屋大学. Rigidity School, Fukuoka 2007, ２００７年６月
１８日ー２２日, 福岡大学セミナーハウス.

５）学生プロジェクトにどうかかわったか

２００６年度は「極小部分多様体論がかかわる幾何の問題の研究」（代表：川上裕）、

２００７年度は「Geometric Structures associated with Differential Equations」（代表：野田尚広）
の相談役を務めた。

２００７年度は、専攻主任として学生プロジェクトの審査に携わった。



藤原一宏

1). 発表論文

1. Fujiwara,K., Kato, F., Rigid geometry and applications, in Moduli spaces and Arithmetic
Geometry, Advanced Studies in Pure Math., vol. 45, (2006), 61 pages

2. Fujiwara, K., Galois deformations and arithmetic geometry of Shimura varieties, Proceedings
of the International Congress of Mathematicians Madrid 2006, vol. 2, European Mathematical
Society (2006), 347-371

2). 講演など

国際研究集会での招待講演

2006年度

1. Fujiwara, K., Problems around Hecke algebras for GL(2), Arithmetic Algebraic Geometry,
Kyoto University (Kyoto, Japan), September 11-15, 2006

2. Fujiwara, K., Galois deformations and arithmetic geometry of Shimura varieties, International
Congress of Mathematicians, (Madrid, Spain), August 22-30, 2006

2007年度

1. Fujiwara, K., Iwasawa theory and non-abelian class field theory,
CIRM (Luminy, France), June 11-15, 2007

2. Fujiwara, K., Iwasawa theory and non-abelian class field theory,
MFO (Oberwolfach, Germany), June 18-22, 2007

3. Fujiwara, K., Galois deformations and algebraic number theory, Algebraic and Arithmetic
Structures of Moduli Spaces,
Hokkaido University, 2007-09-03 (Mon) - 2007-09-07

4. Fujiwara, K., p-adic gauge theory in number theory, Of ramification and vanishing cycles,
University of Tokyo, September 10-14, 2007

レクチャーシップ

2007年度
Galois representations and Arithmetic geometry of Shimura varieties, George Kempf Lecture,
Johns Hopkins university, April 4, 2007



客員教授
2008年２月から５月まで
コロンビア大学客員教授

3). 研究内容

以前から続けている数論幾何学と非可換類体論の研究を発展させている。数論 幾何学では特に加藤
文元氏（京都大学）と共同で行っているリジッド幾何学の 基礎付けの仕事を書籍としてまとめつつあ
り、「Foundations of rigid geometry」（仮題）として発表する予定である。Rigid geometry の手法は
motivic integration における jet space の使用に対比されるものであり、 確実な基礎付けの下、様々
な応用が期待される。また、非可換類体論の代数的 整数論への応用も進展しつつあり、総実代数体
の CM 二次拡大の相対類数の indivisibility や Leopoldt 予想など、古典的な問題との関連を追及中
であ る。非可換類体論における貢献については国際的に評価を受けており、４年に一度 開かれる国
際数学者会議で招待講演を行った (2006 年)。

4). 2005 年度 9 月以降, ３名の博士後期課程学生の博士論文アドバイザーと なっている. うち一名は
2007 年度より学術振興会の DC2 研究員に選ばれて いる.

5). 継続プロジェクト以降の学生プロジェクトには関わっていない.



洞　彰人

１）執筆論文・著書等

– A. Hora, N. Obata, Asymptotic spectral analysis of growing regular graphs.Trans. Amer. Math.
Soc. 360 (2008), no. 2, 899–923.

– A. Hora, N. Obata, Quantum probability and spectral analysis of graphs.Theoretical and Math-
ematical Physics. Springer, Berlin, 2007. xviii+371 pp.

– A. Hora, T. Hirai, E. Hirai, Limits of characters of wreath products Sn (T ) of a compact group
Twith the symmetric groups and characters of S ∞ (T ), II. From a viewpoint of probability theory,
submitted.

– T. Hirai, E. Hirai, A. Hora, Limits of characters of wreath products Sn (T ) of a compact group
Twith the symmetric groups and characters of S ∞ (T ), I, submitted.

２）講演等

– A. Hora, A strong LLN for some Young diagram ensembles,KOSEF-JSPS Joint Workshop on
Infinite Dimensional Analysis and Quantum Probability, Chungbuk National University, DEC 3,
2007.

– A. Hora, Realization of Vershik 窶適 erov 窶冱 type for finite factorial representations of infi-
nite wreath productgroups, Seminarium: Dyskretna analiza harmoniczna, Uniwersytet Wroclawski,
JUN 6, 2007.

– 洞 彰人, スペクトル解析の観点から見たヤング図形のプランシェレル集団のガウスゆらぎについて,
大域解析セミナー, 名古屋大学多元数理, 2007年６月.

– A. Hora, Group characters, random Young diagrams, and some limit theorems, 数論と確率論,数
理解析研究所 2007年 10月.

３）研究内容

尾畑伸明氏と共同で、量子確率論とグラフのスペクトル解析に関する研究を今年度も進めた。今年度
発表した論文と著書には、ここ数年の共同研究の成果がよく反映されている。また、平井武氏、平井
悦子氏と共同で、コンパクト群の無限対称群との環積の因子表現・指標と対称群の漸近理論との関わ
りを軸にした研究を行った。今年度、これについての２編の論文を投稿中である。これらの研究には、
研究代表者をつとめる科学研究費基盤研究Bの経費を有効に活用した。また、同経費により、新々気
鋭のフランス人数学者である Benoit Collins氏を招聘した。それにあわせ、日本人の若手研究者も招
いて行列積分に関する研究会を催した。９月には、学術振興会の二国間交流事業の枠組で、無限次元
調和解析に関するドイツとのセミナーを日本側代表者として主宰した。



４）教育関係

４月から６月にわたる約２ヶ月の間、客員教授としてポーランドのヴロツワフ大学に滞在し、対称群
の漸近理論にまつわる話題を講義した。そのため、今年度は卒業研究や少人数クラスは担当せず、数
理科学展望、確率論、応用数理の講義を行った。後期課程の学生指導はしていない。

５）学生プロジェクトにどうかかわったか

かかわっていない。



松本耕二

１）執筆論文・著書等

1. K. Matsumoto, Analytic properties of multiple zeta-functions in several variables, in “Number
Theory: Tradition and Modernization”, Dev. Math. vol.15, W. Zhang and Y. Tanigawa
(eds.), Springer, 2006, pp.153-173.

2. K. Matsumoto and A. Sankaranarayanan, On the mean square of standard L-functions at-
tached to Ikeda lifts, Math. Z. 253 (2006), 607-622.

3. K. Matsumoto and H. Tsumura, Generalized multiple Dirichlet series and generalized multiple
polylogarithms, Acta Arith. 124 (2006), 139-158.

4. K. Matsumoto and H. Tsumura, On Witten multiple zeta-functions associated with semisim-
ple Lie algebras I, Ann. Inst. Fourier 56 (2006), 1457-1504.

5. A. Laurinčikas and K. Matsumoto, Joint value-distribution theorems on Lerch zeta-functions
II, Liet. Mat. Rink. 46 (2006), 332-350.

6. K. Matsumoto, An introduction to the value-distribution theory of zeta-functions, Šiauliai
Math. Sem. 1(9) (2006), 61-83.

7. K. Matsumoto, On the speed of convergence to limit distributions for Hecke L-functions
associated with ideal class characters, Analysis 26 (2006), 313-321,

8. (with Y.Komori, H.Tsumura) Zeta-functions of root systems, in ”The Conference on L-
Functions”, L.Weng and M.kaneko (eds.), World Scientific, 2007, 115-140.

9. 多重ゼータ関数の解析的理論とその応用, 数学 59 (2007), 24-45.

10. (with S.Egami) Convolutions of the von Mangoldt function and related Dirichlet series, in
”Number Theory: Sailing on the Sea of Number Tehory”, S.Kanemitsu and J.Liu (eds.),
World Scientific, 2007, 1-23.

11. (with A.Laurincikas) Joint value-distribution theorems on Lerch zeta-functions III, in ””An-
alytic and Probabilistic Methods in Number Theory”, A.Laurincikas and E.Manstavicius
(eds.), TEV, 2007, 87-98.

12. On the speed of convergence to limit distributions for Dedekind zeta-functions of non-Galois
number fields, in ”Probability and Number Theory — Kanazawa 2005”, S.Akiyama et al.
(eds.), Math. Soc. Japan, 2007, 199-218.

13. (with Y.Ichihara) On the Siegel-Tatuzawa theorem for a class of L-functions, Kyushu J. Math.,
to appear.

14. (with H.Tsumura) A new method of producing functional relations among multiple zeta-
functions, Quart. J. Math. (Oxford), to appear.

15. (with T.Nakamura, H.Ochiai, H.Tsumura) On value-relations, functional relations and singu-
larities of Mordell-Tornheim and related triple zeta-functions, Acta Arith., to appear.



16. (with T.Nakamura, H.Tsumura) Functional relations and special values of Mordell-Tornheim
triple zeta and L-functions, Proc. Amer. Math. Soc., to appear.

17. (with Y.Komori, H.Tsumura) Zeta and L-functions and Bernoulli polynomials of root systems,
preprint.

18. (with Y.Komori, H.Tsumura) On Witten multiple zeta-functions associated with semisimple
Lie algebras II, preprint.

19. (with Y.Komori, H.Tsumura) On Witten multiple zeta-functions associated with semisimple
Lie algebras III, preprint.

20. (with Y.Komori, H.Tsumura) On multiple Bernoulli polynomials and multiple L-functions of
root systems, preprint.

21. (with R.Garunkstis, A.Laurincikas, J.Steuding, R.Steuding) Effective uniform approximation
by the Riemann zeta-function, preprint.

２）講演等

1. Dirichlet L関数, Hurwitz ゼータ関数の巾乗平均値の漸近展開公式について, 東京工業大学談
話会 (2006.6.21)

2. Zeta-functions of root systems and Dynkin diagrams, 解析的整数論研究集会, 京大数理研
(2006.10.11)

3. The Riesz mean of the convolution product of von Mangoldt functions and the related zeta-
functions, The 4th China-Japan Conference on Number Theory, Shandong University Aca-
demic Center, Weihai, China (2006.9.3)

4. Mean values of standard L-functions attached to Ikeda lifts, Academia Sinica, Beijing, China
(2006.9.7)

5. Convolutions of von Mangoldt functions and related zeta-functions, The 4th Intern. Conf.
on Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory, Palanga, Lithuania (2006.9.25)

6. Convolutions of von Mangoldt functions and related zeta-functions, Univ. Lille 1, Lille, France
(2006.11.16)

7. Mean square values of standard L-functions attached to Ikeda lifts, Univ. Bordeaux 1, Bor-
deaux, France (2006.11.17)

8. Recursive relations among zeta-functions of root systems and Dynkin diagrams, French-
Japanese Workshop on Zeta-Functions, Univ. Caen, Caen, France (2006.11.30)

9. Zeta-functions of root systems and their functional relations I (5 月 29 日), II (5 月 31 日),
数論セミナー, 山東大学, 中国

10. 代数体のゼータ関数の値分布について (6 月 21 日), 代数セミナー, 東北大学

11. (小森靖, 津村博文と共同) ルート系の多重ベルヌーイ多項式と多重 L 関数について (10 月 19
日), 研究集会「解析的整数論とその周辺」, 京大数理研



12. On the value-distribution of Dedekind zeta-functions (11 月 12 日), 調和解析ワークショップ,
Lille 第一大学, フランス

13. On Mordell-Tornheim triple series, Dirichlet 級数研究集会, Lille 第一大学, フランス

３）研究内容

研究内容は多重ゼータ関数, 値分布論, 平均値定理に大別される。多重ゼータ関数においては, 半単
純 Lie 環に付随する Witten のゼータ関数を多変数化したルート系のゼータ関数, L 関数を導入し,
Melli-Barnes 積分の方法によってそれらの族の中に帰納的構造が存在することを発見し, さらにその
構造を Dynkin 図形の言葉で解明した。また対応する Weyl 群の対称性に基づいて, それらの間に成
り立つ多くの新しい関数関係式を発見した。さらに古典的な Bernoulli 多項式の一般化としてルート
系に付随する Bernoulli 多項式を定義し, その基本的な性質を証明し, Witten の volume 公式の一般
化をルート系の Bernoulli 多項式の言葉で与えた。値分布論においては, 今まで凸の Euler 積を持つ
ゼータ関数に対してしか得られていなかった, Bohr-Jessen 型の極限定理の収束の速さの評価を, 非凸
Euler 積を持つ非 Galois 代数体の Dedekind ゼータ関数や Hecke の L 関数に対して導出することに
成功した。また値分布に関する高次元の稠密性定理から弱い形の普遍性定理の定量的精密化を導く新
しい道筋を発見した。平均値理論においては, 池田リフトの像となっているような Siegel モジュラー
形式のスタンダード L 関数の二乗平均値をとり上げ, 池田理論による L 関数の分解を利用すること
で, 二乗平均値の上下からの精密な評価が得られることを証明した。

４）教育関係

指導した後期課程の学生は浅野雅博 (2007 年 3 月に学位取得), 中村隆 (2007 年 6 月に学位取得), お
よび現在在学中の南出真, 佐々木義卓, 塩見大輔, 五十嵐正弘である。南出は D2 であるが, 学振研究
員 DC 2 に内定しており, 現在までに 4 編の論文を書いた。1 編は Illinois J. Math. に accept され,
他も投稿中。同じく D2 の佐々木も論文 1 編が既に Lithuanian Math. J. に印刷出版され, 他に 2 編
を投稿中。塩見はD1 であるが 1 編が Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg に accept されている。な
お中村が書いた論文のうち 2 編は私も共著者の中に入っている。私が研究している多重ゼータ関数
の関数関係式の理論に, 中村も独自の観点から貢献しており, 研究のある部分が交錯した結果である。
また佐々木の研究も私自身の研究と関わりが深く, 彼のプレプリントのうちのひとつは私の以前の一
論文で今後の課題としていた, 二重ガンマ関数の漸近式に関するある問題の解答を与えたものである。

５）学生プロジェクトにどうかかわったか

塩見大輔を中心とする学生プロジェクトに対しては, そのメンバーに解析数論セミナーで喋ってもらっ
たり, 論文の添削指導を行なった。



三宅正武

１）執筆論文・著書等（今年度のもので結構です。発表予定、プレプリンとを含む）

1. M. Miyake and K. Ichinobe, Decompposition of the Cauchy problem fora quasi homogeneous
partial differential operator with constant coefficients, Journal of Diff. Eq. に投稿中（２００
６年３月）

2. 数学の大学入試センター試験と個別学力試験の関係に関する実証的研究（２）、平成１９年３
月（平成１８年度文部省先導的大学改革推進委託事業の報告書、第４分冊）、藤村宣之、村上
隆，浪川幸彦他と共同執筆

3. M. Miyake and K. Ichinobe, Irregularity for singular system of ordinary differential equations
in complex domain, Funkcialaj Ekvacioj に投稿（２００７年１２月）

２）講演等

1. １０月２３日　金沢大学、微分方程式の解の解析性とその周辺

Sutudy on analytic theory of ordinary and partial differential equations, and their relations
　

３）研究内容

１．擬斉次型定数係数偏微分作用素に対する初期値問題の解が作用素の分解に対応して分解されるこ
とを明らかにした。即ち、解の分解公式を明確な形で与えた。この研究結果は市延邦夫との共同研究
で、２００６年３月に Journal of Differential Equations に投稿した。

２．複素領域において、ポアンカレ・ランクが一般な不確定特異点型常微分方程式系の解の特異性、す
なわち、特異点における解の指数関数的増大位数の特徴づけを、幾つかの同値条件で与えた。この研
究は、１９８０年代に欧・日の何人かの研究者によって得られた方程式系に対する確定特異点の特徴
づけの結果を、不確定特異点を含む一般の場合にまで拡張・精密化したものである。この研究は市延
邦夫との共同研究で、論文は２００７年１２に微分方程式の専門誌 Funkcialaj Ekvacioj に投稿した。

３．原点の孤立特異点を持つ一般の線形常微分方程式系の標準形への変形問題を、２．での考察を発
展させることにより、有理関数体など、各種の関数クラスでの標準形の分類を研究し、おおよその目
処がついてきた。

４）教育関係

私が指導する後期課程の学生はいないが、大学院人間情報学研究科後期課程を満了退学した学生（高
等学校数学教師）から研究指導を依頼され、２００７年度から毎週ボランティアでセミナー指導をし
ている。

５）学生プロジェクトにどうかかわったか

なし



REPORT OF 2007

LARS HESSELHOLT

Lars Hesselholt

In the preceeding year, the papers [7, 8] were published in Nagoya Math. J. and
Journal of Topology, respectively. In addition, I began work on the paper [5] which
has subsequently been submitted for publication in the proceedings volume of the
Abel Symposium 2007 where I was a plenary speaker. The latter paper was also
presented in the Kempf Lectures at Johns Hopkins University. The main results of
the three papers are described below.

On the K-theory of the coordinate axes in the plane. This paper has been
published in the Nagoya Mathematical Journal. Suppose that k is a regular Fp-
algebra, and let A = k[x, y]/(xy) be the coordinate ring of the coordinate axes in
the affine k-plane. The K-groups of the ring A decompose as the direct sum

Kq(A) = Kq(k)⊕Kq(A, I)

of the K-groups of the ground ring k and the relative K-groups of A with respect
to the ideal I = (x, y). We show that there is a canonical isomorphism

Kq(A, I)
∼
←−

⊕

m>1

WmΩq−2m
k

where WmΩj
k is the group of big de Rham-Witt j-forms of k. The latter group,

which was introduced in joint work with Ib Madsen in [10], decomposes as a prod-

uct of the more familiar p-typical de Rham-Witt j-forms WsΩ
j
k of Bloch-Deligne-

Illusie [13] whose local description is well-known. We note that the result is quite
different from the corresponding result, for k a regular Q-algebra.

We briefly explain the proof. Let B = k[x] × k[y] be the normalization of the
ring A, and let K(A, B, I) be the bi-relative K-theory spectrum defined to be the
iterated mapping fiber of the following diagram of K-theory spectra:

K(A) //

��

K(A/I)

��

K(B) // K(B/I)

The assumption that the ring k be regular implies that the lower horizontal map
in this diagram is a weak equivalence. Therefore, the canonical map

K(A, B, I)→ K(A, I)

is a weak equivalence. We proved in the recent paper [4] that for every prime
number ` (including p), the cyclotomic trace map induces an isomorphism

Kq(A, B, I, Z/`v)
∼
−→ TCq(A, B, I ; `, Z/`v)

1



of the bi-relative algebraic K-groups with Z/`v-coefficients onto the bi-relative topo-
logical cyclic homology groups with Z/`v-coefficients, and it is the latter groups
that we evaluate. We first prove a formula that expresses the bi-relative topological
cyclic homology groups in terms of the RO(T)-graded equivariant homotopy groups

TRn
α(k; p) = [Sα ∧ (T/Cpn−1)+, T (k)]T

of the topological Hochschild T-spectrum T (k). To state the result, let λi be the
complex T-representation C(1)⊕· · ·⊕C(i). Then there is a canonical isomorphism

TCq(A, B, I ; p, Z/pv)
∼
−→

∏

lim
R

TRr
q−λ

pr−1d
(k; p, Z/pv)

where the product ranges over the positive integers d that are not divisible by p.
This result is valid, for every commutative ring k. Finally, in the case where k is
a regular Fp-algebra, the structure of the groups on the groups TRn

q−λ(k; p) was
determined earlier in [10].

The tower of K-theory of truncated polynomial algebras. This paper has
been published in the inaugural volume of the Journal of Topology. Suppose that
A is a regular noetherian Fp-algebra. We have earlier proved in joint work with Ib
Madsen [9, 10, 6] that there is a long-exact sequence

· · · →
⊕

i>0

Wi+1Ω
q−2i
A

Vm
−−→

⊕

i>0

Wm(i+1)Ω
q−2i
A

ε
−→ Kq+1(A[x]/(xm), (x)) → · · ·

which expresses the K-groups of the truncated polynomial algebra A[x]/(xm) rela-
tive to the ideal (x) in terms of the groups WrΩ

q
A of big de Rham-Witt forms. (We

remark that, if m is a power of p, then A[x]/(xm) is equal to the group algebra
A[Cm] of the cyclic group of order m with generator 1 + x.) In the present paper,
we evaluate the map of relative K-groups

f∗ : Kq+1(A[x]/(xm), (x)) → Kq+1(A[x]/(xn), (x))

induced by the canonical projection

f : A[x]/(xm)→ A[x]/(xn).

To state the result, we recall that the big de Rham-Witt groups WrΩ
q
A are modules

over the ring W(A) of big Witt vectors in A. In particular, the big de Rham-Witt
groups WrΩ

q
A are modules over W(Fp). A unit α of the total quotient ring of W(Fp)

determines a divisor div(α) on W(Fp) and, conversely, the unit α is determined, up
to multiplication by a unit of W(Fp), by the divisor div(α). The ring Wr(Fp) of
big Witt vectors of length r in Fp determines a divisor on W(Fp) that we denote
by div(Wr(Fp)). The main result is then that the canonical projection induces a
map of long-exact sequences

· · · //
⊕

Wi+1Ω
q−2i
A

Vm
//

��

⊕
Wm(i+1)Ω

q−2i
A

ε
//

��

Kq+1(A[x]/(xm), (x)) //

f∗

��

· · ·

· · · //
⊕

Wi+1Ω
q−2i
A

Vn
//
⊕

Wn(i+1)Ω
q−2i
A

ε
// Kq+1(A[x]/(xn), (x)) // · · ·

where the left-hand map is zero, and where the middle vertical map takes the ith
summand of the domain to the ith summand of the target by the composition

Wm(i+1)Ω
q−2i
A

res
// Wn(i+1)Ω

q−2i
A

mα
// Wn(i+1)Ω

q−2i
A



of the restriction map and the multiplication by an element α = αp(m, n, i) of
W(Fp) that is determined, up to a unit, by the effective divisor

div(α) =
∑

06h<i

(
div(Wm(h+1)(Fp))− div(Wn(h+1)(Fp))

)
.

If div(αp(m, n, i)) > div(Wn(i+1)(Fp)) then the map mα is zero. Analyzing the
divisor div(αp(m, n, i)), we show that for every regular noetherian Fp-algebra A
that is finitely generated as an algebra over the subring Ap ⊂ A of pth powers,
there exists an integer q0 > 1 such that

f∗ : Kq+1(A[x]/(xm), (x)) → Kq+1(A[x]/(xn), (x))

is zero, for all q > q0.
The main purpose of the paper [10] was to evaluate the Nil-groups of the ring

A[x]/(xm). The Nil-groups of a ring R are given by the relative K-groups

Nilq(R) = Kq+1(R[t], (t))

which measures the extent to which the functor Kq+1 fails to be homotopy invariant.
The groups Nilq(R) are zero, for regular rings R. However, in the paper [10], we
showed that for A a regular Fp-algebra, there is a long-exact sequence

· · · →
⊕

i>0

Wi+1Ω
q−2i

(A[t],(t))

Vm
−−→

⊕

i>0

Wm(i+1)Ω
q−2i

(A[t],(t))

ε
−→ Nilq(A[x]/(xm))→ · · ·

where WrΩ
q

(A[t],(t)) are the relative groups of big de Rham-Witt forms defined by

WrΩ
q

A[t] = WrΩ
q
A ⊕WrΩ

q

(A[t],(t)).

In particular, the groups Nilq(A[x]/(xm)) are infinitely generated abelian groups.
The results for the relative K-groups above imply analogous results for the Nil-
groups. For instance, if A is a regular noetherian Fp-algebra such that A is a
finitely generated Ap-algebra, there exists q0 = q0(m, n, p) such that the map

f∗ : Nilq(A[x]/(xm))→ Nilq(A[x]/(xn))

is zero, for all q > q0.

On the Whitehead spectrum of the circle. This paper has been submitted
for publication in the proceedings of the Abel Symposium 2007. Topological cyclic
homology was introduced by Bökstedt-Hsiang-Madsen [2] in the 1980’s with the
purpose of evaluating Waldhausen’s algebraic K-theory of spaces, and hence, the
homotopy type of the space of automorphisms of manifolds. The present paper, on
the one hand, surveys this program and, on the other hand, presents state-of-the-art
calculations.

In more detail, let M be a closed smooth manifold of dimension m > 5. The
stability theorem of Igusa [12] and a theorem of Weiss-Williams [16, Thm. A] show
that, for all integers q less than (m− 7)/3, there is a long-exact sequence

· · · → Hq+2(C2, τ>2 WhTop(M))→ πq(Homeo(M))→ πq(H̃omeo(M))→ · · ·

where the middle group is the qth homotopy group of the space of homeomorphisms
of M . In particular, the group π0(Homeo(M)) is the mapping class group of M . The
right-hand term is the qth homotopy group of the space of block homeomorphisms
of M and is the subject of surgery theory. The left-hand term is the (q + 2)th
homotopy group of the Borel quotient of the 2-connective cover of the topological



Whitehead spectrum of M by the canonical involution and is given by Waldhausen’s
algebraic K-theory of spaces [15, 14]. Suppose, in addition, that the manifold M
carries a Riemannian metric with sectional curvature satisfying K < 0 everywhere.
Then the left and right-hand terms simplify considerably. Indeed, by theorems of
Farrell and Jones [3, Rem. 1.10, Thm. 2.6], there are canonical isomorphisms

πq(H̃omeo(M))
∼
−→ πq(H̃oAut(M))

∼
←− πq(HoAut(M)),

where HoAut(M) and H̃oAut(M) are the spaces of self-homotopy equivalences and
block self-homotopy equivalences of M , respectively, and

⊕

γ

WhTop
q (S1)

∼
−→WhTop

q (M),

where the sum ranges over the set of closed geodesics in M . Hence, in order to
evaluate the groups πq(Homeo(M)), it remains to evaluate the groups

WhTop
q (S1) = πq(WhTop(S1))

together with the canonical involution. The groups WhTop
q (S1), in turn, can be ex-

pressed completely in terms of topological cyclic homology, and hence, the problem
to determine their structure is reduced to homotopy theoretical calculations of a
more classical nature. In the present paper, we prove the following explicit result:

(i) The groups WhTop
0 (S1) and WhTop

1 (S1) are zero.
(ii) There is a canonical isomorphism

WhTop
2 (S1)

∼
−→

⊕

r>1

⊕

j∈Zr2Z

Z/2Z.

(iii) There is a canonical surjection

WhTop
3 (S1) �

⊕

r>0

⊕

j∈Zr2Z

Z/2Z ⊕
⊕

r>1

⊕

j∈Zr2Z

Z/2Z.

The statement (i) was proved earlier by Anderson and Hsiang [1] by different meth-
ods. It was also known by work of Igusa [11] that the two groups in the statement (ii)
are abstractly isomorphic. The statement (iii) is new. We expect that the map in
the statement (iii) is an isomorphism.
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３-２　平成18年度　セミナー等一覧

種別 年月日 講演者 タイトル

1 力学系セミナー 2006年5月15日 伊藤敏和 (龍谷大学)
On the non-existence of a codimension one holomorphic foliation
transverse to a sphere

1 力学系セミナー 2006年10月23日 矢ケ崎一幸 (岐阜大学工学部)
近可積分多自由度 Hamilton 系の whiskered トーラスに対するヘテロクリニッ
ク軌道

1 力学系セミナー 2006年10月30日 伊藤敏和 (龍谷大学) Geometric conditions for the linearization of Siegel type vector fields

1 力学系セミナー 2006年11月13日 西山龍吉 (龍谷大学文学部) ファンデアポール型微分方程式の Duck 解の存在に関する超準解析的証明

1 名古屋統計セミナー 2006年5月17日 伊藤孝一 (南山大学名誉教授) Imprecise Probabilities に関する二三の話題

1 名古屋統計セミナー 2006年5月24日 池田思朗 (統計数理研究所) 確率伝搬法の情報幾何に基づく理解

1 名古屋大学教育セミナー 2006年6月17日 松本耕二 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)Riemann予想をめぐって

1 名古屋大学教育セミナー 2006年6月17日 清水美憲 (筑波大学) 国際比較を通して見る日本の数学科授業の特徴

1 無限次元解析セミナー 2006年5月18日 飛田武幸 (名城大学) Perspectives of white noise theory

1 無限次元解析セミナー 2006年6月8日 飛田武幸 (名城大学) Perspectives of white noise theory 2

1 無限次元解析セミナー 2006年7月21日 吉田伸生 (京都大学大学院理学研究科) ランダム媒質中のディレクティドポリマー

1 無限次元解析セミナー 2006年9月9日 M. Roeckner (Univ. Bielefeld and Purdue Univ.)
Elliptic and parabolic PDE for measures(1st.)
Ornstein-Uhlenbeck processes with jumps(2nd.)

1 無限次元解析セミナー 2006年12月1日 Remi Leandre (Bourgogne University) Deformation quantization in infinite simensional analysis

1 微分方程式セミナー 2006年4月13日 加藤　淳(名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
On the local well-posedness of the Cauchy problem for the Schrödinger
map

1 微分方程式セミナー 2006年5月11日 Hyungjin Huh (京都大学) Blow-up solutoins of modified Schrödinger maps

1 微分方程式セミナー 2006年6月22日 赤堀公史 (京都大学理学部) シュレディンガー-改良ブシネスク方程式の大域解について

1 微分方程式セミナー 2006年7月27日 瀬片純市 (福岡教育大学) 渦糸運動に関連する非線形分散型方程式の解の漸近挙動について

1 微分方程式セミナー 2006年10月26日 佐々木浩宣 (北海道大学)
Small data scattering for the Klein-Gordon equation with power
nonlinearity

1 微分方程式セミナー 2006年11月30日 菊池弘明 (京都大学) Klein-Gordon-Schrödinger 方程式系の定常状態の安定性について

1 微分方程式セミナー 2006年12月21日 町原秀二 (島根大学総合理工学部) Dirac-Klein-Gordon 方程式の初期値問題について

1 微分方程式セミナー 2007年1月22日 森本芳則 (京都大学大学院人間環境学研究科) 衝突核がnon-cut off な Boltzmann 方程式とその解の smoothness

1 微分方程式・代数幾何勉強会2006年7月27日 梅村　浩 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)微分Galois理論とgroupoid

1 微分方程式・代数幾何勉強会2006年10月12日 梅村　浩 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)Galois groupoid and I-form 2

1 微分方程式・代数幾何勉強会2006年10月26日 梅村　浩 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)Galois groupoid and I-form 3

1 微分方程式・代数幾何勉強会2006年11月2日 梅村　浩 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)Galois groupoid and I-form 4

1 特別講演 2007年2月5日-6日安田健彦 (京都大学数理解析研究所) 捻れたアークとモティヴィック積分の一般化

1 特別講演 2007年2月13日-14日戸田幸伸 (東京大学大学院数理科学研究科) Stability conditions and autoequivalences on cA-type singularities

1 談話会 2006年5月19日 伊藤秀一 (金沢大学理学部) 可積分系の剛性 -Birkhoff 標準化の視点から-

1 談話会 2006年6月6日 高木　泉 (東北大学大学院理学研究科)
非一様な環境下でのパターン形成
̶ ヒドラの移植実験のシミュレーションをめぐって

1 談話会 2006年6月12日 北山 忍 (ミシガン大学)
文化と自己
̶ 心理学からのアプローチ

1 談話会 2006年6月28日 甘利俊一 (理化学研究所脳科学総合研究センター)情報幾何とその応用

1 談話会 2006年6月30日 小野　孝 (ジョンズホプキンス大学, KIAS) ガウスの和とポアンカレの和

1 談話会 2006年7月12日 小木曽啓示 (慶応義塾大学経済学部)
Group of bimeromorphic automorphisms of a hyperkähler manifold  ̶ a
work inspired by C.T. McMullen

1 談話会 2006年10月4日 Juergen Herzog (University of Duisburg-Essen)Vertex Cover Algebras

1 談話会 2006年10月11日 堤誉志雄 (京都大学理学部数学教室) ノイズ付きKｄV方程式に対する解の時間減衰現象について

1 談話会 2006年11月1日
尾形 わかは
(東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研
究科)

暗号理論における数学の役割

1 談話会 2007年1月24日 中島　啓 (京都大学理学研究科数学教室) K - 理論版の Donaldson 不変量

1 談話会 2007年2月28日 渡部敏明 (一橋大学経済研究所)
MCMC-Based Bayesian Analysis of Cox-Ingersoll-Ross Models of the Term
Structure of Interest Rates

1 大域解析セミナー 2006年4月19日 楯　辰哉 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)グラフ上のラプラシアン, I

1 大域解析セミナー 2006年5月24日 永尾太郎 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)量子グラフ入門

1 大域解析セミナー 2006年6月7日 楯　辰哉 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)有限グラフのゼータ関数

1 代数幾何学入門セミナー 2006年4月10日 藤野　修 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)グラスマン多様体入門

1 代数幾何学入門セミナー 2006年4月24日 伊藤由佳理 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)マッカイ対応入門

1 代数幾何学入門セミナー 2006年5月1日 藤原一宏 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)正多面体群とモジュラー曲線（after Felix Klein)

1 代数幾何学入門セミナー 2006年5月8日 金銅誠之 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
5 points on the projective line, Deligne-Mostow’s complex reflection
groups and K3

1 代数幾何学入門セミナー 2006年5月29日 吉田健一 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)Frobenius 射と特異点

1 代数幾何学入門セミナー 2006年6月12日 伊山　修 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)傾斜理論と三角圏

1 代数幾何学入門セミナー 2006年6月26日 Cristian Virdol (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)On zeta functions for quaternionic Shimura varieties

1 代数幾何学入門セミナー 2006年10月16日 浪川幸彦 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)モジュラス理論入門

1 代数幾何学入門セミナー 2006年12月8日 佐野　武 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)Fano多様体入門

1 代数幾何学入門セミナー 2007年1月15日 梅村　浩 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)一般微分ガロア理論入門

1 代数幾何学入門セミナー 2007年1月15日 齊藤　博 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)代数的サイクル入門：法錐、交叉理論、特異点

1 代数幾何学セミナー 2006年4月10日 植田一石(大阪大学理学部) Stokes Matrices for the Quantum Cohomologies of Grassmannians

1 代数幾何学セミナー 2006年4月24日 三鍋聡司 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)On Local Gromov-Witten invariants of Cubic surfaces

1 代数幾何学セミナー 2006年5月1日 岡田拓三 (京都大学数理解析研究所) Nonrational weighted hypersurfaces of dimension three

1 代数幾何学セミナー 2006年5月8日 有馬研一郎 (北海道大学)
Rational double points on supersingular K3 surfaces in characteristic
two

1 代数幾何学セミナー 2006年5月19日 高木寛通 (東京大学大学院数理科学研究科)
1/2(1,1,1)-特異点を持った種数 6 の Fano 3-fold の Brill-Noether 理論的特
徴づけに向けて

1 代数幾何学セミナー 2006年5月29日 廣門正行 (広島市立大学) Calabi-Yau threefolds as fiber products of quasi-elliptic surfaces

1 代数幾何学セミナー 2006年6月12日 高橋篤史 (京都大学数理解析研究所) Singularities, finite dimensional algebras and mirror symmetry

1 代数幾何学セミナー 2006年7月3日 Cristian Virdol (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
On the meromorphic continuation of the zeta function of twisted
quaternionic Shimura varieties

1 代数幾何学セミナー 2006年9月7日 Simone Borghesi (名古屋大学多元数理科学研究科学振研究員)
Some applications and the use of homotopy theory in algebraic geometry,
part1

1 代数幾何学セミナー 2006年10月2日 佐藤文敏 (KIAS) Orbifold cohomology of abelian and non-abelian quotients

1 代数幾何学セミナー 2006年10月2日 Yongnam Lee (京都大学数理解析研究所)
Log minimal model program for the moduli space of stable curves of genus
three
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1 代数幾何学セミナー 2006年10月5日 Juergen Herzog (University of Duisburg-Essen)Failure of tameness of local cohomology

1 代数幾何学セミナー 2006年10月16日 小西由紀子 (東京大学大学院数理科学研究科)
Jacobian variety and integrable system - after Mumford, Beauville and
Vanhäcke （joint work with Rei Inoue, Takao Yamazaki）

1 代数幾何学セミナー 2006年12月8日 向井　茂 (京都大学数理解析研究所) Certain invariant rings and Fano manifolds with Verlinde type formulas

1 代数幾何学セミナー 2007年1月22日 森川修司 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)差分Picard-Vessiot理論と淡中圏

1 代数幾何学セミナー 2007年1月29日 代数幾何学関連の前期課程2年生 修士論文発表会

1 代数幾何学セミナー 2007年1月22日 森川修司 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)差分Picard-Vessiot理論と淡中圏

1 代数幾何学セミナー 2007年1月22日 木村杏子 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
Arithmetical rank of squarefree monomial ideals　̶ (joint work with
Naoki Terai, Ken-ichi Yoshida)

1 代数幾何学セミナー 2007年2月1日 Michela Artebani (Milan) K3 surfaces from the Hesse configuration

1 代数幾何学セミナー 2007年2月5日 安田健彦 (京都大学数理解析研究所) モティヴィック積分と特異点の食い違い係数

1 代数幾何学セミナー 2007年2月5日 那須弘和 (京都大学数理解析研究所) 3次元単線織多様体上の曲線の変形における障害

1 代数幾何学セミナー 2007年2月13日 戸田幸伸 (東京大学大学院数理科学研究科) Stability conditions and autoequivalences on cA-type singularities

1 代数幾何学セミナー 2007年2月15日 島田伊知朗 (北海道大学理学部)
Transcendental lattices and supersingular reduction lattices of a
singular K3 surface

1 代数幾何学・幾何学合同セミナー2006年6月26日 Hossein Movasati (お茶の水女子大学) Elliptic modular foliations

1 数論幾何学勉強会 2006年6月23日 佐藤周友 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)代数的サイクル入門

1 数論幾何学勉強会 2006年7月7日 佐藤周友 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)代数的サイクル入門２

1 数論幾何学勉強会 2006年8月11日 佐藤周友 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)代数的サイクル入門3

1 数論幾何学勉強会 2006年9月8日 河本大知 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D1)エタールコホモロジーの基礎 (1)

1 数論幾何学勉強会 2006年11月2日 河本大知 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D1)エタールコホモロジーの基礎 (2)

1 数論幾何学勉強会 2006年11月9日 河本大知 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D1)エタールコホモロジーの基礎 (3)

1 数論幾何学勉強会 2006年12月21日 内田幸寛 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D1)DeligneによるWeil予想の証明 (1)

1 数論幾何学勉強会 2007年1月18日 内田幸寛 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D1)DeligneによるWeil予想の証明 (2)

1 数論幾何学勉強会 2007年2月8日 内田幸寛 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D1)DeligneによるWeil予想の証明 (3)

1 数論幾何学勉強会 2007年3月1日 内田幸寛 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D1)DeligneによるWeil予想の証明 (4)

1 数論幾何学セミナー 2006年12月6日 望月哲史 (東京大学数理科学研究科) ガーステン予想について (サーベイ)

1 数論幾何学セミナー 2006年12月7日 望月哲史 (東京大学数理科学研究科) ガーステン予想について ２

1 数論幾何学セミナー 2006年12月7日 望月哲史 (東京大学数理科学研究科) Deforming motivic theories episode II What is motivic modules?

1 数論セミナー 2006年10月10日 Marc-Hubert Nicole (JSPS / University of Tokyo)
Revisiting Eichler and Doi-Naganuma with Hilbert modular varieties
modulo p

1 数論・表現論セミナー 2006年7月26日 Lars Hesselholt (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)Algebraic K-theory of planar cuspical curves

1 数理物理学セミナー 2006年6月15日 村上公一 (高エネルギー加速器研究機構) D-branes and Closed String Field Theory

1 数理物理学セミナー 2006年6月22日 寺嶋靖治 (高エネルギー加速器研究機構) ADHM is tachyon condensation

1 数理物理学セミナー 2006年7月6日 花田政範 (京都大学大学院理学研究科) Differential Operators in Matrix Model

1 数学基礎論セミナー 2006年9月25日 Yaa’cov Peterzil (Haifa University) Tame complex analytic geometry

1 最終講義 2007年3月16日 土屋昭博 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)彷徨える私の研究遍歴

1 最終講義 2007年3月16日 佐藤　肇 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)おもしろくて難しい幾何

1 剛性セミナー 2006年11月24日 坪井　俊 (東京大学理学部数学科) 実解析的微分同相のなす群について

1 剛性セミナー 2007年2月13日 野田健夫 (秋田大学工学資源学部情報工学科) 全葉層の存在について　̶ (浅岡正幸,Emmanuel Dufraineとの共同研究)

1 幾何学的群論勉強会 2006年5月26日 豊田　哲 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D１)幾何学的群論入門（その２）

1 幾何学的群論勉強会 2006年6月9日 豊田　哲 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)幾何学的群論入門（その3）

1 幾何学的群論勉強会 2006年6月23日 近藤剛史 (京都大学大学院理学研究科　D3) 双曲群入門（１）

1 幾何学的群論勉強会 2006年7月14日 近藤剛史 (京都大学大学院理学研究科) 双曲群入門（2）

1 幾何学的群論勉強会 2006年10月13日 近藤剛史 (京都大学大学院理学研究科) 双曲群入門（3）

1 幾何学的群論勉強会 2006年11月10日 近藤剛史 (京都大学大学院理学研究科) 双曲群入門（4）

1 幾何学的群論勉強会 2006年11月17日 近藤剛史 (京都大学大学院理学研究科) 双曲群入門（5）

1 幾何学的群論勉強会 2006年12月1日 納谷　信 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)ランダム群と性質(T)（１）

1 幾何学的群論勉強会 2007年1月19日 近藤剛史 (京都大学大学院理学研究科) ランダム群と性質(T)（２）

1 幾何学的群論勉強会 2007年2月9日
近藤剛史 (京都大学大学院理学研究科)
納谷　信 (名古屋大学大学院多元数理科学研究
科)

ランダム群と性質(T)（３）

1 幾何学的群論勉強会 2007年2月23日 納谷　信 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)ランダム群と性質(T)（４）

1 幾何学セミナー 2006年4月25日 野田尚廣 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)Special Lagrangian submanifolds in the resolved conifold

1 幾何学セミナー 2006年5月9日 川上　裕 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)The Gauss map of algebraic minimal surfaces in R^m

1 幾何学セミナー 2006年5月16日 吉野太郎 (京都大学数理解析研究所) 複素7次元球面のコンパクトClifford-Klein形について

1 幾何学セミナー 2006年6月13日 野原雄一 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 研究生)Projective embeddings and Lagrangian fibrations of Kummer varieties

1 幾何学セミナー 2006年6月19日 藤森祥一 (九州大学大学院数理学研究院 学術研究員)ガウス写像の除外値が2の代数的極小曲面について

1 幾何学セミナー 2006年6月27日 塚本真輝 (京都大学大学院理学研究科) 全正則曲線の最密充填問題

1 幾何学セミナー 2006年7月11日 田中祐二 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D3)Donaldson-Thomas instantons on Kähler threefolds

1 幾何学セミナー 2006年7月18日 久村裕憲 (静岡大学理学部数学科) 様々なエンドを持つ多様体上のラプラシアン  ̶ 極限吸収原理と絶対連続性

1 幾何学セミナー 2006年7月18日 入谷　寛 (東京大学) トーリック多様体の軌道体量子コホモロジーと壁越え

1 幾何学セミナー 2006年11月7日 Gerd Schmalz (University of New England, Armidale)3rd order ODE, CR-manifolds and multicontact structures

1 幾何学セミナー 2007年1月23日 川上　裕 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
Value distribution of the hyperbolic Gauss map of CMC-1 surfaces in
hyperbolic 3-space

1 幾何学セミナー 2007年2月27日 國分雅敏 (東京電機大学) Linear Weingarten surfaces in hyperbolic 3-space

1 幾何学セミナー 2007年3月15日 成　慶明 (佐賀大学理工学部数理科学科) 楕円微分作用素の固有値について

1 基礎論セミナー 2006年5月23日 薄葉季路 (名古屋大学大学院情報科学研究科) 定常集合の分割問題について

1 基礎論セミナー 2006年6月20日 渕野　昌 (中部大学工学部) Mad families の逆襲

1 基礎論セミナー 2006年7月4日 千谷慧子 (中部大学名誉教授) Quantum set theory in a quantale valued set theory

1 学位審査セミナー 2006年11月10日 川上　裕 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D3)
Value distribution theoretical properties of the Gauss map of pseudo-
algebraic minimal surfaces

1 学位審査セミナー 2007年1月22日 浅野雅博 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)A generalization of the reciprocity law of multiple Dedekind sums

1 学位審査セミナー 2007年2月5日 中井和香子 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
Paths and tableaux descriptions of Jacobi-Trudi determinants associated
with quantum affine algebras

1 学位審査セミナー 2007年2月8日 吉川敦子 (お茶の水大学大学院人間文化研究科研究生)
Lie sphere geometry and equivalence problems of third-order ordinary
differential equations

1 学位審査セミナー 2007年3月2日 福谷　敏 (名古屋大学教育学部付属学校)
Special polynomials that arise as solutions to the Painlevé equations
and Hirota bilinear relations

1 学位審査セミナー 2007年3月2日 三鍋聡司 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)Topological vertex and its applications
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1 学位審査セミナー 2007年3月2日 難波正幸 (中部大学法人春日丘中学校) Folding of the Bruhat ordering and its application

1 学位審査セミナー 2007年3月2日 川島　学 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)A class of relations among multiple zeta values

1 解析数論セミナー 2006年10月18日 Michel Balazard (University of Bordeaux 1) The Nyman criterion for the Riemann hypothesis

1 解析数論セミナー 2006年10月20日 Driss Essouabri (University of Caen) On a class of (mixed) zeta functions and applications

1 解析数論セミナー 2007年1月31日 伊原康隆 (中央大理工学研究科数学専攻 COE) L’/L の値の分布に密接に関係した"M-関数"について

1 解析数論セミナー 2007年2月28日 Gautami Bhowmik (Universite de Lille 1) Dirichlet 級数の解析接続について

1 解析数論セミナー 2007年3月12日 Stephane Louboutin (マルセイユ大学) D. H. レーマーのある問題について

1 解析幾何学セミナー 2006年4月10日 Hossein Movasati(お茶の水大学理学部) Various aspects of Abelian integrals

1 解析幾何学セミナー 2006年4月17日 Wolfram Bauer (東京理科大学理工)
Hankel operators on the Segal-Bargmann space and Ψ＾*-algebras by
commutator methods

1 解析幾何学セミナー 2006年6月5日 辻　元 (上智大学理工学部) Dynamical construction of Kaehler-Einstein metrics

1 解析幾何学セミナー 2006年7月10日 Zbigniew Blocki (クラコフ大学) 吹田予想について

1 解析幾何学セミナー 2006年7月17日 Zbigniew Blocki (クラコフ大学) R^n上の正則関数と非結合的代数

1 解析幾何学セミナー 2006年7月24日 須川敏幸 (広島大学大学院理学研究科) Invariant differential operators associated with a conformal metric

1 解析幾何学セミナー 2006年7月24日 須川敏幸 (広島大学大学院理学研究科) Some inequalities for the Poincaré metric of plane domains

1 解析幾何学セミナー 2006年7月24日 Bo-Yong Chen (同済大学) Bergman kernel and complex singularity exponent

1 解析幾何学セミナー 2007年1月15日 Jonas Wiklund (Graduate School of Mathematics, Nagoya University)A new approach to boundary measures of the Monge-Ampère operator

1 解析幾何学セミナー 2007年1月22日 大沢健夫 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
On the extension of L^2 holomorphic functions　̶ application of Hartogs
type continuation

1 ポテンシャル論セミナー
2006年4月14日・
4月21日

山田雅博(岐阜大学教育学部) 調和 Bergman 空間の Carleson 測度

1 ポテンシャル論セミナー 2006年5月12日 中村　豪 (愛知工業大学) 2次曲面上における熱方程式の多項式解

1 ポテンシャル論セミナー 2006年5月26日 中村　豪 (愛知工業大学) 2次曲面上における熱方程式の多項式解 (2)

1 ポテンシャル論セミナー 2006年6月9日 西尾昌治 (大阪市立大学理学部数学科) 放物型 Bergman空間におけるコンパクトToeplitz 作用素 (1)

1 ポテンシャル論セミナー 2006年6月16日 西尾昌治 (大阪市立大学理学部数学科) 放物型 Bergman空間におけるコンパクトToeplitz 作用素 (2)

1 ポテンシャル論セミナー 2006年6月23日 戸田暢茂 (愛知工業大学) 代数型微分方程式の超越有理型解

1 ポテンシャル論セミナー 2006年10月13日 二村俊英 (大同工業大学) 重優調和関数の球面平均と Bôcher の定理 (1)

1 ポテンシャル論セミナー 2006年10月20日 二村俊英 (大同工業大学) 重優調和関数の球面平均と Bôcher の定理 (2)

1 ポテンシャル論セミナー 2006年11月10日 山田雅博 (岐阜大学教育学部) 放物型べルグマン空間の補間数列 (1)

1 ポテンシャル論セミナー 2006年11月17日 山田雅博 (岐阜大学教育学部) 放物型べルグマン空間の補間数列 (2)

1 ポテンシャル論セミナー 2006年11月24日 中村　豪 (愛知工業大学) 2次曲面に対する熱方程式境界値問題の多項式解について

1 勉強会 2006年6月1日 川上　裕 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科 D3)
Finite extinction time for Ricci flow
̶ (A report on a paper of Colding-Minicozzi)

1 トポロジー入門セミナー 2006年11月15日 高田敏恵 (新潟大学理学部数学科) 結び目の量子不変量入門

1 談話会 2006年11月8日 渡辺敬一 (日本大学文理学部数学教室) 特異点論における正標数の手法

1 談話会 2006年11月29日 Steven Smale (豊田工業大学シカゴ校) Topology and data

1 談話会 2006年12月4日 加藤和也 (京都大学大学院理学研究科) 岩澤理論とその一般化

1 談話会 2007年2月21日 古庄英和 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)ｐ進多重ゼータ値

1 その他セミナー
2006年7月12日-
13日

Lars Hesselholt (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)Introduction to homotopy theory and K-theory

1 その他セミナー 2006年5月10日 Roland Friedrich (Max Plank 研究所) Diffusions on moduli spaces as generators of random sets

1 その他セミナー 2006年11月6日 大和一夫 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)ヒルベルトの問題16の後半とは？

1 その他セミナー 2007年2月7日 V. P. Grishukhin (CEMI, Russian Academy of Science)Properties of a parallelotope equivalent to Voronoi conjecture

1
学生プロジェクト
特別レクチャーシリーズ 2006年11月6日-10日塩田徹治 (立教大学名誉教授) K3曲面とMordell-Weil 格子

1
学生プロジェクト
特別講演

2007年1月15日 小磯深幸 (奈良女子大学) 平均曲率一定曲面の安定性および関連する話題

1 Seminar on K-theory
2006年7月25日・
27日

Lars Hesselholt (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)K-theory and H. H. cohomology of ring

1
Rigidity Seminar
 + 幾何学群論勉強会 合同セミ
ナー

2006年11月2日 藤原耕二 (東北大学大学院理学研究科数学専攻)
グロモフ双曲空間の話（院生向け）
双曲性を持つ群の擬準同型と交換子距離 (1)
双曲性を持つ群の擬準同型と交換子距離 (2)

1 Rigidity Seminar 2007年2月28日 Marc Bourdon (University of Lille) l_p cohomology for finitely generated groups

1 Rigidity Seminar 2007年3月1日 Marc Bourdon (University of Lille) l_p cohomology for word hyperbolic groups
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日程 ジャンル 講演者 タイトル

2007年5月15日 力学系 伊藤敏和 (龍谷大学) A geometric characterization of linear hyperbolic flows on C^n

2008年2月15日 流体力学セミナー Paul Manneville (Hydrodynamics Laboratory, Ecole Polytechnique) Chaos: from Physics to Maths and back

2008年2月18日 流体力学セミナー Paul Manneville (Hydrodynamics Laboratory, Ecole Polytechnique) Plane Couette flow at the laminar-turbulent transition

2007年6月18日 名古屋統計セミナー 關戸啓人 (京都大学情報学研究科数理工学専攻) カノニカルモーメントを用いた D-optimal design の構成について

2007年6月14日 勉強会 佐藤周友 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) $p$進エタールコホモロジー (1)

2007年7月12日 勉強会 佐藤周友 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) $p$進エタールコホモロジー (2)

2007年8月3日 勉強会 佐藤周友 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) $p$進エタールコホモロジー (3)

2007年8月23日 勉強会 星裕一郎 (京都大学数理解析研究所) crystalline cohomology入門 (1)

2007年9月6日 勉強会 星裕一郎 (京都大学数理解析研究所) crystalline cohomology入門 (2)

2007年9月27日 勉強会 星裕一郎 (京都大学数理解析研究所) crystalline cohomology入門 (3)

2007年9月27日 勉強会 宮崎充弘 (京都教育大学) Determinantal ring の ASL 構造と SAGBI 基底について

2007年10月17日 勉強会 星裕一郎 (京都大学数理解析研究所) crystalline cohomology入門 (4)

2007年11月7日 勉強会 星裕一郎 (京都大学数理解析研究所) crystalline cohomology入門 (5)

2007年11月9日 勉強会 森川修司 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 付値体KとP^1(K)上の離散力学系について

2007年11月16日 勉強会 森川修司 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) P^1上の離散力学系と周期点について

2007年11月19日 勉強会 野田尚廣 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) Monge-Ampere方程式の幾何学に関して知られていること

2007年11月19日 勉強会 北川友美子 (大阪市立大学大学院理学研究科数学研究所) サブリーマン多様体について (1)

2007年11月20日 勉強会 澁谷一博 (北海道大学大学院理学研究院) ある jet 空間の prolongation について

2007年11月20日 勉強会 北川友美子 (大阪市立大学大学院理学研究科数学研究所) サブリーマン多様体について (2)

2007年11月28日 勉強会 河本大知 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) crystalline cohomology入門 (6)

2007年11月30日 勉強会 竹内泰平 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 再帰方程式，差分可積分力学系（QRT系）の超離散化

2007年12月14日 勉強会 竹内泰平 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) バーガーズ方程式の差分化，超離散化とバーガーズ・セルオートマトン

2007年12月17日 勉強会 植田好道 (九州大学大学院数理学研究院) Introduction to self-adjoint random matrices from free probability

2007年12月18日 勉強会 松本　詔 (九州大学大学院数理学研究院) Keating-Snaith philosophy and random matrices from compact symmetric spaces

2008年1月16日 勉強会 河本大知 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 正標数でのHodge-to-de-Rhamスペクトル系列の退化について (following Deligne-Illusie)

2007年12月17・18日 勉強会 Benoit Collins (University of Ottawa) Weingarten calculus and applications

2007年7月10日 表現論セミナー 井上　玲 (東京大学大学院理学系研究科) トロピカル幾何と超離散可積分系

2007年9月19日 表現論セミナー Alexander Premet (University of Manchester, UK) Highest weight modules, associated varieties and modular representations

2007年10月18日 表現論セミナー 和田堅太郎 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) A product formula for decomposition numbers of cyclotomic q-Schur algebras

2007年11月27日 表現論セミナー 仲田研登 (大阪大学大学院情報科学研究科) Hook formulas for a generalized Young diagram

2007年12月4日 表現論セミナー David Hernandez (CNRS, Versailles) Structure of minimal affinizations of representations of quantum groups

2008年2月7日 表現論セミナー 辻井健修 (大阪市立大学大学院理学研究科) A simple proof of Pommerening’s theorem

2007年4月16日 微分方程式 小薗 英雄 (東北大学大学院理学研究科理学部数学専攻) Stationary Navier-Stokes equations with the general flux condition

2007年5月14日 微分方程式 岸本　展 (京都大学) Local well-posedness results for 1-D quadratic non-linear Schrödinger equations

2007年6月25日 微分方程式 赤堀 公史 (東京大学数理科学研究科) Global solutions of the nonlinear schrodinger equation on closed manifolds

2007年7月30日 微分方程式 三浦英之 (京都大学) Navier-Stokes 方程式における Koch-Tataru 解について

2007年10月22日 微分方程式 石毛和弘 (東北大学) On the Fujita exponent for a semilinear heat equation with a potential term

2007年11月22日 微分方程式 福泉麗佳 (北海道大学) Existence of collapsing states for a NLS with a stochastic quadratic potential and damping

2007年12月10日 微分方程式 三宅正武 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 複素領域における特異常微分方程式系の特異性の特徴づけ

2008年1月25日 微分方程式 森本芳則 (京都大学) Fefferman の不確定性原理とBoltzmann type 方程式の解の regularity

2008年2月5日 微分方程式 吉川周二 (宇部高専) Quasilinear thermoelastic system of shape memory alloys with temperature dependent specific heat

2008年2月18日 特別講演 Radu Laza (University of Michigan) Moduli spaces for cubic hypersurfaces

2008年2月25日 特別講演 Radu Laza (University of Michigan) Moduli spaces for cubic hypersurfaces II

2008年3月27日 特別講演 Carlos Cabrera (University of Warwick)
川平友規 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)

Laminaiton theory in complex dynamics複素力学系におけるラミネーション理論

2008年1月29日 調和解析セミナー Michael Pevzner (Reims 大学) Invariant Hilbert subspaces of the Weil representation

2007年5月9日 談話会 金銅誠之 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 格子とK３曲面　-２４をめぐって-

2007年6月13日 談話会 大沢健夫 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 岡・カルタン理論とポテンシャル論の相関

2007年11月14日 談話会 楠岡成雄 (東京大学大学院数理科学研究科) リスクの計量化と独立確率変数の和

2007年12月12日 談話会 小林亮一 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) リッチ流の勾配流解釈とその応用

2008年1月16日 談話会 木村芳文 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) ３次元渦糸の運動と流体輸送

2007年7月11日 大談話会 二宮祥一 (東京工業大学理財工学研究センター) 拡散過程の新しい弱近似法について

2007年7月11日 大談話会 浦川　肇 (東北大学大学院情報科学研究科) 新しい変分問題 ‒biharmonic maps and bi-Yang-Mills fields

2007年4月23日 大域解析セミナー 南出　真 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) The zero-free region of the derivative of Selberg zeta functions

2007年5月14日 大域解析セミナー 南出　真 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) On zeros of the derivative of the 3-dimensional Selberg zeta function

2007年6月25日 大域解析セミナー 洞　彰人 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) スペクトル解析の観点から見たヤング図形のプランシェレル集団のガウスゆらぎについて

2007年9月10日 代数幾何学入門セミナー Klaus Hulek (Hannover University) Intersection theory on A_g

2007年10月15日 代数幾何学・微分方程式セミナー 梅村　浩 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) Godbillon-Vey 列について

2007年11月2日 代数幾何学・微分方程式セミナー 森川修司 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) P^1(C)上の離散力学系とそのFatou, Julia集合について

2007年4月23日 代数幾何 源　泰幸 (京都大学理学部) Auslander-Reiten Theory and noncommutative projective schemes

2007年5月7日 代数幾何 藤井篤之 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) インスタントン計算による、ある１点関数の計算

2007年5月18日 代数幾何 Lars Winther Christensen (University of Nebraska Lincoln) Finite Gorenstein representation type implies simple singularity

2007年5月30日 代数幾何 廣瀬大輔 (北海道大学) The F-thresholds on toric ring

2007年6月18日 代数幾何 小田切真輔 (首都大学東京) Tropical functions and nullstellensatz

2007年6月25日 代数幾何 謝啓鴻 (東京大学数理科学研究科) Counterexamples of the Kawamata-Viehweg Vanishing on Ruled Surfaces in　Positive Characteristic

2007年6月29日 代数幾何 安田健彦 (京都大学数理解析研究所) フロベニウス射とヒルベルト・スキームによる極小特異点解消

2007年7月9日 代数幾何 佐藤　拓 (岐阜聖徳学園大) Toric 2-Mori theory

2007年7月23日 代数幾何 佐藤文敏 (KIAS) A generalization of Fulton-MacPherson space

2007年7月23日 代数幾何 岩成　勇 (京都大学理学部) Combinatorial category of toric stacks

2007年10月17日 代数幾何 Barbara Fantechi (SISSA) Smooth toric DM stacks

2007年10月29日 代数幾何 Fumitoshi Sato (KIAS) Deformation of a smooth Deligne-Mumford stack via differential graded Lie algebra (Joint work with Yasunari Nagai).

2007年11月12日 代数幾何 阿部拓郎 (北海道大学大学院理学院　COE研究員) Free arrangements of hyperplanes and two restricted multiarrangements

2007年11月12日 代数幾何 Viacheslav V. Nikulin (University of Liverpool) On classification of arithmetic hyperbolic reflection groups

2007年11月19日 代数幾何 Viacheslav V. Nikulin  (University of Liverpool) On classification of arithmetic hyperbolic reflection groups II

2007年12月17日 代数幾何 四ッ谷直仁 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) The Plethystic program and Hilbert series

2007年5月30日 整数論セミナー Kiran Kedlaya (Massachusetts Institute of Technology) Monsky-Washnitzer cohomology and the overconvergent de Rham-Witt complex

2007年7月18日 整数論セミナー ガイサー・トーマス (東京大学大学院数理科学研究科・南カリフォルニア大) Picard多様体の極大ト－ラスについて

2007年7月20日 整数論セミナー 安福　悠 (ブラウン大学) 射影平面の多重ブローアップにおける整数点とVojta予想について

2007年10月18日 数論ひろば 小林真一 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) CM 楕円曲線に付随する Hecke L-関数の特殊値の２変数母関数

2007年11月1日 数論ひろば 小林真一 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) CM 楕円曲線に付随する Hecke L-関数の特殊値の２変数母関数

2007年11月8日 数論ひろば 内田幸寛 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 超楕円Jacobi多様体上の等分多項式と標準局所高さ(1)

2007年11月15日 数論ひろば 内田幸寛 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 超楕円Jacobi多様体上の等分多項式と標準局所高さ(2)

2007年12月20日 数論ひろば Andreas LANGER (University of Exeter) Overconvergent de Rham-Witt cohomology

2008年1月17日 数論ひろば David Blottiere (University of Paderborn) A polylogarithmic proof of the Klingen-Siegel theorem

2008年1月24日 数論ひろば 佐藤周友 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 類体論からサイクル写像へ１

2008年2月7日 数論ひろば 佐藤周友 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 類体論からサイクル写像へ２

2008年1月31日 数論ひろば 志甫　淳 (東京大学大学院数理科学研究科) On the overconvergence of relative rigid cohomology

2007年6月14日 数理物理 岸本　功 (理化学研究所) Comments on marginal and scalar solutions in open string field theory

2007年6月21日 数理物理 酒井忠勝 (茨城大学) Aspects of N=2 string

2007年7月12日 数理物理 高崎金久 (京都大学大学院人間・環境学研究科) 普遍HD階層とミニツイスター理論

2007年11月15日 数理物理 木村圭助 (東京大学) Exactly marginal deformations of quiver gauge theories as seen from brane tilings

2007年11月22日 数理物理 佐藤勇二 (筑波大学) Microscopic formulation of the S-matrix in AdS/CFT

2007年11月29日 数理物理 小西由紀子 (東京大学) On solutions to Walcher’s extended holomorphic anomaly equation

2008年2月4日 数理物理 奥田拓也 (カリフォルニア大学サンタバーバラ分校) Wilson loop and bubbling geometry

2007年12月14日 剛性セミナー 神谷茂保 (岡山理科大学) Discrete subgroups of PU(1,2;C)
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2008年1月5・6日 研究集会 小林徹平 (明治大学)
久保隆徹 (早稲田大学)
柳澤　卓 (奈良女子大学)
三浦英之 (京都大学)
前川泰則 (北海道大学)
中村　徹 (九州大学)
橋本伊都子 (大阪大学)
梅原守道 (東京工業大学)

若手による流体力学の基礎方程式研究集会

2007年6月30日 幾何学群論勉強会 大木俊輔 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 算術的双曲多様体（Oberwolfach の土産話），I

2007年11月29日 幾何学群論勉強会 大木俊輔 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 算術的双曲多様体（Oberwolfach の土産話），II

2007年12月6日 幾何学群論勉強会 大木俊輔 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 算術的双曲多様体（Oberwolfach の土産話），III

2007年12月20日 幾何学群論勉強会 大木俊輔 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 算術的双曲多様体（Oberwolfach の土産話），IV

2007年10月2日 幾何学コロキウム Mario Micallef (University of Warwick) The work of Jesse Douglas on Minimal Surfaces and the first Fields Medal

2007年4月10日 幾何 横田 巧 (筑波大学数理物質科学研究科) Curvature integrals under the Ricci flow on surfaces

2007年4月13日 幾何 Alan T. Huckleberry (Bochum University) Howe pairs and autocorrelation

2007年4月24日 幾何 野原雄一 (東北大学大学院理学研究科数学専攻) ラグランジアン部分多様体のハミルトン極小性とシンプレクティックレダクション

2007年4月24日 幾何 小野　肇 (東京工業大学) トーリック佐々木・アインシュタイン計量の存在と一意性について

2007年5月8日 幾何 塚本真輝 (京都大学大学院理学研究科) Brody 曲線のモジュライ空間, エネルギーと平均次元

2007年5月8日 幾何 近藤剛史 (京都大学大学院理学研究科) Fixed-point property in the space of marked groups

2007年5月15日 幾何 川村友美 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 絡み目のラスムッセン不変量を評価する

2007年5月15日 幾何 伊師英之 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 等質凸領域の行列実現

2007年5月22日 幾何 山田拓身 (東北大学大学院情報科学研究科) コンパクト擬ケーラー複素平行可能多様体について

2007年5月29日 幾何 Martin Guest (首都大学東京) Mirror symmetry: some differential geometric examples

2007年6月6日 幾何 田中祐二 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) The Donaldson-Thomas instantons on Kahler threefolds

2007年6月11日 幾何 厚地　淳 (慶應大学経済学部) 熱核を用いた Navanlinna 理論 - Gauss map への試み

2007年6月18日 幾何 満渕悛樹 (大阪大学理学研究科) トーリック多様体の場合の特殊計量の存在と安定性に関する最近の話題

2007年6月26日 幾何 田中亜矢子 (横浜市立大学) 与えられた写像をガウス写像と平均曲率ベクトル場にもつ一般次元単位球面内の曲面

2007年7月17日 幾何 能城敏博 (大阪市立大学大学院理学研究科) ある種の小平曲面から定まる正則族の正則切断について

2007年7月19日 幾何 Wilhelm Kaup (Tübingen University) Homogeneous Levi degenerate CR-manifolds.

2007年9月3日 幾何 Vincent Blanloeil (Louis Pasteur University of Strasbourg) Cobordism of simple fibered knots and applications

2007年10月1日 幾何 Mario Micallef (University of Warwick) Deformation of holomorphic curves to isotropic minimal surfaces

2007年11月6日 幾何 矢吹康浩 (東北大学) 非完備な納谷計量について

2007年11月13日 幾何 梅原雅顕 (大阪大学大学院理学研究科) 特異点をもつ３次元Euclid空間の平坦な曲面について

2007年11月26日 幾何 伊藤光弘 (筑波大学数学系) Fisher 情報計量と Poisson 核、熱核の情報幾何学

2007年11月30日 幾何 陶山芳彦 (福岡大学) 共形平坦な超曲面

2008年1月30日 幾何 Daguang Chen (Tsinghua University) Estimates for eigenvalues of the Laplace operator

2007年11月29日 環論・表現論セミナー Bernhard Keller (Universite Paris 7) Categorification of acyclic cluster algebras

2007年11月30日 環論・表現論セミナー 毛利 出 (静岡大学) Symmetry and Asymmetry of the Euler form

2007年11月30日 環論・表現論セミナー 阿部 弘樹 (筑波大学) Derived equivalences for selfinjective algebras

2007年11月30日 環論・表現論セミナー Bernhard Keller (Universite Paris 7) Deformed derived preprojective algebras

2008年1月21日 学生プロジェクト 植田 一石 (大阪大学大学院理学研究科) Morita theory for matrix factorizations

2007年4月19日 学位審査 黒木　玄 (東北大学大学院理学研究科) Twisted Wess-Zumino-Witten models on elliptic curves

2007年6月19日 学位審査 中村　隆 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) Functional relations and universality for several types of multiple zeta functions

2007年5月9日 解析数論 千田雅隆 (東北大学大学院理学研究科) L関数の特殊値についての玉河数予想について

2007年5月14日 解析数論 水沢　靖 (東京理科大学理工学部) 円分Z_2拡大上の2-類体塔と2進L関数の零点について

2007年6月6日 解析数論 佐々木義卓  (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) ウェイト３の多重ゼータ関数の負の整数点での特殊値について

2007年6月13日 解析数論 谷口　隆 (東京大学大学院数理科学研究科) ３次代数の判別式およびSteinitz類の分布

2007年6月27日 解析数論 塩見大輔 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) Maillet行列式の関係式

2007年7月4日 解析数論 中村　隆 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) Dirichlet L 関数の同時普遍性と一般化された自己相似性

2007年7月11日 解析数論 市原由美子 (広島大学大学院工学研究科) 保型 L 関数の係数評価 (weight aspect) に関しての Voronoi formula と reflection principle

2007年7月25日 解析数論 Herbert Gangl (University of Durham) Double zeta values and modular forms

2007年10月3日 解析数論 川島　学 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) Newton 級数の多重 L 値への応用

2007年11月6日 解析数論 Kalyan Chakraborty (Harish-Chandra Research Institute, India) 実２次体の類群の指数

2007年11月28日 解析数論 塩見大輔 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) Maximal real cyclotomic function field の合同ゼータ関数について

2007年12月5日 解析数論 中村　隆 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) Hurwitz 型の Euler-Zagier 二重ゼータ関数の同時普遍性について

2007年12月9日 解析数論 小森　靖 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 多重ゼータ関数の積分表示について

2007年12月12日 解析数論 中村　隆 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) Hurwitz 型の Euler-Zagier 多重ゼータ関数の非零領域と普遍性

2008年1月16日 解析数論 坂内健一 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 楕円ポリログ関数がみたす微分方程式

2008年1月30日 解析数論 石川秀明 (八戸工業高専) Legendre 記号に付随する Dirichlet $L$ 関数の高次べき平均について

2008年2月13日 解析数論 五十嵐正弘 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) ある多重級数の大野関係式について

2008年3月5日 解析数論 中村　隆 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) リーマンゼータ値とソボレフ不等式の最良定数

2007年4月16日 解析幾何 Yang Qilin (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) An analytic proof of Sommese’s vanishing theorem

2007年5月7日 解析幾何 大沢健夫 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 豊富な法束を持つ余次元１の正則葉層構造の力学系について（M.Brunella の仕事)

2007年5月17日 解析幾何 小櫃邦夫 (鹿児島大学理学部) Weil-Petersson 計量とTakhtajan-Zograf 計量の漸近挙動

2007年5月21日 解析幾何 伊師英之 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 一般ベルグマン写像とその応用

2007年6月18日 解析幾何 伊師英之 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) One-parameter subgroup of the isotropy group of a homogeneous bounded domain

2007年7月9日 解析幾何 大沢健夫 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 簡約可能な複素葉層構造について(その1)

2007年9月10日 解析幾何 大沢健夫 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) コンパクトなケーラー多様体上の葉層の非豊富性について

2007年9月17日 解析幾何 Yang Qilin (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) コンパクトなケーラー多様体上の川又・フィーヴェックの消滅定理の二つの証明

2007年10月1日 解析幾何 大沢健夫 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) On the curvature properties of holomorphic foliations of codimension one

2007年10月22日 解析幾何 伊師英之 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) On generalizations of the Fock-Bargmann space

2007年12月17日 解析幾何 大沢健夫 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) A generalization of Matsushima’s embedding theorem

2008年1月7日 解析幾何 伊師英之 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) CR-cohomology on the Silov boundary of a homogeneous Siegel domain

2008年1月28日 解析幾何 伊師英之 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) Eigenspaces of an invariant CR-Laplacian type operator for the Silov boundary of a homogeneous Siegel domain

2008年3月7日 解析幾何 佐久川恵太 (明治大学理工学部基礎理工学専攻数学系) 3次元メビウス変換のある2元生成部分群について

2007年4月13日 ポテンシャル 中川勇人 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) α-放物型関数の境界極限値 (1)

2007年4月20日 ポテンシャル 中川勇人 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) α-放物型関数の境界極限値 (2)

2007年5月11日 ポテンシャル 中村　豪 (愛知工業大学) Compact non-orientable surfaces with extremal discs (1)

2007年5月18日 ポテンシャル 中村　豪 (愛知工業大学) Compact non-orientable surfaces with extremal discs (2)

2007年5月25日 ポテンシャル 山田雅博 (岐阜大学教育学部) 放物型ベルグマン空間におけるカールソン不等式に関する一考察 (1)

2007年6月1日 ポテンシャル 山田雅博 (岐阜大学教育学部) 放物型ベルグマン空間におけるカールソン不等式に関する一考察 (2)

2007年6月15日 ポテンシャル 菱川洋介 (岐阜大学工学部) 半空間の重み付きの調和べルグマン核  (Hyungwoon Koo, Kyesook Nam and Heungsu Yi, J. Math. Soc. Japan, vol.58, No.2, 2006) の論文の紹介 (1)

2007年6月22日 ポテンシャル 菱川洋介 (岐阜大学工学部) 半空間の重み付きの調和べルグマン核  (Hyungwoon Koo, Kyesook Nam and Heungsu Yi, J. Math. Soc. Japan, vol.58, No.2, 2006) の論文の紹介(2)

2007年7月6日 ポテンシャル 西尾昌治 (大阪市立大学理学部数学科) Bergman 空間上の Toeplitz 作用素への放物型相似性の応用

2007年7月13日 ポテンシャル 西尾昌治 (大阪市立大学理学部数学科) Bergman 空間上の Toeplitz 作用素への放物型相似性の応用

2007年9月20日 ポテンシャル E. Symeonidis (Katholische Universitaet Eichstaett) 1. 非ユークッリド球に対するディリクレ問題2. 調和関数の楕円平均値

2007年10月12日 ポテンシャル 二村 俊英 (大同工業大学) 単位球における優重調和関数のリース分解 (1)

2007年10月19日 ポテンシャル 二村 俊英 (大同工業大学) 単位球における優重調和関数のリース分解 (2)

2007年10月26日 ポテンシャル 菱川洋介 (岐阜大学工学部) 重み付き放物型べルグマン核の特徴付け (1)

2007年11月9日 ポテンシャル 菱川洋介 (岐阜大学工学部) 重み付き放物型べルグマン核の特徴付け (2)

2007年11月30日 ポテンシャル 西尾昌治 (大阪市立大学理学部数学科) α 放物型相似性の Bergman 空間上の Toeplitz 作用素への応用 II̶  重み付き Berezin 変換と Shatten クラスの Toeplitz 作用素 ̶ (1)

2007年12月7日 ポテンシャル 西尾昌治 (大阪市立大学理学部数学科) α 放物型相似性の Bergman 空間上の Toeplitz 作用素への応用 II̶  重み付き Berezin 変換と Shatten クラスの Toeplitz 作用素 ̶ (2)

2007年12月21日 ポテンシャル 山田雅博 (岐阜大学教育学部) 放物型 Bergman 空間上の Carleson 不等式 (I)

2008年1月11日 ポテンシャル 山田雅博 (岐阜大学教育学部) 放物型 Bergman 空間上の Carleson 不等式 (II)

2007年6月21日 その他 セミナー Bernard LECLERC (University of Caen) Preprojective algebras and (semi)canonical bases

2008年1月30日 その他 セミナー 森山翔文 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) アインシュタインを超えて　~弦理論入門~

2008年3月11~14日 その他 セミナー 金行壮二 (上智大学) 半単純リー群の双曲随伴軌道の幾何構造について

2008年3月3日 数理物理 Mohab Abouzeid (IHES/KEK) Gauge Theory, Gravity and Twistor String Scattering Amplitudes

2007年4月25日 コンピュータサイエンス合同セミナー 源馬照明 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科) 継続を利用したウェブプログラミングの実装

2007年7月18日 コンピュータサイエンス合同セミナー 今井敬吾 (名古屋大学情報科学研究科) OCaml言語による高信頼なWebアプリケーション開発



３-２　平成19年度　セミナー等一覧

2007年12月14日 コンピュータサイエンス合同セミナー 横山哲郎 (名古屋大学情報科学研究科) 可逆機械語およびその抽象プロセッサアーキテクチャ

2008年1月22日 学生プロジェクト 飯島和人(名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
和田堅太郎(名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
米澤康好 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)

学生プロジェクト「Representation theory and categorification」の報告会



４ 拠点形成資料  

 
 

４－１ 研究員の採用実績とその研究実績  
 

平成１８年度 
[１] 氏名：Avijit MUKHERJEE 

  所属機関：Adelaide大学 
  国：オーストラリア 
  採用期間：2006年 4月 1日~2007年 2月 28日 

  採用身分：助教授 
 

[２] 氏名：Lars HESSELHOLT  

  所属機関：Massachusetts工科大学 
  国：アメリカ 
  採用期間：2006年 4月 1日~2007年 3月 31日 

  採用身分：教授 
 

[３] 氏名：Cristian VIRDOL 

  所属機関：California大学（Los Angeles校） 
  国：アメリカ 
  採用期間：2006年 4月 1日~2006年 8月 31日 

  採用身分：契約職員 
 

平成１９年度 

[１] 氏名：Lars HESSELHOLT  
  所属機関：Massachusetts工科大学 
  国：アメリカ 

  採用期間：2007年 4月 1日~2008年 3月 31日 
  採用身分：教授 
 



4－2�外国人招へい者リスト

番号 受入責任者 ラストネーム ファーストネーム 機関名 職名 受入開始日 受入終了日 受入種別
1 GARRIGUE JACQUES Barudou Romain Ecole Normale Superieure de Cachan 研究員 2006年4月1日 2006年8月31日 外国人共同研究員
2 金井雅彦 Friedrich Roland マックスプラン研究所 研究員 2006年5月8日 2006年5月21日 外国人共同研究員
3 庄司俊明 Geck Meinolf アバデイーン大学 教授 2006年6月11日 2006年6月19日 研究集会参加者
4 庄司俊明 Ginzburg Victor シカゴ大学 教授 2006年6月10日 2006年6月18日 研究集会参加者
5 庄司俊明 Lehrer Gus シドニー大学 教授 2006年6月11日 2006年6月19日 研究集会参加者
6 庄司俊明  Rouquier Raphael リーズ大学 教授 2006年5月29日 2006年6月18日 研究集会参加者
7 庄司俊明 Jie Du ニューサウスウエールズ大学 教授 2006年6月11日 2006年6月20日 研究集会参加者
8 庄司俊明 Lusztig George マサチューセッツ工科大学 教授 2006年6月9日 2006年6月18日 研究集会参加者
9 庄司俊明 YE JIACHEN 同済大学 教授 2006年6月11日 2006年6月18日 研究集会参加者
10 庄司俊明 Srinivasan Bhama イリノイ大学シカゴ校 教授 2006年6月9日 2006年6月20日 研究集会参加者
11 庄司俊明 Fiebig Peter フライブルク大学 ポスドク研究員 2006年6月7日 2006年6月18日 研究集会参加者
12 庄司俊明 Kim SungSoon パリ7大学 助教授 2006年6月11日 2006年6月19日 研究集会参加者
13 大沢健夫 Zbigniew Block Jagiellonian University 助教授 2006年7月1日 2006年7月30日 外国人共同研究員

14 小林亮一 Mivasati Hossein お茶の水女子大学
外国人特別研究員
(日本学術振興会) 2006年6月26日 2006年6月26日 外国人共同研究員

15 岡田聡一 Lee Hyeonmi 京都大学数理解析研究所 COE研究員 2006年6月12日 2006年6月17日 外国人共同研究員
16 塩田昌弘 Bolte Jerome パリ第六大学 助教授 2006年7月9日 2006年7月25日 外国人共同研究員
17 庄司俊明 Nanhua Xi 中国科学技術大学 教授 2006年6月11日 2006年6月18日 研究集会参加者
18 庄司俊明 Jie Xiao 清華大学 教授 2006年6月11日 2006年6月17日 研究集会参加者
19 庄司俊明 Ivan Mirkovic マサチュセッツ大学 教授 2006年6月10日 2006年6月17日 研究集会参加者
20 庄司俊明 Henning Haahr-Andersen Aarhus大学 教授 2006年6月11日 2006年6月23日 研究集会参加者
21 庄司俊明 Jens Jantzen Aarhus大学 教授 2006年6月9日 2006年6月18日 研究集会参加者
22 庄司俊明 Schiffmann Oliver ENS Paris 教授 2006年6月10日 2006年6月18日 研究集会参加者
23 庄司俊明 Kang Seok-Jin ソウル大学校自然科学大学 教授 2006年6月11日 2006年6月18日 研究集会参加者
24 庄司俊明 Liu Jia-Chun 信陽師範学院 助教授 2006年6月11日 2006年6月18日 研究集会参加者
25 庄司俊明 Hu Yu-Wang 中国信陽師範学院 助教授 2006年6月11日 2006年6月18日 研究集会参加者
26 庄司俊明 Wiesner Emilie ジョージア大学 研究員 2006年6月11日 2006年6月18日 研究集会参加者
27 庄司俊明 Bin Shu 東中国師範大学 教授 2006年6月11日 2006年6月18日 研究集会参加者
28 庄司俊明 Parker Alison Leicester University 研究員 2006年6月11日 2006年6月18日 研究集会参加者
29 庄司俊明 Gramain Jean-Baptiste University of Aberdeen 研究員 2006年6月11日 2006年6月18日 研究集会参加者
30 庄司俊明 Ruff Olive シドニー大学 研究員 2006年6月7日 2006年6月18日 研究集会参加者
31 大沢健夫 Chen Bo-Yong 同済大学 教授 2006年7月20日 2006年8月20日 外国人共同研究員
32 金銅誠之 Keum JongHae 韓国高等研究所(KIAS) 教授 2006年7月23日 2006年7月26日 研究集会参加者
33 金銅誠之 Prasad Gopal ミシガン大学 教授 2006年7月19日 2006年8月11日 研究集会参加者



4－2�外国人招へい者リスト

34 谷川好男 Jia Chaohua 中国科学院数学研究所 教授 2006年7月28日 2006年8月12日 外国人共同研究員
35 塩田昌弘 Ta Loi ダラ大学 助教授 2006年8月16日 2006年9月1日 外国人共同研究員
36 塩田昌弘 Peterzil Yaacov ハイファ大学 講師 2006年9月24日 2006年9月30日 外国人共同研究員
37 金井雅彦 PANSU Pierre パリ南大学 教授 2006年9月24日 2006年9月30日 外国人共同研究員
38 金井雅彦 Gelander Yizhaq エルサレム大学 助教授 2006年9月23日 2006年10月1日 外国人共同研究員
39 藤原一宏 NICOLE MARC 東京大学大学院数理科学研究科 外国人特別研究員 2006年10月10日 2006年10月12日 外国人共同研究員
40 橋本光靖 Herzog Jurgen Duisburg-Essen大学 教授 2006年10月4日 2006年10月5日 研究集会参加者
41 楯�辰哉 Stolz Michael ルール大学 ポスドク研究員 2006年12月9日 2006年12月9日 外国人共同研究員
42 小林亮一 Schmalz Gerd ニューイングランド大学 助教授 2006年11月5日 2006年11月17日 外国人共同研究員
43 金銅誠之 Artebani Michel ミラノ大学 研究員 2007年1月22日 2007年2月4日 外国人共同研究員
44 谷川好男 Zhai Wenguan Shandong Normal University 教授 2007年2月4日 2007年2月15日 外国人共同研究員
45 土屋昭博 Borghesi SIMONE JSPSフェロー 2006年6月5日 2006年9月26日 外国人研究員
46 松本耕二 BHOWMIC Gautami Univ. de Lille I 教授 2007年2月26日 2007年3月17日 外国人共同研究員
47 松本耕二 Stephane LOUBOUTIN マルセーユ大学 教授 2007年3月5日 2007年3月15日 外国人共同研究員
48 小林亮一 Su-Jen KAN 台湾科学アカデミー 教授 2007年3月1日 2007年3月14日 外国人共同研究員
49 林�孝宏 Vladimir Bazhanov Australian National University 2007年3月5日 2007年3月8日 研究集会参加者
50 林�孝宏 Boris Feigin Landau Inst 2007年3月5日 2007年3月8日 研究集会参加者
51 林�孝宏 Edward Frenkel カリフォルニア大学バークレー校 2007年3月5日 2007年3月8日 研究集会参加者
52 林�孝宏 Nicholai Reshetikhin カリフォルニア大学バークレー校 2007年3月5日 2007年3月8日 研究集会参加者
53 林�孝宏 Paul Wiegmann シカゴ大学 2007年3月5日 2007年3月8日 研究集会参加者
54 納谷�信 Bourdon Marc リール大学 教授 2007年2月25日 2007年3月10日 外国人共同研究員
55 松本耕二 Balazard Michel ボルドー理工大学（ボルドー第1大学） 教授 2006年10月14日 2006年10月20日 外国人共同研究員
56 松本耕二 Essouabri Driss カーン大学 助教授 2006年10月14日 2006年10月22日 外国人共同研究員



平成19年度 外国人招聘

研究代表者 外国人研究者 所  属 職 所属国名 来日期間 経費
金井雅彦 David Fisher インディアナ大学 助教授 アメリカ 2007.6.16~2007.6.23科研費
金井雅彦 Alex Furman イリノイ大学シカゴ校 教授 アメリカ 2007.6.16~2007.6.25科研費
金井雅彦 Domingo Toledo ユタ大学 教授 アメリカ 2007.6.16~2007.6.27科研費
庄司俊明 Meinolf Geck アバディーン大学 教授 イギリス 2007.5.28~2007.6.7 科研費
庄司俊明 G W Curtis オレゴン大学 名誉教授 アメリカ 2007.5.27~2007.6.7 科研費
宮地兵衛 S S Kim P. J-V大学 講師 フランス 2007.5.30~2007.6.6 科研費
庄司俊明 Bernard Leclerc カーン大学 教授 フランス 2007.6.15~2007.7.2 科研費
藤原一宏 安福�悠 ブラウン大学 博士後期課程 アメリカ 2007.7.20~2007.7.21科研費
古庄英和 Herbert Gangl ダラム大学 講師 イギリス 2007.7.21~2007.7.25科研費
楯 辰哉 Steven Zelditch ジョンスホプキンス大学 教授 アメリカ 2007.8.2~2007.8.15 寄付金
金井雅彦 Mark Pollicott ウォーリック大学 教授 イギリス 2007.8.4~2007.8.13 科研費
落合啓之 Dan Cibotaru ユタ大学 助手 アメリカ 2007.8.17~2007.8.26科研費
伊山�修 Lars Winthor Christensenネブラスカ大学リンカーン校 教授 アメリカ 2007.5.18~2007.5.18科研費
小林亮一 Alan T Huckleberry ボッフム大学 教授 ドイツ 2007.4.12~2007.4.16科研費
庄司俊明 Zongzhu Lin カンザス州立大学 教授 アメリカ 2007.7.30~2007.7.31科研費
庄司俊明 Alexander Premet マンチェスター大学 教授 イギリス 2007.9.19~2007.9.19科研費
洞�彰人 Benoit Collins オタワ大学 助教 カナダ 2007.12.13~2008.1.6科研費
坂内健一 David Blottiere パダボーン大学 助教 ドイツ 2008.1.12~2008.1.27科研費
納谷 信 Qun Chen 武漢大学 中国 2008.1.25~2008.1.30科研費
納谷 信 Xiang Ma 北京大学 中国 2008.1.25~2008.1.30科研費
落合啓之 Matilde Lalin アルバータ大学 助教 カナダ 2007.12.1~2007.12.9科研費
落合啓之 Nasrin Salma ダッカ大学 准教授 バングラデシュ 2007.12.15~2007.12.30科研費
落合啓之 Michael Pevzner ランス大学 教授 フランス 2007.12.27 科研費
落合啓之 Michael Pevzner ランス大学 教授 フランス 2008.1.28~1.29 科研費
小林亮一 Chen Daguang 清華大学 特別研究員 中国 2008.1.16~2.5 科研費
小林亮一 Wilhelm Kaup Tubingen大学 教授 ドイツ 2007.7.18~7.20 科研費
小林亮一 Natasa Sesum コロンビア大学 教授 アメリカ 2007.7.27~2007.8.12科研費
小林亮一 Scott Zrebiec ジョンズホプキンス大学 研究員 アメリカ 2007.8.2~2007.8.15 科研費
金銅誠之 Noam D. Elkies ハーバード大学 教授 アメリカ 2007.8.26~2007.9.1 科研費
金銅誠之 Abhinav Kumar ハーバード大学 教授 アメリカ 2007.8.25~2007.9.1 科研費
小林亮一 Kristina Frantzen ボッフム大学 研究員 ドイツ 2007.8.25~2007.9.6 科研費
小林亮一 Weiping Zhang 南海大学 教授 中国 2008.1.25~2008.1.30科研費
金銅誠之 Xiangyu Zhou Chinese Academy of Science教授 中国 2008.1.25~2008.1.28科研費
金銅誠之 Klaus Hulek ハノーファー大学 教授 ドイツ 2007.9.1~9.15 科研費
金銅誠之 Bert van Geemen ミラノ大学 教授 イタリア 2007.8.25~2007.9.1 科研費
金銅誠之 Matthias Schutt ハーバード大学 教授 アメリカ 2007.8.25~9.8 科研費
金銅誠之 Nessimmr Sibony パリ南大学 教授 フランス 2007.8.25~9.7 科研費
金銅誠之 J. M. Hwang KIAS 教授 韓国 2007.8.26~9.1 科研費
金銅誠之 F. Campana Nancy大学 教授 フランス 2007.8.25~9.2 科研費
金銅誠之 Viacheslav Nikulin リバプール大学 教授 イギリス 2007.12.3~12.5 科研費
金銅誠之 Jong Hae Keum KIAS 教授 韓国 2007.8.26~9.6 科研費



木村 芳文 Paul Manneville 流体力学研究所 主任研究員 フランス 2008.2.3~2.20 科研費
金銅誠之 Radu Laza ミシガン大学 准教授 アメリカ 2008.2.16~3.1 GP
伊藤由佳里 Barbara�Fantechi イタリア国際数理物理高等研究所教授 イタリア 2007.10.14~2007.10.27科研費
谷川好男 Kalyan�Chakraborty Harish Chandra Research Institute准教授 インド 2007.11.4~2007.11.7科研費
伊山�修 Bernhard�Keller パリ第7大学 教授 フランス 2007.11.28~2007.12.1運営費交付金
森山翔文 奥田�拓也 カリフォルニア大学サンタバーバラ校PD研究員 アメリカ 2008.2.4 寄付金
谷川好男 Liu�Jianya 山東大学数学與系統科学学院 教授 中国 2008.2.15~2008.2.24科研費
森山翔文 Mohab�Abouzeid 短期外国人特別研究員フランス 2008.3.2~2008.3.5 寄付金



４－３ 名古屋数学国際コンファレンス 

第６回 名古屋国際数学コンファレンス 開催報告 
Representation Theory of Algebraic Groups and Quantum Groups 06 

 

開催日：２００６年６月１２日（月）~１７日（土） 

講演会場：野依学術交流会館（２Fホール）会場費無料 

参加者数：１３２名（日本人：８３名 外国人：４８名） 

＊うち事前登録者数：１１１名（日本人：６２名 外国人：４９名） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



第７回 名古屋国際数学コンファレンス 開催報告 

Spectral Analysis in Geometry and Number Theory 
 

開催日：２００７年８月６日（月）~１０日（金） 

講演会場：野依学術交流会館（２Fホール）会場費無料 

参加者数：１１９名（日本人：９７名 外国人：２２名） 

＊うち事前登録者数８５名（日本人：６３名 外国人：２２名） 

 

 
 
 

 

 



4－4�科研費採択一覧

���科 学 研 究 費 補 助 金 の 採 択 状 況
名古屋大学大学院多元数理科学研究科�平成18年度

研究種目 研究代表者 課題番号 配分額（円）

基盤A 金銅�誠之 18204001 7,800,000 �格子、保型形式とモジュライ空間の研究
金井�雅彦 17204004 5,100,000 �剛性問題の研究
小林�亮一 17204005 5,900,000 �幾何学における統計法則

基盤B 木村�芳文 18340025 4,600,000 �流体力学における幾何学的アプローチ
梅村�浩 15340004 1,900,000 �非線型方程式の代数、幾何、解析
落合�啓之 15340005 2,100,000 �実簡約群の表現の幾何学的不変量と積分変換
太田�啓史 15340020 2,900,000 �フレアーコホモロジー、ミラー対称性予想と特異点の研究
松本�耕二 16340002 3,600,000 �保型L関数の解析的挙動の研究
浪川�幸彦 16340003 4,400,000 �大学数学基礎教育を学習指導要領改訂に対応して改善するための総合的研究
藤原�一宏 17340002 3,200,000 �リジッド幾何学と数論への応用
庄司�俊明 17340003 3,800,000 �代数群、ヘッケ環および複素鏡映群の表現論
納谷�信 17340015 4,200,000 �離散群の剛性の幾何学的手法による研究

基盤C 岡田�聡一 18540024 1,300,000 �交代符号行列，対称関数の組合せ論とその表現論，可積分系への応用
橋本�光靖 18540025 900,000 �閉包操作と代数群の応用
土屋�昭博 18540078 1,200,000 �2次元場の量子論の表現論的研究
中西�知樹 15540020 900,000 �量子群の量子指標と可積分模型
鈴木�紀明 18540169 800,000 �ベルグマン空間のポテンシャル論的解析
吉田�健一 16540021 1,000,000 �正標数の特異点における重複度と密着閉包の研究
内藤�久資 16540188 800,000 �幾何学的変分問題に関連する非線形偏微分方程式
谷川�好男 17540022 1,100,000 �様々なゼータ関数の解析的性質の研究
塩田�昌弘 17540071 1,300,000 �実代数幾何学のモデル理論的研究

萌芽 納谷�信 18654010 800,000 �離散幾何学における非線形問題
金銅誠之 17654004 700,000 �代数幾何学を用いた有限単純群の研究
金井�雅彦 16654013 800,000 �凸性による非線形性の克服
木村�芳文 16654061 600,000 �渦ソリトンによる流体輸送と3次元カオティックアドベクション
浪川�幸彦 17650239 1,200,000 �大学入試（数学）による大学理系学生の学力および選抜効果の調査研究
庄司�俊明 17654005 900,000 �有限体上の対称空間と新谷descent
梅村�浩 17654006 600,000 �ガロア理論と解析学の諸問題
小林�亮一 17654014 800,000 �熱浴のリーマン幾何学類似とハルナック不等式
南�和彦 17654074 500,000 �格子模型のフラクタル構造と力学系への応用

若手A 藤野�修 17684001 2,300,000 �高次元代数多様体の双有理幾何学

若手B 小林�真一 18740006 900,000 �虚数乗法を持つアーベル多様体のP進L関数
伊山�修 18740007 1,200,000 �整環の表現論
津川�光太郎 18740068 1,500,000 �KdV方程式に関連する方程式の初期値問題の可解性と解の性質
楯�辰哉 18740089 1,300,000 �量子統計的視点からの幾何学的漸近解析の諸問題の研究
森山�翔文 18740143 1,200,000 �弦理論の定式化と非摂動論的な効果の解析
浜中��真志 18740142 1,600,000 �ソリトン理論の非可換空間への拡張とその応用
ガリグ�ジャック 16700011 1,000,000 �関数型言語における多相型と部分型の関係および型推論の強化
糸�健太郎 16740032 800,000 �多様体上の等角構造とクライン群の変形空間のトポロジー
永尾�太郎 16740224 1,000,000 �非理想ランダム行列と量子グラフのエネルギー準位総計
古庄�英和 17740007 1,200,000 �p進多重ゼータ値の研究
佐藤�周友 17740010 1,100,000 �数体上の代数多様体の代数的サイクルの研究
川平�友規 17740035 1,200,000 �正則力学系に付随するラミネーション
久保�仁 17740051 500,000 �情報源符号化における信頼性関数の評価に関する研究

スタートアップ 加藤�淳 18840024 1,200,000 ストリッカーツ型時空評価と非線型クライン・ゴルドン方程式系の時間大域可解性

計 45件 83,700,000

課題名



���科 学 研 究 費 補 助 金 の 採 択 状 況
名古屋大学大学院多元数理科学研究科�平成19年度

研究種目 研究代表者 課題番号 配分額（円） 課題名 最終年度*（冊子作成**）

基盤A 落合啓之 19204011 5,700,000表現論における積分と特殊関数
金銅�誠之 18204001 7,800,000 格子、保型形式とモジュライ空間の研究
金井�雅彦 17204004 5,100,000 �剛性問題の研究
小林�亮一 17204005 5,900,000 �幾何学における統計法則

基盤B 洞�彰人 19340032 3,800,000 巨大な群上の調和解析に向けた確率論と表現論の融合的研究
吉田健一 19340005 2,500,000 乗数イデアルと密着閉包の可換代数及び計算代数の視点からの研究
太田啓史 19340017 2,800,000 擬正則写像、フレアーコホモロジーの研究とシンプレクティック幾何への応用
木村�芳文 18340025 4,600,000 流体力学における幾何学的アプローチ
藤原�一宏 17340002 3,200,000 �リジッド幾何学と数論への応用
庄司�俊明 17340003 3,800,000 �代数群、ヘッケ環および複素鏡映群の表現論
納谷�信 17340015 4,200,000 �離散群の剛性の幾何学的手法による研究
松本�耕二 16340002 3,600,000 �保型L関数の解析的挙動の研究

基盤C 中西知樹 19540021 900,000 量子群の表現と量子可積分系
伊藤由佳理 19540022 1,100,000 オービフォールド・コホモロジーとマッカイ対応の一般化
南�和彦 19540400 800,000 格子模型のフラクタル構造と平衡および非平衡系への展開
岡田�聡一 18540024 1,300,000 交代符号行列，対称関数の組合せ論とその表現論，可積分系への応用
橋本�光靖 18540025 900,000 閉包操作と代数群の応用
土屋�昭博 18540078 1,200,000 2次元場の量子論の表現論的研究
鈴木�紀明 18540169 800,000 ベルグマン空間のポテンシャル論的解析
谷川�好男 17540022 1,100,000 �様々なゼータ関数の解析的性質の研究
内藤�久資 16540188 800,000 �幾何学的変分問題に関連する非線形偏微分方程式

萌芽 落合啓之 19654003 1,300,000 多変数マーラー測度の研究
菅野浩明 19654007 1,100,000 弦双対性が予言するアクセサリパラメータ付き特殊関数
納谷�信 18654010 800,000 離散幾何学における非線形問題
金銅誠之 17654004 700,000 代数幾何学を用いた有限単純群の研究
浪川�幸彦 17650239 1,200,000 �大学入試（数学）による大学理系学生の学力および選抜効果の調査研究
庄司�俊明 17654005 900,000 �有限体上の対称空間と新谷descent
梅村�浩 17654006 600,000 �ガロア理論と解析学の諸問題
小林�亮一 17654014 800,000 �熱浴のリーマン幾何学類似とハルナック不等式

若手A 藤野�修 17684001 2,300,000 �高次元代数多様体の双有理幾何学

若手B 伊師英之 19740070 600,000 等質ケーラー多様体上の調和解析
小森�靖 19740009 800,000 ルート系に付随する多重ゼータ関数の研究とその応用
坂内健一 19740010 1,200,000 虚数乗法を持つアーベル多様体の整数論とオイラー系
宮地兵衛 19740011 1,100,000 一般線型群のモジュラー表現論
糸健太郎 19740032 800,000 クライン群の変形空間への等角幾何的アプローチ
小林�真一 18740006 900,000 虚数乗法を持つアーベル多様体のP進L関数
伊山�修 18740007 1,200,000 整環の表現論
津川�光太郎 18740068 1,500,000 KdV方程式に関連する方程式の初期値問題の可解性と解の性質
楯�辰哉 18740089 1,300,000 量子統計的視点からの幾何学的漸近解析の諸問題の研究
森山�翔文 18740143 1,200,000 弦理論の定式化と非摂動論的な効果の解析
浜中��真志 18740142 1,600,000 ソリトン理論の非可換空間への拡張とその応用
古庄�英和 17740007 1,200,000 �p進多重ゼータ値の研究
佐藤�周友 17740010 1,100,000 �数体上の代数多様体の代数的サイクルの研究
川平�友規 17740035 1,200,000 �正則力学系に付随するラミネーション
久保�仁 17740051 500,000 �情報源符号化における信頼性関数の評価に関する研究

スタートアップ 加藤淳 18840024 1,080,000 ストリッカーツ型時空評価と非線型クライン・ゴルドン方程式系の時間大域可解性

計 46件 88,880,000



４－５ テニュアトラック  
 
 平成 18年度高等研究院研究者育成特別プログラムにおけるテニュアトラック
公募に研究科として参加した。研究科より２名の候補者の推薦を高等研究院に

対して行い、その結果１名が採択された。採用された研究者は研究科内外の研

究者と活発な研究活動を行ったが、残念ながら個人的事情により平成 19年 3月
をもって退職した。 
 
 
 
４－６ 他研究科・他大学・社会との連携  
 
 他研究科・他大学との合同セミナー、地域の高校生、高校教員、市民との交

流や啓蒙的活動、同窓生や企業との交流として、以下の活動が実施された。そ

の中で、研究科全体の活動として代表的な「数学アゴラ」、「企業研究セミナー・

ミニ同窓会」のプログラム、ならびに新しい取り組みである「名古屋大学ホー

ムカミングデイ」の研究科プログラム、優秀な修士論文に与えられる「多元数

理論文賞」のリストを最後に添付しておく。 
 

・本研究科の教員と理学研究科（物理）教員との合同セミナー「多弦セミナー」

を定期的に開催 
・名城大との合同で無限次元解析セミナーを定期的に開催 
・情報科学研究科計算機数理科学専攻、工学研究科計算理工専攻と大学院入試

合同説明会を名古屋、東京、京都において実施 
・中高生への数学のおもしろさを伝える取り組みとして、「数学アゴラ」を夏期

集中型および継続型の二本立てで実施 
・学生と高校教員の研究交流を目的とした名古屋教育セミナーを開催 
・高校教員との情報交換を行う地域連絡者会議を実施 
・本研究科教員 8名が NHK文化センターにおいて数学の公開講座を実施 
・学生の就職活動の支援の一貫として企業平成 18年度 30社、19年度社を招い

ての企業研究セミナーおよび在学生、教員と卒業生との懇親を目的としたミニ

同窓会の実施 
・部局同窓会（数理科学同窓会）を設立。同窓会との協賛で優秀な修士論文に

対し研究科長賞を授与。上述のミニ同窓会も同窓会との協賛として実施。 
・平成 18年度ホームカミングデイにおいて卒業生、学外者を対象とした講演会
およびポスターによる研究紹介を実施。 


