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アブストラクト

織田寛（拓殖大学）

Minuscule 表現に関連したベクトル値調和多項式と変数分離定理

Gを単連結複素単純群とし，gをその Lie環，(πµ, Vµ)をGの任意のminuscule表

現とする．g上の Vµ値多項式の空間P(g)⊗ Vµには，P(g)Gを含むある可換代数 Iµ

（A. A. KirillovのFamily代数）が作用する．本講演では，自然に定義される g上の

Vµ値調和多項式の空間Hµついて，Kostantの変数分離定理の拡張「P(g) ⊗ Vµ =

Iµ ⊗Hµ」が成り立つことを示す．g× Vµに対する冪零多様体，Hesselink-Peterson

の次数付き重複度公式の拡張などの関連するトピックスについても議論する．

佐藤文広（立教大学）

局所関数等式を満たす多項式系について

多項式系 P1, . . . , Pn の複素ベキ |P1|s1 · · · |Pn|sn のフーリエ変換が、また、ある
多項式系の複素ベキの s1, . . . , sn に依存する定数（ガンマ因子）倍として表される

とき、多項式系 P1, . . . , Pn は局所関数等式をもつといわれる。正方行列や対称行列

の行列式（や首座小行列式の系）は局所関数等式をもつ多項式 (系)の典型的な例で

ある。概均質ベクトル空間の理論は、この例を一般化して、開軌道をもつような線

型代数群の表現から既約相対不変式という形で、局所関数等式をもつ多項式 (系)を

組織的に構成する方法を与えている。その際、局所関数等式の成立の根拠となるの

は、等質空間上の相対不変超関数の一意性であるが、これだけでは、台が開軌道に

含まれるようなテスト関数に対してしか局所関数等式を示すことはできない。この

弱い形の局所関数等式から、表現空間であるベクトル空間上の緩増加超関数の間の

等式としての局所関数等式を証明するためには、あるトリックが必要である。この

トリックは群の作用とは全く関係がないため、新しい局所関数等式を見い出すため

には、「弱い形の」局所関数等式を見い出すことができればよい。

本講演では、このアイディアを実現して新しい局所関数等式を得るためのいくつ

かの方法（二次写像による引き戻し、貼り合わせ、極化、裏返し変換）について説

明する。これらの方法によって、既存の概均質ベクトル空間の理論からは得られな

い多項式系で局所関数等式をもつものが構成できる。概均質ベクトル空間の理論は

（開軌道をもつほど）十分大きい群作用が局所関数等式の根拠であると喝破した美し

い理論であるが、それは局所関数等式の十分条件を与えているにすぎず、局所関数

等式をもつ多項式系の特徴付けを与えているわけではなかったのである。今のとこ
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ろ特徴づけにまではまったく手が届いていないのだが、その目的に資すると思われ

る条件についても議論したい。

小木曽岳義（城西大学）

有理絡み目図のKauffman bracket多項式への cluster代数の応用

SL(2,Z)の元がタイルのピースとして, ある種の規則でタイル張りされてできる

Conway-Coxeter Friezeという, A型の cluster代数と関係があるものがある。この講

演では、Conway-Coxeter Friezeを用いて既約分数の連分数展開から定まる有理絡み

目図のKauffman bracket多項式を明示的に決定できることを紹介する。この内容は

関西大学の和久井道久氏との共同研究に基づくものである。

伊師英之 (名古屋大学/JST)

Cholesky 分解を許容する空間の構造について

等質錐と chordal graphical model に付随する凸錐が共有する種々の良い性質の背

後ではCholesky 分解が本質的な役割を果たしている．Cholesky 分解が可能である

という性質は，左対称代数と類似の代数構造によって特徴付けられることが分かっ

た．この代数構造はベクトル空間 Rn の適切な基底を取ることによって現れるが，実

際に基底を与える方法の探求が大きな課題である．本講演では対称行列の成分が与

えられた置換群に関して不変であるようなモデルに対し，初頭的な表現論を用いて

良い基底を取る方法を紹介する．

中島秀斗（九州大学）

あるノルム条件を満たす双線形写像とその同値類について

複素数や四元数においてノルムは積に関して準同型である．Hurwitzは 1898年に，

そのような可除代数は 4種類しかないことを示し，さらにその自然な一般化として

今日Hurwitz問題と呼ばれる問題を提起した．Hurwitz問題は球面上のベクトル場

や対称空間の Clifford–Klein形，等質開凸錐，準楕円型微分方程式など様々な分野

と深く関連しており，多くの数学者によって活発な研究がなされている．本講演で

は，Kaneyuki–Tsujiによる素朴な手法を用いることで，Hurwitz問題は従来とは異

なる形の行列の問題として翻訳できることを紹介したい．そしてHurwitz等式の同

値類について考察し，低次元の場合にそのHurwitz等式を具体的に書き下す．
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野村隆昭（九州大学）

等質開凸錐についての最近の研究成果

本講演では，等質開凸錐の過去 15年ほどの研究成果についてまとめる．伊師英之

氏，中島秀斗氏，山崎貴史氏との共同研究，そして彼ら自身による成果も含めて話

す予定である．内容は，向き付けグラフを援用した等質開凸錐の実現および最小行

列実現，首座小行列式系の一般化としての基本相対不変式系，対称錐となるための

様々な条件，興味深いいくつかの実例等である．

小原敦美（福井大学）

確率単体上の二重自己平行部分多様体の特徴付けについて

情報幾何構造をもつ統計多様体上の互いに双対なアファイン接続から，そのどち

らにも自己平行な部分多様体が定義できる．統計多様体としての確率単体について，

アダマール積を用いた二重自己平行部分多様体の特徴付けとその分類を与える．（伊

師 英之氏との共同研究）

栗木哲（統計数理研究所）

クロネッカー共分散構造の最尤推定量の存在・非存在

— あるテンソルランク最小化問題

ベクトル値ガウス分布に従う n 個の iid サンプルから，その分散共分散行列を最

尤推定する問題を考える．分散共分散行列に何も構造がない場合は，尤度関数が有

限の最大値を持つ（すなわち，MLE が存在する）ための必要十分条件は，サンプル

数 n が行列サイズ以上であることである．しかし，分散共分散行列が構造を持ち，

より少ないパラメータで記述されている場合はその限りではない．本講演では，分

散共分散行列が m1 ×m1 行列と m2 ×m2 行列のクロネッカー積である場合を扱う．

MLEの存在・非存在は，m1 ×m2 × n テンソルのある種のランクで特徴づけられ，

とくに n = 2 の場合は，そのランクが整数計画の解として陽に与えられることが示

される．なお具体的に与えた m1,m2 については，このテンソルのランクはグレブ

ナー基底計算でも具体的に求めることができ，研究の過程ではこの計算を多く行っ

た．本問題とクロネッカーの標準形，制御理論における可制御・可観測性との関係

についても説明する. (ワシントン大学 Mathias Drton 氏との共同研究)

吉澤真太郎（御殿場基礎科学研究会）

深層一般化正準相関分析について
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今野良彦（日本女子大学）

Shrinkage estimation of a mean matrix of a multivariate complex normal

distribution

The multivariate complex normal and complex Wishart distributions were first

explored in Goodman (1963). Lillestøl (1977) investigated Stein-like shrinkage meth-

ods on simultaneous estimation of a mean vector of the complex normal model.

However, shrinkage methods for these models have received less attention so far,

although it is important to develop these methods beyond the maximum likelihood

estimator of estimating the unknown signals in the multivariate complex normal

distribution. The goal of this talk is to show how certain decision theoretical results

concerning the problem of estimating a mean matrix of the real normal distribution

can be extended to the complex multivariate normal case. The problem of estimat-

ing a mean matrix of a multivariate complex normal distribution with an unknown

covariance matrix is considered under an invariant loss function. By using complex

versions of the Stein identity, the Stein-Haff identity, and calculus on eigenvalues,

a formula is obtained for an unbiased estimate of the risk of an invariant class of

estimators, from which several minimax shrinkage estimators are constructed.

松添博（名古屋工業大学）

TBA

藤井一幸（横浜市立大学）

Google の PageRank 入門

Google は web 上にある全ての homepages（: webpages）からある手法で巨大な

行列（Google matrix）を取り出す。その行列の最大固有値は 1 なので、1 の固有ベ

クトル（webpages に対応する）は非負となる。これより全ての webpages がランク

付けでき、それを PageRank と呼ぶ。Google の創業者の一人である ”Larry” Page

に引っ掛けて PageRankと呼んでいるようだ。この講演で具体例を用いて PageRank

の詳しい紹介をする（藤井ー大池の共同研究）。さすがに Google である。


