はじめに
Global COE プロジェクト「数学のトップリーダーの育成」を開始してから，１年半が
経過した．国際交流などによるコア数学における研究者育成と多様な人材育成の２つの事
業を行っている．
国際交流事業では，種々の海外の研究機関と共同で，研究者の派遣，受け入れ等の事業
を行い，また，いくつかの国際研究集会を協賛・主催した．さらに，大学院生の国際交流
事業も行っている．
	
  本 Global COE プロジェクトでは，７名の特定教員，２５名の特定研究員，９名の時間
雇用研究員を雇用した*．特定教員の人事は，理学研究科に設けられた Global COE 講座で
行なった．一部例外を除く人事は，公募で行った．
	
  また，博士課程学生３８名を TA・RA として採用し，その研究活動を支援した．
	
  事業推進担当者およびこれらの Global COE プロジェクトに属する研究員による，研究
は順調に進展しており，多くの成果が上がっている．これらの研究活動の成果は本報告書
の後半で報告する．
多様な人材育成事業では，種々の講義やセミナーで，従来の数学の枠を超えたものを企
画し，学生・研究者が，数学が使われる広い範囲の活動に触れる機会を増やすよう努めた．
また，学生が，数学が使われる幅広い分野に興味をもつことを推奨した．理学研究科数学・
数理解析専攻では，多様な人材育成コースに所属する大学院生に対しては，従来と異なる
学位取得基準を設け，博士後期課程進学時から独自のやり方で教育を行うこととした．初
年度は４名の博士課程進学者が多様な人材育成コースに所属した．そのうち２名は，数理
経済学および数理生物学を志望し，それぞれ経済研究所，理化学研究所（神戸）と協力し
て教育を行うこととした．（他の２名は，教員およびコンピュータ科学を志望している．）
この目的のために，理化学研究所との協定に基づき理化学研究所の上田泰己チームリー
ダーを本学客員教授として任用した．
	
  優秀な学生が博士課程に進学するよう，数学に対する興味と意欲を喚起することを目的
として，種々の事業を行った．
	
  Global COE 実施期間中の大学院博士後期課程への入学者は，初年度が１５名，次年度
が１２名であり，Global COE 実施前に比べて大幅に増加した．
	
  留学生数を増やすために，３月に新たに留学生だけを対象に大学院の入学試験を行うこ
ととした．
数学の大学院教育に関わる現在の状況は決してよいとはいえず，特に学位取得者に対す
る研究ポストの不足は深刻であり，それが，博士課程のレベルの向上に対する大きな障害
になっている．それにも関わらず，本 Global COE プログラムでは，博士課程の教育プロ
グラムとしても現時点で一定の成果を上げることが出来たと考えている．
深谷 賢治（拠点リーダー）

*時期により異なる複数の職名で雇用したものについては,上位の職名 1 カ所のみ数えている.
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Global COE メンバー
【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 教授（事業推進担当者）】
深谷
三輪
河野
加藤

國府
森脇
池田
熊谷
加藤

賢治 (Kenji FUKAYA)
哲二 (Tetsuji MIWA)
明 (Akira KONO)
和也 (Kazuya KATO)
平成 21 年 8 月 31 日付	
  退職
（現在はシカゴ大学数学科 教授）
寛司 (Hiroshi KOKUBU)
淳 (Atsushi MORIWAKI)
保 (Tamotsu IKEDA)
平成 22 年 1 月 1 日付	
  追加
隆 (Takashi KUMAGAI)
毅 (Tsuyoshi KATO)
平成 21 年 4 月 1 日付	
  准教授より昇任

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 准教授（事業推進担当者）】
中西 賢次 (Kenji NAKANISHI)

【数理解析研究所 − 教授（事業推進担当者）】
柏原 正樹 (Masaki KASHIWARA)
森 重文 (Shigefumi MORI)
向井 茂 (Shigeru MUKAI)
岡本 久 (Hisashi OKAMOTO)
中島 啓 (Hiraku NAKAJIMA)
平成 20 年 10 月 1 日付	
  理学研究科数学・数理解析専攻より異動
望月 新一 (Shinichi MOCHIZUKI)
長谷川 真人 (Masahito HASEGAWA)
岩田 覚 (Satoru IWATA)

【数理解析研究所 − 准教授（事業推進担当者）】
大槻 知忠 (Tomotada OHTSUKI)
望月 拓郎 (Takuro MOCHIZUKI)

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 特定准教授（グローバル COE）】
木田 良才 (Yoshikata KIDA)
平成 21 年 3 月 1 日付	
  採用
五味 清紀 (Kiyonori GOMI)
平成 21 年 2 月 1 日付	
  採用

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 特定助教（グローバル COE）】
阿部 拓郎 (Takuro ABE)
平成 20 年 10 月 1 日付	
  採用
榎本 直也 (Naoya ENOMOTO)
平成 21 年 8 月 1 日付	
  採用
佐藤 隆夫 (Takao SATOH)
平成 20 年 10 月 1 日付	
  採用
5

塩沢 裕一 (Yuichi SHIOZAWA)
平成 20 年 10 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日
（現在は岡山大学環境理工学部・准教授）
矢野 裕子 (Yuko YANO)
平成 21 年 10 月 1 日付	
  採用

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 特定研究員（グローバル COE）】
一宮 尚志 (Takashi ICHINOMIYA)
平成 20 年 9 月 1 日付	
  採用
平成 21 年 10 月 1 日より JST さきがけ研究員を兼任
内田 幸寛 (Yukihiro UCHIDA)
平成 20 年 10 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日
（現在は理学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD）
高橋 博樹 (Hiroki TAKAHASHI)
平成 20 年 8 月 1 日~9 月 30 日	
  研究員（GCOE）
平成 20 年 10 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日	
  特定研究員（GCOE）
平成 21 年 4 月 1 日~6 月 30 日	
  研究員（GCOE）
平成 21 年 7 月 1 日付	
  特定研究員（GCOE）に身分変更
福島 竜輝 (Ryoki FUKUSHIMA)
平成 20 年 8 月 1 日~9 月 30 日	
  研究員（GCOE）
平成 20 年 10 月 1 日~21 年 3 月 31 日	
  特定研究員（GCOE）
（現在は東京工業大学大学院理工学研究科 助教）
森井 慶 (Kei MORII)
平成 20 年 10 月 1 日付	
  採用
Antoine GOURNAY
平成 20 年 10 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日	
  特定研究員（GCOE）
（現在は Max Plank 研究所数学部門（ボン）研究員）

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 研究員（グローバル COE）】
赤坂 立也 (Tatsuya AKASAKA)
平成 20 年 8 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日
生駒 英晃 (Hideaki IKOMA)
平成 20 年 10 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日	
  特定研究員（GCOE）
平成 21 年 4 月 1 日付	
  研究員（GCOE）に身分変更
上野 康平 (Kohei UENO)
平成 20 年 7 月 1 日~平成 21 年 9 月 30 日	
  研究員（GCOE）
（現在は理学研究科 研究員（研究機関））
近藤 剛史 (Takefumi KONDO)
平成 20 年 8 月 1 日~平成 20 年 9 月 30 日
（現在は神戸大学大学院理学研究科 GCOE 研究員）
丹下 基生 (Motoo TANGE)
平成 20 年 8 月 1 日~平成 20 年 8 月 31 日
（現在は数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員 PD）
長尾 有晃 (Tomoaki NAGAO)
平成 21 年 10 月 1 日付	
  採用
源 泰幸 (Hiroyuki MINAMOTO)
平成 20 年 8 月 1 日~平成 21 年 9 月 30 日
（現在は理学研究科 研究員（研究機関））
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宮内 通孝 (Michitaka MIYAUCHI)
平成 20 年 10 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日	
  特定研究員（GCOE）
平成 21 年 4 月 1 日付	
  研究員（GCOE）に身分変更
山田 智宏 (Tomohiro YAMADA)
平成 21 年 4 月 1 日付 採用

【数理解析研究所 − 特定研究員（グローバル COE）】
伊藤 公毅 (Ko-Ki ITO)
平成 20 年 8 月 1 日~9 月 30 日	
  理学研究科 研究員（GCOE）
平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日	
  数理解析研究所 特定研究員（GCOE）
（現在は数理解析研究所 研究員（研究機関））
岩成 勇 (Isamu IWANARI)
平成 20 年 8 月 1 日~8 月 31 日	
  理学研究科・研究員（GCOE）
平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日	
  数理解析研究所 特定研究員（GCOE）
（現在は数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員 PD）
大橋 久範 (Hisanori OHASHI)
平成 21 年 4 月 1 日付	
  採用
岡田 崇 (So OKADA)
平成 21 年 5 月 1 日付 採用
岡田 拓三 (Takuzo OKADA)
平成 21 年 4 月 1 日付 採用
笠谷 昌弘 (Masahiro KASATANI)
平成 20 年 8 月 1 日~平成 20 年 8 月 31 日	
  理学研究科 研究員（GCOE）
平成 20 年 9 月 1 日〜平成 20 年 10 月 15 日	
  数理解析研究所 特定研究員（GCOE）
（現在は東京大学大学院数理科学研究科 特任助教）
小林 幹 (Miki KOBAYASHI)
平成 21 年 4 月 1 日付 採用
柴山 允瑠 (Mitsuru SHIBAYAMA)
平成 20 年 8 月 1 日~8 月 31 日	
  理学研究科 研究員（GCOE）
平成 20 年 10 月 1 日付	
  数理解析研究所 特定研究員（GCOE）採用
仲田 研登 (Kento NAKADA)
平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
（現在は稚内北星学園大学 講師）
畠中 英里 (Eri HATAKENAKA)
平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
（現在は東京農工大 講師）
林 正史 (Masafumi HAYASHI)
平成 20 年 9 月 1 日付 採用
平之内 俊郎 (Toshiro HIRANOUCHI)
平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 7 月 31 日
（現在は広島大学大学院理学研究科数学専攻 助教）
眞野 智行 (Toshiyuki MANO)
平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
（現在は琉球大学理学部 助教）
水摩 陽子 (Yoko MIZUMA)
平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日
（現在は大阪市立大学 研究員）
森山 貴之 (Takayuki MORIYAMA)
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平成 20 年 9 月 1 日付 採用
Craig PASTRO
平成 20 年 10 月 1 日〜平成 22 年 1 月 31 日
（現在は九州大学国際教育センター 准教授）
安井 弘一 (Kouichi YASUI)
平成 21 年 4 月 1 日	
  採用
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研究費獲得状況
研究期間における直接経費の総額（平成 22 年度以降については交付予定額）

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 教授（事業推進担当者）】
深谷 賢治

基盤研究(S)	
  〈平成 18 年度~22 年度	
  予定総額：63,200 千円〉
「位相的場の理論に基づく,幾何学の新展開」

三輪 哲二

基盤研究(B)	
  〈平成 17 年度~20 年度	
  総額：8,100 千円〉
「数理物理における代数解析的方法（表現論・組み合わせ論・複素解析を
中心として）」

河野 明

基盤研究(B)	
  〈平成 18 年度~21 年度	
  総額：13,600 千円〉
「代数的位相幾何学の研究とその種々の幾何学への応用」

加藤 和也

基盤研究(B)	
  〈平成 20 年度~21 年度	
  総額：6,100 千円〉
「非可換岩澤理論とその周辺」

國府 寛司

戦略的創造研究推進事業(CREST)	
  〈平成 21 年度~26 年度	
  予定総額：72,300 千円〉
「ダイナミクス全構造計算法の発展による脳神経-身体リズム機構の解明と制御」
基盤研究(B)	
  〈平成 21 年度~24 年度	
  予定総額：13,200 千円〉
「大自由度系を含む力学系の大域的構造と分岐の研究」
基盤研究(B)	
  〈平成 17 年度~20 年度	
  総額：14,600 千円〉
「カオスと大自由度力学系の理解のための力学系の大域的分岐の研究」

森脇 淳

基盤研究(B)	
  〈平成 17 年度~20 年度	
  総額：15,300 千円〉
「ディオファントス幾何とモジュライの問題」

池田 保

基盤研究(B)	
  〈平成 21 年度~25 年度	
  予定総額：9,700 千円〉
「保型表現論の研究」
挑戦的萌芽研究	
  〈平成 20 年度~22 年度	
  予定総額：3,300 千円〉
「保型形式の明示的周期公式と調和解析」
基盤研究(B)	
  〈平成 17 年度~20 年度	
  総額：6,100 千円〉
「保型表現と L 関数の研究」

熊谷 隆

挑戦的萌芽研究	
  〈平成 21 年度~22 年度	
  予定総額：3,100 千円〉
「低次元臨界確率パーコレーション上のダイナミックスとそのスケール極限」
基盤研究(B)	
  〈平成 18 年度~20 年度	
  総額：11,500 千円〉
「複雑な系における確率過程論と実解析学の展開」

加藤 毅

基盤研究(C)	
  〈平成 18 年度~21 年度	
  総額：3,400 千円〉
「非可換幾何学における概正則曲線の研究」

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 准教授（事業推進担当者）】
中西 賢次

若手研究(B)	
  〈平成 21 年度~24 年度	
  予定総額：3,300 千円〉
「非線形波動の分散と共鳴の大域解析」
若手研究(B)	
  〈平成 18 年度~20 年度	
  総額：3,500 千円〉
「非線形波動の大域的分散性」
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【数理解析研究所 − 教授（事業推進担当者）】
柏原 正樹

基盤研究(B)	
  〈平成 18 年度〜21 年度	
  総額：14,200 千円〉
「無限対称性の代数解析」

森 重文

基盤研究(B)	
  〈平成 20 年度〜24 年度	
  予定総額：10,300 千円〉
「高次元双有理幾何の分類に関する諸問題」

向井 茂

挑戦的萌芽研究	
  〈平成 20 年度〜22 年度	
  予定総額：2,700 千円〉
「ルート系を実現する代数多様体―ワイル群が支配する双有理幾何を目指して―」
基盤研究(B)	
  〈平成 17 年度〜20 年度	
  総額：7,700 千円〉
「ファノ多様体とモジュライ空間-フェアリンデ公式とヒルベルト第 14 問題を中
心にして」

岡本 久

基盤研究(A)	
  〈平成 20 年度〜23 年度	
  予定総額：21,700 千円〉
「ナヴィエ・ストークス方程式および関連する力学系の応用解析」

中島 啓

基盤研究(B)	
  〈平成 19 年度〜22 年度	
  予定総額：6,300 千円〉
「箙多様体の幾何学と表現論」

長谷川 真人

基盤研究(C)	
  〈平成 20 年度〜22 年度	
  予定総額：3,500 千円〉
「高階相互作用の幾何とプログラム意味論」

岩田 覚

基盤研究(C)	
  〈平成 20 年度〜22 年度	
  予定総額：3,200 千円〉
「離散最適化技法による微分代数方程式モデルの指数減少法」

【数理解析研究所 − 准教授（事業推進担当者）】
大槻 知忠

基盤研究(C)	
  〈平成 21 年度〜23 年度	
  予定総額：2,800 千円〉
「結び目と 3 次元多様体の同変不変量」
基盤研究(C)	
  〈平成 19 年度〜20 年度	
  総額：2,000 千円〉
「結び目と 3 次元多様体の同変不変量」

望月 拓郎

若手研究(B)	
  〈平成 19 年度〜21 年度	
  総額：1,700 千円〉
「ベクトル束とそのモヂュライに関する研究」

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 特定准教授（グローバル COE）】
木田 良才

若手研究(A)	
  〈平成 21 年度〜24 年度	
  予定総額：4,600 千円〉
「測度同値理論的側面からの離散群の研究」
若手研究(スタートアップ)	
  〈平成 19 年度~20 年度	
  総額：2,700 千円〉
「半単純リー群の格子部分群の測度論的剛性について」

五味 清紀

若手研究(スタートアップ)	
  〈平成 21 年度~22 年度	
  予定総額：800 千円〉
「幾何的量子化の圏化による位相的量子場の理論の拡張」

10

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 特定助教（グローバル COE）】
阿部 拓郎

若手研究(B)	
  〈平成 21 年度~23 年度	
  予定総額：2,800 千円〉
「多重配置の自由性の解析と関連する幾何学の創出」
若手研究(B)	
  〈平成 20 年度	
  総額：900 千円〉
「超平面配置上の自由重複度の研究」

佐藤 隆夫

若手研究(B)	
  〈平成 21 年度~23 年度	
  予定総額：2,100 千円〉
「自由群の自己同型群の研究」
特別研究員奨励費	
  〈平成 19 年度~20 年度	
  総額：2,200 千円〉
「自由群の自己同型群の組み合わせ群論的, 位相幾何学的研究」

矢野 裕子

若手研究(B)	
  〈平成 21 年度~22 年度	
  予定総額：1,900 千円〉
「処罰問題が切り拓く確率過程論の新展開」

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 特定研究員（グローバル COE）】
一宮 尚志

戦略的創造研究推進事業(さきがけ)	
 〈平成 21 年度~24 年度	
  予定総額：17,850 千円〉
「数学を応用した動力学シミュレーション法の開発」

内田 幸寛

（~平成 21 年 3 月 31 日）
特別研究員奨励費	
  〈平成 19 年度~20 年度	
  総額：1,800 千円〉
「代数曲線の有理点・整数点を求めるアルゴリズムに関する研究」

【理学研究科 数学・数理解析専攻 − 研究員（グローバル COE）】
源 泰幸

（~平成 21 年 9 月 30 日）
若手研究(B)	
  〈平成 21 年度~24 年度	
  予定総額：2,300 千円〉
「三角圏を介した非可換代数幾何学の研究」

【数理解析研究所 − 特定研究員（グローバル COE）】
伊藤 公毅

（~平成 21 年 8 月 31 日）
挑戦的萌芽研究	
  〈平成 21 年度~23 年度	
  予定総額：3,100 千円〉
「微分方程式の合流過程と複素解析空間の変形理論」

大橋 久範

若手研究(スタートアップ)	
  〈平成 21 年度~22 年度	
  予定総額：1,670 千円〉
「自己同型から見たＫ３曲面とエンリケス曲面」

岡田 崇

若手研究(スタートアップ)	
  〈平成 21 年度~22 年度	
  予定総額：1,710 千円〉
「導来圏の研究」

岡田 拓三

若手研究(スタートアップ)	
  〈平成 21 年度~22 年度	
  予定総額：1,740 円〉
「非有理的有理連結多様体の双有理幾何学的研究」

丹下 基生

（~平成 20 年 8 月 31 日）
若手研究(スタートアップ)	
  〈平成 19 年度~20 年度	
  総額：1,710 千円〉
「へーガードフレアホモロジーのデーン手術と葉層構造への応用と量子論的解釈」
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平之内 俊郎

（〜平成 21 年 7 月 31 日）
若手研究(B)	
  〈平成 21 年度~24 年度	
  予定総額：3,300 千円〉
「高次元類体論から見た数論幾何学」

眞野 智行

（〜平成 21 年 3 月 31 日）
若手研究(B)	
  〈平成 21 年度~24 年度	
  予定総額：3,000 千円〉
「モノドロミ保存変形と積分表示可能な新しい特殊関数についての相補的研究」

森山 貴之

若手研究(B)	
  〈平成 21 年度~24 年度	
  予定総額：2,900 千円〉
「葉層多様体における横断的幾何構造の研究」

安井 弘一

若手研究(スタートアップ)	
  〈平成 21 年度~22 年度	
  予定総額：2,080 千円〉
「カービー図式を用いた４次元多様体の微分構造の研究」
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組織と運営
本 Global COE の運営は次ページの表の組織に基づいて行っている．
表には含まれていないが，京都大学大学院理学研究科には下記のメンバーからなる Global
COE 数学特別講座が設けられ，特定教員の人事などの事項を本 Global COE からの提案に
基づいて審議している．
京都大学大学院理学研究科 Global COE 数学特別講座運営委員会
委員長
平野丈夫 教授（生物科学専攻）
委員
川上則雄
淡路敏之
谷村吉隆
堀	
  道雄

教授（物理学・宇宙物理学専攻）
教授（地球惑星科学専攻）
教授（化学専攻）
教授（生物科学専攻）

加藤信一 教授（数学・数理解析専攻）
深谷賢治 教授（数学・数理解析専攻）
河野	
  明 教授（数学・数理解析専攻）
数理生命客員教授の任用
多様な人材育成プログラムの一環として，今年度より理化学研究所再生科学総合研究セン
ター（理研 CDB）の上田泰己チームリーダーを京都大学理学研究科の客員教授として任用
し，数理生命の研究を行なう博士課程学生の研究指導委託を行なっている．今年度は１名
の学生が数理生命に関する多様な人材コースの博士課程に進学し，理化学研究所と京都大
学数学教室双方において研究を行なっている．
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理学研究科数学・数理解析専攻博士後期課程学生
博士課程学生のうち，指導教員が理学研究科数学教室に所属する者については，多様な人材育成コースの者
とそうでない者との間で，学位取得要件が異なるため，入学時において，これらを区別している．多様な人
材育成コースの者には＊印を付けている．
（指導教員が数理解析研究所に所属する者については，特に区別していない．）

【理学研究科 数学・数理解析専攻（数学系）】
	
  （平成 21 年）
＊浅野 義直 (Yoshinao ASANO)
＊大塚 亜人夢 (Atomu OTSUKA)
	
  杉山 滋規 (Shigeki SUGIYAMA)
	
  鈴木 貴士 (Takashi SUZUKI)
＊田中 亮吉 (Ryokichi TANAKA)
	
  中島 誠 (Makoto NAKASHIMA)
	
  三井 健太郎 (Kentaro MITSUI)
＊宮田 英明 (Hideaki MIYATA)
（平成 20 年）
大井 理生 (Masao OI)
岸本 展 (Nobu KISHIMOTO)
前田 昌也 (Masaya MAEDA)
松江 要 (Kaname MATSUE)
森 克也 (Katsuya MORI)
森 伸吾 (Shingo MORI)
（平成 19 年）
金子 元 (Hajime KANEKO)
新角 卓也 (Takuya SHINKADO)
長尾 有晃 (Tomoaki NAGAO)
深谷 友宏 (Tomohiro FUKAYA)
福島 竜輝 (Ryoki FUKUSHIMA)
森谷 駿二 (Syunji MORIYA)
山名 俊介 (Syunsuke YAMANA)
（平成 18 年以前）
大林 一平 (Ippei OBAYASHI)
谷田 篤史 (Atsushi TANIDA)
本多 正平 (Shouhei HONDA)
眞崎 聡 (Satoshi Masaki)
森田 知真 (Kazuma MORITA)
山川 大亮 (Daisuke YAMAKAWA)

（平成 20 年度退学・シカゴ大学）
平成 22 年度 日本学術振興会特別研究員 DC 採用予定
平成 22 年度 日本学術振興会特別研究員 DC 採用予定
日本学術振興会特別研究員 DC

日本学術振興会特別研究員 DC
日本学術振興会特別研究員 DC
（平成 22 年 3 月学位取得見込）
日本学術振興会特別研究員 DC
兵庫県公立高校 教員

日本学術振興会特別研究員 DC
（平成 22 年 3 月学位取得見込）
理学研究科 研究員（GCOE）
日本学術振興会特別研究員 PD
平成 22 年度 理学研究科 特定研究員（GCOE）採用予定
東京工業大学大学院理工学研究科 助教
（平成 22 年 3 月学位取得見込）
平成 22 年度 理学研究科 研究員（GCOE）採用予定
理学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD

（平成 22 年 3 月学位取得見込）
平成 22 年度 理学研究科 特定研究員（産官学連携）採用予定
（平成 22 年 5 月学位取得見込）
理学研究科 研究員（科学研究）
平成 22 年度 数理解析研究所 特定研究員（GCOE）採用予定
東北大学 日本学術振興会特別研究員 PD
北海道大学理学部 助教
CMLS, Ecole polytechnique（フランス）PD
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山田 智宏 (Tomohiro YAMADA)
Yin Yin Su Win
生駒 英晃 (Hideaki IKOMA)
福山 浩司 (Hiroshi FUKUYAMA)
館野 浩司 (Kouji TATENO)
菅 剛史 (Tsuyoshi SUGA)

理学研究科 研究員（GCOE）
（留学生・ミャンマー）ヤンゴン大学（ミャンマー）講師
理学研究科 研究員（GCOE）

（平成 20 年度退学）

【理学研究科数学・数理解析専攻（数理解析系）】
（平成 21 年）
安藤 浩志 (Hiroshi ANDO)
尾髙 悠志 (Yuji ODAKA)
小布施 祈織 (Kiori OBUSE)
鈴木 咲衣 (Sakie SUZUKI)
野坂 武史 (Takefumi NOSAKA)
長谷部 高広 (Takahiro HASEBE)
Rossen MIKHOV

日本学術振興会特別研究員 DC
平成 22 年度 日本学術振興会特別研究員 DC 採用予定
日本学術振興会特別研究員 DC
（留学生・ブルガリア）

（平成 20 年）
西郷 甲矢人 (Hayato SAIGO)
原田 僚 (Ryo HARADA)
（平成 19 年）
土岡 俊介 (Shunsuke TSUCHIOKA) 日本学術振興会特別研究員 DC
（平成 22 年 3 月学位取得見込）
平成 22 年度 数理解析研究所 研究員（GCOE）採用予定
木村 嘉之 (Yoshiyuki KIMURA)
長尾 健太郎 (Kentaro NAGAO)
数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員 PD
星野 直彦 (Naohiko HOSHINO)
日本学術振興会特別研究員 DC
宮部 賢志 (Kenshi MIYABE)
（平成 22 年 3 月学位取得見込）
平成 22 年度 数理解析研究所 研究員（GCOE）採用予定
（平成 18 年以前）
浅田 和之 (Kazuyuki ASADA)
岡田 拓三 (Takuzo OKADA)
佐野 良夫 (Yoshio SANO)
卓 建宏 (Chien-Hong CHO)
石原 存 (Ariya ISHIHARA)
榎本 直也 (Naoya ENOMOTO)
大橋 久範 (Hisanori OHASHI)

数理解析研究所 教務補佐員
平成 22 年度 数理解析研究所 研究員（GCOE）採用予定
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）
（平成 22 年 3 月学位取得見込）
平成 22 年度 数理解析研究所 研究員（GCOE）採用予定
（留学生・台湾）国立中正大学 助教
アムステルダム自由大学（オランダ）D3
理学研究科 特定助教（GCOE）
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）
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研究員・学生等の進路について
本 GCOE で採用した研究員および数学・数理解析専攻所属博士後期課程学生のうち，下記
の者は，研究業績等が評価され，次のような研究職を得ている．
博士課程学生の（数学）は数学・数理解析専攻数学系を，
（数理解析）は数学・数理解析専攻数理解析系を意
味する．

一宮 尚志
理学研究科 特定研究員（GCOE）
平成 21 年 10 月 1 日より JST さきがけ研究員を兼任
内田 幸寛
理学研究科 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 10 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日）
理学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD
福島 竜輝
平成 20 年度 博士課程（数学）修了
理学研究科 研究員（GCOE）（平成 20 年 8 月 1 日~9 月 30 日）
理学研究科 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 10 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日）
理学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD（平成 21 年 4 月 1 日~9 月 31 日）
チューリッヒ大学（スイス） 研究員（平成 21 年 10 月 1 日~12 月 31 日）
東京工業大学大学院理工学研究科 助教
Antoine GOURNAY
理学研究科 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 10 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日）
理学研究科 特定研究員（科学研究）（平成 21 年 4 月 1 日~9 月 30 日）
Max Plank 研究所数学部門（ボン） 研究員
伊藤 公毅
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日）
数理解析研究所 研究員（研究機関）
岩成 勇
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日）
数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員
笠谷 昌弘
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 9 月 1 日〜平成 20 年 10 月 15 日）
東京大学大学院数理科学研究科 特任助教
仲田 研登
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日）
稚内北星学園大学 講師
畠中 英里
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日）
日本学術振興会特別研究員 PD を経て、東京農工大学 講師
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平之内 俊郎
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 9 月 1 日〜平成 21 年 7 月 31 日）
広島大学大学院理学研究科数学専攻 助教
安井 弘一
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）
理学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD（平成 22 年度採用予定）
眞野 智行
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 10 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日）
数理解析研究所 研究員を経て、琉球大学理学部 助教
Craig PASTRO
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）（平成 20 年 10 月 1 日〜平成 22 年 1 月 31 日）
九州大学国際教育センター 准教授
近藤 剛史
理学研究科 研究員（GCOE）（平成 20 年 8 月 1 日~平成 20 年 9 月 30 日）
神戸大学大学院理学研究科 GCOE 研究員
丹下 基生
理学研究科 研究員（GCOE）（平成 20 年 8 月 1 日~平成 20 年 8 月 31 日）
数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員 PD
浅田 和之
平成 20 年度 博士課程（数理解析）修了
数理解析研究所 研究員（GCOE）（平成 22 年度採用予定）
大橋 久範
平成 20 年度 博士課程（数理解析）修了
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）
岡田 拓三
平成 20 年度 博士課程（数理解析）修了
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）
長尾 健太郎
平成 20 年度 博士課程（数理解析）修了
数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員 PD
眞崎 聡
平成 20 年度 博士課程（数学）修了
東北大学 日本学術振興会特別研究員 PD
森田 知真
平成 20 年度 博士課程（数学）修了
北海道大学理学部 助教
山川 大亮
平成 20 年度 博士課程（数学）修了
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CMLS (Centre de mathématiques Laurent Schwartz) École polytechnique（フランス）
研究員
山名 俊介
平成 20 年度 博士課程（数学）修了
理学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD
Yin Yin Su Win（留学生・ミャンマー）
平成 20 年度 博士課程（数学）修了
ヤンゴン大学（ミャンマー）講師
榎本 直也
平成 21 年 5 月 博士課程（数理解析）修了
理学研究科 特定助教（GCOE）
深谷 友宏
平成 21 年 7 月 博士課程（数学）修了
理学研究科 特定研究員（GCOE）（平成 22 年度採用予定）
卓 建宏（留学生・台湾）
平成 21 年 9 月 博士課程（数理解析）修了
国立中正大学（台湾）助教
本多 正平
平成 21 年 11 月 博士課程（数学）修了
数理解析研究所 特定研究員（GCOE）（平成 22 年度採用予定）
大林 一平
平成 22 年 3 月 博士課程（数学）修了見込
	
 
理学研究科 特定研究員（産官学連携）（平成 22 年度採用予定）
金子 元
平成 22 年 3 月 博士課程（数学）修了見込
理学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD（平成 22 年度採用予定）
岸本 展
平成 22 年 3 月 博士課程（数学）修了見込
理学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD（平成 22 年度採用予定）
佐野 良夫
平成 22 年 3 月 博士課程（数理解析）修了見込
数理解析研究所 研究員（GCOE）（平成 22 年度採用予定）
土岡 俊介
平成 22 年 3 月 博士課程（数理解析）修了見込
数理解析研究所 研究員（GCOE）（平成 22 年度採用予定）
宮部 賢志
平成 22 年 3 月 博士課程（数理解析）修了見込
数理解析研究所 研究員（GCOE）（平成 22 年度採用予定）
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受賞等
深谷 賢治（理学研究科数学・数理解析専攻 教授）
日本学士院会員（2009 年）
2009 年度 朝日賞（2010 年）

柏原 正樹（数理解析研究所 教授）
第 49 回 藤原賞（2008 年）
長谷川 真人（数理解析研究所 教授）
科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞（2008 年）
望月 拓郎（数理解析研究所 准教授）
第一回湯川・朝永奨励賞（2008 年）
第 6 回日本学術振興会賞（2010 年）
第６回日本学士院学術奨励賞（2010 年）
川北 真之（数理解析研究所 准教授）
科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞（2009 年）
木田 良才（理学研究科 数学・数理解析専攻 特定准教授（GCOE））
日本数学会幾何学賞（2009 年）
福島 竜輝（理学研究科 数学・数理解析専攻 特定研究員（GCOE））
（平成 20 年 10 月 1 日~平成 21 年 3 月 31 日）
日本数学会賞建部賢弘特別賞（2009 年）
第 26 回井上研究奨励賞（2009 年）
安井 弘一（数理解析研究所 特定研究員（GCOE））
日本数学会賞建部賢弘奨励賞（2009 年）
岸本 展（理学研究科 数学・数理解析専攻 D2）
日本数学会賞建部賢弘奨励賞（2009 年）
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国際交流事業
１．Russia-Japan School of Young Mathematicians（平成 21 年 1 月）
ロシアから大学院学生および研究者を招聘し，京都大学の学生と交流セミナーを行った．

DATES: January 14 - February 2, 2009
PLACE: 305 & 306 Seminar Rooms, Building #3
Department of Mathematics, Kyoto University
ORGANIZERS:
Feigin, Boris --- Independent University of Moscow, Russia
Kaledin, Dmitry --- Independent University of Moscow, Russia
Kuwabara, Toshiro --- RIMS, Kyoto University, Japan
Miwa, Tetsuji --- Department of Mathematics, Kyoto University, Japan
PARTICIPANTS:
Arakawa, Tomoyuki --- Nara Women University, Japan
Belavin, Alexander --- Landau Institute for Theoretical Physics, Russia
Belavin, Vladimir --- Institute for Theoretical and Experimental Physics, Russia
Kato, Syu --- RIMS, Kyoto University, Japan
Nakajima, Hiraku --- RIMS, Kyoto University, Japan
Suzuki, Takeshi --- Okayama University, Japan
Alexandr, Shapiro --- Moscow State University
Alexey, Elagin --- Steklov Mathematical Institute
Bershteyn, Mykhailo --- Independent University of Moscow / Landau Institute for
Theoretical Physics
Gayfullin, Alexander --- Moscow State University
Gaynutdinov, Azat --- Lebedev Physical Institute
Gorin, Vadim --- Moscow State University
Karev, Maxim --- Petersburg Department of Steklov Mathematical Institute
Merzon, Grigory --- Steklov Mathematical Institute
Pak, Alexey --- Petersburg Department of Steklov Mathematical Institute
Prontsev, Sergey --- Steklov Mathematical Institute
Rybakov, Sergey --- Independent University of Moscow / Laboratoire J.-V.Poncelet
Shashkov, Sergey --- Moscow State University
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Smirnov, Evgeny --- Independent University of Moscow
Tsymbaliuk, Oleksandr --- Independent University of Moscow / Moscow State University
Abe, Tetsuya --- Osaka City University
Enomoto, Naoya --- Kyoto University
Ikoma, Hideki --- Kyoto University
Kimura, Yoshiyuki --- Kyoto University
Kodera, Ryosuke --- The University of Tokyo
Minamoto, Hiroyuki --- Kyoto University
Moriya, Shunji --- Kyoto University
Nakada, Kento --- Kyoto University
Sawada, Nobuharu --- Tokyo University of Science
Shinkado, Takuya --- Kyoto University
Tange, Motoo --- Kyoto University
Tsuchioka, Shunsuke --- Kyoto University
Uchida, Yukihiro --- Kyoto University
Yamakawa, Daisuke --- Kyoto University
（35 ページの Dmitry Kaledin 氏のレポート参照）

２．復旦大学との交流会（平成 22 年 1 月）
復旦大学と京都大学の数学教室博士課程の学生たちの交流会を、京都大学時計台記念ホー
ルにおいて、２０１０年１月１１日（月）~１５日（金）の日程で行った。
この交流会は博士課程の学生の積極的な自立を目指すもので、企画の段階から学生自身で
計画がなされた。この研究会に先立って、学生のリーダーを京都大学と復旦大学双方から
それぞれ１名を決め、その２人が電子メールで事前に連絡を取り合うことで全体としての
構成がなされた。リーダーは京都大学からは深谷友宏が、復旦大学からは Ren Qinggang
がそれぞれその役割を果たした。それにより例えば、復旦大学と京都大学の各学生からタ
イトルやアブストラクトを集めて、それらをまとめて事前に詳細なプログラムを作成する
ことを行った。
復旦大学からの参加者は、博士課程の学生１３名、教員は、復旦大学から２名、アメリカ
バンダービルト大学から１名、香港工科大学から１名が参加した。
午前中は、国外から招待された各教員と、京都大学数学教室•数理解析研究所の教員による
講義が行われた。数学の分野は限定せずに、代数•幾何•解析の各分野から入門的な講義が
行われた。非専門家にも理解できるよう配慮された講義が行われ、復旦大学と京都大学双
方の学生から活発な質問がなされた。
午後は学生たちによる発表の形式で行った。特に現在の自分のテーマを解説することで学
生間の親密な交流がなされた。詳細な内容を含むプログラムも添付した。
今回の交流会では、研究集会中だけではなく、昼食や夕食など日本での滞在生活において
も学生間の交流が行われた。特に初めての外国滞在であった復旦大学の学生が多くいたに
もかかわらず、京都大学の学生との交流を通じて、諸事滞りなく親密に文化交流が行われ、
友好関係が築けたことは、きわめて重要な点である。
今回の研究集会期間中に、復旦大学の Quianshui Wu 数理科学研究科長より、京都大学数
学教室へ、復旦大学の記念の楯が贈与された。また、今回招聘された Xiaoman Chen 教授
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は復旦大学の副学長でもあり、京都大学の吉川潔理事と吉川研一理学研究科長への表敬訪
問が行われ、復旦大学と京都大学との間での、教育に関するより強い連携関係に関して話
し合いが持たれた。
今回の交流会に引き続いて、来年度中に復旦大学において、京都大学と復旦大学双方の博
士課程学生どうしの交流会を開催することが復旦側から提案され、次回の企画が検討され
ている。
日	
  時：	
  2010 年 1 月 11 日(月・祝)~1 月 15 日(金)	
  9:30~18:30 頃
場	
  所：	
  京都大学 百周年時計台記念館 国際交流ホール I
招待講演者：
Chen Xiaoman (Fudan University)
Ito Tetsushi (Kyoto University)
Kumagai Takashi (Kyoto University)
Li Xiangdong (Fudan University)
Okamoto Hisashi (RIMS)
Tsukamoto Masaki (Kyoto University)
Yu Guoliang (Vanderbilt University)
Zheng Xinghua (Hong Kong University of Science and Technology)
プログラム：
Jan. 11 (Mon)
9:30 ∼ 11:00
Okamoto Hisashi (RIMS)
The Navier-Stokes equations and related paradoxes.
11:30 ∼ 13:00 Li Xiangdong (Fudan university)
On the Lp-estimates and existence theorems for the De Rham
operator and the Cauchy-Riemann operator
13:00 ∼ 14:30 Lunch
14:30 ∼ 15:00 Ren Qinggang (Fudan university)
3-manifold group and finite decomposition complexity
15:00 ∼ 15:30 Fukaya Tomohiro (Kyoto university)
Coarse Geometry, Higson corona and fixe point theorem
15:30 ∼ 16:00 Tea time
16:00 ∼ 16:30 Fu Benyin (Fudan university)
Noncommutative Fejer theorem
16:30 ∼ 17:00 Hasebe Takahiro (Kyoto university)
Cumulants in noncommutative probability theory
17:00 ∼ 17:30 Tea time
17:30 ∼ 18:00 Wu Yan (Fudan university)
Reducing Subspaces of Toeplitz Operators on N’-type Quotient Modules
on the Torus
18:00 ∼ 18:30 Hatakenaka Eri (Tokyo University of Agriculture and Technology)
Invariants of 3-manifolds derived from covering presentations
Jan. 12 (Tue)
9:30 ∼ 11:00

Ito Tetsushi (Kyoto university)
Introduction to modular forms and non-abelian class field theory
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11:30 ∼ 13:00

13:00 ∼ 14:30
14:30 ∼ 15:00
15:00 ∼ 15:30
15:30 ∼ 16:00
16:00 ∼ 16:30

16:30 ∼ 17:00
17:00 ∼ 17:30
17:30 ∼ 18:00
18:00 ∼ 18:30

Chen Xiaoman (Fudan university)
Operator Norm Localization and Finite Decomposition Complexity
Property
Lunch
Nakashima Makoto (Kyoto university)
On the behavior of the population density for branching random walks
Wang Xinyi (Fudan university)
Some Greeks formulas for hypoelliptic Brownian motion on Lie group
Tea time
Shiraishi Daisuke (Kyoto university)
Exact value of the resistance exponent for four dimensional random
walk trac
Takemura Tomoko (Nara Women university)
Feller property of skew product diffusion
Tea time
Qu Aifang (Fudan university)
Reflection of rarefaction waves in a convex duct
Zhao Wenjing (Fudan university)
local well-posedness of lower regularity solutions for the
incompressible viscoelastic fluid system

Jan. 13 (Wed) Excursion.
Jan. 14 (Thu)
9:30 ∼ 11:00
11:30 ∼ 13:00
13:00 ∼ 14:30
14:30 ∼ 15:00
15:00 ∼ 15:30
15:30 ∼ 16:00
16:00 ∼ 16:30

16:30 ∼ 17:00
17:00 ∼ 17:30
17:30 ∼ 18:00
18:00 ∼ 18:30

Jan. 15 (Fri)
9:30 ∼ 11:00
11:30 ∼ 13:00

Kumagai Takashi (Kyoto university)
Analysis on fractals and random media
Yu Guoliang (Vanderbilt university)
Geometric complexity and topological rigidity
Lunch
Liu Liyu (Fudan university)
Homological properties of quantum homogeneous spaces
Mori Shingo (Kyoto university)
Orbital L-function associated with the space of binary cubic forms
Tea time
Cui Aoxiang (Fudan university)
Boundedness Theorem for Canonically Fibered Gorenstein Minimal
3-Folds of General Type
Mitsui Kentaro (Kyoto university)
Classification of rigid analytic surfaces
Tea time
Wang Shengqiang ( university)
On the double Ore extension of Koszul algebras
Minamoto Hiroyuki (Kyoto university)
Ampleness of two-sided tilting complexes

Tsukamoto Masaki (Kyoto university)
An introduction to Gromov’s mean dimension theory
Zheng Xinghua (Hong Kong University of Science and Technology)
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13:00 ∼ 14:30
14:30 ∼ 15:00
15:00 ∼ 15:30

15:30 ∼ 16:00
16:00 ∼ 16:30
16:30 ∼ 17:00
17:00 ∼ 17:30
17:30 ∼ 18:00
18:00 ∼ 18:30

Spatial epidemics: occupation statistics, scaling limits and a phase
transition
Lunch
Liu Jianli (Fudan university)
The study of timelike extremal surface in Minkowski space
Qu Peng (Fudan university)
The mechanism of the formation of the singularity for quasilinear
hyperbolic systems.
Tea time
Yang Wei (Fudan university)
Global results for an SIRS model with vaccination and isolation
Tanaka Ryokichi (RIKEN, Kyoto university)
Toward a network theory of the biological system.
Tea time
Zhu Can (Fudan university)
On the skew group algebra of Calabi-Yau algebras
Kimura Yoshiyuki (Kyoto university)
Affine quiver and the crystal B(∞)

参加者：	
  ４０名（教員１１名、研究員４名、博士課程学生２３名、修士課程学生２名）
（37 ページの Xiaoman Chen 氏のレポート参照）

３．PIMS との研究交流
GCOE による国際交流の一環として、カナダの大学を中心とする研究機関 PIMS (Pacific
Institute for the Mathematical Sciences)と数理解析研究所が０９年３月に研究交流の協
定を交わした。この協定については、PIMS 側の広報誌である PIMS Magazine Volume 12
– Issue 1 にも報告された。
PIMS との間では、現在までのところ以下の研究交流が行われている。
１）０９年にバンクーバーで行われた、PIMS summer school in Probability に数学教室
の大学院生２名を派遣した。１ヶ月におよぶ海外生活は、彼らにとって大変有意義なもの
であった。
２）PIMS の主要大学である British Columbia 大学の G. Slade 教授を０９年２月から３
月中旬まで数学教室に招聘し、研究交流を行った。
Slade 氏は、滞在中に「A renormalisation
group analysis of the 4-dimensional self-avoiding walk」というタイトルで３回の連続講
演を行い、統計力学の基本的なモデルである self-avoiding walk の、４次元における繰り
込み群を用いた臨界現象の解析について、最先端の研究成果を報告した。
３）PIMS との提携を記念して、０９年２月１６日−１９日に研究集会「Random processes
and systems」を行った。大学院生を含めて８０名程度の参加があり、充実した議論が行
われた。招待講演者は以下の通り。
(Invited Speakers: 30 minutes)
M.T. Barlow (UBC)
D. Croydon (Warwick)
G. Grimmett (Cambridge)

D. Brydges (UBC)
T. Funaki (Tokyo)
T. Hara (Kyushu)
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R.W. van der Hofstad (TUE)
A. Nachmias (Microsoft)
H. Osada (Kyushu)
G. Slade (UBC)
A.S. Sznitman (ETH)
H. Tasaki (Gakushuin)

G. Kozma (Weizmann)
S. Olla (Paris)
A. Sakai (Hokkaido)
H. Spohn (TU München)
H. Tanemura (Chiba)
N. Yoshida (Kyoto)

(Invited Speakers: 30 minutes)
S. Bhamidi (UBC)
B. Graham (UBC)
H. Sakagawa (Keio)

R. Fukushima (Kyoto)
J. Goodman (UBC)
M. Sasada (Tokyo)

この研究集会の詳しい予稿集は以下のサイトからダウンロードできる。
http://www.math.kyoto-u.ac.jp/~kumagai/GCOEFebWS.html

４．デンマークオーフス大学との連携
京都大学とデンマークのオーフス大学とはこれまで親密な学術交流があり、理学研究科と
オーフス大学自然科学部との間に学術協定が結ばれていたが、その期限が切れていたため、
今年度新たに協定を結ぶことを、京都大学とオーフス大学双方の合意のもとで提案がなさ
れた。これに関して、オーフス大学数学科の Andersen 教授と頻繁に連絡を取り合い、協
定書作成作業がほぼ完成されている。またこの件は京都大学理学研究科の会議において了
承がなされており、現在オーフス大学によって最終段階のチェックがなされている。この
協定書に沿って、今後も京都大学の博士課程の学生がオーフス大学で滞在する機会が増え
ることが期待される。
昨年デンマークにおいて、日本の GCOE に相当するグラント（Center of excellent grant）
が、Andersen 教授リーダーのもとで再度採択され、特に微分•位相幾何学の分野において
世界的に活躍している研究者がオーフス大学に集められ、活発な研究環境が整っている。
そこに京都大学の博士課程の学生が滞在する機会を持つことで研究に関する大きな刺激が
与えられることが期待される。また平成２２年３月に研究者１名がオーフス大学に１週間
程度滞在する予定である。
５．そのほかの若手研究者の海外派遣．
若手研究者に海外での研究活動をすることを奨励し，また旅費の援助等をおこなった．下
記は本 GCOE の経費から旅費を受け取り，海外で研究活動を行った者のリストである．
平成２０年度
上田 肇一（数理解析研究所 助教）
2008 年 7 月 20 日~26 日	
  University of Roma“La Sapienza”（イタリア）
大橋 久範（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程３年）
2008 年 7 月 6 日~20 日	
  IAS/Park City Mathematics（アメリカ）
佐野 良夫（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2008 年 8 月 25 日~9 月 2 日	
  国立成功大学国家理論科学研究中心（中国）
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卓 建宏（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2008 年 8 月 24 日~30 日	
  Zhong-Hui Hotel（中国）
加藤 毅（理学研究科数学・数理解析専攻 准教授）
2008 年 9 月 3 日~10 月 4 日	
  オーフス大学（デンマーク）
勝股 審也（数理解析研究所 助教）
2008 年 9 月 5 日~21 日
(1) IT-University of Copenhagen（デンマーク） (2) University of Bologna（イタリア）
高橋 博樹（理学研究科数学・数理解析専攻 研究員（GCOE)）
2008 年 9 月 16 日~25 日	
  アリゾナ州立大学（アメリカ）
長谷川 真人（数理解析研究所 教授）
2008 年 9 月 22 日~29 日	
  Delta Victoria Ocean Pointe Resort and Spa（カナダ）
齊木 吉隆（数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員）
2008 年 10 月 3 日~11 月 6 日	
  INPE(National Institute for Space Research) （ブラジル）
水摩 陽子（数理解析研究所 特定研究員（GCOE））
2008 年 10 月 8 日~2009 年 1 月 2 日	
  マルセイユ大学（フランス）
佐野 良夫（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2008 年 10 月 22 日~27 日	
  (1) 済州国際コンベンションセンター (2) ソウル大学（ともに韓国）
川ノ上 帆（数理解析研究所 研究員（研究機関））
2008 年 11 月 8 日~22 日	
  パーデュー大学（アメリカ）
福島 竜輝（理学研究科数学・数理解析専攻 特定研究員（GCOE)）
2008 年 11 月 29 日~12 月 21 日
(1) Oberwolfach 数学研究所 (2) ベルリン工科大学 (3) ライプツィヒ大学（ともにドイツ）
佐野 良夫（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2008 年 12 月 5 日~15 日	
  Hostal de La Noria Hotel Casa de Sierra Azul（メキシコ）
塩沢 裕一（理学研究科数学・数理解析専攻 特定助教（GCOE)）
2008 年 12 月 7 日~14 日	
  モナシュ大学（オーストラリア）
浅田 和之（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程３年）
2008 年 12 月 7 日~15 日	
  JN Tata Auditorium, Indian Institute of Scinece（インド）
Antoine Gournay（理学研究科数学・数理解析専攻 特定研究員（GCOE)）
2008 年 12 月 16 日~2009 年 1 月 2 日
(1) ロンドンインペリアルカレッジ（英国） (2) パリ 11 大学（フランス）
稲生 啓行（理学研究科数学・数理解析専攻 講師）
2008 年 12 月 17 日~25 日	
  (1) ポールサバティエ大学 (2) プロヴァンス大学（ともにフランス）
加藤 周（数理解析研究所 助教）	
 
2008 年 12 月 17 日~26 日	
  国立台湾大学（台湾）
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小西 由紀子（理学研究科数学・数理解析専攻 講師）
2008 年 12 月 31 日~2009 年 3 月 31 日 Institut des Hautes Etudes Scientifiques（フランス）
宮部 賢志（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2009 年 1 月 2 日~11 日 	
  Crown Hotel Napier（ニュージーランド）
佐野 良夫（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2009 年 1 月 3 日~18 日	
  The University Club of Western Australia（オーストラリア）
齊木 吉隆（数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員）
2009 年 1 月 8 日~29 日
(1) Double Tree Hotel San Diego Downtown (2) メリーランド大学 (3) アリゾナ州立大学
（ともにアメリカ）
小林 幹（数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員）
2009 年 1 月 8 日~29 日
(1) Double Tree Hotel San Diego Downtown (2) メリーランド大学 (3) アリゾナ州立大学（とも
にアメリカ）
長尾 健太郎（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程１年）
2009 年 1 月 9 日~26 日	
  (1) ストーニー・ブルック大学 (1) マイアミ大学（ともにアメリカ）
松江 要（理学研究科数学・数理解析専攻 博士課程１年）
2009 年 1 月 19 日~29 日	
  Jagiellonian Universtiy（ポーランド）
星野 直彦（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2009 年 1 月 20 日~25 日	
  Hyatt Regency Savannah（アメリカ）
岡田 拓三（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系
2009 年 1 月 25 日~2 月 1 日	
  MSRI（アメリカ）

博士課程３年）

大橋 久範（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系
2009 年 1 月 25 日~2 月 19 日	
  MSRI（アメリカ）

博士課程３年）

Antoine Gournay（理学研究科数学・数理解析専攻 特定研究員（GCOE)）
2009 年 1 月 28 日~2 月 9 日	
  (1) ストラスブール大学 (2) パリ 11 大学（ともにフランス）
佐藤 隆夫（理学研究科数学・数理解析専攻 特定助教（GCOE)）
2009 年 2 月 5 日~3 月 10 日	
  オーフス大学（デンマーク）
畠中 英里（数理解析研究所 特定研究員（GCOE））
2009 年 2 月 5 日~3 月 12 日	
  オーフス大学（デンマーク）
丹下 基生（数理解析研究所 研究員（研究機関））
2009 年 2 月 5 日~3 月 12 日	
  オーフス大学（デンマーク）
佐野 良夫（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2009 年 2 月 8 日~23 日
(1) Pusan National University (2) Seoul National University（ともに韓国）
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上野 康平（理学研究科数学・数理解析専攻 研究員（GCOE)）
2009 年 2 月 15 日~19 日	
  ソウル大学（韓国）
本多 正平（理学研究科数学・数理解析専攻 博士課程 3 年）
2009 年 2 月 15 日~19 日	
  ソウル大学（韓国）
大橋 久範（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系
2009 年 2 月 15 日~19 日	
  ソウル大学（韓国）

博士課程３年）

土岡 俊介（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系
2009 年 2 月 15 日~19 日	
  ソウル大学（韓国）

博士課程２年）

長尾 健太郎（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系
2009 年 2 月 21 日~3 月 2 日	
  MSRI（アメリカ）

博士課程１年）

高橋 博樹（理学研究科数学・数理解析専攻 特定研究員（GCOE)）
2009 年 2 月 25 日~3 月 29 日	
  IMPA 純粋・応用数学研究所（ブラジル）
佐野 良夫（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2009 年 2 月 28 日~3 月 9 日	
  Florida Atlantic University（アメリカ）
卓 建宏（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2009 年 3 月 3 日~7 日	
  高雄大学応用数学系（中国）
木田 良才（理学研究科数学・数理解析専攻 特定准教授（GCOE））
2009 年 3 月 7 日~3 月 13 日	
  IHES 研究所（フランス）
浅岡 正幸（理学研究科数学・数理解析専攻 准教授）
2009 年 3 月 8 日~18 日	
  Ecole normale superieure（フランス）
塚本 真輝（理学研究科数学・数理解析専攻 助教）
2009 年 3 月 12 日~22 日	
  オーフス大学（デンマーク）
木田 良才（理学研究科数学・数理解析専攻 特定准教授（GCOE））
2009 年 3 月 14 日~3 月 18 日	
  カリフォルニア大学ロサンゼルス校（アメリカ）
木田 良才（理学研究科数学・数理解析専攻 特定准教授（GCOE））
2009 年 3 月 19 日~7 月 28 日	
  IHES 研究所（フランス）
桑原 敏郎（数理解析研究所 研究員（研究機関））
2009 年 3 月 21 日~29 日	
  ニュートン研究所（英国）

平成２１年度
佐野 良夫（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程３年）
2009 年 5 月 14 日~21 日	
  Alfred Renyi 数学研究所（ハンガリー）
中島 誠（理学研究科数学・数理解析専攻 博士課程１年）
2009 年 6 月 7 日~7 月 6 日	
  University of British Columbia（カナダ）
白石 大典（理学研究科数学・数理解析専攻 修士課程２年）
2009 年 6 月 7 日~7 月 6 日	
  University of British Columbia（カナダ）
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卓 建宏（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程３年）
2009 年 6 月 7 日~12 日	
  ブルネイ大学（ブルネイ）
佐野 良夫（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程３年）
2009 年 6 月 14 日~24 日	
  (1) KIAS (2) Seoul National Universiy（韓国）
星野 直彦（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程３年）
2009 年 6 月 22 日~7 月 14 日
(1) Laboratoire PPS Universite Paris 7（フランス）(2) TACL2009（オランダ）
野坂 武史（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程１年）
2009 年 6 月 23 日~7 月 5 日
(1) グルノーブル大学 (2) Institute Henri Poincare（ともにフランス）
鈴木 咲衣（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程３年）
2009 年 6 月 28 日~7 月 11 日
(1) Institut Henri Poncare (2) グルノーブル大学（ともにフランス）
林 正史（数理解析研究所 特定研究員（GCOE））
2009 年 6 月 28 日~7 月 3 日	
  City University of Hong Kong（中国）
宮部 賢志（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程２年）
2009 年 6 月 28 日~7 月 5 日	
  CIRM（フランス）
木田 良才（理学研究科数学・数理解析専攻 特定准教授（GCOE））
2009 年 7 月 29 日~8 月 5 日	
  四川大学（中国）
木田 良才（理学研究科数学・数理解析専攻 特定准教授（GCOE））
2009 年 8 月 6 日~8 月 30 日	
  IHES 研究所（フランス）
安藤 浩志（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程１年）
2009 年 8 月 15 日~24 日
The Mathematical Research and Conference Center (MRCC)（ポーランド）
大橋 久範（数理解析研究所 特定研究員（GCOE））
2009 年 8 月 20 日~30 日	
  ベルリン大学（ドイツ）
川ノ上 帆（数理解析研究所 助教）
2009 年 8 月 23 日~31 日	
  Institut de Recherche Mathematique Avancee（フランス）
小林 幹（数理解析研究所 特定研究員（GCOE））
2009 年 8 月 23 日~9 月 6 日	
  (1) ポツダム大学 (2) ゲオルグ・アウグスト大学（ともにドイツ）
齊木 吉隆（数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員）
2009 年 8 月 25 日~30 日	
  モントリオール大学（カナダ）
木田 良才（理学研究科数学・数理解析専攻 特定准教授（GCOE））
2009 年 9 月 14 日~9 月 22 日	
  IHES 研究所（フランス）
高橋 博樹（理学研究科数学・数理解析専攻 特定研究員（GCOE)）
2009 年 9 月 14 日~10 月 1 日	
  アリゾナ州立大学（アメリカ）
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深谷 友宏（理学研究科数学・数理解析専攻 日本学術振興会特別研究員 PD）
2009 年 9 月 28 日~10 月 24 日	
  パリ第７大学（フランス）
大下 達也（理学研究科数学・数理解析専攻 修士課程２年）
2009 年 10 月 21 日~11 月 1 日	
  シカゴ大学（アメリカ）
松江 要（理学研究科数学・数理解析専攻 博士課程２年）
2009 年 11 月 6 日~9 日 	
  国立台湾大学（台湾）
長谷部 高広（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程１年）
2009 年 11 月 17 日~29 日	
  Pontificia Universidad Catolica de Chile（チリ）
浅岡 正幸（理学研究科数学・数理解析専攻 准教授）
2009 年 11 月 22 日~28 日	
  Institut Henri Poincare（パリ）
佐野 良夫（理学研究科数学・数理解析専攻 数理解析系 博士課程３年）
2009 年 12 月 13 日~24 日
(1) KIAST (2) Ewha Womens University (3) Seoul National Universiy（ともに韓国）
高橋 博樹（理学研究科数学・数理解析専攻 特定研究員（GCOE)）
2010 年 1 月 24 日~2 月 28 日	
  ミッタグ・レフラー研究所（スウェーデン）
小林 幹（数理解析研究所 特定研究員（GCOE））
2010 年 1 月 24 日~2 月 7 日
(1) MPI Physik komplexer systeme, Dresden (2) Philipps-Universität Marburg（ともにドイツ）
星 裕一郎（数理解析研究所 助教）
2010 年 1 月 24 日~2 月 14 日
(1) Universite de Bordeaux 1 (2) Universite Paris-Sud 11 （ともにフランス）(3) University of
Heidelberg（ドイツ）
丹下 基生（数理解析研究所 日本学術振興会特別研究員）
2010 年 2 月 1 日~3 月 16 日	
  Michigan State University（アメリカ）
矢野 裕子（理学研究科数学・数理解析専攻 特定助教（GCOE））
2010 年 2 月 9 日~25 日	
  パリ第 6 大学（フランス）
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６．ソウル大学との若手数学者交流会（平成 21 年 2 月）
2009 年 2 月 16 日から 18 日までソウル大学において、若手の交流会を行った。
講演：
三輪哲二（京都大学）
Whittaker Vectors and Fermionic Formulas
Cheol-Hyun Cho (Soul National University):
The potential and homotopy inner products of A-infinity algebras
葉廣和夫（京都大学）
Category of tangles and quantum invariants
Gerald Trutnan (Soul National University)
Bilinear forms and Markov processes: a feurictic overview
佐野良夫（数理研・D2）
The competition numbers of complete multipartite graphs
大橋久範（数理研・D4）
Enriques surfaces covered by Jacobian Kummer surfaces
上野康平（数学教室 GCOE 研究員）
Generalized Green functions of polynomial skew products on
本多正平（数学教室・D3 ）
Collapsing to low dimensional spaces of Riemannian manifolds
前田昌也（数学教室・D1）
On the symmetry of the ground states of nonlinear Schrodinger equation
高橋博樹（数学教室 GCOE 特定研究員）
Asymptotic likelihood of chaos in families of circle maps
岡田拓三（数理研・D3 ）
On the birational unboundedness of higher dimensional Q-Fano varieties.
眞崎聡（数学教室 D3）
Global existence of classical solution to isotropic compressible Euler-Poisson
equations
土岡俊介（数理研・D2）
Catalan numbers and level 2 weight structures of
ソウル大学からは下記 11 名のポスター発表が出された。
Ji Hye Jung, Joonhyung Kim, Myungho Kim, Taewan Kim, Woo Chan Kim, Moonshik Lee,
Daegun Ma, Euiyong Park, Heesang Park, Jae Hong Seo, Seok-Bae Yun

７．ソウル大学および香港中文大学との若手数学者交流会（平成 22 年 2 月）
日	
  時：	
  平成 22 年 2 月 22 日 (月)、23 日 (火)
場	
  所：	
  芝蘭会館	
  京都市左京区吉田近衛町
講演者：
Shigefumi Mori (Kyoto), Byeong-Kweon Oh (Seoul), Seon Hee Lim (Seoul), Conan Leung
(Hong Kong), Dejun Feng (Hong Kong)
プログラム：
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February 22, Monday
10:50-11:50
Shigefumi Mori (Kyoto Univ.)
"Three dimensional Q-conic bundles and related topics"
14:00-14:30
Oral Presentation (CUHK) (for posters)
14:30-15:00
Oral Presentation (SNU) (for posters)
15:00-15:30
Oral Presentation (Kyoto Univ) (for posters)
16:00-18:00
Poster Session
18:30-20:30
Reception (The Palace Side Hotel)
February 23, Tuesday
9:40-10:40
Byeong-Kweon Oh (SNU) "Ternary universal sums of polygonal numbers"
10:50-11:50
Conan Leung (CUHK) "Quantum cohomology of flat varieties"
13:30-14:30
Seon Hee Lim (SNU) "Commensurizer Growth of Lattices"
15:00-16:00
Dejun Feng (CUHK) "Dimension theory of iterated function systems"
ポスターセッション参加者：
Ben Duan (CUHK), Qin Duan (CUHK), Yun Wang (CUHK), Weiwei Ao (CUHK), Wei Yao
(CUHK), Kwok Kun Kwong (CUHK), Chun Kit Lai (CUHK), Kim Hong Fraser Chiu
(CUHK), Chit Ma (CUHK), Ting Kam, Leonard Wong (CUHK), Shinmi Ahn (SNU),
Eunhee Jeong (SNU), Yun Seong Ji (SNU), Ji Hye Jung (SNU), Jungsoo Kang (SNU),
Soojung Kim (SNU), Sunhee Kim (SNU), Sangwook Lee (SNU), Se-jin Oh (SNU),
Changsoo Park (SNU) Inha Lee (SNU), Ho Lee (SNU)
松江 要 (Kyoto Univ.), 安藤 浩志 (Kyoto Univ.), 大橋 久範 (Kyoto Univ.), 岡田 拓三
(Kyoto Univ.), 小布施 祈織 (Kyoto Univ.), 鈴木 咲衣 (Kyoto Univ.), 長谷部 高広 (Kyoto
Univ.), 森山 貴之 (Kyoto Univ.)

８．GCOE Geometry Seminar
外国人ポスドクを受け入れていた理由もあり，スピーカーが日本人でも外国人でもすべて
英語で話す研究セミナーとして１年間おこなった．
第１回： 2008 年 10 月 31 日（金曜日）3：00〜4：30
講演者：
Antoine Gournay（京大・理）
タイトル： Interpolation on pseudo-holomorphic cylinders
場	
  所：	
  3 号館 305 室
第２回： 2008 年 11 月 10 日（月曜日）3：00〜5：00
講演者：	
  太田 慎一（京大・理）
タイトル： Optimal transport and Ricci curvature in Finsler geometry
場	
  所：	
  3 号館 305 室
第３回： 2008 年 12 月 1 日（月曜日）3：00〜4：30
タイトル： Geometry of the space of Brody curves and mean dimension
講演者：	
  塚本 真輝（京大・理）
場	
  所：	
  3 号館 305 室
第４回： 2008 年 12 月 8 日（月曜日）3：00〜4：30
講演者：	
  深谷 賢治（京大・理）
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タイトル： Quasi-homomorphism from the group of Hamiltonian diffeomorphisms,
after Entov-Polterovich and FOOO
場	
  所：	
  3 号館 305 室
第５回： 2009 年 1 月 9 日（金曜日）3：00〜4：30
講演者：	
  深谷 賢治（京大・理）
タイトル： Mirror symmetry between toric A model and LG B model
場	
  所：	
  3 号館 405 室
第６回： 2009 年 2 月 9 日（月曜日）3：00〜4：30
講演者：	
  塚本 真輝（京大・理）
タイトル： Gauge theory on infinite connected sum and mean dimension
場	
  所：	
  3 号館 305 室
第 7 回： 2009 年 4 月 24 日（金曜日）3：00〜4：30
講演者：
塚本 真輝（京大・理）
タイトル： Mean dimension and Brody curves, some problems and conjectures
場	
  所：
3 号館大会議室
第 8 回： 2009 年 5 月 18 日(月曜日)	
  3：00〜4：30
講演者：
五味 清紀（京大・理）
タイトル： Twisted K-theory and finite-dimensional approximation
場	
  所：
3 号館 305 室
第 9 回： 2009 年 6 月 1 日（月曜日）3：00〜4：30
講演者：
五味 清紀（京大・理）
タイトル： Twisted K-theory and finite-dimensional approximation 2
場	
  所：
3 号館 305 室
第 10 回： 2009 年 6 月 8 日（月曜日）3：00〜4：30
講演者：
鈴木 咲衣（京大・数理研）
タイトル： On the universal sl2 invariant of ribbon bottom tangles
場	
  所：
3 号館 305 室
第 11 回： 2009 年 6 月 29 日（月曜日）3：00〜4：30
講演者：
本多 正平（京大・理）
タイトル： On the Laplacian of limit spaces of Riemannian manifolds
場	
  所：
3 号館 305 室
第 12 回：2009 年 7 月 13 日（月曜日）3：00〜4：30
講演者：
Antoine Gournay （京大・理）
タイトル： Width of lp balls
場	
  所：
3 号館 305 室
第 13 回：2009 年 7 月 17 日（金曜日）3：00〜4：30
講演者：
塚本 真輝（京大・理）
タイトル： Instanton approximation, periodic ASD connections, and mean dimension
場	
  所：
3 号館 305 室
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９．Dmitry Kaledin 氏のレポート
An evaluation of joint Russian-Japanese School of Young Mathematicians
Kyoto University, Jan. 14 - Feb. 2, 2009.
In my estimation, the school was very successful.
The idea of the school was to bring together young mathematicians (graduate
students and recent ph.d.'s) from Russia and Japan for three weeks; each day, there
was one or two talks by senior mathematicians in the morning, and the afternoon was
reserved for talks by young participants and discussions. I was the junior co-organizer
on the Russian side, helping prof. B. Feigin who was the main Russian organizer.
Altogether, about 13 young Russian researchers took part in the School, from
Moscow and St. Petersburg, and a similar number of Japanese young researchers.
Those of the young researchers who already have obtained interesting results had an
opportunity to give talks; on the Russian side, these were V. Gorin, A. Gaifullin, S.
Rybakov, A. Elagin, M. Karev, E. Smirnov and and A. Gaynutdinov (V. Gorin and A.
Gaifullin actualy gave several talks each). Even more talks were given by Japanese
young researchers. Altogether, several diverse but ultimately related areas of
mathematics were covered, such as algebraic geometry, algebraic topology, integrable
systems and representation theory. In addition to the participants, the school attracted
quite a few mathematicians present at Kyoto at the time; the lecture halls were usually
quite full.
To me, almost all the talks seemed interesting, and most were state-of-the-art,
reflecting important and active areas of research. I found especially valuable talks by H.
Minamoto, K. Nakada, Y. Kimura, T. Kuwabara, A. Gaifullin and V. Gorin. I was very
much impressed by the results of Minamoto, simple in formulation but quite elegant
and powerful. Of course, this reflects my own mathematical tastes and research
interest; other participants probably would have different evaluations.
The younger participants, all of them ph.d. students, had an opportunity to learn
from talks by senior professors and by their younger colleagues, and also from informal
discussions. The latter were, in my estimation, an important part of the success of the
school, especially discussions with prof. Feigin.
I also found the talks by Japanese senior mathematicians of very good quality. I
would like to especially emphasize several lectures given by prof. H. Nakajima (who is
of course a well-known world leader in his research field). Both me and prof. Feigin
learned a lot from these lectures, and so did the Russian students and young
researchers (in particular, two of my ph.d. students took part in the school, and the
talks were extremely valuable to them). The somewhat informal atmosphere of the
school added to the talks, and allowed to present results and conjectures in a relaxed
way, much more so than usually possible at an international conference. Prof. Feigin
and me also gave some talks, and the talks by prof. Feigin were very useful to me, but
here perhaps the Japanese participants are better positioned to judge the quality and
usefulness of the talks.
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Of additional benefit to the Russian participants was the opportunity to visit such a
vibrant center of mathematical research as Kyoto University; in addition to the school,
many went to interesting talks at the University and at RIMS.
Altogether, I must say with certainty that at least for the Russian participants, the
school was quite beneficial; if we have managed to reciprocate in part and make it also
useful to the Japanese participants, I would be very glad. I hope that the research and
personal ties between Russian and Japanese colleagues which this school created
would continue, and lead to fruitful future research collaboration.
Dmitry Kaledin
Steklov Math. Institute
Moscow, Russia
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１０．Xiaoman Chen 氏のレポート
Report on First Friendship Meeting in Mathematics
between Fudan and Kyoto Universities
The first friendship meeting between Fudan and Kyoto University took place
between Jan 11, 2010 to Jan 15, 2010. There are total 15 persons from Fudan
University, including two professors (Xiaoman Chen and Xiangdong, Li) and 13 PHD
graduate students, taking part in this meeting. The purpose of this meeting is to
encourage the communications between graduated students in various area of
mathematics and foster the next-generation of leaders in mathematics. Thanks to the
sponsors from the Global COE program at Kyoto University, the meeting has achieved
expected effects.
This meeting included four days. Each day is divided into morning section and
afternoon section. In the morning section, professors give a ninety-minute lecture.
Since the time is longer than regular lecture hour, each professor can explain clearly
the creative idea and stretch the knowledge widely. These professors working on
various area, such as partial differential equations, noncommutative geometry,
algebraic geometry and so on. They enjoyed the friendly discussion during each lecture.
The afternoon section is to provide an opportunity for graduated student to present
their research results and studies. This invoked an enthusiastic interaction between
Chinese student and Japanese student. These young students from different
universities and different counties opened their mind to touch new areas and to obtain
ideas of other directions. Most of them asked a lot questions and discussed a lot in
private. They all said they learned a lot from this meeting.
Because the hospitality of Kyoto University and the effort of professor Kato and
other Japanese friends, all the people from Fudan University spent a great week in
Kyoto. The result of the meeting has been highly praised. All the participants show a
great expectations to continue this friendship meeting. I hope this kind of meeting
could take place in Fudan University next time.
Xiaoman Chen
Vice President of Fudan University
Professor of Institute of Mathematics
Fudan University, Shanghai, China
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そのほかの研究に関わる活動
１．招聘特任教員．（教授と同格の業績を要するもの）
塩田 徹治（立教大学 名誉教授）（平成 20 年 10 月〜平成 21 年 3 月）
塩田徹治教授は楕円曲面の整切断について研究した．有理楕円曲面の場合は E8 型格子を
使ってそれらを完全に記述することができる．1 月の談話会で講演し、2010 年の学士院
紀要に研究成果を発表した．K3 曲面の場合が次の目標となるが、当時博士課程に在学し
ていた大橋久範氏と共同で、標数 11 のある場合に整切断が 12,540 個であること計算し
た．現在知られている中では最も多い．後に、計算機の替りに Niemeier 格子を使う計算
が大橋氏によってなされている．
隅広 秀康（広島大学 名誉教授）（平成 21 年 1 月〜平成 21 年 3 月）
隅広秀康博士は、射影空間上の階数２のベクトル束の分解問題、正標数における曲面上
のフロベニウス射によるベクトル束の順像の半安定性問題などについて、森重文教授や
北臺如法氏らと共に研究をしてきているが、該当期間の研究に関しては、論文・講演の
形に現れる成果には至っていない。
Yuri Prokhorov（モスクワ大学 教授）(平成 21 年 2 月〜3 月)
森重文教授との今回の共同研究では、IA 型のコニック束について、特に成果が上がった。
来日前は、指数２の場合しかないと予想していたが、今回の研究で、３以上の各指数で、
退化した形の IA 型コニック束が存在することがわかった。さらに、IA 型の因子収縮も
含めて分類できることが判明した。現在、証明の執筆を共同で進めているところである。
石鐘慈（中国科学院計算中心）（平成 21 年 3 月）
ある種の有限要素法は非常に有効であることが数値実験的にわかっているけれども、な
ぜ有効なのかその理由が数学的には解明されておらず、どの程度有効なのか定量的な比
較も難しい場合がある。連続体力学で有効なウィルソン要素もそのような要素のひとつ
である。非圧縮粘性流体力学のナヴィエ-ストークス方程式の数値解析のためウィルソン
要素の有効性がが数学的にどの程度まで分析できるか、について討論を行った。
Milind Sohoni（インド工科大学 教授）（平成 21 年 7 月〜9 月）
Sohoni 教授は、現在未解決の大問題である P=NP 問題を研究している。Sohoni 教授は
これを表現論における branching rule の問題に帰着させており、これに本研究所の柏原
教授の開発した結晶基底を使おうという研究計画を実行するため、柏原教授、有木准教
授、大学院生の土岡氏などと共同研究を行った。Branching rule の問題についての成果
は得られたが、P=NP 問題の解決には至らなかった。
Bernardo Cockburn（ミネソタ大学 教授）（平成 21 年 9 月〜11 月）
B. Cockburn 教授と岡本久教授は、非線形保存則およびナヴィエ・ストークス方程式に
対する非適合有限要素法の応用について共同研究した。また、京大情報学研究科の磯祐
介教授ともセミナーを行い、若手の指導にも熱心に取り組んでくれた。その結果、
Cockburn 教授の研究は、東大のグループで行っている非適合有限要素法と極めて密接な
関係があることが判明した。今後は東大グループも合わせて研究をすすめることになっ
た。

38

２．協賛・主催した研究集会
下記の研究集会を協賛または主催した．
Kyoto RIMS Winter School on Graphs and Algorithms
2008 年 12 月 17 日‐22 日
数理解析研究所 420 号室

RIMS 共同研究「離散力学系の分子細胞生物学への応用数理」
平成 21 年 1 月 5 日‐9 日
数学教室 110 講演室

GCOE Conference "Random processes and systems"
平成 21 年 2 月 16 日‐19 日
数学教室 110 講演室

"Quantum algebra related to various topological field theories in geometries"
種々の位相的場の理論に関わる「量子的」代数
平成 21 年 02 月 16 日~20 日
数学教室 127 大会議室

Clay Lectures on Mathematics
平成 21 年 3 月 2 日~5 日
数理解析研究所 420 号室

トロピカル幾何と超離散系の展開
平成 21 年 3 月 10 日~12 日
鈴鹿医療科学大学白子キャンパス 1 号館 1301 教室

"Harmonic Analysis and Nonlinear Partial Differential Equations"
「調和解析と非線形偏微分方程式」
平成 21 年 7 月 6 日~8 日
京都大学大学院人間・環境学研究科 大講義室

RIMS 研究集会「非可換代数幾何学とその周辺」
"Noncommutative Algebraic Geometry and Related Topics"
平成 21 年 8 月 24 日~28 日
数学教室 110 講演室

XXIst Rolf Nevanlinna Colloquium
平成 21 年 9 月 7 日~11 日
京都大学 百周年時計台記念館

GCOE mini-workshop "Topics on Random Media"
平成 21 年 9 月 14 日~15 日
数学教室 110 講演室

"Mathematical Theory for Navier-Stokes Equations in Various Domains Training Workshop on Japan-Germany Cooperation; Social Aspects and Mathematical Ideas"
2010 年 3 月 4 日~6 日
北海道大学遠友学舎
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３．GCOE Tea Time
博士課程・ポスドク・助教を対象に、GCOE tea time を開催した。以下はその記録である。
第１回：
2008 年 11 月 13 日（木）15:30〜16:30
講演者：
生駒 英晃（京都大学理学研究科 数学教室）
キーワード： アーベル多様体、退化、p 加除群、マンフォード構成など	
 
第２回：
2008 年 11 月 27 日（木）15:00〜16:00
講演者：
桑原 敏郎（京都大学 数理解析研究所）
キーワード： 有理 Cherednik 代数、箙多様体、非可換変形、表現論
第３回：
講演者：
タイトル：

2008 年 12 月 11 日（木）15:00〜16:00
森井 慶（京都大学理学研究科 数学教室）
有界領域における二重対数項を持つ Brézis-Gallouet-Wainger 型不等式の最良
定数

第４回：
講演者：
タイトル：

2009 年 2 月 5 日（木）15:00〜16:00
内田 幸寛（京都大学理学研究科 数学教室）
高さ関数入門

第５回：
講演者：
タイトル：

2009 年 2 月 19 日（木）15:00〜16:00
塚本 真輝（京都大学理学研究科 数学教室）
非コンパクト空間上の解析と無限次元空間の幾何

第６回：
講演者：
タイトル：

2009 年 3 月 12 日（木）15:00〜16:00
星 裕一郎（京都大学 数理解析研究所）
双曲的曲線の Galois 切断の分離性について

第７回：
講演者：
タイトル：

2009 年 4 月 30 日（木）15:00〜16:00
山川 大亮（京都大学 数理解析研究所）
Middle convolution and reflection functor for quiver varieties

第８回：
講演者：
タイトル：

2009 年 5 月 14 日（木）15:00〜16:00
岡田 拓三（京都大学 数理解析研究所）
Rationality problem of algebraic varieties

第９回：
講演者：
タイトル：

2009 年 5 月 28 日（木）15:00〜16:00
塚本 真輝（京都大学理学研究科 数学教室）
非コンパクト空間上の解析と無限次元空間の幾何

第１０回：
講演者：
タイトル：

2009 年 6 月 11 日（木）15:00〜16:00
浅田 和之（京都大学 数理解析研究所）
fibred monad and call-by-value polymorphism

第１１回：
講演者：
タイトル：

2009 年 6 月 25 日（木）15:00〜16:00
瀧 真語（名古屋大学大学院多元数理科学研究科）
K3 曲面とスミスの完全系列
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第１２回：
講演者：
タイトル：

2009 年 7 月 9 日（木）15:00〜16:00
山田 智宏（京都大学理学研究科 数学教室）
奇数の超完全数について

第１３回：
講演者：
タイトル：

2009 年 7 月 23 日（木）15:00〜16:00
長尾 健太郎（京都大学 数理解析研究所）
Hall algebra in Donaldson-Thomas theory

第１４回：
講演者：
タイトル：

2009 年 10 月 15 日（木）15:00〜16:00
木村 嘉之（京都大学 数理解析研究所）
箙と結晶基底 (Quiver and Crystal Base)

第１５回：
講演者：
タイトル：

2009 年 10 月 22 日（木）15:00〜16:00
土岡 俊介（京都大学 数理解析研究所）
Hecke 環と Lie 環論 (Hecke algebra and Lie theory)

第１６回：
講演者：
タイトル：

2009 年 11 月 5 日（木）15:00〜16:00
鈴木 咲衣（京都大学 数理解析研究所）
絡み目の量子不変量と普遍不変量

第１７回：
講演者：
タイトル：

2009 年 11 月 19 日（木）15:00〜16:00
佐野 良夫（京都大学 数理解析研究所）
マトロイドと最適化

第１８回：
講演者：
タイトル：

2009 年 12 月 3 日（木）15:00〜16:00
榎本 直也（京都大学理学研究科 数学教室）
量子群とヘッケ環の LLTA 理論

第１９回：
講演者：
タイトル：

2009 年 12 月 17 日（木）15:00〜16:00
尾高 悠志（京都大学 数理解析研究所）
代数多様体の安定性

第２０回：
講演者：
タイトル：

2010 年 2 月 4 日（木）15:00〜16:00
土井 護（東京工業大学）
シリンダー型境界をもつケーラー多様体上のカラビ予想

第２１回：
講演者：
タイトル：

2010 年 2 月 25 日（木）15:00〜16:00
佐藤 文敏氏（香川高専）
Tautological ring of moduli of curves via localization
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多様な人材育成事業	
 
多様な人材育成事業は，
・
・
・
・
・
・

教員養成
経済学
保険数学
生命科学
コンピュータを用いた数学
大学一般教育教員の養成

などの種々の分野で，活躍する博士課程修了者を育成することを目標にさまざまな活動を
行っている．
１．講義・セミナー
従来の数学の枠に入らない様々な講義やセミナーを，内外の種々の講師の方にお願い
しておこなった．
Ａ．GCOE 多様な人材育成プログラム集中講義「数学と自然科学・社会科学」
GCOE 多様な人材育成プログラム集中講義「数学と自然科学・社会科学」という科
目を開講した．
ａ．数学と自然科学・社会科学Ⅰ
本学経済研究所と野村証券の協力により、GCOE 事業推進担当者の熊谷隆がコー
ディネート役となり以下の集中講義を行った。２０名程度の大学院生が受講し、理
学研究科では普段受講できない、数理経済の最前線についての講義がリレー形式で
行われた。なお、「数学と自然科学・社会科学」は本学理学研究科の講義として単
位認定も受けることができる。
テーマ：
講義は三つのテーマから成り、それぞれの内容は以下の通り。
（１）経済学における無限次元の最適化問題と非線形動学について解説を行う。
（２）金融工学と数理ファイナンスの視点を含め、昨年まで市場が拡大し成長を続
けてきたデリバティブズとストラクチャード・プロダクツ（金融商品）について、
測度変換等を利用した価格付けについて概説し、その理論的な背景と実務的な課題
を解説する。
（３）一般均衡理論の数学的構造について概観する。
講義日程：
2009 年 7 月 6 日（月）15:00〜16:30
「経済学における無限時限最適化問題と非線形動学」
経済研究所	
  西村和雄所長
2009 年 7 月 7 日（火）15:00〜17:00
「デリバティブ・プロダクツの価格付け 1」
野村證券	
  大本隆氏
42

2009 年 7 月 8 日（水）10:00〜12:00
「デリバティブ・プロダクツの価格付け 2」
野村證券	
  大本隆氏
2009 年 7 月 10 日（金）13：00−14：30
「一般均衡理論の数学的構造について」
経済研究所	
  原千秋教授
ｂ．数学と自然科学・社会科学Ⅱ
場	
  所：	
  京都大学理学研究科 3 号館 110 講義室
講義日程：
2009 年 11 月 2 日（月）13:30〜15:00
「建設業における振動工学１」
大林組	
  高野 真一郎氏
ばねと質点を用いた振動理論を用いた、建設業におけるさまざまな振動問題につい
ての解説します。
11 月 2 日（月）15:30〜17:00
「建設業における振動工学２」
大林組	
  高野 真一郎氏
地盤のような連続体における振動理論について概観と、地震動のシミュレーション
などへの応用についての解説。
11 月 5 日（木）10:30〜12:00
「情報技術分野の研究最前線」	
  IBM 東京基礎研究所所長	
  森本 典繁氏
世の中で必要とされる情報技術とはどのようなものでしょうかという問いに 60 年
以上答え続けている IBM Research の最新動向を映像を交えて紹介。
11 月 5 日（木）13:30〜15:00
「IBM Research の長期技術戦略」
IBM 東京基礎研究所所長	
  森本 典繁氏
世の中にインパクトを与える研究を継続して行うにはどうしたらよいか，IBM
Research が時間をかけて築き上げた長期研究戦略の策定、運営方法の一端を紹介。
11 月 6 日（金）10:30〜12:00
「最適化手法の数理」
京都大学数理解析研究所	
  岩田 覚氏
様々な制約条件の下での最適解を探し出す最適化技術は、線形計画法の誕生以来 60
年以上に渡り、着実な進歩を続けてきました。これまでの歴史を踏まえて、最新の
研究動向を紹介します。
ｃ．数学と自然科学・社会科学Ⅲ
その１：
2009 年 10 月 26 日（月）13:00〜14:30
2009 年 10 月 27 日（火）13:00〜14:30
2009 年 10 月 28 日（水）13:00〜14:30
講	
  師 ：	
  	
  合原 一幸（東京大学生産技術研究所）
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場	
  所 ：	
  	
  京都大学理学研究科数学教室 108 講義室
タイトル ：	
  生命システムの力学系理論解析
その２：
2010 年 2 月 8 日（月）13:00〜14:30
2010 年 2 月 9 日（火）13:00〜14:30
2010 年 2 月 10 日（水）13:00〜14:30
講	
  師：	
  	
  金子邦彦（東京大学大学院総合文化研究科）
場	
  所：	
  	
  京都大学理学研究科数学教室 108 講義室
タイトル：	
  「生命とは何か」を理解するための数理	
 
Ｂ．「計算機を用いた数学研究」GCOE セミナー	
 
多様な分野への人材育成プログラムの一環として，標記のセミナーを開始した．数
学以外の分野の研究者との交流においては，数値シミュレーションや計算機を用い
た解析に基づいた研究結果を土台として議論が行われることが多く，また，計算機
も援用して他分野の研究者にもわかりやすく数学的アイディアを表現することに
より，コミュニケーションを促進させるなど，様々な良い効果が期待できる．この
セミナーでは，特に数学の分野を限定せずに，そのような目的で計算機を数学研究
に直接・間接的に利用できるようなアイディアや方法を取りあげて，基礎的なとこ
ろから学ぶ機会を提供するために開催してきた．これまでは，（主として微分方程
式の）数値シミュレーションの技法，ダイナミクスの数値計算と可視化，計算トポ
ロジー，微分幾何における数式処理的方法，などを取りあげてきた．今後も，計算
機による確率的方法，計算精度と誤差評価，グラフ・アルゴリズムと組合せ的方法，
など様々な観点から有用なテーマを取りあげていく予定である．
第１回： 2008年10月24日14時~25日17時
場所：	
  京都大学理学部 3 号館 (数学教室) 127 大会議室
講演者とタイトル：
鍛冶 静雄 (福岡大学)
「例外型 Lie 群の不変量と計算機」
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稲生 啓行 (京都大学)
「複素力学系と計算機」
深谷 友宏 (京都大学)
「計算機代数を使った代数的位相幾何学」
Pawel Pilarczyk (Univ. Minho, Portugal)
"The Computational Homology Project (CHomP) and Its Software for
Mathematical computing"
Marcio Gameiro (京都大学)
"Applications of Computational Homology to the Analysis of Complicated
Spatio-Temporal Patterns"
土岡 俊介 (京都大学)
「コンピュータを数学研究に活用するためのヒントについて」
荒井 迅 (北海道大学)
「コンピュータとカオス」
第２回： 2008年11月21日13時~22日17時
京都大学理学部 3 号館 (数学教室) 127 大会議室
「実践数値シミュレーション入門」（連続講演と実習）
長山 雅晴氏
（金沢大学大学院自然科学研究科数物科学専攻 准教授・ＪＳＴさきがけ研究員）
第３回： 2009年3月10日10時半~11日13時
京都大学理学部 3 号館 (数学教室) 127 大会議室
"Advanced numerical methods for dynamical systems"
Bernd Krauskopf 氏（University of Bristol）： 3 Lectures
Hinke Osinga 氏（Cornell University）： 3 Lectures
第４回： 2009年6月18日10時~19日15時
京都大学理学部 3 号館 (数学教室) 110 講演室,
"Computational Topology: Theory and Applications" 4 Lectures
Afra Zomorodian 氏（Dartmouth College）
※ JST さきがけ事業と共催
第５回： 2009年12月11日10時~12日17時
京都大学理学部 3 号館 (数学教室) 110 講演室
"Symbolic Methods For Differential Geometry and its Applications"
Ian M. Anderson 氏（Utah State University）4 Lectures
"Minimal surfaces with 3D-XplorMath and Maple"
酒井 高司 氏 （首都大学東京）
"Some constant mean curvature surfaces with 3D-XplorMath and Maple"
Martin Guest 氏 （首都大学東京）
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Ｃ．GCOE 数理生命集中講義
ａ．アラン・チューリングと生物の形態形成 〈数学者が生物学に与えるインサイト〉
講	
  師：
日	
  程：
場	
  所：

近藤 滋（名古屋大学理学部）
2009 年 1 月 19 日（月）・20 日（火）15:00~17:00
21 日（水）10:00~12:00
京都大学理学研究科数学教室 127 大会議室

ｂ．Fat Graph Structure of Proteins
講	
  師：
日	
  程：
場	
  所：

Joergen Andersen (Aurhus University)
2009 年 1 月 20 日（火）10:00~12:00・21 日（水）13:00~15:00
京都大学理学研究科数学教室 127 大会議室

ｃ．Proteins and their intrinsic geometry
講	
  師：
日	
  程：
場	
  所：

Robert Penner（オーフス大学、南カリフォルニア大学）
2010 年 3 月 8 日（月）〜10 日（水）15:00〜17:00
京都大学理学研究科数学教室 110 講義室	
 

Ｄ．アクチュアリー関係
ａ．アクチュアリー会特別講演会
アクチュアリー会の前会長で国際アクチュアリー会の次期会長予定者である日笠
氏と日本生命執行役員で日本アクチュアリー会の副会長である野呂氏を招い てア
クチュアリーについての講演会を開催した。本学の学生だけでなく他大学 を含め
て多数の参加者があった
開催日：	
  2008 年 11 月 7 日（金）
場	
  所：	
  京都大学理学研究科３号館１１０講義室
15:00〜
第一部「アクチュアリー教育の国際的な潮流」
日笠 克巳氏（日本アクチュアリー会会長・国際アクチュアリー会会長（2009 年））
アクチュアリー及び国際アクチュアリー会 IAA の紹介、昨今の世界でのアクチュ
アリー養成について
16:15〜
第二部「民間企業におけるアクチュアリーの活躍」
野呂 順一氏（日本アクチュアリー会副理事長）	
 
ｂ．ERM (Enterprise Risk Management) Seminar
英国アクチュアリー会の指導的なメンバーである英国 Kent 大学の Sweeting 教授
を招聘し ERM(Enterprise Risk Management)についての集中講義を行った。
開催日：	
  2010 年 1 月 5 日、6 日、7 日（3 日間・講義回数は 4 回）
場	
  所：	
  京都大学理学研究科 3 号館 127 大会議室（定員 80 名）
講演者：	
  Paul Sweeting 教授（ケント大学	
  アクチュアリーサイエンス）
コンサルティングアクチュアリーとして活躍後、ケント大学教授に就任。現在、イ
ギ リ ス ア ク チ ュ ア リ ー 会 の フ ァ イ ナ ン ス ・ 投 資 実 務 委 員 会 (Finance and
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investment Practice Executive Committee) の委員長。また評議委員。最近はＥＲ
Ｍに関して幅広い活動をしており、新しいＥＲＭ試験制度のシラバス作成や試験委
員を務めています。
講義 1 - Introduction（概要）
講義 2 - Financial Institutions（金融機関のリスク）
講義 3 - The Mathematics of ERM（ERM の数学的基礎）
講義 4 - Some case studies（ERM の実例）

Ｅ．GCOE 特別講演会
社会で数学を使って活躍する人を招いて，講演会を行った．
平成２０年度
日	
  時：	
  2009 年 2 月 24 日（火）午後 1 時から
場	
  所：	
  京都大学理学部 3 号館 127 大会議室
1:00 - 3:00

「建設業と数学」
高野	
  真一郎 氏
（株式会社大林組 技術本部 技術研究所 地盤技術研究部）

3:15 - 4:45

「数理ファイナンス入門	
  理論と実務」
筬島	
  靖文 氏
（BNP パリバ証券会社 クオンツリサーチ部）

平成２１年度
日時： 平成 22 年 2 月 22 日(月)
13:30〜14:20 講演「民間企業における数学の学位取得者」
14:20〜14:30 質疑応答
15:00~
採用説明会
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場所： 京都大学理学部 3 号館 108 講義室
講師： 西川 享宏氏（日立製作所公共システム事業部 公共ソリューション本部）
Ｆ．厚生労働省数理職についての説明会
日 時：	
  平成２１年２月２０日（金）	
  午後４時~５時
会 場：	
  理学研究科３号館３０８号室
講 師：	
  佐藤裕亮氏（保険局調査課数理専門官）
佐藤裕亮氏の略歴：
平成６年	
  京都大学理学部卒業
平成８年	
  京都大学大学院理学研究科数学・数理解析専攻修士課程修了
平成８年	
  厚生省に入省、年金局数理課長補佐、政策統括官（社会保障担当）付政
策評価官室長補佐などを歴任
Ｇ．離散幾何解析セミナー	
 
「離散」をキーワードに、幾何学、解析学、応用数学を中心とした幅広いテーマに
ついて、講演者の最近の研究や 研究の展望・夢を語って頂く場として、数学教室
において離散幾何解析セミナーを月一回程度のペースで開催している。GCOE 事業
推進担当者の岩田覚、加藤毅、熊谷隆の３名が世話人をしている。諸分野の研究者
の交流の場として、informal な雰囲気で行うセミナーであり、分野外の聴衆から素
朴な質問が出されたり、講演者から研究背景や成果を得るまでの紆余曲折などを聞
く事が出来たり、informal なセミナーゆえに得られる情報も多い。以下に、これま
でに行われたセミナーの記録を記す。
第一回セミナー
日	
  時：2008 年 12 月 5 日(金) 午後 1 時—2 時 30 分
講演者：藤原	
  耕二氏(東北大情報)
題	
  目：Central limit theorem for combable functions on groups.
第二回セミナー
日	
  時：2009 年 1 月 30 日(金) 午後 1 時—2 時 30 分
講演者：岩田	
  覚氏(京大数理研)
題	
  目：劣モジュラ最適化と近似アルゴリズム
第三回セミナー
日	
  時：2009 年 3 月 5 日(木) 午後 1 時—2 時 30 分
講演者：福水	
  健次氏(統数研)
題	
  目：グラフ上の確率計算アルゴリズムとグラフ多項式
第四回セミナー
日	
  時：2009 年 5 月 14 日(木) 午後 1 時—2 時 30 分
講演者：高橋	
  大輔氏(早稲田大学)
題	
  目：: 超離散化で見える構造
超離散化とは、方程式に対して低温極限に相当するスケール変換を行い、新しい方 程式
を得る操作のことである。このスケール変換により、方程式が元々持っていた性質の全
部あるいは一部が極端にカリカチュアライズされ、元の方程式に潜在し ていた特徴が顕
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わになることがある。このような超離散化に関して、最近行った研究からいくつか話題
を取り上げ紹介する。
第五回セミナー
日	
  時：2009 年 6 月 5 日(金) 午後 1 時—2 時 30 分
講演者：室田	
  一雄氏(東大情報)
題	
  目：: ジャンプシステム上のＭ凸関数
マトロイドの一般化として、ポリマトロイドが定義され、その更なる一般化として ジャ
ンプシステムという概念が定義されている。マトロイド理論における最小化 アルゴリズ
ムはジャンプシステムまで拡張されるが、双対定理が綺麗な形で拡張 できるのはポリマ
トロイドまでである。この構図は、それらの上に定義される離散凸関数(M 凸関数)につ
いても同様である。本講演では、離散凸性の立場からジャンプシステムという概念の位
置づけを考えたい。
第六回セミナー
日	
  時：2009 年 7 月 3 日(金) 午後 3 時半—5 時
講演者：加須栄	
  篤氏(金沢大理)
題	
  目：ネットワークの有効抵抗と収束
有限ネットワ—ク(重みつき有限グラフ)には、2 つの距離が自然に定まる。一つは 測地
距離で、もう一つは有効抵抗によるレジスタンス距離である。この講演では、レジスタ
ンス距離に視点をおいて有限ネットワークの収束について考える。たとえば、無限ネッ
トワ—クは有限ネットワ—クの極限と考えられるが、極限に現れるレジスタンス距離(有
効抵抗)は一意に定まるとは限らない。この講演では、スペクトルギャップに注目して有
限ネットワークの収束について話したい。
第七回セミナー
日	
  時：2009 年 10 月 2 日(金)午後 1 時—2 時 30 分
講演者：来嶋 秀治 氏(京大数理研)
題	
  目：マルコフ連鎖の混交時間とカップリング法
本発表ではマルコフ連鎖の収束スピードについて議論する。マルコフ連鎖モンテカルロ
(MCMC )法は、目的の分布を極限分布に持つマルコフ連鎖を設計し、そのマルコフ連鎖
を十分な回数推移させ、極限分布すなわち目的の分布に従うランダム標本を得る手法で
ある。MCMC 法を使う際、マルコフ連鎖の収束スピ—ドは計算効率と結果の信頼性を議
論する上で欠かせない話題である。本発表では、特に組合せ的構造を有限の状態空間と
して持つマルコフ連鎖を対象とし、混交時間(mixing time) を算定する手法としてカッ
プリング法を紹介する。
第八回セミナー
日	
  時：2009 年 11 月 6 日(金)午後 1 時—2 時 30 分
講演者：荒井 迅 氏(北海道大学 創成研究機構)
題	
  目：センサーネットワークの被覆問題とホモロジーの分散計算について
大量のセンサ—、例えば人間の存在を感知したり、温度を測定するセンサ—があちこち
にばらまかれた状況を考える(いわゆるユビキタスセンサ—)。このとき、センサ—たちの
感知領域が、正しく目的の領域を被覆しているか、すなわちどこかに見逃しがないか、
という問題が重要になる。GPS などを用いて各センサーの位置情報を求めれば計算幾何
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を用いることが出来るが、消費電力を小さく おさえるためには、なるべく少ない情報で
解決したい。
R. Ghrist らの研究により、センサーネットワークから定義される Ris 複体のホモロジー
を計算すれば、この被覆問題を少ない情報で綺麗に記述できる事がわかったのだが、今
度は「Rips 複体のホモロジーをいかに小さいコストで計算するか」という問題が生じた。
この問題に対し、林和則、平岡裕章両氏との共同研究で得られた、マイヤービートリス
系列を用いて分散計算をするアプローチと、Ali Jadbabaie らが進めているネットワーク
上のラプラシアンを用いたアプローチを紹介する。
第九回セミナー
日	
  時：2009 年 11 月 27 日(金)午後 1 時—2 時 30 分
講演者：白井 朋之 氏(九州大学数理学研究院)
題	
  目：行列式型確率と離散構造
あ る 行 列 の 行 列 式 で 表 現 さ れ る 確 率 測 度 の ク ラ ス は 行 列 式 型 確 率 (Determinantal
probability)と呼ばれて,多くの 代数的・組合せ論的対象にあらわれることがわかってき
て いる.本講演では,行列式型確率の一般的な枠組みとその 多様な例について紹介する.

Ｈ．数理生命科学をテーマとした合宿セミナー
数理解析研究所短期共同研究と GCOE からの援助をもとに、数学、生物、物理、
情報の異なる分野の研究者が集まって議論を行うことを目的とした合宿型セミ
ナーを行なった。メインのテーマを以下の６つにしぼり、それぞれのテーマに関し
て、まず生命科学サイドから、そのテーマに関して、実験的には非常に難しいけれ
ども生命科学として将来チャレンジすべき問題を提起し、次に数理サイドから、そ
の提起に関係して考えられる手法や今後発展させうる数理の方向性などについて
講演を行った。さらにその二つの講演をふまえてパネルディスカッションを行った。
参加人数は１００名を越え、活発な議論が行なわれた。またこの研究会をもとにし
た、数理生命における問題集を現在作成中であり、数理解析研究所講究録で公表す
る予定である。
数理研短期共同研究「離散力学系の分子細胞生物学への応用数理」
日程：２００９年１月５日（月）~９日（金）
場所：	
  京都大学理学部３号館１１０号講義室
（０）「はじめに」
数学サイドからはじめに	
  加藤	
  毅（京大理）
生命サイドからはじめに	
  上田泰己（理研 CDB）
基調講演：これからの生命科学、数学に求めること	
  藤吉好則（京大理）
話題提供：数学と他分野との相互作用	
  西成活裕（東大工）
（１）「差異•パターン形成と拡散方程式の現在」
（生物）三浦岳（京大医学部）（数学）西川貴雄（日大理工）
パネルディスカッション	
  佐野雅己（東大理）	
  藤本仰一（大阪大学理学部）
（２）「生物学的時間とスケール変換」
（生物）石川冬木（京大生命科学）巌佐庸（九州大学理学部）
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（数学）辻本諭（京大情報）
パネルディスカッション	
  小林徹也（東大生産技術研究所）
（３）「シグナル伝達と符号•暗号」
（生物）黒田真也（東大理）（数学）樺島祥介（東工大理工）
パネルディスカッション	
  柴田達夫（広島大学理）
（４）「進化とネットワーク」
（生物）吉田丈人（東大総合文化）（数学）増田直紀（東大情報）
パネルディスカッション	
  時田恵一郎（大阪大学サイバーメディアセンター）
話題提供：近藤滋（名大理学部）
（５）「神経システムと代数幾何」
（生物）入来篤史（理研 BSI）（数学）小林正典（首都大学東京理工）
パネルディスカッション	
  福水健次（統数研）
（６）「タンパク質構造と進化と情報幾何」
（生物）小山洋平（理研 CDB）（数学）江口真透（統数研）
パネルディスカッション	
  泰地真弘人（理研 ASI）戸田幹人（奈良女理学部）

Ｉ．２１年度数理生命科学関係の活動報告書
平成２０年度数理解析研究所短期共同研究での大規模な研究集会で集められた資
料をもとに、理論数理生命の構成の実質的な研究を行った。特に、そこから派生す
る研究テーマとして、京都大学数学教室博士課程の学生であり理化学研究所に委託
されている田中亮吉君の博士論文作成に関する順調な進展があった。彼は凸幾何学
での古典的な手法を現代的な確率解析にのせることに成功し、現在ではその計算機
科学と生物学的実験科学での検証を行う段階である。その詳細について述べる。タ
ンパク質の折りたたみの物理的な研究は京都大学の郷教授らの先駆的な理論があ
るが、その一方でそれらの数値解析的な解析はそれが含む情報料の多さにより困難
が伴っていた。近年デンマークオーフス大学のアンダーセンとペンナーは位相幾何
学で全く異なる純粋数学の興味から知られていた低次元位相幾何学の重要な手法
である fat graph を用いて、タンパク質の折りたたみの位相的な手法を世界で始め
て開発した。これは現在知られているほぼすべてのタンパク質の位相的な分類を完
成している。田中君は、凸幾何学をこの手法に応用した。すなわちタンパク質とそ
れを活性化させる酵素とのペアーを、単体複体とその双対複体とのペアーで近似す
る手法を導入し、彼らの手法をより勘弁にした。一般に単体複体はその頂点集合で
ほぼその構造が決まることから計算機に本格的にのせることが可能となった。また
その結果を大偏差原理による確率論的な手法を導入することで折りたたみのス
ピードを評価することを行い、これにより現実に存在が可能となる高分子の存在予
測に関する突破口を開いた。理化学研究所上田研究室ではこれで満足することなく、
今後その理論をより複雑なネットワークに応用することを模索中である。
また東京大学の合原一幸教授と金子邦彦教授による数理生命集中講義が行われ、数
理生命の基礎的な講義が継続して行われた。これは数学と自然科学・社会科学Ⅲと
として、京都大学理学研究科における単位の認定された講義である。
Ｊ．数学史連続講義
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数学の教育・研究上で数学の生まれた課程を知ることは有用であるので，数学史連
続講義を実施した．京都大学理学研究科数学教室には和算書の貴重書のみならず、
Bernoulli, Euler, Napier, Newton, Gallileo の著作や Euclid, Diophantos や
Apollonios のラテン語訳など数学の発展に寄与した多くの貴重図書があり，これら
も貴重書も利用した．
日程：2009 年 3 月 6 日(金)~10 日(火)
プログラム：
3 月 6 日（理学研究科 3 号館 110 号室）
10:00〜12:00 J. Bruening 氏（Humboldt 大学）
「Euler's mathematics I」
13:30〜15:30	
  楠葉	
  隆徳氏（大阪経済大学）	
 
「バースカラ以降のインド数学」
16:00〜17:30	
  但馬	
  亨氏・上野	
  健爾氏
Clavius 著 "Epitome Arithmeticae Practicae"と李之藻著「同文算指」
比較講読
3 月 7 日（理学研究科 3 号館 110 号室）
10:00〜12:00	
  J. Bruening 氏（Humboldt 大学）
「Euler's Mathematics II」
13:30〜15:30	
  三浦	
  伸夫氏（神戸大学）
「イスラームの数学」
16:00〜16:45	
  高田	
  智広氏（株式会社数式検索研究所）
「京大・理・数学教室の貴重書画像の公開について」
終了後	
  貴重書見学
3 月 8 日（理学研究科 3 号館 110 号室）
10:00〜12:00	
  曲	
  安京氏（西北大学）	
 
「中国数理天文学史」
13:30〜15:30	
  高橋	
  秀裕氏（立正大学）
「Newton の数学」
16:00〜17:30 小川	
  束氏（四日市大学）
「京都大学数学教室蔵・三木流算書（全 31 冊）の全貌」
3 月 9 日（理学研究科 3 号館 110 号室）
10:00〜12:00	
  林	
  知宏氏（学習院高等科）
「ライプニッツの数学」
13:00〜14:30	
  唐	
  泉氏（咸陽師範学院）
「中国古代数学」
14:45〜16:15	
  曲	
  安京氏（西北大学）
「The interpolation of Seki and Ruiyaku-Jutsu of Takebe
	
  -- Comparison with Chinese sources --」
16:30〜18:00 長田	
  直樹氏（東京女子大）
「関孝和・建部賢明・建部賢弘の Horner 法と Newton 法」
3 月 10 日（理学研究科 3 号館 110 号室）
10:00〜12:00 佐藤	
  賢一氏（電気通信大学）
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「数学史から見た角術の位置付け」
13:30〜15:30	
  小林	
  龍彦氏（前橋工科大学）
「17 世紀日本の暦算学」

２．幅広い分野の研究者の指導に基づく大学院博士課程の学生の育成
（１）多様な人材育成プログラムの一環として、数理生命を志望する田中亮吉君を博
士課程に受け入れた．田中君は、学術振興会特別研究員(DC2)に採用された。
理化学研究所再生科学総合研究センター（理研 CDB）の上田泰己チームリーダーの委
託指導を受け、博士論文作成に関する順調な進展があった。近年デンマークオーフス
大学のアンダーセンとペンナーは位相幾何学の手法である fat graph を用いて、タンパ
ク質の折りたたみ解析理論を開発した。田中君は、凸幾何学をこの手法に応用した。
また田中君の幾何学的確率解析に関する論文は、国際雑誌 Mathematische Zeitschrift
に accept され、そこに掲載することが決まっている。さらに２００９年１２月にフラ
ンスパリ大学で行なわれた国際研究集会 Geometry and Analysis において、招待講演
を行い好評を得た。
（２）多様な人材育成プログラムの一環として、数理ファイナンスを志望する宮田英
明君を博士課程に受け入れた。宮田君は、京都大学経済研究所の関根順教授の委託指
導を受け、研究を続けている。０９年１２月に大阪大学で行われた金融工学のワーク
ショップで、Dynamic protection for Bayesian optimal portfolio というタイトルで講
演し、現在研究成果を関根教授との共著論文にまとめている。
３．教員養成について
大阪教育大学、大阪府教育委員会と連携して博士後期課程学生やすでに博士の学位を
取得している研究員が数学、理科の教員になるためのプログラムを立ち上げた。この
プログラムでは免許の未取得のものには免許取得からサポートし、免許取得済みの者
には教育現場での実際の教育機会を作ることにより優秀な教員を養成することを目的
としている。
京都府の教育委員会の数学コンテストに協力してその実施や、それに引き続いて行わ
れている高校生に対するセミナーのチューターとなることで教育能力の向上を目指し
ている。
教員免許取得済みの博士後期課程学生に対しては非常勤講師として実際の教育に携わ
る機会を作っている。
４．保険数学の新しい教科書の作成
確率論の視点をふまえた、国際標準に達するレベルの新しい保険数学の教科書を作成
することを目標に、保険数学の教員に加えて GCOE 特定助教の塩沢、矢野両氏や GCOE
で TA に雇用した博士後期課程学生である谷田氏を中心に修士課程学生を指導しなが
ら作成作業を進めた。教科書の原稿はほぼ完成しており、現在出版者を探している。
また谷田氏は保険数学と確率論との関係についての話題で関西アクチュアリー会の例
会で講演した。このテキストの原稿をもとに関西アクチュアリー会と連携してアク
チュアリー会の会員と本学の大学院学生が参加するセミナーを開催、そこで大学院学
生が発表した。
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５．教育力養成特定助教の活動
教育力養成特定助教として阿部、佐藤、塩沢の３名を採用し、教育力を高めるために、
経験が豊富な教員が指導して実際に一般教育（線形代数学、微分積分学）、理学部の
専門基礎科目（線形代数学演習）の授業を担当してもらった。線形代数学と線形代数
学演習では、指導する内容や指導方法について、指導に当たる教員と特定助教が綿密
に打ち合わせをし、詳しい内容を書いた物を作成してこれを配布することにした。線
形代数学演習では作問についても指導に当たる教員と綿密に協議し、問題の解答も詳
しい物を作成してこれも配布した。この結果今年度の前期終了時に行われた学生によ
る授業評価で極めて高い評価を得ることができた。塩沢氏は保険数学のセミナーにも
参加し専門である確率論の立場から修士課程学生の指導や新しい保険数学の教科書の
作成に協力した。３名の特定助教の教育能力は大きく向上していると考えられる。と
くに塩沢氏はこれらの経験が評価され岡山大学准教授に採用された。塩沢氏の後任と
して矢野氏を採用し塩沢氏の仕事を引き継いでもらっている。
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優れた博士課程学生を確保するための活動
本 Global COE では，博士学生・若手研究者が学術的な内容を主体的に企画・運営するセ
ミナーを実施している．優秀な博士課程学生を確保するために，修士課程学生なども対象
として含めている．この試みは，21 世紀 COE「先端数学の国際拠点形成と次世代研究者
育成」でも行っている．
これらの試みもあって，本 GCOE 実施期間中の大学院博士課程への入学者数は，大幅に増
加している．
また，平成２１年度に日本学術振興会特別研究員ＤＣに４名が採用されている．
以下行った活動の摘要を述べる．
１．城崎新人セミナー (平成 20 年度)
日時 : 2009 年 2 月 16 日(月)~2 月 20 日(金)
場所 : 兵庫県豊岡市 城崎町大会議館
スケジュール（大ホールと中会議室にわかれてセミナーを行った．）
17 日午前
9:00~9:45	
 
10:00~10:45	
 
11:00~11:45	
 

大ホール
佐野	
  太郎
今井	
  直毅
山浦	
  浩太

17 日午後
13:40~15:10
15:30~17:00

大ホール
上田	
  勝
太田	
  慎一

18 日午前
9:00~9:45
10:00~10:45
11:00~11:45

大ホール
高尾	
  和人	
  	
 
長谷部	
  高広
関谷	
  健一	
 

18 日午後
13:40~15:10
15:30~17:00

大ホール
佐藤	
  進
星	
  裕一郎

19 日午前
9:00~9:45
10:00~10:45
11:00~11:45

大ホール
栗原	
  大武	
  	
 
フローリアン
三井	
  健太郎

19 日午後
13:40~15:10
15:30~17:00

大ホール
伊藤	
  由佳理
稲生	
  啓行

20 日午前
9:30~11:30

大ホール
ポスターセッション

中会議室
清水	
  理佳
松江	
  要
森島	
  北斗

会議室
斎藤	
  克典
柳田	
  伸太郎
伊東	
  杏希子

中会議室
田中	
  亮吉
野坂	
  武史
比嘉	
  隆二
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招待講演者（6 名）
伊藤 由佳理（名古屋大学大学院多元数理科学研究科）
稲生 啓行（京都大学大学院理学研究科）
上田 勝（奈良女子大学理学部）
太田 慎一（京都大学大学院理学研究科）
佐藤 進（神戸大学大学院理学研究科）
星 裕一郎（京都大学 数理解析研究所）
学生参加者（33 名）
大下 達也（京都大学 M1）
蔦谷 充伸（京都大学 M1）
今城 洋亮（京都大学 M1）
岡崎 健太（京都大学 M1）
野坂 武史（京都大学 M2）
松江 要（京都大学 D1）
田中 亮吉（京都大学 M2）
長谷部 高広（京都大学 M2）
三井 健太郎（京都大学 M2）
小迫 敬靖（国際基督教大学 M2）
石田 美樹（奈良女子大学 M1） 渡辺 百合佳（奈良女子大学 M1）
坂下 美紀（奈良女子大学 M2） 山坂 麻衣（奈良女子大学 M2）
林 俊宏（名古屋大学 M2）
青木 光博（名古屋大学 M2）
杉山 倫（名古屋大学 M2）
斎藤 克典（名古屋大学 M2）
山浦 浩太（名古屋大学 M2）
伊東 杏希子（名古屋大学 M2）
長澤 弘明（大阪大学 M1）
森島 北斗（大阪大学 M2）	
 
関谷 健一（大阪大学 M2）	
 
高尾 和人（大阪大学 M2）	
 
東浦 晃洋（大阪市立大学 M1） 冨山 祐美（神戸大学 M1）
比嘉 隆二（神戸大学 M2）
柳田 伸太郎（神戸大学 M2）
今井 直毅（東京大学 M2）
佐野 太郎（東京大学 M2）
シュプルング フローリアン（東京大学 M2）
栗原 大武（九州大学 M2）
関坂 歩幹（九州大学 M2）
実行委員（6 名）
森 伸吾（京都大学 D1）
野坂 武史（京都大学 M2）
梶 真理香（奈良女子大学 D1）

長尾 健太郎（京都大学 D2）
川谷 康太郎（大阪大学 D1）
清水 理佳（大阪市立大学 M2）

得られた成果や特記事項：
	
  京都大学大学院理学研究科数学・数理解析専攻と京都大学数理解析研究所が共同で
行っている京都大学グローバル COE プログラム「数学のトップリーダーの育成」にお
ける事業の一環として、院生交流事業「城崎新人セミナー」が計画されました。
	
  城崎新人セミナーは、様々な分野の大学院生に全国から集まっていただき、合宿形
式での勉強会を催すことにより、学生間の交流を深めて、お互いの知見を深く広くし
ようという主旨で開かれています。参加者の意見を幅広く最大限尊重できるように、
数名の大学院生によって組織された運営委員会が計画から実施までの全てを執り行い、
より良い勉強会になるように各自が忌憚なく論をかわし、皆で一丸となって今回の勉
強会の計画にあたりました。
	
  セミナーの参加者には各地の学生と招待講演者である、各大学の先生方にご多忙の
中参加していただきました。先生方には入門的な部分から最先端の部分までの示唆に
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富んだお話をしていただきました。また、講演だけでなく、合宿形式という場を生か
した先生方の研究者としての経験談やアドバイスは我々学生にとって大変貴重なもの
となりました。もちろん、学生同士の交流もセミナー通して盛んに行われました。ま
た今回は学生のポスターセッションを新たに導入しましたが、こちらの評判も良く
様々な分野の学生同士や先生方とゆっくりと議論できる時間が確保できました。
２．城崎新人セミナー（平成 21 年度）
日時 :2010 年 2 月 15 日(月) 〜 2 月 19 日(金) 4 泊 5 日
場所 :兵庫県豊岡市	
  豊岡市立城崎健康福祉センター（2 月 15 日 〜 2 月 17 日）
	
  	
  	
  城崎地区公民館（2 月 18 日 〜 2 月 19 日）
招待講演者 :
伊藤 哲史（京都大学 理学研究科）
「平方数の和で表される素数について」
稲浜 譲（名古屋大学 多元数理研究科）」
「ラフパス理論の紹介」
榎本 直也（京都大学 理学研究科）
「ヘッケ環と量子群の表現論周遊」
尾國 新一（愛媛大学 理工学研究科）
「閉リーマン多様体と離散群の L2 不変量」
鈴木 香奈子（東北大学 国際高等融合領域研究所）
「ある活性因子ー抑制因子系におけるパターンの崩壊現象」
宮地 秀樹（大阪大学 理学研究科）
「私的タイヒミュラー理論入門」
スケジュール :
15 日（初日）
移動日 16:00 からオリエンテーション
16 〜 18 日
午前：学生によるパラレルセッション
午後：講師の先生方による全体講演
16 日の夕食は懇親会
19 日（最終日）
午前：学生によるポスターセッション
昼食前に解散
セッション講演（代数）
渡辺
大下
竹森
権業
綾野
上山
森澤

百合佳（奈良女子大学	
  M2）：「数列の整除性について」
達也（京都大学	
  M2）：「円単数の Euler 系と高次 Fitting イデアル」
翔（京都大学	
  M2）：「degree 2，奇数 level の p 進 Siegel-Eisenstein 級数」
善範（東京大学	
  M2）：「対数的標準特異点を持つ弱 Fano 多様体について」
孝則（大阪大学	
  M2）：「telescopic 三浦曲線に対応するシグマ関数の構成」
健太（静岡大学	
  M1）：「3 次元 AS-regular 代数の次数付き森田同値性について」
貴之（早稲田大学	
  M2）：「有理数体の円分的拡大における Weber の類数問題」
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千葉 隆宏（名古屋大学	
  M2）：「F-pure threshold と Fedder-type criterion による計算」
松田 一徳（名古屋大学	
  D1）：「On F-thresholds」
セッション講演（幾何・解析）
伊藤 和貴（東北大学	
  M2）：「サブリーマン多様体の位相的分裂定理」
直川 耕祐（大阪大学	
  M2）：「3 次元ユークリッド空間における平坦なメビウスの帯と
特異点」
足立 真訓（名古屋大学	
  M2）：「Milnor-Wood 不等式への微分幾何学的アプローチ」
岡崎 建太（京都大学	
  M2）：「１の偶数乗根におけるレンズ空間の Turaev-Viro 不変量と
Reshetikhin-Turaev 不変量について」
蔦谷 充伸（京都大学	
  M2）：「 -空間と- 写像」
伊藤 哲也（東京大学	
  D1）：「群の両側不変順序の幾何的構成とその応用」
関坂 歩幹（九州大学	
  M2）：「１次元シュレディンガー作用素の固有値問題に対する力
学系的アプローチ」
白石 大典（京都大学	
  M2）：「ランダムウォークのパスの幾何学的構造について」
中島 誠（京都大学	
  D1）：「分枝ランダムウォークの人口密度の挙動について。」
ポスター発表
入江 慶（京都大学	
  M1）：「ハミルトン力学系のフレア・ホモロジー」
Ganbat Atarsaikhan（京都大学	
  M1）：「Coupled cell systems」
丸橋 広和（京都大学	
  M1）：「Oppenheim 予想について」
今城 洋亮（京都大学	
  M2）：「錐に収束するスペシャルラグランジュ部分多様体」
安東 雅訓（岡山大学	
  M2）：「ヤング図形のフック長の積」
坂下 美紀（奈良女子大学	
  M2）：「代数の分母公式について」
長澤 弘明（大阪大学	
  M2）：「有限体上の平面曲線に関する Modified Sziklai's conjecture
について」
梅本 悠莉子（大阪市立大学	
  M1）：「バナッハ・タルスキーのパラドックスとその拡張」
運営委員
三井健太郎（京都大学	
  D1）
田中 亮吉（京都大学	
  D1）
森島 北斗（大阪大学	
  D1）
野坂 武史（京都大学	
  D1）
清水 理佳（大阪市立大学	
  D1） 渡辺 百合佳（奈良女子大学	
  M2）
森 伸吾（京都大学	
  D2）
参加者（学生）リスト
入江 慶（京都大学	
  M1）
Ganbat Atarsaikhan（京都大学	
 
丸橋 広和（京都大学	
  M1）
佐藤 信夫（京都大学	
  M1）
今城 洋亮（京都大学	
  M2）
白石 大典（京都大学	
  M2）
竹森 翔（京都大学	
  M2）
中島 誠（京都大学	
  D1）
井澤 昇平（東北大学	
  M1）
伊藤 和貴（東北大学	
  M2）
権業 善範（東京大学	
  M2）

渋川 元樹（京都大学	
  M1）
M1）
広瀬 稔（京都大学	
  M1）
竹内 光（京都大学	
  M1）
蔦谷 充伸（京都大学	
  M2）
大下 達也（京都大学	
  M2）
岡崎 健太（京都大学	
  M2）
安東 雅訓（岡山大学	
  M2）
熊谷 亘（東北大学	
  M1）
寺西 功哲（東京大学	
  M1）
伊藤 哲也（東京大学	
  D1）
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森澤
千葉
小谷
関坂
綾野
長澤

貴之（早稲田大学	
  M2）
隆宏（名古屋大学	
  M2）
賀子（奈良女子大学	
  M1）
歩幹（九州大学	
  M2）
孝則（大阪大学	
  M2）
弘明（大阪大学	
  M2）

足立 真訓（名古屋大学	
  M2）
松田 一徳（名古屋大学	
  D1）
坂下 美紀（奈良女子大学	
  M2）
東 大介（大阪大学	
  M1）
直川 耕祐（大阪大学	
  M2）
上山 健太（静岡大学	
  M1），

３．第３回琵琶湖若手数学者勉強会（城崎新人プレセミナー）（平成 20 年度）
日	
  程：	
  2009 年 1 月 29 日(木)から 2 月 1 日(日)
場	
  所：	
  滋賀県大津市オ北小松 1601 ソフィウッド
博士学生を中心とした若手の方に集まり，いくつかの班に分かれて勉強会を行った。
参加者：
川谷 康太郎（大阪大学）
佐藤 宏平（首都大学）
森 伸吾（京都大学）
小関 祥康（九州大学）
長尾 健太郎（京都大学）

渡邉 健太（大阪大学）
深谷 友宏（京都大学）
並川 健一（大阪大学）
源 泰幸（京都大学）
木村 嘉之（京都大学）

関谷 雄飛（名古屋大学）
塚本 真輝（京都大学）
原 隆（東京大学）
大川 領（東京工業大学）

内容（テキストなど）：
（ １ ） Iacono, Donatella. 「 Diffrential Graded Algebra and Deformations of
Holomorphic Maps」
（２）	
  Grigorchuk 群について：テキスト: Topics in Geometric Group Theory, Pierre
de La Harpe
（３）Topological Hochshild homology について
など．
４．第４回琵琶湖若手数学者勉強会（城崎新人プレセミナー）（平成 21 年度）
日	
  程：	
  2010 年 2 月 3 日(水)~2 月 6 日(土)
場	
  所：	
  滋賀県高島市安曇川町近江白浜 白浜荘
博士学生を中心とした若手の方に集まり，いくつかの班に分かれて勉強会を行った。
参加者：
三井健太郎, 田中亮吉, 森島北斗，鈴木咲衣, 清水理佳, 張娟姫, 大城佳奈子，森伸吾,
原隆, 並川健一
内容：
（１）連続幾何と離散幾何	
  ―ラプラシアンと固有値について―
（２）Alexander 多項式について
（３）Ｌ関数の特殊値とその周辺
５．解析系白浜研究集会
21 世紀 COE からの継続事業である城崎新人セミナーが，これまで代数と幾何の分野
の大学院生を中心とした企画であったことから，解析系の博士後期課程の大学院生が
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中心となって企画する若手交流プログラムとして，今年度から標記の研究集会を開始
しました．参加者は主に解析系の大学院生，研究員，教員ですが，幾何系の大学院生
も参加しており，今後もゆるやかに城崎新人セミナーの補完をする形で企画・運営を
考えていくようです．
2009 年 12 月 7 日午後３時~10 日正午まで
南紀白浜温泉（旅館むさし）
講演数 18，short communication ２（報告書準備中）
教員 5 名，研究員 3 名，博士課程学生 10 名，修士課程学生 6 名
12 月 7 日(月)
14:45〜15:00
15:00〜15:50
16:05〜16:55

17:10〜18:00

12 月 8 日(火)
9:00〜9:50
10:00〜10:50
11:00〜11:50
13:30〜14:20
14:30〜15:20
15:40〜16:30
16:40〜17:30

12 月 9 日(水)
9:00〜9:50
10:00〜10:50
11:00〜11:40
(S.C.1)

13:30〜14:20
14:30〜14:50
(S.C.2)

オリエンテーション
白石大典
Heat kernel for random walk trace on Z3 and Z4
梶野直孝
Short time asymptotics of the heat kernels on the usual and harmonic
Sierpinski gaskets
長谷部高広
独立性とキュムラント

中島誠
On the behavior of the population density of branching random walks
岡村和弥
完全正写像と量子系の状態変化
田中亮吉
相互作用ネットワーク上の確率過程について
金子和雄(特別講演)
S34 年大学卒業後の 50 年を振り返って
金子元
べき級数の特殊値の代数的独立性
安藤浩志
作用素環における Lie 群-Lie 環対応について
廣瀬三平
ホロノミー系に対する完全 WKB 解析

多羅間大輔
Classical and Quantum Dynamics for an Extended Free Rigid Body
上野康平
多項式歪積の複素力学系と重み付きグリーン関数
Ganbat Atarsaikhan
Coupled cell system
入江慶
ハミルトン系のフレアホモロジー
金子和雄
２次元退化 Garnier 系(1112) の特殊解と線型モノドロミ
岡本葵
Schodinger 方程式の局所適切性について
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15:10〜16:00

12 月 10 日(木)
9:00〜9:50

10:00〜10:50

11:00〜11:50
11:50〜

前田昌也
Stability of standing waves of fourth order nonlinear Schrodinger
type equationrelated to vortex lament

松江要
Rigorous numerics for semilinear parabolic PDEs via the
Conley-Rybakowski index
森井慶
有界領域上の Besov norm 及び Triebel-Lizorkin norm を用いた 2 重対
数項を含む Brezis-Gallouet-Wainger 型不等式の最良定数について
岸本展
非線形発展方程式の初期値問題の適切性
クロージング

６．数学吉田塾シニア@けいはんな 2009 年
日時：	
  2009 年 2 月 6 日（金）〜2 月 9 日（月）
場所：	
  関西学研都市	
  けいはんなプラザ
GCOE プログラム(京都大学)の一環として、大学院修士課程に入学される学生、チュー
ターとして参加を希望する大学院生の方々を対象に、
「数学吉田塾シニア@けいはんな」
を行い修士・博士課程の大学院生をはじめとする若手数学者との交流をはかり、大学
院で有意義な数学の勉学・研究を始める支援をした。
プログラム：
2 月 6 日(金)
14 時〜17 時
20 時〜22 時

講演	
  金子昌信氏（九州大学）『結び目とその量子不変量について』
セミナー

2 月 7 日(土)
9 時〜12 時	
 
14 時〜17 時
20 時〜22 時

講演 鈴木咲衣氏（京都大学）『多重ゼータ値』
セミナー
セミナー

2 月 8 日(日)
9 時〜12 時
14 時〜17 時
20 時〜22 時

セミナー
セミナー
セミナー発表会

2 月 9 日(月)
9 時〜12 時

セミナー発表会

セミナーは 6 班に分かれ、次のテキストをもとに行った．
1.	
  Koblitz "Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms", Springer（日本語訳あ
り）Chap.1 と Chap.2 の一部
2.	
  小林昭七著「ユークリッド幾何から現代幾何へ」
3. 	
  David M. Goldschmidt"Group Characters, Symmetric functions, and the Hecke
algebra", University Lecture Series, vol. 4, AMS, 1993, 73pp
4.	
  Riemann 著「ガウスの級数 F(α, β, γ,x)で表示できる函数の理論への貢献」足立恒雄
61

他編	
  訳「リーマン論文集」朝倉書店、p.45--70
5.	
  藪田他著	
  「古典調和解析」解析学百科 1、朝倉書店	
  第 2 章
6.	
  安島直円（あじま	
  なおのぶ）著「不朽算法」下巻、「弧背術解」
指導：

加藤文元氏（理学研究科）
前野俊昭氏（工学研究科）
菊池克彦氏（理学研究科）

加藤毅氏（理学研究科）
眞野智行氏（数理解析研究所）
小川束氏（四日市大学）

参加者：

43 名（教員 8 名，研究員 1 名，その他講師 1 名，博士課程学生 2 名，
修士課程学生 14 名，学部生 17 名）

７．数学吉田塾シニア@けいはんな 2010 年
日時： 2010 年 2 月 19 日(金)〜 2 月 22 日(月)
場所： 関西学研都市 けいはんなプラザ
プログラム：
2 月 19 日(金)
14 時〜18 時
20 時〜24 時
2 月 20 日(土)
9 時〜12 時

講演	
  日野正訓氏 (情報学研究科)『確率積分とその周辺』
セミナー

14 時〜18 時
20 時〜24 時

講演 榎本直也氏 (理学研究科)
『表現論入門-対称群のモジュラー表現論への誘い-』
セミナー
セミナー

2 月 21 日(日)
9 時〜12 時	
 
14 時〜18 時
20 時〜24 時

セミナー
セミナー
セミナー 発表会

2 月 22 日(月)
9 時〜12 時

セミナー 発表会

セミナーは 6 班に分かれ、次のテキストをもとに行った．
1.	
 
2.	
 
3.	
 
4.	
 
5.	
 

シルヴァーマン、テイト『楕円曲線論入門』第 1 章から第 3 章
小林昭七著「ユークリッド幾何から現代幾何へ」 (第 1 章から第 3 章まで)
白石潤一『量子可積分系入門』SCG ライブラリ 28(サイエンス社)(全部)
松木敏彦『リー群入門』(日本評論社)第 1 章から第 8 章まで
Thomas Ransford “Potential Theory in the Complex Plane”London 	
  	
  	
 
Mathematical Society, Student Texts 28, Cambridge University Press,
	
 
1995. 第 1 章〜第 5 章
6. (1) 関孝和『開方翻変之法』(1685 年以前)(東北大学蔵)
(2) 上野健爾・小川束・小林龍彦・佐藤賢一『関孝和論序説』第 4 章第 3 節方程
式論(p.232-275)(+参考資料)
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指導：

加藤毅氏（理学研究科）
前野俊昭氏（工学研究科）
澤野嘉宏氏（理学研究科）

吉永正彦氏（理学研究科）
菊池克彦氏（理学研究科）
小川束氏（四日市大学）

参加者：

57 名（教員 15 名，博士課程学生 11 名，修士課程学生 3 名，学部生 28 名）

８．第６回数学吉田塾・入門合宿
主として、理学部 1、2 回生で数学に興味を持つ学生を対象に、2 泊 3 日の数学入門合
宿を行い、講義を聞くとともに、自ら考える機会を与えることにより、数学の面白さ
をより若い学生に伝える活動を行った。
日	
  程：	
  2008 年 9 月 10 日(水)~9 月 12 日(金)	
  2 泊 3 日
場	
  所：	
  京都府立ゼミナールハウス
	
  	
  	
  	
  	
  （京都市右京区京北下中町鳥谷２番地）
プログラム：
2008 年 9 月 10 日
13:30〜17:30	
 
講演・研修
19:00〜23:00	
 
研修
2008 年 9 月 11 日
9:00〜12:00	
 
講演・研修
13:30〜17:30	
 
研修
19:30〜23:00	
 
研修
2008 年 9 月 12 日
9:00〜12:00	
 
研修
13:30〜15:00	
 
研修
講義１： 『ビリヤードの数学』
浅岡 正幸氏（理学研究科数学教室・准教授）
講義２： 『トポロジー入門』
塚本 真輝氏（理学研究科数学教室・助教）

参加者：	
  14 名
TA (修士 1 年) (2 名)，1 年（6 名），2 年（4 名），3 年（2 名）
９．第７回数学吉田塾・入門合宿
日	
  程：	
  2009 年 9 月 16 日(水)~9 月 18 日(金)	
  2 泊 3 日
場	
  所：	
  京都府立ゼミナールハウス
	
  	
  	
  	
  	
  （京都市右京区京北下中町鳥谷２番地）
プログラム：
2009 年 9 月 16 日
14:00〜17:30
講演・研修
19:00〜23:00	
 
研修
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2008 年 9 月 17 日
9:00〜12:00	
 
講演・研修
13:30〜17:30	
 
研修
19:30〜23:00	
 
研修
2008 年 9 月 18 日
9:00〜12:00	
 
研修
13:30〜15:00	
 
研修
講義１：	
  『三角形で測る空間の曲がり方』
太田 慎一 氏（理学研究科数学教室・助教）
講義２： 『行列群の多面体モデル』
加藤 周氏（京都大学数理解析研究所・助教）

参加者数：	
  24 名
	
  	
  	
  	
  	
  	
  TA (修士 1 年) (2 名)，1 年 (14 名)，2 年 (6 名)，3 年 (2 名)
１０．数学吉田塾・連続講義
日	
 
場	
 
講	
 
題	
 

時：	
 
所：	
 
師：	
 
目：	
 

2008 年 11 月 4 日、11 日、18 日、26 日	
  18:15~19:30
数学教室 110 講義室
浅岡 正幸氏（理学研究科数学教室・准教授）
『ビリヤードの数学』

日	
 
場	
 
講	
 
題	
 

時：	
 
所：	
 
師：	
 
目：	
 

2008 年 12 月 1 日、8 日、15 日、22 日	
  18:15~19:30
数学教室 110 講義室
塚本 真輝氏（理学研究科数学教室・助教）
『バナッハ・タルスキのパラドックス』

日	
 
場	
 
講	
 
題	
 

時：	
 
所：	
 
師：	
 
目：	
 

2009 年 10 月 15 日、22 日、29 日、11 月 5 日	
  18:15~19:30
数学教室 110 講義室
加藤 周氏（京都大学数理解析研究所・助教）
『行列群の多面体モデル』

日	
 
場	
 
講	
 
題	
 

時：	
 
所：	
 
師：	
 
目：	
 

2009 年 11 月 12 日、19 日、26 日、12 月 3 日	
  18:15~19:30
数学教室 110 講義室
太田 慎一 氏（理学研究科数学教室・准教授）
『曲率と体積と集中』
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研究成果報告
以下に，事業推進担当者および本 GCOE で雇用した研究者博士課程学生の研究業績の要約
を報告する．
凡例
	
  論文の項目は GCOE 実施期間とは無関係に，各研究者の代表的な論文を挙げた．
	
  平成 20-21 年度に accept されたか出版された論文，の項目では，当該期間中に学術誌等
に掲載された論文および掲載が決定した論文を挙げた．横線の上側が 20 年度，下側が 21
年度である．20 年度に掲載が決定しそれが 21 年度に掲載された場合など，重複がある場
合がある．
	
  未出版論文の項目について．数学の論文は審査に時間を要し，執筆・投稿後，掲載が決
定されるまで長い時間を要する場合が多くあるので，本報告書では，GCOE 実施期間に執
筆され，掲載が決定していない論文も挙げた．すなわち，２０年度２１年度のそれぞれで
本 GCOE が報告を求めた時点で，掲載が決定していなかった論文を合わせたものである．
なお，20 年度に本項目で報告され，それが 21 年度に出版された場合などがあるため，こ
の項目の論文が「平成 20-21 年度に accept されたか出版された論文」の項目のものと重複
している場合がある．
	
  講演は，国際研究集会を中心に，それぞれ 3-5 件の平成 20-21 年度の研究発表を掲載し
ている．横線の上側が 20 年度，下側が 21 年度である．件数を限ったため，行った研究発
表で記載されていないものもある．
	
  学生については，本 GCOE で TA，RA 等に採用していない学生も含めており，数学・
数理解析専攻に所属する博士後期課程の学生で報告のあった全員の業績を掲載している．
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事業推進担当者 ........................... 69
深谷 賢治 (Kenji FUKAYA) ..................... 70
三輪 哲二 (Tetsuji MIWA) ....................... 73
河野 明 (Akira KONO) ............................ 75
加藤 和也 (Kazuya KATO) ...................... 77
國府 寛司 (Hiroshi KOKUBU)................ 78
森脇 淳 (Atsushi MORIWAKI) ............... 81
池田 保 (Tamotsu IKEDA)...................... 83
熊谷 隆 (Takashi KUMAGAI)................. 84
加藤 毅 (Tsuyoshi KATO) ....................... 86
中西 賢次 (Kenji NAKANISHI) .............. 88
柏原 正樹 (Masaki KASHIWARA) ......... 91
森 重文 (Shigefumi MORI) ..................... 93
向井 茂 (Shigeru MUKAI) ...................... 95
岡本 久 (Hisashi OKAMOTO) ................ 97
中島 啓 (Hiraku NAKAJIMA) ................ 99
望月 新一 (Shinichi MOCHIZUKI)....... 101
長谷川 真人 (Masahito HASEGAWA) .. 103
岩田 覚 (Satoru IWATA)....................... 105
大槻 知忠 (Tomotada OHTSUKI)......... 107
望月 拓郎 (Takuro MOCHIZUKI) ........ 109

畠中 英里 (Eri HATAKENAKA) ............147
林 正史 (Masafumi HAYASHI)..............148
平之内 俊郎 (Toshiro HIRANOUCHI)...150
眞野 智行 (Toshiyuki MANO)................152
水摩 陽子 (Yoko MIZUMA) ....................154
森山 貴之 (Takayuki MORIYAMA) .......155
クレイグ パストロ (Craig PASTRO) .....157
安井 弘一 (Kouichi YASUI)....................159

研究員（グローバル COE）.......... 161
生駒 英晃 (Hideaki IKOMA) .................162
宮内 通孝 (Michitaka MIYAUCHI) .......163
上野 康平 (Kohei UENO).......................165
長尾 有晃 (Nagao TOMOAKI) ...............167
源 泰幸 (Hiroyuki MINAMOTO)...........168
山田 智宏 (Tomohiro YAMADA) ............170

博士後期課程学生 ....................... 171
福山 浩司 (Hiroshi FUKUYAMA) .........172
大林 一平 (Ippei OBAYASHI) ................173
谷田 篤史 (Atsushi TANIDA) ................174
本多 正平 (Shouhei HONDA) ................175
金子 元 (Hajime KANEKO)...................176
新角 卓也 (Takuya SHINKADO)...........177
深谷 友宏 (Tomohiro FUKAYA) .............178
森谷 駿二 (Syunji MORIYA) ..................180
大井 理生 (Masao OI).............................181
岸本 展 (Nobu KISHIMOTO) ................182
前田 昌也 (Masaya MAEDA).................183
松江 要 (Kaname MATSUE) .................184
森 伸吾 (Shingo MORI)..........................185
浅野 義直 (Yoshinao ASANO) ................186
大塚 亜人夢 (Atomu OTSUKA) .............187
杉山 滋規 (Shigeki SUGIYAMA) ...........188
田中 亮吉 (Ryokichi TANAKA)..............189
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深谷 賢治 (Kenji FUKAYA)
理学研究科数学・数理解析専攻，教授，東京大学理学博士 (1986 年)
【研究テーマ】
シンプレクティック幾何学，位相的場の理論
シンプレクティク幾何学は解析力学（ハミルトン力学系）の研究から始まった分野で，シンプレクティッ
ク形式という非退化閉２時形式を保つ変換で不変な幾何学を研究する。１９８０年ぐらいから始まった擬正
則曲線の理論の発展で，シンプレクティック多様体の大域的研究が発展し，ハミルトン力学系の周期軌道や
ラグランジュ部分多様体の交叉，ハミルトン微分同相群やシンプレクティック微分同相群の構造，シンプレ
クティック多様体やそのラグランジュ部分多様体の分類など多様な研究がなされている．一方で，超弦理論
における位相的弦理論は，擬正則曲線の理論と等価であると考えられている．特に，超弦理論で見いだされ
たミラー対称性は，ある空間のシンプレクティック幾何学が別の空間の複素幾何学に対応するという形で定
式化され，活発に研究されている．
【研究内容】
３次元多様体の不変量である（ゲージ理論版）フレアーホモロジーを境界付き３次元多様体に拡張するに
は，曲面の基本群の表現空間（シンプレクティック多様体）のラグランジュ部分多様体に対して，それぞれ
群を決める定式化が自然である．より組織的にするために，シンプレクティック多様体に対して，ラグラン
ジュ部分多様体が対象でフレアーホモロジーが射であるカテゴリー（正確には A∞カテゴリー）を導入した．
これを確立するには横断正則性の問題があり，それを解決するために，スキームの概念の C∞版を作り，多
価の抽象的摂動を考察すればよいことを小野薫氏と見いだした．
（これは他の問題にも応用がある．）その後，
A∞カテゴリーのホモロジー代数の研究や，チェインレベルの交叉の理論などを用いてラグランジュ部分多様
体の研究を継続している．
【平成２０年度の研究成果】
昨年度末から始めたトーリック多様体のフレアーホモロジーの研究を継続している．
（小野薫・太田啓史・
Y.-G.Oh 氏との共同研究．）トーリック多様体のファイバー（であるラグランジュ部分多様体）のフレアーホ
モロジーが０にならないのがいつかを組織的に計算する方法を見いだし，フレアーホモロジーが０にならな
いファイバーの個数がベッチ数に等しいことを（始めはファノ多様体の場合に後には一般のトーリック多様
体の場合に）証明した．これは堀・Vafa のミラー対称性の研究の第２ステップを数学的に実行していること
にあたり，また，Givental の研究とも関係が深い．新しい点は，スーパーポテンシャルが幾何学的に意味あ
る形（open-closed Gromov-Witten 理論の母関数）として導入されている点，複素数体上ではなくノビコフ環
上で理論が構成されている点である．（この結果シンプレクティック幾何学へ応用がある．）この理論はトー
リック多様体の量子コホモロジーとスーパーポテンシャルの斉藤恭司理論のミラー対称性と捉えるべきで，
現在その方向で進展中である．
【平成２１年度の研究成果】
トーリック多様体のフレアーホモロジーの研究を継続している．（小野薫・太田啓史・Y.-G.Oh 氏との共同
研究．）トーリック多様体のファイバーのフレアーホモロジーを組織的に計算する方法を見いだした．また，
トーリック多様体のホモロジー的ミラー対称性の証明を上記３名と M. Abouzaid の共同研究で行った．
（最後
の点は論文執筆中．）
ラグランジュ部分多様体の手術とフレアーホモロジーの関係の研究を継続し，長い完全系列を構成した．
フレアーホモロジーの巡回対称性を確立し，非アルキメデス的収束を証明した．これを元に，３次元キャ
ラビ-ヤウ多様体とそのマスロフクラスが消えるラグランジュ部分多様体の不変量を構成した．また，族のフ
レアーホモロジーを用いて２次元の場合のホモロジー的ミラー対称性を与えると思われる函手を構成した．
（最後の点は論文執筆中．）
S2 × S2 のハミルトン微分同相群の普遍被覆群上に無限個の実数全体のなすアーベル群への擬準同型写像が
あることを，小野薫・太田啓史・Y.-G.Oh 氏との共同研究で見いだした．
【論文】
Kenji Fukaya, A boundary of the set of the Riemannian manifolds with bounded curvatures and diameters, J.
Differential Geom., 28 (1), 1-21, 1988
Kenji Fukaya, Collapsing of Riemannian manifolds and Eigenvalues of Laplace operators, Inventiones
Mathematicae 87 (1987) 517-557.
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Kenji Fukaya, Morse homotopy, A∞-category, and Floer homologies, Proceedings of GARC Workshop on Geometry
and Topology '93 (Seoul, 1993), 1–102, Lecture Notes Ser., 18 Seoul Nat. Univ., Seoul, 1993.
Kenji Fukaya and Y.G.- Oh, Zero-loop open string on cotangent bund le and Morse homotopy, Asian Journal of
Mathematics 1 (1998) pp 96 - 180
Kenji Fukaya and Kaoru Ono, Arnold conjecture and Gromov-Witten invariant, Topology,38(5),933–1048,1999
【著書】
深谷賢治; ゲージ理論とトポロジー,	
  Springer 東京,	
  1995 年
深谷賢治; 数学者の視点,	
  岩波書店,	
  1996 年
深谷賢治; これからの幾何学,	
  日本評論社,	
  1998 年
深谷賢治; 電磁場とベクトル解析,	
  岩波書店,	
  1998 年
深谷賢治; 解析力学と微分形式,	
  岩波書店,	
  2004 年
深谷賢治; 双曲幾何,	
  岩波書店,	
  2004 年
深谷賢治; シンプレクティック幾何学,	
  岩波書店,	
  2008 年
ミラー対称性入門，深谷賢治（編），日本評論社，2009 年
Lagrangian intersection Floer theory, Anomaly and obstruction, Kenji Fukaya, Y.-G. Oh, Hiroshi Ohta and Kaoru
Ono, International Press/Amer. Math. Soc., 2009.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Kenji Fukaya, Paul Seidel and Ivan Smith, Exact Lagrangian submanifolds in simply-connected cotangent bundles,
Invent Math., 172 (1), 1-27, 2008
Kenji Fukaya, Paul Seidel and Ivan Smith, Symplectic geometry of cotangent bundle from categorical point of view,
in ‘Homological Mirror symmetry’, 1–26, Lecture Notes in Physics 757, Springer 2008.
Kenji Fukaya, Y.-G. Oh, Hiroshi Ohta and Kaoru Ono, Canonical models of filtered A∞-algebras and Morse
complexes, to appear in the proceedings of Eliashberg’s 60th birthday conference (Yashafest)
Kenji Fukaya, Y.-G. Oh, Hiroshi Ohta and Kaoru Ono, Canonical models of filtered A∞-algebras and Morse
complexes, in‘New Perspectives and Challenges in Symplectic field Theory’CRM Proceedings and Lecture notes 49,
pp201-228
Kenji Fukaya, Y.-G. Oh, Hiroshi Ohta and Kaoru Ono, Lagrangian Floer theory on compact toric manifolds I, Duke
Math. J. 15 pp 23 - 174, 2010.
Kenji Fukaya, Differentiable operad, Kuranishi correspondence, and Foundation of topological field theories based
on pseudo-holomorphic curve, to appear in ‘Arithmetic and Geometry around Quantization’,
Ceyhan,O./Manin,Y./Marcolli, M.(eds.): (Progress in Mathematics,Vol.279), Birkhäser.
Kenji Fukaya, Y.-G. Oh, Hiroshi Ohta and Kaoru Ono, Lagrangian intersection Floer theory, Anomaly and
obstruction, International Press/Amer. Math. Soc., 2009.
【未出版論文】
K.Fukaya, Y.-G.Oh, Hiroshi Ohta, Kaoru Ono; Lagrangian Floer homology - anomaly and obstruction, (800 p)
K.Fukaya, Y.-G.Oh, Hiroshi Ohta, Kaoru Ono; Lagrangian Floer homology on compact toric manifolds I,
arXive:0802.1703
K.Fukaya, Y.-G.Oh, Hiroshi Ohta, Kaoru Ono; Lagrangian Floer homology on compact toric manifolds II : Bulk
deformation, arXive:0810.5654
K.Fukaya; Cyclic symmetry and adic convergence in Lagrangian Floer theory, arXiv:0907.4219.
K.Fukaya; Counting pseudo-holomorphic discs in Calabi-Yau 3 fold, arXiv:0908.0148.
K.Fukaya, Y.-G.Oh, Hiroshi Ohta, Kaoru Ono; Anti-symplectic involution and Floer cohomology, arXiv:0912.2646.
K.Fukaya, Y.-G.Oh, Hiroshi Ohta, Kaoru Ono; Anchored Lagrangian submanifolds and their Floer theory,
arXiv:0907.2122.
Kenji Fukaya, Y.-G. Oh, Hiroshi Ohta and Kaoru Ono, Toric degeneration and non-displaceable Lagrangian tori in
2
S
S2, arXiv:1002.1660
【講演】
Lagrangian Floer theory via example of Toric manifolds, Holomorphic curves: algebraic structures and geometric
application.” Stanford University August 24,25,26, 1998 (International conference)
Lagrangian Floer homology and Mirror symmetry, Brent P. Smith Memorial Lecture, Kansas State University,
December 12, 2008
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Mirror symmetry for toric manifold and singularity theory on Novikov ring, Colloquium, Peking University, March
26, 2009
Lagrangian Floer theory, The XXIst Rolf Nevanlinna Colloquium, Kyoto University, September 8-9, 2009
(International conference)
Lagrangian Floer theory, PRIMA200, University of New South Wales, Sidney, July 14, 2009 (International
conference)
Lagrangian surgery and compactification of moduli space of A branes, International Workshop on Mirror Symmetry,
Hausdorff Center of Math., June 4, 2009 (International conference)
Lagrangian surgery and rigid analytic family of Floer homologies, Algebraic Structures in the Theory of
Holomorphic Curves, Math. Science Research Institute, Berkeley, November 19, 2009 (International conference)
K. Saito theory over a Novikov ring and its mirror, Conference on Topological Field Theories and Related Geometry
and Topology, North Western University, May 28, 2009 (International conference)
【受賞歴(等)】
日本数学会幾何学賞（1989 年度）
日本数学会賞春季賞（1994 年度）
井上学術賞（2002 年）
日本学士院賞（2003 年度）
学士院会員（2009 年）
朝日賞（2010 年）
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三輪 哲二 (Tetsuji MIWA)
理学研究科数学・数理解析専攻，教授，京都大学理学博士 (1981 年)
【研究テーマ】
代数解析学、可積分系、無限次元代数の表現論
代数解析学は、数学や数理物理学の様々な分野に現れる函数を、それらが満たす函数方程式の代数構造を
もとに研究する。特に、数理物理の可積分系や無限次元代数の表現論に現われる函数は、無限自由度の系の
持つ無限次元の対称性によって統制され、線形あるいは非線形の微分方程式・差分方程式によって特徴づけ
られる。 このような特殊函数を扱うには複素解析的な手法とともに、組み合わせ論的な研究が必要となる。
可積分系への応用を目的として代数解析の方法を開発していくことが研究のテーマである。具体的には２つ
のテーマを研究している。ひとつは、量子スピン鎖において相関函数を代数的に表示するために、導入され
た反交換関係を満たす生成消滅作用素についてであり、もうひとつは、無限次元代数の表現の指標公式につ
いてである。
【研究内容】
F. Smirnov, H. Boos, M. Jimbo, Y. Takeyama の各氏とともに量子スピン鎖 XXZ 模型の相関函数の代数的表示
式を与えることを研究して来た。相関函数を準局所作用素の空間の汎函数と考えると、q 振動子代数を用い
て、反交換関係を満たす生成消滅作用素を、この空間の上に定義することができる。この作用素を利用して、
相関函数を行列式表示することができる。もうひとつの研究は、B. Feigin, E. Feigin, M. Jimbo, E. Mukhin の各
氏との共同研究で無限次元代数の表現に対するボーズ型あるいはフェルミ型の公式を研究して来た。量子群
の Whitacker ベクトルの内積を考え、そこに中心元を作用させることによって、フェルミ型公式の準古典近
似が、いくつかの場合に、正確な表示式を与えることを見いだした。
【平成２０−２１年度の研究成果】
量子スピン鎖の XXZ 模型の相関函数を代数的に記述する鍵となるグラスマン生成作用素は、円筒格子を用
いて与えられる汎函数に対して行列式表示を持つという性質がある。すなわち、この汎函数を考える限り、
生成作用素を消滅作用素で置き換えることができる。この置き換えを記述する核函数の表示式を求めた。さ
らに、格子の連続極限で汎函数を考えることにより、共形場理論の極限での核函数を漸近的に計算すること
によって、グラスマン作用素がヴィラソロ代数のヴァーマ加群に、保存量を法として作用する確証を得た。
これは H. Boos, F. Smirnov, M. Jimbo 各氏との共同研究である。この応用として、サインゴルドン模型の１点
函数を主要場以外の継承場についても求める表示式を得た。これは F. Smirnov, M. Jimbo 両氏との共同研究で
ある。指標公式に関しては、Gelfand-Zetlin 基底で Whitacker ベクトルの内積を考えることにより、An 型アフィ
ンリー環のレベル k シンック表現における principal space のボーズ型公式を得た。さらに、新しい方向に研
究を転換している。すなわち、Ding と Iohara が導入した２変数パラメタを持つ無限次元の量子代数の既約表
現の構成を行った。この代数は無限次元のベクトル表現が連続的パラメタを持つ。代数の持つパラメタと表
現のパラメタの共鳴によってテンソル積の空間に部分商として規約な表現を作ることができる。この表現の
指標はヴィラソロ代数やその一般化である W 代数の極小表現と同じになることを B. Feigin, E. Feigin, M.
Jimbo, E. Mukhin の各氏との共同研究で見いだした。
【論文】
M. Sato, T, Miwa and M. Jimbo, Holonomic Quantum Fields, Publ. RIMS, I, 14 (1978), 223-267; II 15 (1979),
201-278, III, 577-629, IV, 871-972, V, 16 (1979), 531-584
E. Date, M. Kashiwara, M. Jimbo and T. Miwa, Transformation Groups for soliton equations, in Non-Linear
integrable systems- classical theory and quantum theory, World Scientific 1983, 39-119.
B. Davies, O. Foda, M. Jimbo and T. Miwa, Diagonalization of the XXZ Hamiltonian by vertex operators, Comm.
Math. Phys. 151 (1993), 89-153
【著書】
T, Miwa, M. Jimbo and E. Date, Solitons, Cambridge Tracts in Mathematics, 135 Cambridge University Press
Michio Jimbo and Tetsuji Miwa, Algebraic Analysis of Solvable Lattice Models, CBMS Regional Conference Series
in Mathematics, No. 85, 1995 AMS
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Feigin, B., Feigin, E., Jimbo, M., Miwa, T., Mukhin, E.; Fermionic formulas for eigenfunctions of the difference Toda
Hamiltonian, Lett. Math. Phys. 88(2009), no.1-3, 39-77
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Feigin, B., Feigin, E., Jimbo, M., Miwa, T., Mukhin, E.; Principal sl3 subspaces and quantum Toda Hamoltonian,
Algebraic Analysis and Around, 109-166, Adv. Stud. Pure Math. 54(2009)
Jimbo, M., Miwa, T., Smirnov, F.; Hidden Grassmann structure in the XXZ model III:introducing the Matsubara
direction, J. Phys. A: Math. Theor. 42(2009), 304018(31pp)
【未出版論文】
Jimbo, M., Miwa, T., Smirnov, F.; Hidden Grassmann Structure in the XXZ Model IV: CFT limit
Jimbo, M., Miwa, T., Smirnov, F.; On one-point functions of descendants in sine-Gordon model
Feigin, B., Jimbo, M., Miwa, T.: Gelfand-Zetlin basis, Whittaker vector and a bosonic formula for the sl(n) principal
subspace
【講演】
Fermionic structure in the XXZ model, Mathematical phyisics from XX to XXI century in honor of the 75th birthday
of Ludwig Faddeev, EPFL in Lausanne, March 16-17, 2009
Hidden Grassmann Structure in the XXZ model, International Workshop on Lie algebras and related topics, October
19-22, 2009
【受賞歴(等)】
１９８７年数学会秋期賞（神保道夫と共同）
１９９９年朝日賞（神保道夫と共同）
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河野 明 (Akira KONO)
理学研究科数学・数理解析専攻教授，京都大学理学博士（1978 年）
【研究テーマ】
リー群の位相幾何学的研究
リー群の位相幾何学的な性質、特に例外群のコホモロジー、分類空間や等質空間のコホモロジーを決定す
ることは古典群の場合のように簡単ではなく、A. Borel,	
  荒木、戸田など多くの研究者の研究にもかかわら
ず、未解決な者が数多くある。さらに自由ループ群やその一般化であるゲージ群の場合にも対象を拡張して
研究する。特にゲージ群のホモトピー型の分類は重要なテーマである。これと関連して非安定Ｋ理論の研究
とリー群の自己ホモトピー群の研究にも取り組んでいる。
【研究内容】
リー群の位相幾何学的研究
例外型リー群の位相幾何学的な性質は古典型のように簡単には決定できないものが多くあった。例えばコ
ホモロジーについても最も複雑な E8 型の場合には論文としては（証明を全て書くには長すぎるので）結果の
みが発表されていた。この問題についてリー群の３連結ファイバー空間を利用することで極めて簡単な決定
方法を得た。一般にリー群やその一般化である有限 Hopf 空間についてそのホモロジーが 2-torsion を持つこ
との特徴付けは知られていなかったが、自由ループ空間への随伴作用を用いることでを用いることでその特
徴付けを得た。例外型リー群の分類空間や等質空間のコホモロジーを研究した。
ゲージ群のホモトピー型の分類
有限複体の X 上のリー群Ｇを構造群とする主束の自己同型群であるゲージ群のホモトピー型がどの程度主
束の構想を反映するかという問題で X や G が簡単な場合に分類に成功した。
非安定Ｋ理論の研究
	
  一般コホモロジーである複素Ｋ理論が無限次元ユニタリー群への写像のホモトピー類であるのに対して有
限次元ユニタリー群への写像のホモトピー類が定める群を非安定Ｋ群と呼び、一定の条件のもとでこの群の
性質を調べた。またこの研究と関連してリー群の自己ホモトピー群を研究した。
【平成２０年度の研究成果】
	
  単連結なリー群の素数ｐでの局所化は空間としてはどのような既約な（２個の自明でない空間の積とはホ
モトピー同値でない）空間の積とホモトピー同値であるかが知られている。２０年度の研究では単連結でな
いリー群の場合にこの結果を拡張した。２次元シンプレクティク群 Sp(2)のホモトピー群の Samelson 積を計
算し、ゲージ群のホモトピー型の分類の問題に応用した。
【平成２１年度の研究成果】
	
  ゲージ群のホモトピー型の研究では、この研究で最も基本的である評価ファイバー列における結合準同型
写像を研究し、この写像が随伴準同型で構成される主束の分類写像でかけることを示した。またこれを用い
てゲージ群を高次のホモトピー結合性を持つ Hopf 空間として分類する手法を確立した。ゲージ群は主束に
同伴な随伴束の切断全体であるがこの随伴束が自明になる条件を得た。
	
  リー群からそれ自身への写像のホモトピー類の作る群である、自己ホモトピー群の研究ではこの群のベキ
零性についての大嶋秀明氏の予想をリー群が PU(p)の場合に解決した。この問題と関連して例外型リー群の
Samelson 積の非自明性の問題でも成果をあげた。
【論文】
(with K.Kozima) The adjoint action of a Lie group on the space of loops. J. Math. Soc. Japan 45 (1993), no. 3,
495--510.
(with N. Yagita) Brown-Peterson and ordinary cohomology theories of classifying spaces for compact Lie groups.
Trans. Amer. Math. Soc. 339 (1993), no. 2, 781--798.
A note on the homotopy type of certain gauge groups. Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A 117 (1991), no. 3-4,
295--297.
(with K. Ishitoya and H. Toda) Hopf algebra structure of mod 2 cohomology of simple Lie groups. Publ. Res. Inst.
Math. Sci. 12 (1976/77), no. 1, 141--167.
(with H. Hamanaka) Unstable K1-group and homotopy type of certain gauge groups. Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect.
A 136 (2006), no. 1, 149--155.
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【著書】
岩波講座現代数学の展開	
  一般コホモロジー	
  ２００２年３月	
  岩波書店	
  玉木大氏と共著
英訳	
  Generalized Cohomology	
  ２００６年	
  AMS
一般コホモロジー	
  ２００８年９月	
  岩波書店	
  玉木大氏と共著（上記の改訂版）
大学院への幾何学演習	
  ２００９年９月	
  現代数学社	
  三村護、吉岡巌氏と共著
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
(with D. Kishimoto) Mod p decompositions of non-simply connected Lie groups. J. Math. Kyoto Univ. 48 (2008), no.
1, 1--5.
(with H. Hamanaka and S. Kaji) Samelson products in Sp(2). Topology Appl. 155 (2008), no. 11, 1207--1212.
(with D. Kishimoto) On a conjecture of Ōshima. Topology Appl. 156 (2009), no. 13, 2189--2192.
(with D. Kishimoto) On the cohomology of free and twisted loop spaces, to appear in J. Pure and Applied Algebra
(with D. Kishimoto) Splitting of gauge groups, to appear in Trans. AMS
(with D. Kishimoto) Note on mod p decomposition of gauge groups, Proc. Japan Acad.,86(2010), 15-17
(with S Tsukuda) Note on the triviality of adjoint bundles, to appear in Contemporary Math.
(with H. Hamanaka) A note on Samelson products and mod p cohomology of Classifying spaces of exceptional Lie
groups, to appear in Topology and its Applications
【未出版論文】
(with H. Hamanaka) On the commutativity of the localized self homotopy groups of SU(n)
【講演】
例外型リー群と関連する空間のコホモロジー（ホモトピー論シンポジューム、姫路、2009 年 10 月 30 日 −
11 月 2 日）
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加藤 和也 (Kazuya KATO)
理学研究科数学・数理解析専攻、 教授 (-2009 年８月），東京大学理学博士 (1980 年)
【研究テーマ】
整数論・数論的代数幾何学
【研究内容】
類体論の一般化，p 進 Hodge 理論の発展，岩澤理論の一般化など
【論文】
K. Kato, S. Saito, Global class field theory of arithmetic schemes, Contemp. Math., 55, Amer. Math. Soc., (1986),
255--331
S. Bloch and K. Kato, L-functions and Tamagawa numbers of motives, The Grothendieck Festschrift, Vol. I, 333--400,
Progr. Math., 86, Birkhäuser,1990
K. Kato and T. Fabien, On the conjectures of Birch and Swinnerton-Dyer in characteristic p>0, Invent. Math. 153
(2003), 537--592
K. Kato, p-adic Hodge theory and values of zeta functions of modular forms. Astérisque, No. 295 (2004), 117--290
J. Coates, T. Fukaya, K. Kato, R. Sujatha, O. Venjakob, The GL2-main conjecture for elliptic curves without complex
multiplication, Publ. Math. IHES 101 (2005) 163--208
【著書】
加藤和也・黒川信重・斎藤毅 『岩波講座現代数学の基礎 18 数論（1）Fermat の夢』 岩波書店，1996 年 10
月
加藤和也・黒川信重・斎藤毅共著 『岩波講座現代数学の基礎 19 数論（2）類体論とは』 岩波書店，1998
年2月
加藤和也，『解決！フェルマーの最終定理	
  現代数論の軌跡』 日本評論社，1995 年 10 月
加藤和也，『類体論と非可換類体論 1	
  フェルマーの最終定理・佐藤-テイト予想解決への道』 岩波書店，
2009 年 1 月
Kato, Kazuya; Usui, Sampei Classifying spaces of degenerating polarized Hodge structures. Annals of Mathematics
Studies, 169. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Kajiwara, Takeshi; Kato, Kazuya; Nakayama, Chikara, Logarithmic abelian varieties. Nagoya Math. J. 189 (2008),
63--138.
Kato, Kazuya; Nakayama, Chikara; Usui, Sampei, SL(2)-orbit theorem for degeneration of mixed Hodge structure. J.
Algebraic Geom. 17 (2008), no. 3, 401--479
Kato, Kazuya; Saito, Takeshi, Ramification theory for varieties over a perfect field. Ann. of Math. (2) 168 (2008), no.
1, 33--96.
Kajiwara, Takeshi; Kato, Kazuya; Nakayama, Chikara; Logarithmic abelian varieties. I. Complex analytic theory. J.
Math. Sci. Univ. Tokyo 15 (2008), no. 1, 69--193.
Kajiwara, Takeshi; Kato, Kazuya; Nakayama, Chikara; Analytic log Picard varieties. Nagoya Math. J. 191 (2008),
149--180.
Kato, Kazuya; Usui, Sampei Classifying spaces of degenerating polarized Hodge structures. Annals of Mathematics
Studies, 169. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009.
Kato, Kazuya; Nakayama, Chikara; Usui, Sampei; Classifying spaces of degenerating mixed Hodge structures. I.
Borel-Serre spaces. Algebraic analysis and around, 187--222, Adv. Stud. Pure Math., 54, Math. Soc. Japan, Tokyo,
2009.
Coates, John; Fukaya, Takako; Kato, Kazuya; Sujatha, Ramdorai; Root numbers, Selmer groups, and
non-commutative Iwasawa theory. J. Algebraic Geom. 19 (2010), no. 1, 19--97.
【受賞歴(等)】
1988 年	
  日本数学会賞春季賞
1995 年	
  井上科学振興財団井上学術賞
2003 年	
  朝日新聞社朝日賞
2005 年	
  日本学士院 学士院賞恩賜賞
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國府 寛司 (Hiroshi KOKUBU)
理学研究科数学・数理解析専攻，教授，京都大学理学博士 (1988 年)
【研究テーマ】
力学系とその分岐理論
力学系とは，決定論的な時間発展法則に従って変化する系を数学的に表現したものであり，微分方程式や
差分方程式（写像の反復合成）などの形で定式化される．力学系理論はこれらの解の漸近挙動を定性的に研
究する分野であるが，それは位相的，幾何的，解析的，統計的，など異なる観点から様々な手法と問題意識
で研究がなされている．特に力学系が定義される相空間での解のなす大域的構造や，力学系がパラメータに
依存しているときにその変動に伴って解構造がどのように変化するかという分岐理論的研究が現在の力学系
理論の主要なテーマとなっており，活発に研究が進められている．
【研究内容】
一般に力学系の相空間構造は，回帰的不変集合とそれらの間の勾配的結合に分解されることが知られてい
る（Conley による力学系理論の基本定理）．この分解を具体的に得ることは困難であるが，Morse 分解と呼
ばれる有限個の孤立不変集合とそれらの間の勾配的結合への分解は比較的容易であると考えられ，それを具
体的に求める方法を整備することは，力学系の大域的構造を理解する上で重要な手がかりとなる．Morse 成
分と呼ばれる個々の孤立不変集合のダイナミクスの情報は Conley 指数という位相的不変量からある程度ま
で知ることができ，またその情報を用いて Morse 成分間の結合軌道の存在を調べることができる場合もある．
このような情報を総合して，力学系の大域的構造の位相的モデルを得ることや，そのような情報からパラメー
タの変動に伴う力学系の大域的分岐の情報を得るための数学的理論を構築する，さらにそれを具体的な力学
系の例に応用して有用性を確認することが，現在の主要な研究テーマである．
【平成２０年度の研究成果】
力学系の様々な大域的構造に対する計算機援用解析の新しい方法の開発に関して次のような成果が得られ
た.
（1）力学系の双曲性の位相計算的方法による検証:区間上で定義された 1 次元写像の 1 パラメータ族に対し
て,臨界点近傍の外での一様双曲性に関する Mane の条件を満たすパラメータ集合を, グラフ・アルゴリズム
と精度保証付き数値計算を用いて求める方法を与えた. また, それを実際に 2 次関数の場合に適用して, その
一様双曲性の強さとパラメータの関係を示すいくつかの計算結果を得た. これらの結果は, 1 次元写像の振舞
いに対する統計的性質と密接に関係しており, これを基にして正の Lyapunov 数や絶対連続な不変測度の存
在するパラメータ集合の計算機援用解析への第一歩となる結果である.
（2）位相計算的方法による力学系の大域的構造解析法の開発：写像によって定義される力学系の多次元パラ
メータ族について，相空間とパラメータ空間を有限サイズの格子に分割し，精度保証付き計算を用いてダイ
ナミクスの情報を組み合わせ多価写像として表現して外近似を得ることができる．これにさらにグラフ・ア
ルゴリズムなどを用いて力学系の Morse 分解を求め，その各 Morse 成分に対してホモロジー計算によって
その Conley 指数の情報を力学系の大域的構造として格納すれば，データベースとして活用することも可能
である．このような位相的方法を計算機援用解析と融合することで力学系の大域的構造を捉える新しい方法
に発展させられる可能性があり，その位相計算的方法の基礎付けを行った．さらにこれを数理生物学におけ
るある具体的な数理モデルに対して適用し，実際のデータベースの構築も試みた．この位相計算的方法は，
より多様な数理モデルに対して適用でき，それらの大域的構造やパラメータに対する変化を解析するのに有
効であると考えられる．
【平成２１年度の研究成果】
力学系の様々な大域的構造に関して次のような成果が得られた．
（1）位相計算的方法による力学系の大域的構造解析法の応用：前年度に開発した力学系の位相計算的大域構
造解析の方法をいくつかの具体的な力学系に対して適用し，いくつかの改良の可能性を見出した．特に Morse
分解の計算のための adaptive なグリッド分割の方法は，より大規模で高次元の力学系を解析するために有効
であると考えられる．また．回帰的不変集合内の孤立不変部分集合を見出す計算アルゴリズムは，回帰的ダ
イナミクスのより詳しい情報を引き出すために不可欠である．これらについては，今後，実現に向けて更に
検討を進める．
（2）力学系の位相計算的分岐の研究：上述の位相計算的方法により力学系の大域的構造の変化を捉えるため
の数学的理論を構築する第一歩として，サドルノード分岐と呼ばれる最も単純な力学系の分岐を対象として
解析を行った．より具体的には通常の分岐理論的観点からと位相計算的観点からで分岐の情報の対応を明確
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にし，位相計算的解析を通常の分岐解析と関係づけることを試みている．数学的な結果はほぼ完成し，現在，
具体的な例での計算機による検証を行っており，近く論文を完成する予定である．
（3）３次元微分同相写像のへテロクリニックサイクルの分岐：heterodimensional cycle と呼ばれるある種の
へテロクリニックサイクルは，３次元以上の微分同相写像のダイナミクスを知るために基本的な役割を果た
す不変集合の１つであり，多くの研究者によって活発に研究されている．この heterodimensional cycle が構
造安定なダイナミクスの典型的なモデルである horseshoe の内部の局所的分岐からある種の余次元２の特異
性を経て発生することを示し，その変形の過程において発生するダイナミクスと分岐を調べた．
	
  力学系の様々な大域的構造に対する計算機援用解析に関して次のような成果が得られた．
【論文】
Hiroshi Kokubu, Homoclinic and heteroclinic bifurcations of vector fields, Japan Journal of Applied Mathematics, 5,
455-501, 1988
	
  Freddy Dumortier, Hiroshi Kokubu, and Hiroe Oka, A degenerate singularity generating geometric Lorenz attractors,
Ergodic Theory and Dynamical Systems, 15, 833-856, 1995
	
  Hiroshi Kokubu, Hiroe Oka, and Duo Wang, Linear grading function and further reduction of normal forms, Journal
of Differential Equations, 132, 293-318, 1996
	
  Ale Jan Homburg, Hiroshi Kokubu, and Vincent Naudot, Homoclinic-doubling cascades, Archives for Rational
Mechanics and Analysis, 160, 195-243, 2001
	
  Freddy Dumortier, Santiago Ibanez, and Hiroshi Kokubu, Cocoon bifurcations in three dimensional reversible vector
fields, Nonlinearity, 19, 305-328, 2006
【著書】
Takashi Matsumoto, Motomasa Komuro, Hiroshi Kokubu, and Ryuji Tokunaga, Bifurcations, 1993, 468+XL pages,
Springer-Verlag.
国府寛司, 力学系の基礎（カオス全書第２巻）, 朝倉書店, 2000 年
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Sarah Day, Hiroshi Kokubu, Stefano Luzzatto, Konstantin Mischaikow, Hiroe Oka, and Paweł Pilarczyk,
Quantitative hyperbolicity estimates in one-dimensional dynamics, Nonlinearity, 21, 1967-1987, 2008
	
  Zin Arai, William Kalies, Hiroshi Kokubu, Konstantin Mischaikow, Hiroe Oka, and Paweł Pilarczyk, A database
schema for the analysis of global dynamics of multiparameter systems, SIAM Journal on Applied Dynamical Systems,
8, 757-789, 2009
	
  Zin Arai, Hiroshi Kokubu, and Paweł Pilarczyk, Recent development in rigorous computational methods in
dynamical systems, Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 26, 393-417, 2009
【未出版論文】
Lorenzo Díaz, Shin Kiriki, Hiroshi Kokubu, and Ming-Chia Li, An index changing bifurcation creating heteroclinic
cycles, preprint.
【講演】
	
  Bifurcation of Morse decompositions: A case study, Workshop on Computational Dynamics, International
Conference on Foundation of Computational Mathematics, City University of Hong Kong, Hong Kong, P.R.China,
June 16-18, 2008 (International conference)
	
  Topological bifurcation theorems for Morse decompositions, Computational Topology and Dynamics Workshop,
Montana State University, Bozeman, Montana, U.S.A. August 10-12, 2008 (International conference)
	
  トポロジー・計算・ダイナミクス, 日本数学会秋季分科会,企画特別講演, 東京工業大学, 2008 年 9 月 24-27
日
A method for contructing databases for global dynamics of multi-parameter systems, Japan-Taiwan Joint Workshop
on”Numerical Analysis and Scientific Computations”, Department of Mathematics, National Taiwan University,
November 7-8, 2009 (International conference)
	
  A method for constructing databases for global dynamics of multi-parameter systems, International Workshop
on ”What is Evolution?” – Bicentennial of Charles Darwin’s Birth –, COOP-INN Kyoto Conference Hall, October
15-18, 2009 (International conference)
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  A method for constructing databases for global dynamics of multi-parameter systems, 研究集会「トポロジーとコ
ンピュータ 2009」，東京工業大学, 2009 年８月 31 日-９月２日
	
  Introduction to Dynamical Systems, Workshop on dynamical systems theory and reaction dynamics toward large
systems, Kyoto University, January 5-6, 2010
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森脇 淳 (Atsushi MORIWAKI)
理学研究科数学・数理解析専攻，教授，京都大学理学博士 (1991 年)
【研究テーマ】
代数幾何学，アラケロフ幾何
	
  代数幾何学の研究を広くしているが，最近は特にアラケロフ幾何を中心に研究を進めている．アラケロフ
幾何は，Arakelov の論文に始まる．1 次元のアラケロフ幾何と言える Minkowski による数の幾何学を原型
とする算術曲面上における代数・幾何・解析の融合による新しい幾何学の提唱であった．その後，
Faltings-Gillet-Soulé により，算術的 Riemann-Roch の定理を含む大きな理論となった．その中でも，双有理
アラケロフ幾何の研究を研究課題としており，世界中で活発に研究されている分野でもある．
【研究内容】
	
  算術的 Riemann-Roch の定理の典型的な応用は，エルミート可逆層におけるノルムの小さなゼロでない大
域切断の存在定理である．これは代数多様体上の大域切断の算術的類似であり，その研究はアラケロフ幾何
のメインストリームである．これはいわゆる代数多様体における双有理幾何学のアラケロフ幾何版にあたり，
その意味で双有理アラケロフ幾何と呼ばれている．とくに，最近は代数多様体上の体積関数の算術的類似を
主な研究内容としており，欧州・米国の若い研究者とともにその方面の発展に努めている．この他にも，数
論幾何とモジュライ空間の幾何とも密接に関わっており，これについての研究もおこなっている．
【平成２０年度の研究成果】
	
  算術的体積関数の連続性の証明に成功した．この結果により一般化された Hodge の指数定理と呼ばれる
一般的な状況での小さな切断の存在定理が導かれる．これより，例えば，算術的 Bogomolov 不等式もこの
結果の結論となる．
	
  また，Yuan と Chen により，示された算術的藤田の近似定理の拡張を示した．Yuan による算術的藤田の
近似定理の証明は，Mustata と Lazarsfeld によって代数多様体上で用いられた Okounkov のアイデアの算術
化による．その手法をさらに広い対象に対して利用可能とすることは，双有理アラケロフ幾何の発展のため
に不可欠と考え，そのことの考察を行った．
	
  従来知られていた可逆層の切断の空間がいつ狭義の小さい切断からなる基底をもつかという Zhang によ
る結果を拡張した．
【平成２１年度の研究成果】
	
  代数曲面上の双有理幾何の基本定理としてザリスキ分解がある．これの算術曲面上での類似の考察は双有
理アラケロフ幾何の観点からは懸案の問題であった．今年度はこれについて研究を進め，解決に至った．こ
れにより，前年度に得ている算術的藤田の近似定理の精密化が算術曲面上で得られたことになる．また，そ
の過程において算術多様体上における実係数算術因子の理論を確立し，その基本性質を研究した．
【論文】
	
  Atsushi Moriwaki, Relative Bogomolov’s inequality and the cone of positive divisors on the moduli space of stable
curves, J. of AMS, 11, 569–600, 1998.
	
  Atsushi Moriwaki, Arithmetic height functions over finitely generated fields, Invent. Math., 140, 101–142, 2000.
	
  Atsushi Moriwaki, Continuity of volumes on arithmetic varieties, J. Algebraic Geometry, 18, 407-457,2009.
【著書】
	
  森脇 淳; アラケロフ幾何, 岩波書店, 2008 年
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  Atsushi Moriwaki, Subsheaves of a hermitian torsion free coherent sheaf on an arithmetic variety, J. Math. Kyoto
Univ., 48, 7-26, 2008.
Atsushi Moriwaki, Continuity of volumes on arithmetic varieties, J. Algebraic Geometry, 18, 407-457, 2009.
Atsushi Moriwaki, Continuous extension of arithmetic volumes, International Mathematics Research Notices,
3598-3638, 2009.
	
  Atsushi Moriwaki, Estimation of arithmetic linear series, to appear in Kyoto J. of Math. (Memorial issue of Professor
Nagata).
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【未出版論文】
	
  A. Moriwaki, Free basis consisting of strictly small sections, (arXiv:0903.3778).
	
  A. Moriwaki, Estimation of arithmetic linear series, (arXiv:0902.1357).
	
  Atsushi Moriwaki, Zariski decompositions on arithmetic surfaces, (arXiv:0911.2951).
【講演】
	
  Continuity of volumes on arithmetic varieties – toward birational Arakelov geometry, Arakerov geometry seminar at
Paris 7, February 18, 2008.
	
  Free basis consisting of strictly small sections, Paris, Barcelona, Kyoto intercity seminar, March 18 – 19, 2009.
	
  Birational Arakelov geometry, Invariants in Algebraic Geometry, November 9 - 13, 2009.
【受賞歴(等)】
日本数学会賞秋季賞 (2001 年度)
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池田 保 (Tamotsu IKEDA)
理学研究科数学・数理解析専攻、教授、京都大学博士(理学）（1992 年）
【研究テーマ】
数論	
  とくに保型表現論
保型表現論は 1970 年代に Langlands らによって始められて以来，数論の分野において重要な成果をあげ
続けている．近年の数論における大きな進歩は，Fermat の定理の証明，Sato-Tate 予想の解決などいずれも
保型表現論の成果を本質的に用いている．また，モチーフの理論などの代数幾何的な理論との関連も予想さ
れており，数論と代数幾何の融合を考える上で重要な役割を果たすと考えられている．
【研究内容】
一変数の尖点形式から高次の偶数次 Siegel 尖点形式を構成する新しい方法を与えた．これは Duke と
Imamoglu によって提出されていた予想を解決したものである．ここで構成された Siegel 尖点形式は Hecke
作用素の同時固有関数であり，その標準 L 関数は元の一変数保型形式の L 関数を用いて簡単な式で表わさ
れる．また，その Fourier 係数を半整数の重さを持つ保型形式の Fourier 係数を用いて表わす簡明な公式が存
在する．さらに類似の結果を Hermite 型の保型形式に関しても証明した．また，Siegel 保型形式の場合には
保型表現論を用いてより一般的な定理を示した．
市野篤史氏との共同研究において保型形式の周期を研究し，直交群上の保型形式の Gross-Prasad 型の周期
をＬ関数の特殊値と結びつける予想を定式化した．
【平成２１年度の研究成果】
保型形式の周期に関する研究を継続している．保型形式の周期がＬ関数の特殊値で表されるためには多く
の場合，表現の重複度が１であることが条件になる．直交群の保型形式の Gross-Prasad 型の周期はこのよう
な例となっており，この場合に周期をＬ関数の特殊値であらわす公式を市野篤史氏との共同研究で予想とし
て提出した．
また，SL2 の２重被覆群の跡公式の安定化に関して部分的な成果を得た．（平賀郁氏との共同研究）
【論文】
Tamotsu Ikeda, Pullback of the lifting of elliptic cusp forms and Miyawaki’s conjecture, Duke Math. J., 131, 469–497,
2006
Kaoru Hiraga, Atsushi Ichino, and Tamotsu Ikeda, Formal degrees and adjoint gamma factors, J. Amer. Math. Soc.,
21, 283–304, 2008
Atsushi Ichino and Tamotsu Ikeda, On Maass lifts and the central critical values of triple product L-functions, Amer.
J. of Math., 130, 74–114, 2008
Tamotsu Ikeda, On the lifting of elliptic cusp forms to Siegel cusp forms of degree 2n, Ann. Math., 154, 641–681,
2001
Tamotsu Ikeda, On the location of poles of the triple L-functions, Compositio Math., 83, 187–237, 1992
【平成２１年度に出版されたか accept された論文】
A. Ichino, T. Ikeda, On the Periods of Automorphic Forms on Special Orthogonal Groups and the Gross-Prasad
Conjecture, Geometric and Functional Analysis, 19 (5), 1378–1425, 2010
【未出版論文】
~(A) over a totally real field
T. Ikeda; On the lifting of automorphic representation on PGL2(A) to Sp2n(A) or Sp2n+1
【講演】
「明示的周期公式の定式化（一般化の試み）」Autumn workshop on Number Theory, Hakuba, September 9, 2009
(International conference)
”On the lifting of hermitian modular forms (the case h > 1)” Autumn workshop on Number Theory, Hakuba,
September 10, 2009 (International conference)
”On the trace formula for the double covering of SL2” December 20, Kanazawa university
【受賞歴 (等)】
日本数学会代数学賞 (2001 年度)
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熊谷 隆 (Takashi KUMAGAI)
理学研究科数学・数理解析専攻，教授，京都大学博士 (理学) (1994 年)
【研究テーマ】
複雑な系の上の確率過程論と実解析学
	
  複雑な系の上の物理現象の解明を目指す研究は、高分子やネットワーク、あるいはかびや結晶の成長といっ
たモデルを念頭にした、数理物理学者による研究に端を発する。80 年代後半以降、複雑な系の典型であるフ
ラクタル図形の上での確率過程論・解析学の研究が精力的に行われ、フラクタル上の熱伝導や波動伝播等が
数学的に厳密な形で解析されてきた。これらの研究は、ユークリッド空間のような並進対称性を持たない空
間における様々な解析の手法を提供しているが、近年の研究で、これらの手法が "理想的な"形状のフラクタ
ルに限らず、何らかの意味で自己相似性に近い構造を持つ図形上でも有効であることが分かってきた。我々
の研究テーマは、このような手法を深化・発展させることにより、滑らかでない領域や統計的自己相似性を
持つ確率モデルも含む、より一般の「複雑な系」の上で、確率過程論や実解析学を統合的かつ有機的に展開
することである。このテーマは、確率論をはじめ調和解析学、関数空間論、大域解析学、解析幾何学など幅
広い研究分野と密接に関わっている。
【研究内容】
複雑な系の上での確率過程の長時間挙動を知るには、熱伝導に関する様々な評価の安定性を保証する理論
が有用である。我々は、劣拡散的な熱伝導の性質や熱核の劣ガウス型の評価といったフラクタル特有の性質
が、対応する作用素の摂動や rough isometry に関して安定であることを全く一般の空間の上で示した。これ
により、幾何学的に見て大域的にフラクタルと見なせる空間において、その大域的な解析の諸性質もフラク
タルと同じであることが、ある範疇で数学的に証明されたことになる。近年我々は、安定性理論の研究を通
じて確立した手法を発展させ、パーコレーションモデルを典型例とする確率モデルの、臨界点における熱伝
導の解析を行い、ランダム媒質上の解析学への展開を進めている。この他、複雑な系の上の飛躍型確率過程
についても、広い範疇のクラスで熱核の精密な評価を行い、熱方程式の基本解のアプリオリ評価などを得て
いる。これらの結果は、ユークリッド空間の場合に限っても新しく、幅広い応用を持つものである。
【平成２０年度の研究成果】
	
  フラクタル上の確率過程論の研究に関して、Sierpinski carpet 上に、局所的な折り返しや平行移動で不変な
拡散過程は、定数倍の時間変更を除いてただ一つに定まる事を証明した（Barlow 氏、Bass 氏、Teplyaev 氏と
の共同研究）。これは、carpet 上のブラウン運動の一意性の問題として知られる当該分野の主要な未解決問
題であった。また、飛躍型確率過程の研究に関連して、divergence form に jump の項が加わった二次形式に対
応する確率過程について、広い範疇で熱方程式の解がヘルダー連続であることを証明し、放物型ハルナック
不等式が成り立つための十分条件を与えた（Chen 氏との共同研究）。さらにこの研究で用いた手法を援用し
て、正方格子上の対称マルコフ過程について、コンダクタンスに関する非常に弱い可積分条件の下で tightness
を示し、スケール変換したマルコフ過程が収束するための十分条件を与えた（Bass 氏、上村氏との共同研究）。
このマルコフ過程の収束理論は、既知の結果を大きく拡張したものであり、ランダム媒質上の確率過程の収
束などへの応用が期待される。
【平成２１年度の研究成果】
	
  対 称 マ ル コ フ 連 鎖 の 列 の 飛 躍 型 確 率 過 程 へ の 弱 収 束 に 関 す る 一 般 論 を 展 開 し 、 こ の 結 果 を random
conductance model に応用した。さらに、与えられた対称飛躍型確率過程をマルコフ連鎖で近似する理論を構
築した。（Z.-Q. Chen 氏、P. Kim 氏との共同研究、論文は現在執筆中。）
	
  対称飛躍型確率過程で、飛躍確率が距離に関して指数オーダーの減衰をする場合に、その熱核の精密な評
価やハルナック不等式の証明を行った。（Z.-Q. Chen 氏、P. Kim 氏との共同研究、論文は現在執筆中。）
	
  一般の測度付き距離空間で距離が測地距離とは限らないような範疇で、対称拡散過程に関する熱核の劣ガ
ウス型評価と、一般化された放物型ハルナック不等式の同値性を証明した。（M.T. Barlow 氏、A. Grigor’yan
氏との共同研究、論文は現在執筆中。）
【論文】
	
  P.J. Fitzsimmons, B.M. Hambly and T. Kumagai, Transition density estimates for Brownian motion on affine nested
fractals, Comm. Math. Phys., 165 (3), 595-620, 1994.
	
  T. Kumagai, Brownian motion penetrating fractals -An application of the trace theorem of Besov spaces- , J. Funct.
Anal., 170 (1), 69-92, 2000.
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  Z.-Q. Chen and T. Kumagai, Heat kernel estimates for stable-like processes on d-sets, Stoch. Proc. Their Appl., 108
(1), 27-62, 2003.
	
  M.T. Barlow, T. Coulhon and T. Kumagai, Characterization of sub-Gaussian heat kernel estimates on strongly
recurrent graphs, Comm. Pure Appl. Math., 58 (12), 1642-1677, 2005.
	
  M.T. Barlow, A.A. Járai, T. Kumagai and G. Slade, Random walk on the incipient infinite cluster for oriented
percolation in high dimensions, Comm. Math. Phys., 278 (2), 385-431, 2008.
【著書】
熊谷隆; 確率論, 共立出版, 2003 年
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  M.T. Barlow, A.A. Járai, T. Kumagai and G. Slade, Random walk on the incipient infinite cluster for oriented
percolation in high dimensions, Comm. Math. Phys., 278 (2), 385–431, 2008.
	
  Z.-Q. Chen, P. Kim and T. Kumagai, Weighted Poincaré inequality and heat kernel estimates for finite range jump
processes, Math. Ann., 342 (4), 833–883, 2008.
	
  M.T. Barlow, A. Grigor’yan and T. Kumagai, Heat kernel upper bounds for jump processes and the first exit time, J.
Reine Angew. Math., 626, 135–157, 2009.
	
  M.T. Barlow, R.F. Bass and T. Kumagai, Parabolic Harnack inequality and heat kernel estimates for random walks
with long range jumps, Math. Z., 261 (2), 297-320, 2009.
	
  Z.-Q. Chen, P. Kim and T. Kumagai, On heat kernel estimates and parabolic Harnack inequality for jump processes
on metric measure spaces, Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 25, 1067-1086, 2009.
	
  R.F. Bass, T. Kumagai and T. Uemura, Convergence of symmetric Markov chains on Zd, to appear in Probab. Theory
Relat. Fields.
	
  Z.-Q. Chen and T. Kumagai, A priori Hölder estimate, parabolic Harnack principle and heat kernel estimates for
diffusions with jumps, to appear in Rev. Mat. Iberoamericana.
	
  M.T. Barlow, R.F. Bass, T. Kumagai and A. Teplyaev, Uniqueness of Brownian motion on Sierpinski carpets, to
appear in J. European Math. Soc.
【未出版論文】
	
  B.M. Hambly and T. Kumagai; Diffusion on the scaling limit of the critical percolation cluster in the diamond
hierarchical lattice
	
  Z.-Q. Chen, P. Kim and T. Kumagai; Weighted Poincaré inequality of fractional order.
【講演】
	
  Uniqueness of Brownian motion on Sierpinski carpets, 2nd international conference on stochastic analysis and its
applications, Seoul National University, May 29, 2008 (International conference)
	
  Uniqueness of Brownian motion on Sierpinski carpets, Stochastic Analysis, Oberwolfach, June 5, 2008 (International
conference)
	
  Convergence of symmetric Markov chains on Zd, AMS-SMS joint meeting, Fudan University (China), December 18,
2008 (International conference)
	
  Convergence of discrete Markov chains to jump processes, Random Walks in Random Environments, University of
British Columbia, Canada, June 16, 2009 (International conference)
	
  Discrete approximation of symmetric jump processes on metric measure spaces, 3rd international conference on
stochastic analysis and its applications, Beijing Instittute of Technology, July 19, 2009 (International conference)
	
  Convergence of discrete Markov chains to jump processes and its application to random conductance models, Scaling
Limits in Models of Statistical Mechanics, Oberwolfach, August 20, 2009 (International conference)
	
  Random walks on disordered media and their scaling limits, The XXIst Rolf Nevanlinna Colloquium, Kyoto
University, September 11, 2009 (International conference)
	
  Heat kernel estimates for random walks on random media at criticality, Above the critical dimension, Institut Henri
Poincaré, Paris, December 7, 2009 (International conference)
【受賞歴(等)】
日本数学会建部賢弘賞 (1997 年度)
日本数学会賞春季賞 (2004 年度)
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加藤 毅 (Tsuyoshi KATO)
理学研究科数学・数理解析専攻，教授，京都大学理学博士 (1995 年)
【研究テーマ】
非コンパクト空間上の解析、幾何学的離散解析
	
  ここでの研究テーマは離散幾何学を開発することである．その手法は，スケール変換を関数解析的に取り
扱うことで，これまで深い研究が行われてきた偏微分方程式や離散力学系の理論を用いる．一方でその方向
性に関して，近年の分子細胞生物学の発展は離散力学系のスケール変換の分野へ大きな刺激を与えた．DNA
を基本的対象とする分子細胞生物学に現れる数理的な現象は，メソスコピックレベルという，ミクロとマク
ロの間の中間的なサイズに現れ、それはタンパク質間相互作用など離散的な性質を持つ．その相互作用シス
テムが構成する巨大な階層を，スケールを変えてマクロな視点から見ることで様々なパターンが観察される．
生体現象が分子レベルではこれまで考えられてきた以上に，シンプルで数理的な構造によって成り立ってい
ることが次々と発見されてきたが，一方でそこにあらわれる現象を統一的に記述する数学的手法はまだ確立
されておらず，現在では数理生命に関する多くの問題が未解決のままとなっている．ここでの目的は、分子
細胞生物学におけるパターン形成の構造のアナロジーを数学を用いて構成し，幾何学的離散解析学（Discrete
Geometric Analysis）を発展させることにある．
【研究内容】
	
  離散力学系におけるスケール変換は，力学系としてそれぞれ性質の異なるものどうしを結びつけるもので，
特に近年発展してきている実有理力学系やトロピカル幾何学の研究を行っている．これまでの研究で，連続
写像から構成される繰り返し力学系に，ある種のスケール変換を施すことで，オートマトンを経て実有理力
学系を得る手法を定式化し，その性質を調べてきた．一般に連続写像の繰り返し力学系の射影として得られ
る記号力学系から，無限樹木の自己同型部分群が得られるが，グリゴルチャックらによるオートマタ群がこ
のようにして構成されることが分かっている．また、トロピカル幾何学の手法により可積分系から得られる
多くのセルオートマトンも，そのようにして得られることが分かっている．これまでは異なる力学系どうし
がスケール変換で結びついている場合の軌道の相対的な評価を具体的に行ったが，今年はそれを発展方程式
の正値解に対して相対的な評価を行った．
【平成２０年度の研究成果】
	
  トロピカル幾何学は，実有理力学系とオートマトンとを結びつける自然な対応を与え，オートマトンは実
有理力学系の無限遠点に存在している．コンピューター計算により，オートマトンが再帰的であっても，対
応する実有理力学系は必ずしもそうならない例が見つかった．それを契機とした研究から，一般に再帰オー
トマトンに対応する実有理力学系は擬再帰的な振る舞いをすることがわかった．また、二つの異なる実有理
力学系が無限遠点で一致する場合の解析的な必要十分条件がわかり，それにより実有理力学系の離散変形で
あるトロピカル変形を定めることが可能になった．
	
  実有理力学系を発展方程式の離散近似であると見なすことにより，上で行った過程を偏微分方程式版で
行った．トロピカル変形を行うと異なる偏微分方程式が得られるが，それら異なる発展方程式の正値解の間
の解析的評価を行った．同じクラスに属する発展方程式の正値解の間の不変量を構成することが今後の課題
である．
【平成２１年度の研究成果】
	
  トロピカル幾何学は，実有理力学系とオートマトンとを結びつける自然な対応を与え，さらに実有理力学
系は発展方程式の離散近似と見なせる．これにより，オートマトンは偏微分方程式の無限遠点に存在してい
ると見なすことができる．異なる２つの発展方程式が，無限遠点で同じオートマトンを与えるような，同じ
無限遠拘束条件を満たすとき，それらの正値解の間に粗い漸近評価が与えられることがこれまでの研究成果
で分かっていた．その評価を用いることで，２変数斉次偏微分方程式全体の間に大域解析的な関係式が与え
られる．今年度の研究ではそのような関係式で割ったときの，２変数斉次偏微分方程式のある種のモジュラ
イ空間としての構造を調べることを行った．今年度の研究成果において，その関係式が非自明であることを
示した．特にそのモジュライ空間はかなり複雑な構造を持つことが予想される．
	
  まずこれまで行ってきた一般的な構成により，同じ関係を持つ偏微分方程式たちの例は数多く作ることが
できる．一方でその関係式があまりに粗すぎることがないことを示す必要があるが，そのためには異なる偏
微分方程式の対で，上で述べた漸近評価を破る解を構成する必要がある．そのようなものは，衝撃波に関係
する Steepening と呼ばれる解と，一方で平行移動を解に持つものどうしを比べることで与えることができ，
現在論文を作成中である．
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  この関係式が推移律を満たすかどうかは各偏微分方程式の構造，特に解の存在が保証されるかどうかに大
きく依存する．今後の課題の一つはその点を明確に定式化することである．また，オートマトンに状態を付
加することで幾何学的群論における離散群を得ることができるが，その群としての性質を，ここでのスケー
ル変換を用いることで解析することも今後の課題である．
【論文】
Tsuyoshi Kato, Asymptotic Lipschitz cohomology and higher signatures, Geometric and Functional Analysis, (6),
346-369, 1996.
	
  Tsuyoshi Kato, Asymptotic Lipschitz maps, combable groups and higher signatures, Geometric and Functional
Analysis, (10), 51-110, 2000.
	
  Tsuyoshi Kato, ASD moduli spaces over four manifolds with tree-like ends, Geometry and Topology, (8), 779-830,
2004.
	
  Tsuyoshi Kato, Growth of Casson handles and transversality for ASD moduli spaces, Geometry and Topology, (12),
1265-1311, 2008.
	
  Tsuyoshi Kato, Deformations of real rational dynamics in tropical geometry, Geometric and Functional Analysis,
(19), 842 - 882, 2009.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  Tsuyoshi Kato, Growth of Casson handles and transversality for ASD moduli spaces, Geometry and Topology, (12),
1265-1311, 2008.
	
  Tsuyoshi Kato, Deformations of real rational dynamics in tropical geometry, Geometric and Functional Analysis,
(19), 842 - 882, 2009.
	
  Tsuyoshi Kato, Pattern formation from projectively dynamical systems and iterations by families of maps, to appear
in Advanced Studies in Pure Mathematics, in the Proceedings of the 1st MSJ-SI, Probabilistic Approach to Geometry.
【未出版論文】
	
  Tsuyoshi Kato, An asymptotic comparison of differentiable dynamics and tropical geometry, Kyoto University
preprint, 2009
【講演】
	
  A dynamical pattern formation, tropical geometry and informative entropy, Probabilistic Approach to Geometry, The
Mathematical Society of Japan, Seasonal Institute (International conference at Kyoto) July 28-August 8, 2008
	
  Growth of Casson handles and Yang-Mills gauge theory, The 4-th Geometry conference for the Friendship of China
and Japan, Chern Institute of Mathematics, (International conference at Tianjin) December 22-27, 2008
	
  Deformation of real rational dynamics in tropical geometry, Colloquium, Université Paris 7, September 29, 2008
	
  Growth of Casson handles and complexity of smooth structure, K-theory, C* algebras and topology of manifolds,
International conference at Chern Institute of Mathematics, Tianjin, China June 1-5, 2009
	
  An index theory over Casson handles and complexity of smooth structure on K3 surface, Colloquium at Fudan
University, Shanghai, China, July 8, 2009
	
  A rough equivalence on partial differential equations, Geometry and Analysis, International conference at Paris 7,
France, December 21-23, 2009
	
  トロピカル幾何学と離散力学系、研究集会有理曲面上の複素力学系、九州大学, August 10-12, 2009.
	
  A rough equivalence among partial differential equations, The 5th Geometry Conference for Friendship of Japan and
China, International conference at Okinawa, Japan, January 29 - February 2, 2010.
【受賞歴(等)】
井上学術奨励賞 (1995 年度)
日本数学会建部賢弘賞 (1996 年度)
文部科学大臣表彰若手科学者賞 (2006 年度)
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中西 賢次 (Kenji NAKANISHI)
理学研究科数学・数理解析専攻，准教授，東京大学博士 (数理科学) (1999 年)
【研究テーマ】
偏微分方程式、特に非線形分散型方程式
	
  非線形分散型方程式とは、様々な波動現象の時空発展を記述する偏微分方程式のうち、特に波動が空間的
局在性を崩して拡がっていく分散性と、重なった波動同士で相互作用が生じる非線形性とが支配的であるも
のの総称である。対応する物理現象は、高エネルギー（レーザー、プラズマ）や極低温（超流動、超電導）、
巨視スケール（水面波、宇宙論）・微視スケール（量子論）など、エネルギー消耗が無視できるような極限
的状況下で現れることが多い。代表例としては、非線形 Schrödinger 方程式、非線形 Klein-Gordon 方程式、
KdV 方程式、KP 方程式、Benjamin-Ono 方程式などが挙げられる。これらは全て線形部分が異なる場合だ
が、非線形部分の違いや連立方程式系まで数えれば、非常に多くの方程式がモデルとして立てられ、数学的
にも研究されている。これらの方程式が描く現象の特徴は、エネルギーや情報の供給も消耗も無しに、波動
の自己集約や崩壊・分散・安定形状の形成など、様々な時空的変化が起きる所である。それらは非線形性と
分散性という大きく性質の異なる作用のバランスから生じるものであり、その仕組みを方程式から数学的に
解明するのが研究の目的である。
【研究内容】
	
  非線形 Schrödinger 方程式（以下 NLS と略）及び Hartree 方程式について、非線形項の減衰が弱い場合の
散乱理論を研究し、スケール不変な空間での臨界冪より低い場合に弱波動作用素を構成し、重み付き空間で
の散乱理論を臨界指数や低次元に拡張し、また修正波動作用素の定義域・値域・収束位相を同一の空間で得
る事に成功した。非線形 Klein-Gordon 方程式、Maxwell-Dirac 方程式系、Zakharov 型方程式系などの NLS へ
の特異極限を研究し、エネルギー空間での解の収束や散乱作用素の収束、非相対論エネルギーの大域的一様
有界性、弱解の無条件一意性、非線形共鳴による消散性特異極限などを得た。非線形 Dirac 方程式の大域解
を研究し、その中で３次元波動方程式に対する Strichartz 評価の臨界指数での破れが角方向の滑らかさにより
回復できることを示した。NLS の解の安定性を研究し、小さな孤立波解のエネルギー空間での漸近安定性、
線形化作用素の固有値に対する評価式や漸近挙動、エネルギー空間で弱波動作用素の存在などを得た。
【平成２０年度の研究成果】
	
  非線形 Schrödinger 方程式について最も基本的な解の一群である平面波に摂動を与えた場合の時刻大での
漸近挙動について、空間３次元で反発性非線形項の場合に漸近安定である（時刻無限大で元の平面波が回復
される）事を証明した。これは、非線形 Schrödinger 方程式の普遍的な導出において、また非線形光学や超
流動の記述において、解が時空大域的に平面波に近いと考える事の数学的正当性を与える基礎的な結果であ
る。また、Landau-Lifshitz 方程式、調和写像熱流、および Schrödinger 写像について、回転共変対称性の下
で調和写像の漸近安定性を調べ、回転対称性を表す回転数によって空間遠方の挙動が違うために時間遠方で
の挙動にも影響がでる事を示した。特に興味深い結果として、回転数２の場合に調和写像熱流では摂動を受
けた調和写像がスケール変換に沿った振動を永遠に繰り返す場合があることを証明した。放物型方程式では
このような時間振動が自励系で永続する例は余り知られておらず、現象としても興味深い結果であると思わ
れる。
【平成２１年度の研究成果】
	
  １次元の非線形波動方程式系について滑らかさの低いデータに対する初期値問題を調べ、幾つかの具体的
な系（Dirac-Klein-Gordon 系、波動写像など）については、時間局所適切となる Sobolev 指数の必要十分条
件を（例外的な場合を除き）ほぼ完全に決定した。適切性の証明においては、負の指数では初期条件への制
限作用素が障害となる事を指摘した上でそれを回避する方法を２通り示した。特に波動写像については
Keel-Tao (1998) における本質的な誤りを示した上で、正しい証明を与えた。また非適切性の証明においては、
Sobolev 空間での積評価に対する零点特異点の特殊性を利用する手法を考案した。(町原秀二・津川光太郎と
の共同研究)
	
  吸引的非線形項を持つ Klein-Gordon 方程式についてエネルギー有限解の時間大域挙動を調べ、基底エネル
ギー以下の解は変分不等式によって、時間双方向爆発と時間双方向散乱の２つの解集合に分離される事を示
した。これは Kenig-Merle(2006) による Sobolev 臨界冪の非線形 Schrödinger および波動方程式に対する結
果の拡張であるが、彼らとそれに続く研究と比べ大きな相違点は、方程式の線形部分と非線形部分が共に斉
次性を持たない事である。そのため技術的には、変分不等式が余分なパラメータを持つ事と、散乱の証明に
おいて用いるプロファイル分解が方程式と可換でない事が問題となるが、前者は位相的議論により異なるパ
ラメータの不等式が実際には同じ分割を与える事を示し、後者はスケール極限方程式との誤差を時空評価で
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制御する事により解決した。また結果的には、閾値となる基底エネルギーを定める質量係数が元の方程式か
らずれ得る事を発見し、特に２次元の指数的非線形項については Trudinger-Moser 型不等式の最良定数に
よって質量係数が定まる事を示した。(Slim Ibrahim, Nader Masmoudi との共同研究)
	
  空間遠方でのみ摩擦項を持つ非線形 Klein-Gordon 方程式についてエネルギーの時間減衰を調べ、非線形項
が単調な反発性を持つ場合はその増大度について一様に、かつ初期エネルギーについても一様に、指数的な
時間減衰が起こる事を示した。従来の手法では、遠方での摩擦から全空間での減衰を導くのに一意接続性定
理や特異性伝播の超局所解析を線形近似と共に用いていたため、非線形項は線形項で制御し得る範囲、つま
り Sobolev 臨界指数以下の増大度を越えることはできなかった(例えば Dehaman-Lebeau-Zuazua (2003))。
我々の手法は、非線形の解に直接エネルギー等分配評価と Morawetz 型評価を適用して導出するため、先験
評価として指数減衰が得られており、増大度の条件を外しただけでなく、証明は劇的に単純化され、一様性
についても改良されて、減衰度については摩擦項に依る明示的な評価を与える事ができる。また、吸引性の
非線形項の場合についても、上記の散乱の結果が得られる非線形項と初期値に対しては同様の議論で指数減
衰が得られる事を示した。(Lassaad Aloui, Slim Ibrahim との共同研究)
【論文】
	
  Kenji Nakanishi, Energy scattering for nonlinear Klein-Gordon and Schrödinger equations in spatial dimensions 1
and 2. J. Funct. Anal. 169 (1999), no. 1, 201–225.
	
  Kenji Nakanishi, Scattering theory for the nonlinear Klein-Gordon equation with Sobolev critical power. Internat.
Math. Res. Notices 1999, no. 1, 31–60.
	
  Kenji Nakanishi, Modified wave operators for the Hartree equation with data, image and convergence in the same
space. Commun. Pure Appl. Anal. 1 (2002), no. 2, 237–252.
	
  Stephen Gustafson, Kenji Nakanishi and Tai-Peng Tsai, Asymptotic stability and completeness in the energy space
for nonlinear Schrödinger equations with small solitary waves. Int. Math. Res. Not. 2004, no. 66, 3559–3584.
	
  Nader Masmoudi and Kenji Nakanishi, Energy convergence for singular limits of Zakharov type systems. Invent.
Math. 172 (2008), no. 3, 535–583.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  Nader Masmoudi and Kenji Nakanishi, Energy convergence for singular limits of Zakharov type systems, Invent
Math., 172 (3), 535–583, 2008
	
  Joachim Krieger and Kenji Nakanishi, Large time decay and scattering for wave maps, Dyn. Partial Differ. Equ., 5
(1), 1–37, 2008
	
  Nader Masmoudi and Kenji Nakanishi, Uniqueness of Solutions for Zakharov System. Funkcialaj Ekvacioj 52 (2009),
no. 2, 233–253.
	
  Slim Ibrahim, Mohamed Majdoub, Nader Masmoudi, and Kenji Nakanish, Scattering for the two-dimensional
energy-critical wave equation. Duke Math. J. 150 (2009), no. 2, 287–329.
	
  Stephen Gustafson, Kenji Nakanishi and Tai-Peng Tsai, Scattering theory for the Gross-Pitaevskii equation in three
dimensions. Commun. Contemp. Math. 11 (2009), no. 4, 657–707.
	
  Nader Masmoudi and Kenji Nakanishi, From the Klein-Gordon Zakharov system to a singular nonlinear
Schrödinger system. To appear in Annales de l’Institut Henri Poincaré, Analyse Non Linéaire.
	
  Shuji Machihara, Kenji Nakanishi and Kotaro Tsugawa, Well-posedness for nonlinear Dirac equations in one
dimension. To appear in Kyoto Journal of Mathematics.
【未出版論文】
	
  Stephen Gustafson, Kenji Nakanishi and Tai-Peng Tsai, Asymptotic stability, oncentration, and oscillation in
harmonic map heat-flow, Landau-Lifshitz, and Schrödinger maps on R2. arXiv:0904.0461.
	
  Kenji Nakanishi, Hideo Takaoka and Yoshio Tsutsumi, Local existence and uniqueness of solution in low regularity
space of the Cauchy problem for the mKdV euation with periodic boundary condition. Submitted.
	
  Lassaad Aloui, Slim Ibrahim and Kenji Nakanish, Exponential energy decay for damped Klein-Gordon equation with
nonlinearities of arbitrary growth. arXiv:1001.0209.
	
  Slim Ibrahim, Nader Masmoudi and Kenji Nakanishi, Scattering threshold for the focusing nonlinear Klein-Gordon
equation. arXiv:1001.1474.
【講演】
	
  Scattering for the 3D Gross-Pitaevskii equation, The Gross-Pitaevskii equation and related topics, Porquerolles,
October 12-17, 2008 (International conference)
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  Asymptotic stability of plane waves for the nonlinear Schrödinger equation, Linear and Nonlinear Waves, No. 6,
Piazza Omi, December 9–11, 2008 (International conference)
	
  Asymptotic stability and pulsation of harmonic maps for the Landau-Lifshitz-Gilbert equation, Nonlinear Wave and
Dispersive Equations, Kyoto University, January 26–28, 2009 (International conference)
	
  Exponential decay for damped semilinear wave equation in the critical and the supercritical cases. Non linear waves
and dispersion, Institut Henri Poincaré, Paris, April 27–30, 2009 (International conference).
	
  Asymptotic stability and eternal oscillation of harmonic maps in Schrödinger and heat flows. Analyse des équations
aux dérivées partieles, Évian-les-Bains, June 8–12, 2009 (International conference).
	
  Asymptotic stability and eternal oscillation of harmonic maps in Schrödinger and heat flows. Nonlinear Partial
Differential Equations, Zhangjiajie, August 10–15, 2009 (International conference).
	
  Asymptotic stability and eternal oscillation of harmonic maps in Schrödinger and heat flows. Nonlinear dispersive
and geometric evolution problems: singularities and asymptotics, PIMS/UBC, Vancouver, August 17–21, 2009
(International conference).
	
  Scattering threshold for the focusing nonlinear Klein-Gordon equation. International Workshop on Differential
Equations and Their Applications, National Cheng Kung University, Tainan, December 18–21, 2009 (International
conference).
【受賞歴(等)】
日本数学会賞建部賢弘賞 (1999 年度)
日本数学会賞解析学賞 (2005 年度)
日本数学会賞春季賞 (2007 年度)
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柏原 正樹 (Masaki KASHIWARA)
数理解析研究所，教授，京都大学理学博士（1974 年）
【研究テーマ】
無限次元代数の表現論を圏論や幾何学の観点から研究すること。
	
  表現論は、数学的対象の対称性を研究する分野である。19 世紀に群の概念、リー環の概念を用いて研究さ
れてきたが、20 世紀後半から、量子群などの新しい概念をもちいてそれまで扱えなかった対称性を研究でき
るようになった。近年は、数理物理学、幾何学、トポロジーなど多岐にわたる分野と相互作用しながら発展
している。この表現論を、幾何学、圏論、組み合せ論の視点から研究している。
【研究内容】
(1) 榎本氏とともに B 型アフィンヘッケ環の表現論を研究した。その既約表現を記述するため、対称結晶
基底の概念を導入した。対称結晶基底は、ディンキン図形とその対合が与えられたとき、ある代数が対応し、
その既約表現に対応する組み合わせ論的対象である。B 型アフィンヘッケ環の既約表現が対称結晶基底をも
ちいて記述されるだろうという予想を提出した。また、この予想にもちいられる対称結晶基底のある場合に
対して、対称結晶基底の存在を PBW 基底をもちいることにより証明した。
(2) Rouquier 氏とともに有理 Cherednik 代数の表現論を幾何学的に研究した。まず曲面のヒルベルト概型上
に構造層の変形となる環の層を構成した。
さらにこの環にフロベニウス構造を与え、この環の加群の圏が、有理 Cherednik 代数の表現のなす圏と同値
であることをしめした。
(3) P. Schapira 氏とシンプレクティック多様体上の関数の層の変形を研究した。とくにその対応理論を確立
し、加群の有限性に関する判定条件を与えた。さらに、この加群の圏の Serre 双対理論をつくった。これは、
将来、表現論にも応用できるであろう。
【平成２０年度の研究成果】
研究の進捗状況の(1),(2)で述べた成果は、研究開始時には予想されておらず、無限次元代数の表現論の新し
い観点を与えた。
【平成２１年度の研究成果】
(1) P. Schapira 氏とシンプレクティック多様体上の関数の層の変形の研究を継続した。特に、コホモロジー
的完備の概念を導入して、層の完備化の有限性に関する一般論を構築した。また、この枠組みでの指数定理
を証明した。
(2) 有限次元の旗多様体の同変 K 群はよくわかっていて、Schubert 部分多様体に対応する基底をもつこと
が知られている。Mark Shimozono 氏と、アフィンリー環の無限次元旗多様体の同変 K-群を研究し、それが
Schubert 部分多様体に対応する基底をもち、しかもそれらがある種のローラン多項式により記述できること
を示した。
【論文】
	
  Kashiwara Masaki; Miemietz, Vanessa; Crystals and affine Hecke algebras of type D. Proc. Japan Acad. Ser. A Math.
Sci. 83, no.7, 135—139, 2007
	
  Kashiwara, M.; Misra. K. C.; Okado, M.; Yamada, D.; Perfect crystals for
. J. Algebra 314, no.1, 392—423,
2007
	
  Jeong kyeonghoon; Kang, Seok-Jin; Kashiwara, Masaki; Shin, Dong-Uy; Abstract crystals for quantum generalized
Kac-Moody algebras. Int. Math. Res. Not. IMRN, no.1, 19pp, 2007
	
  Enomoto, Naoya; Kashiwara, Masaki; Symmetric crystals and affine Hecke algebras of type B. Proc. Japan Acad. Ser.
A Math. Sci. 82, no.8, 131—136, 2006
【著書】
柏原正樹、河合隆裕、木村達雄、 代数解析学の基礎，紀伊國屋数学叢書 18, 紀伊國屋 (Foundation of
Algebraic Analysis, Kinokuniya) (1980).
M. Kashiwara and P. Schapira, Sheaves on Manifolds, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 292,
Springer-Verlag (1990).
柏原正樹、代数解析概論, 岩波講座 現代数学の展開 1, 岩波書店 (2000).
M. Kashiwara and P. Schapira, Categories and sheaves. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332.
Springer-Verlag (2006).
91

【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  Enomoto, Naoya; Kashiwara, Masaki; Symmetric crystals for gl∞. Publ. Res. Inst. Math. Sci. 44, no.3, 837—891,
2008
	
  Kashiwara, Masaki: Rouquier, Raphael; Microlocalization of rational Cherednik algebras. Duke Math. J. 144, no.3,
525—573, 2008
	
  Kashiwara, Masaki; Nakashima, Toshiki; Okado, Masato; Affine geometric crystals and limit of perfect crystals.
Trans. Amer. Math. Soc. 360, no.7, 3645—3686, 2008
	
  Kashiwara, Masaki; Schapira, Pierre; Constructibility and duality for simple holonomic modules on complex
symplectic manifolds. Amer. J. Math. 130, no,1, 207—237, 2008
	
  Modules over deformation quantization algebroids: an overview, Lett. Math. Phys. 88 (2009), no. 1-3, 79--99 (with
Pierre Schapira).
	
  Equivariant K-theory of affine flag manifolds and affine Grothendieck polynomials, Duke Math. J. 148 (2009), no. 3,
501--538, (with Mark Shimozono).
【講演】
	
  "Holonomic modules on symplectic manifolds", Algebraic Analysis and Deformation Quantization, 22-th
June--26-th June 2009, Scalea(Italy).
	
  "Affine Hecke algebra of type B and Symmetric crystals", Combinatorial and Geometric Structures in Representation
Theory, London Mathematical Society Durham Symposium, Monday 6th July - Thursday 16th July 2009
	
  "Crystal theory and LLTA theory", Southeastern Lie Theory Workshop on Combinatorial Lie Theory and
Applications, North Carolina State Univ., Oct. 9, 2009.
【受賞歴(等)】
日本数学会彌永賞（1981 年）
朝日賞（1988 年）
日本学士院賞（1988 年）
ナンシー大学名誉博士号（1996 年）
パリ科学アカデミー外国人会員（2002 年）
パリ第６大学名誉博士号（2005 年）
学士院会員（2007 年）
藤原賞（2008 年）
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森 重文 (Shigefumi MORI)
数理解析研究所，教授，京都大学理学博士 (1978 年)
【研究テーマ】
双有理幾何，極小モデル理論，端射線と端収縮射
	
  双有理幾何学は，２０世紀のイタリア学派の研究とエンリケス・小平の曲面双有理分類論を基に，１９７
０年代に飯高・上野等により小平次元を用いて高次元化が提唱・研究された．
	
  １９８０年代に森により端射線の理論，リードにより端末・標準特異点の概念が導入され，極小モデル理
論の研究が始まった．さらに，ショクロフ・川又・コラール・宮岡等の貢献により大きく発展し，１９８８
年に森により３次元の場合に極小モデル理論は完成した．その後，ショクロフが４次元の場合を完成し，２
００６年にはビルカー・ヘイコン・マッカーナン・カッシーニにより任意次元で	
  極小モデル理論の実用版
は完成した．これにより，極小モデル理論は高次元双有理幾何学を研究する中心的な手法として確立し，さ
らにモジュライ理論を始め様々な分野で応用されるようになった．
	
  極小モデル理論自身の完成・発展は現在もさらに試みられているが，詳細な分類となると，極小モデル理
論における基本的な対象である端射線の端収縮射の分類が必要となり３次元でも多くの問題が未解決である．
【研究内容】
	
  １９７９年に射影空間を特徴付についてのハーツホーン予想を解決した．その過程で得た有理曲線存在定
理を応用し，双有理幾何学の高次元化の鍵となる端射線の理論を１９８２年に創始した．これは，極小モデ
ルに到達する重要な指標であり，リードの端末・標準特異点と共に，極小モデル理論の中心的概念となった．
１９８６年には宮岡洋一と共に単線織性判定法を確立した．この結果は，小平次元が−∞の多様体の研究に不
可欠である．
	
  さらに，１９８８年に３次元フリップの存在定理を証明し，３次元極小モデル理論を完成した．その証明
の手法を用いて，１９９２年にコラールと共に解析的な３次元フリップ収縮射を分類した．また，代数多様
体上の有理曲線の研究により１９９２年にコラール・宮岡と共に有理連結の概念を導入し，３次元有理連結
多様体の数値的判定法を与えた．
	
  フリップ収縮射の研究手法を発展させ，２００８年に３次元端収縮射の一つである Q コニック束の底空間
についてのイスコフスキー予想をプロホロフと共に解決し，現在は３次元 Q コニック束の研究を継続してい
る．
【平成２０年度の研究成果】
	
  Z の特異点上の Q コニック束構造のうち、前結果で未解決だった、可約ファイバーの場合を完全に決定し
た（出版済み）。さらに、特異ファイバーが既約な場合に、反標準線形系にデュバル特異点しか持たない元
が属するという一般象予想を証明した（投稿中）。
	
  また、デルペゾ束に対しては、特異ファイバーが他の因子の整数 m 倍になっている場合に、m ≤ 6 を証
明した。これ自身は分類からはほど遠いが、ある種の有限性を目指した結果である（アクセプト済み）。
【平成２１年度の研究成果】
	
  ３次元端収縮射のうち，Q コニック束，(曲線への) 因子収縮射，フリップ収縮射，Q デルペッゾ束が我々
の研究対象である．前年度は Q コニック束を主に研究していたが，今年度は手法を改良して，Q コニック束
ばかりでなく，曲線への因子収縮のうち未解決だったものも扱うことにした．
	
  具体的には，IA 型と呼ばれるファイバーが既約な収縮射のうち，存在しないと予想していた指数 ≥ 3 の Q
コニック束を発見し分類した．また IA 型の(曲線への) 因子収縮射も分類した．これらはプロホロフとの共
同研究であり，論文を執筆中である．
【論文】
	
  Shigefumi Mori, Projective manifolds with ample tangent bundles, Ann. of Math., 110 (3), 593-606, 1979.
	
  Shigefumi Mori, Threefolds whose canonical bundles are not numerically effective, Ann. of Math., 116 (1), 133-176,
1982.
	
  Shigefumi Mori, Flip theorem and the existence of minimal models for 3-folds, J. Amer. Math. Soc., 1 (1), 117-253,
1988.
	
  János Kollár and Shigefumi Mori, Classification of three dimensional flips, J. Amer. Math. Soc., 5 (1), 533-703,
1992.
	
  Shigefumi Mori and Yuri Prokhorov, On Q-conic bundles, Publ. of RIMS, 44 (2), 315-369, 2008.
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【著書】
	
  H. Clemens, J. Kollár, 森重文; Higher dimensional complex geometry, A summer seminar at the University of Utah
Salt Lake City, 1987, Asterisque 166, 1988 年.
	
  J. Kollár , 森重文; 双有理幾何学, 岩波講座現代数学の展開, 岩波書店, 1998 年.
	
  J. Kollár, 森重文; Birational Geometry of Algebaic Varieties(上記「双有理幾何学」の英語版), Cambridge Tracts in
Math., 134, 1998 年.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  Shigefumi Mori and Yuri Prokhorov, On Q-conic bundles, Publ. Res. Inst. Math. Sci., 44 (2), 315-369, 2008.
	
  Shigefumi Mori and Yuri Prokhorov, On Q-conic bundles. II, Publ. Res. Inst. Math. Sci., 44 (3), 955-971, 2008.
	
  Shigefumi Mori and Yuri Prokhorov, Multiple fibers of del Pezzo fibrations, Proc. Steklov Inst. Math., 264, 131-145,
2009.
	
  Shigefumi Mori and Yuri Prokhorov, On Q-conic bundles, III, Publ. Res. Inst. Math. Sci., 45 (3), 787-810, 2009.
【講演】
	
  On Q-conic bundles, International conference Geometry of Algebraic Varieties, Steklov Mathematical Institute,
Moscow , June 29, 2009 (国際研究集会).
	
  Q-conic bundles and Threefold extremal contractions of type IA, Invariants in Algebraic Geometry, Graduate School
of Mathematical Science, The University of Tokyo, Nov. 9, 2009 (国際研究集会).
【受賞歴(等)】
日本数学会弥永賞(1983 年度)
中日文化賞(1984 年度)
日本数学会秋季賞(1988 年度)
井上学術賞(1989 年)
アメリカ数学会コール賞(1990 年)
学士院賞(1990 年度)
フィールズ賞(1990 年度)
文化功労者(1990 年度)
アメリカ芸術科学アカデミー外国人会員(1992 年)
日本学士院会員(1998 年度)
トリノ大学名誉博士号(2002 年)
藤原賞(2004 年度).
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向井 茂 (Shigeru MUKAI)
数理解析研究所，教授，京都大学理学博士（1981 年）
【研究テーマ】
代数曲面論、K3 曲面と Enriques 曲面、高次偏極 K3 曲面の幾何
代数曲面は前世紀初頭にイタリア学派等によって分類されたが、その分類の白眉として K3 曲面の発見が
ある。Torelli 型定理のおかげで 2 次形式論と幾何が結びつき、K3 曲面に関しては多くの著しい結果が得られ
ている。これに対して、Enriques 曲面は K3 曲面を固定点のない対合で割って得られるという簡明な関係で結
ばれているにも拘らず目立った結果が少ない。双有理自己同型等の観点からは有理曲面が難しいと思われる
が、Enriques 曲面は K3 曲面と有理曲面の間にあって両者の橋渡しをしてくれる対象のように思われる。K3
曲面だけでなく Enriques 曲面も合わせて研究することによって新しい研究の活路を開いて行きたい。
【研究内容】
K3 曲面上の安定ベクトル束には、rigid (あるいは spherical)と semi-rigid という、二つの良いクラスがある。
前者は K3 曲面を Grassmann 多様体に埋め込む時によく使われ、後者はそれらのモジュライが再び K3 曲面に
なるという著しい性質をもつ。この二クラスのベクトル束を使って Picard 数が１の 3 次元 Fano 多様体が二通
りに分類されている。この場合には次数が 22 までの偏極を考えれば充分であったが、ベクトル束的方法自体
はさらに次数の高い偏極に対して有効である。この方法を駆使して多くの高次偏極 K3 曲面の性質を解明し
たい。
【平成２０年度の研究成果】
上野 (1976 年)、堀川（1978 年）、Barth-Peters(1983 年)、向井・浪川（1984 年）等の諸研究を引継ぎ、Enriques
曲面の自己同型でもってその有理係数コホモロジー群に自明に作用するものを研究してきたが、今年度は楕
円ファイブレーションを使ってその分類を簡単にすることに成功した。また、Enriques 曲面の対合でそのコ
ホモロジー群に鏡映で作用するものも同様の分類ができることがわかった。このような対合には双曲型と放
物型の 2 種があるが、前者については数理解析研究所の preprint にまとめた。放物型の場合は最初 semi-rigid
な安定ベクトル束のモジュライを使って分類したが、その後、より簡明な分類方法を幾つか見つけることが
できた。なお、上記 preprint では Jacobian Kummer 曲面を普遍被覆にもつ Enriques 曲面の分類が問題として提
出されていたが、これは大橋久範氏によって解決された。
高次偏極 K3 曲面については、前年度に次数 32 の場合に generic なものの記述に成功し、その系としてモ
ジュライ空間の単有理性を示していた。これについては、カリフォルニアの数学研究所(MSRI)等で講演した。
今年度は次数 30 の generic な偏極 K3 曲面の良い記述を研究し、完成に後一歩の所まで辿り着いたと感じてい
る。
平成２１年度の研究成果:
上野 (1976 年)、堀川（1978 年）、Barth-Peters (1983 年)、向井・浪川（1984 年）等の諸研究を引継ぎ、Enriques
曲面の自己同型でもってその有理係数コホモロジー群に自明に作用するものを研究してきたが、今年度は次
の段階に研究を進めた。すなわち、有理係数コホモロジー群に鏡映として作用するものを分類した。また、
どちらの場合も分類を非常に簡明にすることに成功した。後者の場合は Richelot isogeny や net of conics の関
係を含めて 11 月の東大での国際研究集会で講演した。
偏極 K3 曲面については、前年度から続けてきた次数 30 の generic なものの研究が進み、有理 3 次曲線のモ
ジュライ空間の中での良い記述を得ることに成功した。特に、それらのモジュライ空間は単有理的であるこ
とが示される。1 月の Oberwolfach 研究所で講演した。また、primitive で次数 32 の場合のモジュライ空間の
単有理性については、証明に必要な曲線の線形切断定理を既知のもの（Mukai, 1993）で済ませられることを
発見した。両者について現在、論文を準備中である。
【論文】
Shigeru Mukai, Finite groups of automorphisms of K3 surfaces and the Mathieu group, Invent. Math. 94,183–221,
1988
Shigeru Mukai, On the moduli space of bundles on K3 surfaces, I, “Vector bundles on Algebraic Varieties”, 341–413,
Oxford Univ. Press, 1987
Shigeru Mukai, Curves, K3 surfaces and Fano 3-folds of genus ≤ 10, “Algebraic Geometry and Commutative
algebra in Honor of Masayoshi Nagata”, 357–377, Kinokuniya, Tokyo, 1987
Shigeru Mukai, Duality between D(X) and D( Xˆ ) with its application to Picard sheaves, Nagoya Math. J., 81,
153-175, 1981
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Shigeru Mukai, Curves and symmetric spaces, I, Amer. J. Math., 117, 1627-1644, 1995
【著書】
向井	
  茂; モジュライ理論 I, II, 岩波書店, 2008 年
Shigeru Mukai, ed., Higher dimensional algebraic varieties and vector bundles, RIMS Kokyuroku Bessatsu B9, Res.
Inst. Math. Sci., Kyoto Univ., 2008
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Shigeru Mukai and Hirokazu Nasu, Obstructions to deforming curves on a 3-fold, I, Journal of Algebraic Geometry,
18, 691-709, 2009
【未出版論文】
Shigeru Mukai; Kummer’s quartics and numerically reflective involutions of Enriques surfaces, RIMS preprint
#1633, June, 2008 (14 pages)
Shigeru Mukai; Geometric realization of T-shaped root systems and the Jacobians of del Pezzo surfaces, ”Geometry
in Osaka”, Lecture Notes in Math. vol. 9, 134–136, Osaka University, 2008
【講演】
Invariants and moduli, “Geometric Invariant Theory”, Univ. Göttingen, Germany, June 6, 2008 (International
conference)
Cohomologically trivial involutions of Enriques surfaces and Shioda-Inose correspondence, “Algebraic Geometry”,
Lorentz Center, Leiden, the Netherland, July 2, 2008 (International conference)
Unirationality of moduli spaces of polarized K3 surfaces, “Algebraic Geometry Colloquium”, MSRI, Univ. of
California, Berkeley, USA, February 20, 2009 (Special Year)
Homologically trivial involutions and Shioda-Inose correspondences for U+U(2), “Moduli and Discrete Groups”,	
 
Res. Inst. Math. Sci., Kyoto Univ., June 10, 2009 (International conference)
Unirationality of moduli spaces of polarized K3 surfaces, “Geometry of Algebraic Varieties”, Steklov Institute,
Moscow, Russia, June 30, 2009
Non-abelian Brill-Noether loci of curves and application to the unirationality of moduli of K3 surfaces, “Moduli”,
Humboldt Univ., Berlin, Germany, August 28, 2009
Numerically reflective involutions of Enriques surfaces,“Complex Algebraic Geometry”, Mathematishes
Forschungsinstitut Oberwolfach, Germany, September 29, 2009
Enriques surfaces associated with Rechelot isognies, Tokyo Univ.,“Invariants of Algebraic Varieties”, November 23,
2009 (International conference)
Polarized K3 surfaces of genus 16, “Moduli spaces in Algebraic Geometry”, Mathematishes Forschungsinstitut
Oberwolfach, Germany, January 12, 2010
【受賞歴(等)】
日本数学会秋季賞 (1995 年度)
中日文化賞 (2000 年度)
大阪科学賞 (2003 年度)
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岡本 久 (Hisashi OKAMOTO)
数理解析研究所、教授、東京大学理学博士（1985 年）
【研究テーマ】
数理流体力学，ナヴィエ‐ストークス方程式
	
  数理流体力学は、流体力学に現れる諸問題、特に非線形偏微分方程式の研究を目標とするものである。ナ
ヴィエ=ストークス方程式やオイラー方程式といった非線形偏微分方程式の解の存在・非存在といった抽象的
な問題から解の安定性といった力学系の問題、あるいは解の数値解法といった問題までを総合的に考察する。
実際、こうした問題は皆密接に関連している。
【研究内容】
	
  ナヴィエ=ストークス方程式やオイラー方程式に解の爆発が起きるかどうかはきわめて重要な問題である
が、解決の困難な問題でもある。そこで、それらと似たような構造を持つ方程式をモデルとして考察し、そ
れから得られた知見をもとに類推で流体の運動についても何らかの知識を得ようというのは自然な発想であ
る。こうした発想で、古くは Burgers 方程式が、また、1985 年には Constantin-Lax-Majda 方程式（以下では
CLM 方程式と略記する）が提唱されている。その後、De Gregorio が 1991 年に CLM 方程式の変形（拡張）
を提唱した。私は一般化された Proudman-Johnson 方程式をモデルとして提唱し、いくつかの結果を得た。ま
た、水面波の研究、特に解の分岐や特異性についても数値解析的な研究を行っている。
【平成２０年度の研究成果】
	
  一般化された Constantin-Lax-Majda 方程式について、解の爆発に移流項が決定的な役割を果たすことを示し
た。
【平成２１年度の研究成果】
	
  水面波における流体粒子の軌道が閉じないことを証明した。コルモゴロフ問題において、レイノルズ数が
大きいときに、解が複雑になるのではなく、逆に、流線のトポロジーは単純になるという、パラドクス的な
現象を発見した。移動する球あるいは円筒の周りの流体粒子の軌道を計算し、新しい知見を得た。
【論文】
	
  H. Okamoto, A uniqueness theorem for the unbounded classical solution of the nonstationary Navier-Stokes
equations in R3, J. Math. Anal. Appl., vol. 181 (1994), 473--482.
	
  H. Okamoto & M. Shōji, The resonance of modes in the problem of capillary gravity waves, Physica D, vol. 95
(1996) , 336--350.
	
  H. Okamoto, A study of bifurcation of Kolmogorov flows with an emphasis on the singular limit, Proc. Int. Congress
Math., vol. III, (1998), 523-532.
H. Ikeda, M. Mimura, & H. Okamoto, A singular perturbation problem arising in Oseen's spiral flows, Japan J. Indust.
Appl. Math., vol. 18 (2001), 393—403
	
  K. Kobayashi, H. Okamoto, and J. Zhu, Numerical computation of water and solitary waves by the double
exponential transform, J. Comp. Appl. Math., vol. 152 (2003), 229--241.
【著書】
	
  藤井 宏, 岡本 久; 非線型力学, 岩波書店 1995 年
	
  岡本 久, 中村 周; 関数解析, 岩波書店 岩波講座「現代数学の基礎」1997 年
	
  H. Okamoto & M. Shōji; The Mathematical Theory of Bifurcation of Permanent Progressive Water-Waves, World
Scientific, 2001 年.
	
  ナヴィエ‐ストークス方程式の数理, 東京大学出版会, 2009 年
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  H. Okamoto, T. Sakajo, and M. Wunsch, On a generalization of the Constantin-Lax-Majda equation, Nonlinearity,
VOL. 21, 2447—2461, (2008)
	
  H. Okamoto, Well-posedness of the generalized Proudman-Johnson equation without viscosity, J. Math. Fluid
Mech.,vol. 11, 46—59, (2009)
	
  Mayumi Shōji, Hisashi Okamoto, and Takuya Ooura, Particle trajectories around a running cylinder or a sphere,
Fluid Dynamics Research, vol. 42 (2010) 025506 (online).
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  Sun-Chul Kim and Hisashi Okamoto, Vortices of large scale appearing in the 2D stationary Navier-Stokes equations
at large Reynolds numbers, to appear in Japan J. Indust. Appl. Math. 2010.
【未出版論文】
S.-C. Kim & H. Okamoto, The generalized Proudman-Johnson equation at large Reynolds numbers, preprint.
M. Shōji & H. Okamoto, Trajectories of fluid particles in a periodic water-wave, preprint.
【講演】
	
  Workshop on Foundations of Numerical PDEs City University of Hong Kong June 20--22, 2008
	
  Third Euro-Japanese Workshop on Blow-up Tohoku University, Sendai, Japan September 8--12, 2008
	
  The International Conference on Contemporary Applied Mathematics, Dedicate to Prof. Andrew Majda's 60th
birthday Fudan University, Shanghai, China, January 19--13, 2009,
	
  Numerical Computation of the Kolmogorov flows, in ‘East Asia SIAM Conference’, 09/06/2009
	
  Pattern formations in Kolmogorov flows, in ‘The 34th Sapporo Symposium on Partial Differential Equations’,
Sapporo, 24/08/2009 (international symposium)
	
  Particle trajectories around a running cylinder or a sphere, in ‘Taiwan-Japan Joint workshop on Numerical Analysis
and Scientific Computing’, Taipei, Republic of China, 08/11/2009 (international symposium)
	
  Fluid dynamical paradoxes and their analytical resolutions, PARC(Partial Differential Equations and Functional
Analysis Research Center) Memorial Address, Seoul, 24/11/2009	
  （研究所設立記念招待講演）
	
  The 10th international workshop on differential equations, March 18-20, 2010, at Chonnam National University,
Gwangju, Korea (International symposium, 招待講演予定)
【受賞歴(等)】
日本応用数理学会論文賞 (1998 年度)
井上学術賞 (2001 年)
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中島 啓 (Hiraku NAKAJIMA)
数理解析研究所，教授，東京大学理学博士 (1991 年)
【研究テーマ】
幾何学的表現論, モジュライ空間
表現論とは、代数的な対象（群や環など）をその‘表現’ を通じて研究する学問である。ここで‘表現’ とは、
おおざっぱにいってしまえば、行列によって代数的な対象を記述することである。幾何学的表現論は、幾何
学的な手法を用いて、リー群等に起源をもつ代数的な対象の表現を研究する分野であり、多様体のホモロジー
群や同変 K 群を用いて代数を構成したり、D 加群、偏屈層などを用いて代数の表現を調べたりするのが、
その特徴である。また逆に幾何学的な対象（モジュライ空間など）を表現論的な手法で研究することもでき
る。つまり、研究テーマは幾何学と表現論の境界領域にある。
【研究内容】
1989 年に Kronheimer との共同研究で行った単純特異点 C 2 Γ の極小特異点解消 M 上の反自己双対接
続(インスタントン) の枠つきモジュライ空間の研究に動機付けられて、箙多様体と呼ばれる代数多様体のク
ラスを 1994 年に導入した。ADE 型のディンキン図式に付随した箙多様体に対して、ある群の作用に関して
同変な連接層のグロタンディエク群(同変 K 群) を考えた。そこに Drinfeld と神保によって定義された量子
€
アファイン展開環の有限次元表現が実現されることを 1999 年に証明した。
これをスタンダード加群と呼ぶ。スタンダード加群の中の単純な加群の重複度公式が、箙多様体の交叉ホ
モロジーの次元で与えられる。(いわゆる Kazhdan-Lusztig 予想の類似) さらに、交叉ホモロジーの次元を計
算する組み合わせ論的なアルゴリズムを 2000 年に発見した。これは純代数的な手法では得られていない結
果である。それ以降, これを用いて, より組合せ論的な指標公式の表示を与える研究を行ってきた. 特に, 06
年には, 大型計算機を用いることによって, 例外型のすべての基本表現について指標公式を完全に計算する
ことに成功した. 一番複雑な場合には, 計算機センターの FUJITSU HPC 2500 のメモリを 120Gbyte 使って,
350 時間で計算が終了した.
また, 一方で 2003 年から吉岡康太氏との共同研究で, インスタントンの数え上げの問題を研究した. こ
れは, 二次元複素平面 C2 上の枠付き連接層のモジュライ空間の同変ホモロジー群の交叉理論の問題であり,
Nekrasov により提唱されたものである。特に, そこに現れる分配関数の主要項が Seiberg-Witten のプレポテ
ンシャルに等しいという, Nekrasov の予想を証明した。その後, 分配関数と Donaldson 不変量との関連につ
いて Göttsche を含めた共同研究で調べ、2006 年に特に Donaldson 不変量の壁越え公式との関連を明らかに
した.
【平成２０年度の研究成果】
複素平面の一点ブローアップ上で、連接偏屈層とよばれる、これまでは考えられることの少なかった捻れ
をもった連接層の中で非常に性質のよい層のモジュライ空間を詳しく調べ、これを用いて、ブローアップ上
のモジュライ空間と、ブローアップする前のモジュライ空間の関係を詳しく調べている。
【平成２１年度の研究成果】
次数付き箙多様体の上の偏屈層のなす圏を用いて、クラスター代数を実現した。特に、量子展開環の表現
環に関する Hernandez-Leclerc の予想を証明した。
連接偏屈層のモジュライ空間を中間として壁越えを行うことで、ブローアップ上のモジュライ空間と、ブ
ローアップする前のモジュライ空間の間の Donaldson 型不変量の変化を表す爆発公式を得た。(吉岡康太氏
と共同研究)
代数曲面において、Donaldson 不変量と Seiberg-Witten 不変量を結びつける望月拓郎氏の公式を用いるこ
とによって、Witten の予想、および Seiberg-Witten 不変量の間の関係式である superconformal simple type 条
件を証明した。(Lothar Göttsche, 吉岡康太氏と共同研究。)
【論文】
Hiraku Nakajima, Heisenberg Algebra and Hilbert Schemes of Points on Projective Surfaces, Ann. of Math. 145,
379–388, 1997.
Hiraku Nakajima, Quiver varieties and finite dimensional representations of quantum affine algebras, J. Amer. Math.
Soc. 14, 145-238, 2001.
Hiraku Nakajima, Quiver varieties and t–analogs of q–characters of quantum affine algebras, Ann. of Math., 160 (3),
1057–1097, 2004
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Jonathan Beck and Hiraku Nakajima, Crystal bases and two-sided cells of quantum affine algebras, Duke Math., 123
(2), 335-402, 2004
Hiraku Nakajima and Kota Yoshioka, Instanton counting on blowup. I. 4-dimensional pure gauge theory, Invent.
Math., 162 (29), 313-355, 2005
【著書】
中島啓, 非線形問題と複素幾何学, 岩波書店, 1999 年
Hiraku Nakajima, Lectures on Hilbert schemes of points on surfaces, AMS Univ. Lecture Series, 1999.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Lothar Göttsche, Hiraku Nakajima and Kota Yoshioka, Instanton counting and Donaldson invariants, J. Differential
Geom., 80 (3), 343–390, 2008
Hiraku Nakajima, Quiver varieties and branching, SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl., 5 (003),
37 pages, 2009
Lothar Göttsche, Hiraku Nakajima and Kota Yoshioka, K-theoretic Donaldson invariants via instanton counting,
Pure and Appl. Math. Quaterly, 5 (3), 1029–1111, 2009
	
  Hiraku Nakajima and Kota Yoshioka, Perverse coherent sheaves on blow-up. II, Wall-crossing and Betti numbers
formula, to appear in J. of Alg. Geometry.
【未出版論文】
	
  Kentaro Nagao and Hiraku Nakajima, Counting invariant of perverse coherent sheaves and its wall-crossing,
preprint, arXiv:0809.2992
Hiraku Nakajima, Quiver varieties and cluster algebras, preprint, arXiv:0905.0002.
Hiraku Nakajima and Kota Yoshioka, Perverse coherent sheaves on blow-up. III. Blow-up formula from
wall-crossing, preprint, arXiv:0911.1773.
Lothar Göttsche, Hiraku Nakajima and Kota Yoshioka, Donaldson=Seiberg-Witten from Mochizuki’s formula and
instanton counting, preprint, arXiv:1001.5024
【講演】
	
  Quiver varieties and double affine Grassmannian, Bert Kostant’s 80th birthday conference, Pacific Institute for the
Mathematical Sciences, University of British Columbia, May 19, 2008
	
  Quiver varieties and double affine Grassmannian, The Geometric Langlands Program, Lorentz Center, Leiden, July 8,
2008
	
  Instanton counting and wall-crossing in Donaldson invariants, Workshop on Homological Mirror Symmetry and
Related Topics, University of Miami, Jan. 20,21,23, 2009
	
  Quiver varieties and cluster algebras, Summer School and Conference in Geometric Representation Theory and
Extended Affine Lie Algebras, University of Ottawa, Ontario, Canada, July 1, 2009 (International conference)
	
  Perverse Coherent Sheaves on Blow-up, Arithmetic Geometry and Moduli Spaces in Algebraic Geometry,
Hang-Zhou, China, Aug. 25, 2009 (International conference)
	
  Instanton counting and wall-crossing in Donaldson invariants, Quiver varieties, Donaldson-Thomas invariants and
instantons, CIRM, Luminy, Sep. 15, 16, 17, 2009 (International conference)
	
  Hilbert schemes of points on surfaces and conjectural link homology groups, Max-Planck-Institut für Mathematik,
Nov. 5, 2009
	
  Donaldson = Seiberg-Witten from Mochizuki’s formula and instanton counting for the theory with a fundamental
matter, Mirror Symmetry and Gromov-Witten Invariants, University of Tokyo, Dec. 7, 2009 (International conference)
【受賞歴(等)】
日本数学会幾何学賞 (1997 年度)
日本数学会賞春季賞 (2000 年度)
アメリカ数学会コール賞 (2003 年)
日本学術振興会賞 (2006 年度)
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望月 新一 (Shinichi MOCHIZUKI)
数理解析研究所，教授，プリンストン大学（米国）数学科 Ph.D.（1992 年）
【研究テーマ】
双曲的代数曲線の数論幾何，遠アーベル幾何
	
  数体や局所体、或いは有限体の上で定義された楕円曲線は、数論幾何の中でも中心的な研究対象の一つで
あり、その研究は 20 世紀初頭まで遡る。特に、そのような楕円曲線の等分点へのガロア群の作用や、楕円
曲線の上で定義されるテータ関数は、楕円曲線の数論幾何の研究では重要なテーマである。一方、種数が 2 以
上の代数曲線をはじめとする双曲的な代数曲線の数論幾何は、比較的最近まで余り熱心に研究されてこな
かった。双曲的代数曲線の場合、非アーベルな基本群への、基礎体の絶対ガロア群の外作用は、楕円曲線の
等分点へのガロア群の作用の「双曲的な類似物」と見ることができ、双曲的代数曲線の数論幾何の自然な出
発点となるが、その研究は、1980 年代後半の伊原康隆の仕事以降、日本の数論幾何において、取り分け数理
解析研究所を中心に重要な研究テーマの一つとなった。1990 年代半ばに得られた遠アーベル幾何の様々な結
果もこの文脈の中で興ったものである。また、1990 年代の後半以降、一点抜き楕円曲線の上で定義されたテー
タ関数を、従来の「アーベル系」の視点とは決定的に異なる「遠アーベル的な」視点で捉えるホッジ・アラ
ケロフ理論の研究も大きく進展している。
【研究内容】
1990 年代の自分の研究の殆どは、
(a) p 進タイヒミューラー理論
(b) p 進遠アーベル幾何
(c) 楕円曲線のホッジ・アラケロフ理論
という三つの大きなテーマに分類することができるが、2000 年以降の研究では、(d) 絶対 p 進遠アーベル幾
何と(e) 組合せ論的遠アーベル幾何を中心に、上の三つのテーマの「相互作用」や「融合」に関心の対象が移っ
た。特に、有限体上の双曲的曲線と数体の間の古典的な類似の延長線上にあるものとして、(a) にヒントを得
た形で、（(b) の延長線上にある）(d) と(e) を用いて、(c) をスキーム論の枠組みに収まらない幾何の下で再
定式化することにより、「宇宙際タイヒミューラー理論」（＝「数体に対する一種の数論的なタイヒミュー
ラー理論」）を構築することが大きな目標である。
【平成２０年度の研究成果】
2000 年以降得ている絶対 p 進遠アーベル幾何および組合せ論的遠アーベル幾何の結果を用いて、エター
ル・テータ関数の値の理論を遠アーベル的・圏論的な視点から再定式化する上で、大きな進展があり、論文
の執筆に着手した。これは、「数体に対する数論的なタイヒミューラー理論」を構築する上では、重要なス
テップである。また、その副産物として、p 進体上の tempered 基本群に対して、独立なものとしても関心が
持たれる興味深い結果を得た。一方、組合せ論的遠アーベル幾何の中心的テーマの一つである組合せ論的カ
スプ化について様々な定理を（単独で）証明し、また星裕一郎氏との共同研究で、それらの定理の拡張等を
示し、現在共著論文を執筆中である。最後に、副 p の絶対 p 進遠アーベル幾何においても、グロタンディー
ク・タイヒミューラー群の理論を連想させるような手法で新しい結果を証明した。
【平成２１年度の研究成果】
1990 年代に研究していた p 進タイヒミューラー理論では、ある特別性質を満たす固有束に対してそれに
付随する p 進的なガロア表現を構成するという操作は理論全体の中で重要なステップになるが、これに対応
する理論を、「宇宙際タイヒミューラー理論」において構築する上で大きな進展があった。この理論は、2009
年に出版された「エタール・テータ関数」に関する論文の理論の応用と見ることができ、また「宇宙際タイ
ヒミューラー理論」という長期的なプロジェクト全体の中で見ると、現在計画している４篇の論文のうちの
「第２論文」に対応している。この「第２論文」は、2009 年度末までにほぼ書き終わる見通しである。一方、
組合論的遠アーベル幾何の研究では、副有限なデーン捻りの理論を調べ、これを 2008 年度にできた「組合
論的カスプ化理論」と組み合わせることによって、様々な面白い帰結を示すことができた（星裕一郎氏との
共同研究）。また、これらの帰結の一つの系として、Y. André 氏に得られた、p 進体上の tempered 基本群に
関する結果の興味深い一般化を証明することに成功した。
【論文】
Shinichi Mochizuki, A Version of the Grothendieck Conjecture for p-adic Local Fields, The International Journal of
Math., 8, 499-506, 1997.
Shinichi Mochizuki, The Local Pro-p Anabelian Geometry of Curves, Invent. Math., 138, 319-423, 1999.
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Shinichi Mochizuki, The Absolute Anabelian Geometry of Canonical Curves, Kazuya Kato’s fiftieth birthday, Doc.
Math. 2003, Extra Vol., 609-640, 2003.
Shinichi Mochizuki, A combinatorial version of the Grothendieck conjecture, Tohoku Math. J., 59, 455-479, 2007.
Shinichi Mochizuki, Absolute anabelian cuspidalizations of proper hyperbolic curves, J. Math. Kyoto Univ., 47,
451-539, 2007.
【著書】
Shinichi Mochizuki, Foundations of p-adic Teichmüller Theory, AMS/IP Studies in Advanced Mathematics 11,
American Mathematical Society/International Press (1999).
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Shinichi Mochizuki, The Étale Theta Function and its Frobenioid-theoretic Manifestations, Publ. Res. Inst. Math.
Sci., 45, 227-349, 2009.
Shinichi Mochizuki, Arithmetic Elliptic Curves in General Position, RIMS Preprint 1627 (March 2008), to appear in
Math. J. Okayama Univ.
S. Mochizuki, The Geometry of Frobenioids I: The General Theory, Kyushu J. Math. 62 (2008), pp. 293-400.
S. Mochizuki, The Geometry of Frobenioids II: Poly-Frobenioids, Kyushu J. Math. 62 (2008), pp. 401-460.
Shinichi Mochizuki, Arithmetic Elliptic Curves in General Position, Math. J. Okayama Univ., 52, 1-28, 2010.
Shinichi Mochizuki, On the Combinatorial Cuspidalization of Hyperbolic Curves, RIMS Preprint 1632 (June 2008),
to appear in Osaka J. Math.
【未出版論文】
	
  S. Mochizuki, Topics in Absolute Anabelian Geometry I: Generalities, RIMS Preprint 1624 (March 2008).
	
  S. Mochizuki, Topics in Absolute Anabelian Geometry II: Decomposition Groups and Endomorphisms, RIMS
Preprint 1625 (March 2008).
	
  S. Mochizuki, Topics in Absolute Anabelian Geometry III: Global Reconstruction Algorithms, RIMS Preprint 1626
(March 2008).
	
  Yuichiro Hoshi, Shinichi Mochizuki, On the Combinatorial Anabelian Geometry of Nodally Nondegenerate Outer
Representations, RIMS Preprint No. 1677 (August 2009).
【受賞歴(等)】
日本数学会賞秋季賞受賞 (1997 年度)
日本学術振興会賞受賞 (2005 年度)
日本学士院学術奨励賞受賞 (2005 年度)
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長谷川 真人 (Masahito HASEGAWA)
数理解析研究所，教授，エディンバラ大学 PhD（1997 年）
【研究テーマ】
理論計算機科学、プログラミング言語の意味論
	
  理論計算機科学は，コンピュータ等が行なう計算の原理の究明を目的とし，１９３０年代の計算可能性・
決定可能性に関する研究をその端緒とする．現在では，組合せ論的な側面が強いアルゴリズム論，計算量の
理論、形式言語とオートマトンの理論，また数理論理学および代数学的側面の強いプログラミング言語の理
論，ソフトウェアの理論，および検証論などにおいて，工学的な応用とも呼応しつつ多種多彩な研究が行な
われている．そのなかで，プログラミング言語の意味論は，プログラミング言語およびプログラムによって
記述されたソフトウェアに対し正確な議論をするための数学的な基盤を与えることを目的とするものであり，
数理論理学や圏論などの手法を活用しつつ活発に研究されている．
【研究内容】
	
  今日の電子計算機において実現されている，もしくはされつつある多様なソフトウェアとその複雑な計算
現象を表現・分析するために，計算に内在する構造を適切に抽象化されたかたちで特定し，そのような構造
に関する考察から，計算現象に関する有益な情報を得ることを目標として研究している．いわば「計算の表
現論」である．主に，プログラミング言語における制御構造の数学モデルの，代数的・圏論的な手法と，証
明論・型理論的な枠組みを用いた分析および応用に取り組んでいる．特に，結び目の理論とも関連するトレー
ス付きモノイダル圏やトーティルモノイダル圏（リボン圏）と呼ばれる圏論的構造を用いた再帰的な計算や
双方向計算のモデルの構築・分析に関連する話題を研究している．また，それに関連して，ジャンプなど非
自明な副作用を伴うプログラムの，モノイダル圏およびモナド等を用いたモデルの研究にも取り組んでいる．
【平成２０年度の研究成果】
	
  ２００７年頃から始めた，関数や手続きをデータとみなして操作できる高階のプログラミング言語・計算
系およびそれに対応する圏論的構造（モノイダル閉圏）における双方向計算のモデルの構築に取り組んでい
る．トレース付きモノイダル圏がモノイダル閉圏であることと，そのトーティルモノイダル圏へのカノニカ
ルな埋め込み関手が右随伴関手を持つこととが必要十分条件となることを発見したことをきっかけに，Girard
らの双方向計算のモデルの理論である「相互作用の幾何」の，高階版を与えることを構想し，研究を進めて
いる．
	
  これまでに，上述のトレース付きモノイダル閉圏の特徴付けの，再帰計算や線形論理のモデルの理論への
応用が得られている．また，この特徴付けは，勝股審也氏・西村進氏のプログラム変換技法，および勝股氏
の属性文法の理論における結果に，圏論的な基盤を与えるものであることがわかっている．
【平成２１年度の研究成果】
	
  前年度に引き続き、トレース付きモノイダル圏を用いた双方向計算のモデルの研究に取り組んでいる。ま
た、深く関連する話題である、巡回的な共有構造を用いたプログラミング言語の効率的な実装（必要呼び評
価戦略）の操作的意味論の解析を行い、局所的な計算ステップに基づく意味論と、大域的な計算過程に基づ
く意味論とが同値であることを示している。
【論文】
Masahito Hasegawa, Recursion from cyclic sharing: traced monoidal categories and models of cyclic lambda calculi,
Proceedings of 3rd International Conference on Typed Lambda Calculi and Applications (Nancy, 1997), 196-213,
Lecture Notes in Computer Science 1210, Springer 1997
	
  Masahito Hasegawa and Yoshihiko Kakutani, Axioms for recursion in call-by-value, Journal of Higher-Order and
Symbolic Computation, 15 (2/3), 235-264, 2002
	
  Masahito Hasegawa, Relational parametricity and control, Logical Methods in Computer Science, 2 (3:3), 1-22,
2006
【著書】
	
  Masahito Hasegawa; Models of Sharing Graphs: A Categorical Semantics of let and letrec, Springer-Verlag, 1999
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  Masahito Hasegawa, On traced monoidal closed categories, Math. Structures Comput. Sci., 19 (2), 217-244, 2009
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  Keiko Nakata and Masahito Hasegawa, Small-step and big-step semantics for call-by-need, J. Funct. Programming,
19 (6), 699-722, 2009
	
  Masahito Hasegawa and Shin-ya Katsumata, A note on the biadjunction between 2-categories of traced monoidal
categories and tortile monoidal categories, Math. Proc. Cambridge Phils. Soc., 148 (1), 107-109, 2010
講演
	
  再帰プログラムの幾何、相互作用の幾何, 九州大学数理学研究院談話会, 2008 年 6 月 4 日
	
  直観主義線形論理と古典線形論理の間のギャップについて, 記号論理と情報科学研究集会, 鹿児島大学,
2008 年 8 月 29 日
	
  Basic results on traced monoidal categories, RIMS 合宿型セミナー「相互作用の幾何、トレース付きモノイダ
ル圏と非明示的計算量」, 2009 年 8 月 24 日
	
  On the biadjunction between 2-categories of traced monoidal categories and tortile monoidal categories, 代数, 論理,
幾何と情報科学研究集会, 鳥取環境大学, 2009 年 9 月 14 日
	
  Geometry of recursion, geometry of interaction and traced monoidal categories, 研究集会「圏論と計算機科学とト
ポロジー」, 信州大学, 2009 年 10 月 17 日
【受賞歴(等)】
日本ソフトウェア科学会高橋奨励賞(1999 年度)
British Computer Society Distinguished Dissertations Award(1999 年度)
ETAPS Best Theoretical Paper Award(2001 年度)
日本 IBM 科学賞(2005 年度)
科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞(2008 年度)
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岩田 覚 (Satoru IWATA)
数理解析研究所，教授，京都大学博士 (理学) (1996 年)
【研究テーマ】
劣モジュラ最適化
	
  離散最適化問題の中には，その構造を利用して効率的に解くことのできる問題と，効率的な厳密解法の開
発は本質的に無理であろうと考えられている問題とがある．実用上有用な多くの離散最適化問題が，NP 困
難と呼ばれる後者の部類に属するとはいえ，効率的に解くことのできる問題の構造を知ることは，計算困難
な問題に対する現実的な対処法を探る際の道具としても重要である．効率的に解くことのできる離散最適化
問題に共通の構造として，劣モジュラ関数の重要性が J. Edmonds によって 1970 年に指摘されて以来，劣モ
ジュラ関数に関連した最適化問題の研究が続けられてきた．劣モジュラ関数は，凸関数の離散版に当たり，
情報理論，ゲーム理論，待ち行列理論など，応用数学の様々な分野に登場する．特に，機械学習の分野にお
いて，劣モジュラ最適化の応用が注目を集めている．
【研究内容】
	
  劣モジュラ最適化の中でも，最も基本的な劣モジュラ関数の最小化問題に対して，組合せ的な多項式時間
アルゴリズムを与えた．この解法を出発点として，加減算と大小比較のみを用いた完全に組合せ的なアルゴ
リズムを得る一方で，汎用解法の計算量の面での改良も行ってきた．応用分野に現れる劣モジュラ関数には
特殊な構造があり，それを利用することで，汎用解法よりも高速なアルゴリズムを得られることが期待され
る．特に，待ち行列理論への応用に現れる劣モジュラ関数に対して，計算幾何学的な手法を用いた新しいタ
イプの最小化アルゴリズムが有効であることを示した．劣モジュラ関数最小化のアルゴリズムの開発で鍵と
なったスケーリング法からは，離散凸解析における Fenchel 型双対定理の両辺の最適解を得る多項式時間ア
ルゴリズムも得られている．
【平成２０年度の研究成果】
	
  劣モジュラ関数最小化問題に対して，現時点で最も高速な強多項式時間解法を開発した J. B. Orlin と共同
で，簡潔な組合せ的アルゴリズムを設計し，その計算量が他の効率的な解法とほぼ遜色のないものであるこ
とを示した．また，劣モジュラ最適化の近似アルゴリズム設計への応用に関する研究を始めた．特に，M. X.
Goemans, N. Harvey, V. Mirrokni と共同で，任意の劣モジュラ関数を素性の分かった他の劣モジュラ関数で近
似する問題に取り組み，楕円体近似を用いて，ほぼ最適な近似手法を開発した．
【平成２１年度の研究成果】
	
  劣モジュラ最適化の近似アルゴリズム設計への応用に関する研究を行った．特に，永野清仁と共同で，被
覆制約条件下での劣モジュラ関数最小化問題の近似アルゴリズムを研究した．グラフ上の点被覆問題を非負
劣モジュラ関数を費用関数とする場合に拡張し，劣モジュラ関数の離散凸性を利用して近似比 2 の近似アル
ゴリズムを設計した．さらに，この手法を一般の集合被覆制約に拡張して，最大重複度を近似比とする主双
対近似アルゴリズムを設計した．一方で，多項式時間解法の知られている枝被覆問題を劣モジュラ費用関数
を許す形に一般化した場合には，ほぼ線形に近い近似比の下界が得られることを示した．
【論文】
	
  S. Iwata, A capacity scaling algorithm for convex cost submodular flows, Math. Programming, 76, 299–308, 1997.
	
  S. Iwata, L. Fleischer, and S. Fujishige, A combinatorial strongly polynomial algorithm for minimizing submodular
functions, Journal of the ACM, 48, 761–777, 2001.
	
  J. F. Geelen, S. Iwata, and K. Murota, The linear delta-matroid parity problem, J. Combinatorial Theory, B88,
377–398, 2003.
	
  S. Iwata, A faster scaling algorithm for submodular function minimization, SIAM J. Comput., 32, 833–844, 2003.
	
  S. Fujishige and S. Iwata, Bisubmodular function minimization, SIAM J. Discrete Math., 19, 1065–1073, 2006.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  S. Iwata and N. Kakimura, Solving linear programs from sign patterns, Math. Programming, 114, 393–418, 2008
	
  S. Iwata and K. Takazawa, The independent even factor problem, SIAM J. Discrete Math., 22, 1411–1427, 2008.
	
  S. Iwata and M. Takamatsu, Computing the degrees of all cofactors in mixed polynomial matrices, SIAM J. Discrete
Math., 23, 647–660, 2009.
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  S. Iwata and K. Nagano, Submodular function minimization under covering constraints, Proceedings of the 50th
Annual Symposium on Foundations of Computer Science, IEEE, 671–680, 2009.
	
  S. Iwata and M. Takamatsu, Index minimization of differential-algebraic equations in hybrid analysis for circuit
simulation, Math. Programming, 121, 105–121, 2010.
	
  S. Iwata and Y. Kobayashi, An algorithm for minimum cost arc-connectivity orientations, Algorithmica, 56, 437–447,
2010.
【未出版論文】
	
  S. Iwata and J. B. Orlin, A simple combinatorial algorithm for submodular function minimization, RIMS Preprint
1634, Kyoto University, June 2008.
	
  S. Iwata, M. Takamatsu, and C. Tischendorf, Hybrid analysis of nonlinear time-varying circuits providing DAEs with
index at most one, METR 2008-37, University of Tokyo, September 2008.
	
  S. Iwata, M. Takamatsu, and C. Tischendorf: Structural characterization on index of DAEs in hybrid analysis for
general circuits, METR 2009-33, University of Tokyo.
	
  S. Iwata, M. Takamatsu: On Kronecker canonical form of mixed matrix pencils, METR 2010-01, University of
Tokyo.
【講演】
	
  A simple combinatorial algorithm for submodular function minimization. The 20th Annual ACM-SIAM Symposium
on Discrete Algorithms, New York, January 6, 2009.
	
  Minimizing submodular functions. The 34th Conference on the Mathematics of Operations Research, Lunteren,
January 13, 2009.
	
  Approximating submodular functions. The 34th Conference on the Mathematics of Operations Research, Lunteren,
January 14, 2009.
	
  Submodular function minimization under covering constraints, The Sixth Japanese-Hungarian Symposium on
Discrete Mathematics and Its Applications, Budapest, May 2009. (国際研究集会)
	
  Submodular function minimization under covering constraints, The 20th International Symposium on Mathematical
Programming, Chicago, August 2009. (国際研究集会)
	
  Submodular optimization and approximation algorithms, ACO-ARC Colloquium, Georgia Tech., Atlanta, August
2009.
【受賞歴(等)】
日本 IBM 科学賞(2002 年)
Fulkerson Prize (2003 年)
文部科学大臣表彰若手科学者賞(2007 年)
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大槻 知忠 (Tomotada OHTSUKI)
数理解析研究所，准教授，東京大学博士(数理科学) (1993 年)
【研究テーマ】
位相幾何学，量子トポロジー
	
  3 次元の位相幾何学において、1980 年代以来、Chern-Simons 理論にもとづいて膨大な数の不変量（量子
不変量）が発見され、不変量の研究、すなわち、結び目の集合と 3 次元多様体の集合の研究という新しい研
究領域（量子トポロジー）がもたらされた。この 20 年間のこの分野の研究の主な動機は Chern-Simons 場の
理論の相関関数をトポロジーの立場から理解することにあったが、この分野に関してこの 20 年間になされ
たさまざまな研究によりその作業はほぼ完了し、今後のこの分野の研究は、そのようにして得られた膨大な
数の不変量を研究の基礎として、さまざまな新しい研究の方向性を創出するべき段階にある。
【研究内容】
	
  3 次元多様体の量子不変量、摂動的不変量、LMO 不変量や結び目の量子不変量、Kontsevich 不変量、そ
のループ展開について、それらの同変不変量としての側面に注目しつつ、それらと関連する話題にも留意し
て、研究をすすめている。Kontsevich 不変量と LMO 不変量はそれぞれ結び目と整ホモロジー球面を分類す
るであろうと期待されている非常に強力な不変量であり、とくに、結び目と 3 次元多様体の分類問題と関連
して、Kontsevich 不変量と LMO 不変量について、また、これらに関連する被覆空間の不変量について、研
究している。
【平成２０年度の研究成果】
	
  筆者は first Betti 数が 1 の 3 次元多様体の量子不変量の摂動展開を計算し、これを摂動的不変量として定
式化した。さらに、この摂動的不変量を導出するような LMO 不変量（普遍摂動的不変量）の refinement を
このクラスの 3 次元多様体にたいして構成した。従来の定義による LMO 不変量は first Betti 数が大きくな
るにつれて急激に弱くなることが知られているが、本研究で筆者が構成した LMO 不変量の refinement はこ
のクラスの 3 次元多様体にたいしても非常に強力な不変量である。
【平成２１年度の研究成果】
	
  筆者は 6j 記号の定義関係式をみたす解を simple object の数が比較的少ない場合について分類した。また、
1 の N 乗根における結び目の色つき Jones 多項式の漸近展開を比較的簡単な双曲結び目について具体的に
計算した。その漸近展開の最初の項は双曲体積で与えられることが予想されている（体積予想）が、それら
の場合についてその予想が成り立つことを確認した。
【論文】
	
  Tomotada Ohtsuki, A polynomial invariant of rational homology 3-spheres, Invent. Math., 123, 241–257, 1996
	
  Thang Le, Jun Murakami, Tomotada Ohtsuki, On a universal perturbative invariant of 3-manifolds, Topology, 37,
539–574, 1998
	
  Tomotada Ohtsuki, On the 2-loop polynomial of knots, Geometry and Topology, 11, 1357–1475, 2007
【著書】
Tomotada Ohtsuki; Quantum invariants, — A study of knots, 3-manifolds, and their sets, Series on Knots and
Everything, 29. World Scientific Publishing Co., Inc., 2002.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  T. Ohtsuki, R. Riley, M. Sakuma, Epimorphisms between 2-bridge link groups, Geom. Topol. Monogr., 14, 417–450,
2008
	
  Tomotada Ohtsuki, Invariants of knots derived from equivariant linking matrices of their surgery presentations, to
appear in Internat. J. Math.
	
  Tomotada Ohtsuki, Invariants of knots derived from equivariant linking matrices of their surgery presentations,
Internat. J. Math., 20, 883–913, 2009
【未出版論文】
Tomotada Ohtsuki; Perturbative invariants of 3-manifolds with the first Betti number 1, preprint
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【講演】
	
  A refinement of the LMO invariant for 3-manifolds with the first Betti number 1, Workshop “Finite type invariants,
fat graphs and Torelli-Johnson-Morita theory” 	
  Aarhus University, Denmark, April 1, 2008 (国際研究集会)
ベッチ数が 1 の 3 次元多様体に対する LMO 不変量の精密化と摂動的不変量、トポロジーシンポジウム、
金沢市文化ホール、2008 年 8 月 6 日.
【受賞歴(等)】
日本数学会 幾何学賞 (1989 年)
手島工業教育資金団 藤野研究賞 (2001 年)
日本数学会賞春季賞 (2003 年)
日本学術振興会賞 (2008 年)
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望月 拓郎 (Takuro MOCHIZUKI)
京都大学数理解析研究所，准教授，京都大学博士 (理学) 1999 年
【研究テーマ】
調和バンドル, ベクトル束, D-加群
	
  多重調和計量を持つ平坦バンドル, あるいはヒッグスバンドルを調和バンドルという. 射影多様体上の平
坦バンドル, ヒッグスバンドル, 調和バンドルの間の三位一体が確立されて以来, 代数多様体のトポロジー,
特に基本群の非可換ホッヂ理論的な理解を主目的として研究されている. さらに, 特異性を持つ調和バンド
ルの研究が進み, ホッヂ加群のツイスター版であるツイスターD-加群が導入され, 代数的 D-加群への強力な
応用が得られている. このように, 調和バンドルの研究は代数幾何, 大域解析学, トポロジー, 代数解析の交
錯する地点で興味深い発展を見せている. 最近では, 非可換代数幾何学におけるホッヂ理論, 正標数多様体
上の -進層の理論との類似, 非正則な場合の Riemann-Hilbert 対応などの観点からも興味を持たれている.
【研究内容】
	
  準射影多様体上の調和バンドル, あるいは特異性を持つ調和バンドルの研究において最も重要なのは, 特
異点まわりでの挙動を理解することである. (i) 正規交叉因子の補空間で与えられているものを全体に有理型
に延長する, (ii) その上で, ワイルドから従順, さらにツイスター巾零軌道へ, という具合により簡単な調和
バンドルへの簡約する, という二つの操作を確立することによって, 一定の理解に到達した. これを用いて,
有理型接続と調和バンドルの対応や偏極付純ツイスターD-加群と調和バンドルの対応を確立し, さらに半単
純ホロノミック代数的 D-加群に関する強レフシェッツ定理を得た. この過程で, 不確定特異点をもつ代数的
有理型接続の変わり点の解消の存在を証明したが, これは D-加群の研究で基本的な役割を果たすものと期待
される.
【平成２０年度の研究成果】
TERP 構造を持つワイルド調和バンドルの簡約は, 自然に TERP 構造を持つことを示した.ここで TERP 構造
とは, 非可換代数幾何学でホッヂ構造の役割を果たすことが期待されている構造である. これを用いて, 混
合 TERP 構造と Hertling-Sevenheck 軌道との対応を確立し, Hertling と Sevenheck の予想を解決した. また, 懸
案になっていた偏極付混合ツイスター構造とツイスター巾零軌道との対応も確立した. 偏極付ワイルド純ツ
イスターD-加群の双対, 可積分構造, 実構造などについても調べた.
【平成２１年度の研究成果】
	
  代数的有理型接続の変わり点の解消の存在定理の応用として, ホロノミック D-加群の“ベッチ構造” につ
いて研究した. 正則ホロノミック D-加群の場合には, Riemann-Hilbert 対応によってベッチ構造が適切に定義
される. 正則でない場合にも Riemann-Hilbert 対応を拡張できることが望ましいが, それは可能だとしてもか
なり複雑なものになる. そこで, Riemann-Hilbert 対応を経由せずにベッチ構造を定式化し, その関手性を示
した. これによってホロノミック D-加群の周期の研究の基礎の少くとも一部分ができたことになる. この結
果はプレプリントとして math.arXiv に投稿した.
	
  カンドルという代数系に対してコホモロジー群が定義される. 三次のカンドルコホモロジーから二次元結
び目の不変量が得られることが知られている. 数年前にある種のカンドルの三次のコホモロジーについての
計算をしたが, その方法を改良して, より多くのカンドルの場合に計算できるようにした. さらに, 得られる
不変量の非自明性を示した. (投稿中.)
	
  その他に, P1 上の D-加群のフーリエ変換の∞におけるストークス構造を, Beilinson-Bloch-Deligne-Esnault の
方法に基いて調べた. (出版予定.) また, Deligne-Malgrange 格子と変わり点の解消に関するサーベイを書いた.
(出版予定.) さらに, 混合ツイスターD-加群の研究を進めている.
【論文】
	
  Takuro Mochizuki, Asymptotic behaviour of tame nilpotent harmonic bundles with trivial parabolic structure, J. Diff.
Geometry, 62, 351–559, 2002
	
  Takuro Mochizuki, Kobayashi-Hitchin correspondence for tame harmonic bundles and an application, Astérisque,
309, (2006)
	
  Takuro Mochizuki, Asymptotic behaviour of tame harmonic bundles and an application to pure twistor D-modules I,
II, Mem. AMS. 185, 2007
	
  Takuro. Mochizuki, Good formal structures for meromorphic flat connections on smooth projective surfaces, In
‘Algebraic analysis and around’ Advanced Studies in Pure Mathematics, 54, 223–253, Mathematical Society of Japan,
2009
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  Takuro Mochizuki, Kobayashi-Hitchin correspondence for tame harmonic bundles. II. Geom. Topol. 13 (2009), no.
1, 359–455.
【著書】
	
  Takuro Mochizuki; Donaldson type invariants for algebraic surfaces, Springer, 2009
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
	
  Takuro Mochizuki, Kobayashi-Hitchin correspondence for tame harmonic bundles. II. Geom. Topol. 13 (2009), no.
1, 359–455.
	
  Takuro Mochizuki, Good formal structure for meromorphic flat connections on smooth projective surfaces, in
“Algebraic Analysis and Around” Advanced Studies in Pure Mathematics 54 (2009), 223–253
	
  Takuro Mochizuki, Donaldson type invariants for algebraic surfaces, Lecture Notes in Mathematics 1972, Springer,
2009
	
  Takuro Mochizuki, On Deligne-Malgrange lattices, resolution of turning points and harmonic bundles, to appear in
Annales de l’Institut Fourier
	
  Takuro Mochizuki, Note on the Stokes structure of Fourier transform, to appear in Acta Mathematica Vietnamica
【未出版論文】
	
  Takuro Mochizuki, Wild harmonic bundles and wild pure twistor D-modules, arXiv:0803.1344
	
  Takuro Mochizuki, Asymptotic behaviour of variation of pure polarized TERP structures, arXiv:0811.1384
	
  Takuro Mochizuki; The third cohomology groups of dihedral quandles, (投稿中)
	
  Takuro Mochizuki; Holonomic D-module with Betti structure, arXiv:1001.2336.
【講演】
On Deligne-Malgrange lattices, (International conference) Partial differential equations and differential Galois theory,
October 6 - 10th, 2008, Centre International de Rencontres Mathematique
Wild harmonic bundles and wild pure twistor D-modules, (International conference) International conference on
complex geometry, January 12–16, 2009, Hanoi University of education
Some additional structure on wild pure twistor D-modules (International conference) Conference on D-modules in
honor of Zoghman Mebkhout’s 60th Birthday January 26–29, 2009, University of Seville
Wild harmonic bundles and wild pure twistor D-modules, DIFFERENTIAL GEOMETRIC METHODS IN
ALGEBRAIC GEOMETRY, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, April 7–10, 2009 4 回連続講演
(International conference)
ワイルド調和バンドルについて, 第５６回幾何学シンポジウム, 佐賀大学理工学部, 8 月 28 日, 2009
	
  Betti structure of holonomic D-modules, Conference on Algebraic Geometry and Arithmetic, Universität Essen,
Feburary 2010 (International conference)
受賞歴等：
日本数学会春季賞 (2005 年度)
第一回湯川・朝永奨励賞 (2008 年度)
日本学術振興会賞 (2009 年度)
第６回日本学士院学術奨励賞 (2009 年度)
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特定教員（グローバル COE）
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木田 良才 (Yoshikata KIDA)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定准教授（グローバル COE），京都大学博士 (理学) (2006 年)
【研究テーマ】
群論, エルゴード理論(特に, 測度論的群論と軌道同型理論)
測度論的群論(または軌道同型理論) とは, 可算な離散群による測度空間上の作用やその軌道構造を調べる
分野であり, 1950 年代以降, 作用素環論やエルゴード理論の研究者を中心に研究されてきた話題である. こ
の分野における基本的な問題の一つは, どのような二つの群作用が同じ軌道構造をもつかを調べることであ
る. また, この問題は位相群の格子部分群に関する問題とも密接に関連しており, 近年, 幾何学的群論や組み
合わせ群論といった様々な群論における技術がこのような問題に対して有効であることが明らかになってき
ている.
【研究内容】
与えられた離散群が(測度論的群論の意味で) 剛的であるとは, それによる測度空間上の作用の軌道構造か
ら, その群の代数的構造やその作用の共役類などの情報を復元できるときをいう. 実階数が 2 以上で中心が
自明な非コンパクト単純リー群の格子部分群がこのような剛性をもつことが十年ほど前から知られていたが,
数年前, 曲面 S の写像類群 Mod(S) が剛的であることが示された. また, 剛性の証明の副産物として, このよ
うな剛的な離散群と同型な格子部分群を含む, 局所コンパクトで第二可算公理を満たす位相群を決定する定
理が得られる. 特に, Mod(S) を格子部分群として含むような位相群は, Mod(S) とコンパクト群による半直積
(とほとんど同型なもの) に限ることが示される.他にも剛的な離散群は数多く存在すると思われるので, そ
れらを発見していきたい.
【平成２０年度の研究成果】
Γ1, Γ2 を離散群とし, Γ = Γ1*AΓ2 をそれらの共通の部分群 A 上での融合積とする. A やΓ1, Γ2に対し, ある
代数的な性質を課したとき, 次を証明することができる. Γと測度同値な離散群 Λ は, Γ に付随する
Bass-Serre tree T 上作用する. その作用の T の各単体における安定部分群は, A, Γ1, Γ2のいずれかと測度同値
である. この事実と Bass-Serre 理論により, Λ の代数的構造をある程度把握することができる. また, Γ1とΓ2
が剛的であって, Aにさらに強い条件を課すと, Γ が剛的であることが示される. これにより新たな剛的な群
を構成することができた.
【平成２１年度の研究成果】
離散群Γ が剛的であることを示すためには, 第一段階として, 二つのΓ の作用の間の軌道同型は単純なも
のしかないということを示す必要がある. そのためには, Γ の有限指数部分群の間の同型写像を調べること
が有効である. なぜなら, そのような同型写像から, 二つのΓ による作用の間の(単純な) 軌道同型を自然に
構成することができるからである. 本年度は, 曲面S のTorelli 群 I(S) とJohnson 核 K(S) と呼ばれるMod(S)
の正規部分群に対し, それらの有限指数部分群の間の同型写像について調べた. S が閉曲面のとき, これらは
すでに調べられていたが, 一般のS に対しても, そのような同型写像が全てMod(S) の元による内部自己同型
に一致することを示した. また, K(S) はI(S)の部分群であるが, K(S) の有限指数部分群からI(S) への任意の
単射準同型はMod(S) の元から誘導されるものであることを示した. 以上の結果により, K(S) を含み, I(S) に
含まれるようなMod(S)の部分群は剛的であることが期待され, これを示すことが将来の課題である.
【論文】
Yoshikata Kida, The mapping class group from the viewpoint of measure equivalence theory, Mem. Amer. Math. Soc.,
196, 2008
Yoshikata Kida, Measure equivalence rigidity of the mapping class group, to appear in Ann. of Math.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Yoshikata Kida, Outer automorphism groups of equivalence relations for mapping class group actions, J. London
Math. Soc. (2), 78, 622-635, 2008
【未出版論文】
Yoshikata Kida, Rigidity of amalgamated free products in measure equivalence theory, preprint, arXiv:0902.2888
Y.Kida; Automorphisms of the Torelli complex and the complex of separating curves, arXiv:0909.4718.
Y.Kida; The co-Hopfian property of the Johnson kernel and the Torelli group, arXiv:0911.3923.
Y.Kida; Injections of the complex of separting curves into the Torelli complex, arXiv:0911.3926.
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【講演】
Orbit equivalence rigidity for mapping class groups, JAMI conference, Geometric Group Theory, Geometric Analysis,
and Mapping Class Groups, Jons Hopkins University, May 3–5, 2008 (International conference)
Orbit equivalence rigidity for some groups acting on trees, The 1st MSJ-SI, Probabilistic Approach to Geometry,
Kyoto University, July 28–August 8, 2008 (International conference)
Measure-theoretic rigidity for amalgamated free products, von Neumann Algebras and Ergodic Theory, UCLA,
March 15–18, 2009 (International conference)
Measure equivalence rigidity of the mapping class group, The 4th Pacific Rim Complex and Symplectic Geometry,
Sichuan University, July 30-August 6, 2009 (International conference)
Measure equivalence rigidity of amalagamated free products, The XXIst Rolf Nevanlinna Colloquium, Kyoto
University, September 7-11, 2009 (International conference)
写像類群の測度同値剛性定理, 日本数学会秋季総合分科会幾何学賞受賞特別講演, 大阪大学, 2009 年 9 月
24 日-27 日
Measure equivalence rigidity of amalgamated free products, Rigidity in cohomology, K-theory, geometry and ergodic
theory, Hausdorff Research Institute for Mathematics, November 23-27, 2009 (International conference)
【受賞歴(等)】
井上研究奨励賞 (2007 年度)
日本数学会幾何学賞 (2009 年度)
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五味 清紀 (Kiyonori GOMI)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定准教授（グローバル COE），東京大学数理科学博士 (2002 年)
【研究テーマ】
Gerbe, differential cohomology, 及びそれらの場の理論への応用
Gerbe とは, 非可換コホモロジーの元を代表するものとして導入された幾何学的対象である. 通常の主束
のファイバーは群, すなわち集合であるが, それを圏に置き換えるように一般化したものが gerbe であると言
える. 一方で, differential cohomology とは, 通常のコホモロジー理論を, 多様体の微分形式の情報を含むよう
に一般化した概念である. いずれの概念も, 最近の場の理論の発展の中で果たす役割が注目され, その研究
が活発化している. 特に, gerbe については, その上の接続にあたる概念が弦理論における B 場を幾何的に言
い表すものと考えられており, また, gerbe で捩じられた K 理論は, D-brane charge を記述するものと考えら
れている. Differential cohomology も, 常コホモロジーに対応するものは, 高次の可換ゲージ理論の研究に用
いられ, また, K コホモロジーに対応する differential K-cohomology は, Ramond-Ramond 場の記述に用いられ,
やはり場の理論の研究で用いられている.
【研究内容】
これまで, gerbe で捩じられた K 理論の元を, ベクトル束のような有限次元的な幾何対象で記述する方法
は知られていなかった. これまでの私の研究結果により, 捩じられた Hermite 一般ベクトル束という概念が,
そのような幾何対象となることがわかった. この概念にもとづいて, 捩じられた K 理論やそれに関連した数
学の研究を行っている.
一方で, differential cohomology についての研究も行っている. 最近では, その積構造が定めるコホモロジー
作用素に興味を持っている. 常コホモロジーの場合, differential cohomology の積構造が与えるコホモロジー
作用素は, Steenrod 平方作用素であった. K コホモロジーの場合には, Adams 作用素と関連がつくことまでは
わかっていたが, これをもう一段階精密化することが目下の目標である.
【平成２０年度の研究成果】
捩じられたK群を捩じられたHermite一般ベクトル束で実現する, という結果を, Clifford代数作用付の場合
に一般化した. また, 寺嶋郁二氏との共同研究で, (捩じられた) Hermite一般ベクトル束に対するChern指標を
構成した.
Differential K-cohomology の研究では, その積が定めるコホモロジー作用素が非自明になる例を具体的に計
算し, Adams 作用素と関係することを示した. また, Daniel Freed 氏との共同研究では, differential K-cohomology
における解析的な push-forward を一つの方法で定式化し, 特別な場合に「指数定理」が成り立つことを示した.
【平成２１年度の研究成果】
昨年, 寺嶋郁二氏との共同研究で, 捩じられたHermite 一般ベクトル束による捩じられたK 理論の実現に
基づいて, そのChern 指標を有限次元的に構成する方法を与えた. 今年は, この方法で与えたChern 指標が,
捩じられたK 理論の間の積構造を保つことを示した. さらに, 同様な構成方法を使って, Atiyah-Segal の不変
多項式に対応する特性類も定式化できることを示した. これらの結果の鍵となったのは, 捩じられたHermite
一般ベクトル束の接続であって, 都合のよい振る舞いをする接続が存在することである. (昨年の論文を改訂
し投稿中)
また, 捩じられた K 理論を有限次元的に実現するという結果を, 群作用がある場合へと一般化するために,
「同変な捩じられた Hermite 一般ベクトル束」として, 然るべきものを導入した. この概念を使うと, 特別で
はあるが基本的な状況において, 捩じられた K 理論が実現できることがわかった. (論文執筆予定)
【論文】
Kiyonori Gomi and Yuji Terashima, Higher-dimensional parallel transports, Mathematical Research Letters, 8
(2001), no.1-2, 25–33.
Kiyonori Gomi, Connections and curvings on lifting bundle gerbes, The Journal of the London Mathematical Society
(2), 67 (2003), no. 2, 510–526.
Kiyonori Gomi, Central extensions of the gauge transformation groups of higher abelian gerbes, Journal of
Geometry and Physics, Vol. 56 (2006), no. 9, 1667–1781.
Kiyonori Gomi, Differential characters and the Steenrod squares, Advanced Studies in Pure Mathematics 52, 2008.
Groups of Diffeomorphisms. pp.297-308.
Kiyonori Gomi and Yuji Terashima, Discrete torsion phases as topological actions, Communications in
Mathematical Physics. 287 (2009), 889-901.
114

【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Kiyonori Gomi and Yuji Terashima, Discrete torsion phases as topological actions, Communications in
Mathematical Physics. 287, 889-901.
Kiyonori Gomi, Differential characters and the Steenrod squares, Advanced Studies in Pure Mathematics 52, 2008.
Groups of Diffeomorphisms. pp.297-308.
Kiyonori Gomi, An approach toward a finite-dimensional definition of twisted K-theory, Travaux mathématiques. Vol.
XVII, 75–85, Trav. Math., 17, Fac. Sci. Technol. Commun. Univ. Luxemb., Luxembourg, 2007.
Kiyonori Gomi, Projective unitary representations of smooth Deligne cohomology groups, Journal of Geometry and
Physics, Vol. 59 (2009), no. 9, 1199–1356.
Kiyonori Gomi, Twisted K-theory and finite-dimensional approximation, to appear in Communications in
Mathematical Physics.
【未出版論文】
Kiyonori Gomi and Yuji Terashima; Chern-Weil construction for twisted K-theory, (22 p)
【講演】
Multiplication in differential cohomology and cohomology operation, Quantum algebra related to various topological
field theories in geometries, Kyoto University, Kyoto, Japan, Feb 17, 2009. (International conference)
A finite-dimensional formulation of twisted K-theory, 空間の代数的・幾何的モデルとその周辺 2008, 信州大学,
2008 年 9 月 12 日.
Hermite 一般ベクトル束に対する Chern-Weil 構成, 非可換微分幾何学と数理物理学 2008, 慶応大学, 2008 年
9 月 10 日.
捻られた K 理論の実現と Fredholm 作用素の有限次元近似, 談話会, 京都大学, 2009 年 4 月 22 日.
Multiplication in differential cohomology and cohomology operation, IPMU Komaba Seminar, 東京大学, 2009 年 6
月 8 日.
A finite-dimensional construction of the Chern character for twisted K-theory, トポロジー火曜セミナー, 東京大
学, 2009 年 6 月 9 日; 微分トポロジーセミナー, 京都大学, 2009 年 7 月 7 日.
Twisted K-theory and finite-dimensional approximation, 第 56 回トポロジーシンポジウム, 北海道大学, 2009 年
8 月 8 日.
Discrete torsion phases as topological actions, 群と力学系に関わる離散幾何学, 愛媛大学, 2009 年 9 月 3 日.
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阿部 拓郎 (Takuro ABE)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定助教（グローバル COE），京都大学博士（理学）（2006 年）
【研究テーマ】
代数幾何学、超平面配置に関連する数学
超平面配置に関連する数学とは, ベクトル空間内の超平面の有限族として定義される超平面配置と呼ばれ
る幾何学的対象を, 代数, 幾何, 組み合わせ論, 微分方程式, 及び代数幾何学といった様々な数学的手法を通
して研究するものである. これは 1980 年代から盛んに研究されるようになった, 比較的新しい数学の一分野
であるが, 2009 年 8 月には第二回日本数学会季期研究所として『超平面配置』が北海道大学にて二週間行わ
れるなど（私も組織委員として運営に参加）, 年々その存在感を増し続けている研究対象である. 特に, 季期
研究所の講演者の多くが外国人であることからもわかるように, 海外での研究が盛んな研究分野であること
も特徴的である. 同時に, 超平面配置は幾何学的対象としては超平面の有限集合という極めてシンプルなも
のであるが, その研究手法が上述のようにきわめて多様なため, さまざまな分野の数学者との交流が盛んで
あり, そこから生まれる共同研究なども多く, 注目に値する研究分野として位置づけられている.
【研究内容】
超平面配置, あるいは多重配置から定まる重要な代数的, あるいは代数幾何的対象として, 対数的ベクト
ル場及び対数的微分形式と呼ばれるものがある. これらは齋藤恭司氏が, コクセター群から定まる超平面配
置に対して導入したもので, その構造が定めるホッジ分解は, 同氏による平坦構造の導入においてきわめて
重要な役割を果たしている. この平坦構造が, 今はフロベニウス多様体構造として数理物理学と幾何学双方
において脚光を浴びていることはよく知られている. それ以降も, 特に寺尾宏明氏による自由配置に関する
深い洞察及び研究は, 超平面配置研究の中でも重要な位置を占めている.
私はこの対数的ベクトル場及びその自由性について, 主に研究している. 特に超平面配置がいつ自由配置
となるかは, 極めて重要であるが同時に難しい問題としても知られており, 私が強く興味を持って研究して
いる. この問題に対して私は, 吉永正彦氏により証明された, 超平面配置に正整数の重さの情報を付与した
多重配置の自由性との関係を通したアプローチを試みている. このアプローチはさらに, これまであまり解
析が進んでいなかった多重配置の対数的ベクトル場の構造を次々に明らかにしている. また近年は, 超平面
配置研究の祖とも言える, コクセター群の鏡映面として得られるコクセター多重配置の自由性や対数的ベク
トル場の構造研究に, 不変式論を用いてアプローチしている.
【平成２０年度の研究成果】
本年度は, 寺尾宏明氏とともに, 超平面配置の発祥となった研究の, 更なる深化及び一般化に取り組み, 成
功をおさめた. 具体的には, 齋藤恭司氏により導入されたコクセター群の商空間上に導入されたホッジ分解
を大幅に一般化することに成功した. すなわち, 齋藤氏はホッジ分解を, 対数的ベクトル場の言葉を用いて
定式化した. 我々はこれを, 対数的微分加群の言葉でとらえなおすことで, 齋藤氏のホッジ分解のいわば``双
対''を作り上げたといえる. 同時に, 私がプレプリントで導入した負の重複度の観点からみると, 齋藤氏の分
解は正の整数で, 我々の分解は負の整数でインデックス付けられたものである, ということができる. これ
らを合わせた描象を見ることで, ホッジ分解の理解はさらに深まることが期待される. 同時に, このマイナ
ス方向のホッジ分解とフロベニウス多様体構造との関連についての研究発展も今後期待される.
また, 寺尾宏明氏及び吉永正彦氏との共同研究として, 全ての重複度が自由重複度となるような超平面配
置の幾何学的構造を決定することに成功した. 多重配置や重複度を考えることの重要性は, Ziegler, 寺尾氏及
び吉永氏の研究により代数及び代数幾何的側面については認識されていたが, 幾何学的な側面についての研
究は不足していたし, 重複度と幾何学との関連についてはまだ希薄な情報しか存在していなかった. しかし
本研究により, 重複度と自由性を考えることが超平面配置のオリジナルな幾何学とも強い関連があることが
証明されたので, 今後一層重複度と多重自由配置に関連した研究が推進されるものと期待される.
【平成２１年度の研究成果】
今年度は, コクセター配置の原始微分に関する研究を行った. コクセター配置はコクセター群およびその
不変式論と密接にかかわっており, 齋藤恭司氏の原始微分の発見をもとに, その対数的ベクトル場の性質は,
自由性やホッジ分解など, 様々な側面から調べられてきた. この原始微分の存在は, コクセター群が既約な
場合には, 不変式環を生成する基本不変式に一つ明らかな高次の項が存在する, というChevalley の定理に強
く立脚していた. Chevalley の定理のこの性質は, 既約なコクセター群に対してのみ成立しており, 既約でな
い場合については不変式論および, 関連するコクセター配置の理論も存在していなかった. そこで私は, 寺
尾宏明氏との共同研究として, 既約とは限らないコクセター配置に対して原始微分の概念を導入, 定式化し,
その存在を示した. これにより既約でない場合であってもある種の不変式論を用いることができ, またこの
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新しい原始微分を用いて従来のコクセター配置の理論, すなわち自由性とその基底の具体的な構成などを
行った. さらに齋藤のホッジフィルトレーションを一般化した原始フィルトレーションを構成することに成
功した.
【論文】
Takuro Abe, The elementary transformation of vector bundles on regular schemes, Trans. Amer. Math. Soc., 359 (9),
4285-4295, 2007.
Takuro Abe, Hiroaki Terao and Max Wakefield, The characteriscic polynomial of a multiarrangement, Adv. in Math.,
215, 825-838, 2007.
Takuro Abe, Free and non-free multiplicity on the deleted A3 arrangement, Proc. Japan Acad. Ser. A, 83 (7), 99-103,
2007.
Takuro Abe, Hiroaki Terao and Max Wakefield, The Euler multiplicity and addition-deletion theorems for
multiarrangements, J. London Math. Soc., 77 (2), 335–348, 2008.
Takuro Abe and Masahiko Yoshinaga, Splitting criterion for reflexive sheaves, Proc. Amer. Math. Soc., 136 (6),
1887-1891, 2008.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Takuro Abe, The stability of the family of B2-type arrangements, Comm. in Algebra, 37 (4), 1193-1215, 2009.
Takuro Abe, Hiroaki Terao and Masahiko Yoshinaga, Totally free arrangements of hyperplanes, Proc. Amer. Math.
Soc., 137 (4), 1405-1410, 2009.
Takuro Abe, Koji Nuida and Yasuhide Numata, Signed-eliminable graphs and free multiplicities on the braid
arrangement, J. London Math. Soc., 80 (1), 121-134, 2009.
Takuro Abe and Masahiko Yoshinaga, Coxeter multiarrangements with quasi-constant multiplicities, J. Algebra, 322
(8), 2839-2847, 2009.
Takuro Abe and Hiroaki Terao, A primitive derivation and logarithmic differential forms of Coxeter arrangements, to
appear in Math. Z., DOI: 10.1007/s00209-009-0489-8 (published online).
【未出版論文】
Takuro Abe; A generalized logarithmic module and duality of Coxeter multiarrangements, arXiv:0807.2552v1.
Takuro Abe and Hiroaki Terao; Primitive filtrations of the modules of invariant logarithmic forms of Coxeter
arrangements, arXiv:0910.2506v1.
【講演】
A logarithmic module of a generalized multiarrangement, The 6th HU and SNU Symposium on Mathematics,
Hokkaido University, November 8, 2008 (International conference).
Edge bicoloring of chordal graphs and free multi-braid arrangements, 科学研究費「計算代数統計学の展開」研究
集会, 東京大学, 2008 年 6 月 28 日.
A logarithmic module of a generalized multiarrangement, 超平面配置のさまざまな側面, 神戸大学, 2009 年 2 月
12 日.
Primitive derivations and free Coxeter multiarrangements, 数学小研究会＠つくば, 筑波大学, 2009 年 7 月 6 日.
Primitive derivations and Coxeter multiarrangements, RIMS 研究集会「表現論と組合せ論」, 北海道大学, 2009
年 8 月 27 日.
A generalized logarithmic module and Coxeter multiarrangements, 日本数学会秋季総合分科会, 大阪大学, 2009
年 9 月 27 日.
A generalized logarithmic module and Coxeter multiarrangements, 京都大学代数幾何セミナー, 京都大学, 2009
年 10 月 16 日.

117

榎本 直也 (Naoya ENOMOTO)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定助教（グローバル COE），京都大学理学博士（2009 年）
【研究テーマ】
量子群と Hecke 環の表現論
(有限次元) Lie 環や対称群（ワイル群）といった代数の表現論は，代数的な観点だけでなく，組合せ論や
幾何の立場からも詳細に研究されてきた．1980 年代に導入された量子群は，Lie 環の量子化として理解され，
1960 年代に導入された Hecke 環は，対称群の量子化として理解されている．現在では，こうした量子化さ
れた代数として様々なクラスが発見され，それらの表現論が精力的に研究され，単に表現論の枠組みの中で
だけではなく，直交多項式や可積分系，代数幾何などへの応用も徐々に明らかにされてきている．
他方，表現の係数体を正標数にしたり，代数のパラメータを特殊化したり，あるいは無限次元代数を考え
たりするような場合，既約表現の直和への分解が成り立たないこと（完全可約性の破れ）が頻繁に起きる．
このような表現論を捉える手法として，従来の代数的・組合せ論的・幾何的な手法に加え，最近では
「categorification」とよばれる圏論的手法が導入されており，多くの代数の表現論を捉えるための統一的な視
点を与えている．
【研究内容】
量子群と Hecke 環の表現論において，両者がお互いの表現論を統制している現象に着目して研究している．
より具体的には，affine Hecke 環と呼ばれる無限次元の代数の表現論を，affine 量子群の表現論を用いて記述
する Lascoux-Leclerc-Thibon-Ariki 理論とその一般化を対象としている．affine Hecke 環の表現論においては
完全可約性が崩れている．そこで表現の圏の Grothendieck 群に着目すると，そこには「categorification」の枠
組みを通して量子群の表現が定義され，柏原結晶基底や大域基底と呼ばれる種々の特別な基底を取ることが
できる．LLTA 理論は，こうした量子群の表現論由来の基底と，既約加群やその射影被覆といった Hecke 環
の表現論に付随する基底との変換行列を記述する枠組みである．このような枠組みが現在定式化されている
のは「A 型」と呼ばれる非常に限定された場合である．私の現在の研究は，B 型やさらに一般の affine Hecke
環においてこうした枠組みを与え，その組合せ論・幾何学的あるいは圏論的詳細を理解することである．
【平成２１年度の研究成果】
2006 年〜2008 年にかけての柏原正樹氏との一連の共同研究の中で，B 型affine Hecke 環における LLTA
型予想を定式化し，Grothendieck 群の構造を記述すると予想される結晶基底（対称結晶）を得た．本年は，
この対称結晶を，対合付き箙の幾何学的な表現論（表現のモジュライ空間の上の偏屈層の理論）から構成す
るという内容の論文を出版した．さらに引き続いて，この構成からLusztig 箙多様体を構成し，対称結晶の組
合せ論的記述を与えることなどについて研究を進めた．また，B 型affine Hecke 環の表現論との関係では，
有限次元B 型Hecke 環の表現論との関係やaffine Hecke 環の持つ種々対合との関係などを対称結晶の言葉で
理解するべく，現在研究を進めている．
他方，double affine Hecke 環の表現論において，多項式表現と呼ばれる特別な表現の組成重複度を，q-Schur
環と affine 量子群の LLTA 型定理を媒介にして，Fock 表現の大域基底の展開係数に帰着することで，explicit
に記述する論文を出版した．
【論文】
Naoya Enomoto, A Quiver Construction of symmetric crystals, Int. Math. Res. Notices, no.12 (2009), pp.2200-2247
Naoya Enomoto and Masaki Kashiwara, Symmetric Crystals and LLT-Ariki Type Conjectures for the Affine Hecke
Algebras of Type B, RIMS Kokyuroku Bessatsu, B8 (2008), pp.1-20
Naoya Enomoto and Masaki Kashiwara, Symmetric crystals for gl∞, Publ. RIMS, vol.44, no.3 (2008), pp.837-892
Naoya Enomoto and Masaki Kashiwara, Symmetric crystals and affine Hecke algebras of type B, Proc. Japan Acad.,
vol.82, no.8 (2006), pp.131-136
Naoya Enomoto, Classification of the irreducible representations of the affine Hecke algebra of type B2 with unequal
parameters, J. math. Kyoto. Univ., vol.46, no.2 (2006), pp.259–273
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Naoya Enomoto, A Quiver Construction of symmetric crystals, Int. Math. Res. Notices, no.12 (2009), pp.2200-2247
Naoya Enomoto, Composition Factors of Polynomial Representation of DAHA and q-Decomposition Numbers, Jour.
Math. Kyoto Univ., vol.49, no.3 (2009), pp.441-473
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【講演】
A Quiver Construction of Symmetric Crystals, 代 数 群 と 量 子 群 の 表 現 論 研 究 集 会 , 休 暇 村 南 紀 勝 浦 ,
2009.5.10-15
B 型 affine Hecke 環に対する Lascoux-Leclerc-Thibon-有木型予想と対称結晶の幾何学的構成について, 東京
RAQ セミナー連続講演会, 東大数理, 2009.6.15-19
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佐藤 隆夫 (Takao SATOH)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定助教（グローバル COE），東京大学博士 (数理科学) (2006 年)
【研究テーマ】
自由群の自己同型群，群のコホモロジー，Johnson 準同型
自由群の自己同型群は，曲面の写像類群や組み紐群の研究と関連して位相幾何学的な背景の下，1910 年代
頃から Dehn, Nielsen, Magnus らによって研究され始めた群である．古典的には，自由群の自己同型群自身を
対象とした，群の表示や群の表現などの研究が行われてきたが，近年では，曲面の写像類群の研究で発展し
た理論の類似物を構築する研究が盛んである．特に，1980 年代後半から始まった，Culler, Vogtmann, Hatcher
らによる Outer space の幾何を用いた有理自明係数ホモロジー群の計算や，森田茂之, Hain らによる Johnson
準同型を用いた IA-自己同型群の研究など，代数的，及び位相幾何学的に活発な研究がなされている．
【研究内容】
私は特に，IA-自己同型群と呼ばれる，自由群の自己同型群のある正規部分群の整係数ホモロジー群の構造
を解明することを中心に研究を行っている．IA-自己同型群とは，自由群のアーベル化に自明に作用するよう
な自己同型たちのなす群であり，自由群の自己同型群の群論的構造の豊かさや複雑さを数多く反映する．
一般に，自由群の自己同型群のねじれ係数ホモロジー群と，IA-自己同型群の整係数ホモロジー群とは表裏
一体の関係にある．特に，IA 自己同型群の整係数ホモロジー群を係数とするような，自由群の自己同型群の
ねじれ係数ホモロジー群の構造に興味があり，特にその非自明性，安定性などを代数的な立場から研究して
いる．
一方，IA-自己同型群の群論的構造を直接研究する手法として，Johnson 準同型にも興味を持っている．こ
れは，Johnson filtration と呼ばれる，IA-自己同型群のある中心列の次数商を考察するための道具であり，IA自己同型群の表示やホモロジー群の研究において重要な役割を果たす．特に，Johnson 準同型の全射性に関す
る障害について組み合わせ群論的立場から研究している．
【平成２０年度の研究成果】
自 由 群 の 自 己 同 型 群 の Johnson準 同 型 に 関 す る 研 究 に つ い て は ， IA-自 己 同 型 群 の 降 中 心 列 と Johnson
filtrationの違いについて，Burau表現を通して考えることでいくつかの結果が得られた．具体的には，これら
の違いは（もし存在するならば）Burau表現の核に含まれることを示し，特に次数が3の場合には，降中心列
とJohnson filtrationはBurau表現の像上で一致することが分かった．現在は，この手法を応用して，Burau表現
よりも多くの情報をもつGassner表現に対して同様の結果が得られないか研究中である．
一方，自由群の自己同型群のねじれ係数コホモロジー群の計算については，IA-自己同型群のアーベル化を
係数とする場合の，1 次元コホモロジー群を計算することができた．これには，Nielsen によって得られてい
る，自由群の自己同型群の表示を用いた．森田茂之及び，河澄響矢による最近の研究によって，この 1 次元
コホモロジー群には本質的に相異なる 2 つの非自明なコホモロジー類が存在することが知られていたが，今
回の結果により，この 2 つの元が 1 次元コホモロジー群を生成していることも分かった．さらに応用として，
第 1Johnson 準同型が，自由群の自己同型群全体に，ねじれ準同型として拡張しないことも分かった．
【平成２１年度の研究成果】
自由群の自己同型群のJohnson 準同型の研究を継続することで，いくつかの進展が得られた．まず，具体
的に組み合わせ群論的な計算を行うことにより，定義域をIA-自己同型群の降中心列に制限した場合の第4
Johnson 準同型の余核の，GL(n, Z) 加群としての構造を完全に決定することができた．
さらに，この結果と，これまでに得られている結果を合わせて観察することで，Johnson 準同型を IA-自己
同型群の降中心列に制限したものの余核は安定的に，自由リー代数の包絡代数をリー代数としてアーベル化
したものに一致するのではないかという予想を立て，実際にこれが正しいことを証明した．
また最近，Johnson 準同型の理論を応用することにより，自由群の自己同型群の Magnus 表現の核のアー
ベル化が有限生成でないことも示した．
【論文】
Takao Satoh, Twisted first homology groups of the automorphism group of a free group, Journal of Pure and Applied
Algebra, 204, 334-348, 2006.
Takao Satoh, The abelianizetion of the congruence IA-automorphism group of a free group, Mathematical
Proceedings Cambridge Philosophical Society, 142, 239-248, 2007.
Takao Satoh, New obstructions for the surjectivity of the Johnson homomorphism of the automorphism group of a
free group, Journal of the London Mathematical Society, (2) 74, 341-360, 2006.
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Takao Satoh, The cokernel of the Johnson homomorphisms of the automorphism group of a free metabelian group,
Transactions of American Mathematical Society, 361, 2085-2107, 2009.
Takao Satoh, On the image of the Burau representation of the IA-automorphism group of a free group, Journal of
Pure and Applied Algebra, 214, 584-595, 2010.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Takao Satoh, The cokernel of the Johnson homomorphisms of the automorphism group of a free metabelian group,
Transactions of American Mathematical Society, 361, 2085-2107, 2009
Takao Satoh, On the image of the Burau representation of the IA-automorphism group of a free group, Journal of
Pure and Applied Algebra, 214, 584-595, 2010.
Takao Satoh, A reduction of the target of the Johnson homomorphisms of the automorphism group of a free group, to
appear in Transactions of American Mathematical Society.
【未出版論文】
Takao Satoh; On the fourth Johnson homomorphism of the automorphism group of a free group
Takao Satoh; First cohomology groups of the automorphism group of a free group with coefficients in the
abelianization of the IA-automorphism group, arXiv:0901.0589
Takao Satoh; The Johnson filtration of the McCool stabilizer subgroup of the automorphism group of a free group.
Takao Satoh; On the lower central series of the IA-automorphism group of a free group.
Takao Satoh; The kernel of the Magnus representation of the automorphism group of a free group is not finitely
generated.
【講演】
On the Johnson homomorphisms of the automorphism group of a free metabelian group, JAMI conference 2008,
Johns Hopkins University, May 4, 2008 (International conference)
自由メタアーベル群の自己同型群の Johnson 準同型について,日本数学会秋の年会，東京工業大学，2008 年
9 月 24 日
On the fourth Johnson homomorphism of the automorphism group of a free group, 第35回変換群論シンポジウム，
岡山県立図書館多目的ホール，2008年11月12日
On the Johnson filtration of the automorphism group of a free group, Geometry and Analysis, Paris 7, December 21,
2009 (International conference)
On the Johnson filtration of the automorphism group of a free group, 研究集会「微分・代数トポロジーの現在と
未来」，かんぽの宿徳島, 2009 年 11 月 11 日.
自由群の自己同型群のねじれ係数コホモロジー群について, 日本数学会秋の年会，大阪大学豊中キャンパ
ス，2009 年 9 月 26 日.
自由群の自己同型群の Johnson 準同型について, 研究集会「群と力学系に関わる離散幾何学」，愛媛大学理
学部数学科, 2009 年 9 月 2 日.
自由群の自己同型群の Johnson 準同型について, 京都大学大学院理学研究科数学教室談話会，2009 年 5 月
27 日.
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塩沢 裕一 (Yuichi SHIOZAWA)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定助教（グローバル COE），東北大学博士(理学) (2007 年)
【研究テーマ】
分枝マルコフ過程の長時間挙動の解析
分枝過程とは，分裂によって増殖する粒子数の時間発展を記述した確率モデルである．特に，マルコフ過
程の法則に従って各粒子がランダムに空間移動するモデルを分枝マルコフ過程という．このモデルの基本的
な問題として，粒子数の増大度と粒子数密度の漸近挙動を調べることが挙げられる．これらを含めた分枝マ
ルコフ過程の基本的性質については，1960 年代に日本を中心として詳しく研究されている．現在でも分枝マ
ルコフ過程を始めとして，ランダム環境中の分枝過程および測度値分枝過程の性質について盛んに研究され
ている．
【研究内容】
分枝マルコフ過程の長時間漸近挙動の解析を行っている．分裂時刻の分布が粒子の経路に依存する，もし
くは分裂により生まれる粒子数の分布が分裂場所に依存するモデルについては，あるシュレディンガー型作
用素の固有値と固有関数とが，それぞれ粒子数の増大度と粒子数密度の漸近挙動とを特徴づけることを明ら
かにした．一方で，分裂時刻の分布がランダムな外的要因から影響を受ける，いわゆるランダム環境中の分
枝ブラウン運動については，粒子間の相関関係の強さによって粒子数の増大度および粒子数分布の漸近挙動
が劇的に変化することを明らかにした．
【平成２０年度の研究成果】
昨年度導入した，時空上のポアソンランダム測度により定まるランダム環境中の分枝ブラウン運動に関す
る研究を継続した．昨年度は，粒子間の相関関係が弱い場合は環境が非ランダムである場合と同様に粒子数
密度が拡散的であることを示した．本年度は，相関関係が強い場合は粒子数密度が拡散的ではなく局在化が
起きる，すなわち粒子たちが固まりをなすことを示した．
【論文】
Yuichi Shiozawa, Extinction of branching symmetric α-stable processes, J. Appl. Probab., 43 (4), 1077–1090, 2006
Zhen-Qing Chen and Yuichi Shiozawa, Limit theorems for branching Markov processes, J. Funct. Anal., 250 (2),
374–399, 2007
Yuichi Shiozawa, Exponential growth of the numbers of particles for branching symmetricα-stable processes, J.
Math. Soc. Japan, 60 (1), 75–116, 2008
【平成２０年度に出版されたか accept された論文】
Yuichi Shiozawa and Toshihiro Uemura, Stability of the Feller property for non-local operators under bounded
perturbations, to appear in Glasnik Matematički
【未出版論文】
Yuichi Shiozawa; Central limit theorem for branching Brownian motions in random environment
Yuichi Shiozawa; A note on localization for branching Brownian motions in random environment
【講演】
Central limit theorem for branching Brownian motions in random environment, 2nd International Conference on
Stochastic Analysis and Its Applications, Seoul National University, May 30, 2008 (International conference)
Stability of Feller property for non-local operators by bounded perturbations, Stochastic Analysis and Applications,
九州大学西新プラザ, 2008 年 9 月 9 日 (国際研究集会)
A note on localization for branching Brownian motions in random environment, 1st Monash-Ritsumeikan
Symposium on Probability and Related Fields, Monash University, December 12, 2008 (International conference)
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矢野 裕子 (Yuko YANO)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定助教（グローバル COE），お茶の水女子大学博士(理学)（2005 年）
【研究テーマ】
マルコフ過程の加法的汎関数に対する極限定理, レヴィ過程の処罰問題
マルコフ過程とは，ランダムな粒子の動きを数学的に表現する確率過程の中の重要なクラスであり，現在
で条件付けると未来が過去と独立になるという性質によって特徴付けられる．最も典型的な例はブラウン運
動であり，これはウィナーによる創始以来確率論における重要な研究対象である．また，ブラウン運動の拡
張クラスである拡散過程やレヴィ過程もまたマルコフ過程であり，様々なアプローチによってその性質が調
べられている．
加法的汎関数とは，時間の経過による増分がその間のマルコフ過程の情報のみによって決まる確率過程を
指す．例えばブラウン運動の正側滞在時間が挙げられ，この場合は明示的な分布密度公式がレヴィにより得
られている(逆正弦法則)．しかしその一般化，例えば拡散過程やレヴィ過程の正側滞在時間の定める分布は
一般に複雑で，漸近挙動や長時間極限定理の研究が重要な位置を占める．
また，加法的汎関数は測度の変換を定めることがギルサノフの公式として知られている．近年
Roynette-Vallois-Yor により展開されたブラウン処罰問題は，加法的汎関数による測度変換の極限でブラウン
運動と特異な測度を得る一般的な方法を与え，ブラウン運動の新しい側面を照らしだす画期的な研究である．
【研究内容】
マルコフ過程の重要なクラスが二つある．一つは拡散過程であり，それは連続な道を持つマルコフ過程を
指す．特に一次元拡散過程はフェラーの標準測度と尺度関数によって特徴付けられ，Krein 理論及び小谷-渡
辺の理論によってスペクトル測度との対応が与えられる．また，笠原の連続定理によって標準測度とスペク
トル測度の漸近挙動が対応する．もう一つはレヴィ過程であり，それは独立定常増分を持つマルコフ過程を
指し，一般に連続な道を持たない．レヴィ過程は，レヴィ-ヒンチン表現によりレヴィ測度によって特徴付け
られる．
拡散過程とレヴィ過程とは全く異なる性質を持つが，一方で共にマルコフ性を持つという類似点がある．
マルコフ過程の標本路を解析する方法として伊藤による周遊理論がある．周遊理論を用いると拡散過程とレ
ヴィ過程とを問わず統一的に扱うことができる場合がある．
近年は，Roynette-Vallois-Yor によるブラウン処罰問題の安定レヴィ過程への一般化の研究を進めている．
安定レヴィ過程のクラスはブラウン運動を含むが，ブラウン運動を含めて一般に論ずることが可能な部分と
そうでない部分がある．これらの類似点及び相違点を明確にすることは興味深く重要な問題である．
【平成２１年度の研究成果】
矢野孝次氏(神戸大) とMarc Yor 氏(Paris VI) との共同研究において，安定レヴィ過程の最大値過程による
処罰問題を考察し，この問題を部分的に解決した．その際，Azéma-Yor マルチンゲールに類似したある確率
過程を導入し，それがSilverstein の結果によってマルチンゲールとなることを示した．またこのマルチンゲー
ルによって定められる確率測度が，処罰問題の解となることを示した．
Chaumont によるレヴィ測度の h-変換測度を用いてあるシグマ有限測度を導入し，これが安定レヴィ過程
の最大値過程による処罰問題を支配することを見出した．このために安定レヴィ過程の最大値による経路分
解公式を証明した．(現在論文を執筆中.)
【論文】
Kouji Yano, Yuko Yano and Marc Yor, Penalising symmetric stable Lévy paths, J. Math. Soc. Japan, 61 (3), 757-798,
2009.
Etsuko Fujihara, Yumi Kawamura and Yuko Yano, Functional limit theorems for occupation times of Lamperti’s
stochastic processes in discrete time, J. Math. Kyoto Univ., 47, 429-440, 2007.
Yuko Yano, On the occupation time on the half line of pinned diffusion processes, Publ. RIMS Kyoto Univ., 42,
787-802, 2006.
Shinzo Watanabe, Kouji Yano and Yuko Yano, A density formula for the law of time spent on the positive side of
one-dimensional diffusion processes, J. Math. Kyoto Univ., 45, 781-806, 2005.
Yuji Kasahara and Yuko Yano, On a generalized arc-sine law for one-dimensional diffusion processes, Osaka J.
Math., 42, 1-10, 2005.
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【平成２１年度に出版されたか accept された論文】
Kouji Yano, Yuko Yano and Marc Yor, Penalisation of a stable Lévy process involving its one-sided supremum, to
appear in Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist.
Jirô Akahori, Yuri Imamura and Yuko Yano, On the pricing of options written on the last exit time, Methodol. Comput.
Appl. Probab., 11 (4), 661-668, 2009.
Kouji Yano, Yuko Yano and Marc Yor, Penalising symmetric stable Lévy paths, J. Math. Soc. Japan, 61 (3), 757-798,
2009.
Kouji Yano, Yuko Yano and Marc Yor, On the laws of first hitting times of points for onedimensional symmetric
stable Lévy processes, Séminaire de Probabilités XLII, Lecture Notes in Math., 1979, 187-227, Springer, Berlin, 2009.
【講演】
安定レヴィ過程の処罰問題に関連するシグマ有限測度について, 確率論シンポジウム, 愛媛大学, 2009 年
12 月 17 日.
安定レヴィ過程の処罰問題について(II), 統計数理研究所共同研究集会「無限分解可能過程に関連する諸問
題」, 統計数理研究所, 2009 年 11 月 21 日.
安定過程の最大値過程による処罰問題, 研究集会「マルコフ過程と確率解析」, 岡山大学, 2009 年 10 月 11
日.
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特定研究員（グローバル COE）
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一宮 尚志 (Takashi ICHINOMIYA)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定研究員（グローバル COE），京都大学理学博士 (1999 年)
【研究テーマ】
複雑ネットワーク上のダイナミクス
複雑ネットワークは 1999 年頃から研究が盛んとなったテーマである。食物連鎖網、インターネット、人
間関係など、我々の身の回りには多くのネットワークがあるが、このようなネットワークは規則的な構造を
持っていない。しかしながら、その中にもある程度の法則性があることが分かってきた。こういったネット
ワークの性質を調べ、その特徴を明らかにするのが複雑ネットワーク研究である。
上記の例からもわかるように、このようなネットワークはあらゆる領域に於いて見られ、結果その研究も
学際的なものとなっている。また、これらの研究は応用にも活かせるであろうと期待されている。例えば、
コンピュータウイルスが広がりにくいネットワーク構造を作る、神経細胞の繋がり方から脳の機能について
の知見を得る、といったものである。
結果、現在このテーマに関する研究は主に物理、数学の人間を中心として、工学、生物学、社会学等の多
くの研究者により非常に精力的に行われている。
【研究内容】
ネットワークの上に動的な素子が配置されている場合、これらの素子の性質やネットワークの構造によっ
てどのような振る舞いを示すかについて研究を行っている。具体的に研究を行った問題としては、例えば以
下のようなものがある。
• 素子として振動子を考えるとき、ネットワークの構造、及び素子間の相互作用によっては同期‐非同期
転移が起こる。ランダムネットワークと呼ばれるネットワークについてこの同期現象を平均場近似を用いて
解析、数値実験とよく合致する結果を得た。特に、スケールフリーと呼ばれる特徴を持つネットワークでは、
相互作用がどれほど弱くても同期転移を起こすという結果を得た。
• ネットワーク上での感染症のダイナミクスについての研究を行った。中でもコンタクトプロセスと呼ば
れるモデルに関して、感染が拡大するか否かの臨海値がネット
ワークの隣接行列の最大固有値に強
く依っていることを示した。
また、複雑ネットワークからは少々ずれるが、結晶中の欠陥の挙動に関する数理モデルの構築と研究といっ
た問題も研究を行っている。
【平成２０年度の研究成果】
本年度は主に3年前よりはじめた結晶中の欠陥の挙動に関する研究を研究して行った。昨年度までの分子動
力学シミュレーションによる研究をまとめ、論文として出版した。また、特にcrowdionと呼ばれる結晶欠陥
の集合体が、単体の結晶欠陥よりも激しい運動を見せるという実験事実に対して、discrete sine-Gordon方程式
（Frenkel-Kontorovaモデルなどとも呼ばれる）を用いたモデル化を試みた。数値計算の結果は実験を定性的
に説明可能であった。現在その理論的解析を継続中である。
また、複雑ネットワーク上の感染症ダイナミクスに関して、昨年より引き続き研究を行っている。
【平成２１年度の研究成果】
本年度は主に4 年前よりはじめた結晶中の欠陥の挙動に関する研究を研究して行った。昨年度までの分子
動力学シミュレーションによる研究をまとめ、論文として出版した。また、特にcrowdion と呼ばれる結晶欠
陥の集合体が、単体の結晶欠陥よりも激しい運動を見せるという実験事実に対して、discrete sine-Gordon 方
程式（Frenkel-Kontorova モデルなどとも呼ばれる）を用いたモデル化と、その理論的解析を行い、その結果
を日本物理学会秋の大会において発表した。
また、複雑ネットワーク上の感染症ダイナミクスに関して、昨年より引き続き研究を行っている。
【論文】
Takashi Ichinomiya, Frequency synchronization in a random oscillator network, Physical Review E, 70, 026116-1 026116-5, 2004.
Takashi Ichinomiya, Path-integral approach to dynamics in a sparse random network, Physical Review E, 72,
016109-1 - 016109-9, 2005.
Takashi Ichinomiya, Power-law distribution in Japanese racetrack betting, Physica A, 368, 207-213, 2006.
Takashi Ichinomiya, Blas P. Uberuaga, Kurt. E. Sickafus, Yasumasa Nishiura, Mitsuhiro Itakura, Ying Chen, Yasunori
Kaneta, Motoyasu Kinoshita Y. Kaneta, Temperature accelerated dynamics study of migration process of oxygen defects
in UO2, Journal of Nuclear Materials, 384 (3), 315-321, 2009.
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【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Takashi Ichinomiya, Blas P. Uberuaga, Kurt. E. Sickafus, Yasumasa Nishiura, Mitsuhiro Itakura, Ying Chen, Yasunori
Kaneta, Motoyasu Kinoshita Y. Kaneta, Temperature accelerated dynamics study of migration process of oxygen defects
in UO2, Journal of Nuclear Materials, 384 (3), 315-321, 2009.
【講演】
“新クロスオーバー研究(NXO):その 7	
  UO2 金属格子欠陥存在下の酸素原子の動力学シミュレーション”,
日本原子力学会 2008 年秋の大会、高知工科大学, 2008 年 9 月 5 日
“拡張された Frenkel-Kontorova モデルのダイナミクス”, 日本物理学会第 64 回年次大会, 立教大, 2009 年 3
月 28 日
“結合された離散 sine-Gordon モデルにおけるキンクのダイナミクス”, 日本物理学会２００９年秋季大会,
熊本大学, 2009 年９月 28 日
“複雑ネットワークの構造とダイナミクス”, 京都大学数学教室談話会, 京都大学, 2009 年 6 月 10 日
“経路積分を用いた複雑ネットワーク上の同期現象の解析”, 第１２回情報論的学習理論ワークショップ,
九州大学百年講堂, 2009 年 10 月 21 日
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内田 幸寛 (Yukihiro UCHIDA)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定研究員（グローバル COE），名古屋大学博士 (数理学) (2008 年)
【研究テーマ】
代数多様体の有理点の研究
不定方程式は古くから数論の重要な研究テーマの一つであるが，20 世紀以降，代数幾何学の発展により，
不定方程式が定める代数多様体を考え，その整数点・有理点を研究する手法が有効となり，数多くの成果を
上げている．例えば，楕円曲線，あるいはより一般にアーベル多様体の有理点がなす群が有限生成であると
いう，モーデル・ヴェイユの定理や，種数 2 以上の代数曲線の有理点は有限個であるというファルティング
スの定理がある．これらの定理の証明では有理点の大きさを測る高さ関数が用いられ，その詳細な研究が重
要である．高さ関数は，整数環上の多様体にアルキメデス素点の寄与を含めて考えるアラケロフ幾何とも関
係し，様々な研究がなされている．
【研究内容】
代数曲線やアーベル多様体の有理点の構造は，抽象的には知られている．具体的な多様体に対して有理点
を計算することについては，一般的なアルゴリズムは知られていないものの，特殊な場合について計算が可
能な場合が増えてきている．そこで，代数多様体，特に代数曲線やその Jacobi 多様体について，多様体の有
理点を実際に計算する際に役立てることを目的とし，その上で明示的に定義された高さ関数の詳細な性質や，
Jacobi 多様体の加法公式などを研究している．
【平成２０年度の研究成果】
ヤコビ多様体の位数有限の点を検出する多項式である等分多項式について研究し，特に，等分多項式を超
楕円 関数で表したときの係数がどのような環に含まれるか，という問題について研究を行った．そのため
に，等分多項式の行列式表示や漸化式について研究を行った．
等分多項式の行列式表示については，すでに岩手大学の大西良博氏が得ているフロベニウス・スティッケ
ルベルガー型の公式を用いることで，等分多項式を行列式の商で表すことができた．これと一般のネーター
環に対するグレブナー基底の理論を用いることで，等分多項式の係数は，もとの超楕円曲線の係数が有理数
体上生成する環をある元で局所化した環に含まれることが証明できる．
等分多項式の満たす漸化式については，楕円曲線の場合に成り立つ漸化式を，一般の種数に対して拡張す
ることができた．この漸化式を用いても等分多項式の係数に関する情報が得られると考えられる．また，等
分多項式の値の計算にも役立つと考えられる．
【論文】
Yukihiro Uchida, On the difference between the ordinary height and the canonical height on elliptic curves, Proc.
Japan Acad. Ser. A Math. Sci., 82 (3), 56-60, 2006
Yukihiro Uchida, The difference between the ordinary height and the canonical height on elliptic curves, J. Number
Theory, 128 (2), 263-279, 2008
【講演】
超楕円 Jacobi 多様体の等分多項式と標準局所高さ, 第 7 回広島整数論集会, 広島大学, 2008 年 7 月 25 日
超楕円 Jacobi 多様体の等分多項式について, 第 2 回ゼータ研究集会, 名古屋大学, 2009 年 2 月 21 日
Division polynomials of hyperelliptic Jacobians, 第 5 回数学若手総合研究集会, 北海道大学, 2009 年 3 月 5 日
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福島 竜輝 (Ryoki FUKUSHIMA)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定研究員（グローバル COE），京都大学理学博士 (2008 年)
【研究テーマ】
不規則媒質中の拡散過程
現実世界に存在する媒質は、結晶のように規則的に見えるものでも多少なりとも欠陥などの偶発的な不均
質性を含んでいることが多い。ところが Anderson (1958)が指摘したように、拡散現象は僅かな不均質性から
も大きな影響を受けることがある。そこでランダム媒質の影響によって拡散過程、或いはその分布としての
熱方程式の解の挙動がどのように変化するかを明らかにすることが重要になる。
このような動機から不規則な媒質中での拡散過程の挙動について 1980 年代末ごろから数学的な研究が活
発に行われ、離散空間で各点に独立な高さのポテンシャルを与えるという特殊な媒質に対してはかなり理解
が進んできたが、一般の媒質に対しては満足な理解には程遠い状態である。
【研究内容】
上記のテーマのより一般的な媒質における理解を深めるため、連続空間においてランダムに障害物を配置
した媒質の中で Brown 運動する粒子の挙動を研究している。この種のモデルとしては、これまで Poisson 配
置と呼ばれる離散空間における各点で独立なポテンシャルを持つ媒質の極限として実現される配置が専ら研
究の対象とされてきた。しかし媒質の性質と拡散過程の挙動を結びつけるためには、これとは本質的に異な
る対象も研究し、比較することが必要である。その最初の例として、連続空間において格子点の位置を独立
に摂動したモデルを提唱し、拡散過程の分配関数にあたる量の解析に成功した。その後、上木直昌氏と共同
で配置される障害物の一般化について研究し、Poisson 配置の場合と本質的に異なる現象を発見した。現在は
更に別の配置に対する研究や、これまでの成果の中から一般的に定式化できる部分を探る研究を行っている。
【平成２０年度の研究成果】
昨年解析に成功した格子点の位置を摂動したモデルについて、論文をまとめて学術誌に投稿し、出版に至っ
た。また同じモデルについて、上木直昌氏と共同でより一般のポテンシャルを配置した場合に一般化する研
究を行った。具体的には前年の研究では障害物が台コンパクトなポテンシャルで与えられていたのに対し、
多項式程度で減衰するポテンシャルを対象として研究を行った。このとき、減衰の速さに応じて分配関数の
挙動にクロスオーバーがあることは Poisson 配置の場合と同様であったが、減衰が速い相においては Poisson
配置の場合には見られなかった減衰オーダーへの依存性が現れるなど、興味深い現象が見られた。
更にこの共同研究を通じて、ランダム作用素のスペクトルの研究で培われた理論の中には対応する拡散過
程の研究にも役立つものがあることを見出し、特にこれまで個別に扱われてきた「媒質について平均を取っ
た分配関数」と「媒質を固定した分配関数」の漸近挙動の間に、かなり一般的な設定の下で普遍的な関係が
あることを発見した。この研究は条件の一般化などの方向で現在も継続中である。
【論文】
Ryoki Fukushima, Asymptotics for the Wiener Sausage among Poissonian Obstacles, J. Stat. Phys., 133 (4), 639-657,
2008
Ryoki Fukushima, Replica overlap and covering time for the Wiener sausages among Poissonian obstacles, J. Math.
Kyoto Univ., 48 (2), 455-470, 2008
Ryoki Fukusima, Brownian survival and Lifshitz tail in perturbed lattice disorder, J. Funct. Anal., 256 (9), 2867-2893,
2009
【平成２０年度に出版されたか accept された論文】
Ryoki Fukushima, Asymptotics for the Wiener Sausage among Poissonian Obstacles, J. Stat. Phys., 133 (4), 639-657,
2008
Ryoki Fukushima, Replica overlap and covering time for the Wiener sausages among Poissonian obstacles, J. Math.
Kyoto Univ., 48 (2), 455-470, 2008
Ryoki Fukusima, Brownian survival and Lifshitz tail in perturbed lattice disorder, J. Funct. Anal., 256 (9), 2867-2893,
2009
【未出版論文】
Ryoki Fukushima, Naomasa Ueki; Classical and quantum behavior of the integrated density of states for a randomly
perturbed lattice, Kyoto University Preprint Series, Kyoto-Math 2009-10
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Ryoki Fukushima, Atsushi Tanida, Kouji Yano; Non-Markov property of certain eigenvalue processes analogous to
Dyson’s model, to appear in Proceedings of the 1st MSJ-SI, “Probabilistic Approach to Geometry”
【講演】
Brownian survival among perturbed lattice traps (Contributed talk), MSJ-SI ”Probabilistic Approach to Geometry”,
Kyoto University, July 28–August 8, 2008 (International conference)
Brownian survival and Lifshitz tail in perturbed lattice disorder, Random Processes and Systems, Kyoto University,
Feburuary 16–19, 2009 (International conference)
Asymptotic behavior of the integrated density of states in a randomly perturbed lattice II: precise asymptotics and
related problems on the intermittency, ランダム作用素のスペクトルと関連する話題, 京都大学, November 26–28,
2008
【受賞歴(等)】	
 
日本数学会賞建部賢弘賞特別賞 (2009 年度)
第 26 回井上研究奨励賞 (2009 年度)
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森井 慶 (Kei MORII)
理学研究科 数学・数理解析専攻，特定研究員（グローバル COE），東北大学理学博士 (2008 年)
【研究テーマ】
Brézis-Gallouet-Wainger 型不等式の最良定数
Brézis-Gallouet-Wainger 型の不等式は Sobolev の埋蔵定理の臨界ケースを記述するものである. その最良
定数に関する研究はほとんどされていない. その高次 Sobolev ノルムを Hölder 半ノルムに置き換えた同様の
不等式で, ユークリッド空間内の二次元有界領域に対する研究が Ibrahim-Majdoub-Masmoudi (2007) により研
究された. ここで, 領域が有界であるという仮定は本質的であり, 領域をユークリッド全空間とすれば同じ
形の不等式はいかなる定数に対しても成立し得ない. 彼らは不等式が成り立つ為の単対数項の最良定数を決
定しているが, 二重対数項のそれは完全には求められていない. 彼らは同不等式の応用として, 二次元での
Brézis-Gallouet-Wainger 型の不等式から Strichartz 型のフーリエ制限定理を経由して非線型波動方程式の初期
値問題の解に対する評価を得ているが, ここで次元 n が 2 でない限り, n-Laplacian が非線型作用素である為,
一般次元でのそのような評価を得る事は更に困難である.
【研究内容】
まず, Ibrahim-Majdoub-Masmoudi (2007) の結果を一般次元に拡張し, なおかつ単対数項のみならず二重対
数項の最良定数を決定し, Brézis-Gallouet-Wainger 型の不等式が成り立つ為の必要十分条件を完全決定する.
有界領域に対する不等式の研究においては, ある最小化問題を定式化し, 最小化函数が球対称となる事を利
用して本質的に動径１変数の問題に帰着させ, 最小化函数の定性的性質からその形を決定し, それが陽函数
で具体的に表示できる事が本質的に重要な役割を果たした. また, 領域がユークリッド全空間ないし一般の
非有界領域に対する同様な形の不等式をも考察する. 更に, 扱う函数空間をより一般化し, 元来の
Brézis-Gallouet-Wainger 不等式により近い状況で, その最良定数が先に得られたものと一致する事を示す.
【平成２０年度の研究成果】
(佐藤得志氏・和田出秀光氏・澤野嘉宏氏との共同研究) 前述の一般次元における有界領域に対する不等式、
及び高階 Sobolev 空間(整数階微分のみ)での元来の Brézis-Gallouet-Wainger 型不等式を研究し, 結果をそれぞ
れ投稿中である. 更に, 扱う函数空間を Besov 空間や Triebel-Lizorkin 空間へと一般化する拡張が進行中であり,
肯定的に解決する見込みである. 即ち, この拡張でもその最良定数が先に得られたものと一致する. この拡
張から特に, 非整数階微分での Sobolev 空間に対する不等式に関する結果も得られる.
(単独研究) また, 定数係数分散型偏微分方程式の初期値問題に対する平滑化効果に関する論文が出版され
た. 斉次方程式の初期値問題において低階項のある場合を含めて統合的に扱い, 低階項の挙動に関する仮定
を追加して時間大域的かつ空間局所的な平滑化効果を得た. 即ち低階項が主部に吸収される為の一つの十分
条件を与えている.
【平成２１年度の研究成果】
(佐藤得志氏・澤野嘉宏氏・和田出秀光氏との共同研究) 前述の一般次元における有界領域に対する不等式、
及び高階 Sobolev 空間(整数階微分のみ) での元来の Brézis-Gallouet-Wainger 型不等式を研究し, 結果をそれ
ぞれ投稿済みであるが, 更に, 扱う函数空間を Besov 空間や Triebel-Lizorkin 空間へと一般化する拡張も得ら
れ, 投稿中である. これは前 2 件の論文の大幅な拡張であり, 不等式が成り立つ為の必要十分条件をほぼ完
全に決定できた.
また, 斉次対数函数の微分に関するある陽な公式を導出・証明した(投稿準備中). その函数の, ある特定の
規則で定められた Sobolev ノルムを具体的に記述する事が可能となり, 	
  元来の Brézis-Gallouet-Wainger 不
等式により近い不等式の最良定数の一組の下界を与える事ができる.
(澤野嘉宏氏との共同研究) 二進分解を用いたある交換子評価の、Morrey 空間上での有界性に関する結果
を得た(投稿準備中).
【論文】
森井慶, 定数係数分散型擬微分方程式に対する時間大域的平滑化評価, 数理解析研究所講究録, 1491, 36-45,
2006
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
K. Morii, Time-global smoothing estimates for a class of dispersive equations with constant coefficients, Ark. Mat.
46(2), 363–375, 2008
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【未出版論文】
K. Morii, Brézis-Wainger type inequalities in the Hölder spaces with double logarithmic terms and their sharp
constants, 数理解析研究所講究録別冊, submitted.
K. Morii, T. Sato and H. Wadade, Brézis-Gallouet-Wainger type inequality with a double logarithmic term in the
Hölder space: its sharp constants and extremal functions, submitted.
K. Morii, T. Sato and H. Wadade, Brézis-Gallouet-Wainger inequality with a double logarithmic term on a bounded
domain and its sharp constants, submitted.
K. Morii, T. Sato, Y. Sawano and H. Wadade, Sharp constants of Brézis-Gallouët-Wainger type inequalities with a
double logarithmic term on bounded domains in Besov and Triebel-Lizorkin spaces, submitted.
K. Morii, T. Sato and Y. Sawano, Certain equalities on derivatives of radial homogeneous and logarithmic functions,
in preparation.
【講演】
Brézis-Gallouet-Wainger inequality with a double logarithmic term on a bounded domain and its sharp constants, 実
解析学シンポジウム 2008, 山口大学, November 8, 2008
Brézis-Gallouet-Wainger inequality with a double logarithmic term and its sharp constants, 京都大学, January 26,
2009
Sharp constants of Brézis-Gallouët-Wainger type inequalities with a double logarithmic term on bounded domains in
Besov and Triebel-Lizorkin spaces, HARMONIC ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS AT POHANG 2009 (国際研
究集会), Pohang University of Science and Technology (浦項工科大学), 2009 年 11 月 27 日
有界領域上の Besov norm 及び Triebel-Lizorkin norm を用いた 2 重対数項を含む Brézis-Gallouët-Wainger 型
不等式の最良定数について, 実解析学シンポジウム 2009, 城西大学, 2009 年 10 月 24 日
有界領域上の Besov norm 及び Triebel-Lizorkin norm を用いた 2 重対数項を含む Brézis-Gallouët-Wainger 型
不等式の最良定数について日本数学会 2009 年度秋季総合分科会, 大阪大学, 2009 年 9 月 24 日
Brézis-Gallouet-Wainger inequality with a double logarithmic term and its sharp constants, 京都大学, 2009 年 1 月
26 日
【受賞歴(等)】	
 
東北大学 川井賞 (2005 年)
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Antoine GOURNAY
理学研究科数学・数理解析専攻，特定研究員（グローバル COE），Université Paris-sud 11 PhD（2008 年）
【研究テーマ】
Approximation theorems for pseudo-holomorphic maps, mean dimension and related invariants.
The approximation theorems mentioned above is a problem of differential geometry. It consists in approximating
maps a priori defined on a domain D by maps with a larger domain of definition D′ ⊃ D. Mean dimension is a
topological dynamical invariant. It can be seen as a alteration of entropy and has been shown useful to characterise
some dynamical systems.
【研究内容】
The possibility of approximating on any compact subset of a disc a pseudo-holomorphic map defined on a disc by
pseudo-holomorphic maps defined on a sphere. Among the possible applications lies Lefschetz fibrations on symplectic
manifolds. These can be seen as pseudo-holomorphic maps from CP1 to the (compactified) moduli space of genus g
surfaces. The main idea is, starting with a fibration only defined on a compact K ⊂ CP1 we first extend it in a
non-holomorphic manner to CP1 and then use repeated surgeries by fibrations that are known to be holomorphic in
order to obtain an almost holomorphic one. Then using deformations this can be made into a honest holomorphic map.
Mean dimension has been introduced by E.Lindenstrauss and B.Weiss (in a topological fashion) and M.Gromov (in a
metric fashion). The definition can be modified to obtain other quantities which are often no longer topological
invariants, but some crude Hölder covariants or more refined linear invariants. In particular, this yields a promising way
of extending the von Neumann dimension to non-hilbertian cases.
【平成２０年度の研究成果】
I have made progress towards the obtention of a Runge theorem; there are still steps to be overcome but the main part
of the deformation and the construction of the approximate map are done. I have also managed to use an obstruction
(the modified versions of mean dimension ehich is a linear invariant) to show that there can be no injective
linearΓ-invariant map of finite type from  p ( Γ;V ) to  p ( Γ;V ʹ′) if dim V′ < dim V < ∞. This is an answer to a
question of Gromov; there are of course still a bit of work to prove that this obstruction has the full properties of a
dimension.

€
€
【未出版論文】
Gournay, Interpolation in pseudo-holomorphic cylinders.
Gournay, A metric approach to von Neumann dimension.
Gournay, On a Hölder covariant version of mean dimension.
【講演】
Interpolation in pseudo-holomorphic cylinders, Kyoto University GCEO Geometry seminar, October 31, 2008
A dynamical approach to von Neumann dimension, Kyoto University differential geometry seminar, January 27,
2009
Mean dimension and the space of pseudo-holomorphic maps, Université Paris-Sud.
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高橋 博樹 (Takahasi Hiroki)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定研究員（グローバル COE）・研究員（グローバル COE），2006 年学位
取得
【研究テーマ】
大域解析学（力学系理論）
力学系理論は, 常微分方程式や差分方程式など, 運動の時間発展を記述する方程式の解の振舞いを定性的
に調べることを目標にする. こういった方程式で記述される現象や問題は自然科学や工学から社会科学にい
たるまで多岐にわたり, そのような方程式の解の振舞いを詳しく調べることは, それらの方程式が記述する
元の問題をよく理解し, さらに将来に起こることを予測したり制御したりすることにつながる. その意味で,
力学系理論の研究は数学的にもまた応用の面からも重要なテーマである.
【研究内容】
力学系の研究には様々な手法があるが, 私は主に微分位相幾何学的及び測度論的手法を用いている. 力学
系のパラメーターを連続に変化させていったときに起こる定性的な様子の不連続な変化, 即ち分岐の問題と,
それに伴う``カオス''と呼ばれる振舞いについて興味を持って研究している.
【平成２０−２１年度の研究成果】
力学系を調べるとき, まず最初にその平衡点, 周期軌道, アトラクターなどの不変集合に注目することは
自然である. 数値計算でしばしば確認されるように, 力学系の相空間の次元が高い場合でも, 不変集合それ
自身は１次元に近い構造を持っていることが多い. 従って, 区間や円周などの１次元空間上で定義された写
像の反復合成による力学系の性質を調べることは,カオス現象の統一的理解に欠かせないものである.
論文 [1] [2] では,時間について周期的な外力を受ける常微分方程式と関連して現れる円周上の写像の力学
系を考察し, 外力の振動数に対応するパラメーターが無限大に発散する極限においては, 絶対連続不変測度
が存在するパラメーターの集合の Lebesgue 測度が全測度に収束することを証明した.
【未出版論文】
[1] Nonuniformly expanding circle maps in periodically perturbed dissipative double homoclinic loops
[2] Asymptotic likelihood of chaos for families of circle maps
【講演】
Zero density of attractors at homoclinic tangencies inside horseshoes, 双曲性を越えた力学系理論の新展開, 数理
解析研究所, 口頭発表, 2008 年 10 月 （招待講演）
強制振動のホモクリニックタングルと非一様双曲性, 冬の力学系研究集会, 軽井沢, 口頭発表, 2009 年 1 月
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伊藤 公毅 (Ko-Ki ITO)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），京都大学博士(理学) (2006 年)
【研究テーマ】
特殊函数論幾何学,Euler 型積分, twisted (co)homology
Euler 型積分表示をもつ特殊函数は、(その名に冠する「Euler」が示す如く)古くから親しまれている。例え
ば、ベータ函数、ガンマ函数、ガウスの超幾何函数等である。これ等は、純粋な数学的対象としても魅力的
ではあるが、寧ろ応用面、つまり、数理現象に現れる微分方程式の解として重宝されてきた。この重要な対
象に、今一度純粋数学の立場から理解を深めよう、というのが「特殊函数論」である。代表的なアプローチ
には、
（純粋数学としての）数理物理、表現論、幾何学が挙げられる。特に幾何学からのアプローチを「特殊
函数論幾何学」と称することにする。Euler 型積分は、この「幾何学的」文脈に於いてはコホモロジーとホモ
ロジーのペアリング（周期）として理解される。この観点は、発散する Euler 型広義積分の有限部分を自然
に記述しており、その結果、超幾何函数の「適切な」拡張への道を拓いた。
（青本・Gelfand、1970 年代）	
  こ
れは、
（実り多い）多変数特殊函数を提供する（殆ど唯一の）処方箋であるから、極めて重要である。一方で、
これ等特殊函数の諸相（函数等式 etc.）を完全に（コ）ホモロジーで記述するには至っていない。特に「イ
ンフラ整備」は発展途上と云ってもよい。この意味で、
「特殊函数論幾何学」は緒に就いたばかりだが、高度
成長を目前にひかえる「活きのよい」数学である。
【研究内容】
確定特異点型微分方程式の場合は、Riemann-Hilbert 対応（微分方程式と、その解の多価性から導かれる基
本群の表現との対応）が示唆するように、基本群の表現で支配されている。とはいうものの、微分方程式に
は（巨大な）ゲージ群が作用しており、この作用で同一視してはじめて、方程式と基本群の表現は等価とな
る。この事情により、微分方程式の含むパラメータの変換（がゲージ変換に由来する場合に）は、夫々の解
の間に非自明な函数等式を惹き起こす。
不確定特異点の場合はより深刻である。通常の意味での基本群の表現(位相幾何学的データ)では捉えきれ
ず、特異点に於ける解析的挙動(増大度のデータ)が必要となる。例えば、不確定特異点特有の現象であるス
トークス現象等というものは、謂わば、
「位相幾何学的データと解析的データの中間」に位置するものである。
この方向の研究は、諸所で研究進行中であるが決定打がないのが現状である。
これら確定と不確定を結ぶ過程が「合流」といわれるもので、古典のころから親しまれているものである。
にも拘わらず、「幾何学的」記述には至っていない。
本研究は、不確定特異点、合流過程について「幾何学的」理解を深めようというものである。具体的には、
第 1 ステップとして、I.「基本群(の表現)」を(解析的データや「ゲージ選択」のデータを取り込めるように)
拡張し、II. 然るべき(特異)ホモロジーを構成し、具体例で計算する。第 2 ステップとして、III. II.の双対とな
るべきド・ラーム理論を構成する。第 3 ステップとして、IV. これらのファミリー版を構成し、その結果と
して合流過程を理解する。
【平成２０年度の研究成果】
「基本群の表現」の拡張について取り組んだ。具体的に述べる。先ず、
「基本群の表現」を「基本亜群から
の函手」とみる立場をとる。(その他に、「基本群の表現」を局所定数層とみる立場もある。この立場は種々
の扱いを組織的に行うのに優れている。但し、
「位相」乃至 site、topos の構造を入れておく必要がある。現段
階では、そこまでの構造の整備を込めた拡張が出来ていないので、やや弱い構造であるが「基本亜群からの
函手」の立場をとる。)特異点に至る道の空間に、増大度による同値関係をいれて割った空間を考える。この
空間の点を、基本亜群の object に付け足した、より大きい圏を導入した。この付加された object に対しては、
それと「増大度が一致するような道を合成する」という操作を射として付け加える。この定式化により、か
なり広い範囲のクラスの積分路に対し「仮想的」正則化なるものが定義され、発散広義積分の有限部分が記
述されることが期待できる。
【論文】
Ko-Ki Ito, An Infinitesimal Deformation of the Local System and the Beta Function, J. Math. Kyoto Univ., 47 (2),
417-428, 2007
【未出版論文】
Ko-Ki Ito, Twisted Poincare Lemma and Twisted Cech-de Rham Isomorphism in case of Projective Line
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【講演】
twisted Poincare lemma と twisted-Cech-de Rham 同型及びその応用, 超平面配置のさまざまな側面, 神戸大
学, 2009 年 2 月
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岩成 勇 (Isamu IWANARI)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），京都大学博士 (理学) (2007 年)
【研究テーマ】
代数幾何学、代数スタック上の安定性理論、高次圏上の代数幾何学
代数幾何学において, 安定性は一つの重要なキーワードである. おもにモジュライの問題に現れるが,
もっと根源的には高次コホモロジーのデータが本質的に現れる問題において高次コホモロジーデータをつぶ
して無理に集合論的な扱いを行おうする時（例えばモジュライに集合論的幾何構造をいれようとするときオ
イラー標数は一定であることとの整合性がこわれる）に起きる現象である. 技術的な概念とみることもでき
るし, 小林ヒッチン対応のような深い現象に見られるように深い概念とも思える.
【研究内容】
代数幾何の様々な場面に現れ重要な問題となる安定性をスタックの観点から内在的に研究し新しい手法を
構築している. 具体的には, 代数スタック上の点の安定性や半安定性の理論を構築する研究をすすめている.
また、モジュライ空間上の問題や種々の代数幾何の問題へ適用することを目指している. 一般の代数スタッ
ク(以下, 代数スタックとは Artin スタックを意味するとする)は, 疎モジュライ空間を持たない. この問題は,
代数幾何において様々に表れる安定性の問題と深く関係する. すなわち, モジュライの問題が与えられた時,
そこにしばしば現れる安定性の問題のそのもっとも本質的な部分は, そのモジュライ代数スタックが疎モ
ジュライ空間持つかという問題に等しい. (次に重要な部分としてその空間の分離性や有限性がある.) 代数ス
タック X が与えられたとき, その疎モジュライが存在するかどうかはそのスタックがどのように構成された
かとか何のモジュライになっているとかといった情報ではなく, そのスタック X の内在的な幾何構造によっ
ている. そこで, 一般の代数スタックとその上の点に対して, その局所構造あるいは局所データを用いて点
の安定性あるいは半安定性なる概念を導入し, 安定点あるいは半安定点たちのなす開部分スタック X ∫ が疎モ
ジュライ空間を持つことを示すというアプローチで研究をすすめている.
【平成２０年度の研究成果】
€
一般の代数 Artin スタックに安定性を導入し、Keel 氏と森重文氏の Deligne-Mumford スタックの疎モジュラ
イの存在定理の Artin スタックへの一般化を与えた. また幾何学的不変式論の場合は Mumford の安定性とあ
る意味一致することを示した. また, いくつかの応用をあたえた.半安定性については、研究を継続中である.
【論文】
Isamu Iwanari, Deformation theory of rigid-analytic spaces, J. Math. Kyoto Univ. 47 691–715, 2007
Isamu Iwanari, The category of toric stacks, Compositio Mathematica, to appear.
Isamu Iwanari and Atsushi Moriwaki, Dominant rational maps in the category of log schemes, Tohoku Mathematical
Journal 59 481–525, 2007.
【未出版論文】
Isamu Iwanari; Stable points on algebraic stacks, (40p)
Isamu Iwanari; Local quotient stacks and blowing ups (15p)
【講演】
Stable points on stacks, Kinosaki Algebraic Geometry Symposium 2008
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大橋 久範 (Hisanori OHASHI)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），京都大学理学博士（2009 年）
【研究テーマ】
代数幾何学、代数曲面の自己同型
自己同型群は代数多様体の基本的で重要な不変量であると同時に、しばしば代数多様体の性質の良さ、面
白さと言った定義しにくい側面を測る目安としても用いられる。直観的には、定義方程式の対称性が高いほ
ど、現れた多様体がいろいろな性質を持ち得るし、他の対象とも相性が良くなるということである。自己同
型群の観点から見た場合、K3 曲面や Enriques 曲面というのは非常に面白い。まず、自己同型群が有限とは
限らない離散群になり得る。これは代数曲線では起こり得ない現象である。次に、これらの曲面に対する周
期写像や Torelli 型定理と相性が良く、これを通じて曲面の自己同型群が様々な格子の直交群として実現でき
る。ここから、自己同型群とモジュライ空間上の保型形式の相補的な関係や、これらがある 24 次元の空間
上に定義された非常に特別な対象である Conway 群、Leech 格子、Borcherds 積と対応して非常に美しい記述
を持つ可能性があるということが知られる。この現象は多くの数学者により関心を持たれ、研究されている。
【研究内容】
上記の現象の発端は向井による K3 曲面の有限シンプレクティック自己同型群と Mathieu 群の極大部分群
の対応定理である。これを原型に、別種の自己同型を考えたり、Enriques 曲面や有理曲面等の別の多様体を
考えたりして新しい対応や分類理論を作ることは自然で興味のある問題である。K3 曲面の自己同型分類の新
しい例として、Enriques involution、即ちそれで割って Enriques 曲面が得られるような対合について格子理論
に基づいた総合的な研究を行った。特に、積型 Kummer 曲面、Jacobian Kummer 曲面の場合にその上の
Enriques involution を共役を法として全て分類することを行った。共役類は割って得られる Enriques 曲面の
同型類に対応するという意味でこの分類は自然だと考えている。この分類から得られる、Jacobian Kummer 曲
面の HW 対合は、金銅による Aut (X)の計算における Weber hexad に関する鏡映の役割を果たしていて、より
良い生成系を得る上でも役立っている。
【平成２１年度の研究成果】
Dolgachev と Keum により（自己同型の分類の過程で）発見された標数 11 の超特異 K3 曲面は、自然な楕
円ファイブレーション構造を持つ。この楕円 K3 曲面の Mordell-Weil 格子をいろいろな観点から調べた。こ
の格子の数値不変量による特徴付けと実現を与え、binary Golay code との関係を用いてこの格子の接吻数を
計算した。これは幾何的には関数体上の楕円曲線と見たときの整点の個数に対応する。また Mordell-Weil 格
子の直交群の生成系を明示的に構成した。これに関連して、標数 11 において孤立固定点を持つ野性的自己
同型が存在するという Dolgachev と Keum の問題を彼らの方針で解決した。
【論文】
Hisanori Ohashi, On the number of Enriques quotients of a K3 surface, Publ. Res. Inst. Math. Sci., 43, 181-200, 2007
Hisnaori Ohashi, Enriques surfaces covered by Jacobian Kummer surfaces, Nagoya Math. J., 195, 165-186, 2009
【講演】
Enriques surfaces covered by a fixed K3 surface, BMS Summer School 2009, Humboldt-Universität zu Berlin,
August 23, 2009 (International conference)
Integral sections of some elliptic K3 surface and the binary Golay code, 高次元代数幾何の周辺, 京都大学, 12 月
14 日, 2009 年
The Mordell-Weil lattice of an elliptic supersingular K3 surface in characteristic eleven,Workshop: K3, Enriques and
Special Surfaces, Rikkyo Univ., Septemver 2, 2009
Integral points of some elliptic curve through the Niemeier lattices, 第七回代数曲線論シンポジウム, 横浜国立大
学サテライトキャンパス, 12 月 5 日, 2009 年
A Mordell-Weil lattice in characteristic eleven, Category Theory, Computer Science, and Topology, 信州大学, 10 月
17 日, 2009 年
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岡田 崇 (So OKADA)
数理解析研究所，特定研究員 (グローバル COE)，University of Massachusetts Amherst（2006 年）
【研究テーマ】
代数幾何、導来圏、安定性条件、箙の表現論、ホモロジカルミラー対称性
代数幾何学は幾何学を多項式等を用いて代数的に研究する学問として、古くから盛んに研究されている。
近年はホモロジカルミラー対称性に刺激され、シンプレクティック幾何学(Lagrangian Floertheory) や、超弦理
論などの物理学の分野とも密接に関連し発展している。導来圏は代数幾何に現れる多様体である代数多様体
を研究する道具であり、上記の分野のみならず表現論や代数トポロジーなどにおいても活発に研究されてい
る。導来圏の研究には、マッカイ対応（箙等の表現論と代数多様体の導来圏における対応）や安定性条件（圏
とモジュライ問題等を結びつける概念）などが重要な道具として使われている。
【研究内容】
Fermat hypersurface などの Calabi-Yau 型の代数多様体や箙の表現論に関連した導来圏、及びにそれらに付
随する安定性条件を研究している。この研究には、Hall 代数や（一般化された）Donaldson-Thomas 不変量が
関係している。また、Donaldson-Thomas 不変量の数え上げによって得られる生成関数の（modular form やそ
れに類似した概念の意味での）数論的側面も対象としている。
【平成２１年度の研究成果】
Fermat hypersurface の連接層からなる導来圏に対しホモロジカルミラー対称性を示し、さらにこれらの導
来圏を次数付可換環の導来圏として書き下した。また、この次数付可換環に付随する安定性条件を提唱し、
一般化された Kronecker 箙の表現論や、Cluster 代数との関連を示した。また Donaldson-Thomas 不変量の数
え上げにより quasi-modular 形式を求めた。
【論文】
So Okada, On stability manifolds of Calabi-Yau surfaces, IMRN (2006) Vol. 2006 : article 58743, 16 pages, 2006.
So Okada, Stability manifold of P1, J. Algebraic Geom., 15 (2006), 487-505.
【平成２１年度に出版されたか accept された論文】
Anton Mellit and So Okada, Joyce invariants for K3 surfaces and mock theta functions, to appear in Communications
in Number Theory and Physics.
【未出版論文】
So Okada; Homological Mirror Symmetry of Fermat Polynomials, arXiv:0910.2014.
【講演】
数学教室講演会, 近畿大学, Oct 22nd in 09.
夏休み勉強会, 首都大学東京, organized by Professor Uehara, Aug 20nd and 21st in 09.
Algebra and Topology Seminar, Australian National University, Apr 07th in 09. (foreign seminar)
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岡田 拓三 (Takuzo OKADA)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），京都大学博士(理学) (2009 年)
【研究テーマ】
高次元有理連結多様体の研究、有理性判定問題
有理連結多様体のクラスは有理多様体や Q ファノ多様体等を含み、代数多様体の分類において重要な位置
を占めるものである。一般に与えられた有理連結多様体が有理的であるかどうかという問題（有理性判定問
題）は重要な難問題である。有理性問題に対するアプローチは現在までにいくつか知られているが、そのい
ずれも完全な解答を与えるものにはなっていない。有理連結多様体は、次元の低い有理連結多様体を低空間
とし、一般ファイバーが Q ファノ多様体である森ファイバー空間と双有理同値である。近年、それら森ファ
イバー空間のある種の剛性（双有理的剛性）に着目した研究が活発的に行われている。
【研究内容】
有理連結多様体、その中でも特に Q ファノ多様体について研究している。Kollar により導入された正標数
還元手法を用いて、一般次元重み付き Q ファノ超曲面の有理性判定条件を構成した。これにより、4 次元以
上の一般次元において非有理的な Q ファノ多様体の無限族を明示的に構成した。これらの族をさらに研究す
ることにより、6 次元以上において Q ファノ多様体の族が双有理同値なもの同士を同一視してもなお非有界
であること（双有理的非有界性）を示した。これは 3 次元の場合には Lin により示されていた結果である。
現在はこの双有理的非有界性を一般次元において解決すること、及び、3 次元 Q ファノ多様体の有理性問題
について研究している。特に有理性問題については、非有理的かつ双有理的剛性をもたないような Q ファノ
多様体について興味をもって研究している。
【平成２１年度の研究成果】
今年度は、高次元 Q ファノ多様体の双有理的非有界性、及び 3 次元重み付き Q ファノ超曲面の有理性につ
いて研究している。
昨年度、6 次元以上において Q ファノ多様体の族が双有理同値なもの同士を同一視してもなお有界でない
こと(双有理的非有界性)を示した。
この結果は 3 次元の場合には知られていた結果である。今年はさらに昨年の研究を推し進めて、5 次元の
場合に Q ファノ多様体の族の双有理的非有界性を示した(この結果についての論文は現在最終点検中)。
昨年度、Kollar により導入された正標数還元手法を用いて、高次元重み付き Q ファノ超曲面の有理性判定
条件を得た。今年はその判定法を拡張することによりさらに幅広い重み付き Q ファノ超曲面に適応可能な有
理性判定条件を構成した。その条件を用いて、高々端末特異点しかもたない 3 次元重み付き Q ファノ超曲面
の有理性を判定する研究を行った。それらは 130 個の族をなすことが知られているが、先行研究の結果も踏
まえて、4 個の族を除いた全てについて有理性を判定することに成功した。現在は残りの 4 個の族について
研究中である。
【論文】
Takuzo Okada, Nonrational weighted hypersurfaces, Nagoya Math. J., 194, 1-32, 2009.
Takuzo Okada, On the birational unboundedness of higher dimensional Q-Fano varieties, Math. Ann., 345, 195-212,
2009.
【平成２１年度に出版されたか accept された論文】
Takuzo Okada, Nonrational weighted hypersurfaces, Nagoya Math. J., 194, 1-32, 2009.
Takuzo Okada, On the birational unboundedness of higher dimensional Q-Fano varieties, Math. Ann., 345, 195-212,
2009.
【講演】
On the birational unboundedness of higher dimensional Q-Fano varieties, 京都大学・ソウル大学数学若手交流会,
Seoul National University, February 16-18 (poster session).
Birational unboundedness of Q-Fano varieties of dimension at least five, 高次元代数幾何の周辺, Kyoto University,
December 18, 2009.
On the rationality problem of Q-Fano weighted hypersurfaces of dimension three, 代数幾何学セミナー, Hokkaido
University, January 25, 2010.
Birational unboundedness of Q-Fano varieties of dimension at least five, 代数幾何ミニ研究集会, Saitama
University, March 2, 2010.
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小林 幹 (Miki KOBAYASHI)
数理解析研究所，特定研究員 (グローバル COE)，京都大学情報学博士（2008 年）
【研究テーマ】
数値計算を用いた力学系理論（カオス、乱流）
本研究の目的は、カオスや乱流の性質を力学系の観点から数値計算を用いて明らかにすることである。今
年度は主に、
「不安定周期軌道」と「多様体」を用いてカオスや乱流の様々な性質を研究した。このような研
究は、数値計算が必要不可欠であり、計算機の発達に伴い急激に発展してきた。特に「不安定周期軌道」や
「多様体」を用いた乱流の研究は、大規模な数値計算と高度な数値計算スキルを必要とし、未だに多くの研
究課題が残されており、現在多くの研究者によって精力的に研究されている。
【研究内容】
ナビエ-ストークス乱流のモデルとして知られる GOY シェルモデル乱流における時間間欠性のダイナミク
スを特徴づける研究を行った。結果として、時間間欠性のダイナミクスは、リアプノフベクトルの局所リア
プノフ指数に密接に関係することを明らかにした。さらに、乱流アトラクターの多様体を用いても特徴づけ
られることを示した。この結果は、GOY シェルモデル乱流だけにとどまらず、時間間欠性を示す様々な系に
共通の性質であると予想し、様々な系を用いて研究を継続している。
ローレンツ方程式における非双曲性を不安定周期軌道を用いて明らかにする研究を行った。実際には、非
双曲系の起源を不安定周期軌道を用いることで明らかにし、さらに、ローレンツアトラクターの多様体は、
アトラクターに埋め込まれた不安定周期軌道の多様体を用いて近似的に構成可能であることも明らかにした。
この結果が他のカオス力学系においても成立するかどうかを明らかにするために現在も研究を継続している。
【平成２１年度の研究成果】
シェルモデル乱流における時間間欠性のダイナミクスを力学系の観点から研究した。時間間欠性のダイナ
ミクスを、リアプノフベクトルの局所リアプノフ指数と乱流アトラクターの多様体の構造で特徴づけること
に成功した。本研究は山田道夫氏との共同研究である。
ローレンツ方程式における非双曲性の基礎的研究を行った。カオスアトラクターの多様体は、アトラクター
に埋め込まれている不安定周期軌道で近似的に構成可能であることを示した。さらに、不安定周期軌道を用
いて、非双曲性の起源を明らかにし、系が初めて非双曲化するパラメターの値を非常に良い精度で特定する
ことにも成功した。本研究は斉木吉隆氏との共同研究である。
散逸カオス力学系において、ある種の対称性を持った不安定周期軌道を効率よく数値的に発見するための方
法を考案し、ローレンツ方程式や蔵本-シバシンスキー方程式に適用した。本研究は、水口毅氏、藤原直哉氏
との共同研究である。
【論文】
Miki U. Kobayashi and Tsuyoshi Mizuguchi, Chaotically oscillating interfaces in a parametrically forced system,
Physical Review E, 73, 016212, 2006
Miki U. Kobayashi and Hirokazu Fujisaka, Determination of chaotic dynamical correlations in terms of unstable
periodic orbits, Progress of Theoretical Physics, 115, 701-715, 2006.
Miki U. Kobayashi, Hirokazu Fujisaka and Syuji Miyazaki, Periodic-orbit determination of dynamical correlations
in stochastic process, Pysical Review E, 76, 046205, 2007.
Miki U. Kobayashi and Hirokazu Fujisaka, Dynamical correlations for the Kuramoto-Sivashinsky equation, Progress
of Theoretical Physics, 118, 1043-1052, 2007.
Miki U. Kobayashi, Determination of large deviation statistical structure functions, European Physical Journal
Special Topics, 165, 85-92, 2008.
【平成２１年度に出版されたか accept された論文】
Kai Morino, Miki U. Kobayashi and Syuji Miyazaki, Time correlation calculation method based on delayed
coordinates, Progress of Theoretical Physics, 121, 1143-1156, 2009.
Yasuaki Morita, Tsuyoshi Mizuguchi, Naoya Fujiwara and Miki U. Kobayashi, Scytale Decodes Chaos: A Method to
Estimate Unstable Symmetric Solutions, to appear in Chaos.
【未出版論文】
Miki U. Kobayashi and Michio Yamada; A new characterization of temporal intermittency in the shell model
turbulence.
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Miki U. Kobayashi and Yoshitaka Saiki; Manifold structure of unstable periodic orbits and the appearence of a
periodic window in some dissipative systems.
Yoshitaka Saiki and Miki U. Kobayashi; Period doubling bifurcation as the origin of tangency in the Lorenz system.
Tsuyoshi Mizuguchi, Naoya Fujiwara and Miki U. Kobayashi; Buridan’s donkey in a chaos-chaos transition,
submitted to Europhysics Letter.
【講演】
Non-hyperbolicity in terms of unstable periodic orbits in the Lorenz system, Dynamics Days Europe, Goettingen,
August 31- September 4, 2009 (International conference)
シェルモデル乱流における間欠性と非双曲性 Ⅱ, 日本物理学会第 64 回秋季大会，講演番号 28pQD-6 (熊本
大学，2009 年 9 月)
ローレンツ系における不安定周期軌道を用いた非双曲構造の解析, 日本物理学会第 64 回秋季大会，講演番
号 26pQD-5 (熊本大学，2009 年 9 月)
シェルモデル乱流における間欠性のメカニズムについて, 第 4 回非線形の科学, (鹿児島大学, 2009 年 9 月)
シェルモデル乱流における間欠性のメカニズムについて, 「乱流現象及び非平衡系の多様性と普遍性」, (九
州大学, 2009 年 11 月)
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柴山 允瑠 (Mitsuru SHIBAYAMA)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），京都大学博士(理学) (2007 年)
【研究テーマ】
ハミルトン力学系, n 体問題
n 体問題は古くから研究されている問題である. ポアンカレにより非可積分性が証明された後も, KAM 理
論による太陽系の安定性の研究が大きく発展したことや, McGehee による衝突多様体理論により 3 体衝突が
解の特異的な振る舞いと深く関わっていることも分かってきたことなど, 様々な研究がなされている. Xia
が衝突多様体理論を応用することにより 5 体問題において非衝突特異性と呼ばれる有限時間に非有界になる
という性質をもつ解の存在を示したり, Chenciner と Montgomery が変分法を用いて 3 体問題の 8 の字解と
呼ばれる新たな周期解の存在を証明するなど, 近年も興味深い成果が現れている.
【研究内容】
Chenciner と Montgomery による方法を応用し, 変分法により新たな周期解の存在を調べている. また, そ
の安定性など力学系的な性質の解明を目指している. 一方, 3 体が非常に接近するが衝突しないときに起こ
る 3 体近衝突現象に関する研究も行っている. 3 体衝突特異点をブローアップすると衝突多様体という不変
多様体が現われ, その上にも微分方程式は拡張され, 衝突多様体上の力学系を調べている. 衝突多様体上の
力学系が理解できるようになれば, 3 体近衝突したときの特異的な振る舞いがある程度分かるようになるこ
とが期待される. また, 衝突多様体理論を用いて振動解や非衝突特異点といった特異的な解の存在が示され
てきたが, その変分法的なアプローチをすることでその分野の大きな発展を目指している. また, 変分法や
衝突多様体理論と KAM 理論との関連にも興味がある.
【平成２０年度の研究成果】
二等辺 3 体問題という対称性を保つ運動だけに制限した 3 体問題において, Euler 解という古くから知られ
ている周期解が存在する. KAM 理論を用いることにより, Euler 解が二等辺 3 体問題において安定であること
を証明した(一般の 3 体問題の解としては不安定). また, 質量比によっては低次の共鳴がおき, 一般にはこの
ような場合いわゆる小分母の問題により KAM 理論が適用できないが, この Euler 解の場合は共鳴項が現れず
(つまり分子が 0), 共鳴の場合も安定性が証明できた.
また, 変分法によりオイラー解から分岐して現れる周期解の 1-パラメータ族の存在を証明した. この解は
Poincaré-Birkhoff の不動点定理から得られるものの拡張と見ることもでき, 摂動論と変分法の関連が少し見え
始めてきたと認識している.
【平成２０年度の研究成果】
二等辺 3 体問題という対称性を保つ運動だけに制限した 3 体問題について矢ヶ崎一幸氏と共同研究を
行ってきた.
衝突多様体上の平衡点間の新たなヘテロクリニック軌道の存在を証明した. さらに, ヘテロクリニックサ
イクルから分岐して現れる対称性をもつ相対周期解の族が局所的に存在することを証明し, 大域的な構造を
数値計算により調べた.
この系には Euler 解という古くから知られている周期解が存在する. 昨年, 変分法によりオイラー解から
分岐して現れる相対周期解の 1-パラメータ族の存在を証明したが, より強い対称性をもつ相対周期解の族が
存在することを証明した. ヘテロクリニックサイクルから分岐する相対周期解との関連を探るため, 相対周
期解の族の分岐現象を数値計算により調べた. (論文執筆中)
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【論文】
Mitsuru Shibayama, Multiple symmetric periodic solutions to the 2n-body problem with equal masses, Nonlinearity,
19 (10), 2441-2453, 2006
Mitsuru Shibayama, Oscillatory and Periodic Motions in the Rectilinear Three-Body Problem, Proceedings of
Resonances, stabilization, and stable chaos in hierarchical triple systems, St. Petersburg University, 2007
Mitsuru Shibayama and Kazuyuki Yagasaki, Heteroclinic connections between triple collisions and relative periodic
orbits in the isosceles three-body problem, Nonlinearity, 22 (10), 2377-2403, 2009
Mitsuru Shibayama, Free-fall and heteroclinic orbits to triple collisions in the isosceles three-body problem, Journal
of Mathematics of Kyoto University, 49 (4), 735-746, 2009
Mitsuru Shibayama, Existence and stability of periodic solutions in the isosceles three-body problem, RIMS
Kôkyûroku Bessatsu, B13, 141-155, 2009
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Mitsuru Shibayama, Variational Existence Proof of Quasi-periodic Solutions in the Isosceles Three-Body Problem, to
appear in the proceedings of International Workshop on “Resonances, stabilization, and stable chaos in hierarchical
triple systems”.
Mitsuru Shibayama, KAM-stability of the Symmetric Euler Solution, to appear in the proceedings of International
Workshop on “Resonances, stabilization, and stable chaos in hierarchical triple systems”.
Mitsuru Shibayama, Existence and stability of periodic solutions in the isosceles three-body problem, RIMS
Kôkyûroku Bessatsu, B13, 141-155, 2009
Mitsuru Shibayama and Kazuyuki Yagasaki, Heteroclinic connections between triple collisions and relative periodic
orbits in the isosceles three-body problem, Nonlinearity, 22 (10), 2377-2403, 2009
Mitsuru Shibayama, Free-fall and heteroclinic orbits to triple collisions in the isosceles three-body problem, Journal
of Mathematics of Kyoto University, 49 (4), 735-746, 2009
Mitsuru Shibayama, Variational Existence Proof of Quasi-periodic Solutions in the Isosceles Three-Body Problem,
Resonances, Stabilization, and Stable Chaos in Hierarchical Triple Systems, Proceedings of the second international
workshop held in Chiba, Japan.
Mitsuru Shibayama, KAM-Stability of the Symmetric Euler Solution, Resonances, Stabilization, and Stable Chaos in
Hierarchical Triple Systems, Proceedings of the second international workshop held in Chiba, Japan.
【未出版論文】
Mitsuru Shibayama, Existence and stability of periodic solutions in the isosceles three body problem
Mitsuru Shibayama, Free-fall orbits and heteroclinic orbits to triple collisions, and shadowing in the isosceles
three-body problem
Mitsuru Shibayama and Kazuyuki Yagasaki, Heteroclinic connections between triple collisions and relative periodic
orbits in the isosceles three-body problem
Mitsuru Shibayama; Minimizing periodic orbits with regularizable collisions in the n-body problem
【講演】
Variational Existence Proof of Quasi-Periodic Solutions in the Isosceles Three-Body Problem, Resonances,
stabilization, and stable chaos in hierarchical triple systems, Makuhari, CHIBA, Japan, September 2008 (International
conference)
KAM Stability of the Symmetric Euler Solution, Resonances, stabilization, and stable chaos in hierarchical triple
systems, Makuhari, CHIBA, Japan, September 2008 (International conference)
Existence and Stability of periodic solutions in the spatial isosceles three-body problem, Conference on Stability and
Instability in Mechanical Systems, CRM, Spain, September 2008 (Inter-national conference)
A variational proof of the existence of oscillatory solutions in the three-body problem, 冬の力学系研究集会, 東京
工業大学 (2010 年 1 月)
二等辺三体問題の三体衝突間のへテロクリニック軌道と相対周期軌道, 日本数学会 2009 年度秋季総合分科
会, 大阪大学 (2009 年 9 月).
3 体問題の特異点と非可積分性, 第３回「ハミルトン系とその周辺」小研究会, 新潟大学情報理工系 (2009
年 8/9 月)
n 体問題の変分法によるアプローチ, 談話会, 京都大学数学教室 (2009 年 7 月)
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仲田 研登 (Kento NAKADA)
数理解析研究所，特別研究員（グローバル COE），大阪大学理学博士 (2008 年)
【研究テーマ】
一般化されたヤング図形の表現論および組合せ論
一般化されたヤング図形は, ヤング図形の組合せ論的一般化ともいえる対象で, 1991 年の J. B. Carrell の論
文の中で初めて紹介される. それによれば, D. Peterson は Kac-Moody Lie 環上のワイル群の言葉で, 一般化さ
れたヤング図形を定式化し, これに対しても, 通常のヤング図形の標準盤に関する hook formula と同様の公
式が成立するとされるが, これについては一切, 解説や証明がなかった. これをめぐり, 海外では D.
Peterson, R. A. Proctor, J. Stembridge が, 国内では (2008 年度当時) 大阪大学教授の川中宣明氏の研究グルー
プが中心に研究を行っている. これらの研究の結果, 一般化されたヤング図形に関する少しずつ組合せ論的
性質が解明されつつあり, より一層研究は活発になってきている.
【研究内容】
一般化されたヤング図形およびその hook formula の研究を行い, 現在も継続中である. 一般化されたヤン
グ図形は, ワイル群の言葉では minuscule 元と呼ばれる特殊なワイル群の元である. このとき, その標準盤
は対応する minuscule 元の reduced decomposition のことである. したがって, D. Peterson による一般化され
たヤング図形の hook formula は, 対応する minuscule 元の reduced decomposition の総数を与える公式であ
る. この Peterson の hook formula を証明するために, 2007 年度までにはこれを一般化し, colored hook
formula と q-hook formula を考案し, 証明をした（特に Peterson の hook formula の証明も得た）. また, 岡
村修志との共同研究で, 確率生成アルゴリズムによる Peterson の hook formula の極めて見通しのよい証明
を得た. これは, 通常のヤング図形のときの Greene-Nijenhuis-Wilf によるアルゴリズムを一般化したものであ
る. この研究により, 一般化されたヤング図形の更なる一般化の可能性が開けた. これらの研究により一般
化されたヤング図形の組合せ論はかなり鮮明になってきているが, 一方で表現論はまだほとんど手付かずで
ある. 現在, 一般化されたヤング図形の表現論的意味付けに向けて研究を行っている.
【平成２０年度の研究成果】
Greene-Nijenhuis-Wilf は, 通常のヤング図形の標準盤を等確率に生成するアルゴリズムを構築した. この
ことから特に, ヤング図形の hook formula の別証明が得られる. 2008 年度は, (2008 年度当時)大阪府立高専の
岡村修志と共同研究を行い, Greene-Nijenhuis-Wilf のアルゴリズムを一般化されたヤング図形に適用できるよ
うに定式化しなおし, さらに, colored hook formula を応用することで, そのアルゴリズムが一般化されたヤ
ング図形の標準盤を等確率に生成することを証明した. このことから特に, Peterson の hook formula の別証
明が得られた.
また, 上記の研究とは別に, 計算機科学者たちと A 型ワイル群の fully commutative class を列挙するアルゴ
リズムを構成した. minuscule 元は fully commutative class が丁度一つであるが, そもそもえられたワイル群
の元が fully commutative class をいくつ持つかは未解決な問題であり, 一般化されたヤング図形の考察の手
助けになる可能性がある. この研究では, A 型の場合に限定して与えられた元（置換）の fully commutative class
を一つ当り定数時間で（極めて高速に）出力するアルゴリズムを構築した.
【論文】
N. Iiyori, T. Ito, M. Iwami, K. Nakada, T. Masuda, An infinite family of isospectral pairs — topological aspects,
Quantum field theory and noncommutative geometry, Springer, Berlin, 2005. Lecture Notes in Physics, 289-297.
K. Nakada, A hook formula for the standard tableaux of a generalized shape, RIMS Kokyuroku-bessatsu. B8 2008,
55-62.
【平成２０年度に出版されたか accept された論文】
K. Nakada, Colored hook formula for a generalized Young diagram, Osaka Journal of Mathematics Vol.45 No.4,
1085-1120.
K. Nakada, Infinite pre-dominant integral weights for affine types, to appear in RIMS Kokyuroku- bessatsu. B11
2009, 179-195.
【未出版論文】
K. Nakada, q-Hook formula for a generalized Young diagram
K. Nakada, S. Okamura, Uniform generation of standard tableau for a generalized Young diagram
K.Yamanaka, S.Nakano, Y.Matsui, R.Uehara, K.Nakada, Efficient enumeration of all ladder lotteries
145

【講演】
Hook formula for a generalized Young diagram, Nagoya University, 「第 8 回名古屋国際数学コンファレンス
Combinatorics and Representation Theory」September 4, 2008 (International conference)
Efficient Enumeration of All Pseudoline Arrangements, ULB, Brussels, Belgium 「25th European Workshop on
Computational Geometry」March 17, 2009 (International conference)
d-complete poset の linear extension を一様に生成する確率アルゴリズム, 東京工業大学 「確率論シンポジウ
ム」December 16, 2008
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畠中 英里 (Eri HATAKENAKA)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），東京工業大学理学博士 (2006 年)
【研究テーマ】
分岐被覆を使った低次元多様体の位相不変量
3 次元多様体の分類問題は一般に 2 つの方向から考えられてきた．一つは Thurston による幾何化予想が導
くもので，3 次元多様体のトポロジーは基本群によってほぼ確定するというものである．この予想は 2002 年
に Perelman により微分幾何的な方法で解決され話題になった．もう一つは Witten によって数理物理の理論
から提案された量子不変量による分類である．量子不変量は 1980 年代後半から３次元多様体のいくつかの表
示方法を用いて数学的に厳密に定式化され，大量に構成されることが分かった．その後 2000 年頃に Kashaev,
村上順，村上斉により，結び目の量子不変量を補空間の双曲体積に関連づける体積予想が登場し，この２つ
の理論を結びつける概念として注目されている．
一方で，３次元多様体から３次元球面への分岐被覆を与えた時の３次元球面内での分岐集合として現れる
絡み目について，近年 Bobtcheva-Piergallini が同相な３次元多様体を与える絡み目の局所変形を与えたこと
で，３次元多様体の一つの表示方法が得られた（分岐被覆表示）．この表示方法を使った３次元多様体の分類
問題に関する研究は他の表示方法に比べて未開拓であり今後の発展が期待されている．
【研究内容】
３次元多様体の分岐被覆表示を用いて不変量を構成する研究を行っている．特に，量子不変量の枠組みに
おいて有限群を扱った Dijkgraaf-Witten 不変量の再構成について研究し，分岐被覆表示を用いて一般に不変
量を構成するためのレシピを考案した．そのレシピに従い新しい不変量を構成するためには現段階ではいく
つかの発想と大量の計算が必要とされるため困難である．Dijkgraaf-Witten 不変量は３次元多様体の単体分割
を用いて構成される不変量である．そこで同じく単体分割を使って構成される不変量，例えば Turaev-Viro 不
変量や Turaev-Viro-Ocneanu 不変量の再構成が期待される．また様々な不変量の再構成について研究するこ
とにより新しい不変量を発見するための手がかりを得たり，数多ある不変量たちの関係を見つけることにも
つながる．実際，Dijkgraaf-Witten 不変量の再構成の研究から分岐被覆表示をカンドルとの相性の良さを発見
し，カンドルを使った絡み目や曲面結び目の不変量との関係を得た．
【平成２０年度の研究成果】
３次元多様体の分岐被覆表示を使って Turaev-Viro 不変量を構成する研究を行っている．その過程で以前
に与えた不変量構成のためのレシピをより広い範囲に適応されるように改良する必要のあることが分かった．
また 2009 年 2 月にはデンマークのオーフス大学に一ヶ月程研究滞在し，トポロジーセミナーで講演した．滞
在中は結び目，３次元多様体の量子不変量の専門家である J.E. Andersen 氏らと研究交流し，量子不変量の漸
近展開予想や Reidemeister torsion, 位相的量子場の理論などのトピックスと Dijkgraaf-Witten 不変量との関
係について議論した．
【論文】
Eri Hatakenaka, An estimate of the triple point numbers of surface-knots by quandle cocycle invariants, Topology
Appl., 139, 129-144, 2004
【未出版論文】
E. Hatakenaka; Invariants of 3-manifolds derived from vovering presentations, RIMS preprint- 1656
【受賞歴(等)】
手島賞 (博士論文賞) (2006 年)
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林 正史 (Masafumi HAYASHI)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），神戸大学理学博士 (2008 年)
【研究テーマ】
飛躍型確率微分方程式に対するマリアバン解析
マリアバン解析とはヘルマンダーの定理の確率論的な証明を与えるために提案された、ウィーナー空間上
の微積分学の理論である. マリアバン解析は確率変数の分布の滑らかさや、その漸近挙動を研究する手段を
与え、熱核の短時間的な挙動の研究や、数理ファイナンスの分野に応用されている.
熱核の短時間的な挙動の研究から見出された渡辺の漸近展開定理は、吉田朋広氏により統計学的立場から
見直された. 近年、この定理は吉田、国友-高橋らにより数理ファイナンスに応用され、オプション価格の良
い近似がこの定理から得られることが示された.
1980 年代以降、ウィーナー空間上での理論をウィーナー・ポアソン空間などの他の空間上で確立する試み
がなされている. また、数理ファイナンスにおいてもポアソン配置の項を含む飛躍型確率微分方程式はブ
ラック・ショールズ模型に代わる模型の一つとして注目され、ウィーナー・ポアソン空間上の汎関数の解析
は活発に研究が行われている.
【研究内容】
ポアソン配置の強度測度が特異性を持つ場合に、ウィーナー・ポアソン空間上で漸近展開定理を確立する
研究を行っている．また、この定理を数理ファイナンスの分野に応用し、吉田、及び国友-高橋らによって示
されたオプション価格の近似式が特異な強度測度を持つポアソン配置によって駆動される飛躍型確率微分方
程式に対しても成立するか、また近似はシミュレーションにおいて妥当であるかどうか研究している．
ポアソン配置の強度測度が特異性を持つ場合、Picard による差分作用素を用いた解析の手法が知られてお
り、これに基づいてウィーナー・ポアソン空間上にソボレフノルムを導入するなど漸近展開定理の定式化を
するための研究を行っている．
【平成２０年度の研究成果】
石川保志氏との共同研究によりウィーナー・ポアソン空間上でソボレフ空間を構築し、渡辺の意味でのシュ
ワルツ超関数と汎関数との合成の理論を定式化した．この合成の定義に基づいて、漸近展開定理がウィー
ナー・ポアソン空間上でも成り立つことを証明した．標準的な飛躍型確率微分方程式（ある種の線形性を仮
定した模型）に対しては、この定理を適用することが可能であることを示した．数理ファイナンスに現れる
ような模型に適用できるかどうか研究を進めている．
また矢野孝次氏との共同研究により、レヴィ過程に h-変換を施して得られるマルコフ過程の局所時間の二
点での結合分布、及びレヴィ橋の局所時間の一点分布の密度を求めた．
【平成２１年度の研究成果】
ウィーナー・ポアソン空間上での漸近展開定理の研究を継続している. 飛躍型の確率微分方程式の解の挙
動を漸近展開定理を用いて調べるため、解が滑らかな分布を持つための十分条件についての研究を行ってい
る. ポアソン配置のみで駆動される標準的確率微分方程式を考え、その係数項のベクトル場がヘルマンダー
の準楕円性条件を満たす場合にも、解が非退化性条件を満たすことを示した. ブラウン運動の項を含めた場
合に互いのベクトル場の関係が解の分布の滑らかさや基本解の短時間的な挙動にどのように影響を与えるか
研究を行っている．
【論文】
Masafumi Hayashi, Asymptotic expansions for functionals of a Poisson random measure, J. Math. Kyoto Univ., 48
(1), 91-132, 2008
M. Hayashi, Coefficients of Asymptotic Expansions of SDE with jumps, to appear in Asia-Pacific Financial Markets.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Masafumi Hayashi, Asymptotic expansions for functionals of a Poisson random measure, J. Math. Kyoto Univ., 48
(1), 91-132, 2008
M. Hayashi, Coefficients of Asymptotic Expansions of SDE with jumps, to appear in Asia-Pacific Financial Markets.
【未出版論文】
M. Hayashi; Coefficients of Asymptotic Expansions of SDE with jumps.
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M. Hayashi and K. Yano; On the laws of total local times for h-paths and bridges of symmetric Lévy processes.
M. Hayashi and Y. Ishikawa; Composition with distributions of Wiener-Poisson variables and its asymptotic
expansion.
【講演】
”Asymptotic expansion theorem for functionals of a Poisson random measure” , Markov processes and applications,
兵庫県立大学	
  神戸キャンパス, October 18, 2008
Asymptotic expansion theorem of Watanabe for Wiener-Poisson variables, Workshop on Stochastic Analysis &
Finace, City university of Hong Kong, 30, June, 2009 (International conference)
Wiener-Poisson 空間上での漸近展開定理について, 統計力学の数学的理論, 大阪電気通信大学	
  寝屋川
キャンパス, 2009 年 8 月 25 日
Asymptotic expansion theorem for Wiener-Poisson variables, 確率解析とその周辺, 東北大学理学部数理科学記
念館（川井ホール）, 2009 年 11 月 5 日
飛躍型確率微分方程式に対する漸近展開定理, 確率論シンポジウム, 愛媛大学総合情報メディアセンター	
 
メディアホール, 2009 年 12 月 15 日
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平之内 俊郎 (Toshiro HIRANOUCHI)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），九州大学博士 (数理学) (2008 年)
【研究テーマ】
高次元類体論、代数的 K 理論、分岐理論
整数論の多くの問題は, Galois 群をよく理解すると言う問題に置き換えることが出来て, (可換な) Galois 群
(もしくは基本群) をより分かりやすい群でもって近似して調べるというのが類体論の考え方であった. こう
した古典的な類体論を「高次元化」しようという試みは 1950 年代から S. Lang, J.-P. Serre 等により始められ
てきた. その後の代数的 K 理論の発展及び加藤和也氏の高次元局所類体論により S. Bloch, 加藤和也, 齋藤
秀司等の高次元類体論へと発展していった. この「より分かりやすい群」として, 加藤・齋藤以後も,
・混合モティーフと関係のある特異ホモロジー群を用いるもの(A. Schmidt-Spiess).
・代数的サイクルと関係のある相対 Chow 群を用いるもの(A. Schmidt).
・多様体内にあるすべての曲線のイデール類群を用いて近似するもの(G. Wiesend).
等があり, 現代の数論幾何に於ける大道具との関わりが見受けられる.
【研究内容】
上に挙げた Schmidt-Spiess, Schmidt, Wiesend の類体論は馴分岐 (tame) と言う非常に強い条件を課す必要
がある. これはモティーフや代数的サイクルに於ける「A1 ホモトピー不変」という性質に起因するものだと
考えられる. 一方で従来の代数的 K 理論やサイクル理論と多くの類似性を持つ, 加法的 K 理論, 加法的サイ
クル理論があり値また近年では A1 ホモトピー不変でないモティーフ理論も芽生えつつある. 筆者はこうした
「加法的」理論が暴分岐 (wild) を記述する際に必要だと考えている. 現在は局所的な分岐理論について田口
雄一郎氏と, 加法的モティーフ理論及び代数的 K 理論について望月哲史氏と共同研究を行っている.
【平成２０年度の研究成果】
・頂切離散付値環の分岐理論を用いて正標数の局所体を混標数の局所体の「極限」で近似するという
Deligne の定理を剰余体一般の場合に拡張することができた (田口雄一郎氏との共同研究).
・有限体上の多様体に対する G. Wiesend のイデール類群を参考にして, 局所体上の多様体に対してイデー
ル類群と相互写像を構成し, 一次元の場合にその核と余核を決定した.
・局所化列に関する Gersten の予想を負の K 群及び加法的 K 群にまで拡張して解決した (望月哲史氏と
の共同研究).
【平成２１年度の研究成果】
・
「高次の導来圏」なる三角圏を導入して, 負の代数的 K 群の新しい定義と, その群が自明になるための必
要十分条件を得た(望月哲史氏との共同研究).
・p 進体上の開曲線の類体論については主要な部分は昨年度に証明できていたが, 本年度に入って専門家
の意見を参考にして論文を完成させることが出来た.
・環上の Gröbner 基底を用いた頂切離散付値環上の加群の平坦性判定アルゴリズムを得た. また同時に頂
切離散付値環から離散付値環への平坦加群の持ち上げについて研究を行った. 前者については一段落したの
で論文にまとめることができた(田口雄一郎氏との共同研究).
【論文】
Toshiro Hiranouchi, Finiteness of abelian fundamental groups with restricted ramification, C. R. Math. Acad. Sci.
Paris, Ser.I (341), 207–210, 2005
Toshiro Hiranouchi and Yuichiro Taguchi, Extensions of truncated discrete valuation rings, Pure Appl. Math. Q., (4)
(J.-P. Serre special issue), 1205–1214, 2008
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Toshiro Hiranouchi and Satoshi Mochizuki, Pure weight perfect Modules on divisorial schemes, to appear in
“Deformation Spaces”, Aspects Math
Shinya Harada and Toshiro Hiranouchi, Smallness of fundamental groups for arithmetic schemes, J. Number Theory,
129(11), 2702–2712, 2009
Toshiro Hiranouchi, Class field theory for open curves over p-adic fields, to appear in Math. Z.
Toshiro Hiranouchi and Yuichiro Taguchi, Flat modules and Gröbner bases over truncated discrete valuation rings,
to appear in the special issue of Interdisciplinary of Information Sciences (IIS), Proceedings of Japan-Korea Joint
Seminar on Number Theory and Related Topics
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Toshiro Hiranouchi, Ramification theory of truncated discrete valuation rings: a survey, to appear in ”Algebraic
Number Theory and Related Topics 2008” – a volume in RIMS-Bessatsu Series –
【未出版論文】
Toshiro Hiranouchi; Class field theory of open curves over p-adic fields
Shinya Harada and Toshiro Hiranouchi; Smallness of fundamental groups for arithmetic schemes
Toshiro Hiranouchi and Yuichiro Taguchi; Extensions of truncated discrete valuation rings II
Toshiro Hiranouchi and Satoshi Mochizuki; Quasi-weak equivalences in complicial exact categories
【講演】
Flat modules and Groebner bases over truncated discrete valuation rings, Industrious Number Theory, KIAS
Seoul(韓国), March 13, 2009
Ramification of truncated discrete valuation rings, 代数的整数論とその周辺, 数理解析研究所, 2008 年 12 月
Class field theory for curves over local fields, algebraic conference, Kyungnam university 馬山 (韓国), August,
2008.
Smallness of fundamental groups for varieties over finite fields, t-motives: Hodge structures, transcendence and other
motivic aspects, BIRS, Canada, 2009 年 9 月(国際研究集会)
Pure weight perfect Modules on divisorial schemes, 第 8 回広島整数論集会, 広島大学, 2009 年 7 月
Quasi-weak equivalences in complicial exact categories, Sakura Workshop ”Torsion of abelian schemes and rational
points on moduli spaces”, IMB, France, 2010 年 1 月(国際研究集会)
最近の高次元類体論について, 京都大学数理解析研究所談話会, 京都大学数理解析研究所, 2009 年 6 月
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眞野 智行 (Toshiyuki MANO)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE）京都大学博士(理学) (2002 年)
【研究テーマ】
複素数変数の微分方程式 (モノドロミー保存変形, 特殊関数)
特殊函数とは, 数学や自然科学の様々な分野において現れ, 現象を記述するために用いられる特殊ではあ
るが有用な函数のことである. それらの多くは微分方程式の解として自然に特徴付けることができる. さら
にその大域挙動を記述するためには複素領域上で考察することが重要である. このような観点からの研究は
非常に長い歴史をもち対象も古典的なものが多い. 現在では古典的な対象を元にそれを拡張・一般化したも
のについても多彩な研究がなされている. またパンルヴェ方程式等に代表される非線形微分方程式の解とし
て得られる特殊函数に関しては, 古典的な対象に対してさえも完成されているとは言い難く研究すべきこと
が残っている状態であり, いくつもの現代的な概念と結びついて実に様々な観点からの研究がなされている.
【研究内容】
代数曲線上の線形微分方程式に対してそのモノドロミ保存変形を記述する非線形微分方程式の解の性質に
ついて調べている. 特に楕円曲線上のフックス型微分方程式のモノドロミ保存変形について, 楕円曲線の周
期を無限大に飛ばしたとき楕円曲線は特異点をもつ有理曲線に退化するが, その退化に伴いモノドロミ保存
変形の解がどのような挙動を示すかについての解析を行った. また楕円曲線上のモノドロミ保存変形の新し
い特殊解を発見した. これはテータ函数の冪積の積分を用いて記述される解で歴史的事情を勘案して
Riemann-Wirtinger 積分と名付けた. これはガウスの超幾何函数の楕円曲線上への一般化の一つとみなせる.
最近の主な研究テーマはこの Riemann-Wirtinger 積分の詳細な性質を調べることとその応用を探ることである.
特に Riemann-Wirtinger 積分の特殊な場合であるが, そのために著しい性質をもつものとして Wirtinger 積分と
呼ばれるものがあり, この対象について非常に興味を持っている.
【平成２０年度の研究成果】
Riemann-Wirtinger 積分およびその特殊な場合に当たる Wirtinger 積分の研究を遂行するための理論的基盤を
与えるために渡辺文彦氏との共同研究として, ツイスト・ホモロジー群およびツイスト・コホモロジー群を
用いた Riemann-Wirtinger 積分の理論的定式化を与えた. 有理多様体上のツイスト・コホモロジー論を用いた
積分表示をもつ特殊函数の定式化は青本和彦氏を始めとして多くの人々による沢山の研究があるが, 本研究
はこれを楕円曲線上で行った数少ない試みの一つであり, さらなる一般化も期待できる. また上で構成した
一般論を援用して Wirtinger 積分の具体的な研究を行った. Wirtinger 積分を用いると, それを解にもつ代数曲
線上のフックス型微分方程式が構成できることが期待できるのだが, いくつかの場合にこれを実行した. さ
らに解の(Wirtinger 積分による)積分表示を用いてそのモノドロミ表現を決定した. この結果から既知の特殊
函数との関係を具体的に与えることが出来た. この構成をさらなる場合に実行することによって, 真に新し
い特殊関数の発見を目指して現在研究を進展中である.
【論文】
Toshiyuki Mano, Differential relations for modular forms of level five, J. Math. Kyoto Univ., 42, 41-55, 2002
Toshiyuki Mano, Differential equations for Hilbert modular forms of Q(√2), J. Math. Kyoto Univ., 44, 457-477,
2004
【平成２０年度に出版されたか accept された論文】
Toshiyuki Mano, The Riemann-Wirtinger integral and monodromy preserving deformation on elliptic curves, Int.
Math. Res. Not., 2008, article ID: 110, 19 pages,2008
【未出版論文】
T. Mano, Humihiko Watanabe; Twisted cohomology and homology groups associated to the Riemann-Wirtinger
integral, RIMS-1641
Toshiyuki Mano; Studies on monodromy preserving deformation of linear differential equations on elliptic curves,
submitted
Toshiyuki Mano; Monodromy preserving deformation of linear differential equations on a rational nodal curve,
submitted
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【講演】
Wirtinger 積分のレベル 3 に対する一般化について (渡辺文彦氏 (北見工大) との共同報告), 日本数学会年
会函数方程式論分科会 於 東京大学 2009 年 3 月 26 日-3 月 29 日
レベル 3 の Wirtinger 積分から得られるフックス型方程式について, 京都大学数理解析研究所・短期共同研
究「微分方程式のモノドロミーをめぐる諸問題」於 京都大学 2009 年 2 月 3 日-2 月 6 日
Riemann-Wirtinger 積分とその応用, 研究集会「代数幾何学とその新しい展開」 於 京都大学 2008 年 11 月
21 日-11 月 22 日
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水摩 陽子 (Yoko MIZUMA)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），大阪市立大学理学博士 (2004 年)
【研究テーマ】
結び目のコボルディズム群とスライス・リボン結び目
S3 内の結び目 K と K′ がコボルダントであるとは，S3 × {0,1} 内に滑らかにかつ proper に（すなわち境界は
境界へ，内点は内点へ）埋め込まれたシリンダー S1 × {0,1} で，S1 × {0} は S3 × {0} 内の K へ， S1 × {1} は
S3 × {1} 内の K′ へと写るものが存在するときをいう．コボルダントは同値関係であり，この同値類が結び目
の和に関してなす群が結び目コボルディズム群である．スライス結び目は「自明な結び目にコボルダントな
結び目」として定義される結び目のことである．一般に R4 へのコンパクトな曲面の埋め込み x を考えた場合，
x の R3 × {t} による切り口を考え，結び目の時間発展とみるのがわかりやすい．このとき，切り口にスライ
ス結び目が現れればその時間近傍での x の形状はシリンダーとみなしてよく，このようなスライス結び目の
性質は 4 次元空間内の曲面のトポロジーを知る上で非常に基本的な役割を果たすはずである．すなわちスラ
イス結び目を特定することは，4 次元結び目理論（S2 の S4 への埋め込み理論）をはじめ，4 次元トポロジーに
おける課題の一つである．
【研究内容】
近年，Rasmussen は Khovanov ホモロジーと呼ばれる結び目の不変量から新しいコボルディズム不変量（コ
ボルダントで保存される量）を構成した．より強力なコボルディズム不変量を見つければ，結び目のスライ
ス性を判定する「篩い」の目はより細かくなる．このような研究は最近活発に行われているが，既知のコボ
ルディズム不変量を重ね合わせても篩い落とされない結び目が数多く存在する．そこで私は現実的なアプ
ローチとして，スライス結び目に含まれる 3 次元的に明解であるリボン結び目と呼ばれる族を特定すること
で，スライス性およびリボン性の本質を探っている．そして，Khovanov ホモロジーの理論にスライス・リボ
ン結び目の幾何学的な考察を導入し，より強力なコボルディズム不変量の構成を目指している．
【平成２０年度の研究成果】
Khovanov ホモロジーは，結び目 K に対し「Euler 標数が K の Jones 多項式になるような線型空間の複体」
を考える．Rasmussen がこのホモロジーから導出したコボルディズム不変量はミューテーションと呼ばれる
結び目の変形操作で不変であることは知られているが，その他の結び目変形操作での変化は知られていない．
そこで，Khovanov ホモロジーの理論にスライス・リボン結び目の幾何学的な考察を導入するための第一歩と
して，スライス・リボン結び目にとって本質的な変形操作に注目し，それらの操作による Khovanov ホモロ
ジーの変化を記述した．
【論文】
Yoko Mizuma, Ribbon knots of 1-fusion, the Jones polynomial and the Casson-Walker invariant, Rev. Mat. Complut.,
18, 387–425, 2005.
Yoko Mizuma, An estimate of the ribbon number by the Jones polynomial, Osaka J. Math., 43, 1–5, 2006.
Yoko Mizuma and Yukihiro Tsutsumi, Crosscap number, ribbon number and essential tangle decompositions, Osaka
J. Math., 45, 1–11, 2008.
【平成２０年度に出版されたか accept された論文】
Yoko Mizuma and Yukihiro Tsutsumi, Crosscap number, ribbon number and essential tangle decompositions, Osaka
J. Math., 45, 1–11, 2008.
【未出版論文】
Y. Mizuma; On the Casson invariant of homology 3-spheres of Mazur type, (4p), revised.
【講演】
Invariants of slice-ribbon knots, Séminaire d’Algèbre, Dynamique et Topologie, LATP, Marseille, France, December
15, 2008.
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森山 貴之 (Takayuki MORIYAMA)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），大阪大学理学博士 (2008 年)
【研究テーマ】
葉層構造における横断的幾何構造の研究
小平とスペンサーによりコンパクト多様体上の複素構造の変形理論が構築され、倉西はそれを一般化し、
複素構造のバーサルな変形空間（倉西空間）の存在定理を示した。それらの変形理論はゴメス・モントやデュ
シャン・カルカ等によって葉層多様体上の横断的な正則構造の変形に応用された。更にギルバウ・ヘフリ
ガー・スンダララマン等は横断的な正則構造の倉西空間の存在定理を示した。このように葉層構造の幾何に
おいては横断的に正則な構造を変形するという変形理論は古くから研究されていた。
【研究内容】
後藤による変形理論、及びにモジュライ理論とは多様体上の閉微分形式により特徴付けられる構造（キャ
リブレーション）の変形とそのモジュライ空間を考えるというものであった。
葉層多様体においては横断的カラビ・ヤウ構造、ハイパーケラー構造、G2 構造、Spin(7) 構造といった構
造を考える事ができる。これらは閉微分形式で特徴づけられるが、葉層方向に退化しているため閉微分形式
としての変形は滑らかにはならない。よって、横断的な方向のみの変形を考える必要がある。そこで横断的
な幾何構造をベーシックな閉微分形式の枠組みで捉える事により、後藤の変形理論とモジュライ理論を応用
できると考えた。実際に横断的カラビ・ヤウ構造の変形が滑らかである事やモーサーの安定性定理はカチミ
によるベーシックコホモロジーのホッジ理論を用いる事により導く事が出来る。この変形理論に続き、モジュ
ライ理論、つまり横断的幾何構造のモジュライ空間の性質を調べるという研究を行った。
【平成２０年度の研究成果】
葉層多様体において横断的カラビ・ヤウ構造、ハイパーケラー構造、G2 構造、Spin(7) 構造の変形の障害
が消えている事を示した。また、拡張されたモーサーの安定性定理も証明する事ができる。この変形理論に
おいては変形させる構造は横断的に正則構造に限らない。よって、葉層幾何における新しい変形理論を与え
ていると言える。更にモジュライ空間については多様体構造が入るのであれば、その次元はベーシックコホ
モロジーにより与えられる事も分かる。しかし、その多様体構造の決定においては真に葉層の複雑さが絡ん
できており研究中である。
【平成２１年度の研究成果】
葉層多様体において横断的カラビ・ヤウ構造、ハイパーケラー構造、G2 構造、Spin(7) 構造のモジュライ
空間が局所的にはベーシック・コホモロジーに含まれる事（局所トレリ型定理）や滑らかな多様体構造を持
つ事を示した。更に葉層構造が taut 葉層の場合には、横断的リーマン計量全体にリーマン計量が入ることか
ら、横断的カラビ・ヤウ構造のモジュライ空間が距離空間となり、特にハウスドルフ空間になる事が分かる。
横断的カラビ・ヤウ構造を持つ葉層構造の例としてはトーラスの線形葉層やヌル佐々木多様体の特性葉層が
あるが、これらの場合にモジュライ空間の次元を計算した。その過程で５次元の佐々木多様体において、モ
ジュライ空間の次元が葉層に依存しない多様体の位相不変量（ベッチ数）で与えられる現象が起こる事が分
かった。なぜ、このような現象が起こるのか現在研究中である。
【論文】
Takayuki Moriyama, Asymptotically holomorphic embeddings of presymplectic manifolds, J. Math. Soc. Japan, 60 (3),
905-933, 2008
Takayuki Moriyama, Deformations of transverse Calabi-Yau structures on foliated manifolds, Publ. RIMS. Kyoto
Univ., 掲載予定
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Takayuki Moriyama, Asymptotically holomorphic embeddings of presymplectic manifolds, J. Math. Soc. Japan, 60 (3),
905-933, 2008
Takayuki Moriyama, Deformations of transverse Calabi-Yau structures on foliated manifolds
【未出版論文】
Takayuki Moriyama; Deformations of transverse Calabi-Yau structures on foliated manifolds
Takayuki Moriyama; The moduli space of transverse Calabi-Yau structures on foliated manifolds
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【講演】
「葉層多様体における横断的カラビ・ヤウ構造の変形」, 幾何学分科会, 東京工業大学, 2008 年 9 月
「葉層多様体における横断的カラビ・ヤウ構造の変形」, 研究集会「微分同相群と葉層構造」, 玉原国際セ
ミナーハウス(群馬県), 2008 年 10 月
「葉層多様体における横断的カラビ・ヤウ構造の変形」, 微分トポロジーセミナー, 京都大学, 2008 年 11
月
「葉層多様体における横断的 Calabi-Yau 構造のモジュライ空間」春季日本数学会分科会, 慶応大学, ２０
１０年３月（予定）
「The moduli space of transverse Calabi-Yau structures on foliated manifolds」, 国際カンファレンス“日中友好幾
何学研究集会”, 沖縄（日本）, ２０１０年１月（予定）, (国際研究集会)
「Deformations of transverse Calabi-Yau structures on foliated manifolds」, ルクセンブルク（ルクセンブルク）,
ルクセンブルク大学, ２００９年９月, (国際研究集会)
「葉層多様体における横断的カラビ・ヤウ構造の変形」, 幾何学セミナー, 名古屋大学, ２００９年６月
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クレイグ パストロ (Craig PASTRO)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），Macquarie University 理学博士 (2008 年)
【研究テーマ】
Hopf algebras and Hopf monads
Hopf monads and star-autonomous monads are recent discoveries which generalize Hopf algebras to the setting of
monads. One of the defining features of this generalization is that Hopf and star-autonomous monads may be defined on
non-braided monoidal categories, and in this setting the usual definition of Hopf algebra just does not make sense (it
requires a braiding). Both Hopf monads and star-autonomous monads involve the introduction of a generalized antipode
on a monad, however, the equations the antipode must satisfy are different in each case. The aim of my research over
the past year was to develop the theory and application of Hopf monads and star-autonomous monads further.
【研究内容】
The definition of Hopf monads and star-autonomous monad are very similar, but arose from different considerations.
In the Hopf monad case, very similar to the Hopf algebra case, it was designed to lift (categorical) duals to the category
of modules of the monad. Star-autonomous monads were designed to lift the duality found in star-autonomous
categories to the category of modules of the monad. This work was motivated by research on quantum groupoids.
Starautonomous categories are more general than autonomous categories (categories in which every object has a dual)
so the definition of star-autonomous monad makes sense in an autonomous category. In such a category we can
compare the two definitions. This was the first part of my work, and is currently ongoing. Furthermore, applications to
quantum knot invariants are being investigated.
【平成２０年度の研究成果】
Frobenius monoidal functors we defined and studied. Examples of such structures are Frobenius algebras and strong
monoidal functors. One of the defining properties of Frobenius monoidal functors is their ability to preserve duals (in
the sense of autonomous categories), and therefore to preserve Frobenius algebras. Star-autonomous comonads were
defined and studied. Examples of such are Hopf algebras with bijective antipodes. An important result is that if a
category C is star-autonomous (and therefore a model of linear logic) and G : C→C is a star-autonomous comonad,
then CG, the category of Eilenberg-Moore coalgebras is star-autonomous (and therefore a model of linear logic). The
ramifications of this have not yet been studied. The theory of weak Hopf algebras in braided monoidal categories was
developed. There were shown to be in one-to-one correspondence with a certain type of quantum groupoid.
【平成２１年度の研究成果】
We studied the relationship between Hopf monads and star-autonomous monads. It also seems possible to
reformulate, and simplify, the definition, but some more calculation is required. Bruguieres and Virelizier in their paper
[Categorical centres and Reshetikhin-Turaev invariants, Mathematica Vietnamica, 255 Vol. 33 no. 3 (2008) 255–277]
have applied the theory of Hopf monads to quantum knot invariants, in particular the quantum double construction for a
Hopf monads was defined. In our past work, we defined a more general quantum double construction for monoidal
categories. I am currently investigating whether this construction may also be used to obtain quantum knot invariants.
M. Takeuchi developed an approach to differential Galois theory using Hopf algebras. Other work in progress, with A.
Masuoka, Tsukuba University, is to develop this research further. Lourdes Juan and Andy Magid in [Differential central
simple algebras and Picard-Vessiot representations, Proc. AMS 136 no. 6 (2008) 1911–1918] show that for any
differential central simple algebras A over K there is a Picard-Vessiot extension L of K such that A is equivalent to a
matrix algebra over L with component-wise differential. Our ongoing work is to translate and extend this work to the
setting of Takeuchi’s approach. Preliminary results are good.
【論文】
Craig Pastro and Ross Street, Closed categories, star-autonomy, and monoidal comonads, Journal of Algebra, 321
(11), 3494–3520, 2009
Brian Day and Craig Pastro, On endomorphism algebras of separable monoidal functors, Theory Appl. Categ, 22,
77–96, 2009
Craig Pastro and Ross Street, Weak Hopf monoids in braided monoidal categories , Algebra and Number Theory, 3
(2), 149–207, 2009.
Brian Day and Craig Pastro, Note on Frobenius monoidal functors, New York Journal of Math., 14, 733–742, 2009.
Craig Pastro and Ross Street, Doubles for monoidal categories, Theory Appl. Categ., 21, 61–75, 2008.
157

【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Craig Pastro and Ross Street, Doubles for monoidal categories, Theory and Applications of Categories, 21, 61-75,
2008
Brian Day and Craig Pastro, Note on Frobenius monoidal functors, New York Journal of Mathematics, 14, 733-742,
2008
Craig Pastro and Ross Street, Weak Hopf monoids in braided monoidal categories, Algebra and Number Theory, 3 (2),
149-207, 2009
Robin Cockett and Craig Pastro, The logic of message passing, Science of Computer Programming, 74 (8), 498–533,
2009
【未出版論文】
Craig Pastro; Closed linearly distributive categories and non-involutive negation
Craig Pastro; Fusion, cocycles, and Yang-Baxter operators
Brian Day and Craig Pastro Note on endomorphism algebras of separable monoidal functors, arXiv:0907.3259v1
【講演】
“Tambara profunctors and the centre of functor categories”,Workshop on Computer Science and Category Theory
2009, Chiba University, Japan, 2009 年 3 月.
“Games with sums and products”, Logic and Semantics Seminar, RIMS, Kyoto, Japan, 2008 年 11 月.
“Frobenius monoids and Frobenius monoidal functors”, Logic and Semantics Seminar, RIMS, Kyoto, Japan, 2008 年
10 月.
Frobenius functors, weak bialgebras, and Yang-Baxter operators, Tsukuba University Mathematics Colloquium
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安井 弘一 (Kouichi YASUI)
数理解析研究所，特定研究員（グローバル COE），大阪大学博士（理学）（2008 年）
【研究テーマ】
４次元トポロジー
4 次元多様体の位相構造は，単連結閉多様体の場合に限れば Freedman の 80 年代の研究によりほぼ完全に
分類された．一方，4 次元多様体の微分構造の研究は 80 年代の Donaldson による研究以降劇的に進展した
が，それにも関わらず分類にはほど遠いのが現状である．そこで，複素幾何，シンプレクティック幾何，レ
フシェッツファイバー空間，ハンドル分解，結び目理論などによる 4 次元多様体の様々な具体例の構成や，
ゲージ理論などによる不変量の研究などが現在活発になされている．
【研究内容】
主に以下の２つの観点から４次元多様体の微分構造に関する研究を行っている．
（１）４次元球面や複素射影空間がエキゾチック微分構造をもつかどうかは基本的な問題であるが未だに
わかっていない．それらがエキゾチック微分構造を持つとすれば，そのエキゾチック微分構造に対する全て
のハンドル分解に１，３ハンドルが現れることが知られている．しかし，１，３ハンドルの必要な単連結閉
多様体が存在するかどうかすらわかっていない．そこで，１，３ハンドルに関する研究を行っている．
（２）単連結閉 4 次元多様体の微分構造はコルクと呼ばれる可縮な４次元部分多様体で決まることが知ら
れている．しかし，微分構造とコルクの具体的な対応など，基本的なことはほとんどわかっていない．そこ
で４次元多様体のコルクの構造の様々な具体例の構成や，コルクと手術との関係，コルクの応用などについ
て研究している．また，プラグと言う，コルクと似た性質をもつ対象についても研究している．
【平成２１年度の研究成果】
以下は全て Selman Akbulut 氏との共同研究による成果である．昨年度までの共同研究で４次元多様体のコ
ルクの構造の様々な例を得たが，その構成法の鍵はエキゾチックな閉４次元多様体の中に「良い」４次元部
分多様体を構成するという点であった．しかし，一般にそのようなことを行うのは難しい．今年度の研究で
は，まず先に境界付き４次元多様体を与えておいて，それがあるエキゾチックな閉４次元多様体の「良い」
部分多様体となることを４次元スタイン多様体の性質を用いて示す，という方針をとった．これにより，こ
れまでの例の非常に簡単な構成法を得た．また，結果自体も拡張することができた．さらに，上記の方法を
応用して，４次元スタイン多様体の有限個のエキゾチック微分構造の構成なども行った．
【論文】
Selman Akbulut and Kouichi Yasui, Knotting corks, Journal of Topology, 2 (4), 823-839, 2009
Selman Akbulut and Kouichi Yasui, Small exotic Stein manifolds, arXiv:0807.3815, to appear in Commentarii
Mathematici Helvetici
Selman Akbulut and Kouichi Yasui, Corks, Plugs and exotic structures, Journal of Gökova Geometry Topology, 2,
40-82, 2008
Kouichi Yasui, Elliptic surfaces without 1-handles, Journal of Topology, 1 (4), 857-878, 2008
Kouichi Yasui, Small exotic rational surfaces without 1- and 3-handles, arXiv:0807.0373, to appear in Transactions
of the American Mathematical Society
【平成２１年度に出版されたか accept された論文】
Selman Akbulut and Kouichi Yasui, Knotting corks, Journal of Topology, 2 (4), 823-839, 2009
Kouichi Yasui, Small exotic rational surfaces without 1- and 3-handles, arXiv:0807.0373, to appear in Transactions
of the American Mathematical Society
【講演】
Corks, plugs and exotic 4-manifolds, Intensive Lectures on Lefschetz fibration, Korea Institute for Advanced Study
(Korea), February 16–19, 2010（予定）(International conference)
Applications of Stein 4-manifolds (joint work with Selman Akbulut)，４次元トポロジー研究集会，広島大学，2010
年 1 月 18 日（予定）
On corks of 4-manifolds, 京都大学数理解析研究所談話会，京都大学，2010 年 1 月 13 日
Corks, plugs and exotic 4-manifolds (joint work with Selman Akbulut), 第 56 回トポロジーシンポジウム, 北海道
大学, 2009 年 8 月 9 日
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Corks, plugs and exotic 4-manifolds, Sixteenth Gökova Geometry/Topology Conference, Gökova (Turkey), May 27,
2009 (International conference)
【受賞歴(等)】
日本数学会賞建部賢弘奨励賞 (2009 年度)
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研究員（グローバル COE）
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生駒 英晃 (Hideaki IKOMA)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定研究員（グローバル COE）
・研究員（グローバル COE），京都大学博士
（理学）（2008 年）
【研究テーマ】
代数幾何学, アラケロフ幾何学
アラケロフ幾何学は代数体上の代数多様体の有理点の個数の研究から始まった分野で, 整数環上のスキー
ムと無限遠点上のエルミート幾何を合わせた算術多様体を研究する. 有理点の研究で古典的な, フェルマの
無限降下法や高さ函数の概念は, 算術多様体上の交叉理論という形に幾何学的な昇華をとげる. アラケロフ,
ファルチングス, ドリーニュによる算術曲面の研究を皮切りに, ジレ・スレによる高次元算術多様体上のリー
マン・ロッホの定理の確立をもって理論的な基礎固めがなされた. アーベル多様体のモジュライ空間上で高
さ函数を考えることにより, シャファレビッチ予想の証明が得られる. 楕円曲線のヘグナー点の高さと L-函
数の１次微分を結び付けることで, バーチ・スウインナートン予想の部分的な解決をもたらしたグロス・ザ
ギエの研究は有名である. 算術多様体上のエルミート直線束のノルムの小さい切断は, 代数幾何における大
域切断の類似であり, 小さい切断の存在を使ってモーデル予想の証明やボゴモロフ予想の証明などが得られ
る.
【研究内容】
算術多様体上のエルミート直線束の小さい切断の個数のテンソル冪に関する漸近挙動の研究は, 算術多様
体の双有理幾何に相当し重要である. 森脇により, 算術的ピカール群上で体積函数の連続性が示され, ファ
ルチングス, ジレ・スレ, ザンの算術的ヒルベルト・サミュエル公式がネフなエルミート直線束に一般化され
た. 代数幾何の「ベクトル空間の次元」にあたる概念がアラケロフ幾何では３種類あり, これらを使って３種
類の体積函数を定義できる. 森脇の定義した体積函数はこの３種類のうちの１つである. 残る２種類の体積
函数の連続性と双有理不変性について研究を行った.
【平成２０年度の研究成果】
今年度前半は, 高次元大域体上のアーベル多様体の高さの研究を行った.高次元スキーム上で, 幾何学的
ファイバーがすべて通常半アーベル多様体であるかまたは相対次元が１ならば, 生成ファイバーと同種な
アーベル多様体はすべて底スキーム上に広がることを示した.この結果を用いて, 高次元大域体上の楕円曲線
の高さの, 同種による変化を評価した.相対次元が２以上のときも, 強い条件を課せば, 高さの評価が得られ
た.これにより, 少なくとも楕円曲線の場合には, テート予想, シャファレビッチ予想の別証明が得られた.
今年度後半は, 体積函数の連続性の研究を行った.オコンコフの哲学によれば, アラケロフ幾何の３種類の
次元も, 良い重複度であるべきで, これらの体積函数もログ凹であるべきだと感じた.現在, その方向で進展
中である.
【平成２１年度の研究成果】
上述した体積函数のすべてについて, 一般の算術多様体上で広義一様連続性と双有理不変性を証明するこ
とができた. また, それを使って算術的ヒルベルト・サミュエル公式を垂直的にネフ（ネフよりも弱い）なエ
ルミート直線束に一般化できた. また, エルミート直線束の逐次最小を使って, 新しい漸近不変量が定義で
きた. さらに, ３種類の体積函数がすべて極限として得られることも確認できた.
【論文】
Hideaki Ikoma, The Faltings-Moriwaki modular height and isogenies of elliptic curves, J. Math. Kyoto Univ., 48 (3),
661-682, 2008
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Hideaki Ikoma, The Faltings-Moriwaki modular height and isogenies of elliptic curves, J. Math. Kyoto Univ., 48 (3),
661-682, 2008
【未出版論文】
H.Ikoma; Assymptotic invariants of hermitian line bundles
H.Ikoma; Asymptotics of the Euler-Minkowski characteristic of hermitian invertible sheaves
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宮内 通孝 (Michitaka MIYAUCHI)
理学研究科数学・数理解析専攻，特定研究員（グローバル COE）
・研究員（グローバル COE），神戸大学理学
博士 (2004 年)
【研究テーマ】
p-進代数群の表現論
p-進代数群の表現論では, 放物型部分群からの誘導表現の既約因子の研究と, そのような形では得られな
いスーパーカスピダル表現の研究の二つのテーマがある。スーパーカスピダル表現は, その構成に拡大体の
深い理論が必要になる p-進代数群特有の対象である. 近年 p-進代数群の表現論の分野では大きな進展があり,
p-進体上の広いクラスの代数群に対して, その全ての既約スーパーカスピダル表現が構成し尽くされた. 最
近出版されたものとして斜体上の一般線形群についての Sécherre-Stevens, p が 2 でない場合の古典群に対す
る Stevens, p が十分大きい場合の簡約群に対する Kim-Yu の結果などがある. この分野は局所 Langlands 予想
と深い関連があり, 構成されたスーパーカスピダル表現を用いて L-パケットを具体的に構成する問題も既に
研究が始められている.
【研究内容】
3 変数ユニタリ群の局所 Langlands 予想は Rogawski によって証明が成されたが, エンドスコピック群か
らのリフトの用語で記述されている為, 非スーパーカスピダル表現に比べ, スーパーカスピダル表現を含む
L-パケットの様子はよくわからない。スーパーカスピダル表現の構成論の立場からの L-パケットの構造の記
述については Alder-Lansky と Blasco の先行する結果があるが, 完全な解決には到って居ない. これまでの研
究では, スーパーカスピダル L-パケットの不変量である形式次数, ジェネリック表現について研究し, それ
らを決定した. その後も継続して, 3 変数ユニタリ群のスーパーカスピダル L-パケットの構造の決定および
p-進古典群のスーパーカスピダル L-パケットの構成問題を研究している.
【平成２０年度の研究成果】
p-進体上の分岐 3 変数ユニタリ群 U(3) の既約スーパーカスピダル表現の形式次数を決定した. 先行する
結果として Jabon-Keys-Moy による U(3) の Plancherel 公式がある. 彼らの結果は p-進 U(3) の Plancherel
公式の明示式を与えたものであるが, スーパーカスピダル表現については不分岐群の場合しか考察していな
かったので, 私の結果は彼らの明示式を分岐群の場合に完成させたことになる. また, 形式次数が離散 L-パ
ケットの不変量であることを用いて U(3) のベリーカスピダル表現の安定性の新証明を与えた. この結果は
Blasco が昨年度出版した論文の中でテータ対応を用いて既に証明したものであるが, 現在知られている
U(3) の安定表現が形式次数によって特徴付けられることを示した点は新しい発見である. この研究によって
p-進 U(3) のスーパーカスピダル L-パケットの構造に関する大まかな予測を立てることが出来た. 更に精密
化し, スーパーカスピダル L-パケットの構造を決定する研究を行いたい.
【平成２０年度の研究成果】
p-進不分岐 U(3) の既約スーパーカスピダル表現の generic 性の判定を行った. p-進 U(3) の既約表現は,
Whittaker 模型を持つとき generic であると言う. スーパーカスピダル表現の generic 性は局所 Langlands 予
想と深い関連があり, 例えば p-進 U(3) の離散 L-パケットは generic 表現を丁度 1 個含むことが知られている.
この事実より, p-進 U(3) の既約スーパーカスピダル表現には generic なものとそうでないもの両方が存在する
ことが分かる.
Blasco, Stevens らの結果により p-進 U(3) の既約スーパーカスピダル表現は, 開コンパクト部分群からの誘
導表現で尽くされることが知られている. 今回の研究では, 彼らの構成を用いて, 開コンパクト部分群の表
現を詳細に調べることにより, 不分岐 U(3) に対して generic スーパーカスピダル表現の記述を行った. この
結果は U(3) の局所 Langlands 予想への表現論の立場からの理解を深め, p-進 U(3) の L- パケットの明示的記
述に役立つものである.
【論文】
Kazutoshi Kariyama and Michitaka Miyauchi, Fundamental C-strata for classical groups, Journal of Algebra, 279
(1), 38-60, 2004
【未出版論文】
Michitaka Miyauchi; Representations of unramified U(2, 2) over a p-adic field I: representations of non-integral
level, arXiv:0804.3194
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Michitaka Miyauchi; Representations of non quasi-split unramified U(4) over a p-adic field I: representations of
non-integral level, 2008
Kazutoshi Kariyama and Michitaka Miyauchi; Self-dual simple types and discrete series of p-adic classical groups,
Preprint
Kazutoshi Kariyama and Michitaka Miyauchi; Hecke algebras of self-dual simple types for p-adic classical groups,
Preprint
【講演】
分岐 U(3) の supercuspidal 表現の形式次数, 保型表現と保型 L-関数の数論的研究, 京都大学数理解析研
究所, 2009 年 1 月 22 日

164

上野 康平 (Kohei UENO)
理学研究科数学・数理解析専攻，研究員（グローバル COE），京都大学人間・環境学博士（2008 年）
【研究テーマ】
複素力学系
複素多様体からそれ自身への正則写像が与えられたとき、我々はその写像の反復合成を考える。以下では、
複素多様体からそれ自身への正則写像を、単に複素多様体上の正則写像と呼ぶ。近年、コンピューターグラ
フィクスの発達により１次元複素力学系の研究が復興し、その発展と成功を受け高次元複素力学系の研究が
始まった。
【研究内容】
高次元複素力学系のなかでも、polynomial skew product の力学系に注目している。２次元複素空間上の多
項式写像で、第一成分が第一座標にのみ依存するものを polynomial skew product という。Polynomial skew
product の力学系はいろんな側面をもつ。高次元複素力学系はまだわかっていないことが多いが、その突破口
のひとつとして期待している。また、１変数多項式の力学系の一般化あるいはランダムな力学系の特別な場
合と見ることもできる。しかし、１変数多項式の力学系とは似て非なるものであり、そこでは現れない現象
などが現れて非常におもしろい。
【平成２０年度の研究成果】
多項式写像の力学系において、軌道の発散の速さを測るグリーン関数は非常に重要な武器となる。写像が
レギュラーな場合には、その写像に付随するグリーン関数が存在し、連続かつ多重劣調和となるが、一般の
多項式写像に対しては、その存在はわかっていない。Polynomial skew product の場合は、複素空間全体では
連続とならないグリーン関数をもつ例が簡単に作れる。しかし、本年度 accept された論文での研究を踏まえ
て、ある条件を満たす polynomial skew product に対しては、グリーン関数の一般化である"重み付きグリーン
関数"が複素空間上の連続な多重劣調和関数になることを発見した。この重みは、写像に含まれる第一座標と
第二座標のある種の比を表し、写像の形から一意的に定まる。さらに、このような polynomial skew product は
重み付き複素射影空間上の正則写像に持ち上げることができ、"重み付きグリーン関数"が多重調和でないと
ころと、そのジュリア集合が一致することがわかった。グリーン関数の多項式写像の力学系における重要性
から、"重み付きグリーン関数"の発見は本質的であり、polynomial skew product の力学系の研究に多大な寄与
を与えると期待する。
【平成２１年度の研究成果】
昨年に行った polynomial skew product の“重み付きグリーン関数”に関する研究をさらに進展させた。昨年は、
第一成分（第一座標に関する多項式）の次数と第二成分の第二座標に関する次数が等しい polynomial skew
product のみを扱った。しかし、“重み付きグリーン関数”のより自然な定義を与え、さらに polynomial skew
product の重み付き複素射影空間上の有理写像への持ち上げの力学系を考えることにより、上記の条件をつけ
ない一般の場合に対しても対応する結果を得ることに成功した。これらの結果は論文としてまとめ、海外雑
誌に投稿した。
【論文】
Kohei Ueno, Dynamics of holomorphic symmetric maps on projective spaces, Publicacions Matematiques, Vol.51
(2007), No.2, 333-344.
Kohei Ueno, Symmetries of Julia sets of non-degenerate polynomial skew products on C2, to appear in the Michigan
Mathematical Journal.
【平成２０−２１年度に出版されたか accept された論文】
Kohei Ueno, Symmetries of Julia sets of non-degenerate polynomial skew products on C2, to appear in the Michigan
Mathematical Journal
【未出版論文】
Kohei Ueno, Weighted Green function of polynomial skew product on C2, submitted.
【講演】
Generalized Green functions of polynomial skew products on C2 (Poster session), The 6th RIMS-Kyoto University
and SNU Joint Symposium on Mathematics, Seoul National University, February 18, 2009 (International conference)
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Generalized Green functions of polynomial skew products on C2, 冬の力学系研究集会, 日本大学軽井沢研修所,
2009 年 1 月 11 日
非退化な多項式半直積写像のジュリア集合の対称性, 日本数学会秋季総合分科会, 東京工業大学, 2008 年
9 月 25 日
Weighted Green functions of polynomial skew products on C2 (Poster session), XXIst Rolf Nevanlinna Colloquium,
Kyoto University, September 7-11, 2009 (International conference)
Weighted Green functions of polynomial skew products on C2 (Evening session), Hayama Symposium on Complex
Analysis in Several Variables XIII, Shonan Village Center, July 20, 2009 (International conference)
Generalized Green functions of polynomial skew products on C2 (Poster session), The 6th RIMS-Kyoto University
and SNU Joint Symposium on Mathematics, Seoul National University, February 18, 2009 (International conference)
Weighted Green functions of polynomial skew products on C2, RIMS 研究集会・複素力学系とその関連分野の総
合的研究, 京都大学, 2009 年 12 月 16 日
多項式歪積の複素力学系と重み付きグリーン関数, 第１回解析系白浜研究集会, 旅館むさし(白浜), 2009 年
12 月 9 日
Weighted Green functions of polynomial skew products on C2: a study of complex dynamics, RIMS 研究集会・ポテ
ンシャル論とベルグマン核, 京都大学, 2009 年 12 月 4 日
Weighted Green functions of polynomial skew products on C2, 複素解析幾何セミナー, 東京大学, 2009 年 11 月
16 日
Weighted Green functions of polynomial skew products on C2, 日本数学会 2009 年度秋季総合分科会, 大阪大学,
2009 年 9 月 26 日
Weighted Green functions of polynomial skew products on C2, 第 44 回函数論サマーセミナー, 四季の湯強羅青
雲荘(箱根), 2009 年 8 月 18 日
Weighted Green functions of polynomial skew products on C2, 京都大学力学系セミナー, 京都大学, 2009 年 7 月
3日
Generalized Green functions of polynomial skew products on C2, 冬の力学系研究集会, 日本大学軽井沢研修所,
2009 年 1 月 11 日
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長尾 有晃 (Nagao TOMOAKI)
理学研究科数学・数理解析専攻数学系, GCOE 研究員,京都大学理学博士(2009 年)
【研究テーマ】
リー群のホモトピー論
リー群の概念は S.リーによる微分方程式の対称性の研究の中で生まれ，現在では数学のあらゆる分野に現
れる重要な対象である．ホモトピー論の観点からは，リー群自身やその等質空間・分類空間は興味ある空間
の源泉であり，コホモロジー・ホモトピー群の計算，ホモトピー非可換性や局所化による分解など様々な研
究がなされている．
【研究内容】
これまで，与えられた空間からシンプレクティック群やユニタリー群へのホモトピー類全体のなす群につ
いて，具体的に計算する手法およびこの群の構造について研究してきた．空間の次元が低い時，この群は Kコホモロジー（または KSp-コホモロジー）と一致する．一般の場合にもこの群と K-コホモロジーを比較する
完全列があり，それを利用するのが基本的なアイデアである．
また空間を局所化した場合にも議論を平行して展開でき，その場合の計算手法についても研究した．
【平成２１年度の研究成果】
ユニタリー群の二つの部分群の包含写像がいつホモトピー可換になるかというのは，非常にシンプルな問
題であり，R. Bott による古典的な結果がある．上記の手法の応用として，この問題を素数で局所化した場合
にサムエルソン積を用いて研究し，奇素数で局所化した場合には完全な解答を得た．
またファイバーワイズ L-S カテゴリー数をモデル圏の視点から研究した．
（ともに岸本大祐氏との共同研究．
現在論文準備中）
【論文】
Tomoaki Nagao; On the groups [X, Sp(n)] with dimX ≤ 4n + 2; J. Math. Kyoto Univ., 48-1, 149-165, (2008).
【平成２１年度に出版されたか accept された論文】
Tomoaki Nagao; On Samelson products in Sp(n), in J. Math. Kyoto Univ. 49-1, pp225-234
【未出版論文】
D. Kishimoto and T. Nagao; Commutativity in special unitary groups.
【講演】
On the groups [X, Sp(n)], Kyoto seminar on algebraic topology in honor of Moo Ha Woo, Kyoto university, March
14-15 2008 (International conference)
On the groups [X, Sp(n)] localized at a prime p, 福岡ホモトピー論セミナー, 福岡大学セミナーハウス, January
11 2009
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源 泰幸 (Hiroyuki MINAMOTO)
理学研究科数学・数理解析専攻，研究員（グローバル COE），京都大学理学博士 (2008 年)
【研究テーマ】
三角圏を介した非可換代数幾何学の研究
アーベル圏や三角圏をある空間上の連接層の圏やその導来圏と見做して研究しようというのが非可換代数
幾何学の一つの観点である。特に非可換射影幾何学においては射影多様体上の連接層の圏を斉次座標環の言
葉で記述する Serre の定理を範にとり（可換とは限らない）次数環に対してあるアーベル圏を構成しそれをそ
の次数環に対応する射影スキームの連接層の圏と見做す。これは Artin-Zhang により基礎づけられた理論で
あり、Artin-Tate-Van den Bergh による３次元 AS-regular 代数の分類等の応用がある。AS-regular 代数は非可
換射影幾何学において基本的な対象として盛んに研究されている。
また Calabi-Yau 多様体の導来圏の性質を抽出しする事で Calabi-Yau 圏や Calabi-Yau 代数が定義された。こ
れらは数理物理や表現論において盛んに研究されている。
【研究内容】
非可換代数幾何学の観点からは傾斜複体は代数幾何学における直線束の類似物と思える。代数幾何学にお
いては直線束に対しては豊富性は大切な概念であった、そこで傾斜複体に対して豊富性の概念を先ず定義し
た。そしてこの概念が豊富性と呼ばれるに相応しい性質を持っている事を示した。代数幾何学における標準
束と Serre 関手の関係を範にとり Fano 代数というものを定義した。この Fano 代数の導来圏が Fano 多様体
の導来圏と類似の性質をもっている事を示した。Fano 代数の重要な例は無限表現型のクイバーの道代数であ
る。一方、有限表現型のクイバーの道代数は分数的 Calabi-Yau 代数である事が知られていた。これによりク
イバーの表現型の非可換幾何学的な特徴付けが得られた。また標準代数（canonical algebra）の表現型に関し
ても同様に非可換幾何学的な特徴づけが得られる。この事は非可換幾何学的な視点が表現論とも深いか関わ
りを持っている事を示している。
【平成２０年度の研究成果】
	
  Beilinson の定理を一般化した自身の結果を深めて傾斜複体に対する豊富性の概念を定義した。その豊富性
に関する研究を行った。クイバーの表現型の非可換幾何学的な特徴付けを得た。
	
  また高橋篤史氏との共同研究で Koszul 双対性を一般化した。従来、Koszul 双対性の概念は半単純代数上で
のみ定義され盛んに研究されていた。我々はこれを半単純とは限らない代数の上に一般化した。その際、微
分付き次数代数（differential graded algebra）を用いた。その結果、Happel の定理（ある有限次元代数の導来
圏とその代数の自明拡大代数の安定圏の圏同値）を一般化した。この Koszul 双対性と幾何学との関係の研究
は現在継続中である。
【平成２１年度の研究成果】
Fano 代数の研究を継続した。AS-regular 代数は非可換射影幾何学における中心的な研究対象であるが毛利
出氏との共同研究で Fano 代数と AS-regular 代数の関係を研究した。AS-regular 代数は非可換次数環の良い
クラスを見出すために Artin-Schelter により多項式環の良いホモロジカルな性質を抽出して定義されたもの
であるが、我々の定理はそれが実際にある意味では多項式環である事を示した。AS-regular 代数の Beilinson
代数が Fano 代数になる事を示した。その Fano 代数の（高次）preprojective 代数がもとの AS-regular 代数と
（おおよそ）一致する事を示した。これは AS-regular 代数の構造定理である。応用が幾つか得られている。
これより AS-regular 代数の balanced dualizingcomplex を具体的に構成する事が出来る。また自身の結果と併
せると大域次元が 2 の AS-regular 代数が連接的である事が示される。この定理は D. Piontkovski 氏により得
られていたものである。彼の証明に比べ我々の証明は見通しが良いと思われる。任意の次元の AS-regular 代
数が連接的であるという A. Bondal 氏の予想の解決に毛利氏と共同研究で取り組んでいる。また上の構造定
理の応用や AS-regulr 代数の一般化も毛利氏との共同研究で継続中である。
【論文】
Hiroyuki Minamoto, A noncommutative version of Beilinson’s theorem, J. Alg, 320, 238-252, 2008
【未出版論文】
Hiroyuki Minamoto, Ampleness of two-sided tilting complexes, preprint Kyoto University
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【講演】
A noncommutative algebro-geometric characterization of representation type of quiver, Russia-Japan School of
Young Mathematicians, Kyoto University, January 14 - February 2, 2009 (International conference)
A noncommutative algebro-geometric characterization of representation type of quiver, 多元環の表現論ワーク
ショップ Shizuoka University, September 2-4, 2009
A noncommutative algebro-geometric characterization of representation type of quiver, 代数幾何若手セミナー	
 
首都大学東京	
  January 24-25, 2009
A noncommutative algebro-geometric characterization of representation type of quiver, 静岡代数学セミナー	
  静
岡大学	
  May 30-31, 2008
Ampleness of two-sided tilting complexes and Fano algebras, Noncommutative Algebraic Geometry and Related
Topics, Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto, August 24-28, 2009. (International conference)
Ampleness of two-sided tilting complexes, First Friendship Meeting in Mathematics between Fudan and Kyoto
Universities, Kyoto University, January 11-15, 2010. (International conference)
Ampleness of two-sided tilting complexes and Fano algebras, Post-workshop Seminar on”Algebraic Triangulated
Categories and Related Topics, Nagoya University, July 26-27, 2009. (International conference)
Ampleness of two-sided tilting complexes and Fano algebras, 第４２回環論および表現論シンポジウム, Osaka
Kyoiku University, October 10-12, 2009.
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山田 智宏 (Tomohiro YAMADA)
理学研究科数学・数理解析専攻，研究員（グローバル COE），京都大学理学博士（2009 年）
【研究テーマ】
整数論的関数の値の性質、指数型不定方程式論

€

初等的な整数論的関数の値に関しては奇数の完全数、すなわち σ(N) = 2N を満たす奇数 N が存在するか否
かなど、古くからの未解決の問題が多数存在している。奇数の完全数は少なくとも 9 個の素因数を持たなけ
ればならない（Nielsen, Math. Comp. 76 (2007), 2109–2126）、108 より大きな素因数を少なくとも 1 個は持た
なければならない（T. Goto and Y. Ohno, Math. Comp. 77 (2008), 1859–1868）ことなど、奇数の完全数（もし存
在するとして）の構造に関する部分的な結果については様々な研究が存在している。
ま た 、 指 数 型 不 定 方 程 式 に お け る 未 解 決 問 題 と し て 、 Ljunggren の 方 程 式
x
( n − 1) ( x − 1) = y m ( n ≥ 3, m ≥ 2, x > 1) の解が (x, y, n, m) = (3, 11, 5, 2), (7, 20, 4, 2), (18, 7, 3, 3) 以外に存在する
か否かがというものが存在する。1960 年代から 1970 年代にかけて Baker や van der Poorten らが超越数論を
用いてこの種の不定方程式の研究を発展させたが、最近では、Catalan の、隣接する累乗数は 0, 1 と 8, 9 の
二組しかないという予想を解決した Mihailescu の円分体の算術を用いた方法（J. Number Theory 124 (2007),
380–395 などを参照）によってさらに発展している。
【研究内容】
整数論的関数、特に約数関数の値の性質について、完全数やそれに類似した性質を持つ数の分布や乗法的
構造を調べ、望ましくは、そのような数が存在しないことを示すことを目標としている。これまでに、奇数
の基準超完全数が 9, 165 しかないことを示している。
p を素数とすると、 σ ( p e ) = ( p e+1 − 1) ( p − 1) となるから、約数関数の値を研究するには ( x n − 1) ( x − 1) の形
の多項式の値の性質を研究することは自然なアプローチであると思われる。そこで、Baker らが発展させた
超越数論を使い、 ( x n − 1) ( x − 1) の形の多項式を含む不定方程式を考察し、これを応用することを考えた。
また、現在は、最近 Mihailescu らが発展させた円分体の算術を用い
€
€
る手法の適用の余地が無いか研究を進めている。
これとは別に、Erdös
や Pomerance の、篩落としの方法を用いて、σ(n) = σ(n + k) のような特殊な性質を満
€
たす整数 n ≤ x の個数の上からの評価を求め、改良する研究を行っている。
【平成２１年度の研究成果】
σ(n) = σ(n + k) を満たす整数n ≤ xの個数の上からの評価を改良した（論文投稿中）。
12
n2 + 1 が 8m + 1 の形の素因数しか持たないような整数 n ≤ x の個数が≫ x ( log x ) となることを示した（論
文執筆中）。
【論文】
€
Tomohiro Yamada, Odd perfect numbers of a special form, Colloq.Math., 103 (2), 303-307, 2005
Tomohiro Yamada, Unitary super perfect numbers, Math.Pannon., 19(1), 37-47, 2008
Tomohiro Yamada, On the Diophantine equation x m = y n1 + y n 2 +…+ y nk , Glasg.Math.J., 51(1), 143-148,2009
Tomohiro Yamada, Linear equations involving iterates of σ(N), INTEGERS, 9 Supplement, A15, 2009
【平成２０−２１年度に出版されたか
€ accept された論文】
Tomohiro Yamada, Linear equations involving iterates ofσ(N), INTEGERS,9 Supplement, A15, 2009
【未出版論文】
On equations σ ( n) = σ ( n + k ) and ϕ ( n) = ϕ ( n + k ) , arXiv: 1001.2511, sent to J. Combinatorics and Number
Theory.
On finiteness of odd superperfect numbers, arXiv: 0803.0437v2.
A note on the paper by Bugeaud and Laurent “Minoration effective de la distance p-adique entre puissances de
€
€
nombres alg´ebriques”, sent to J. Number Theory.
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博士後期課程学生
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福山 浩司 (Hiroshi FUKUYAMA)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程５年
学位：未取得．
【研究テーマ】
代数幾何学, (準) 連接層の導来圏
導来圏はホモロジー代数を展開する場として導入された。代数幾何学においては(準) 連接層のなすアーベ
ル圏の導来圏、完全複体のなす三角圏、それらの自己同値群などが研究されている。導来圏はベクトル束の
モジュライの研究などに応用される一方、導来圏から代数多様体を再構成する研究もなされている。
【研究成果】
本年度は(テンソル積による) モノイダル構造を与えられた、代数スタック上の準連接層の導来圏(無限圏)
から、スタックを再構成する問題について研究した。非常に豊富な可逆層をもつ体上のネタースキーム、有
限型の分離的 tame 商スタックなどのクラスで肯定的解答が得られた。(岩成勇氏との共同研究。現在論文を
執筆中)
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大林 一平 (Ippei OBAYASHI)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程４年
学位：2010 年 3 月取得見込．
【研究テーマ】
力学系，特にその統計的性質
力学系とは写像の反復合成や微分方程式で定義される流れなどで記述される決定論的なシステムの時間発
展による漸近的挙動を研究する．特にカオス的な力学系が産みだす統計的，確率論的な挙動を解明すること
を目指している．
【研究成果】
前年度に続き，不変測度の数値計算結果を計算機により精度保証する手法について研究した．本年度はこ
の手法の結果の論文の執筆，修正，投稿，といったことがメインとなった．(その論文は一度 reject され，修
正後別の雑誌に投稿した．現在査読中である)
またこの手法をより広範囲の力学系に適用する方法についても研究したが現在よい結果は得られていない．
【本年度論文】
Ippei Obayashi; Exponential decay of correlations for surface semi ows with an expanding direction; Journal of
Mathematics of Kyoto University 49(2) (2009) 427-440
【未出版論文】
Ippei Obayashi; Computer-assisted veri cation method for invariant densities and rates of decay of correlations
【講演】
Computer-assisted veri cation method for invariant measure and decay rate of correlation functions, エルゴード理
論の最近の話題, 2009/11/7
力学系の不変測度と相関の減衰の速度の精度保証について, 2008 年度冬の力学系研究集会, 2009/1/10
Numerical estimations and varidations of invariant desities and rate of decay of corralations, 日本数学会２００９
年度秋季総合分科会, 2009/9/26
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谷田 篤史 (Atsushi TANIDA)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程４年
学位：2010 年 5 月取得見込．
【研究テーマ】
拡散過程とその漸近挙動
拡散過程は, 時間とともに変化する確率変数の族を表す確率過程の中でも最も中心的な役割を果たす重要
なクラスで, その中にはブラウン運動など非常によく知られた確率過程がたくさん存在する. これらはそれ
自身もさることながら, 数理ファイナンスへの応用なども含めて, さまざまな研究がなされている. また拡
散過程を研究する上で重要な事柄のひとつに, 時間を大きく, または小さくしたときの拡散過程の極限的性
質を調べることがある.
【研究成果】
拡散過程の 1 変数摂動に関するスペクトル関数の挙動について調べている. 本年度は, 拡散過程の係数に
いくつかの仮定をおき, スペクトル関数の微分可能性に関する必要十分条件を得た. これは既に知られてい
る同様の結果の, 非対称な作用素に対するひとつの一般化になっていると考えられる.
【本年度論文】
Ryoki Fukushima, Atsushi Tanida and Kouji Yano; Non-Markov property of the eigenvalue of certain matrix-valued
processes to Dyson’s model of the matrix size two, arXiv, 0908.4481 to appear in ASPM
A.Tanida; Differentiability of Spectral Functions for Non-symmetric Diffusion Processes, to appear in Kyoto Journal
of Math.
【講演】
Differentiability of Spectral Functions for Non-symmetric Diffusion Processes, Stochastic Analysis and Applications,
Kyushu University, September 11, 2008 (International conference)
保険数学のための確率論, 日本アクチュアリー会関西支部セミナー, December 14, 2009
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本多 正平 (Shouhei HONDA)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程４年
学位：博士（理学）(2009)．
【研究テーマ】
リッチ曲率に関わるリーマン幾何学
リッチ曲率に関わる幾何学は，アインシュタイン多様体の研究などに代表される，代数，幾何，解析が密
に交錯する数学の分野である．その幾何学をリーマン幾何学を用いて，主に，多様体の崩壊理論を用いて研
究を行うことが本研究テーマである．
【研究成果】
リーマン多様体の極限として現れる，特異な距離空間の性質を調べている．具体的には低次元の極限空間
の分類や，極限空間における球面定理とそのリーマン多様体への応用，極限空間のいくつかの測度論的性質
を得た．
本年度はそれらを用いて，空間の収束に伴う，リプシッツ関数の微分の収束の定義を与え，それを調和関
数の収束が満たすことを示した．その応用として，非負のリッチ曲率を持つリーマン多様体の漸近錘上の調
和関数の分類を与えることができた．そのリーマン多様体への応用として，調和関数に関するリュービル型
定理を得ることができた．また，リプシッツ関数の微分の収束の概念における近似定理を与え，その応用と
して，ラプラシアン比較定理を極限空間で示すことができた．これはリッチ曲率の下限が多様体の収束に伴っ
て保たれることを意味している．（現在論文を執筆中）．
【本年度論文】
Shouhei Honda; Ricci curvature and almost spherical multi-suspension, Tohoku Math. Journal, 61 (2009) 499-522.
【未出版論文】
S. Honda; Bihop-Gromov type inequality on Ricci limit spaces, submitted.
S. Honda; Ricci curvature and convergence of Lipschitz functions, preprint.
【講演】
Rectifiability とラプラシアンについて, 研究集会	
  群と力学系に関わる離散幾何学, 愛媛大学, 9 月 1‐4 日,
2009
リーマン多様体の極限における rectifiability とラプラシアン, 岡山幾何学談話会および岡山解析・確率セミ
ナー合同セミナー, 岡山大学, 7 月 24 日, 2009
On the Laplacian of limit spaces of Riemannian manifolds, GCOE geometry seminar, 京都大学, 7 月 6 日, 2009
多様体の極限における，測地線の分岐問題と Hausdorff 次元, 研究集会	
  測地線及び関連する諸問題, 熊本
大学, 1 月 10‐11 日, 2009
リーマン多様体の低次元極限空間について, 東北大学幾何セミナー, 東北大学，11 月 4 日, 2008
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金子 元 (Hajime KANEKO)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程３年
学位：2010 年 3 月取得見込．
【研究テーマ】
ディオファンタス近似、特に線型回帰数列の小数部分について
一様分布論とは、さまざまな数列の小数部分がどのように分布しているかを研究するかを研究する理論で
ある。Pisot 数や Salem 数を公比にもつ等比数列の小数部分について、興味深い結果が知られている。一般
の線型回帰数列の小数部分についても、小数部分のとりうる値やその頻度について研究がなされている。特
に公比が自然数の場合は、超越数論とも関係が深い。
【研究成果】
2 以上の自然数 α を公比にもつ等比数列の小数部分について深く研究した。公比 α、初項 ξ > 0 の等比数
列の小数部分を研究することは ξ の α 進展開を研究することに他ならない。その結果、加法数論を用いた
代数的独立性の判定法を構成した。この判定法により従来の Mahler の方法などでは適用できない数の代数的
独立性を証明できた。また、代数的無理数を 2 進展開したときの digit である 0 と 1 が変化した回数につい
て研究し、先行結果を改良することができた。(論文は現在投稿中)
【論文】
Hajime Kaneko; Distribution of geometric sequences modulo 1, Result. Math. 52 (2008), 91-109.
【本年度論文】
Hajime Kaneko; Limit points of fractional parts of geometric sequences, Unif. Distrib. Theory. 4 (2009), 1-37
Hajime Kaneko; On normal numbers and powers of algebraic numbers, to appear in Integers
【未出版論文】
Hajime Kaneko; Algebraic independence of real numbers with low density of nonzero digits, preprint
Hajime Kaneko; On the binary digits of algebraic numbers, preprint
【講演】
Applications of subspace theorem to the fractional parts of geometric series, 解析的整数論の新しい展開, 京都大
学, October 27-29, 2008
On normal numbers and powers of algebraic numbers, Diophantine Analysis and Related Fields, 日本大学, March
2-3, 2009 (International conference)
On the fractional parts of the powers of algebraic numbers, Journees Arithmetiques, Saint-Etienne 大学, July 6-10,
2009 (International conference)
Algebraic independence of the values of power series, 代数セミナー, 慶應義塾大学, November 12, 2009
On the binary expansions of algebraic numbers, 公開セミナー, 新潟大学, November 16, 2009
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新角 卓也 (Takuya SHINKADO)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程 3 年
学位：未取得．
【研究テーマ】
楕円及びダブルアフィンヘッケ環の研究
ダブルアフィンヘッケ環(DAHA) はマクドナルド多項式の研究に伴い導入され、楕円ヘッケ環(EHA) は楕
円ワイル群の群環の変形として見出された。無限（及び有限）次元の既約表現や直既約表現の分類、中心の
構造、直交多項式系への応用、微分作用素環との類似を辿るなど多様な研究がなされている．
【研究成果】
楕円ルート系を出発点にして、その対称群(楕円ワイル群)、群環の q 変形(楕円ヘッケ環)、楕円ヘッケ環の
中心と辿ると、楕円曲線上のモジュライ空間が得られる。従って、ルート系を取り換えれば、双曲型曲線上
のモジュライ空間も得られるのではないかと期待している。実際に、齋藤恭司氏により双曲型ルート系の基
礎理論は整備されている。従って、原型である楕円ヘッケ環の中心の研究は重要なテーマだと認識している。
このような基本的な問題意識の下で、楕円及びダブルアフィンヘッケ環の中心の研究を行ってきた。楕円
及びダブルアフィンヘッケ環の中心の相互の関係を統一的に見出した。
主結果：Spec(DAHA の中心) は、Spec(EHA の中心) のワイル因子に対する tame 被覆になっており、そ
の被覆変換群が P/Q × P/Q. [注 1: P, Q はそれぞれ対応するウエイト格子及びルート格子. 注 2: ガロア性は不
明である. ワイル因子についての tame 被覆全体がガロア圏になることを示せなかった. 注 3: 楕円ヘッケ環
の中心がかなり良い特異性しか持たない(canonical singularity のみを期待)ことも示したかったが、示せなかっ
た.]
この結果により、蓄積されてきた研究結果を、楕円ヘッケ環の中心の研究に応用できるようになった。
【論文】
Takuya SHINKADO; ADE 型楕円ヘッケ環の多項式表現の一般化及びその応用; 京都大学修士論文, 2007.
【講演】
On the center of EHA and DAHA, Russia-Japan School of Young Mathematicians, Kyoto University, January 14 February 2, 2009 (International conference)
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深谷 友宏 (Tomohiro FUKAYA)
理学研究科数学・数理解析専攻，日本学術振興会特別研究員 PD
博士（理学）（2009 年）
【研究テーマ】
Coarse 幾何学，微分位相幾何学
Coarse Geometry とは標語的に言えば，
「非コンパクト空間を“荒く” 見る事により見えてくる大域的な構造
の研究」である．Coarse カテゴリーにおける対象は，無限離散群や非コンパクト完備 Riemann 多様体といっ
た非有界な距離空間である．また距離空間に対して，Higson コンパクト化と呼ばれるコンパクト化が定まる．
その境界は Higson コロナと呼ばれ，「無限に広がった空間の無限の果て」を体現していると考えられる．
Higson コロナはコンパクト Hausdorff 位相空間であるが，第二加算公理を満たさない為に距離化できない．
このことからも，非常に巨大で複雑な空間である事が分かる．距離空間にその Higson コロナを対応させる関
手は，非コンパクト空間が持つ Coarse な情報をコンパクト位相空間に凝縮させるという意味で，一種のス
ケール変換である．
微分位相幾何学では特に，Bertelson-Gromov の論文で提唱された，
（漸近的）無限直積空間上の微分位相幾
何学を研究している．以下のような問題を考える．X を閉多様体とし，f : X × X → R を滑らかな関数とす
る．
このとき fn : Xn+1 → R を次の式で定める．
n+1

f n ( x1 ,…, x n+1 ) = ∑ f ( x i , x i+1 ) .
i=1

n が増大するときの fn の漸近的な振る舞いを調べる事がこの研究のテーマである．昨年度までの研究では
塚本真輝氏と共同で，fn の臨界値の分布を調べた．
€
【研究成果】
Coarse 空間上の力学系や幾何学が Higson 関手に寄って Higson コロナ上の連続力学系や位相幾何学に変
換される様を研究している．昨年度までに Coarse 空間上の群作用から誘導された，Higson コロナ上の群作
用に関する不動点定理が得られた．また系として離散版 Brouwer 不動点定理も得られた．本年度は Coarse 空
間上の Coarse homotopy と Higson コロナ上の homotopy との関係について調べた．これに関する論文は現在
準備中である．
また微分位相幾何学の方では，塚本真輝・浅岡正幸氏との共同研究により，generic な f に対して，上記の
fn が任意の n に対し Morse 関数になることを示した．これは Bertelson-Gromov の理論で決定的に欠けてい
た部分を補完する結果であり，これにより“Dynamical Morse 不等式” と呼ぶべき結果が導かれる．
【論文】
Tomohiro Fukaya, Gröbner basis of oriented Grassmann manifolds, Homology, Homotopy Appl. 10(2), 195-209
(2008).
Tomohiro Fukaya, Masaki Tsukamoto; Asymptotic distribution of critical values, Geom. Dedicata, DOI
10.1007/s10711-009-9372-3
【本年度論文】
Tomohiro Fukaya; Coarse fixed point theorem, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 85 (2009), no. 8, 105–107.
【未出版論文】
Tomohiro Fukaya; Coarse Dynamics and fixed point theorem, arXiv:0812.3475
Masayuki Asaoka, Tomohiro Fukaya and Masaki Tsukamoto, Remark on dynamical Morse inequality, 京都大学大
学院理学研究科数学教室プレプリント 2009-30.
【講演】
“Coarse Geometry, Higson compactification and fixed point property”, First friendship meeting in mathematics
between Fudan and Kyoto Universities, January 11–15, 2010 (International conference)
“Asymptotic distribution of critical values”, Geometry and Analysis, Grands Moulins, Paris, December 21–23, 2009,
“Coarse Geometry, Higson compactification and fixed point property”, Séminaires d’Analyse et Géométrie sur les
groupes, Université Paris 7, October 15, 2009
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“Coarse Geometry, Higson compactification and fixed point property”, InternationalWorkshop on Noncommutative
Geometry and Physics 2009, Keio University, February 21, 2009 (International conference)
“Application of noncommutative Gröbner Bases to calculations of E2 terms of the Adams spectral sequence”, Kyoto
seminar on algebraic topology in honor of Moo Ha Woo, Kyoto university, March 14 2008 (International conference)
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森谷 駿二 (Syunji MORIYA)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程３年
学位：2010 年 3 月取得見込．
【研究テーマ】
有理ホモトピー論
有理ホモトピー論とは，有理ホモトピー群によってとらえられる空間の位相不変量を研究する分野で，１
９７０年代に Sullivan, Quillen などによりべき零な空間に対する一般論が確立された．個々の空間に対する極
小モデルの決定や，微分幾何，ホッジ理論への応用が研究されている．近年，べき零でない空間のモデルの
導入・研究も行われている．
【研究成果】
Sullivan のモデルの非べき零な一般化である局所系のなす微分次数付圏について研究した．この微分次数
付圏がスキーマティックホモトピータイプと対応することを示し，その極小モデルによる空間のホモトピー
不変量の記述を与えた．またいくつかの空間に対してその極小モデルを決定した．
【論文】
Syunji Moriya; Rational homotopy theory and differential graded category, J. Pure Appl. Algebra 214, no.4, (2010)
422-439.
【本年度論文】
Syunji Moriya; Rational homotopy theory and differential graded category, J. Pure Appl. Algebra 214, no.4, (2010)
422-439.
【未出版論文】
S.Moriya; The de Rham homotopy theory and differential graded category, arXiv:0912.4844.
【講演】
Twistor structures on real pro-algebraic homotopy types of cmpact Kahler manifolds, RIMS Workshop on
Non-abelian Hodge theory and Geometry of Twister structures, Kyoto University, July 13-16, 2009 (International
conference)
The de Rham homotopy theory for non-simply connected spaces, 空間の代数的・幾何学的モデルとその周辺, 信
州大学, September 10-12, 2009
de Rham homotopy theory for non-nilpotent spaces, 京都大学微分トポロジーセミナー, 京都大学, October 27,
2009
A generalization of Sullivan-de Rham equivalence to spaces with finite fundamental groups, 第 ３ 回
Lusternik-Schnirelmann カテゴリー研究集会, 国民宿舎虹の松原ホテル, October 29-31, 2008
A generalization of Sullivan-de Rham equivalence to spaces with finite fundamental group, 信州トポロジーセミ
ナー, 信州大学, January 15,16, 2009.
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大井 理生 (Masao OI)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程２年
学位：未取得．
【研究テーマ】
志村・谷山予想の別証明.
Euler System は Kolyvagin の研究から始まった分野で，Euler System relation という関係を満たす K 群の元
があると、Selmer 群の Order が上から押さえられる。K3(Modular curve*Modular curve) のなかに Euler System
Relation を満たす元があると志村・谷山予想が証明できることが分かっている。
【研究成果】
局所 K 群の中に Beilinson conjecture から存在が予想される Norm compatiblesystem があると Siegel
Eisenstein series を対角に制限したものの Fourier 係数に合同条件があることが分かった。その合同条件を数値
的に確かめた。
【未出版論文】
Masao Oi; Center freeness of absolute Galois group of some fields.
【講演】
Center freeness of absolute Galois group of some fields, 代数的整数論とその周辺 (2009 年)
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岸本 展 (Nobu KISHIMOTO)
理学研究科数学・数理解析専攻数学系，博士課程 2 年
学位：2010 年 3 月博士(理学) 取得見込み．
【研究テーマ】
非線形分散型偏微分方程式，初期値問題の適切性
非線形 Schrödinger 方程式や KdV 方程式に代表される非線形分散型方程式は，数多くの物理現象を記述す
る重要な発展方程式のクラスである．初期値問題の適切性—解の存在と一意性および初期値に対する連続依
存性—は，一般に解析が困難である非線形発展方程式の最も基本的な性質として，どの方程式に対しても盛
んに研究されている．
【研究成果】
KdV 方程式の初期値問題について，初期値を Sobolev 空間 Hs にとった場合の適切性を研究した. 特に，
ここ数年未解決であった H−3/4 における時間大域的な適切性を得た．(論文[1])
また津川光太郎氏との共同研究では，あるクラスの非線形項をもつ非線形 Schrödinger 方程式の初期値問題
について考察し，拡張された Sobolev 空間 Hs, a における適切性・不適切性をすべての指数(s, a) に対してほ
ぼ解明した．(論文[2])
【論文】
Nobu Kishimoto; Local well-posedness for the Cauchy problem of the quadratic Schrödinger equation with
nonlinearity ū2, Commun. Pure Appl. Anal., 7(5), 1123–1143, 2008.
【本年度論文】
[1] Nobu Kishimoto; Well-posedness of the Cauchy problem for the Kortewegde Vries equation at the critical
regularity, Differential Integral Equations, 22(5-6), 447–464, 2009.
Nobu Kishimoto; Low-regularity bilinear estimates for a quadratic nonlinear Schrödinger equation，J. Differential
Equations, 247(5), 1397–1439, 2009.
Nobu Kishimoto; Counterexamples to bilinear estimates for the Korteweg-de Vries equation in the Besov-type
Bourgain space, to appear in Funkcial. Ekvac.
[2] Nobu Kishimoto, Kotaro Tsugawa; Local well-posedness for quadratic nonlinear Schrödinger equations and the
“good” Boussinesq equation, to appear in Differential Integral Equations.
【講演】
Well-posedness of the Cauchy problem for the KdV equation at the critical regularity, RIMS workshop
“Well-posedness and Scattering for Nonlinear Dispersive and Wave Equations,” Hokkaido University, November 23–25,
2009 (International conference)
Well-posedness of the Cauchy problem for the KdV equation at the critical regularity, RIMS Workshop “Nonlinear
evolution equations and mathematical modeling,” Kyoto University, October 20–23, 2009 (International conference)
Bilinear estimates in Fourier restriction spaces, 第 2 回青葉山勉強会，東北大学，August 4, 2009
Well-posedness of the Cauchy problem for the KdV equation at the critical regularity, RIMS 研究集会「調和解析と
非線形偏微分方程式」, 京都大学, July 6–8, 2009 (International conference)
Local well-posedness for quadratic nonlinear Schrödinger equations, 第 19 回「微分方程式と数理物理」, 静岡県
熱海市，March 15, 2009
【受賞歴(等)】
日本数学会賞建部賢弘奨励賞，2009 年 9 月
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前田 昌也 (Masaya MAEDA)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程 2 年
学位：未取得．
【研究テーマ】
非線形シュレディンガー方程式, 孤立定在波の安定性解析
非線形シュレディンガー方程式は定在波解と呼ばれる解をもつことがある. 定在波解はシュレディンガー
方程式の一つの典型的な解であり分散性と非線形性が釣り合うことによって生じる. 非線形シュレディン
ガー方程式の力学系を知る上で定在波解は重要であり, また特異性の発生にも影響を及ぼしていると考えら
れている. 軌道安定性, 漸近安定性などが研究されている.
【研究成果】
非線形シュレディンガー方程式の定在波解の安定性について, 定在波解 Morse 指数が 2 である場合につい
て不安定性を示した.
また, 4 階の非線形シュレディンガー型方程式の特別な定在波解についてそれが安定であることを瀬片純
市氏との共同研究で見出した.
【論文】
Masaya Maeda; Stability and instability of standing waves for 1-dimensional nonlinear Schrödinger equation with
multiple-power nonlinearity; Kodai Mathematical Journal 31, no. 2, 263-271.
【本年度論文】
Masaya Maeda; Instability of bound states of nonlinear Schrödinger equations with Morse index equal to two, 2010,
Nonlinear Analysis 72, 2100-2113.
Masaya Maeda; On the symmetry of the ground states of nonlinear Schrödinger equation with potential, to appear in
Advanced Nonlinear Studies
Masaya Maeda and Jun-ichi Segata; Existence and stability of standing waves of fourth order nonlinear Schrödinger
type equation related to vortex filament，to appear in Funkcialaj Ekvacioj.
【講演】
非線形シュレディンガー方程式の基底状態解の対称性について, 日本数学会年会, 東京大学, March 26-29,
2009
Instability of bound states of nonlinear Schrödinger equations with potential, RIMS 研究集会変分問題とその周辺,
京都大学, June 8-10, 2009
Instability of bound states of nonlinear Schrödinger equations, 第 31 回発展方程式若手セミナー, 国立女性教育
会館, August 31-September 3, 2009
非線形シュレディンガー方程式の定在波解の不安定性について, 日本数学会 2009 年度秋季総合分科会, 大
阪大学, September 24-27, 2009
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松江 要 (Kaname MATSUE)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程２年
学位：未取得．
【研究テーマ】
発展方程式の生成する力学系の厳密数値検証
発展方程式の生成する無限次元力学系はその具体的な振る舞いを理論的に記述する事が一般には非常に困
難であるが、計算機援用解析により、一部の放物型偏微分方程式に関しては系の複雑な振る舞い、具体的な
解の存在や安定性を記述、可視化することが可能となっている。今テーマは諸研究の一般の発展方程式系へ
の拡張である。
【研究成果】
発展方程式の定常解を有限要素法とホモロジーConley 指数を組み合わせることにより厳密数値検証に成
功した。この方法は定常解を含む不変集合の安定性も同時に記述しており、今後エネルギー減衰性を持つ双
曲型偏微分方程式や、より広いクラスの発展方程式系に応用できることが期待される。
本年度は単位区間で定義された放物型方程式の定常解の厳密検証と、定常解のあるパラメータ区間上での
厳密追跡を行った。
またディリクレ境界条件においては、２次元単位正方形上で定義された放物型方程式の定常解の検証にも
成功している。今後別の境界条件における検証と、定常解のパラメータ区間上の追跡も行う。
【未出版論文】
Kaname Matsue, Rigorous verification of bifurcation of dynamics via the Conley index theory, preprint
Kaname Matsue, Dynamical approach in rigorous verification of equilibria for evolutionary equations - parabolic
PDEs on the unit interval, preprint
【講演】
Rigorous numerics for semilinear parabolic PDEs via the Conley-Rybakowski index, Taiwan-Japan Joint Workshop
on Numerical Analysis and Scientific Computation, National Taiwan University, November 8, 2009 (International
conference)
Rigorous numerics for semilinear parabolic PDEs via the Conley-Rybakowski index, 九州大学数値解析セミナー,
九州大学, October 20, 2009
Rigorous numerics for semilinear parabolic PDEs via the Conley-Rybakowski index, 第１回解析系白浜研究集会,
旅館むさし, December 10, 2009
Rigorous numerics for semilinear parabolic PDEs via the Conley-Rybakowski index, 2009 年度冬の力学系研究集
会, 東京工業大学, January 10, 2010
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森 伸吾 (Shingo MORI)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程２年
学位：未取得．
【研究テーマ】
数論，概均質ベクトル空間の L 関数について
概均質ベクトル空間は発見されてからまだ５０年程しかたたない分野であるが、今までの数論の様々な場
面で個々の例については研究されてきた。昔から研究されてきたそれら個別の例は、特に数論的に重要な不
変量の大域的な情報を与えてくれている。これらは現在、概均質ベクトル空間という一般論の枠組みで多く
の例について理解されていて、現在も数論的な情報をまだ豊富に含んでいると思われる。
【研究成果】
数論的にとくに興味深い２元３次形式の空間に対してその L-関数と関数等式、Gauss 和について研究して
いる。筆者は関数等式に現れるこの空間に対して定義される軌道 Gauss 和が、ある条件のもとで古典的な
Gauss 和を用いて記述できることを見出した。このことにより、関数等式のより明確な意味や大野-中川関係
式についての深い理解が得られることが期待されている。(論文は現在執筆中．）
【未出版論文】
S.Mori; An explicit formula of Gauss sums associated with some prehomogeneous vector spaces.
【講演】
第７回広島整数論集会, 広島大学, July 23, 2008
東北大学代数セミナー, 東北大学, December 17, 2009
京都大学数論合同セミナー, 京都大学, January 8, 2010
First Friendship Meeting in Mathematics between Fudan and Kyoto Universities, Kyoto University, January 14, 2010
保型形式・保型表現およびそれに伴う L 函数と周期の研究, RIMS 研究集会, 東京大学，January 19, 2010
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浅野 義直 (Yoshinao ASANO)
理学研究科・数学・数理解析専攻，博士課程１年
学位：未取得．
【研究テーマ】
計算機代数，代数幾何学
計算機代数は数式処理などをはじめ広く応用されている分野であり，代数学や代数幾何学で用いられる各
種概念を計算機を用いて計算するための数学的理論や，計算アルゴリズムの効率化など多様な研究がなされ
ている．
【研究成果】
計算機代数の応用対象となる代数幾何学について研究を継続している．
本年度はコホモロジー類上で一般化された留数の概念や双対性について研究をすすめた．
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大塚 亜人夢 (Atomu OTSUKA)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程１年
学位：未取得．
【研究テーマ】
多変数の保型形式、リフティング
多変数の保型形式である Siegel 保型形式は C. L. Siegel により２次形式を研究するために導入された。保
型形式の Fourier 係数は整数論的に重要な意味を持つことが知られており、整数論において重要な研究対象
となっている。その保型形式の性質を明らかにするため、リフティングと呼ばれる、ある群に関する保型形
式から他の群に関する保型形式を構成する方法が研究されている。また、総実代数体上のシンプレクティッ
ク群に関する保型形式である Hilbert-Siegel 保型形式など様々な保型形式の拡張についても研究されている。
【研究成果】
一変数の保型形式と比べて未解明な点の多い Hilbert-Siegel 保型形式の性質を解明するため、リフティング
とその像の研究を進めている。
本年度はそのための先行研究の調査とその理解に努めた。
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杉山 滋規 (Shigeki SUGIYAMA)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程 1 年
学位：未取得．
【研究テーマ】
Almost universal な 2 次形式の分類について
Almost universal な 2 次形式とは殆ど全ての自然数を値に持つ 2 次形式である．ax2 + by2 + cz2 + dt2 など，
個別に与えられた形式の普遍性については Lagrange, Liouville, Eisenstein などが研究し，初めての組織的な研
究としては 1916 年に Ramanujan が〈a, a, a, d〉型の形式が普遍的であるための条件を導出している．2009 年
に Bochnak と Oh の研究によって効果的な分類がなされている．
【研究成果】
Bochnak と Oh と同様の分類を保型形式の理論を用いて導出できないかを研究している．現在は特に目
立った結果は出ていない．

188

田中 亮吉 (Ryokichi TANAKA)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士後期課程１年
学位：未取得．
【研究テーマ】
離散幾何学，生物学
多様体の基本群の研究に関わる幾何学的群論や、確率論の問題と関連して、離散群のような対象そのもの
を幾何学的な対象として扱い研究する。例えば、種々の無限離散群の上でのランダムウォークの漸近挙動や
熱核の評価、またランダム群などの多様な研究がなされている。一方、離散構造を扱う数学として、例えば
ランダムグラフの理論は、生物系の代謝ネットワークのモデルとして利用され、そうした方面と関連した研
究がなされている。
【研究成果】
離散群の上の確率解析と生物学の問題へのアプローチの研究を始めている。離散群の上の確率解析では、
べき零群上のランダムウォークが大偏差原理を満たすことを見いだした。また、生物学の問題との関連では、
タンパク質を有限グラフでモデル化し、位相不変量を求めるという方法（Penner, Knudsen, Wiuf, Andersen ら
の方法）を応用し、タンパク質の間に相互作用を定義し、n 個タンパク質があったときに、どのようなネッ
トワークが形成されるか、さらに、ネットワークがどのようなとき、よい機能を持っているか、などについ
て考察した。
【本年度論文】
Ryokichi Tanaka; Large deviation on a covering graph with group of polynomial growth, to appear in Math. Z.
【未出版論文】
Ryokichi Tanaka; Toward a network theory of the biological system, preprint.
【講演】
「Andersen-Penner モデル（Fat Graph Structure of Proteins）の解説」数理生命セミナー, 京都大学, 2009 年 5
月
「Andersen-Penner モデル（Fat Graph Structure of Proteins）の解説２」数理生命セミナー, 京都大学, 2009 年
5 月	
 
「べき零被覆グラフ上の大偏差原理と Gromov-Hausdorff 極限」Sendai Max Dehn seminar, 東北大学, 2009
年 5 月	
 
「無限グラフの極限空間と大偏差原理」九州確率論セミナー（幾何学セミナーと合同）, 九州大学, 2009 年
6月
「無限グラフの Gromov-Hausdorff 極限と大偏差原理について」岡山幾何学談話会および岡山解析・確率セ
ミナー合同セミナー, 岡山大学, 2009 年 7 月	
 
「べき零群作用のある無限グラフの Gromov-Hausdorff 極限と大偏差原理について」，第 56 回幾何学シン
ポジウム、佐賀大学、2009 年 8 月 28 - 31 日．
「べき零群作用のある無限グラフの Gromov-Hausdorff 極限と大偏差原理について」, Discrete Geometry
related to Groups and Dynamics 群と力学系に関わる離散幾何学，愛媛大学 2009 年 9 月 1 - 4 日．
「相互作用ネットワーク上の確率過程について」，第１回解析系白浜研究集会、旅館むさし，2009 年 11 月．
“Large deviations on nilpotent covering graphs.”，Geometry and Analysis，the University Paris Diderot, 21 - 23
December 2009.
「分子間相互作用により生成される力学系について」，東京大学生産技術研究所セミナー，2010 年 1 月 5
日．
「相互作用空間上の確率過程について」，第 5 回確率論と幾何学，京都大学，2010 年 1 月 8-10 日．
“Toward a network theory of the biological system.”, First Friendship Meeting in Mathematics between Fudan and
Kyoto Universities, Kyoto University, 11-15, January, 2010.
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中島 誠 (Makoto NAKASHIMA)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程 1 年
学位：未取得．
【研究テーマ】
ランダム環境中の分枝ランダムウォーク
分枝過程は動物などの個体数の時間発展を確率的に記述するために導入された確率モデルである。その中
で分枝ランダムウォーク(BRW) などの空間の動きを含めたものは非常によく研究されてきた。しかし現実で
は子供の産みやすさは時間や場所に依存して変わるものである。そのことを考慮に入れたモデルとしてラン
ダム環境中の分枝ランダムウォーク(BRWRE) が導入され研究されている。
【研究成果】
上記に記した BRWRE について研究した。正確には BRW で知られている人口密度が中心極限定理を満た
すという先行結果があるが、ランダム環境にすることで起こる変化について研究している。ランダムさによっ
て中心極限定理が成り立つ場合と局所化が起こる場合とがあるということを示した。
【未出版論文】
Makoto Nakashima; Almost sure central limit theorem for branching random walks in random environment;
submitted.
Hadrian Heil, Makoto Nakashima, Nobuo Yoshida; Branching random walks in random environemnt in d	
 ≥ 3 are
diffusive in the regullar growth phase; submitted.
Hadrian Heil, Makoto Nakashima; An Annexe to “Localization for Branching Random Walks in Random
Environment”; preprint.
【講演】
Topics on Random Media, Kyoto University, September 14-15, 2009 (international conference)
VIIIth workshop on Stochastic Analysis on Large Scale Interacting Systems, Tokyo University October 7-9, 2009
(international conference)
確率論シンポジウム, 愛媛大学, December 15-18, 2008
確率論シンポジウム, 東京工業大学, December 12-16, 2008
大規模相互作用系の確率解析, 東京大学, November 4-6, 2008
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三井 健太郎 (Kentaro MITSUI)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士後期課程 1 年
学位：未取得．
【研究テーマ】
リジッド幾何学における解析曲面の分類
リジッド幾何学は非アルキメデス的完備付値体上の解析幾何学である。リジッド幾何学は代数幾何学や数
論幾何学において様々な応用が考えられているが、具体的にどのようなリジッド解析空間が存在するのかと
いう分類問題は、複素幾何学の場合ほどは明らかになっていない。
【研究成果】
リジッド解析曲面の分類を目指して、その双有理幾何学を研究し、代数次元ごとの分類をすすめた。代数
次元が１の曲面は楕円曲面の構造を持つので、楕円曲面について詳しく調べた。テイトの一意化を用いて対
数変換を定義し、それを用いて解析曲面の例を構成した。また、そのうちの一部が代数化可能であることを
示して、新しいタイプの代数曲面の例を構成した。さらに、より詳しい楕円曲面の分類を目指して、基礎体
が正標数の場合に現れる重複ファイバーについても研究した。
【未出版論文】
K.Mitsui; Minimal models of rigid analytic surfaces, 京都大学大学院理学研究科数学教室プレプリント
2009-19.
K.Mitsui; Criterion for minimality of rigid analytic surfaces, 京都大学大学院理学研究科数学教室プレプリント
2009-20.
K.Mitsui; Classification of rigid analytic surfaces, 京都大学大学院理学研究科数学教室プレプリント 2009-21.
K.Mitsui; Logarithmic transformations of rigid analytic elliptic surfaces, 京都大学大学院理学研究科数学教室プ
レプリント 2009-22.
【講演】
Classification of rigid analytic surfaces, Algebraic Geometry Seminar, Kyoto University, April 24, 2009
Rigid analytic surfaces, Oberseminar ”Formelle und rigide Geometrie”, Muenster University, June 6, 2009
Classification of rigid analytic surfaces, 代数幾何学セミナー, 東北大学, October 9, 2009
Classification of rigid analytic surfaces, 正標数の代数幾何, 法政大学, December 19–20, 2009
Classification of rigid analytic surfaces, Algebraic Geometry in Characteristic p and Related Topics, Tokyo
University, February 19, 2010 (International conference)
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木村 嘉之 (Yoshiyuki KIMURA)
理学研究科数学・数理解析専攻，博士課程 3 年
学位：未取得
【研究テーマ】
幾何学的表現論, 箙の表現論, 量子群の表現論とその周辺, クラスター代数
幾何学的表現論は, Lie 群や Lie 環といった表現論的対象を, 様々なホモロジーや層といった幾何学的対象
を用いて解析する分野である. 中でも、箙の表現のモジュライ空間上の偏屈層と呼ばれる対象は, 量子展開環
の表現論における標準基底とよばれる基底を実現することが知られている. 標準基底は, 量子展開環の表現
論だけではなく, 結び目の量子不変量や Hecke 環の表現論との関係やそれらによる圏化など、様々な視点か
ら性質が研究されている.
【研究成果】
有限型, アファイン型における結晶構造 B(∞) の標準基底と Lusztig 箙多様体を用いた二つの構成の特性多
様体を介した同定の研究(中島啓氏との共同研究.)
本年度は、標準基底を用いたクラスター代数の研究を行っている. クラスター代数を与えると期待される偏
屈層の性質やその分類を与える方法を調べた.
【論文】
木村嘉之, Affine quivers and the crystal B (∞), 第 10 回代数群と量子群の研究集会報告集, 2007.
木村嘉之, アファイン箙と結晶基底, 第 4 回城崎新人セミナー報告集, 2007.
木村嘉之, 森谷駿二, 源泰幸, Differential graded category and its Morita theory, 第 2 回琵琶湖若手数学者勉強
会報告集 (第 5 回城崎新人セミナー報告集に掲載), 2008
【本年度論文】
木村嘉之, 箙と幾何学的表現論(Quiver and Geometric Representation Theory) in 第 6 回数学総合若手研究集会
テクニカルレポート, 2010
大川領, 木村嘉之, 長尾健太郎, 源泰幸, Symmetric Spectra と topological Hochschild homology, 第 3 回琵琶湖
若手数学者勉強会報告集(第 6 回城崎新人セミナー報告集に掲載予定), 2010
【講演】
Affine quivers and the crystal B(∞) (joint work with Hiraku Nakajima), Russia-Japan School of Young
Mathematicians , 京都大学, 1 月, 2009
Affine quivers and the crystal B(∞) (joint work with Hiraku Nakajima), 名古屋表現論セミナー, 名古屋大学, 4 月,
2009
Affine quivers and the crystal B(∞) (joint work with Hiraku Nakajima), 第 12 回代数群と量子群の研究集会, 休暇
村南紀勝浦, 5 月, 2009
Affine quivers and the crystal B(∞) (joint work with Hiraku Nakajima), Postworkshop Seminar on ”Algebraic
Triangulated Categories and Related Topics”, 名古屋大学, 7 月, 2009
Introduction to quiver variety, 名古屋大学代数学セミナー, 名古屋大学, 12 月, 2009,
Affine quivers and the crystal B(∞) (joint work with Hiraku Nakajima), First Friendship Meeting in Mathematics
between Fudan and Kyoto Universities, 京都大学, 1 月, 2010,
箙と幾何学的表現論(予定), 第 6 回数学総合若手研究集会シングルセッション, 北海道大学, 2 月, 2010
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宮部 賢志 (Kenshi MIYABE)
理学研究科・数学数理解析専攻，博士課程３年
学位：未取得
【研究テーマ】
計算論的ランダムネス
計算論的ランダムネスは、主にカントール空間上のランダムな元を計算論の手法を用いて定義し、ランダ
ムな元が持つ性質の研究が行われている。対象とする空間の拡張や、複数の定義による比較、計算可能性と
の関連など多様な研究がなされている。
【研究成果】
シュノアランダムネスや計算可能ランダムネスにおいて、独立性定理が成立しないことが最近の研究に
よって知られていた。本年の研究により、適切な相対化を行えば独立性定理が成立することを示した。論文
は学術雑誌に投稿した。
【論文】
Kenshi Miyabe; An extension of van Lambalgen’s Theorem to infinitely many relative 1-random reals; Notre Dame
Journal of Formal Logic, to appear.
【本年度論文】
Kenshi Miyabe; An extension of van Lambalgen’s Theorem to infinitely many relative 1-random reals; Notre Dame
Journal of Formal Logic, to appear.
【未出版論文】
K. Miyabe; Truth-table Schnorr randomness and truth-table reducibly randomness
【講演】
Another relativization of Schnorr randomness and computably randomness, 代数、論理、幾何と情報科学研究集
会, 鳥取環境大学, September 14, 2009.
An extension of van Lambalgen’s Theorem to infinitely many relative 1-random reals, 記号論理と情報科学研究集
会, 京都大学, September 1, 2009.
SLACS 2009, 京都(pdf 日本語)
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西郷 甲矢人 (Hayato SAIGO)
理学研究科数学・数理解析専攻（数理解析系），博士課程２年
学位：未取得
【研究テーマ】
量子確率論
量子確率論は、確率論の「非可換」版である。可換な確率変数の代数とその上の期待値汎関数からコルモ
ゴロフ流確率論を再構築できるが、代数を非可換にまで広げることで、量子現象の数理と確率論の数理とを
一体的に扱うことができる。加えて、通常の独立性の類似物として、種々の「独立性」を考察できるように
なり、作用素環論からグラフのスペクトル解析、あるいは無限次元解析におけるフォック展開にいたる広い
分野に、代数的・組合せ論的な新たな研究方法を与えている。
【研究成果】
種々の「独立性」に付随するキュムラント（期待値や分散の高次への一般化）を公理的に特徴づけ、かつ
構成し、組合せ論的に扱う方法を開発した。とくに、今まで手付かずであった「単調独立性」に関する一般
化キュムラントを発見し、それを用いて単調独立性に関する中心極限定理（極限分布として逆正弦則が現わ
れる）やポアソンの少数の法則を示した。（長谷部高広氏との共同研究）。また、上記研究でも用いられる簡
潔な組合せ論的考察を用いて、全く異なる観点から、より一般の条件のもとでの単調中心極限定理の簡潔な
証明を与えた。
【論文】
Takahiro Hasebe, Izumi Ojima, Hayato Saigo; No Zero Divisor for Wick Product in (S) ; Infin. Dimens. Anal.
Quantumprobab. Relat. Top., 11(2), 307-311,2008.
∗

【本年度論文】
Takahiro Hasebe, Hayato Saigo ; The Monotone Cumulants, to appear in Annales de l ’Institut Henri Poincaré
【未出版論文】
Hayato Saigo; A Simple Proof for Monotone CLT, arXiv:0912.3728.
【講演】
On Generalized Cumulants, Mathematical Quantum Field Theory and Renormalization Theory, Kyushu University,
November 26-29, 2009 (International conference)
Noncommutative Cumulant, 名古屋大学確率解析セミナー, July 27, 2009
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原田 僚 (Ryo HARADA)
理学研究科	
  数学・数理解析専攻数理解析系，博士課程２年
学位：未取得
【研究テーマ】
量子測定理論，コヒーレント状態系の理論
量子測定についての議論は量子力学の誕生時からあったが，POVM（正作用素値測度）と完全正値インス
トゥルメントの導入により，測定過程の数理的に厳密な記述が可能になった．
またコヒーレント状態の概念は当初，量子光学においてレーザー光の状態を表すために導入されたが，現在
では Lie 群の表現論の枠組で理解されるより一般的な状態のクラスとして理解されている．
これらのトピックは量子情報理論の数理的基礎として，現在も多くの研究がなされている．
【研究成果】
昨年度より，小嶋泉氏・岡村和弥氏・西郷甲矢人氏・谷村省吾氏との共同研究として，マルチチャネル系
における相補性の代数的定式化について研究している．この枠組は従来知られている２チャネル系（ダブル
スリット系）における相補性不等式の拡張を与えるものである．
また本年度より，小嶋泉氏と共同で一般コヒーレント状態系に付随する Wigner 型函数について幾何的なア
プローチから研究していたが，量子測定スキームの枠組を通じて上述の相補性の研究とも深く関連すること
がわかってきたので，この成果を昨年 11 月の RIMS 共同研究において報告した（論文は現在執筆中）．
【論文】
Ryo HARADA, Izumi OJIMA; A Unified Scheme of Measurement and Amplification Processes based on
Micro-Macro Duality – Stern-Gerlach experiment as a typical example – ; Open Systems and Information
Dynamics,16(1),55-74,2009.
【講演】
自然現象における階層構造と数理的アプローチ, 第三回九州大学産業技術数理研究センターワークショッ
プ（兼第三回連成シミュレーションフォーラム）, 九州大学, March 6-8, 2008
量子論の諸問題と今後の発展, KEK 研究会, 高エネルギー加速器研究機構（KEK）, March 20-21, 2008
量子科学における双対性とスケール, RIMS 共同研究, 京都大学, November 4-6, 2009
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安藤 浩志 (Hiroshi ANDO)
理学研究科 数学・数理解析専攻数理解析系，博士後期課程 1 年
京都大学	
  修士（2009 年）
【研究テーマ】
作用素環論, 数理物理学
作用素環論では主に Hilbert 空間上の有界作用素達の集合が通常の和・積・スカラ倍・随伴によってなす*環としての構造を研究する. 作用素環論は量子力学の数学的構造の解明に端を発し, 数学および物理学双方
から影響を受けつつ発展を遂げてきた. とりわけ代数とその表現を区別するという発想は, 無限自由度量子
系を考察する際に正準交換関係とその表現を区別する必要がある事を認識するために欠かせないものとなっ
ている. 作用素環論の興味の対象が無限次元的であるために代数的構造と位相的構造の双方が密接に影響を
与え合い, 有限次元では見られなかった興味深い構造が見出されている.作用素環の中でもノルム位相で閉じ
たものは C 環, 弱作用素位相で閉じたものは von Neumann 環と呼ばれ, 後者は前者の特別形であるが研究
手法は一般の C 環のそれとは極めて異質なものとなる. 特に von Neumann 環の理論は von Neumann および
Murray により 1930 年代に創始され, 表現論や結び目の理論, 統計物理学, 量子論など多方面との交流を持
ちつつ, 現在でも活発に研究がなされている. 近年では量子確率論との交流も盛んである.
∗

∗

研究内容
数理物理学と関わりのある無限次元の対称性を表す群およびその表現の性質を作用素環論および代数的場
の理論の観点から研究している. 修士課程ではゲージ群 C c∞ ( M ,G ) のエネルギー表現と呼ばれるユニタリ表現
の生成する von Neumann 環の族の性質を研究した. 本年度は特に有限 von Neumann 環 M のユニタリ群 U(M)
の強閉部分群における Lie 群と Lie 環の性質を研究した. 有限 von Neumann 環は極めて有限次元的な性質を
持つ一方で 0 でない有限次元射影を含まない事から生じる無限次元性も生じる. それらは考察対象の Lie 環
€
の位相的性質に反映される. U(M) の部分群に対する Lie 環を用いた研究は開始されたばかりであり, これか
ら解明すべき構造が多く残されている.
【研究成果】
今年度より, 北海道大学の松澤泰道君と無限次元 Lie 群-Lie 環の対応を作用素環の観点から研究を行って
いる. 可分無限次元 Hilbert 空間 H 上のユニタリ作用素全体 U(H) は強作用素位相で自然に Polish 群となっ
ているが, これ自体を無限次元 Lie 群と捉えて研究する手法は昔から考察されてきたが, U(H) の 1 係数部分
群達が非有界作用素であるためにうまく Lie 環が定義できず非常に困難であった. そこで我々は有限 von
Neumann 環 M に付属する閉作用素全体 M が自然に*-環の構造を持つこと(Murray-von Neumann の定理) に
着目し, M のユニタリ群 U(M) の任意の強閉部分群 G に対して, 完備位相 Lie 環が存在することを示し, い
くつかの Lie 環的構造定理を得た. この証明にあたって, 閉作用素の中でレゾルベント族と呼ばれる「実部・
虚部分解可能」な作用素のクラスを定義し,
そのクラスの上で強レゾルベント収束を与える位相-強レゾルベ
€
ント位相を定義した. さらに非有界作用素環の中で M と書けるもの達の特徴付けを, テンソル圏の観点から
与えた.
【論文】
€
Hiroshi Ando, On the local structure of the representation of a local gauge group, to appear in Infinite Dimensional
Analysis, Quantum Probability and Related Topics (IDAQP)
【本年度論文】
Hiroshi Ando, On the local structure of the representation of a local gauge group, to appear in Infinite Dimensional
Analysis, Quantum Probability and Related Topics (IDAQP)
【未出版論文】
H. Ando, Y. Matsuzawa; Lie Group-Lie Algebra Correspondences of Unitary Groups in Finite von Neumann
Algebras (preprint)
【講演】
作用素環における Lie 群-Lie 環対応について, 第 1 回解析系白浜研究集会, December 7-10, 2009
ゲージ群のエネルギー表現の代数構造について, RIMS 共同研究「非可換解析とミクロ・マクロ双対性」,
November 4-6, 2008
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鈴木 咲衣 (Sakie SUZUKI)
理学研究科・数学・数理解析専攻，博士課程１年
学位：未取得
【研究テーマ】
普遍不変量を用いた絡み目の量子不変量の研究
「量子不変量」とは量子群とよばれるホップ代数とその有限次元表現を用いて定義される絡み目の不変量
で，現在活発に研究されている．
「普遍不変量」とは，量子群のテンソル積に値を持つタングルと絡み目の不
変量であり，量子不変量に対してある普遍性を持つ．普遍不変量を研究することにより，量子不変量全体の
構造を統一的に明らかにしていくことができると期待できる．
【研究成果】
量子群 Uq(sl2) に付随する普遍不変量を「普遍 sl2 不変量」と呼ぶ．申請者は修士論文において，閉じると
リボン絡み目になる「リボン底タングル」の普遍 sl2 不変量を研究した．主結果として，リボン底タングルの
普遍 sl2 不変量の取りうる値の必要条件を得た．応用として，リボン絡み目のいくつかの色つき Jones 多項式
がある特定のイデアルに入る事を示した．
【本年度論文】
Sakie Suzuki; On the universal sl2 invariant of ribbon bottom tangles, to appear in Algebraic ＆ Geometric
Topology
【講演】
On the universal sl2 invariant of ribbon bottom tangles, GCOE Geometry Seminar, 京都大学理学部数学教室,Jun 8,
2009
ボンボトムタングルの普遍 sl2 不変量について, 講演会, 東京大学大学院数理科学研究科，Jun 24, 2009
On the universal sl2 invariant of ribbon bottom tangles Universite Joseph Fourier, Grenoble, France, July 1, 2009
On the universal sl2 invariant of ribbon bottom tangles Friday Seminar on Knot Theory 大阪市立大学数学研究所，
July 24, 2009
境界底タングルの普遍 sl2 不変量（Universal sl2 invariant）について，研究集会「結び目の数学 II」，早稲田
大学，December 23, 2009
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野坂 武史 (Takefumi NOSAKA)
理学研究科・数学数理解析専攻，博士課程１年
学位：未取得
【研究テーマ】
Quandle, 結び目, Quantum topology
Quandle とは[Joyce] 等に導入された群のような代数系で、結び目理論の不変量に役立っている。Quandle
に分類空間が知られ、その空間はループ空間と類似しておりそれを研究する事でその不変量のさまざまな性
質を調べられる. 代数トポロジーの技術を使い、結び目理論と quantum topology を扱う分野といえる。
【研究成果】
その分類空間の２次ホモトピー群を評価ないし決定をした。その評価は、既存の quandlecocycle 不変量を
評価し幾何的に研究する為に役立つ。
一方で、奇素数位数の連結 quandle に対してその分類空間の整係数 homology 群をすべて決定した。４次
以上の quandle homology 群をすべて決定したのは初めてである。この計算結果は高次元 knot の不変量に応
用が期待できる。
【未出版論文】
T. Nosaka; On quandle homology groups of Alexander quandles of prime order, in preprint RIMS-1680
T. Nosaka; On homotopy groups of quandle spaces and the quandle homotopy invariant of links, in preprint
RIMS-1670
【講演】
On quandle homology groups of Alexander quandles of prime order, The sixth Easy Asian School of Knots and
Related topics, January 25-28, 2010 (Chern Institue of Mathematicsk, Nankai Univesity, Tianjin, China)
On homotopy groups of quandle spaces and the quandle homotopy invariant of links, ４次元トポロジー, January
18-20, 2010 (広島大学)
奇素数位数の Alexander quandle における quandle 整 homology 群の決定, 結び目の数学 II, Decenmber 23-26,
2009 (早稲田大学)
有限体上 Alexander quandle (co)homology の代数的計算方法, 農工大セミナー, Decenmber 4, 2009 (東京農工
大学)
連結な奇素数位数の quandle における quandle 整 homology 群の決定, 信州トポロジーセミナー, November
27, 2009 (信州大学)
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ミホフ ローセン (Rossen MIKHOV)
理学研究科 数学・数理解析専攻，博士課程１年
学位：未取得
【研究テーマ】
名前呼び、値呼び、必要呼び、および、双対性
名前呼び、値呼び、必要呼びとは、プログラミング言語（特に関数型プログラミング言語）の評価戦略で
ある。双対性とは具体的には古典論理における de Morgan 双対性の拡張のことであり、第一級継続をもつ適
当な理論的体系において、プログラム vs 文脈の関係を名前呼び vs 値呼びの関係と結び付けるものである。
双対性が研究されている体系には、Filinski の対称 λ 計算、Parigot の λμ 計算、Wadler の dual calculus など
がある。
【研究成果】
修士論文のテーマである dual calculus における抽象機械の研究を続けている。特に、抽象機械の手法を用
いて、必要呼びの戦略を双対性の枠組の中で捉えることを目指している。修士論文の中で提案した dual
calculus 上で動く抽象機械を見直し、さらに改良した形に整理してから発表する予定である。
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