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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 24 年 3月 15 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局 神戸大学 ・システム情報学研究科 

（ふりがな）    ふち の  さかえ 

職・氏 名   渕野  昌          
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ オーストリア ）とのセミナー（振興会対応機関： FWF ） 

 

 

2． セミナー名  強制法の視点からの集合論                         

 

 

3． 期   間  平成 ２４年 １月  ２３日 ～ 平成 ２４年 １月 ２９日（ ７日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 神戸市神戸大学システム情報学研究科 渕野グループ                    

 

5． 参加者数   日本側               １５ 名 
（代表者を含む） 

相手国側     １３ 名    計 ３２ 名 
 

その他の国            ４  名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

Joerg Brendle 

酒井拓史 

Tristan Bice 

倉橋太志 

Diego Mejía 

Dilip Raghavan 

Andrew 

Brooke-Taylor 

嘉田勝* 

吉信康夫* 

薄葉季路* 

阿部吉弘 

依岡輝幸 

宮元忠敏* 

藤田博司* 

神戸大学・システム情報学研究科・准教授 

神戸大学・システム情報学研究科・講師 

神戸大学・システム情報学研究科・学生 

神戸大学・システム情報学研究科・学生 

神戸大学・システム情報学研究科・学生 

神戸大学・システム情報学研究科・PD 

神戸大学・システム情報学研究科・PD 

 

大阪府立大学・理学系研究科・講師 

名古屋大学・情報科学研究科・准教授 

名古屋大学・高等研究院・特任助教 

神奈川大学・工学部・教授 

静岡大学・理学部・准教授 

南山大学・経営学科・教授 

愛媛大学・理工学研究科・助教 

 

集合論 

集合論 

集合論の関数解析への応用 

数理論理学, 様相論理 

集合論, 実数の集合論 

集合論 

集合論, 巨大基数の理論 

 

集合論, 集合論的トポロジー 

集合論 

集合論 

集合論 

集合論 

集合論 

記述集合論 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 ウィーン大学・准教授・Jakob Kellner             

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

   

 (4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

Franklin Tall 

Shu-guo Zhang 

Andrés Villaveces 

Franqui Cardenas 

トロント大学・教授（カナダ） 

四川大学・教授（中国） 

コロンビア国立大学・教授（コロンビア） 

コロンビア国立大学・助教授（コロンビア） 

集合論的トポロジー 

集合論 

モデル理論 

集合論 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

David Aspero* 

Vincenzo Dimonte* 

Arthur Fischer* 

Vera Fischer* 

Sy-David Friedman* 

Martin Goldstern* 

Liuzhen Wu* 

Hiroaki Minami* 

Miguel Angel Mota* 

Victor Torres Perez* 

Wolfgang Wohofsky* 

Lyubomyr Zdomskyy 

   ウィーン工科大学・研究員 

   ウィーン大学・研究員 

   ウィーン大学・研究員 

   ウィーン大学・研究員 

   ウィーン大学・教授 

   ウィーン工科大学・准教授 

   ウィーン大学・研究員 

   ウィーン大学・研究員 

   ウィーン大学・研究員 

   ウィーン大学・研究員 

   ウィーン工科大学・研究員 

   ウィーン大学・研究員 

 

   集合論 

   集合論 

   集合論 

   集合論 

   集合論 

   集合論 

   集合論 

   集合論 

   集合論 

   集合論 

   集合論 

   集合論 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

セミナーの目的 

本セミナーは， 2012 年 1月 23 日から 1月 29 日に神戸大学システム情報学研究科にて，同研究科の数理論

理学(JSPS の分類では「数学基礎論 J)研究ク、ループ内の集合論研究グループを中心とする日本の集合論研

究者と，ウィーン大学クルト・ゲーデル研究センター(KGRC)の研究者(ウィーン工科大学の連携研究者を含む). 

およびその他の海外の研究者によって行なわれた. なお上記の日程はセミナートークのプログラムの期間で

あるが，ディスカッションはこの日程の前後にわたっても行なわれている.現代の集合論における中心的な手

法である強制法(forcing) を要にして，集合論とその周辺分野，集合論の他の数学分野への応用などを縦断

的に備隊し， その立場から集合論研究の研究方向の再検討をすることが，本セミナーの大きな目的の一つで

あった. 

 

実施状況 

参加者の研究領域は全体として， 実数の集合論，無限組合せ論，巨大基数の理論，記述集合論など，集合論

の研究分野を広くカバーし， 集合論的トポロジー， abstract elementary class の理論，様相論理の Gödel 

interpretation など，集合論の周辺領域や，集合論の代数学，カテゴリ一理論，関数解析などの数学研究へ

の応用も含む広域的なものであった.  

KGRC の研究グループと神戸大学の集合論グループは， (世界の)集合論の研究グループとしては，共に常

勤の研究者やの数や連携する研究者や学生の数に関して最も規模の大きなものであり，本セミナーには，さ

らに名古屋の集合論セミナーの主要メンバーや， 集合論的トポロジーの研究を代表するカナダの Franklin 

Tall 教授などの参加もあり，集合論研究とその周辺の若手研究者も含め，大変に活発なディスカッションの 

行なわれる集会となった.  

 

成果 

本セミナーでは，それ以前に始まっていた共同研究が更に推し進められたほか. セミナーでのディスカッシ

ョンからいくつもの共著の研究結果が得られ，新たな共同研究の計画も発足している. 以下順不同で、その

ようなもののうち既に具体的な成果に結びついているもののいくつかを挙げる: 薄葉季路は嘉田勝の講演で

触れられていたリンデレフ空間の濃度に関する結果の改良を得たが， Tall はこの改良結果が，彼が長く考

えていた Borel Conjecture の一般化に関する未解決問題の解を与えるとに気付いた. この結果は Tall と

薄葉との共著の論文として発表予定である. Brooke-Taylor と Friedman は，彼等の subcompact cardinals 

に関する共著論の referee'sreport の後の最終稿の協議をセミナ一期間中に行なった.  

Brendle，Vera Fischer，Friedman は， maximal almost disjoint families の複雑さに関する共同研究の

討論を進め， Vera Fischer と Brendle は連続体濃度が大きいモデルでの組合せ論，特に distributivity 

number のそのようなモデルでの振舞いに関する共同研究を進めた. Friedman，測野，酒井は，強制拡大の全

体の作る集合論的 multiverse に関する論文の準備をしていたが，セミナー中にこの論文に関する協議を 

進め，投稿前の最終稿を作成した. 酒井， Wu，吉信は， Wu のω1上の nonstationary ideal のcombinatorics 

に関する結果からの帰結について新しい結果を得た. Wu の議論の細部に依存するため最終判断はまだ係留

の状態にあるが，この結果が正しいとすれば，これは Aspro の講演での結果にも影響を与えることになりそ

の意味でも興味深い. 

以上以外にも， Torres Prerez の Rado's Conjecture に関する講演が契機になり，渕野，酒井， 薄葉 と

Torres の討論で，渕野らがブダペストの研究グループと共同で研究を進めてきた Fodor-type Reflection 

Principle と Rado's Conjecture の間に密接な関係があることが判明した. セミナーの終了後2月の後半に

セミナーの整理会を開催した折に， Torres Perez に再度神戸に来てもらい，更に討論を進めた(Torres の

滞在は二国間セミナーの日本側の経費からはサポートを得ることはできなかったが， FWF は彼の再来日が二

国間セミナーに関する出張とみなせることを確認している). この結果，Rado's Conjecture が， Semi Proper 

Reflection と Fodor-type Reflection Principle を合せたような形の命題を導くことが判明した. この結

果をさらに拡張したものを 4人の共著論文として発表することになり，現在，この研究にとりかかっている. 

渕野は 2012 年度の前期に，客員研究員としてウィーン大学クル卜・ゲーデル研究センターに招待されてい

るので，この滞在の折に Torres Perez との更なる研究討論を行なう予定である 

 

 

 


