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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２５年１０月２２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 九州大学・大学院数理学研究院 

（ふりがな） 

職・氏 名  教授・野村隆昭
のむらたかあき

        
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ オランダ   ）とのセミナー（振興会対応機関： NWO  ） 

 

 

2． セミナー名    Analysis, Geometry and Group Representations for Homogeneous Spaces       

 

 

3． 期   間  平成２５年８月２６日 ～ 平成２５年８月３０日（５日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  名古屋市，名古屋大学・大学院多元数理科学研究科                         

 

5． 参加者数   日本側      49 名（うち、滞在費等本会負担  19   名） 
（代表者を含む） 

相手国側    10 名（うち、滞在費等本会負担  0  名） 
 

その他の国  3 名 
 

参加者  計  62  名 

 



     

- 2 - 

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 

小林俊行＊ 

小木曽岳義＊ 

野海正俊＊ 

三町勝久＊ 

落合啓之＊ 

谷口 隆＊ 

筧 知之＊ 

松木敏彦＊ 

河添 健＊ 

山川大亮＊ 

竹山義宏＊ 

今野 均＊ 

笹木集夢＊ 

伊師英之＊ 

中島秀斗＊ 

山崎貴史＊ 

蛭子彰仁＊ 

佐々野詠淑＊ 

若山正人 

橋本隆司 

井上順子 

関口英子 

示野信一 

伊達悦朗 

字沢 達 

岡田聡一 

小林善司 

松本 詔 

粟田英資 

東京大学・大学院数理科学研究科・教授 

城西大学・理学部・教授 

神戸大学・自然科学系先端融合研究環境点研究部・教授 

東京工業大学・大学院理工学研究科・教授 

九州大学・マス・フォア・インダストリ研究所・教授 

神戸大学・理学部・准教授 

岡山大学・理学部・教授 

龍谷大学・文学部・教授 

慶應義塾大学・総合政策学部・教授 

東京工業大学・大学院理工学研究科・助教 

筑波大学・数理物質系・講師（専任） 

広島大学・大学院理学研究科・准教授 

東海大学・理学部・講師（専任） 

名古屋大学・大学院多元数理科学研究科・准教授 

九州大学・大学院数理学府・D3 

九州大学・大学院数理学府・D3 

九州大学・大学院数理学府・D3 

九州大学・大学院数理学府・D3 

九州大学・マス・フォア・インダストリ研究所・教授 

鳥取大学・教育センター・教授 

鳥取大学・教育センター・准教授 

東京大学・大学院数理科学研究科・准教授 

関西学院大学・理工学部・教授 

関西大学・総合情報学部・教授 

名古屋大学・大学院多元数理科学研究科・教授 

名古屋大学・大学院多元数理科学研究科・教授 

東北学院大学・教養学部・教授 

名古屋大学・大学院多元数理科学研究科・助教 

名古屋大学・大学院多元数理科学研究科・准教授    他 20 名 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

 所属・職名・氏名 KdV Institute for Mathematics・Professor・Gerardus Helminck         

 

(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。） 

氏   名 所属・職名 

Eric Opdam 

Erik van den Ban 

Hessel Posthuma 

Johan van de Leur 

Maarten Solleveld 

Maarten van Pruijssen 

Job Kuit 

Martijn Caspers 

Bart Vlaar 

University of Amsterdam・Professor 

University of Utrecht・Professor 

University of Amsterdam・Assistant Professor 

University of Utrecht・Associate Professor 

University of Amsterdam・Assistant Professor 

Radboud Universiteit Nijmegen・Pos-Doc 

University of Utrecht・Pos-Doc 

Radboud Universiteit Nijmegen・Pos-Doc 

University of Amsterdam・Pos-Doc 

 

(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） 

Aloysius Helminck 

Ruth Haas 

山盛厚伺 

North Carolina State University・Professor (USA) 

Smith College・Professor (USA) 

浦項工科大学．ポスドク（韓国） 
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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。） 

目的：等質空間という大きな枠組みで，リー群，量子群，特殊函数を統合するセミナーを日本（名古屋大

学）で開催し，これらの研究で世界をリードする業績を積み上げてきた日本とオランダ両国から第一線で活

躍する研究者を講演者として招待する．討論されるトピックスは最新の研究であり，日蘭両国の当該分野の

新たな研究方向を導き，そこから共同研究，共著論文，企画，研究集会が生まれることをも期する． 

実施状況：平成 25 年８月 26 日から 30 日迄の 5日間，28 日を除いて１日６コマ，28 日は午前中に２コマ，

合計 26 コマ・26 人の 50 分講演が行われた．下記のウェブ・ページを作成している．  

http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/~tnomura/2013JSPSNWO/ 

比較的幅の広いテーマでのセミナーであったが，各講演者の努力もあり，専門外の研究者にもできるだけ

理解ができるように議論を進めることができた．午前と午後に 30 分のコーヒー・ブレイクを置くことにより，

フランクな雰囲気で活発な研究討議もなされた．講演者と講演の内容は以下の通りである．ただし，複数の

分野にまたがる内容もあり，分類は厳密なものではない． 

--- 等質空間上の調和解析：河添， Kuit，van den Ban，筧，伊師 

--- 対称空間の幾何：笹木，小林，松木，A. Helminck，Posthuma 

--- 群表現と Lie 代数：Caspers，Solleveld，G. Helminck 

--- 特殊函数：若山，van Pluijssen，三町，落合 

--- 概均質ベクトル空間：小木曽，谷口 

--- 量子群・Hecke 環：山川，竹山，Vlaar，今野，野海，van de Leur，Opdam 

さらに，本セミナーの整理会を，９月 28〜30 日の３日間，九州大学・大学院数理学研究院にて開催した．

伊師，小木曽，笹木が本経費から旅費の支給を受けて参加し，これに研究代表者の野村，及び九大教授落合，

さらに名古屋でのセミナー参加者である九大 DC 院生中島，山崎，蛭子，佐々野の４名，そして九大 MC 院生

５名（田村朋之，山口尚哉，岡本健太郎，高坂太智，鈴木由佳）が加わって，それぞれ 50 分〜75 分程度，

研究の現状を自由な雰囲気で報告し，名古屋での日蘭セミナーの成果を踏まえた討議がなされた． 

なお，当初は謝金を予算として計上していなかったのであるが，本会のセミナーに関する事前の問合せ等

の多さにより想定（40 名）を越える参加者数が考えられ，受付業務，セミナー中の諸雑務，ブレイク中の茶

菓の準備，支援をいただいた名大多元数理教育研究支援室との連絡等，研究代表者や会場責任者だけでは対

応しきれないことが予想されたので，学生アルバイトを雇うこととした．このことにより，大変スムーズな

セミナー運営ができ，研究代表者も会場責任者も本来の業務である研究課題の議論に加わることができた． 

成果：本セミナーは 2010 年 11 月 22 日〜26 日迄，オランダ・ライデンの Lorentz center で開かれた同じ

タイトルのワークショップの第２回という位置づけである．オランダ側参加者の半数は新進気鋭の研究者で

あり，日本側からも想定以上の大学院生が参加し，登録者数は 62（実際は１コマだけ聴講して帰った人も数

名いるので，総数は 70 近い）を数え，盛会であった．このことは本セミナーに関連する研究分野が日本で大

いなる興味を持たれていることを示し，それが確実に次の世代へと継承されていることを意味している．  


