
様式１                                         

1 
 

 「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２６年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

【 公 表 】  

整理番号 

 

R2309 
 

関連研究分野 

（分科細目コード）

数学一般 

（４１０３） 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

数理と物理の深化と展開，数学研究所を拠点とする国際ネットワークハブの形成 

（平成23年度） 

代表研究機関名 

大阪市立大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
 該当なし 

主担当研究者氏名 

 

高橋 太 

 

補助金支出額 

（平成23年度） 

 

4,400,000 円  

（平成 24 年度） 

 

  20,093,000 円

（平成 25 年度） 

 

  15,940,000 円

（合計） 

 

   40,433,000 円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成23年度） 

      ２  人 

 

（平成24年度） 

      ７   人 

（    ２人） 

（平成25年度） 

        ５  人 

（    ３  人）

（合計） 

           ９   人  

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成23年度） 

      ２  人 

 

（平成24年度） 

      ９   人 

（   ２ 人） 

（平成25年度） 

        ８   人 

（     ８  人）

（合計） 

            ９   人  

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成23年度） 

      ０  人 

 

（平成24年度） 

      ０   人 

（     ０  人）

（平成25年度） 

         ０    人

（     ０  人）

（合計） 

            ０   人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 

（１０－１） 
若手研究者は，それぞれの研究課題において，優れた受入研究者と研究機関のもとで

研究成果を挙げることによって，高度な専門性を身に付け，当該研究分野の発展に寄与
するだけでなく，日本おける当該研究分野の新たな研究の展開を促進し，大学院学生や
他の研究者たちに価値ある示唆をたくさん与えるような，研究者のリーダーに成長して
いくことが期待される．また，本事業で派遣された若手研究者は，関連する複数分野の
担当研究者の連携によって，豊かな学識と見地をもった次世代を担う科学者として育つ
ことが期待される． 

本事業の実施により、若手研究者自身の個々の研究成果のみならず，本学と海外の当
該研究機関との連携がさらに確固としたものとなり、今後の国際性をもった人材育成の
ためのネットワーク形成に繋がる． 

実験的研究は，大きな研究グループで行われるが，本事業による若手研究者の派遣で
は，世界水準の研究に触れるだけではなく，海外の研究者をまとめながら首脳部の一人
として活躍するという，より積極的な研究活動を行い得る環境を整える上でも大きな意
味を持つ．大阪市大のみならず，日本グループ全体にとって大きな活性化をもたらすと
ともに，より強い研究ネットワークを構築し，将来の頭脳循環に直接資することが期待
できる． 

本事業で育成された若手研究者は，将来，数学あるいは理論物理の先端研究における
国内外の高度な専門性と広い視野をもった研究者として活躍し，その研究成果は学術論
文や国際会議などで広く公表される． 

これらのことは，即な成果として現れるとは限らないが，長期的な視野に立った時，
次世代の研究者育成のための豊かな土壌として重要である．数量的な研究成果だけでな
く，質的に新しい研究の発信元となることを目指している． 

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

☑期待を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

 

【理由】 

 平成24-25年度は交付金削減があったが，若手研究者派遣費用に予算を集中させること
で，若手研究者９名をすべて300日以上の海外連携大学・研究機関へ派遣し計画を完遂し
た．派遣若手研究者全員が，派遣先での研究滞在において新たな進展や成果を達成して
研究論文を国際的にハイレベルの数学あるいは物理学専門雑誌に出版している．期待以
上の研究成果を挙げている者も何人かいる．非線形解析・ＰＤＥの分野では派遣先の世
界的権威の数学者との国際共著論文を出版した若手もおり，理論物理分野では伝統ある
世界一流雑誌の論文賞受賞も出ている． 

派遣された若手研究者たちは，派遣先の大学・研究機関を拠点としてじっくりと自身
の研究に取り組み実力を発揮して優れた成果を挙げた者もいれば，本事業の派遣をきっ
かけに海外研究者との新たな共同研究を開始している者，あるいは本事業の複数の海外
連携大学・研究機関の異なる研究分野のグループを積極的に訪問・滞在して相手側研究
者たちからも高く評価された者もおり，また予想以上に国や研究分野を超えて積極的な
研究交流をしているなど，大きな前進が見られる．派遣若手研究者たちのそのような頭
脳循環による本数学研究所の国際研究ネットワークの形成への貢献は大きい． 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（１０－２）に記載した国際共同研究に

おいて期待される成果概要） 

（４－１） 
偏微分方程式・応用数理：数学研究所では PDE・応用数理の新たな研究グループがス

タートした．臨界点理論などの大域変分法や非線形関数解析学を駆使して研究される現
代的偏微分方程式論は，解析学のみならず広く幾何学・数理物理学・理論物理学の共通
言語として必要不可欠なものである．非線形シュレーディンガー方程式の定在波解の研
究などに現れる楕円型方程式の研究および Keller-Segel系の爆発解の漸近挙動と自己相
似性の解析を中心課題とする非線形放物型方程式の研究を核とする国際共同研究を推進
することにより，解析学・偏微分方程式関係の国際研究協力の体制の構築を目指す． 

結び目理論とその応用研究：数学研究所では世界最高レベルの結び目理論研究とその
応用研究が広汎に展開されている．本事業では，科学への応用を目指した端点をもつひ
もの結び目に関する国際共同研究を推進する．また，結び目理論のゲームや物理・自然
科学・工学への応用，結び目理論の数学教育法など目覚しい波及を示している．この研
究グループの若手研究者らによるゲーム開発への応用は特筆に価する． 

幾何学・トポロジー（トーリックトポロジー，微分幾何学）：代数幾何と組合せ論を
結ぶトーリック幾何をトポロジーと組合せ論との関係に拡張しようとする新たな分野で
あるトーリック多様体論（トーリックトポロジー）の研究．調和写像，極小部分多様体
に始まる可積分系・可視化に関わる微分幾何学的対象および有限次元および無限次元リ
ー理論・幾何学的変分問題の手法で研究推進する，幾何学や物理学に現れる変分問題の
解析，物理学に派生する有限次元および無限次元多様体の幾何学とトポロジーの研究な
ど，互いに関わるそれらの分野の研究の協働を促す． 

場の理論，弦理論：現在の素粒子物理学の構成・考察が，場の理論及び弦理論に基づ
いていることは言うまでもない．特に超対称性と呼ばれる自然界に顕には実現されてい
ない対称性を理論が保有している場合には，階層性，非摂動効果のより明快・強力な考
察が可能になり，この学問に長足の進展をもたらしてきた．二次元可解場の量子論と４
次元ゲージ理論の非摂動効果一般の関係を明らかにし，場の量子論の新たなパラダイム
を構成する。本研究に不可欠な数学である表現論，代数解析との連携も図る． 

ブラックホール： ブラックホールは，宇宙の構造や進化に普遍的な役割をなすと考え
られている．一方，力の統一理論では，高次元ブラックホールが重力の量子化の手掛か
りと期待される．(1) コンパクトな Einstein 多様体および特殊ホロノミー群を持つ
Riemann 多様体の構造をブラックホール幾何学の視点から研究する. (2) 高次元時空に
おいて，ブラックホールの形成過程及び，ブラックホールの周りの物理現象を解析し余
剰次元の効果の定量的評価によって，余剰次元の存在の検証のための理論的予言を行う．
(3) 宇宙における高エネルギー現象とブラックホールの関係の研究のため，ブラックホ
ールの周りの電磁流体系を研究し，ブラックホールがエネルギーの供給源となる機構を
明らかにする．ここでは，ブラックホール時空の性質に由来する基礎方程式の特異性の
問題を，非線形偏微分方程式の問題として理想化し解明する． 

宇宙論 （ダークエネルギー問題と非一様宇宙）：宇宙が一様であることを仮定すると，
宇宙膨張の速度は現在加速していることが様々な観測から示唆され，一般相対論が正し
いとすると，宇宙がダークエネルギーと名付けられた負の圧力をもつ未知の物質で満た
されることを意味する（ダークエネルギー問題）．この問題に，宇宙は等方だが一様で
はないと考え，様々な観測事実を説明できる非一様宇宙モデルを構築するアプローチで，
宇宙の一様性の観測的検証可能性に関する理論的な研究を進める． 
○ 当該課題を設定する理由  

上記の各研究課題は，数学研究所の特色となる強力な国際的研究グループにより推進
されている．これら研究グループは，それぞれ当該研究分野の世界的な一流の数学者や
理論物理学者を指導者とする海外大学研究機関の研究グループとも連携をもち，また研
究の上で互いにリンクしている．例えば，数理物理の安井と宇宙物理の石原との共同研
究，数学者と物理学者の微分幾何学についての優れた共同研究，分野を超えたセミナー
・研究集会などの実績もある，本数学研究所には，広く数学・数理科学の研究交流が容
易にもてる環境と雰囲気が定着している．本事業では，これらをさらに有機的に広げ，
各研究課題を中心に新たな国際共同研究の推進と有望な若手研究者の長期海外派遣を行
うことにより， 国際的な共同研究のネットワークハブとして発展させる． 
○ 到達目標   
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数学・理論物理における上記の各研究課題において，世界をリードする研究成果を挙
げる．これらの各分野の研究の一層の深化と数学と理論物理の融合した新たな研究の導
出を目指す．数学研究所は，21 世紀 COE プログラムとその後の事業で数学・数理物理の
国際的な研究活動と若手研究者育成において優れた実績を挙げてきたが，この事業によ
って，現在の数学研究所の拠点機能を基盤に, 数学・理論物理の一層の有機的連携とそ
れらの分野の優れた研究者たちの一層の頭脳循環を促す新たな国際的な研究ネットワー
クを形成することを目標とする． 
（１０－２）  

本事業の国際共同研究において，数学と理論物理の分野の協働と有機的連携によって，
各分野の一層の研究成果，新たな研究分野の国際的研究体制の形成と若手研究者の育成
が，次のような広く学術上の課題への貢献が期待される．非線形偏微分方程式の分野で
は，非線形シュレーディンガー方程式などと関連した物理分野との有機的な連携により，
変分法に付随した非線形楕円型方程式の解析の深化をもたらす．また，Keller-Segel 方
程式系の一層の研究は，爆発現象の新たな解析理論の創出のみならず，数理生物学の分
野への大きな寄与が期待され，また，微分幾何・幾何解析は物理分野に対しても新たな
研究展開の示唆を与える．結び目理論の学術的数学研究の深化は，物理，物質科学，生
命科学など広汎な科学・技術の分野に独創的な応用をもたらす．ごく最近においても本
申請の結び目理論研究グループの若手研究者らによる領域指定ゲームの開発（特許出願
中）は，世界中の各方面から注目されている．微分幾何の分野では，調和写像，極小部
分多様体，量子コホモロジーなど理論物理に派生した幾何学対象に注目して一層の研究
に取り組み，広く「幾何学，可積分系と可視化」や新たな幾何学の領域の構築を進め，
また，ブラックホールなど時空の幾何学や弦理論との関連分野に新しい発展をもたらす．
トポロジー・シンプレクティック幾何学の分野では，特に，物理の基礎法則に係る数理
物理研究とのタイアップのもとでの新たな視点をもった国際共同研究が見込める．本事
業で期待されるこれらの研究成果は，わが国や国際的な学術上の課題であるところの，
数理科学，宇宙科学，素粒子物理，数理生物学などの自然科学分野にも大いに貢献する
ものと思われる． 

さらに，それらの研究成果は，学術論文として公表され，また，国際会議などで発表
される．さらに，各研究グループの成果を交流の場にて熟成したのち，ホームページな
どで広く発信する．また，本事業の研究成果報告を目的として最終年度開催する国際的
研究集会「数理と物理の深化と展開」のプロシーディングスを出版し，外部専門家の評
価を受け，本事業全体の成果が検証される． 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

☑期待を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

数学研究所の拠点機能を活用し，数学と物理の協働と各研究分野において大きく進展
している．優れた研究活動・研究成果に対する評価も高く，殊に特筆すべきは，主担当
研究者・高橋太教授が日本数学会函数方程式論分科会 第３回福原賞受賞（2011年度），
担当研究者・糸山浩教授と本学卒業生（CALTECH学振研究員），本学数学研究所員による
共著論文が日本物理学会論文賞受賞（2014年3月），担当研究者・安井幸則准教授, 派遣
者①と派遣先外国人研究者との国際共著論文がCQGハイライト論文（2012-2013）の論文
賞を受賞した（2008-2009 に引き続き，２回目）． 

さらに，最終年度末に開催したOCAMI頭脳循環 数物合同研究集会は，数学・物理学の
研究分野を超えて若者が活き活きと交流し，今後の発展に手ごたえを感じている．本事
業を契機に始まって現在も継続中の研究も多く大変興味深い．この2014年8月韓国で開催
のICM 2014およびサテライトコンフェレンスが本事業の成果発表と一層の世界展開の絶
好の機会となった．平成26年度に実施される理学研究科の外部評価において，数学研究
所および本事業に関する外部評価も行う予定である． 数学研究所の新たな国際共同研究
や連携も始まっており，今後の一層の発展が期待できる． 
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

大阪市立大学数学研究所は，本事業で得られた成果や形成された体制に基づき，事業

実施期間終了後も，世界を舞台に一層ハイレベルの研究と若手研究者育成を目指し，数

学・数理科学の海外研究機関との有機的な国際研究ネットワークの拡大と強化を推進す

る．そのために，本学では学長裁量経費からの数学研究所運営経費，数学研究所特任教

員２名の配置，教育推進本部経費からの継続的な資金援助が講じられている。科研費の

申請提案についても，本事業において得られた研究成果や異なる研究分野の担当研究者

らの協働による新たな研究課題を盛り込み積極的に行っていく．平成 26 年度 JSPS 日本-

インド共同研究（結び目理論）が新たに採択．数学研究所は，本事業の成果を踏まえて，

一層強力で拡大した国際共同研究と若手研究者育成の新たな発展を目指して常に検討し

ている．神戸大学と早稲田大学の研究グループを協力機関に事業「対称性,トポロジーと

モジュライの数理，数学研究所の国際研究ネットワーク展開」を，JSPS 平成 26 年度頭

脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラムに申請提案している．  

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

数学研究所は，21COE プログラムの事業推進のもと，国内では京大数理研 RIMS，海外

では中国，韓国，台湾の大学の数学・数理科学関係９研究機関と研究協力協定を締結し，

協働の事業や研究協力等の実績を着実な積み上げ成果を挙げてきた．本事業の前に採択

された JSPS 組織的な若手研究者等海外派遣プログラム事業「数学研究所がリードする数

学・数理科学の国際的若手研究者の育成」(平成 21-24 年度)は，数学研究所員・大学院

学生を主体に世界 22 カ国 53 大学・研究機関へ延べ 71 人を派遣（内 2 ヵ月以上派遣 30

人）し，数学研究所を基軸とする本理学研究科の研究の世界展開や国際的な教育体制を

革新するものであった．この事業の派遣により海外研究経験を積んだ優れた若手研究者

から 4 名が本事業の派遣若手研究者に選抜された．また，トポロジー（枡田）と数理物

理（糸山）分野で JSPS 日本-ロシア共同研究（2010 平成 22-23,24-25 年度, 4 件）の推

進など他の国際共同研究プロジェクトや国際研究集会開催など数学研究所の活発な国際

的な研究活動は，本事業との相乗効果を生み出している．現在，可積分系分野の新数学

教授が就任，可積分系の幾何学で強力な神戸大学・早稲田大学の研究グループと共同し

た「対称性,トポロジーとモジュライの数理，数学研究所の国際研究ネットワーク展開」

では，本事業の国際研究ネットワークに世界的研究機関を加え新たな構想を進めている．

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

本事業での派遣若手研究者９名は，事業実施期間終了後，派遣時大学院学生であった

２名は，１名は博士（理学）の学位 2014 年 3 月取得(D3)し現在，数学研究所員として研

究活動を続けおり，もう１名は 2014 年 9 月取得見込（2 年半の早期修了），ポスドク研

究者７名他大学 東大 2 名（特任研究員，特任助教），神戸大理（学振 PD），関西学院

大学（ポスドク），埼玉大理（講師）に就任，あるいは，京大 RIMS（助教），数学研究

所員（ポスドク）として研究活動を継続している．皆，本学数学研究所の各研究分野の

若手リーダーとして一層の活躍をしており，将来を担う若い力が育っている． 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分） 
専門分野 備考 

主担当研究者 

高橋
タカハシ

 太
フトシ

 

担当研究者 

大仁田
オ オ ニ タ

 義
ヨシ

裕
ヒロ

 

枡田
マ ス ダ

 幹也
ミ キ ヤ

 

河内
カワウチ

 明夫
ア キ オ

 

谷崎
タニサキ

 俊之
トシユキ

 

杉山
スギヤマ

 由
ヨシ

恵
エ

 

 

石原
イシハラ

 秀樹
ヒ デ キ

 

中尾
ナ カ オ

 憲一
ケンイチ

 

糸山
イトヤマ

 浩
ヒロシ

 

安井
ヤ ス イ

 幸則
ユキノリ

 

 

計10名 

 

大阪市立大学  

 

大阪市立大学  

大阪市立大学  

大阪市立大学  

大阪市立大学  

大阪市立大学  

 

大阪市立大学  

大阪市立大学  

大阪市立大学  

大阪市立大学 

 

大学院理学研究科

 

大学院理学研究科

大学院理学研究科

大学院理学研究科

大学院理学研究科

大学院理学研究科

 

大学院理学研究科

大学院理学研究科

大学院理学研究科

大学院理学研究科

 

教授  

 

教授  

教授  

教授  

教授  
教授(平成24

年10月1日よ

り客員教授) 

教授  

教授  

教授  

准教授 

 

解析学  

 

微分幾何学  

トポロジー  

結び目理論  

表現論  

非線形解析  

 

宇宙物理学  

宇宙物理学  

弦理論  

数理物理学 

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

韓国 

中国 

ドイツ 

カナダ 

イギリス 

 

イギリス 

 

フランス 

 

ロシア 

ロシア 

 

 

 

 

韓国科学技術院(KAIST) 

南開大学陳省身数学研究所（CIM） 

ボン大学応用数学研究所 

トロント大学数学教室 

ロンドン大学キングスカレッジ数学教

室 

ケンブリッジ大学応用数学理論物理教

室（DAMTP） 

パリ第7大学宇宙素粒子&宇宙論研究所 

 

理論実験物理学研究所(ITEP) 

ロシア国立大学経済高等学校数学学部 

 

 

計 9 機関 

Ki Hyoung Ko 

Zhi-Qiang Wang 

J.J.L.Velázquez 

Yael Karshon 

Jürgen Berndt 

 

Gary Gibbons 

 

David Langlois 

 

Alexei Morozov 

武部尚志 

 

 

教授 

教授 

教授 

教授 

教授 

 

教授 

 

教授 

 

教授 

教授 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（H24.12.7 

追加） 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

主担当研究者・高橋が事業全体の代表，担当研究者・大仁田が数学部分の代表，担当研

究者・石原が物理部分の代表を務め，大仁田と石原は高橋の業務補佐に努めた。本事業は

複数の研究分野・研究課題から成るため，それらを統合して事業推進するための数学研究

所が機能した．担当研究者全員から成る事業推進委員会を数学研究所内に立ち上げ，委員

長（高橋）および副委員長（大仁田，石原）のリードのもと，各担当研究者から推薦・提

案された派遣候補の若手研究者を厳格に検討・選抜した．選抜方針・基準は，共同研究の

国際的ネットワークを構築するためには，海外の卓越した研究機関で実際に共同研究等の

研究活動を遂行する人的資産が最も重要である，という方針に立脚し，研究の背景，研究

状況，派遣先受入研究者と現在研究との関係，充分に研究成果が期待できること，大学院

学生については，海外研究や共同研究が博士論文にどのように反映されるか，など基準と

した．また，数学研究所運営会議（数学教授９名，理論物理教授１名）で常に本事業の状

況を報告し，意見や検証を受けながら本事業を推進した．数学・理論物理の各研究分野で

の違いや共通の理念を踏まえて，大変有意義な運営ができ，今後の事業に活かされる． 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

若手研究者の派遣先での研究活動については，各担当研究者は相手先研究機関の研究者

と常に連絡を取り，日本側と相手側両国の関連研究者や共同研究者らの適切な研究協力も

得られ，派遣若手研究者の研究成果に結びついた． 

 緊急時の対応は本学で定められており，派遣国の治安や日常生活に関する派遣前や派遣

中のサポート・情報提供や派遣中の若手研究者との連絡は，担当研究者や数学研究所事務

室職員らが随時適切に行い，安全確保と危機管理のバックアップ体制に留意した．本学国

際センター発行の危機管理マニュアルも数学研究所事務室に配布用に備えられ，派遣若手

研究者の渡航を助けた．また，担当研究者が連携先を短期で訪問し，派遣若手研究者に会

って研究の状況のみならず，現地での生活等について聴取，情報交換を行った．幸い，本

事業の派遣において，そのようなバックアップ体制を必要とするようなトラブル・事故等

は一切なかった． 

大学院学生を含めて各種の若手派遣事業を運営してきたが，本事業の推進により，数学

研究所内の運営会議や事業推進委員会，数学研究所事務室や本学の本部事務との連携した

事務体制が一層改善されたと考えている． 

 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

 

   変更なし  
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。） 

 

本事業の派遣若手研究者９名全員が，派遣中に新たな研究を成就し，その成果を数学あ
るいは理論物理のハイレベルの国際専門雑誌に論文を出版している．それぞれの研究分野
をリードする若手として，本事業の国際研究ネットワークも活かして世界を舞台に活躍す
ることが期待される． 

相対論・重力分野の派遣者①は，担当研究者・安井とともに現在知られている最も広い
高次元ブラックホール解のクラスの Kerr-NUT-de Sitter 解の微分幾何的研究，派遣先の研
究者らとの共同研究はまさに世界をリードする研究成果を挙げている． 非線型偏微分方程
式・変分問題の分野の派遣者②は，非線型楕円型 PDE の世界的権威との連立シュレディン
ガー方程式系の解に関する共同研究を始めることができ，画期的な成果を続々挙げている．
本事業で最も成長した若手研究者の一人である．微分幾何・リー理論分野の派遣者④は，
自身が独自に確立した不変射影平坦構造の幾何と概均質ベクトル空間論の間のリンクを踏
まえて，不変平坦な射影構造に関する一連の研究を一層深め新たな研究成果を挙げ，微分
幾何学と表現論の間の一つの研究領域を切り拓くものである．トーリックトポロジーの分
野の派遣者③は，豊富な海外経験を発揮，トーラス多様体の剛性・分類問題等海外研究者
たちと幾つもの成果を挙げ，トロントを拠点として非常に活発かつ有効な海外研究活動を
行った。結び目理論の派遣者⑤は，困難な問題と考えられていたミュータント結び目や金
信結び目に関して，Γ-多項式不変量による分類・評価の新しい結果を与え，突破口を開い
た．相対論・宇宙論の分野の派遣者⑥と派遣者⑦は，それぞれブラック・ストリングの解
析と非一様宇宙モデルの構築に関する研究で優れた研究成果を挙げた．彼らが滞在のパリ
の宇宙素粒子および宇宙論研究所と日本側研究グループとの連携を強めた貢献は大きい．
数理物理・表現論・代数幾何の分野の派遣者⑧は，AGT 予想とインスタントンモジュライ
空間の量子コホモロジーの研究に着実に成果を挙げているだけでなく，本事業の国際研究
ネットワークを活用して，ロシア，キングスカレッジロンドン，トロントという世界の連
携 3 機関を訪問し活躍，各拠点の海外研究者たちに強烈な数学的インパクトを与えている．
非線型解析分野の派遣者⑨は，Keller-Segel 系（走化性方程式系）の中でも特に注目すべ
き方程式系の解の時間大域適切性を証明するという基本的問題を解決し，世界一流の数学
者との国際共著論文を完成させ，躍進した． 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

 
現在、大阪市立大学数学研究所は、本学の第二期中期目標の三つの重点戦略の中の重要

な柱である「国際力の強化」の一環として，第二期中期計画の中で，都市研究プラザ，都
市文化研究センター，複合先端研究機構と共に，「国際的研究拠点」，「国際交流拠点」
として発展していくべきもの，と位置づけられている．本事業は，本学の目標に確実に成
果と進歩を与えるものである．本事業終了後も若手研究者海外派遣が積極的に推進されて
いる。2014 年 7 月学長記者懇談会における数学研究所の活動報告においても，本事業の活
動や成果，派遣若手研究者の成長・活躍について担当研究者・大仁田が数学研究所所長と
して報告した．大学からの継続的な支援のもと，数学研究所は，本学の数学・数理科学の
国際的研究・教育拠点の展開と若手研究者育成の使命を担っている． 

理学研究科では研究者評価や人事等において海外での研究実績は当然の指標であり，本
事業を含めた本理学研究科の一層の国際的な研究・教育活動は，その重視は益々のもので
あり，大学全体にも少なからず波及効果をもたらしているものと思われる． 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①：ポスドク（数学研究所員） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

コンパクトな Einstein 多様体および特殊ホロノミー群を持つ Riemann 多様体の構造を
ブラックホール幾何学の視点から研究する. このような幾何学は高次元ゲージ理論の
インスタントンおよび重力インスタントンと解釈されるものであり, 超弦理論や M 理論
の発展から予想される幾何学の新しい方向を探ろうとする問題意識と深くかかわってい
る.本研究では, 高次元ブラックホール時空をコンパクト化する手法を用いて Einstein
多様体の組織的な構成を行い，ブラックホール時空と Riemann 幾何学の新たな融合を目
指すものである. 数学研究所の微分幾何学研究グループやキングスカレッジの幾何学
グループとも連携を進め，高次元ブラックホールの研究推進に活用する．派遣者は，世
界最高レベルのブラックホールの理論研究を推進している Gary Gibbons 教授の重力研究
室に研究滞在，その活躍は目覚ましい。派遣者と担当研究者・安井らの数学研究所の数
理物理研究グループの独創であるキリング-矢野テンソルによる高次元ブラックホール
の研究は注目され高い評価を受け，Gibbons 教授をはじめケンブリッジ大学の重力研究
者らと活発な議論，発表講演などを行い，研究は大いに進展し共著論文３編を発表して
いる．また，キングスカレッジの数理物理の関連研究者ともコミュニケーションをもっ
た．Gibbons 教授らとの連携は一層強化され，今後の大きな発展に繋がる．その研究成
果と国際的な研究活動が評価され，派遣者は平成 25 年 4 月より立教大学理学部ポスドク
職に採用，この平成 26 年 4 月から神戸大学大学院理学研究科学振特別研究員 PD に採用
された．兼任数学研究員として本数学研究所の数理物理分野の若手リーダーとして益々
の活躍である．尚，論文 3 は，学術雑誌 Classical and Quantum Gravity 2012/2013 年のハ
イライト論文に選ばれた（派遣者は 2008-2009 に引き続き 2 回目の受賞）． 

（具体的な成果） 

派遣者は，高次元ブラックホールと微分幾何に関わる極めて優れた次の 3 編の論文を
著わした．(1)(論文 3)closed conformal Killing-Yano 2-form と呼ばれる微分形式と完
全反対称なトーションを含む接続を持つ空間について分類を行った. 電荷を帯びた高次
元ブラックホール時空はそのような幾何学によって分類されることが知られていたが, 
トーリック・ケーラー・アインシュタイン多様体についても上記の分類に含まれること
が初めて示された．トーリック・ケーラー・アインシュタイン多様体は超対称性を有す
る時空として素粒子論において非常に重要な例であり，その幾何学的性質の理解は，今
後，素粒子論への応用が期待されている．(2) (論文 2)通常，素粒子論において，超対
称性を有する時空として佐々木構造を持った多様体（佐々木多様体）がしばしば重要な
例として議論される．しかし，これらの例は物質場の存在しない場合に議論される例で
あり，物質場が存在する場合にはそのエネルギーによってさらに空間が歪められるため，
佐々木構造は変形されなければならない．一般的に，超重力理論を考える場合には，物
質場は微分形式として導入され、それらは幾何学的には完全反対称なトーションとして
理解されることに着目し，本論文では、佐々木構造の完全反対称なトーションによる変
形を議論し,その幾何学に現れる一般的性質について調べた。さらに,そのような幾何学
的性質を持つ超重力理論の解を世界で初めて構成した．(3) （論文 1）高次元重力理論
を考える場合, 我々の世界が 4 次元に見えていることと矛盾のないように 4 次元以外の
次元は小さくコンパクト化されていなければならない. そのようなブラックホール時空
は Kaluza-Klein ブラックホール時空とよばれる. 本論文では, 5 次元 Kaluza-Klein ブ
ラックホール時空の幾何学的性質について調べ, その幾何学的性質が closed conformal 
Killing-Yano 3-form とよばれる微分形式によって特徴づけられることを発見した. ま
た,  より一般に closed conformal Killing-Yano 3-form を持つ空間の分類も行った。
さらに、この分類を利用し, 超重力理論における新しいブラックホール時空の例の構成
に初めて成功した。さらに，本事業による研究活動を発展させ，ルーマニア女性研究者
Christina Rugina らとの新たな国際共同研究（論文 4）を拓いている． 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

イギリス，ケンブリッジ大学，応用数学理

論物理教室 DAMTP，Gary Gibbons 教授 

 

33 日

 

330 日

 

0 日 363 日
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派遣者②：ポスドク（数学研究所員） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

Z.-Q. Wang 教授と協力して，中国南開大学偏微分方程式研究グループと日本の大阪市
立大学数学研究所を中心とする非線型偏微分方程式および変分法の研究のための国際的
ネットワークの構築，ワークショップの開催などを推進する．若手研究者 1 名を派遣し，
連立非線形シュレディンガー方程式の特異摂動問題の研究に取り組み，非線型偏微分方
程式・変分法の研究分野における世界をリードする成果を目指す．Z.-Q. Wang 教授との
連立非線形楕円型方程式の共同研究を進め，着実に研究成果を挙げている．また，陳省
身数学研究所や中国の関連研究者とも有意義な研究交流を積み上げている．Wang 教授は
アメリカ・ユタ大学でも自身のリードする研究グループをもっており，Wang 教授ユタ出
張時にはアメリカ・ユタ大学へ派遣を行った．派遣者は，その研究成果と国際的な研究
活動が高く評価されて，平成 25 年 4 月より東京工業大学理学研究科理学流動機構流動研
究員に採用され就任，さらに平成 25 年 10 月より埼玉大学理工学研究科数理電子情報部
門数理領域に講師として採用・就任されたが，本数学研究所に兼任研究所員として所属
し本事業への参加を継続してきた．非線形楕円型偏微分方程式の変分法的研究への貢献
は大きく，派遣先との本国際共同研究の目的は十分に達成していると言える．なお，派
遣者は数学研究所から 2014 年度数学研究会特別賞が授与された． 
（具体的な成果） 

Zhi-Qiang Wang 教授と 2 個の方程式から成る変分構造をもつ連立非線形シュレディン
ガー方程式の半正値解の多重存在に関する研究をした共著論文が出版された（論文 5）. 
n 個の未知関数に対する連立シュレディンガー方程式に対して, その相互作用項がすべ
て負のときに, 任意に指定した k 個の成分は符号変化し, 残りの n-k 個の成分は符号変
化しない解の存在および，ここで得た解はそのような解のエネルギー最小解であり，そ
のとき符号変化する回数は丁度 2 個しかないという徹底した結果を証明，(論文 7) を出
版した．さらに, 3 個の未知関数に対する連立シュレディンガー方程式に対しての研究
についても。三つの未知関数 u,v,w に対する連立シュレディンガー方程式に対して u,v
の相互作用項が正（協調的）で十分大きく u,w と v,w の相互作用項が負（競争的）のと
きの解の存在を従来のモース指数の評価から示すのではなく, エネルギーの評価から示
すという画期的な結果を得て，論文 Y. Sato, Zhi-Qiang Wang, Least energy solutions 
for nonlinear Schrödinger systems with mixed attractive and repulsive couplings
（投稿中）を著わした．Z.-Q. Wang 教授と 3 つの方程式から成る変分構造をもつ連立非
線形シュレディンガー方程式の正値解の多重存在について研究をした。本研究では，方
程式の定義領域が球であるときには，前記の共著論文の結果を一層精密化して，正値解
が複数個存在するという結果を示した．また，本研究では，連立方程式のときは，たと
え領域が球であっても，単独のシュレディンガー方程式の場合と異なり，正値解の一意
性は必ずしも成立しないことを示している．エネルギー極小解が任意の自然数個の正値
解が存在することが予想され，これは今後の研究課題である．本研究結果は，本事業終
了後，Y.Sato, Zhi-Qiang Wang, Multiple positive solutions for Schrödinger systems 
with mixed couplings（投稿中）で書き上げた．Z.-Q.Wang 教授とも今後の共同研究計
画もあり，一層の研究進展が期待できる．Wang 教授との一連の共同研究に鼓舞されて，
柴田将敬（東工大数学科助教）と時間に依存しない非線形シュレディンガー方程式の正
値解の存在に関する共同研究を行った。変分的手法によるこの方程式の解の存在証明で
は，解の近似列である Palais-Smale 列の有界性を得ることが鍵になる。この研究では、
ポテンシャル関数が周期関数のとき，従来の仮定より弱い仮定の下で有界な
Palais-Smale 列を構成できることを示し，時間に依存しない非線形シュレディンガー方
程式の正値解の存在を証明した．本研究結果は（論文 6）に出版された． 派遣者は，2014
年 8 月に韓国の KAIST で開催された Seoul ICM サテライトコンフェレンス Variational 
Methods for Nonlinear Elliptic PDEs で Wang 教授との一連の共同研究に関して招待講
演を行い，そこで議論がさらにきっかけとなり本事業の海外連携機関である KAIST の
Jaeyoung Byeon 教授も加わり Zhi-Qiang Wang 教授とのまた新たな国際共同研究が始ま
っている． 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

中国，南開大学，陳省身数学研究所，

Zhi-Qiang Wang 教授 21 日

   

90 日

 

58 日 169 日

アメリカ，ユタ州立大学，数学教室，

Zhi-Qiang Wang 教授 0 日

   

86 日

 

52 日 138 日
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派遣者③：ポスドク（数学研究所員） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

Y. Karshon 教授と連携して，カナダ・トロント大学数学教室と日本の大阪市立大学数

学研究所が主導するトポロジーおよびシンプレクティック幾何学の国際共同研究の一層

の強化と推進を進める．とくに，トーリックトポロジーの研究において世界レベルの研

究成果を目指して，トーラス多様体のトポロジー・幾何学に関する若手研究者 1 名を派

遣する．カナダのトロント大学において Yael Karshon 教授とのトーリックトポロジーに

関する共同研究を中心として研究を継続している．トロント大学での Newton-Okounkov

体の理論を創始した Askold Khovanskii 先生の代数幾何のセミナーや幾何系（または幾

何的表現論系）セミナーや研究集会・談話会等や有名数学者が多数参加する大集会・セ

ミナーが定期的開催される Fields Institute にも積極的に参加し，情報交換を行ってい

る．平成 25 年度は，短期ではあるがイギリス・キングスカレッジの幾何学研究グループ

を訪問して新たな共同研究について派遣者④らと議論を行った。2014 年 4 月 1 日付で東

京大学の特任研究員に採用され就任した．トーリックトポロジーおよび関連研究への貢

献は大きく，派遣先との本国際共同研究の目的は十分に達成していると言える．なお，

トロント大学数学教室においても信頼が厚く数学専門授業１コマ担当に抜擢されたこと

も付記しておきたい． 

（具体的な成果） 

6 次元トーラス多様体の分類問題に関する Yael Karshon 教授との滞在中の継続的な議

論が論文 S.Kuroki,“Two classifications of simply connected 6-dimensional torus 

manifolds with vanishing odd degree cohomology” arXiv:1305.3174（投稿中）に結

実した．派遣者③の方法は，トーラスグラフと呼ばれる組み合わせ論的な対象の幾何へ

の最初の応用考えられる．また，Yael Karshon 教授とは局所標準的なトーラス多様体の

同変微分同相類の分類問題についても共同研究を継続しており論文 Y.Karshon and 

S.Kuroki, Classification of locally standard torus manifolds up to equivariant 

diffeomorphism,を執筆中である．派遣者③のトロント大学滞在中の研究の進展は目覚ま

しく，CP-tower に関する韓国 KAIST の Dong-Youp Suh 教授との共同研究による（論文

13）を出版，S.Kuroki and D.-Y. Suh, Cohomological non-rigidity of eight-dimensional 

complex projective towers, OCAMI Preprint Series 13-12 を書き上げている（投稿中）．

担当研究者・枡田, Li Yu 副教授（中国・南京大学）との国際共著論文（論文 11, 12）

を出版しているほか，現在２編の論文 S.Kuroki and M. Masuda, Root systems and 

symmetry of a torus manifold, in preparation および S.Kuroki, A class of torus 

manifolds which determined by their equivariant cohomology, in preparation を執

筆中である． 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

カナダ，トロント大学，数学教室， 

Yael Karshon 教授 0 日

   

182 日

 

150 日 332 日

イギリス，ロンドン大学キングス カレ

ッジ，数学教室，Jürgen Berndt 教授 0 日 0 日

 

14 日 14 日
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派遣者④：ポスドク（数学研究所員） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

対称空間の部分多様体，対称空間と調和写像，有限次元および無限次元等径部分多様

体，多様体上のリー群作用で不変なアインシュタイン計量，リッチソリトンやリッチフ

ローなどを主研究テーマとし，若手ポスドク研究者（数学研究所員）1 名を派遣し，有

限次元および無限次元リー理論的方法，可積分系理論や幾何学的変分問題の観点から，

研究に取り組む．インペリアル・カレッジやケンブリッジ大学等の他の研究機関のグル

ープとの連携も活用して微分幾何学および関連分野の国際的に一流の成果を目指す．キ

ングスカレッジ数学教室を拠点として，研究発表講演・国際研究集会参加など積極的な

国際研究交流の活動を行っている．また，今後トーリックトポロジーを専門とする本事

業の派遣者③との共同研究のための議論を新たに始めている。微分幾何学研究への貢献

は大きく，派遣先との本国際共同研究の目的は十分に達成していると言える． 

（具体的な成果） 

平坦な射影構造を持つ多様体の分類問題は，微分幾何学における未解決の大問題の一

つである．微分幾何学の不変平坦射影構造の問題と概均質ベクトル空間理論（佐藤幹夫

・木村達雄）のリンクを確立したのは，派遣者④の独創である．不変射影構造の分類理

論の完成を目指して，キングスカレッジ滞在中に概均質ベクトル空間理論で基本操作で

ある「裏返し変換」の幾何学的理論を与えた（論文 8）H.Kato, Castling transformations 

of projective structures, Journal of Lie Theory 23 (2013), 1129-1165 が出版され

た．派遣中に書き上げた論文はこの一編であるが，派遣者④が精魂込めて書き上げた極

めて精緻で質の高い論文で，リー理論に関する伝統ある国際レベルの数学専門雑誌に出

版されている．滞在中も各国の関連研究者たちと有意義な交流を積み上げており，今後

の若手の国際的微分幾何学者としてその活躍が大いに期待される．派遣先での研究成果

の一つのである H.Kato, Projectively flat and affinely flat parabolic subgroups of 

special linear groups, preprint も最近書き上げている．事業終了後の 2014 年 6 月，

海外研究者も招聘しリー理論的方法の微分幾何の専門的研究者が集まった RIMS 研究集

会「群作用と部分多様体論の展開」において本事業での研究成果報告を含めた招待講演

（英語）を行い，この研究分野をリードする国際レベルの研究は高く評価されている．

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

イギリス，ロンドン大学キングス カレ

ッジ，数学教室，Jürgen Berndt 教授 0 日

   

277 日

    

88 日 365 日
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派遣者⑤：大学院学生（博士課程） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

結び目理論，特にブレイド理論の観点からの共同研究を推進する．Ki Hyoung Ko 教授

はブレイド理論の専門家であり，同僚の結び目理論専門家の Gyo Taek Jin 教授とともに

結び目理論を研究している．Ko 教授はブレイド理論を利用したパスワードの研究で成功

を収めており，この機会に若手研究者を派遣することにより，その手法の習得と結び目

理論の新たな応用研究領域の開拓を目指す．派遣研究者は，Ki Hyoung Ko 教授の研究グ

ループに参加，大学院学生ながらメンバーの一員として研究に取り組み，積極的な国際

研究交流している．本事業の結び目理論研究に大きく貢献して，派遣先との本国際共同

研究の目的は十分に達成していると言える． 

（具体的な成果） 

ミュータントな結び目は区別することが非常に難しいことで知られている. しかし, 2

変数の多項式不変量である 3 ケーブル HOMFLYPT 多項式によって, あるミュータントな結

び目を区別できるという事実がある. KAIST 派遣中に, 3 ケーブル HOMFLYPT 多項式の零

番係数多項式は, どんなミュータントな結び目も区別することができないことを示し

た. さらに，HOMFLYPT 多項式が一致する無数の結び目を含むことで知られている金信結

び目に関する困難な問題に対して，派遣者は 2 ケーブル Γ-多項式によって金信結び目の

無限列を完全に分類し，それらのブレイド指数の下からと上から両方からの良い評価を

与えた．一連の研究成果は, H. Takioka, “The zeroth coefficient HOMFLYPT polynomial

of a 2-cable knot”, J. Knot Theory Ramifications 22 (2013), no.2. “The cable 

Γ-polynomials of mutant knots”, to appear in Topology and its Applications. “On 

the braid index of Kanenobu knots”, to appear in Kyungpook Mathematical Journal. 

“On the braid index of Kanenobu knots II”（投稿中）と続々と研究発表している．

事業終了後も，KAIST の女性若手研究者 Dr.Hwa Jeong Lee との共同研究（H.-J. Lee and 

H. Takioka, On the arc index of cable links. H.-J. Lee and H. Takioka, On the arc 

index of Kanenobu knots. 2 編とも執筆中）が進展している．頭脳循環プログラムによ

る派遣を通じて数学研究者としての成長は著しく，今後の一層の活躍が期待される．2014

年 4 月より日本学術振興会特別研究員(DC2)に採用され， 2014 年 7 月の日韓数学院生ワ

ークショップ（韓国・NIMS，慶北国立大学）で Young Mathematician 賞（Award for Young 

Mathematicians）を受賞している．2014 年 9 月課程博士取得見込（早期修了）で，数学

研究所からの派遣者への 2014 年度数学研究会論文賞の授賞も決定している． 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

韓国，韓国科学技術院，数理科学教

室，Ki Hyoung Ko 教授 0 日

   

87 日

    

220 日 307 日
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派遣者⑥：ポスドク（数学研究所員）  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

高次元時空において，ブラックホールの形成過程および，ブラックホールの周りの物

理現象を解析し，余剰次元の効果を定量的に評価することによって，余剰次元の存在を

検証するための理論的予言を行うことを目的とする．また，宇宙における高エネルギー

現象とブラックホールの関係を研究するため，ブラックホールの周りの電磁流体系につ

いて研究し，ブラックホールがエネルギーの供給源となる機構を明らかにする．ここで

は，ブラックホール時空の性質に由来する基礎方程式の特異性が現れる．この問題を非

線 形 偏 微 分 方 程 式 の 問 題 と し て 理 想 化 し ， 本 質 の 解 明 に 取 り 組 む ． 派 遣 者 は ，

AstroParticule et Cosmologie 研究所の David Langlois 教授とともに曲がった時空に

おけるストリングおよびブレーンの非自明な保存量から，時空の隠れた対称性を構成す

る研究を進めている．また同研究所の Danièle Steer 氏と Jean-francois Dufaux 氏とも

に，コンパクトな内部空間をもつ高次元膨張宇宙時空における宇宙ひもの動力学，とく

に内部空間が宇宙ひもに与える影響について議論を進めている．本事業の宇宙物理・ブ

ラックホール研究に大きく貢献して，派遣先との本国際共同研究の目的は十分に達成し

ていると言える．2014 年 4 月より関西学院大学大学院理工学研究科の博士研究員  (初期

宇宙研究室所属 )に採用され就任する． 

（具体的な成果） 

一般相対論を基礎としたブラックホールにおける質点やストリングの力学系の解析に

関する研究活動を行った．とくに，高次元ブラックホールに関連する分野の研究を進め，

担当研究者・石原らとの共著論文“Stable Bound Orbits of Massless Particles around 

a Black Ring”は Physical Review D 87, 104005 (2013)に出版され，研究は一層進展

し，論文 2 編 T. Igata, H. Ishihara, H. Yoshino, “Integrability of Particle Systems 

around a Ring Source as the Newtonian Limit of a Black Ring”, を執筆中である．

David Langlois 教授とは“Hidden Symmetries and Constants of Motion for Nambu-Goto 

Strings”について現在共同研究を継続中である．パリ滞在中は，研究発表講演や研究者

交流も積極的に行い，国際的な若手研究者として着実に成長している．  

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

フランス，パリ第７大学，宇宙素粒子およ

び宇宙論研究所，David Langlois 教授 0 日

   

180 日

    

168 日 348 日
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派遣者⑦：大学院学生（博士課程） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

宇宙論のダークエネルギー問題に対するアプローチは，大きく分けて３つ考えられる．

一つは，ダークエネルギーが存在することを認め，その正体を明らかにすることを目標

とするもの．二つ目は，宇宙論的なスケールの重力は一般相対論では記述できないと考

え，新しい重力理論の構築を目標とするもの．三つ目は，宇宙は我々から見て等方では

あるが，一様ではないと考え，様々な観測事実を説明できる非一様宇宙モデルを構築す

ることを目標とするものである．ここでは，三つ目のアプローチで，観測データと無矛

盾な非一様宇宙モデルの構築を目指すとともに，宇宙の一様性の観測的検証可能性に関

する理論的な国際共同研究を進める．派遣者は，Langlois 教授と非一様宇宙モデルにつ

いて議論を継続している。Uzan 教授（Institut d’astrophysique de Paris）らとも非

一様宇宙モデルの重力レンズ効果についての新たな共同研究を開始，研究成果を研究所

AstroParticule et Cosmologie および研究所 Institut d’astrophysique de Paris に

て研究発表している．本事業の宇宙物理研究に大きく貢献して，派遣先との本国際共同

研究の目的は十分に達成していると言える． 

（具体的な成果） 

非一様宇宙モデル上の相対論的摂動論について David Langlois 教授との議論・有益な助

言もあり研究が進展した．その成果は担当研究者・中尾らとの共著論文は R. Nishikawa, 

C.-M. Yoo and K. Nakao,“Two-point correlation function of density 

perturbations in a large void universe”, Physical Review D (American Physical 

Society) 88, 123520 (2013) に出版された．また，研究所 IAP の Uzan 教授の研究グル

ープにも継続的に参加，非一様宇宙モデル上のニュートン力学について議論を積み重ね，

非一様宇宙モデル上の非線型ニュートン力学を記述する方程式系を導出することに成功

した．この研究成果の論文を現在準備中である．これらの優れた研究活動が高く評価さ

れ，派遣者は 2014 年 3 月博士論文“Cosmic structure formation in non-Copernican 

cosmological model”（非コペルニクス的宇宙モデル上の構造形成）により博士（理学）

の学位を授与された．Ryusuke Nishikawa, Ken-ichi Nakao, Chul-Moon Yoo, Comparison 

of two approximation schemes for solving perturbations in a LTB cosmological 

model,arXiv:1407.4899 [astro-ph.CO].Physical Review D (American Physical Society)

を投稿中である． 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

フランス，パリ第７大学，宇宙素粒子およ

び宇宙論研究所，David Langlois 教授 0 日

   

182 日

    

157 日 339 日
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派遣者⑧：助教（数学研究所員） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

理論物理学，特に場の量子論，弦理論の研究において世界をリードする成果を目指す．
Alexei Morozov 教授がリードする研究グループに参加し，可積分系の場の量子論に関す
る最先端に位置する研究を推進する．派遣若手研究者には，特に行列模型を使用する，
２次元量子可積分系，無限次元代数と instanton 和による定義から始まる４次元ゲージ
理論の一連の測定量との関連の研究に取り組んでもらう．上記の研究テーマの追究によ
り新しい物理現象の定性的・定量的予言を主として素粒子物理学で行う．Morozov 教授
の研究グループの一員の武部教授のもとへ若手研究者を派遣，数理物理および可積分系
に関わる一層高度な研究を推進した．派遣者は，数理物理の観点から幾何学的表現論お
よび半安定オブジェクトのモジュライ空間の代数幾何を研究に取り組んだ．また，派遣
者は，当地で開催の日本-ロシア Winter School において講師依頼され半安定層のモジュ
ライ空間と導来圏の安定条件に関するレクチャーシリーズを提供した．また研究内容・
進展状況を踏まえ，キングスカレッジとトロント大学の幾何学や数理物理研究グループ
へも派遣した．派遣先研究機関の研究者らからの派遣者に対する評価は極めて高い． 

（具体的な成果） 

派遣者は，AGT 予想とインスタントンモジュライ空間の量子コホモロジーに関する研
究で Maulik と Okounkov によって創始された「幾何学的 R-行列」を研究している．「幾
何学的 R-行列」の表現論的扱いに関する一連の論文を執筆している. この論文では，対
称多項式理論と幾何学的 R-行列の関係を研究し，「Macdonald 対称多項式の族が幾何学
的 R-行列から再構成され得る」と予想している．そのような関係は，幾何学的 R-行列の
表現論の観点から統一的に数理物理に現れる種々の微分/差分方程式を扱えることを示
唆するものである．また，安定性の概念は，幾何学的 R-行列に関する派遣者の研究とも
関わることも予想され，キングスカレッジロンドン滞在では，主に (A,H,S)-vertex 
algebra について研究した．これは Borcherds が従来の頂点代数の理論を簡明化するた
めに導入したものである．Borcherds は quantum (A,H,S)-vertex algebra というある
種の変形版も導入しており，変形 W 代数の研究に有用であることが期待される．派遣者
は (A.H.S)-vertex algebra の明示的構成を数例行い，また Beilinson と Drinfeld の
chiral algebra 並びに factorization algebra との関連を研究した．また quantum 
(A.H.S)-vertex algebra の例についても研究した．特に変形 Virasoro 代数(変形 W 代数
の一種)がこの例にあたる。これらの結果は論文"Classical and Quantum Conformal Field 
Theories" (arXiv:1402.2943)にまとめた．またこの期間中に吉岡康太氏との共著（論文
16）を校正，出版した．この論文は Briedgeland 安定性と安定対象のモジュライ空間を
Abel 曲面の場合について調べたものである．安定性条件の空間の wall-chamber 構造を
明示化し，壁の「余次元」を定義，更に余次元 0 の壁に関する壁越えと Fourier 向井変
換との対応を調べた．その応用として安定対象のモジュライ空間の双有理射を構成した．
この結果についてロンドン・インペリアルカレッジの MAGIC seminar でも講演した．ト
ロント滞在では，変形 Virasoro 代数の Whittaker ベクトルの研究を開始した．特に粟田
と山田による Whittaker ベクトルの自由場表示の Macdonald 対称多項式に関する明示公
式の予想に取り組んだ．この対象は K 理論的 AGT 予想に現れたものでもある．派遣者は
Ding- Iohara-Miki 代数の表現を用いた手法でこの予想を解決した．Simon's Institute 
for Geometry and Physics (Stony Brook)での研究集会 Quiver Varieties で講演を行
った．モスクワ滞在では，論文“Whittaker vector of deformed Virasoro algebra and 
Macdonald symmetric functions”(arXiv:1402.2946)を書き上げた．トロント滞在では，
表現論的な考察と平面上の点の Hilbert 概型の幾何との関連を調べ，特に Haiman による，
Hilbert 概型の同変 K 理論と Macdonald 対称多項式との関連づけを Whittaker ベクトル
の明示公式に活用できた．またモスクワでは論文"Classical and Quantum Conformal 
Field Theories"に関する連続講義を行った．派遣中に曲線上の Hall 代数について研究
を進め，派遣期間終了後, 量子トロイダル代数との関係について進展があった。それに
関して 2014 年 6 月の RIMS 研究集会「Bridgeland stability の双有理幾何への応用」に
て講演し研究報告した。また論文 "Quantum toroidal algebras and Hall algebras on 
elliptic surfaces" を準備中である。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

ロシア，ロシア国立大学経済研究所・

武部尚志教授（Alexei Morozov 教授） 0 日

   

84 日

 

104 日 188 日

イギリス，ロンドン大学キングスカレ

ッジ，数学教室，Jürgen Berndt 教授  0 日 0 日

 

85 日 85 日

カナダ，トロント大学，数学教室， 

Yael Karshon 教授  0 日 0 日

 

48 日 48 日
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派遣者⑨：ポスドク（数学研究所員） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

非線形偏微分方程式の数理解析の国際共同研究を展開する．特に，数理生物モデルに

現れる Keller-Segel 系と呼ばれる準線形退化型方程式系の適切性と解の漸近挙動, 自

己相似構造, 爆発現象についての関数解析及び力学系の観点からの考察を行う．若手研

究者１名を，この分野の卓越した数学者である Velázquez 教授が指導する研究グループ

を派遣し，この分野に研究に取り組んでもらい，世界をリードする研究成果の達成を目

指す。派遣研究者は，実解析に強い研究力を活かして Velázquez 教授との共同研究との

進捗状況は大変良好である．ボン大学の関連研究者との交流はもちろん，ドイツやイギ

リスのいくつもの関連研究グループからも招待されて講演・研究交流を行っている．本

事業の非線形解析研究に大きく貢献して，派遣先との本国際共同研究の目的は十分に達

成していると言える．その研究活動・研究成果は高く評価され，2014 年 4 月より東京大

学大学院数理科学研究科特任助教に採用され就任した． 

（具体的な成果） 

派遣者は，Velazquez 教授の下取り組んでいた，走化性を誘発する化学物質が拡散し

ない chemotaxis system (parabolic と ODE の couple) に関する全空間での大域解の

構成に成功した．扱ったのは，化学物質が初期時刻で 1 という状況で粘菌などの密度が

初期時刻で十分小さいという仮定の下で，大域解を構成した。この system は，classical 

な Keller-Segel system とは違い，不変なスケールを持たないため指標となる函数空間

が見つからないことが初めの困難であったが、特有の非線形項に着目しこの非線形項を

制御するために必要な函数空間を見極め，それを糸口に議論を進めてき，上記の結果を

得ることができた．全空間におけるこの system の大域解の存在は，初めての結果で今

後の研究にもつながるものである．ボン滞在中，派遣者は Velazquez 教授と研究課題で

あった，拡散性の無い走化性物質に対する PDE-ODE 型の走化性方程式系の解の大域的性

質について議論を重ね，最先端の問題に取り組むことができた．ボンを複数回訪問した

担当研究者・杉山由恵教授と Velazquez 教授との共同研究として結実し，その成果は，

“Global solutions to a chemotaxis system with non-diffusive memory”, J. Math. 

Anal. Appl. 410, (2014), 908-917. に出版された．さらに，共同研究では大域解の構

成を行ったが，その解の有界性までは示すことができていなかったが，議論を見直し再

構築することにより，大域解の有解性も示すことができた：Y. Tsutsui,“Boundedness of 

small data solutions to a chemotaxis system with non-diffusive memory”（投稿中）．

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

ドイツ，ボン大学，応用数学研究所， 

J. J. L.Velázquez 教授  0 日

   

174 日

 

154 日 328 日
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

初年度（平成 23 年度）：関連国際会議において共同研究の推進，●阪市大-九大開催第
10 回環太平洋幾何学会議（Yael Karshon 教授招へい）担当：大仁田・枡田．●韓国 KAIST
開催の結び目理論と低次元トポロジー国際研究集会（Ki Hyoung Ko 教授）担当：河内． 
中国・南開大学陳省身研究所（非線型 PDE・変分問題 1 名）,  イギリス・ケンブリッジ大
学（高次元ブラックホール 1 名）へ若手派遣し各研究課題の研究を開始．担当研究者の相
手研究機関への出張：安井（ケンブリッジ），杉山（ボン）など．●小研究会「数理と物
理の深化と展開」開催． 

平成 24 年度：関連国際会議において共同研究の推進，●弦理論・量子場理論の大阪市立
大学国際学術シンポジウム（Alexei Morozov 教授）開催，担当：糸山．●日本数学会季期
研究所 MSJ-SI 2012「シューベルトカリキュラス（Schubert Calculus）」 大阪市立大学
開催．担当：枡田・谷崎．中国・南開大学陳省身研究所（非線型 PDE・変分問題 1 名），
イギリス・ロンドン大学キングスカレッジ（微分幾何・リー理論 1 名），ドイツ・ボン大
学応用数学研究所（非線型解析 1 名），カナダ・トロント大学（シンプレクティック幾何
・トーリック幾何 1 名）へ若手 1 名派遣開始，フランス・パリ第 7 大学の宇宙素粒子およ
び宇宙論研究所（ブラックホール・宇宙論 2 名），韓国科学技術院(KAIST)（結び目理論 1
名），ロシア・理論実験物理学研究所(ITEP)＆ロシア国立大学経済研究所（数理物理 1 名）
へ若手派遣し各研究課題の研究を開始．担当研究者の相手研究機関への出張：糸山（ロシ
ア），大仁田（ロンドン），杉山（ボン・ロンドン）など． 

最終年度（平成 25 年度）：若手派遣の継続，各研究課題の研究推進，全員帰国．●数学
・物理合同セミナー「数理と物理の深化と展開」(11 月) ●OCAMI 頭脳循環 数物合同研究
集会（OCAMI Brain Circulation Joint Meeting of Mathematics and Physics）2014 年 3
月 31 日-4 月 1 日開催．担当研究者の相手研究機関への出張：大仁田（J.Berndt 教授出張
先；米国 UC Irvine）など． 

（２）成果の概要 

本事業では，若い力が大阪市立大学数学研究所の強力な各研究グループの新たな研究を
拓き，各研究分野の一層のレベルアップと国際連携強化に寄与している． 

非線型偏微分方程式・変分問題，非線型解析・応用数理の分野は，主担当研究者・高橋
と担当研究者・杉山が南大阪応用解析セミナーをリードし，若手派遣を通じ陳省身数学研
究所（Wang 教授）とボン大学応用数学研究所（Velázquez 教授）との連携を一層強め，世
界レベルの研究と国際研究協力体制を着々と構築している．高橋は日本数学会函数方程式
論分科会 第 3 回福原賞受賞（平成 23 年度）．河内らの結び目理論研究グループは，世界
をリードする研究を展開しており，韓国・KAIST との連携は一層強化され，釜山国立大学，
慶北国立大学も交え，結び目研究を国を超え分野を超えて着実に拡げている． 
トーリックトポロジーは，担当研究者・枡田と Dong Youp Suh 教授（KAIST,韓国数学会会
長）が開拓したトポロジーの新しい研究分野であり， 組合せ論，表現論，微分幾何，弦理
論，数理物理など広く関わる．トーリックトポロジーの JSPS 二国間交流事業日本-ロシア
共同研究（2010-2011 年度, 2012-2013 年度）を推進，日本数学会季期研究所「シューベル
トカリキュラス」（2012 年 7 月大阪市立大学）開催し，大きな成果と波及効果を挙げてい
る．トロント大学 Y.Karshon 教授の研究グループの原田めぐみ准教授（McMaster 大学）が
大阪市立大学に 2013 年より長期滞在し活発に共同研究中である． 

表現論の担当研究者・谷崎は，兼田正治教授，尾角正人教授（2013 年 4 月就任, 可積分
系・数理物理）らとともに，阪大と共同の大阪表現論セミナーをリードし，代数グループ
と担当研究者・糸山・安井らの数理・素粒子グループの合同セミナーをスタート，海外研
究者とも人的交流を強め，本事業の派遣者⑧は，他の数学研究所員・木村嘉之らとともに
この研究グループの将来を担う若手の中核である．理論物理分野では，担当研究者・糸山，
本学卒業生（CALTECH 学振研究員），本学数学研究所員の共著論文が日本物理学会論文賞
受賞（2014 年 3 月）．ブラックホール・宇宙論研究は，ケンブリッジ，パリとの連携を強
め，一層の研究成果が挙げ，とくに，担当研究者・安井, 派遣者①と派遣先研究者との国
際共著論文が CQG ハイライト論文賞を受賞した． 

OCAMI 頭脳循環 数物合同研究集会は，最後の派遣若手研究者の帰国を待って開催され，
本事業による派遣若手研究者全員を含む数学研究所の若手研究者たちが研究報告の講演を
行った．数学・物理学における各研究分野の垣根を超えて活発な議論，アイデアや情報の
交換等がもたれた．  

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

９ ４ 



様式１                                      (資料４) 

19 

資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、 初と 後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては 下 線 、派遣した若手研究者については 波 線 を付してください。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。 

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

１ T. Houri※ and K. Yamamoto, Killing-Yano symmetry of Kaluza-Klein black 
holes in five dimensions, Class. Quantum Grav. 30 (2013) 075013 (21pp).
査読有 

２ T. Houri, H. Takeuchi and Y. Yasui※, A Deformation of Sasakian Structure 
in the Presence of Torsion and Supergravity Solutions, Class. Quantum 
Grav. 30 (2013) 135008 (31pp). 査読有 

◎
３ 

T. Houri※, D. Kubiznak, C. M. Warnick and Y. Yasui, Local metrics 
admitting a principal Killing-Yano tensor with torsion, Class. Quant. 
Grav. 29 (2012) 165001 (30pp). 査読有 CQG ハイライト論文（2012-2013）受賞

○
４ 

H. Kazuki, T. Houri, Christina Rugina and Y. Yasui※, General Wahlquist 
Metrics in All Dimensions, Phys. Rev. D90 (2014) 024037．査読有 

◎
５ 

Y. Sato, Zhi-Qiang Wang※, On the multiple existence of semi-positive 
solutions for a nonlinear Schrödinger system, Ann. Inst. H. Poincare 
Anal. Non Lineaire 30 (2013) no. 1, 1–22.  査読有 

６ Y. Sato※, Masataka Shibata, Existence of a positive solution for
nonlinear Schro"dinger equations with general nonlinearity, to appear 
in Advances in Nonlinear Analysis(Published Online 05/24/2014)査読有 

◎
７ 

Y. Sato, Zhi-Qiang Wang※, On the least energy sign-changing solutions
for a nonlinear elliptic system, to appear in Discrete and Continuous 
Dynamical Systems - Series A (DCDS-A) 査読有 

８ H. Kato, Castling transformations of projective structures, J. Lie Theory
23 (2013), 1129-1160. 査読有 

９ H.Takioka, On the braid index of Kanenobu knots, to appear in Kyungpook 
Mathematical Journal. 査読有 

10 H.Takioka, The cable -polynomials of mutant knots, to appear in Topology 
and its Applications. 査読有 

○
11 

S. Kuroki※  and Li Yu: On the equivalence of several definitions of 
compact infra-solvmanifolds, Proceedings of the Japan Academy, Ser. A 
Mathematical Sciences, 2013, Vol. 89, No 9, 114-118. 査読有 

○
12 

S. Kuroki, Mikiya Masuda※ and Li Yu: Small cover, infra-solvmanifold and 
curvature, to appear in Forum Mathematicum. 査読有 
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◎
13 

Shintaro Kuroki and DongYoup Suh※: Complex projective towers and their 
cohomological rigidity up to dimension six, to appear in Proceedings of 
Steklov Institute of Mathematics (V.M. Buchstaber conference 
proceedings). 査読有 

14 T.Igata※, H. Ishihara, Y. Takamori, Stable Bound Orbits of Massless 
Particle around a Black Ring, Physical Review D 87, 104005 (2013). 査
読有 

15 R. Nishikawa※ , Chul-Moon Yoo, Ken-ichi Nakao, Two-point correlation 
function of density perturbations in a large void universe, Physical 
Review D (American Physical Society) 88, 123520 (2013). 査読有 

◎
16 

Y. Sugiyama※, Y. Tsutsui and J.L.L. Vel’azquez, Global solutions to a
chemotaxis system wsith non-diffusive memory, J. Math. Anal. Appl. 
410 (2014), no. 2, 908-917. 査読有 

17 Y.Tsutsui, The sharp Ap constant between BMO and weighted BMO, Proc.
Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 90 (2014), no. 1, 11–14. 42B35 査読有 

18 Y.Tsutsui, An application of weighted Hardy spaces of the Navier-Stokes
equations, J. Funct. Anal. 266 (2014), no. 3, 1395–1420. 査読有 

19 S. Yanagida※ and K. Yoshioka, Semi-homogeneous sheaves, Fourier-Mukai 
transforms and moduli of stable sheaves on abelian surfaces, to appear 
in Journal für die Reine und Angewandte Mathematik. 査読有 

20 S. Yanagida※ and K. Yoshioka, Bridgeland's stabilities on abelian 
surfaces, Mathematische Zeitschrift 276 (2014), Issue 1-2, pp 571-610.
査読有 

21 H. Minamide, S. Yanagida※ and K. Yoshioka, Some moduli spaces of 
Bridgeland's stability conditions, to appear in Int. Math. Res. Notices.
(published online, doi: 10.1093/imrn/rnt126) 査読有 
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は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については 下 線 、派遣した若手研究者については 波 線 を付して
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・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

１ Tsuyoshi Houri, Local metrics admitting a principal Killing-Yano tensor with 
torsion, The 13th Marcel Grossmann Meeting (MG13), Stockholm, Sweden, Jul 
6, 2012. (口頭発表，審査有) 

２ Tsuyoshi Houri, Killing-Yano symmetry in supergravity theories, Progress in 
Quantum Field Theory and String Theory (QFTSTR12), Osaka City University, 
Osaka, Japan, Apr 6, 2012. (口頭発表，審査有) 

３ 宝利剛※, 安井幸則, General Wahlquist Metrics in All Dimensions, 第 69 回年
次大会, 東海大学（平塚キャンパス）, 2014 年 3 月 30 日 (口頭発表，審査有) 
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４ 宝利剛※, 山本慧, 安井幸則, 2 階のキリング・矢野テンソル場をもつ 5 次元カル
ツァ・クラインブラックホールとその高次元への一般化について, 2013 年秋季大
会, 高知大学（朝倉キャンパス）, 2013 年 9 月 20 日(口頭発表，審査有) 

５ 安井幸則, 宝利剛※, Conformal Killing-Yano テンソルの次元公式,2013 年秋季大
会, 高知大学（朝倉キャンパス）, 2013 年 9 月 20 日(口頭発表，審査有) 

６ T.Houri, Generalised Killing-Yano Symmetry and Supergravity Black Holes, GR 
Seminar, DAMTP, University of Cambridge, UK, January 25, 2013, Seminar, 
Bucharest, Romania, January 8, 2013, Seminar, IPMU, Tokyo, Japan, June 20, 
2013 (口頭発表，審査有) 

 T.Houri, An upper-bound formula on the number of conformal Killing-Yano 
tensors,“Deepening and Evolution of Mathematics and Physics（数理と物理
の深化と展開）”数学・物理合同セミナー，2013年11月29日．（招待講演）  

7 宝利剛, Local metrics on spacetimes admitting a Killing-Yano tensor, OCAMI
頭脳循環 数物合同研究集会(OCAMI Brain Circulation Joint Meeting of 
Mathematics and Physics),大阪市立大学, 2014 年 4 月 1 日(招待講演) 

◎ 
8 

Y.Sato, The positive solutions for the nonlinear Schrödinger systems with 
mixed couplings,Seoul ICM 2014 Satellite Conference on Variational Methods 
for Nonlinear Elliptic PDEs, KAIST, 韓国, 2014 年 8 月（招待講演, 審査有）

◎ 
9 

Y.Sato, The least energy sing-changing solutions for the nonlinear  
Schrödinger systems, Workshop on Nonlinear Analysis and Nonlinear Elliptic 
PDEs, KAIST, 韓国, 2014 年 8 月(口頭発表，審査有) 

10 佐藤洋平, Variational analysis for the nonlinear Schrödinger systems, OCAMI
頭脳循環 数物合同研究集会(OCAMI Brain Circulation Joint Meeting of 
Mathematics and Physics),大阪市立大学, 2014 年 3 月 31 日(招待講演) 

11 S. Kuroki, Root systems of torus graphs and characterization of extended 
actions of torus manifolds: Symplectic Geometry Seminar, University of 
Toronto (Toronto in Canada), 2012 年 10 月 22 日 (口頭発表，審査有)．  

12 S. Kuroki Root systems of torus graphs and automorphism groups of torus 
manifolds: Topology Seminar, Princeton University (Newjersy in USA), 2013
年 2 月 21 日(招待講演，審査有) 

13 S. Kuroki Classification of 6-dimensional equivariantly formal torus 
manifolds: Symplectic Geometry Seminar, University of Toronto (Toronto in 
Canada), 2013 年 3 月 4 日(口頭発表，審査有) 

14 S. Kuroki Root systems of torus graphs and characterization of extended 
actions of torus manifolds: Geometry and Topology seminar, McMaster 
University, Hamilton in Canada, 2012 年 10 月 11 日.(招待講演，審査有) 

15 S. Kuroki, Root systems of torus graphs and stably complex structure of torus 
manifolds, Special session “Toric Geometry and Topology”in Mathematical 
Congress of the Americas 2013, Guanajuato in Mexico, 2013年8月8日 (招待講
演，審査有)．  

16 S.Kuroki, A class of torus manifolds which is determined by equivariant 
cohomology, International Open Chinese-Russian conference Torus Actions: 
Topology, Geometry and Number Theory, Pacific National University, 
Khabarovsk, Russia, 2013年9月2日(招待講演，審査有)．  

17 S.Kuroki, Extended actions and classifications of torus manifolds, 
“Deepening and Evolution of Mathematics and Physics（数理と物理の深化と
展開）”数学・物理合同セミナー，2013年11月29日．（招待講演） 
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18 黒木慎太郎,An application of torus graphs to study extended actions of 
manifolds, OCAMI頭脳循環 数物合同研究集会(OCAMI Brain Circulation Joint 
Meeting of Mathematics and Physics),大阪市立大学, 2014年3月31日.(招待講演)

19 H.Kato, The existence problem of flat projective structures on certain 
manifolds, KCL geometry seminar, King's College London, UK, November 27, 
2012. (口頭発表，審査有)． 
 

20 H.Kato, Castling transformations of projective structures, The interaction 
of Geometry and Representation Theory, ESI Vienna, Austria, September 14, 
2012. (ポスター発表，審査有)． 
 

21 H.Kato, A certain classification of homogeneous spaces admitting flat 
projective structures, The 33rd Winter School Geometry and Physics, Srni, 
Czech Republic, January 18, 2013. (招待講演，審査有)． 

22 H.Kato, Existence problem of invariant flat projective structures on 
homogeneous spaces,“Deepening and Evolution of Mathematics and Physics（数
理と物理の深化と展開）”数学・物理合同セミナー，2013 年 11 月 29 日．（招待講
演） 

23 加藤宏尚,On the existence problem of left invariant propjectively flat and
affine connections on Lie groups, OCAMI 頭脳循環 数物合同研究集会(OCAMI 
Brain Circulation Joint Meeting of Mathematics and Physics),大阪市立大学, 
2014 年 3 月 31 日.(招待講演) 

24 H.Takioka, The cable Γ-polynomial of a mutant knot, International Conference 
on Topology and Geometry 2013 Joint with the 6th Japan-Mexico Topology 
Symposium, Shimane University, September 2013. 招待講演 

25 H.Takioka, The Γ-polynomial of a knot and its applications, Knot Theory 
Seminar, KAIST, February 2014.  口頭発表，審査有 

26 滝岡英雄, ミュータント結び目のケーブルΓ-多項式，日本数学会年会 トポロジ
ー分科会 一般講演，学習院大学，2014年3月．口頭発表，審査有 

27 滝岡英雄, The Γ-polynomial of a knot and its applications, OCAMI頭脳循環
数物合同研究集会(OCAMI Brain Circulation Joint Meeting of Mathematics and 
Physics),大阪市立大学, 2014年4月1日.(招待講演) 

28 伊形尚久，質点の運動に関する保存量と時空の対称性，「数理と物理の深化と展開」
GEOSOCK Seminar（第 6 回阪大-阪市大-神戸大-九大合同幾何学セミナー）2012 年
3 月 14-15 日，大阪市立大学，2012 年 3 月 14 日（招待講演） 

29 T. Igata※, H. Ishihara and Y. Takamori, “Chaos in Geodesic Motion around 
a Black Ring”, 13th Marcel Grossmann Meeting, Stockholm, July 1-7, 2012. 
口頭発表，審査有 

30 T. Igata, Stationary Closed Strings in 5D Flat Spacetime, seminar, 
Astroparticule et Cosmologie (APC), October 23, 2012. 口頭発表，審査有 

31 T. Igata※, H. Ishihara and Y. Takamori, Stable Bound and Chaotic Orbits around 
a Black Ring, Japan in Paris workshop, Astroparticule et Cosmologie (APC), 
October 25, 2012. 招待講演 
(

32 Takahisa Igata※, H.Ishihara, Y.Takamori, Stable Bound Orbits of Massless 
Particle around a Black Ring, Seminaires Cosmologies 2013, Laboratoire de 
Physique Theorique d’Orsay, France, 3 May2013(口頭発表・招待講演，審査有)

33 伊形尚久，Myers-Perry ブラックホールにおける粒子の安定束縛軌道，日本物理学
会第 69 回年次大会，東海大学，2014 年 3 月 30 日(口頭発表，審査有)． 

34 伊形尚久,Integrability of Particle System around a Ring Source as the 
Newtonian Limit of a Black Ring, OCAMI 頭脳循環 数物合同研究集会(OCAMI Brain
Circulation Joint Meeting of Mathematics and Physics),大阪市立大学, 2014
年 4 月 1 日.(招待講演) 
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35 西川隆介，Dark Energy problem and a huge void universe model, OCAMI 頭脳循
環 数物合同研究集会(OCAMI Brain Circulation Joint Meeting of Mathematics and 
Physics),大阪市立大学, 2014 年 3 月 31 日.(招待講演) 

36 S.Yanagida, Stability conditions of sheaves and complexes on algebraic 
varieties, MAGIC seminar, Imperial College London, 2013年7月16日 招待講演

37 S.Yanagida,On K-theoretic AGT conjecture, Geometric Representation Theory 
Seminar, University of Toronto, 2013年9月25日 招待講演 
 

38 S.Yanagida, Whittaker vector of deformed Virasoro algebra" Quiver Varieties, 
Simons Center for Geometry and Physics, 2013年10月16日  
招待講演 

39 S.Yanagida, Borcherds' new definition of vertex algebras, Informal Seminar, 
National Research University, Higher School of Economics, Russia, 2014年3
月11日, 18日  

40 S.Yanagida, Stability conditions of sheaves and complexes on algebraic 
varieties, Japan-Russia winter school, Higher School of Economics, Moscow. 
01/2013 招待講演 

41 柳田伸太郎 ,K-theoretic AGT conjecture, OCAMI頭脳循環  数物合同研究集会
(OCAMI Brain Circulation Joint Meeting of Mathematics and Physics),大阪市
立大学, 2014年3月31日.(招待講演) 

◎ 
42 

Y. Tsutsui, Global solutions to a chemotaxis system with non-diffusive 
memory, Mathematical Seminar, Beijing Normal University, China, 15 November 
2013 招待講演 

◎ 
43 

Y. Tsutsui, Global solutions to a chemotaxis system with non-diffusive 
memory, 日本数学会2014年度年会，関数方程式分科会，2014年3月17日.  

44 Y. Tsutsui, Bounded small solutions to a chemotaxis system with non-diffusive 
memory, OCAMI 頭脳循環 数物合同研究集会(Brain Circulation Joint Meeting of 
Mathematics and Physics),大阪市立大学, 2014 年 3 月 31 日.(招待講演) 
 

45 Y. Tsutsui, Boundedness of small solutions to a chemotaxis system with 
non-diffusive memory, The 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, 
Differential Equations and Applications, Madrid, Spain, 7 July-11 July, 2014.
招待講演 

 


