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「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２７年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 R２４０２  
関連研究分野  

（分科細目コード）  

大域解析学  

（４１０５）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
次世代につなぐ集約的数学拠点の創設  （平成２４年度）  

代表研究機関名 東北大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
なし 

主担当研究者氏名  小池茂昭  

補助金支出額  
（平成 24年度）  

16,250,000円   

（平成 25 年度）  

23,700,000 円   

（平成 26 年度）  

25,490,000 円   

（合計）  

65,440,000 円   

(公募応募当初の「事業

計画調書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 24年度）  

       4 人  

 

（平成 25年度）  

       6 人  

（    3 人）  

（平成 26年度）  

         4 人  

（    3 人）  

（合計）  

         8 人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 24年度）  

       6 人  

 

（平成 25年度）  

        9 人  

（    6 人）  

（平成 26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 24年度）  

         人  

 

（平成 25年度）  

          人  

（        人）  

（平成 26年度）  

            人  

（        人）  

（合計）  

               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）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（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）  

 若手研究者を世界的研究者の下に長期派遣する事で、各分野での最先端グループと共同研

究の可能性が見込まれる。さらに、将来にわたって共同研究・情報交換を続け、国際研究集

会の共催等、日本における研究拠点の創設につながる事が期待される。  

 代 数 系 の 派 遣 者 ⑦ は ク レ イ 研 究 所 の ミ レ ニ ウ ム 懸 賞 問 題 の 一 つ 、 Birch and 

Swinnerton-Dyer予想の解決に向けて派遣先の専門家、Nekovar教授と共同研究を続け、さら

に派遣者⑨を派遣し、将来にわたる研究交流が期待できる。 

 幾何系では、派遣者⑥が派遣されるパリ第 7大学の Zuk教授は、非可換幾何学のグループの

指導的存在であり、そのグループとの国際交流を進める。一方、博士課程学生の派遣者②⑤

には、それぞれイギリス・ドイツで、ラグランジュ部分多様体、測度距離空間上の幾何学の

若手研究者との国際交流を広げる。 

 解析系では、派遣者①をイタリアの幾何解析の強力なグループに派遣し、その一角を担う

共同研究を期待し、派遣者⑧は、アメリカ・フランスの代表的な分散型方程式の研究者達と

の国際交流を期待する。また、アメリカ・フランスへの派遣者③④は、それぞれSchrödinger

方程式系、圧縮性 Navier-Stokes系において、国際共同研究を期待する。  

 派遣する博士課程学生は、国際性を身につけ次世代の頭脳循環のリーダー的存在になる事

が期待できる。 

（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】  

 派遣者全員が、派遣期間中から現在までに、新しい成果をあげており、本プログラムの長

期海外派遣により、彼らの研究は大きく進展している。また、派遣者は多くの招待講演を行

い、成果を国内外に広めている。 

 国際共同研究の観点から特筆すべき点は、派遣者①④⑤⑧が、派遣先の受け入れ研究者ま

たは、その周辺の研究者と共同研究を完成(または、投稿中・準備中 )であることである。特

に、派遣者①は、イタリアで最も強力な研究グループの中心的研究者と極めて順調な共同研

究を続け、 3本の掲載雑誌は国際研究誌の中でも極めて高いレベルの雑誌であり、イタリア

研究グループの一角を担っている。さらに、 2014年 9月の日本数学会函数方程式論分科会に

おいて、特別講演に招待された。また、派遣者⑧の研究活動も極めて活発で、外国人研究者

と 3つの共同研究を完成した。その内の 1つは、受け入れ研究者の博士課程学生との共著であ

り、長く続く共同研究が期待できる。 

 一方，派遣者②④⑤は、東北大学大学院理学研究科数学専攻の優れた博士課程論文に与え

られる博士論文川井賞 (財団法人・川井数理科学財団 )を受賞した。 (ちなみに、毎年２名程

度の博士に授与されている。また、派遣者②は、理学研究科全体から選ばれる青葉振興会賞

を⑤は東北大学総長賞も受賞している。博士課程学生は学位取得後、派遣者②は本学の助教

を、派遣者③④は研究支援員を、派遣者⑤は日本学術振興会の特別研究員 (PD・京都大学 )に

なり、派遣者⑨は現在 9月に博士取得を目指して、９月修了を申請している。このように、

博士課程学生も順調に次世代のリーダー的研究者への道を歩んでいる。  
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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）事業計画調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  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（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）到達目標  

《代数》・ Hilbert modular fromに関する p進 Gross-Zagier公式の発展 

・最先端の p進技術を、p進高さ理論や岩澤理論へより深い導入   

・ガロア表現や保型形式の岩澤理論、 p進高さ関数の研究 

《幾何》・ルジャンドル部分多様体の体積最小性の研究 

・ラグランジュアン・ハミルトン部分多様体の研究  

・平均曲率流の自己相似解の研究 

・非可換幾何学および幾何学的群論の研究 

・  Coarse Baum-Connes予想の研究 

《解析》・非閉曲線の幾何学的発展方程式の研究  

・2次元ゲージ不変性のない保存型非線形シュレディンガー方程式の解の爆発、減衰、散乱、

共鳴に関する一般理論の構築  

・水面波方程式である KdV、 Benjamin-Ono方程式、渦糸運動を記述する非線形 Schrödinger 

方程式といった非線形分散型方程式の解の長時間挙動 

（１０−２）成果概要  

 代数系の派遣者⑦は、一般型の保型形式に関する p進 Gross-Zagier公式、および岩沢理論

に関して理解が深まり、Hilbert保型形式の p進 Gross-Zagier公式の証明などの学術上の成果

が期待される。代数学、とくに整数論においては、クレイ研究所のミレニアム問題でもある

Birch and Swinnerton-Dyer予想に代表されるように、ゼータ関数の特殊値と整数論的に重

要な群に付随する不変量との関係を記述する特殊値公式が中心課題となっている。このよう

な特殊値公式のほとんどは未解決であるが、現在実質的に研究が進んでいる貴重なもののひ

とつが Gross-Zagier型の公式である。実際、現在知られている Birch and Swinnerton-Dyer

予想に関する最良の結果は楕円曲線の場合のこの公式に基づいている。今回の派遣により、 

Nekovar教授やその学生たちと親交を深め、今後も双方の学生を研究に参加させるなどして、

この型の公式を p進的に研究するネットワークを形成することも期待される成果である。 

 長く培ってきたこの微分幾何学の伝統を次世代へ継承し、数学を超えた分野での活躍、発

展をも目指していきたい。現在の具体的課題としては、超曲面の発展理論 (派遣者② )、離散

幾何学、非可換群論(派遣者⑥ )などが有り、こうした最先端の課題で研究している若手を、

より広い世界に送り出し、広い視野のもとで研究させる事は、必ずや国際的学術課題の解決

につながる。   

 解析系のイタリアへ行く派遣者①は、非閉曲線の幾何学的発展という未発達な問題を解決

するために、道具から開発する必要があり、日本での先駆け的研究になる。また、アメリカ

に行く派遣者⑧は、様々な分散型方程式の研究をすることで、日本にも研究者の多いこの分

野において、より広いクラスの方程式を扱える可能性をもたらす。同じく、アメリカに行く

派遣者③④は、連立シュレディンガー方程式の研究により、より多くの連立型方程式の研究

の道筋をつけられる。更に様々な非線形偏微分方程式を個々に進展させることで、融合的研

究だけでなく、新たな見地から非線形構造をとらえ直し、日本発の研究の発現が期待できる。 

 研究成果の検証方法に関しては、国際交流実績に対する外部評価に応じて行われる。 

 

（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  
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□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

 各派遣者が、派遣前の目標に向けて研究を行った。その成果は、論文 21編と投稿中と準備

中の論文が 12編あり、講演も 71講演あり充分な成果が得られた。当初の問題解決および、研

究の進展とともに明らかになった新たな問題も発生し、研究の幅を広げた。また、ほとんど

の講演は招待講演であり、これらの研究の注目度の高さがわかる。さらに、派遣者①④⑤⑧

は派遣先の研究者と国際共同研究を完成しており、現在も継続中である。分野ごとにそれら

の詳細を記す。 

《代数系》ミレニウム問題「 Birch and Swinnerton-Dye予想」の解決に関わる重要な研究テ

ーマを着実に進展させている。派遣者⑦は、超特異素点の p進 Gross-Zagier公式の任意の重

さの保型形式に一般化した。また、派遣者⑨も refined Birch and Swinnerton-Dye予想の弱

消滅予想に関する成果を得た。 

《幾何系》派遣者②は、法束の構成法に等径超曲面論、対称空間論が極めて有効に応用でき

ることを発見し、 1つの応用として複素ユークリッド空間内にハミルトン極小ラグランジュ

部分多様体の全く新しい族を論文４で数多く構成した。さらに、ハミルトン体積最小化問題

に関連する複素旗多様体内のラグランジュ部分多様体のタイト性について論文５で研究し

た。  

 派遣者⑤は、受け入れ研究者のポスドク、 Lakzian氏と、ある種の測度距離空間に対する

基本群の有限性生成を論文 11で示した後、低次元リーマン曲率次元を満たす測度距離空間の

分類を行っている (準備中 )。他の国際共同研究も進行中である。 

 派遣者⑥は、非可換幾何学の中心的話題である Baum-Connes予想と Coarse幾何学との交わ

りにおける中心的話題「 Coarse Baum-Connes予想」を幾つかの設定の下で解決した (論文 12

、 13、および投稿中論文 )。  

《解析系》派遣者①は受け入れ研究者と、shortening-straightening無限曲線の漸近挙動を

論文１で示した。また、一般的設定で勾配流方程式が定常解に収束するための十分条件を論

文２で与えた。論文３では、重調和発展方程式の障害問題の解析を行い、この結果に関して

日本数学会秋期総合分科会で特別講演に招待された。 

 派遣者⑧は、渦糸運動モデルの 4階 Schrödinger型方程式の初期値問題の適切性 (論文 16)、

定在波解の軌道安定性 (論文 17)、 dnoidal型定在波解の軌道安定性 (論文 20)を得た。また、

国 際共 同研 究にお いて 、 Schrödinger-KdV連 立系 の解 の挙動 (論文 18)を 研究 し、非 線形

Schrödinger方程式の終値問題に関して、デルタ・ポテンシャルを持つ場合に解析した (論文

19)。また、受け入れ研究者の博士課程の学生、 D. Smith氏と 5階 KdV方程式の regularityの

伝搬を示した (投稿中 )。  

 派遣者③は、非線形 Schrödinger方程式の非適切性を論文８で得る一方、連立非線形

Schrödinger方程式系の適切性・質量共鳴現象を研究した (投稿中 )。また、２成分連立非線

形 Schrödinger方程式系の解の漸近挙動を論文７にまとめ、３成分の場合もヤコビの楕円関

数を用いることで示した (投稿中 )。 

 派遣者④は、バロトロピック条件下の圧縮性 Navier-Stokes方程式系の局所解を論文９で

構成した。また、クーロン・ポテンシャルを持った圧縮性 Navier-Stokes-Poisson方程式系

の解の適切性に関し研究した (投稿中 )。その後、受け入れ研究者の Danchin氏と圧縮性

Navier-Stokes系の臨界Besov空間での解の適切性の研究をした。  

 平成 26 年度に行われた理学研究科の外部評価の報告書の『専攻の国際・国内共同研究の

推進状況』の章で、本プログラムにより『院生を含む若手研究者を海外有力大学へ派遣し、

多くの研究成果をあげている』と報告され、高く評価されている。 
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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 

 東北大学数学専攻では、若手研究者の長期海外滞在経験の重要性を共通認識としても

っており、あらゆる手段を通して、その実現に努力する。若手教員には、日本学術振興

会の海外特別研究員等に応募することを強く勧めている。また、学内においても、学長

裁量経費に積極的に応募している。例えば、平成 28 年度は、幾何学分野において、多く

の外国人研究者の招聘の予算を獲得しており、積極的な国際交流を行う。また、平成 29

年度の同様の資金を解析系で申請予定であり、その中核には、頭脳循環プロジェクトの

担当研究者である小池・小川が参加する。この活動によって、派遣と招聘の双方向の国

際交流のうち、招聘を活発化する事で、若手研究者のモチベーションを高めることがで

きると期待している。 

 また、数学専攻で本年度獲得している科学研究費(基盤研究 S、A、B)を利用して、本

プロジェクトの成果をふまえ、国際共同研究を継続する。さらに、科学研究費等の申請

を積極的に行い、次年度以降の継続もはかる。一方、本事業の成果を継続するため、日

本学術振興会で平成２７年度に募集している「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」にも申請している。 

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） 

 本事業では、若手研究者４名と博士課程５名の計９名を派遣した。派遣者①⑧に関し

ては、極めて高い効果を得たと考えている。派遣者①は、その博士課程学生を積極的に

海外に短期派遣し、Pisa(伊)の国立高等師範学校のグループとの交流を続けている。さ

らに、Pisa は幾何学的解析学の世界的拠点であるとともに、伝統的なイタリアの解析学

の頂点でもある。本学の解析系教員は、Firenze、Roma、Padova の各大学に強い国際交

流があり、イタリア全体との交流を視野に活動している。例えば、Firenze 大学とのダ

ブル・ディグリー制の導入の検討が進んでいる。また、研究担当者を中心に、本学の教

員は、各自の科学研究費等により、イタリアの上記大学の研究者と共同研究するだけで

なく、日伊の国際研究集会を定期的に開催している。一方、現在申請中の「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」では、幾何系の若手研究者も Pisa

に派遣予定であり、イタリアとのより緊密な交流が期待できる。 

 他のヨーロッパ各国(英・仏・独)および、アメリカとの本プロジェクトの継続してお

り、申請中の「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」では、

本プロジェクトで派遣した大学以外にも、New York 大学(米)、Lausanne 大学(スイス)、 

Jena 大学・Bielefeld 大学・Darmstadt 大学(独)、Toulouse 大学(仏)、台湾中央研究所 

を派遣先に加えて、本学のさらなる数学拠点としての充実をはかる。 

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 

 本事業で派遣した若手研究者 4 名(准教授 3 名、講師 1 名)のうち、既に昇進が予定さ

れている者もおり、各分野で日本の国際共同研究を担う中心的存在になると期待できる。            

 博士課程学生 5 名のうち、4 名は学位取得をしており、日本学術振興会の PD として 1

名は採用(京都大学)、2 名は研究支援員(東北大学)、1 名は専任研究所員(大阪市立大学)

として研究を継続している。また、1 名は 9 月修了(8 月 3 日に学位審査会)を目指してい

る。いずれも活発に研究しており、将来を嘱望された若手研究者として育っている。  
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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  

 コ イ ケ シ ゲ ア キ  

 小池茂昭  

 

担当研究者  

 ミ ヤ オ カ レ イ コ  

 宮岡礼子  

 オ ガ ワ カ タ ヨ シ  

 小川卓克  

 ツ ヅ キ ノ ブ オ  

 都築暢夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計４名  

 

 

東北大学  

 

 

 

東北大学  

 

東北大学  

 

東北大学  

 

 

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  

 

 

教授  

 

 

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

 

非線形偏微分

方程式  

 

 

微分幾何学  

 

解析学  

 

数論幾何学  

 

 

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  

イタリア  

 

 

イギリス  

ドイツ  

 

米国  

ドイツ  

フランス  

フランス  

フランス  

フランス  

 

ピサ高等師範学校大学・パドヴァ大学  

 

 

キングス・カレッジ・ロンドン  

ケルン大学  

 

カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校  

ボン大学  

パリ第６大学  

パリ第７大学  

パリ東大学  

パリ南大学  

 

 

 

 

 

 

 

 

計９機関  

Matteo Novaga 

 

 

Jürgen Berndt 

Gudlaugur   Thor- 

bergsson  

Gustavo Ponce 

Karl-Theodor Sturm 

Jan Nekovar 

Andrzej Zuk 

Raphael Danchin 

Jean-Claude Saut 

教授  

 

 

教授  

教授  

 

教授  

教授  

教授  

教授  

教授  

教授  
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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 

 まず、主・担当研究者は代数、幾何、解析の過去、現在、未来において本質的に重要な

テーマを見極め、選択する。必然的にこれらは本専攻の充実している分野となる。 

 准教授・講師 

候補者の研究が、今回の代数、幾何、解析の各テーマに沿っているかどうか吟味する。

各分野の受け入れ研究者をリストアップする。その上で、主・担当研究者が推薦し、受け

入れ研究者との共同研究の可能性が高い者を選ぶ。もちろん、候補者の研究業績、および、

将来、その分野において海外との共同研究を推進する日本の代表的研究者となる可能性が

重要な決め手となる。 

 博士課程学生 

 博士課程学生からリサーチ・アシスタント等を選ぶ際に、研究業績(論文・プロシーディ

ング等)を点数化している。これに、研究集会での発表状況を加味する。さらに長期科以外

滞在に適応できるかどうかも指導教員と吟味して決定した。 

 

（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。） 

  

主・担当研究者は、各分野の受け入れ研究者及び、派遣研究者と密接に連絡を取り、若

手研究者に適切な指導をした。派遣先は、原則、主・担当研究者がかつて滞在した場所で

あり、危険なエリアはないが、渡航範囲が拡大する場合には、派遣者にその旨を伝え、安

全な生活ができるよう指導した。また、担当研究者は適宜、若手の派遣先を短期訪問し、

研究進展の確認や生活面での指導を行った。 

 また、担当研究者は、各派遣者の進展状況を見極め、受け入れ先及び、派遣研究員の見

直しも考慮した。 

 帰国後、派遣者や受け入れ研究者等の関連研究者を招聘し、成果発表の研究集会を各分

野で行った。 

 また、派遣した准教授が指導教官であった大学院生も担当研究者を中心に指導して、教

育にも支障のない体制をとった。 

  

（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 

申請時点では、派遣人数計８名を予定していたが、初年度に当初計画よりも早い研究の

進展が得られたため、若手派遣研究者２名(派遣者④⑤)を追加した。また、平成２６年度

に予定していた新規派遣者⑧については、研究の遂行が早まったため、平成２５年度から

前倒し派遣したことにより、新規派遣者数は２５年度３名、２６年度は０となった。よっ

て、全期間における派遣人数合計は申請時の８名から１名増の９名となった。 

  

 

（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。）  
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 全派遣者 9 名が派遣中に、目標となる研究を成就しており、多くは、さらに研究の幅を

広げている。研究論文 21 編(他、投稿中・準備中 12 編)は高いレベルの国際研究誌に掲載

されており、国内外の講演 71 回もほとんどが招待講演であり、注目度の高い研究である。 

 派遣者①(解析・准教授)は、今回の長期海外派遣で、最もアクティブな研究者との連続

した共同研究で、高い潜在能力を開眼させた。曲線・曲面の運動等、幾何に動機を持った

偏微分方程式の解析で日本の指導的研究者になると考えられる。 

 派遣者②(幾何・博士課程学生)は、ハミルトン極小ラグランジュ部分多様体の全く新し

い族を構成する等、着実に研究を進展させ現在も国際共同研究を続けている。 

 派遣者③(解析・博士課程学生)は、連立 Schrödinger 系の非適切性や漸近挙動で複数の

重要な成果をあげており、この分野での貢献は大きい。 

 派遣者④(解析・博士課程学生)は、圧縮性流体の世界的研究者と共同研究を成し遂げ、

現在も新たな共同研究が進行中であり、本プロジェクトの最も大きな成果の一つである。  

 派遣者⑤(幾何・博士課程学生)は、派遣先で知り合った若手研究者と共同研究を完成し、

現在もさらに派遣先の別の研究者とも共同研究を継続中であり、充分な国際共同研究の開

拓を行っている。 

 派遣者⑥(幾何・講師)は、派遣中に Coarse Baum-Connes 予想を解決する等、顕著な研究

を複数完成した。 

 派遣者⑦(代数・准教授)は、ミレニウム問題解決に果敢に挑み、その解決に向け、p 進

Gross-Zagier 公式の一般化に成功した。このため、派遣先の研究者との交流からキーとな

るアイディアを得ている。 

 派遣者⑧(解析・准教授)は、4 階 Schrödinger 方程式、Schrödinger-KdV 連立系、5 階 KdV

方程式、ポテンシャル付き Schrödinger 方程式等、タイプの異なる問題を、派遣先の若手

研究者を含む、いくつもの国際共同研究として完成しており、最も充実した成果を得た１

人である。今後の国際共同研究の中心となる若手研究者である。 

 派遣者⑨(代数・博士課程学生)も、派遣者⑦同様、ミレニウム問題の精密版である refined 

Birch and Swinnerton-Dyer 予想のうち、弱消滅予想を解決した。9 月に学位を取得した場

合、国内外から研究成果に関する招待講演依頼がくると期待している。 

 

 

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。）  

 東北大学は、国立大学の新たな３つのカテゴリーのうち、「スーパーグローバル大学

創世支援（トップ型）」に採択され、真のワールドクラスの大学に成長することを目標

としており、そのために国際化と研究力強化は必須である。本プロジェクトは、若手研

究者による国際共同研究を通じ、国際化と研究力強化を同時に目指しており、本学の根

本精神に一致している。 

 本学に日本初の訪問滞在型研究プログラム「知のフォーラム」が創設され、毎年、世

界的研究者を３ヶ月ほどの期間に集中的に招聘し、若手研究者の育成にはかるプログラ

ムが始まっている。平成 28 年度は、幾何学分野で多数の著名研究者および、若手研究

者を招聘し、国際共同研究の活性化が期待される。平成 29 年度のプログラムには，本

プログラムの主研究担当者、小池がリーダーとして解析系で申請予定である。  
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 一方、数学専攻においては、3 名の教授が米国で Phd を取得しており、他の教員もほ

とんどが長期海外滞在を経験し、国内外で英語講演も数多く、外国人との共同研究も数

多い。若手研究者に長期海外渡航を勧めており、海外での研究活動は高く評価される。

実際、年次実績報告書には、海外への渡航歴、講演を開示し、教員評価として重視して

いる。 
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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： 准教授  

（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） 

 イタリア・Pisa 大学の M. Novaga 教授と連携し、幾何学的な背景をもつ発展方程式に

関する国際共同研究を展開するとともに、幾何学的発展方程式に関する研究のための国

際的研究ネットワークの構築をする。Pisa 高等師範大は L. Ambrosio 教授と Novaga 教

授を中心として、上記研究分野の世界的拠点であり、近年、解析学(非線形偏微分方程式

・変分法)だけでなく、幾何学への貢献が注目されている強力な推進力を持つグループで

ある。日本国内ではまだ途上であるこの分野において世界をリードする研究成果を得て、

このグループの一角を担う事を目指す。 

 帰国後、派遣者が副代表を務めた数理解析研究所での研究集会において、関連する研

究を行っている P. Pozzi 教授 (独 Duisburg-Essen 大学)を招聘するなど、この研究分

野における国際的な研究ネットワークの構築も順調な進展を見せている。 

（具体的な成果） 

 派遣者は Novaga 教授と(A) 四階放物型方程式に対する障害物問題と(B) 幾何学的発

展方程式の解の漸近挙動の共同研究を行った。 

（A）四階放物型方程式のプロトタイプといえる重調和作用素に対する放物型方程式を対

象として障害物問題を扱った。障害物問題は楕円型方程式および放物型方程式について

二階の場合には豊富な研究成果得られているが、高階の場合については研究事例が稀少

である。派遣者は、放物型方程式の解の近似手法の一つである Minimizing movements を

駆使することにより、上記の障害物問題の解の構成に成功した。この成果は論文３とし

てまとめられ、学術誌への掲載が決定している。また、最終年度の派遣期間において実

施した M. Novaga 氏との共同研究により、上記の問題を二つの障害物がある場合に拡張

した論文「The two obstacle problem for the biharmonic parabolic equation」を現

在執筆中である。障害物問題とは別のタイプの『閾値』を取り込んだ問題として、二階

半線形放物型方程式を含有するハイブリッドシステムについても、博士課程学生との共

同 研 究 で 成 果 を 得 て お り 、 「 Dynamical aspects of a hybrid system describing 

intermittent androgen suppression therapy of prostate cancer」として、現在投稿

中である。 

（B）論文１では、Shortening-Straightening flow と呼ばれる平面曲線に関する発展方

程式について研究した。この問題は曲線の長さが有限の場合には既に研究成果が得られ

ていたが、派遣者は無限の長さをもつ曲線に対して既存の結果を一般化し、応用範囲を

大きく広めた。また、解である曲線が時刻無限大とするとき borderline elastica とよ

ばれる古典的な弾性曲線に収束することも証明した。 

 適当な汎関数に対する勾配流方程式の解が時刻無限大の時に定常解に収束するか、と

いう一般的な問題について、適当な時間列に沿った収束を示した事例は数多く存在する

が、実際に時刻に関して極限をとれるかは自明でない。論文２では、より一般の枠組み

における肯定的な解答を得た。具体的には定常解の集合が適当な意味で離散的であるな

らば、発展方程式の解は時刻に関する極限をとる時、定常解に収束することを示した。 

 Novaga 教授との共同研究は極めて順調で、着実な成果をあげている。特筆すべき点は、

論文１−３はすべて、極めて高いレベルの国際研究雑誌に掲載されている事である。この

研究の一つでは、日本数学会秋期総合分科会において函数方程式論分科会の特別講演に

招待されている。その他、国内外の研究集会で、多くの招待講演の機会が与えられた。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

イタリア・ Pisa、国立高等師範学校、 de 

Giorgi Center、 M. Novaga 

イタリア・ Padova、 Padova 大学、数学科、

M. Novaga 

93 日  

 

50 日  

 

  150 日  23 日      

316 日  
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派遣者②： 博士課程大学院生  

（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） 

 近年、ラグランジュ部分多様体の幾何学は、シンプレクティックトポロジー、特殊幾

何、平均曲率流、数理物理学といった現代幾何学の様々な分野において重要な研究対象

として認識され、世界各国で活発に研究が続けられている。例えば、ラグランジュ部分

多様体のハミルトン体積最小化問題は様々な未解決問題を含む重要な研究対象である。  

Lie 群による対称性、対称空間論、等径部分多様体論、等質空間上の調和解析などはケ

ーラー多様体内のラグランジュ部分多様体を調べる上で強力な道具であり、これらの専

門家である King’ s College の J. Berndt 教授, Koln 大学の G. Thorbergsson 教授と共

にラグランジュ部分多様体の構成、分類、安定性の解析、タイト性などに関する研究を

行い、関連する諸分野に影響を与える新規性のある結果を目指した。また、滞在中は、 

University College London の幾何セミナーや Koln 大学幾何セミナーなどに積極的に参

加し、イギリス、ドイツ、中国などの数学者と多くの議論を行い、 Lie 群作用の分類と

部分多様体論への応用、ゲージ理論、弦理論に関連する数理物理学、葉層理論と多様体

のトポロジー、離散可積分系と離散微分幾何学に関する最新の進展に関する情報を得る

事で、日本における当該分野の発展に貢献する。 

（具体的な成果） 

 複素ユークリッド空間内によい性質を持つラグランジュ部分多様体を具体的に構成す

ることは応用上重要な問題である。特に特殊ラグランジュ部分多様体はミラー対称性に

関する SYZ 予想に深く関連する極めて重要な対象であり、イギリスをはじめ世界中で研

究が盛んに行われている。また、ラグランジュ部分多様体のハミルトンイソトピー類内

のよい代表元として特殊ラグランジュとともに重要視されるべき対象として、ハミルト

ン極小性の概念が知られている。派遣者は, ラグランジュ部分多様体の構成方法の一つ

である法束による構成法を一般のリーマン多様体のもとで研究し、特殊幾何学の先駆け

で あ る Harvey-Lawson に よ る 基 本 的 な 結 果 を 一 般 化 し た (T. Kajigaya 「 On the 

minimality of normal bundles intangent bundles over the complex space forms」 

Differential Geometry of Submanifolds and its related topics Saga, 2013 年 , 

243-255)。この考察から、法束の構成法に等径超曲面論、対称空間論が極めて有効に応

用できることを発見し、その応用として複素ユークリッド空間内にハミルトン極小ラグ

ランジュ部分多様体の全く新しい族を論文４で数多く構成した。その際、 Lie 群の軌道

の幾何学の様々な重要な成果を用いることが不可欠であり、Berndt 教授から多くの助言

を得た。この例は、具体的かつ単純なトポロジーを持つため、ラグランジュ部分多様体

の研究において極めて基本的な例になる。以上の結果は, ICM Satellite Conference on 

Real and Complex Submanifolds, The 18 th  International Workshop on Differential 

geometry (NIMS, 韓国)などの国際会議で発表した。更に、ハミルトン体積最小化問題に

関連する複素旗多様体内のラグランジュ部分多様体のタイト性について研究した。これ

はユークリッド空間の部分多様体に関する古典的なタイト性の概念に密接に関係してお

り、この分野の第一線の研究者である Thorbergsson 教授の助言をもとに、複素旗多様体

の構造理論を用いて、ラグランジュ部分多様体論に Lie 理論を用いて展開するという新

しいアイディアに取り組み、現在大きな進展を見せている(論文５)。 

 派遣者は、博士論文によって、2014 年度の博士論文川井賞と本学大学院理学研究科の

青葉振興会賞を受賞した。また、「数学をコアとするスマート・イノベーション融合研

究共通基盤の構築と展開」の本学の助教として 2014 年 4 月から 1 年間採用された。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

英国・ London、 King’s College London、

数学科、 J. Berndt 

ド イ ツ ・ Koln、 Koln 大 学 、 数 学 科 、 G. 

Thorbergsson 

      82 日       96 日  

       

     33 日  

 

 

94 日  

    

305 日  
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派遣者③： 博士課程大学院生  

（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） 

 カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校において、G. Ponce 教授と T. Sideris 教授

の下で研究を行った。派遣者の研究テーマは、非線形光学の分野に現れる連立非線形

Schrödinger 方程式系に対する解の時間無限大での漸近挙動や初期値問題の適切性を質

量共鳴現象の観点から考察することである。Ponce 教授は非線形 Schrödinger 方程式、 

KdV 方程式や Benjamin-Ono 方程式などの非線形分散型方程式の世界的に著名な研究者で

ある。また、Sideris 教授は非線形波動方程式や非線形弾性方程式の零構造の研究を行

っており、派遣者の研究と非常に関連が深い。 

 カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校では Applied Math Seminar が毎週行われ、純

粋数学の話題ばかりでなく数値計算など幅広い応用数学の最新情報を得る事ができた。

また、Ponce 教授の研究室における大学院生とのセミナーにも参加し、同年代の学生と

最新の論文の紹介をするなど、研究交流を行った。また、セミナー発表や研究打ち合わ

せでサンタ・バーバラを訪れた Ponce 教授の共同研究者である L. Vega 教授、J.-C. Saut

教授、F. Linares 教授、R. Racke 教授に直接、派遣者の研究内容に関して議論する機会

を得て、多くの助言を頂いた。特に、Vega 教授から、修正 KdV 方程式の適切性と派遣者

に関心があった非線形分散型方程式の長距離散乱との関連について有益な助言や最新研

究成果の情報を得た。更に、Saut 教授には派遣者の研究に関心を示して頂き、平成 27

年 3 月 7 日から 20 日までのパリ南大学に滞在し、研究討論の機会を得た。パリ南大学で

は、 P. Gerard 教授にも研究内容に関して議論する機会を得た。このように、初年度に

は予定していなかった国際共同研究の進展が見られた。 

（具体的な成果） 

 非線形項がゲージ不変性をもつ場合には、非線形 Schrödinger 方程式の初期値問題は

L 2 空間より広い関数空間での適切性はこれまで知られていない。 Ponce 教授は非線形

Schrödinger 方程式においてゲージ不変性をもたない非線形項の場合に L 2空間より広い

関数空間で初めて初期値問題の適切性を証明したが、そこで用いられた手法に関し、

Ponce 教授と議論に触発され、非線形 Schrödinger 方程式の非適切性に関する論文８を

完成させるためのアイディアを得た。更に、その結果と関連し、2 成分からなる連立非

線形 Schrödinger 方程式系の初期値問題の適切性と質量共鳴現象に関して、小川教授(担

当研究者 )と岩渕准教授 (現大阪市大 )との共同研究「 Ill-posedness for a system of 

quadratic nonlinear Schrödinger equations」を完成し、現在投稿中である。 

 連立非線形 Schrödinger 方程式系の解の漸近挙動については、2 成分系の場合に双曲

線関数を用いることで単独方程式の解の挙動とは本質的に異なる解の挙動を小川教授

(研究担当者)との共同研究で得た(論文７)。その結果をさらに双曲線関数の一般化であ

るヤコビの楕円関数を用いて 3 成分系の場合に一般化し、単著論文「Final state problem 

for a system of quadratic nonlinear Schrödinger equations with three wave 

interaction」として、現在投稿中である。 

 Saut 教授らとの議論において、連立非線形 Schrödinger 方程式系の線形主要部が双曲

型の場合について、今後の共同研究にも発展し得る新たな研究の方向性を見出した。 

 これらの成果は、国内外で発表の機会を数多くいただき、講演・ポスター発表を行っ

た。 

 以上の結果を学位論文とし、2015 年 3 月に学位を取得し、4 月から本学大学院理学研

究科で研究支援者として雇用されている。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

アメリカ・ California、 California 大学

Santa-Barbara 校、数学科、 G. Ponce 

フランス・ Paris、 Paris 南大学、数学科、 

J.-C. Saut 

     88 日      221 日  

 

      33 日  

 

      14 日  

    

356 日  
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派遣者④： 博士課程大学院生  

（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） 

 派遣者は圧縮性Navier-Stokes 方程式系の正則性理論についての研究対象としてい

る。有名なミレニアム懸賞問題の斉次非圧縮性粘性流体と異なり、より現象を忠実に記

述する非斉次圧縮性粘性流体は、放物性と双曲性を合わせ持つ混合系である。そのため、

特に双曲型および、分散型偏微分方程式に対する評価手法の本質的理解が必要となり、

カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校におけるそれらの非線型偏微分方程式の大家で

あるT. Sideris 教授及びG. Ponce 教授の下、研究に従事した。 

 定例セミナーであるApplied Math Seminarを中心に他研究機関から多くの著名な研究

者があり、様々な研究者と議論を行い、国際的な研究交流を積極的に行った。特に、モ

デリングや数値計算の講演や議論では、日本では得られない強い刺激を受けた。 

 次の派遣先のパリ東大学において、圧縮性Navier-Stokes方程式系の臨界空間に対する

適切性に関する研究における第一人者のR. Danchin 教授の指導の下で、温度依存型の気

体運動の正則性理論の研究を行った。また、パリ東大学のF. Charve准教授に圧縮性

Navier-Stokes-Poisson方程式系や、そこから派生した方程式系のモデリングに関して詳

細な説明を受け、以降の研究方向を決定づける影響を受けた。 

 パリ滞在中も、近辺の様々な研究機関、パリ第6大学のポアンカレ研究所において英・

仏共同主催の研究集会などに参加し、積極的に国際的な研究交流をはかった。 

（具体的な成果） 

 派遣者はカリフォルニア大学サンタ・バーバラ校において、バロトロピック条件下の

圧縮性Navier-Stokes方程式系に対して、臨界型の非斉次Besov空間における時間局所解

を構成し、特に解の接続問題を考察した。これは非圧縮性Euler方程式に対する、Beale 

-Kato-Majda型の爆発判定法の精密化に当たり、論文９として出版された。また，パリ東

大学においては、バロトロピック条件の下で密度に依存するクーロン・ポテンシャルに

よる外力を流体の運動量の釣り合いに含めた、圧縮性Navier-Stokes-Poisson系の初期値

問題を研究した。流速の特性曲線を用いたLagrange 座標系による定式化で適切性の問題

を考察し、既存の結果に含まれない2次元ユークリッド空間の場合も含む形で、尺度臨界

型Besov 空間におけるNavier-Stokes-Poisson系の時間局所解の存在と一意性、解写像の

初期値に対する連続依存性を得た。小川教授(担当研究者)との共同研究で得られたこの

結果は、「On the well-posedness of the compressible Navier-Stokes-Poisson system 

in Besov spaces」として現在、投稿中である。 

 Danchin教授との共同研究では、密度と温度両方に依存する状態方程式に注目し、温度

変化する気体運動を記述する初期値問題の臨界Besov空間における適切性を研究した。既

存の結果では、熱力学的量として温度や古典的なエネルギーを用いていたが、Lagrange 

座標系に書き直した上、従来用いられていない新しいエネルギー量を定義することで既

存の物理量を用いては不可能だった技法的難点を克服した。この結果は共著論文10とし

て出版された。温度変化する気体運動についての正則性理論については、共同研究が継

続中であり、特に理想流体の時間大域的可解性について現在考察中である。 

 これらの結果に関しては、ポーランドのバナッハ数学センターでの国際研究集会をは

じめ、国内外の数多くの研究集会で発表した。 

 2015年3月に博士を取得し、東北大学大学院理学研究科数学専攻の優秀な博士論文に与

えられる博士論文川井賞を受賞した。4月からは、本学大学院理学研究科に研究支援員と

して雇用されている。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

アメリカ・ California、 California 大学

Santa Barbara 校、数学科、 G. Ponce 

フランス・ Paris、 Paris 東大学、数学科、  

R. Danchin 

      78 日       74 日  

 

    117 日  

 

 

152 日  

    

421 日  
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派遣者⑤： 博士課程大学院生  

（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） 

 Bonn 大学の Sturm 教授らは測度付き距離空間上に最適輸送問題を経由して Ricci 曲

率が下からある定数で、また次元が上から別の定数で抑えられているという概念を定義

した。この定義は Cheeger-Colding により発展した Ricci limit 空間を含むような広

いクラスの測度距離空間を含んでおり、また Bakry-Emery 理論など確率論とも深く関わ

っている。派遣者は主にそのような測度距離空間の幾何学的側面の研究を行う。また、

他の曲率の概念、Alexandrov 空間、coarse Ricci 曲率等との関連についても研究を推

進する。一方、将来の国際的活動の足がかりとするため、Bonn 大学に滞在する多くの客

員研究員と積極的に交流する。 

 帰国後、Hausdorff Research Institute for Mathematics で行われた Junior trimester 

program と呼ばれる若手数学者のためのプログラムに応募し、採用されたのも Bonn での

国際交流の影響があったと思われる。このプログラムで、2015 年 1 月から 3 月末まで再

び Bonn に滞在し、国際交流を継続している。 

（具体的な成果） 

 (0,N)-Riemannian curvature-dimension と呼ばれる曲率次元条件を満たし、幾何学的

な条件を加えた測度距離空間に対して基本群の有限生成性を Sturm 教授のポスドク  S.  

Lakzian 氏(Hausdorff Center for Mathematics) との共同研究で示した(論文 11)。充

分一般的な測度距離空間という設定の下、半局所単連結と測地線が不分岐であるという

仮定を置くだけで多様体と同様の結果を得たことは特筆すべきことである。また派遣者

は 滞 在 中 に グ ル ー プ で 行 っ た 議 論 を 元 に 有 限 次 元 の み な ら ず 無 限 次 元 に お け る 

Riemannian curvature-dimension 条件を満たす測度距離空間上で熱核の条件によって

記述される、ある正値条件と直径の有限性の同値性も示し、更に、具体的な直径の評価

も与えた。証明は測度論をベースにした幾何学的な議論の積み重ねによって、直径の有

限性を背理法で示し、その後で直径の具体的な評価を得た。今まで知られていた結果は

何らかの有限次元性を常に仮定していたが、この必要十分条件は真に無限次元でも適用

できる。この結果は、多様体上ですら知られていなく、大きなブレーク・スルーとして

高く評価できる。 

 現在進行中のプロジェクトとして  Lakzian 氏  との共同研究で低次元の  Riemannian 

curvature-dimension を満たす測度距離空間の分類を行っている。この分類は  Ricci 

limit 空間の分類と似ているが、測度の自由度があるため Ricci limit 空間よりも豊富

である。Sturm 教授の助言をヒントに測度のルベーグ測度に関する密度関数の凸性を決

定した。また滞在中にゲストとして来ていた Q. T. Deng 准教授(Central China Normal 

University)および、M. Munn 助教(University of Missouri)との共同研究で凸性のある

測度距離空間の研究を行っている。この研究によって、距離空間が Alexandrov 空間に

なるための十分条件を与えるのではないかと期待される。 

 これらの研究成果は、幾つかの研究集会に招待され、口頭発表を行った。 

 派遣者は 2013 年 9 月に東北大学から学位を取得し、本学大学院理学研究科数学専攻の

優秀な博士論文に贈られる平成 25 年度の博士論文川井賞を受賞した。また、全学で特に

優秀な博士過程学生に贈られる平成 25 年度東北大学総長賞を受賞した。 

 2014 年 4 月から、日本学術振興会の特別研究員(PD)として京都大学に在籍している。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

ドイツ・ Bonn、 Bonn 大学、数学科、 K.-T. 

Sturm 

 

80 日  

 

    138 日  

 

87 日  

    

305 日  
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派遣者⑥： 講師  

（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） 

 局所コンパクトハウスドルフ空間の圏と可換な C *環の圏との間に深い対応があること

はよく知られているが、これを一般化して非可換な C *環と何らかの構造を持った幾何学

との対応を探ろう、というのが A. Connes 教授が提唱した非可換幾何学である。パリ第

7 大学には、Connes 教授(College de France)をはじめとする、非可換幾何学の強力な研

究グループがある。そのグループの主要メンバーであり、作用素環セミナーおよび幾何

解析セミナーの主催者でもある A. Zuk 教授(パリ第 7 大学)は、度々来日するなど、日本

の研究者との深い研究交流がある。派遣者は、Zuk 教授と連携を取りながら、非可換幾

何学のうち特に、距離空間の粗構造 (Coarse Geometry)から定まる作用素環の性質およ

び、元の距離空間の粗構造との対応を研究している。 

 パリ滞在中は、この分野の世界的拠点である地の利を生かし、パリ第 7 大学や College 

de France の定例セミナーに参加し、積極的に国際研究交流に努めた。 

（具体的な成果） 

 距離空間の粗構造から定まる、Roe 代数と呼ばれる非可換な C * 環がある。距離空間と

して非コンパクト完備リーマン多様体を考えた場合、Dirac 型作用素の「指数」はこの

Roe 代数の K 群の元として構成され、多様体の幾何構造の研究に用いられる。一般に C *

環の K 群は計算が非常に困難であるが、その計算を粗組み立て写像を通して、距離空間

の 粗 K-ホ モロ ジ ーと い う 、 原理 的 には計 算 可 能 であ る 対象に 帰 着 さ れる の が 粗

Baum-Connes 予想であり、非可換幾何学と粗幾何学との交わりにおいて、中心的な研究

対象である。この粗 Baum-Connes 予想の研究において、距離空間のコンパクト化とその

境界が重要な役割を果たすことが知られている。派遣者は 2012 年の研究で、相対双曲群

の良い性質を持った境界を構成し、粗 Baum-Connes 予想のコホモロジー版を適切な仮定

のもとで証明した。また、Higson-Roe や Willett の議論を元に、新たな考察を付け加え

ることにより Busemann の意味で非正曲率を持つ距離空間に対して、「有界幾何学を持つ」

という条件を仮定せずに、粗 Baum-Connes 予想が成り立つことを論文 13 で示した。さら

に、2013 年のパリ第 7 大学滞在中には、距離空間の直積のもとで、粗組み立て写像がど

のように振る舞うか研究した。(ここで、一般に Kunneth 型公式は知られていないことに

注意しておく。) 派遣者は、距離空間の直積のよいコンパクト化と境界を構成し、それ

を用いて、ある種の相対双曲群、CAT(0)群と polycyclic group の直積が粗 Baum-Connes

予想を満たすことを論文 12 で示した。さらに、これらの研究の関連した研究論文

「Coronae of relatively hyperbolic groups and coarse cohomologies」を完成し、投

稿中である。 

 滞在期間中にシュレディンガー研究所(オーストリア)で行われた研究集会 ESI School 

and Conference Geometry and Quantization GEOQUANT 2013 やパリ第７大学で、いくつ

かの招待講演を行った。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

フランス・ Paris、 Paris 第 7 大学、数学

科、 A. Zuk 

 

0 日  

 

   319 日  

 

0 日  

    

319 日  
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派遣者⑦： 准教授  

（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） 

 パリ第6大学のJ. Nekovar教授と連携して、数論幾何、p進Galois表現、岩澤理論の研

究を行う。特にL-関数の特殊値公式へのp進的アプローチを研究対象の中心に据える。具

体的にはp進Gross-Zagier公式やオイラー系の研究である。これらはクレイ研究所のミレ

ニアム懸賞問題にもなっているBirch and Swinnerton-Dyer予想の一部解決に重要な応用

をもち、極めて価値の高いものである。 

 Nekovar教授は、p進Galois表現のp進高さの理論、Heegner cycleを用いた高次重さを

もつ保型形式のp進Gross-Zagier公式、Heegner cycleのオイラー系の研究、mod 2のBirch 

and Swinnerton-Dyer予想ともいえるSelmer群の階数とL-関数の零点の位数の偶奇を結

びつける研究、そのためのSelmer群の一般化であるSelmer複体の理論などで著しい成果

をあげている世界的リーダーである。派遣者は楕円曲線の超特異素点のp進Gross-Zagier

公式の研究を行ってきており、これまでの研究とNekovar氏の研究を融合させることによ

り、非通常素点におけるp進Gross-Zagier公式を任意の重さに対して解決を目指すと共

に、L-関数の特殊値公式をより広い枠組みで研究し発展させることを目的とする。 

 この分野は整数論の主要な理論を広く深く用いるために、最新の成果や幅広い知識の

交流を目的として、国際研究集会などを行う。 

（具体的な成果） 

 派遣者の最近の研究で、楕円曲線の超特異素点のp進Gross-Zagier公式を重さ２の(有

理数係数とは限らない)保型形式に一般化した。このために非通常素点におけるアーベル

多様体のp進高さをノルム構成する一般論を整備した。p進高さの理論自体は、受け入れ

研究者であるNekovar教授によって一般のガロワ表現に対して構成されていたのだが、 p

進Gross-Zagier公式の証明には、Nekovar氏の構成ではコントロールできないより精密な

整数構造を扱う必要があった。p進高さのノルム構成はこの整数構造を精密に取り扱うの

にすぐれた方法であった。しかしながら、非通常素点の場合は楕円曲線の場合しか存在

しておらず、一般の保型アーベル多様体には適応できなかった。そのため、派遣者はア

ーベル多様体への一般化を行った。この成果は、論文14であり、カナダのLaval大学のA. 

Lei氏, McGill大学の D. Diseghi氏といった若手研究者がこの論文に基づいて新しい成

果をあげるなど、世界的に注目された研究である。 

 その後、派遣者は超特異素点のp進Gross-Zagier公式を任意の重さの保型形式に一般化

する研究を行った。Nekovar氏は通常素数のときにこの研究を行った実績があり、有意義

な助言やボルドー大学のD. Benois氏を紹介していただき新しい交流ができた。これらの

国際交流により、この問題に関して解決のための重要なアイディアを得て、現在では細

部の詰めと論文の執筆を行っている。 

 この成果の一部分についてはすでに発表58と59や、発表57の本プログラムの成果発表

を兼ねた国際研究集会において発表を行っている。  

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

フランス・ Paris、 Paris 第 6 大学、数学

科、 J. Nekovar 

 

27 日  

 

    313 日  

 

29 日  

    

369 日  
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派遣者⑧： 准教授  

（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） 
 California大学Santa Barbara校のG. Ponce教授のもとを訪れ、KdV方程式など非線形
分散型方程式の解の適切性に関して研究を行った。Ponce教授は、非線形分散型方程式に
対する初期値問題の適切性、解の一意接続問題等で数多くの著名な結果をあげた、本分
野を代表する研究者である。Ponce教授とのKdV型方程式の適切性や解の滑らかさの伝播
等について活発な議論により、非線形分散型方程式の解の適切性に関していくつかの成
果を得た。その後、Paris南大学のJ.-C. Saut教授のもとを訪れ、非線形分散型方程式の
解の長時間挙動に関して研究を行った。パリ南大学には、他にもN. Burq教授、P.  Gerard
教授、C. Zuily教授といった線形及び非線形分散型方程式の研究において著名な教授が
多くおり、近隣のEcole Polytechniqueにも多くの分散型方程式の研究者がおり、分散型
方程式の研究の世界的拠点となっている。Saut教授と高階非線形Schrödinger型方程式の
解の散乱問題やソリトンの安定性に関して議論を行い、高階非線形Schrödinger型方程式
の解の長時間挙動に関して新たな知見を得た。また、Anne de Bouard教授(Ecole 
Polytechnique)と確率項付きの非線形分散型方程式の解の大域存在および散乱問題につ
いてディスカッションを行い有益な情報を得た。  
（具体的な成果） 
1. 渦糸運動の高次近似モデルとして現れる4階非線形Schrödinger型方程式は、通常の非
線形Schrödinger方程式同様、定在波解と呼ばれる特殊解を持つ。特に、空間非周期的な
定在波及び空間周期的な定在波があり、これらの安定性を調べることは数学的にも物理
学的にも興味深い。論文17では、空間非周期的な場合の2パラメータ定在波解の軌道安定
性を、論文16では空間周期的な場合の初期値問題の適切性を、論文20ではdnoidal型定在
波解の軌道安定性を修正エネルギー法や変分法を用いて証明した。 
2. 論文 18 において、C.-K. Lin 教授(国立 Chiao Tung 大学)との共同研究で、 長波と
短波の相互作用を記述する Schrödinger-KdV 連立系に対し、方程式に含まれるパラメー
タεを 0 に近づけたときの解の挙動(WKB 近似)を論文 16 で用いた修正エネルギー法によ
って捉えた。また、Y.-F. Fang 准教授氏(国立 Cheng Kung 大学)、C.-K. Lin 教授とと
もに、通常の Zakharov 方程式系に量子効果を考慮した量子 Zakharov 方程式系に対し、
イオン音速を無限大としたときの解の極限を重み付きエネルギー法及び多次元振動積分
に 対 す る 停 留 位 相 法 を 用 い る こ と で 解 析 し 、 論 文 「 The Fourth order nonlinear 
Schrödinger limit for quantum Zakharov system」を投稿中である。 
3. デルタポテンシャルを持つ非線形Schrödinger方程式の終値問題は、局在化した欠陥
を持つ光導波路を通る光の伝播を記述するモデルとして提唱された。論文19では、与え
られた終値データに対して、時刻無限大でその関数に漸近するような非線形Schrödinger
方程式の解を、デルタポテンシャルつきSchrödinger方程式に付随した一般化Fourier変
換を用いることで構成した。 
4. D. Smith 氏(California 大学 Santa Barbara 校・博士課程)との共同研究では、KdV
階層に現れる 5 階の KdV 型(5KdV)方程式について、右側半直線 x>0 で初期値が滑らかな
らば、時刻 t において 5KdV の解が区間 x>-t において滑らかになるということを重み付
き エ ネ ル ギー 法 を用い て 証明 した 。 現在、 論 文 「 Propagation of regularity and 
persistence of decay for fifth order dispersive models」を投稿中である。  
5. 一般に, 偏微分方程式のスケール不変となる関数空間では、小さな初期値に対する大
域解の存在が期待される(加藤・藤田の原理)が、質量劣臨界一般化 KdV 方程式に対し、
スケール不変となるソボレフ空間は負の指数を持つため、小さな初期値に対する大域解
の存在を示すことは非常に難しい。そこで、フーリエ変換が p'乗可積分となる関数空間
(p’は p のヘルダー共役指数)を考え、この関数空間上で小さな初期値に対する質量劣臨
界一般化 KdV 方程式の大域解の存在および解の散乱を証明した。これは、眞崎准教授(広
島大学)との共同研究で、「On well-posedness of generalized Korteweg-de Vries  
equation in scale critical L r  space」として投稿中である。 
 これらの結果は、多数の機会を得て、国内外で講演をした。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

アメリカ・ California、 California 大学

Santa Barbara 校、 G. Ponce 

フランス・ Paris、 Paris 南大学、数学科、 

J.-C. Saut 

 

0 日  

     28 日       193 日  

 

      87 日  

    

308 日  
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派遣者⑨： 博士課程大学院生  

（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） 

 整数論における中心的な課題の一つとして、多様体のゼータ関数とその多様体の不変

量との関係の研究が挙げられる。その研究において、p 進類似である p 進ゼータ関数を

考える方法がしばしば有効である。派遣者は、オイラー系と呼ばれる、p 進ゼータ関数

と非常に深い関わりを持つ特殊な元の集まりを用いることで、楕円曲線のゼータ関数に

ついての研究を行っている。 

 パリ第 6 大学の J. Nekovar 教授は、楕円曲線だけでなく、より一般の保型形式のゼ

ータ関数やオイラー系に関する研究で顕著な業績をあげている。特に、久賀・佐藤多様

体や志村曲線に付随するオイラー系とセルマー群という重要な群を結びつける研究や、

保形形式のゼータ関数の解析的位数の偶奇とセルマー群の階数のそれとの一致を主張す

る偶奇予想に関する研究はよく知られている。 

 パリ第 6 大学、および近隣の研究機関では p 進理論の研究が盛んに行われており、滞

在中はセミナーや研究集会に積極的に参加した。特に、p 進 Langlands 予想、p 進  Hodge

理論に関して新たな知識を得た。また、他の研究者との議論や勉強会を通じて、p 進保

形形式に関するより深い理解を得られた。 

（具体的な成果） 

 Birch and Swinnerton-Dyer 予想は楕円曲線のゼータ関数と数論的不変量の不思議な

関係に関する予想であり、ミレニアム問題の一つになっている。一方、p 進 Birch and  

Swinnerton-Dyer 予想は、ゼータ関数の p 進類似である p 進ゼータ関数を楕円曲線の数

論的不変量と結びつける予想である。定式化されて以来、活発に研究されており、さら

にこのような p 進的な研究が元の Birch and Swinnerton-Dyer 予想にも応用されている。 

 一般に、p 進ゼータ関数の特殊値には p 進高さ関数が現れると予想されている。この

高さ関数の、整数性をよく保つ構成への応用が期待されるコールマンべき級数論に関す

る一般論を展開した。この結果は単著論文「A generalization of the theory of Coleman 

power series」, (Tohoku Math. J. (2), 66 巻 2014 年, 309—320)として出版した(論文

21)。 

 Mazur-Tate によって提唱された refined Birch and Swinnerton-Dyer 予想に関して

研究を行った。この成果は(p 進) Birch and Swinnerton-Dyer 予想の精密化と見なせる。

(p 進) Birch and Swinnerton-Dyer 予想は楕円曲線の(p 進)ゼータ関数に関する予想で

あり、オイラー系によるアプローチが有効であることが以前より知られていた。一方、

refined Birch and Swinnerton-Dyer 予想では、(p 進)ゼータ関数の代わりに Mazur-Tate

元と呼ばれる元を考察する。この元もオイラー系と関係があることが以前より知られて

い た が 、 今 回 派 遣 者 に よ り 、 オ イ ラ ー 系 の 詳 細 を 調 べ る こ と で 、 refined Birch 

and Swinnerton-Dyer 予想の内の、弱消滅予想と呼ばれる予想を妥当な仮定のもとで解

決した。この結果は、単著論文として、「 Derivatives of Euler systems and their 

applications to Mazur and Tate’s refined conjectures」として準備中である。 

 この研究により、博士課程を９月修了を目指し(8 月 3 日に博士論文発表会)、博士論

文「Divisibility of Kato’s Euler system and its applications to Mazur and Tate’s 

refined conjecture of BSD type」を提出予定である。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

フランス・ Paris、 Paris 第 6 大学、数学

科、 J. Nekovar 

 

0 日  

 

     31 日  

 

327 日  

    

358 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 

《代数系》2012年度末に派遣者⑦をフランスに派遣し、Nekovar教授と p進 Gross-Zagierに関す

る共同研究を行い、次に派遣する派遣者⑨の研究指導に関し、 Nekovar教授と入念な打合せを

する。派遣者⑨は 2013年度末に派遣する。Nekovar教授を招聘し、成果発表の研究集会 (2014年

10月 30−31日 )を行う。 

《幾何系》2012年度末に、派遣者②と派遣者⑤をそれぞれ、イギリス、ドイツに派遣し、Berndt

教授や Lotay教授 (University College London・英国 )、 Sturm教授およびその周辺の研究者と

共同研究をする。その間に担当研究者は、短期訪問して研究の進展等を確認する。2013年度に

派遣者⑥をフランスに派遣し、Zuk教授と共同研究をする。Lotay教授を招聘して、成果発表の

研究集会 (2015年 3月19日 )を行う。 

《解析系》2012年度から派遣者③④をアメリカに派遣し、Ponce教授・Sideris教授と共同研究

をする。2013年度の途中から派遣者④はフランスに派遣し、Danchin教授と共同研究する。2013

年度末から、派遣者⑧をアメリカに派遣しPonce教授・Sideris教授と共同研究し、2014年度の

途中から派遣者⑧をフランスに派遣し、Saut教授と共同研究する。担当研究者を適宜、アメリ

カとフランスに派遣し、派遣者の研究の進展状況等を確認する。 Danchin教授を招聘し成果発

表会 (2015年２月 16-17日川井ホール )を行う。 

 

（２）成果の概要 

 本プロジェクトにより、本学の若手研究者の国際共同研究を通して、研究能力が強化さ

れただけでなく、現在も国際共同研究が継続しており研究拠点として役割を担っている。 

《代数系》ミレニウム問題解決のため、いくつかの前段階の問題を解決しており、着実な

進展が成就している。 

《幾何系》以前から交流のある復旦大学(中国)に加え、英・独との共同研究の実現によっ

て、より広い国際共同研究の可能性が高まった。今後、幾何系の担当研究者が退官となり、

塩谷教授が新たな担当研究者になる。これにより、既に解析系が築いた幾何的解析学の世

界的重要拠点である Pisa(伊)との国際共同研究が一層深まる。 

《解析系》Pisa との国際共同研究の成功により、従来も共同研究をしていた Firenze 大学

・Roma 大学・Padova 大学と合わせて、イタリア全体との国際交流が実現可能になってきた。

また、非線形偏微分方程式の米・仏の拠点との若手研究者による国際共同研究の充実によ

り、将来にわたって連携の深化が期待できる。 

 

 

 

（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 

１２ ３ 



様式１【公表】                                  (資料４) 

20 

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、最初と最後の頁、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 

M. Novaga and S. Okabe※ , Curve shortening-straightening flow for non-closed 
planar curves with infinite length, J. Differential Equations 256 巻 3 号 (2014
年), 1093-1132, 査読有 

◎ 
２ 

M. Novaga and S. Okabe※, Convergence of equilibrium of gradient flows defined 
on planar curves, J. Reine Angew. Math., (掲載決定), 査読有 

◎ 
３ 

M. Novaga and S. Okabe※, Regularity of the obstacle problem for the parabolic 
biharmonic equation, Math. Ann., (掲載決定), 査読有 
 

４ T. Kajigaya※, On the minimality of normal bundles in the tangent bundles over 
the complex space forms, Differential geometry of submanifolds and its related 
topics, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, (2014 年), 260-272, 査読有 
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