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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 27  年 3  月 31  日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局 大阪大学大学院情報科学研究科 

（ふりがな）        おおやま ようすけ 

職・氏 名 准教授・大山 陽介    
 

1. 事 業 名 相手国（ フランス  ）との共同研究  振興会対応機関（  CNRS     ） 

2. 研 究 課 題 名  パンルヴェ方程式を巡る代数的、位相的、漸近解析的手法の新しい発展     

3. 全 採 用 期 間 

平成 25 年 4  月 1  日 ～ 平成 27 年 3 月 31  日 （ 2  年  0 ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  5,000,000 円 

初年度経費 2,500,000 円、 ２年度経費 2,500,000 円、 ３年度経費    円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額   1,000,000   円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

岩崎 克則 

木村 弘信 

原岡 喜重 

青木 貴史 

田原 秀敏 

坂井 秀隆 

竹井 義次 

津田 照久 

眞野 智行 

稲場 道明 

小池 達也 

西岡 斉治 

上原 崇人 

山川 大亮 

廣惠 一希 

梅田 陽子 

名古屋 創 

北海道大学理学研究科・教授 

熊本大学理学部・教授 

熊本大学理学部・教授  

近畿大学理工学部・教授 

上智大学理工学部・教授 

東京大学数理科学研究科・准教授 

京都大学数理解析研究所・准教授 

一橋大学経済学研究科・准教授 

琉球大学理学部・准教授 

京都大学理学研究科・准教授 

神戸大学理学部・准教授 

山形大学理学部・准教授 

新潟大学大学院工学系研究科・准教授 

東京工業大学理工学研究科・助教 

城西大学理学部・助教 

東京理科大学理工学部・助教 

立教大学理学部・助教 
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岩木 耕平 

森田 健 

鈴木 貴雄 

名古屋大学大学院多元数理科学研究科・助教 

大阪大学情報科学研究科・博士後期課程 3年 

近畿大学理工学部・講師 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  Strasbourg University,Institute of Advanced mathematical Research,  

准教授, Viktoria Heu  

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Philip Boalch 

Loic Teyssier 

Oleg Lisovyy 

Frank Loray 

Jacques Sauloy 

Carlos T. Simpson 

Lubomir Gavrilov 

Lucia Di Vizio 

Charlotte Hardouin 

Claude Sabbah 

Guy Casale 

Changgui Zhang 

Reinhard Schafke  

Laura Desideri 

Claude Mitschi 

Jean-Pierre Ramis 

Ecole normale superieure, CNRS研究員 

Universite de Strasbourg, 准教授 

Universite de Tours, 准教授 

Universite de Rennes, 教授 

Universite de Toulouse, 准教授 

Universite de Nice Sophia Antipolis,教授 

Universite de Toulouse, 准教授 

Universite de Versailles, リサーチディレクター 

Universite de Toulouse, 准教授 

Centre de Mathematiques Laurent Schwartz, 教授 

Universite de Rennes, 准教授 

Universite de Lille, 教授 

Universite de Strasbourg, 教授 

Universite de Lille, 准教授 

Universite de Strasbourg, 元教授（退職） 

Universite de Toulouse, 名誉教授 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

2 年間にわたって、パンルヴェ方程式を含む複素領域の微分方程式の研究について、幅広く研究交流を持っ

た。複素領域の微分方程式の研究は、漸近展開などの解析的な手法にとどまらず、微分ガロア理論、線型接

続のモジュライなどの代数的な手法、葉層構造を用いた幾何学的手法など、現代では様々な方向で研究され

ている。また、他方で q-差分方程式など、離散系の研究も進んでおり、複素領域にとどまらず p-進解析など

の数論的な方向とも関連して、単純に「複素領域の微分方程式」という言葉では最早現状の研究を説明し得

ない状況にある（しかし代る良い言葉がないので、現代的な意味を含めてここでは使用している）。 

 具体的に大きく進展した点は、パンルヴェ方程式の確定特異点の周りの漸近解析が共形ブロックで表示で

きるという Lisovvyの理論を不確定特異点の周りへと拡張しつつあることが、もっとも大きいと感じている。

まだ完全ではないが、十分進展しつつある。また、q-パンルヴェ方程式の接続問題についても、眞野氏の接

続公式から踏み出して、不確定特異点を含む場合の q-線型方程式の接続問題と合わせて示されるようになっ

た。この点も大きな進展だと感じているが、論文として形にならなかったことは申し訳なく感じている。 

 q-線型方程式の不確定特異点に関しては、その形式解が必ず Borel 多重総和可能である、という結果を

Deyfus氏が発表した。Deyfus は本研究開始時にはまだ大学院生だったため本研究の構成メンバーではないが、

Di Vizio氏の学生であり、途中からトゥールーズの研究グループに加わり、本研究メンバーと密接な関係に

ある。(q-)パンルヴェ方程式と合わせて、「不確定特異点」が一つのキーワードとなった 2年間であった。ま

た、Teyssier らによって葉層構造の理論が進んでいるが、複素葉層構造とパンルヴェ方程式との関係は今後

の課題として残っている。本研究の柱として幾何学的側面を取り上げたが、代数的研究・解析的研究に比べ

て、やや手薄になった。 

 

 具体的な研究計画の中では、平成 25 年秋にストラスブールで開催された研究会「Recent progress in the 

theory of Painlevé equations」と 26年秋に京都で開かれた研究会「複素領域における微分方程式・その近

年の発展」の二つの大規模な国際研究集会が柱となった。双方とも、日仏交流を貴重としつつも他国からも

参加者を得た研究集会となり、現時点での日仏の研究水準の高さを示すものとなった。特に若手研究者が活

躍した点が大きい。フランス側代表者の Heu氏はまだ 30 代前半であるが、日仏双方の研究会で、共同代表者

としてすぐれた運営力を示し、日仏交流は今後 30年彼女を一つの柱として続けられるだろうと確信する。ま

た、2014 年 7 月はレンヌで研究会「Moduli space of connections」が開かれ、本研究も部分的にサポート

する形となった。さらに、ベルギーのゲント大学で行われた研究会“XXXth International Colloquium on Group 
Theoretical Methods in Physics”でも関連した研究発表を行った。ストラスブール・京都の 2 つの研究会と

も、若手が多数研究発表を行った。また、ストラスブールでは 25 名の講演者中 7 名が女性と、女性研究者の

活躍が目立った（講演はしなかったが、研究代表者の Heu氏も女性である）。京都で女性講演者が少なかった

のは、日本の現状を反映してやむを得ないものがあるが、梅田陽子、中村あかね、反田美香など、女性研究

者が少しずつこの分野から育ちつつある。若手と女性研究者の活躍も、本研究の成果としてあげておく。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

大山陽介・大阪大学情報科学研究科 

森田健・大阪大学情報科学研究科 

梅田陽子・東京理科大理工学部 

中村あかね・東京大学数理学研究科 

廣惠一希・城西大理学部 

大山陽介・大阪大学情報科学研究科 

 

大山陽介・大阪大学情報科学研究科 

 

廣惠一希・城西大理学部 

鈴木貴雄・近畿大学理工学部 

 

鈴木貴雄・近畿大学理工学部 

大山陽介・大阪大学情報科学研究科 

H25/04/13～5/19 

H25/04/13～5/19 

H25/11/03～11/9 

H25/11/02～11/9 

H25/11/02～11/08 

H25/11/02～11/16 ※11/9～

15 は別用途（別経費使用） 

H26/ 06/27～07/21 

 

H26/06/30～07/04 

H26/11/02～11/15（別経費使

用） 

H26/ 08/30～09/07 

H27/3/07～3/29 ※3/18～27

は別用途（別経費使用） 

トゥールーズ大学(フランス) 

トゥールーズ大学(フランス) 

ストラスブール大学(フランス) 

ストラスブール大学(フランス) 

ストラスブール大学(フランス) 

ストラスブール大学(フランス) 

 

レンヌ大学(フランス)＋ゲント

大学（ベルギー） 

レンヌ大学(フランス) 

ディジョン大学(フランス) 

 

ブルゴーニュ大学（フランス） 

リール大学(フランス) 

計 11 名（延べ人数） 計  156 日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

JACQUES SAULOY(トゥールーズ) 

CHANGGUI ZHANG 

JULIEN ROQUES 

OLEG LYSOVYY 

Loic Teyssier 

Jean-Pierre Ramis 

Viktoria Heu 

OLEG LYSOVYY 

Philip Boalch 

2013/10/19～2013/11/2 

2014/11/16～2014/11/22 

2014/11/16～2014/11/22 

2014/11/16～2014/11/29 

2014/11/15～2014/11/22 

2014/11/07～2014/11/25 

2014/11/17～2014/11/22 

2015/1/9～2015/1/15 

2015/3/3～2015/3/7 

大阪大学理学部数学教室 

京大数理研 

京大数理研 

京大数理研 

京大数理研 

京大数理研 

京大数理研 

立教大 

京大数理研 

計 9 名（延べ人数） 計 88  日 


