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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２６年 ２月 ２３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）         たぐち   ゆういちろう 

職・氏 名  准教授・田口 雄一郎  
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ 中国 ）とのセミナー（振興会対応機関： ＮＳＦＣ ） 

 

 

2． セミナー名   数論幾何学の進展開                     

 

 

3． 期   間  平成 ２６年  １月 ２０日 ～ 平成２６年 １月２４日（５日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  福岡市、西新プラザ                                

 

5． 参加者数   日本側       １９名（うち、滞在費等本会負担    ２名） 
（代表者を含む） 

相手国側     １０名（うち、滞在費等本会負担    ６名） 
 

その他の国  １２名 
 

参加者  計   ４１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 

＊坂内 健一 

＊山崎 隆雄 

阿部 知行 

近藤 智 

千田 雅隆 

 平田 典子 

 服部 新 

 金子 昌信 

 翁 林 

 三枝 洋一 

 三柴 善範 

 高田 芽味 

 奥村 伸也 

 Jerome Dimabayao 

 有村 清花 

 黒木 聖弥 

 工藤 桃成 

 奥村 喜晶 

慶應義塾大学・理工学部・准教授 

東北大学・理学研究科・教授 

東京大学・ＩＰＭＵ・助教 

東京大学・ＩＰＭＵ・助教 

京都大学・白眉センター/理学部・助教 

日本大学・理工学部・教授 

九州大学・数理学研究院・助教 

九州大学・数理学研究院・教授 

九州大学・数理学研究院・教授 

京都大学・白眉センター/理学部・准教授 

九州大学・数理学府・博士課程 

九州大学・数理学府・博士課程 

九州大学・数理学府・博士課程 

九州大学・数理学府・博士課程 

九州大学・数理学府・修士課程 

九州大学・数理学府・修士課程 

九州大学・数理学府・修士課程 

九州大学・数理学府・学部４年 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 清華大学・教授・印 林生                    

 

(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 

＊CHEN Miaofen 

＊LIU Ruochuan 

＊SUN Shenghao 

＊TANG Shun 

＊ZHENG Weizhe 

QIN Hourong 

ZENG Jinxiang 

ZHANG Chong 

 LIAO Maodong 

 

 

East China Normal University・准教授 

Beijing International Center for Mathematical Research・准教授

Tsinghua Mathematical Science Center・ 准教授 

Beijing Capital Normal University・准教授 

Morningside Center・ Research Fellow 研究員 

Nanjing University・ 教授 

清華大学・博士課程 

Morningside Center・ PD 

University of Chinese Academy of Sciences・博士課程 

 

(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） 

BAE Sunghan 

CHOI Dohoon 

JEON Daeyeol 

LEE Jungyun 

KANG Soon-Yi 

YU Jing 

CHEN Huei-Jeng 

KANG Ming-Hsuan 

NIEN Chufeng 

TU Fang-Ting 

SUN Chia-Liang 

CHUANG Chih Yun 

KAIST・教授（韓国） 

Korea Aerospace University・准教授（韓国） 

KAIST ・PD（韓国） 

KIAS・PD（韓国） 

Kangwon National University・准教授（韓国） 

National Taiwan University・教授（台湾） 

Academia Sinica・PD（台湾） 

National Chiao-Tung University・助教（台湾） 

National Cheng Kung University・准教授（台湾） 

NCTS・PD（台湾） 

Academia Sinica・PD（台湾） 

国立清華大学・博士課程（台湾） 

 



     

- 4 - 

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  

本セミナーは、日中の整数論研究者により近年盛んに研究されている数論幾何学的課題について、お互いに

最新の成果を持ち寄り、検討を加え、さらなる進展を図る事を目的とする。研究方法としては、標準的な研究集

会の形式に則り、先づ日本側７コマ、中国側５コマ、及びその他の国から１０コマの一時間講演を行い、続いて

質疑応答により理解を深め、さらに討論を行って将来の進展に繋げる。研究内容としては、日中双方で最近盛

んに研究されている、ガロア表現と志村多様体、Langlands 予想、 p 進表現、 p 進保型形式、 p 進佐藤理論、

函数体の数論、代数的サイクルと L 函数、岩澤理論とその非可換化、等である。 

 

実施状況  

殆ど全ての参加者はセミナー開始前日の日曜日に福岡入りし、セミナー終了翌日の土曜日に帰途についた。５

日間の会期中に２２コマの一時間講演が行われた（水曜以外は一日５コマ、水曜は午前中２コマで午後は自由

討論及び自由観光に当てられた）。火曜日の晩には懇親会が行われ、セミナーのメンバー以外の聴衆や学生も

参加し、親睦を深めた。２２の講演はどれも最新の研究内容を扱ったレヴェルの高いもので、日中双方それぞれ

得意分野の特徴が良く出ていて互いに良い勉強になった。休憩時間やセッションの前後、及び水曜午後の自

由時間には活発な質疑応答や討論が行われ、有意義な研究交流が出来た。聴講のみの若手も積極的に参加

していた。途中、講演者の一人（日本人）がインフルエンザを発症する等のハプニングもあったが、医者の適切

な処方と本人の強靭な精神力に依り無事に講演を終えた。日中以外の地域（韓国、台湾）からも参加者があり、

より広範なテーマを扱う事が出来た。主な講演内容は以下の通りである： ポリログ値の線型独立性とパデ近似

等の解析数論的話題、函数体の場合のディオファントス近似、p 進 L 函数とアイゼンシュタイン類、p 進保型形式

論に於ける固有曲線、Rapoport-Zink 空間の幾何、ζ値の整数性とデデキント和の均等分布、反円分岩澤主

予想、GSp(4) のθ級数、局所体上の GL(n) に対する Weil の逆問題、志村曲線上の保型形式、正定値保型

形式の疎性、アファイン Weyl 群の幾何学的ζ& L, Collino のサイクル、半整数重み保型形式のフーリエ係数、 

偏屈層の分解定理の l不変性、クリスタリンコンパニオンの存在、コホモロジー上のフロベニウスの偶奇性と対称

性、大域体上のアーベル多様体に対する Brauer-Manin-Scharaschkin 障害、弱調和マース形式、アーベル多

様体の数論的鍵公式、代数体上の楕円曲線の捻れ点、p 進ソリトン理論。 

 

成果  

お互いの最新の研究内容について理解を深められた。これまで知らなかったような研究テーマについても知識

を得る事が出来た。個人的にも親睦を深める事が出来た。日本の（学生、ＰＤを含む）若手が中国側のベテラン

研究者と知り合い、交流する事が出来た。日本のベテラン研究者が、中国の若手が自分のかつての研究を勉強

して関連する研究を行おうとしている事を知り、討論を通じて互いに刺激を与え合った。今後の研究交流につい

てもプランを話し合い、将来的にも良好な関係を継続して行けそうな手応えを得た。 

 


