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「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」 

平成３０年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

R2701 
関連研究分野  

（分科細目コード）  

代数学  

4701 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
次世代の知を結ぶ集約的数学拠点の展開（平成 27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 
 北海道大学，京都大学，九州大学  

主担当研究者氏名  都築  暢夫  

補助金支出額  

（平成 27年度）  

 

17,390,608 円  

（平成 28 年度）  

 

   29,939,591 円 

（平成 29 年度）  

 

   33,683,217円  

（合計）  

 

    81,013,416 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 27年度）  

         3 人  

 

（平成 28年度）  

        6 人  

（     3 人）  

（平成 29年度）  

         5  人  

（     2 人）  

（合計）  

            9  人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 27年度）  

        3 人  

 

（平成 28年度）  

        7 人  

（     3 人）  

（平成 29年度）  

         6 人  

（     4 人）  

（合計）  

           9  人  

 

(公 募 応 募 当 初 の  

「 事 業計 画 調 書 」

に 記 載 の )研 究 者

招 へ い 計 画  

（平成 27年度）  

        5 人  

 

（平成 28年度）  

       8  人  

（     4 人）  

（平成 29年度）  

       12  人  

（     6 人）  

（合計）  

           15 人  

 

研究者の  

招へい実績 

（平成 27年度）  

         9 人  

 

（平成 28年度）  

       13 人  

（     3 人）  

（平成 29年度）  

       15  人  

（    4  人）  

（合計）  

           30  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 27年度）  

         人  

 

（平成 28年度）  

          人  

（        人）  

（平成 29年度）  

            人  

（        人）  

（合計）  

               人  
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１ ． 派 遣 ・ 招 へ い に よ る 人 的 交 流 を 通 じ て 得 ら れ た 成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した到達目標 

（事業計画調書（３－（２））に記載した「研究課題を海外の研究グループと共同して行うことにより、国際

研究ネットワークの強化・拡大に関して客観的な指標に基づく到達目標」）  

本事業では，世界的研究動向から戦略的に選択した数学の基礎分野で，実績が世界的に認められ

始めている若手研究者を，最先端を走る研究者が中心となって運営する海外研究グループに派遣し

て，ブレークスルーに繋がる研究の実施を目的とし，これらの派遣を通して， 2012-2014 JSPS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「次世代をつなぐ集約的数学拠点の創設」で

構築した東北大学を核とする国際研究ネットワークの発展と新たな展開を図る．  

 東北大学における数学研究の主要組織である理学研究科数学専攻および情報科学研究科数学教室

は，これら二つを合わせても国内基幹大学の中では最も小さい規模ではあるが，代数学・幾何学・

解析学の各分野の中で研究対象を絞り，集中的に人材を登用することで，幅広い分野で世界トップ

研究機関に肩を並べる成果をあげてきた．しかし，近年の数学研究においては，世界的研究者のも

とで，そのグループを発信源として新分野が急速に勃興することがある．全く新しい分野である場

合や，古典的な研究テーマに革命的なアイデアが登場する場合もある．研究の進展の情報を直接的

に取り入れ，数学研究における東北大学の世界的拠点としての特性をさらに強固なものにするため

，若手研究者を世界のトップを走る研究グループに長期間派遣する意味は極めて大きい．  

 本事業の国際共同研究においては，新しい流れが起きている岩澤理論，導来代数幾何学，距離空

間の幾何，幾何学的群論及び函数解析的手法を取り入れた Navier-Stokes方程式・流体現象の数学解

析の研究を中心に推進する．海外連携研究機関に派遣を予定する若手研究者は，日本数学会建部賢

弘賞などの受賞者や，日本数学会の各分科会で特別講演 (1時間講演 )を行っているものが殆どであり

，第一線級の研究実績を備えている．派遣先での数学的異文化との遭遇と融和により，ブレークス

ルーに繋がる研究が期待できる．  

 数学の研究においては，アカデミックな信頼関係のもとで本質的アイデアを含む議論を行う．そ

れが広義の共同研究であり，必ずしも共著論文の発表だけが共同研究でない．従って，国際共同研

究に具体的な数値目標を設定するのは必ずしも適当といえないが，目に見える形の結果を残すこと

が国際ネットワーク形成には不可欠である．本事業の東北大学のグループには， 2012年度から 2014

年度までの期間の国際共著論文 16編の実績を踏まえて，それを 25編以上にすることを到達目標に設

定し，国際共同研究および東北大学を集約的拠点とするネットワークを発展させる．  

主・担当研究者は，国際共同研究の成果による単著論文・国際共著論文や招待講演，さらにその結

果としての受賞等の特筆すべき事柄を，客観的に分析し公表する．数学の研究では，論文は投稿か

ら受理まで 1年から 2年かかることも多いので，国際研究集会での招待講演が重要な基準となる．  

（２）上述の到達目標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】  

 当初計画した 9名の若手研究者の 300日以上の派遣を達成し，海外連携研究機関の連携研究者やそ

のグループの研究者と国際共同研究を推進した．若手研究者は派遣を通して，各分野のブレークス

ルーまたはそれに繋がる卓越した研究成果を上げており，事業終了後も更なる展開や新たな国際共
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同研究を進行させている．海外連携研究機関から最終的に 29名 (国際研究集会のスピーカーを含む )

を招へいし，東北大学を核とする，協力機関の北海道大学・京都大学・九州大学  (担当研究者・若

手研究者の異動に伴い協力機関を追加 )にまたがる国際研究ネットワークを発展させ強化した．   

本事業の連携研究機関との国際共同研究においては，例えば若手研究者の本多の「測度距離空間

上の Ricci曲率の研究」，前川の「 Navier-Stokes 方程式の非粘性極限での境界層の安定性問題」，

島倉の「中心電荷 24の正則頂点作用素代数の研究」など，各分野のブレークスルーまたはそれに繋

がる成果が上がっていて，その結果を纏めた国際共著論文は評価が極めて高いジャーナルに掲載さ

れている (論文 [11] [12] [57] [81] [86]等 )．これらを含め，若手及び担当研究者による期間中の

印刷済または採録決定済の査読有国際共著論文数は 34(査読有論文総数 114)であり，到達目標を超え

ている．さらに，連携研究機関のグループとの投稿中または準備中の国際共著論文が 15編以上ある

．  

論文出版まで時間を要する数学において，有効な評価指標としてあげた国際学会等における発表

件数は 226件を数え，半数の 111件が海外での発表である．この中には，若手研究者の本多による幾

何解析の分野において米国で最も権威ある研究集会における招待講演 (学会発表 [139])，前川による

アンリ・ポアンカレ研究所 (フランス )における招待講演とサマースクール講師 (学会発表 [185])や松

村による東南アジア数学会 (SEAMS)の複素解析・幾何スクールの特別講師 (学会発表 [170])，松村 ,岩

渕 ,田中らの日本数学会における特別講演 (学会発表 [82] [142] [216])や各分科会シンポジウムにお

ける基調講演 (学会発表｢34｣ [64] [207])など非常に価値が高いものが含まれる．論文の公開や学会

発表の状況は，若手研究者及び担当研究者の国際共同研究が活発であったことの証拠である．  

 本事業の国際共同研究の一環として，国際研究ネットワークの展開や成果発表を目的として，担

当研究者，若手研究者，海外連携研究者と内外の第一線研究者をゲストスピーカーとした各分野及

び分野融合的な国際研究集会 10件を主催した (当欄最後に研究集会リストを掲載 )．内外から多くの

若手研究者の参加があり，次世代に向けて開かれた研究交流に大きく貢献できた．主催した国際研

究集会と国際研究ネットワークの展開に関して具体的成果を幾つか述べる．  

代数グループでは，岩澤理論， p進コホモロジー，モチーフ，作用素代数の各分野で大きな研究成

果が得られた。現在の代数学の研究では，多くの分野が相互に交錯して発展していて，その現状に

合わせて分野を融合した国際研究集会を開催した．平成 28年 1月に開催した国際ワークショップ「

Sendai International Conference on Arithemetic Geometry in 2016」においては，台湾大学の

Hsieh教授による保形形式の 3重積の岩澤理論に関する発表や Yu准教授の非正則 Hodge理論に関する発

表は本事業における国際共同研究への起点となるものになった．平成 29年 4月には国際シンポジウム

「 Fukuoka International Conference in Arithmetic Geometry in 2017」を開催し，連携研究者 3

名・担当研究者 3名が成果発表 (他 ,内外ゲストスピーカー 11名 )を行い，担当研究者の小林を中心と

する国内の岩澤理論グループと Hsieh教授やパリ大学 (第 6)の Nekovar教授らの討論など，本事業の成

果と数論幾何学全般に渡り今後の課題を議論する機会となった．  

幾何グループが研究テーマとした距離空間の幾何および幾何学的群論の分野での昨今の進展は極

めて目覚ましい．平成 30年 1月には距離空間の幾何解析をテーマとした国際シンポジウム「

Conference on 'Metrics and Measures'」を開催した (連携研究機関 2名，内外ゲストスピーカー 13

名 )．若手研究者の本多とピサ高等師範学校の Ambrosio教授らの共同研究である Gromov-Hausdorff収

束と Ricci曲率に関する成果発表があり，まさにブレークスルーが起きていることが肌で感じられる

迫力あるシンポジウムであった．前回頭脳循環におけるピサ高等師範学校との非線形偏微分方程式

の分野でのネットワークを，幾何解析の分野へと拡大して発展・強化させるものとなった．また，

平成 29年 10月にスイス連邦工科大学ローザンヌ校の Monod教授を含む 3名を招聘して国際シンポジウ

ム「 EGGS」を開催し，若手研究者の田中など 8名 (うち，外国人研究者 4名 )が幾何学的群論の最新の

成果を発表した． Monod教授は，幾何学的群論における世界的第一人者で，スイス数学会の会長を務
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めるなどヨーロッパにおける数学会の中心人物の一人であり，本事業による招へいで国内若手研究

者と研究交流の機会を作れたことは非常に有意義なことであった．  Monod教授の元には海外学振研

究員として東北大学理学研究科数学専攻から見村助教が滞在しており，本事業と並行して国際共同

研究やネットワークの強化を図っている．  

担当研究者の小川と高田を中心とする解析グループでは，若手研究者の前川と岩渕を中心として

大規模流の数学解析の分野で目覚ましい成果が得られた．平成 28年 3月に反応拡散方程式系の数理に

おける世界第一人者の台湾大学の Chen教授を招へいして国際ワークショプ「仙臺応用数学研究集会

」を開催し，解析分野も含めた台湾大学とのネットワークの強化が図れた．また，平成 30年 2月にボ

ン大学の Koch教授を招へいして国際シンポジウム「 Workshop on Hyperbolic and Dispersive PDEs 

in Fukuoka」を開催し， Koch教授や前川らが研究成果を発表した（他、ゲストスピーカ 4名）．担当

研究者の尾畑や正宗を中心とした Dirichlet形式とその幾何学の研究では，イェーナ大学及びビーレ

フェルト大学の研究グループと国際共同研究を推進した．平成 29年 3月にビーレフェルト大学の連携

研究者の Hinz氏らを招へいして， Dirichlet形式をテーマに非線形変微分方程式と幾何学の分野融合

型国際ワークショップ「 Dirichlet forms and their geometry」を開催し，内外の研究者 24名 (うち

，外国人研究者 8名 )が研究発表を行った． Hinz氏による作用素の自己共役拡張の確率論的特徴づけ

に関する正宗との共同研究 (Hinz氏発表 )は，本事業の正宗の国際共同研究の進展により新たに加わ

った共同研究であり，幾何解析の分野での本事業の研究ネットワークの存在感が示せるものとなっ

た．  

招へいした連携研究者は国際共同研究を行うとともに，東北大学や協力機関の談話会・セミナー

での講演も多数行った．特に，連携研究者による連続講演を実施して，うち 5名の連続講演のレクチ

ャーノート 7編を作成した (資料 3(1)に一覧表 )．また，談話会においては他分野の研究者が本事業に

おける最先端の研究の一端を窺う機会を提供でき，各セミナーにおいては博士大学院生を含めた若

手研究者が自由な雰囲気で世界第一線の研究者と討論できる機会となり，数学研究全般の裾野が広

げる一助となったと評価している．若手研究者や担当研究者の海外派遣時には研究集会だけでなく

，派遣先のセミナーにおける講演や研究討論を行い，相互に影響を受けあった．これらは見える直

接的な成果とは言えないかもしれないが，数学研究においては根幹をなすことであり，若手研究者

が長期間に渡り直接討論する機会を持てたことは本事業における最も大きな利益の一つと言える．  

以上の理由で，本事業は当初の到達目標に対して期待を上回る成果を得たと自己評価する．派遣

・招へい及び国際共同研究を通じて，本事業の国際研究ネットワークを充実させ強力に展開するこ

とができた．これらを土台として数学の各分野で更なる世界的研究を進展させ，東北大学及び協力

機関を核とする国際研究ネットワークを発展させていくことが今後の目標である．  

 

○本事業が主催した国際研究集会  

1. Sendai International Conference on Arithmetic Geometry in 2016, 2016年 1月 28日 -30日 , 東北大学片

平キャンパス  知の館 . 

2. 仙臺応用数学研究集会 , 2016年 3月 9日 ,10日 , 東北大学大学院理学研究科川井ホール . 

3. p-adic methods in arithmetic geometry at Sendai, 2016, 2016年 10月 31日 -11月 2日 , 東北大学片平キ

ャンパス  知の館 . 

4. Mathematical Analysis on Nonlinear PDEs,2017年 1月 6日 -8日 ,東北大学理学研究科青葉サイエンスホー

ル  

5. 第 18回北東数学解析研究会 , 2017年 2月 20日 ,21日 , 東北大学大学院理学研究科川井ホール . 

6. Workshop "Dirichlet forms and their geometry” , 2017年 3月 18日 -23日，東北大学  情報科学研究科 .  

7. Fukuoka International Conference on Arithmetic Geometry in 2017， 2017年 4月 17日 -21日 , 九州大学  

西新プラザ . 

8. EGGS(Ergodic and Geometric Group theory in Sendai) , 2017年  10月 23日 -25日 , 東北大学大学院理学

研究科川井ホール . 
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9. Conference on 'Metrics and Measures', 2018年  1月 8日 -12日 , 東北大学大学院理学研究科青葉サイエン

スホール . 

10. Workshop on Hyperbolic and Dispersive PDEs in Fukuoka, 2018年  2月 10日 ,九州大学  伊都キャンパス  

IMI Conference Room. 
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２．国際共同研究課題の到達目標及びその達成状況 

（１）事業計画調書に記載した国際共同研究課題の研究目的及び到達目標 

（事業計画調書（３－（２））に記載した国際共同研究課題の研究目的及び到達目標（「研究の学術的背景」

及び「当該研究領域における本研究課題の学術的な特色や独創的な点、及び事業期間内に何をどこまで明らか

にしようとするのか、到達目標とその検証方法」））  

本事業の国際共同研究は，世界的研究動向から戦略的に選択した数学の基礎分野で，実績が世界

的に認められ始めている若手研究者を，世界の最先端を走る研究者が中心となって運営する海外研

究グループに派遣して，ブレークスルーに繋がる研究の実施を目的とする．  

 数学の新潮流における派遣若手研究者の研究を， (1)代数学， (2)幾何学， (3)解析学と分類して説

明し，到達目標をあげる．   

(1)代数学 :東北大学の代数学グループは , モチーフ論やゼータ関数の特殊値に関する岩澤理論の研

究において日本の拠点であり，世界の第一線の成果をあげている．導来代数幾何学はモチーフ論の

展開に不可欠なもので，岩成の研究により他にはない幅の広さがある．本事業の国際共同研究は，  

(1-1)高次圏における Galois-淡中双対などの双対理論と導来代数幾何学の基礎の確立  

(1-2)頂点作用素代数，特にグラフ理論およびデザイン理論との関係と応用  

(1-3)反円分拡大や Rankin積に重点を置く保型形式の岩澤主予想  

において成果を上げることを目標とする．組合せ論的頂点代数 (1-2)では台湾中央研究院の Lam教授

のグループ，岩澤理論 (1-3)ではパリ大学の Nekovar教授や台湾大学の Hsieh准教授と推進する．   

(2)幾何学 :東北大学の幾何学は伝統的に微分幾何学を中心に優れた研究を残してきており，伝統的

な微分幾何学とともに，担当研究者の塩谷らによる距離空間の幾何や幾何学的群論等，新しい研究

分野を幅広くかつ第一線級の研究を行っている．本事業では，  

(2-1)リーマン多様体の Gromov-Hausdorff極限を中心とする距離空間の幾何   

(2-2)小平型の消滅定理を複素幾何・解析の側面から解明  

(2-3)幾何学的群論における高次元ランダム位相幾何学の研究  

において成果を上げることを目標とする． (2-1)はピサ高等師範学校の Ambrosio教授，幾何学的群論

(2-3)ワシントン大学の Hoffmann教授，複素幾何学 (2-2)ではパリ大学の Ma教授をそれぞれ中心とす

るグループと連携して進める．  

(3)解析学 :流体力学に現れる Navier-Stokes方程式などの非線形偏微分方程式の解析は，ミレニアム

懸賞問題の一つに取り上げられているように数学理論上極めて重要である．我々を取り巻く気体・

液体には，大気や海洋の大きな対象から血液等まであり，多くの自然や生活に密接した応用がある

．本事業では，  

(3-1)高 Reynolds数 (動粘性係数 )流体の渦構造に対する数学解析  

(3-2)密度成層と回転による流れの異方性の漸近挙動及び特異極値問題からの解明  

(3-3)離散ラプラシアンの高次元化と自己共役拡張性  

において成果を上げることを目標とする . 担当研究者の小川･高田を中心とする解析グループでは，

(3-1)では境界層の数学解析の研究をリードする Gerard-Varet教授のパリ大学， (3-2)では流体数学

の研究が活発なダルムシュタッド工科大学の Hieber教授やニューヨーク大学クーラン研究所の研究

グループやボン大学の Koch教授のグループと国際共同研究を行う．また，高次元離散空間のラプラ

シアンの研究 (3-3)では，この分野をリードするイェーナ大学の Lenz教授らのグループなどと連携す

る．  

（２）上述の到達目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 
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【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】  

若手研究者は，申請時に計画した研究課題に対して満足いく形で成果を上げ，特に，本多の「測

度距離空間上の Ricci曲率の研究」，前川の「 Navier-Stokes ⽅程式の⾮粘性極限での境界層の安定

性問題」，島倉の「中心電荷 24の正則頂点作用素代数の研究」などの連携研究者やそのグループと

の国際共同研究は，それぞれの分野のブレークスルーまたはまそれに匹敵する成果である．以下，

具若手研究者の成果を具体的に説明する．  

代数グループでは，島倉は台湾中央研究所の Lam教授との国際共同研究において中心電荷 24の正則

頂点作用素代数の分類問題の構成と一意性に関して目覚ましく進展させた (論文[85]−[88])．さらに

， 71個の分類のうち一つの場合を除いて一意性を完成し，国際共著論文にまとめた (投稿中 )．また

，二つの視点から統一的な正則頂点作用素代数の構成法を研究し， 12個の分類中 4つのグループに対

する正当化を与えた．頂点作用素代数は量子場理論の代数学的な取り扱いであり，モンスター単純

群やムーンシャイン予想と関連する極めて興味深い対象で，その分類は極めて重要な研究課題であ

る．一連の研究成果を含めた中心電荷 24の正則頂点作用素代数の分類問題に関する概説論文は台湾

中央研究院数学研究所の機関誌に掲載される (論文 [89])．岩成は有理ホモトピー型のモチーフ構造

（非アーベルなモチーフ）・モチーフ的有理ホモトピー型の研究を行い， Grothendieckが「収穫と

まいた種と」で夢想したモチーフ的ホモトピー型という概念と同じ振る舞いをするものを ,モチーフ

レベルで導入することで構成した . これは， Deligne-Gonchalovによって構成されていた混合 Tateな

場合のモチーフ的冪単基本群の拡張になっていて，モチーフに対する重要な不変量を構成した本質

的成果である．この成果をまとめた論文は現在投稿中である．さらに，トゥールーズ大学の Toen教

授らとの研究討論により，知見を深めることが出来た．小澤は ,パリ大学 (第 13)の Tilouine教授の研

究グループと Siegel保型形式の合同加群について共同研究を進展させている． Siegel保型形式の肥

田変形や岩澤理論は，今後の数論における最も重要な課題の一つで，その整数論的性質の解明に向

けて小澤らの研究の完成が期待される．   

幾何グループでは，本多は，ピサ高等師範学校の Ambrosio教授とそのグループとともに，測度距

離空間上の Ricci曲率の研究を行い，従来の Riemann多様体とその極限に比べて空間の概念を大幅に

拡大した RCD空間において，収束と Ricci曲率に関する理論を発展させた．これは測度距離空間の分

野で現在起きているブレークスルーの一つであり，本多の関数解析的手法と Ambrosio教授のグルー

プが導入した RCD空間の概念が融合して，大きなフレームでの新たな理論を構築した．本多は教授及

びそのグループと 4編の国際共著論文を発表 (論文 [9]-[12], 他に単著論文・国内共著論文がある )し

，それらの成果を内外の研究集会において多数講演を行った (学会発表  [131]-[140])．その中には

幾何解析において米国で最も権威のある研究会における招待講演 (学会発表 [139])も含まれる．加え

て， Ambrosio教授も本年度に行われる国際数学者会議の基調講演者として，測度距離空間の研究の

最近の発展に関する講演を行うこととなっている．時期と研究パートナーに恵まれ，本事業が推進

した国際共同研究が著しい成果を上げることができた．田中はワシントン大学の Hoffman教授の確率

論グループや近隣のマイクロソフト研究所の Y.Peres氏と国際共同研究を行った． Hoffman教授と議
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論を進めて，離散群上のポテンシャル論における未解決問題である Benjamini-Lyons-Schramm予想に

関する成果を得た . さらに， Peres氏とスタンフォード大学の Alex Zhai氏と共に有限状態マルコフ

連鎖の混合時間について，ワシントン大学の Athreya准教授と SL(2,R)の算術格子による商空間の列

の距離関数の集中現象の共同研究を行って，現在論文執筆中である．これらは，各種の有限群にお

けるアルゴリズムの時間評価と関係が深く応用性が高い結果である．松村は，平成 28年度のパリ大

学 (第６ )の Cao講師の本事業での東北大学への招へいの際の議論をきっかけに , Cao講師 , J.-P. 

Demailly教授 (フーリエ研究所・フランス )とともに , 複素多様体の部分多様体上の連接層のコホモ

ロジー類の拡張問題について国際共同研究を行った (論文 [79]).さらに，派遣先の受入研究者の Ma教

授や Cao講師との議論を行い，小平型の消滅定理の一般化である Fujinoによる予想に関して代数的な

問題を解析的に捉える手法を確立して，２次元の場合に完全解決するなど目覚しい成果を上げた．   

解析グループでは，前川はパリ大学 (第 7)の Gerard-Varet教授やニューヨーク大学の Masmoudi教授

らのグループと流体力学における境界層や特異摂動問題に関連した偏微分方程式の研究を推進し画

期的な成果を上げ，査読有論文 13編（うち，国際共著論文 4編）を出版 (掲載決定済みを含む )した．

特に，両教授との共著論文 (論文 [57])では，非定常 Navier-Stokes方程式の非粘性極限に関する安定

性をこれまで知られていなかった枠組みで正当化した最初の結果であり，当該分野でのブレイクス

ルーを与えたとして高く評価され，トップジャーナルである Duke Math. J.への掲載が決まった．さ

らに，派遣終了後も Gerard-Varet教授と共同研究を継続してこの研究を発展させた共著論文を投稿

中である．また，ダルムシュタッド工科大学の J.Sauer氏との共著論文 (論文 [55])を受賞業績として

平成 30年度 JMSJ論文賞を受賞した．その他に連携研究機関の研究者などと 4編の国際共著論文を投稿

中である．岩渕は，ダルムシュタド工科大学の Hieber教授と関数空間のヘルムホルツ分解や分数べ

きラプラシアンを有する方程式の時間周期解について国際共同研究を行い成果を得た。また , ニュ

ーヨーク大学の Germain教授との国際共同研究では圧縮性ナヴィエーストークス方程式の特殊解の存

在について成果を得た．未解決の予想に繋がる発展を検討している段階で ,その成果が期待される．

正宗はイェーナ大学の Lenz教授のグループと国際共同研究を行い， (拡張された )ディリクレ形式に

関する種々の函数空間に対応したグリーンの公式の理論を構築した (論文 [82])．また , イェーナ大

学から招へいした Schmidt研究員と国際共同研究を行い，多様体の一般化された熱の保存則を調べる

為の基礎理論を構築した (論文執筆中 ). さらに , ビーレフェルト大学の Grigoryan教授のグループ及

び村田實名誉教授 (東京工業大学 )と国際共同研究を行い , L1リュービル性を確率論ならびにポテン

シャル論における概念を用いて理解することに成功した．ビーレフェルト大学の Hinz研究員 (論文

[51])や Lenz教授のグループと密接な関係にあるニューヨーク市立大学の R.Woichowsiki氏 (論文執筆

中 )など複数の国際共同研究を行い目覚しい成果を上げ，国際研究集会における招待講演において発

表した (学会発表 [177]-[180])．  

 

以上のように，若手研究者は本事業の申請時に計画していた研究課題を満足いく形で解決しただ

けでなく，それらを発展させる成果を上げている．その中には，当該分野のブレークスルーやそれ

に匹敵するような研究も含まれる．したがって，本事業は当初の到達目標に対して期待を上回る成

果を得たと自己評価する．  

 

本事業により，若手研究者たちは世界の第一線の研究者と直接議論できる環境において，研究に

集中することができた．研究者として確立する時期に，研究パートナーに恵まれ思う存分研究する

ことで大きな飛躍を得ることができた．そのような機会に恵まれたことに感謝する。  
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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・招へい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 

東北大学においては，事業終了後も本事業で発展させた数学研究の国際ネットワークを活用・発

展させ，派遣・招へいなど，双方向の若手研究者育成事業の継続を既に実施している．本事業の中

核となった理学研究科数学専攻・情報科学研究科数学教室に加えて，材料科学高等研究所数学グル

ープ，経済学研究科，流体科学研究所により，数理科学の分野融合的研究の国際拠点形成を目的と

した数理科学連携研究センターが平成 29 年 4 月に設置された (センター長は担当研究者の小川 )．

同センターは東北大学の研究戦略として国の予算化がされていて， 29 年度は海外研究機関から 9

名 (内 ,これまで 2 回の頭脳循環事業の連携研究機関から 3 名 )を招へいした．さらに，部分的や個

別に若手研究者の派遣に関するプログラムなどの学内や外部資金への申請を行っている。  

本事業における国際共同研究は，担当研究者及び若手研究者の科研費等で継続される．特に， p

進コホモロジーを中心とする数論幾何学の分野では , 主担当研究者の都築は科研費基盤 (A)「 p 進

的手法による数論幾何学の研究」が今年度 (平成 30 年度 )採択され，本事業における台湾大学やパ

リ大学 (第 6, 7, 8, 13)の数論幾何学の研究グループとの国際共同研究が継続される． 

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） 

東北大学理学研究科数学専攻と情報科学研究科数学教室を中心として，研究ネットワークの継続

と拡大のための組織的活動を開始している．前述の平成 29 年度に設置された数理科学連携研究セ

ンターでは，国際研究集会開催や国際共同研究での研究者の派遣・招へいのプロジェクトに対する

支援を行っていている．また，解析グループの担当研究者の小川は連携研究機関のダルムシュタッ

ド工科大学と東北大学の大学間交流協定に理学研究科担当として新たに加わり，同大学に派遣され

た岩渕が副担当として，今後も協力関係を続けていくことになった．小川は前回の頭脳循環時に締

結したピサ高等師範学校との部局間交流協定の主担当でもある．  

海外連携研究機関との研究ネートワークの継続や拡大は本事業の各グループが中心となり推進し

ている。具体的に決まっていることを幾つかあげる．代数グループでは，本事業の連携先に加え

て，博士学生の長期派遣によるベルリン自由大学 (ドイツ )との連携や複数の研究交流を通したレン

ヌ大学 (フランス )との連携などにより国際共同研究を進めている．担当研究者の宗政を中心とする

グループでは組合せ論全般にテーマを拡大して，研究ネットワークの強化をはかっている．平成

30 年 5 月に国際会議「 The Japanese Conference on Combinatorics and its Applications」を仙

台で開催した．さらに，ノボシビルスク大学・ロシア科学アカデミーシベリア支部と共同研究と人

材交流等の連携を進めている．幾何学グループではピサ高等師範学校の Ambrosio 教授のグループ

と国際共同研究を含む連携を引き続き行っていて，若手研究者の本多は平成 30 年 11 月に同教授が

ピサで主催する国際シンポジウム「 Optimal Transportation and Application」での招待公演が決

まっている．解析グループでは，若手研究者の前川はパリ大学 (第 7)の主要連携研究者 Gerard-

Varet 教授と流体現象の数学解析の国際共同研究を本事業終了後も継続していて，前川と同教授は

2019 年 7 月に Leiden 大学（オランダ）で開催予定の大型研究集会 Equadiff 2019 において，流体

数学に関連したセッションを共同で主催する予定である．上述したダルムシュタッド工科大学と

は，担当研究者の小川と高田が Hiber 教授のグループと国際共同研究を継続して推進している．  

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  
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本事業で支援した若手研究者のいずれも非常に優れた成果を上げている．准教授 7 名・助教 1 名

は，学生への教育や優れた研究業績のみでなく，各分野での研究集会の世話人など国内外の研究活

動においても中核を担う人材へと成長している．特に，本多は平成 27 年度の日本数学会賞建部賢

弘賞特別賞及び平成 29 年度文部科学大臣表彰若手科学者賞を，岩渕は平成 29 年度日本数学会賞建

部賢弘賞特別賞を受賞している (前回及び今回の頭脳循環の若手研究者と担当研究者の授賞リスト

を本欄末に掲載 )．前川は，ダルムシュタッド工科大学の J.Sauer 氏との国際共著論文 (論文 [55])

により，卓越した論文の発表による数学への貢献を賞する平成 30 年度 JMSJ 論文賞を受賞した．ま

た，正宗は派遣終了後に北海道大学教授に異動・昇格し，担当研究者として本事業の国際共同研究

を推進した．ポスドクの研究員 1 名は，派遣終了後も先方経費で派遣先において雇用（短期）さ

れ , 国際共同研究を継続した．将来性のある確かな人材として，今後が期待される。  

 本事業の申請時に若手研究者として派遣を予定していた助教 2 名に関して，日本学術振興会海外

特別研究員採用及び九州大学准教授に異動・昇格があり，若手研究者の交代があった．前者の見村

(東北大学 )は連携研究機関であるスイス連邦工科大学ローザンヌ校に海外特別研究員として滞在し

て ,東北大学と同校の連携及び Monod 教授招へいの際には担当研究者の塩谷とともに中心的役割を

果たしている．後者の高田は ,担当研究者として本事業に参画してダルムシュタッド工科大学の

Hieber 教授と国際共同研究を行い , オーベルヴォルバッハ（ドイツ）での招待講演 (学会発表

[150])や日本数学会での特別講演 (学会発表 [153])など顕著な実績を上げている．さらに ,事業終了

後も本事業の国際ネットワークを活用して , 同工科大学との国際共同研究を継続する計画である．   

若手研究者には，本事業で発展させた国際研究ネットワークを活用して , 中核研究者として連携

研究機関のみでなく海外の研究機関との国際共同研究を推進することが期待される。その結果が東

北大学及び協力機関の世界的なプレゼンスの更なる向上に繋がると確信している．   

 

 

○前回頭脳循環及び本事業の担当研究者・若手研究者の平成 27 年度以降の受賞  

1. 本多  正平 (今回若手研究者 ) 平成 27 年度日本数学会賞建部賢弘賞特別賞  

2. 岡部  慎也 (前回若手研究者 ) 平成 27 年度函数方程式論分科会福原賞  

3. 小池  茂昭 (今回担当研究者・前回主担当研究者 ) 平成 28 年度日本数学会解析学賞  

4. 瀬片  純市 (前回若手研究者 ) 平成 28 年度函数方程式論分科会福原賞  

5. 本多  正平 (今回若手研究者 ) 平成 29 年度文部科学大臣表彰若手科学者賞  

6. 岩渕  司  (今回若手研究者 ) 平成 29 年度日本数学会賞建部賢弘賞特別賞  

7. 前川  泰則 (今回若手研究者 ) 平成 30 年度 JMSJ 論文賞  

     受賞対象： Jonas Sauer 氏 (ダルムシュタッド工科大学 )との共著論文 (論文 [55]) 
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資料１ 実施体制 

①  日 本 側 研 究 グ ル ー プ 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  

都築 E

ツ ヅ キ

A A E暢夫 E

ノ ブ オ

 

 

担当研究者  

A E塩谷 E

シ オ ヤ

A A E隆 E

タカシ

 

A E小池 E

コ イ ケ

A A E茂 E

シ ゲ

A A E昭 E

ア キ

 

A E小川 E

オ ガ ワ

A A E卓 E

タ カ

A A E克 E

ヨ シ

 

 

A E小林 E

コバヤシ

A A E真一 E

シンイチ

 

A E宗政 E

ムネマサ

A A E昭弘 E

アキヒロ

 

A E尾畑 E

オ バ タ

A A E伸明 E

ﾉ ﾌ ﾞ ｱ ｷ

 

 

A E石田  政司 E

イ シ ダ  マ サ シ

 

 

A E山崎  隆雄 E

ヤ マ ザ キ  タ カ オ

 

A E千田  雅隆 E

チ ダ  マ サ タ カ

 

A E坂上  貴之 E

サカジョウ タカユキ

 

 

A E正宗  淳 E

マサムネ ジュン

 

 

A E高田  了 E

タ カ ダ  リ ョ ウ

 

 

若手研究者  

A E岩成  勇 E

イワナリ イサム

 

A E岩渕  司 E

イワブチ ツカサ

 

A E小澤  友美 E

オ ザ ワ  ト モ ミ

 

A E島倉  裕樹 E

シ マ ク ラ  ヒ ロ キ

 

A E高田  了 E

タ カ ダ  リ ョ ウ

 

 

A E田中  亮吉 E

タナ カ  リ ョウキ チ

 

A E本多  正平 E

ホン ダ  シ ョウヘ イ

 

A E前川  泰則 E

マエ カワ  ヤスノ リ

 

 

A E松村  慎一 E

マツ ムラ  シンイ チ

 

A E正宗  淳 E

マ サ ム ネ  ジ ュン

 

 

計 21名  

 

東北大学  

 

 

同上  

同上  

同上  

 

九州大学  

東北大学  

同上  

 

同上  

 

同上  

同上  

京都大学  

 

北海道大学  

 

九州大学  

 

 

東北大学  

東北大学  

東北大学  

東北大学  

東北大学  

 

東北大学  

東北大学  

京都大学  

 

東北大学  

東北大学  

 

理学研究科  

 

 

同上  

同上  

同上  

 

数理学研究院  

情報科学研究科  

同上  

 

理学研究科  

 

同上  

同上  

理学研究科  

 

理学研究科  

 

数理学研究院  

 

 

理学研究科  

理学研究科  

理学研究科  

情報科学研究科  

理学研究科  

 

理学研究科  

理学研究科  

理学研究科  

 

理学研究科  

情報科学研究科  

 

 

教授  

 

 

教授  

教授  

教授  

 

教授  

教授  

教授  

 

教授  

 

教授  

助教  

教授  

 

教授  

 

准教授  

 

 

准教授  

准教授  

客員研究員  

准教授  

助教  

 

助教  

准教授  

准教授  

 

准教授  

准教授  

 

 

数論幾何学  

 

 

幾何学  

非 線 形 偏 微 分 方 程 式  

実解析学・応用

解析学  

数 論 幾 何 学 ・ 整 数 論  

代数的組合せ論  

基礎解析学・ス

ペクトル解析  

微分幾何学・微

分位相幾何  

数論幾何学  

数 論 幾 何 学 ・ 整 数 論  

応用数学・数理

流体力学  

幾何学・大域解

析学  

非線形偏微分方

程式  

 

代数幾何学  

非 線 形 偏 微 分 方 程 式  

数 論 幾 何 学 ・ 整 数 論  

代数学  

非線形偏微分方

程式  

幾何学的群論  

リーマン幾何学  

非線形偏微分方

程式  

複素幾何学  

幾何学・大域解

析学  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(H28.4.1追加 ) 

 

 

(H28.4.1追加 ) 

 
(H28.4.1追加 ) 

 

(H28.4.1追加 ) 

 

(H28.10.28若手研

究者から変更 ) 

 

(H28.10.28若手研

究者から変更 ) 

 

 

 

(H28.10.28追加 ) 

 
 

 

 

(H28.10.28担当

研究者に変更 ) 

 
 

 

(H28.4.1 に東北大学

から京都大学へ異動 ) 

 

 

(H28.10.28担当

研究者に変更 ) 
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②  相手側となる海外の研究グループ（海外の連携機関） 

研究機関名  

相手側研究者氏名  

(招へいした研究者は※印を表

示 ) 

職名  

（身分）  
備考  

派遣した  

若手研究者氏名  

 

パリ大学 (第 6， 7, 8, 

13)ジュシュー数学研

究所および数学科  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トゥールーズ大学  

数学科  

 

ニューヨーク大学  

クーラン研究所  

 

 

 

 

ピサ高等師範学校  

ピサ大学数学科  

 

 

 

 

スイス連邦工科大学ロ

ーザンヌ校  

 

 

 

 

 

 

ボン大学  

数学科  

 

ダルムシュタッド工科

大学数学科  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Gerard-Varet(※ ) 

 

Xiaonan Ma 

 

Junyan CAO(※ ) 

 

Jan Nekovar(※ ) 

 

Kahn Bruno(※ ) 

 

Matthew Roy Paddick(※ ) 

 

Abdallah Farid Mokrane(※ ) 

 

Jacques Tilouine 

 

Bertrand Toen 

 

 

Nader Masmoudi 

 

Pierre Germain 

 

Jalal Shatah 

 

Luigi Ambrosio(※ ) 

 

Matteo Novaga 

 

Dario Trevisan(※ ) 

 

Nicolas Monod(※ ) 

 

Sven Raum(※ ) 

 

Yash Lodha(※ ) 

 

Herbert Koch(※ ) 

 

 

Matthias Hieber(※ ) 

 

Reinhard Farwig(※ ) 

 

Patrick Tolksdorf(※ ) 

 

Amru Hussein(※ ) 

 

Martin Saal(※ ) 

 

 

教授  

 

教授  

 

講師  

 

教授  

 

教授  

 

ポスドク研

究員  

教授  

 

教授  

 

教授  

 

 

教授  

 

准教授  

 

教授  

 

教授  

 

准教授  

 

助教  

 

教授  

 

 

講師  

 

ポスドク研

究員  

 

教授  

 

 

教授  

 

教授  

 

研究員 (ポス

ドク ) 

研究員 (ポス

ドク )  

研究員 (ポス

ドク ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(H28.4.1追加 ) 

 

(H28.4.1追加 ) 

 

(H28.4.1追加 ) 

 

(H29.4.1追加 ) 

 

 

 

 

 

 

(H28.10.28追加 ) 

 

(H29.8.30追加 ) 

 

 

 

 

 

(H29.8.30追加 ) 

 

 

 

 

(H29.8.30追加 ) 

 

 

(H29.8.30追加 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(H28.10.28追加 ) 

 

(H28.10.28追加 ) 

 

(H29.8.30追加 ) 

 

 

前川  泰則  

 

松村  慎一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小澤  友美  

 

岩成  勇  

 

 

前川  泰則  

 

岩渕  司  

 

 

 

本多  正平  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩渕  司  
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イェーナ大学  

数学科  

 

 

ビーレフェルト大学  

数学・物理学科  

 

 

 

 

 

 

 

台湾中央研究院  

数学研究所  

 

 

 

 

 

 

 

台湾大学  

数学科  

 

 

 

 

 

 

 

ワシントン大学  

数学科  

 

 

 

 

 

 

 

計 12機関  

 

 

Daniel Lenz 

 

Marcel Schmidt(※ ) 

 

Alexander Grigoryan 

 

Dimitri Volchenkov(※ ) 

 

Philippe Blanchard(※ ) 

 

Michael Hinz(※ ) 

 

 

Ching Hung Lam(※ ) 

 

Xingjun Lin(※ ) 

 

Yeh Yeong-Nan(※ ) 

 

川節  和哉 (※ ) 

 

 

Jeng-Daw Yu(※ ) 

 

Ming-Lun Hsieh(※ ) 

 

Chiun-Chuan Chen(※ ) 

 

Phi-Chi Hung(※ ) 

 

 

Christopher Hoffman 

 

Jayadev Athreya(※ ) 

 

教授  

 

研究員  

 

教授  

 

講師  

 

教授  

 

研究員 (ポス

ドク ) 

 

教授  

 

研究員 (ポス

ドク ) 

教授  

 

研究員 (ポス

ドク ) 

 

准教授  

 

教授  

 

教授  

 

研究員  

 

 

教授  

 

准教授  

 

 

 

 

(H28.4.1追加 ) 

 

 

 

 

 

(H28.4.1追加 ) 

 

(H28.10.28追加 ) 

 

 

 

 

 

 

(H28.1.5追加 ) 

 

(H28.10.28追加 ) 

 

 

 

 

(H28.9教授昇進 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(H29.4.1追加 ) 

 

正宗  淳  

 

 

 

正宗  淳  

 

 

 

 

 

 

 

 

島倉  裕樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中  亮吉  
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資料２ 双方向の人的交流にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

本事業の若手研究者の選抜においては，戦略的に選択した分野で優れた実績を上げていて，最先端

の研究をしている海外の研究グループにおいて，ブレークスルーをもたらすような共同研究が期待で

き，研究者相互のアカデミックな信頼関係を作り出し将来に渡るネットワークの発展となりうること

をその方針とした．  

採択時に決まっていなかったポスドク 1 名の選定に関しては以下の方針で選抜した．  

主・担当研究者は数学全体を見渡し，代数学，幾何学，解析学の過去，現在，未来において本質的に

重要なテーマを見極め，候補となるテーマを選択する．事業計画書段階では代数系のポスドクとして

研究計画が立てられているが，変わる可能性もある．候補者の研究が，本応募事業における重点課題

に沿っているかどうか吟味する．各分野の連携研究グループの中から受入研究者をリストアップす

る．そのうえで，主・担当研究者が推薦し，派遣候補者のそれまでの研究業績，および，将来性を総

合的に判断をして決める．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．  

（２）派遣及び招へいの支援体制の概要 

  （日本側からの派遣者及び連携機関からの招へい者に対して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。） 

本事業は東北大学を代表機関，北海道大学・京都大学・九州大学を協力機関として，東北大学大学  

院理学研究科数学専攻が中心になり運営及び支援業務を行った．主担当研究者の総括のもと，各研  

究グループの担当研究者，本事業の研究支援者及び担当事務職員が，協力機関の担当研究者・事務  

担当職員と連携して派遣及び招へいを支援した．  

 【派遣者に対する支援体制】 

担当研究者は , 派遣者と連携機関の主要連携・受入研究者と密接に連絡を取り，若手研究者の滞在

及び研究の進展状況を把握して指導を行った．教育などの大学業務の支援は，各機関・専攻の協力の

もと業務や日程の調整を行った．また，派遣前に安全面での確認を行い，懸念事項があったときは連

絡を密にした。主担当研究者は，若手研究者全般の状況把握がスムーズに進むように必要な指示を行

った。  

【招へい者に対する支援体制】 

招へい者が若手研究者の場合には，担当研究者が招へい者および連携機関の主要連携研究者と密接

に連絡を取り，招へい者の研究の進展状況を把握して適切な指導を行った．招へい者には研究室を提

供した．インターネットの利用などの研究環境整備のため，本事業の研究支援者，担当研究者や各グ

ループの博士学生によるサポート体制を敷いた．長期の滞在の場合の住居に関しては，担当研究者を

窓口として，大学の担当部署に連絡して支援を受けた．  

（３）若手研究者の海外派遣計画及び研究者の招へい計画の見直し（増減）状況とその

理由 

【派遣計画】 

当初の計画通り 9 名を派遣した．本事業の計画時に若手研究者として派遣を予定していた助教 2 名

のうち 1 名は，日本学術振興会海外特別研究員採用に伴い，本事業開始時に交代した．もう 1 名は派

遣予定前に九州大学准教授に昇格が決まり，担当研究者に変更して本事業に参画した．それぞれの分

野に選抜基準を満たす者がいたため，若手研究者を補充して派遣を行った．  

【招へい計画】 
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申請時に 15 名の招へいを計画していたが，国際共同研究の進展により最終的に 30 名の招へいを行

った．人数が増えた要因としては，担当研究者や若手研究者の派遣による国際共同研究の進展に伴う

招へい (Paddick 氏や Yeong-Nan 氏ら 8 名 )や国際シンポジジウムの講演者としての招へい (Trevisan 氏

や Raum 氏ら 7 名 )が挙げられる．当初計画していた連携研究機関のビーレフェルト大学の主要連携研

究者の Grigoryan 教授は，同氏のもとに派遣した若手研究者の正宗の国際共同研究の進展状況によ

り， Hinz 氏に変更した．これは，同教授との共同研究が派遣中にほぼ終了し， Hinz 氏と開始した共同

研究を遂行するためである．また，当初計画で予定していた招へいが個人的なやむを得ない事情で取

りやめになったケースもあるが，若手研究者の滞在及び実質的な研究パートナーの招へいによる共同

研究の実施で研究計画は予定通り遂行できた． 

（４）若手研究者が果たした役割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、国際共同研究における役割を含め、

将来的に当該研究領域において中核的な役割を担う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。） 

 本事業は，実績が世界的に認められ始めている若手研究者を，世界の最先端を走る研究者が中心と

なって運営する海外研究グループに派遣して，数学的異文化との遭遇と融和によりブレークスルーに

繋がる研究の実施を目的としたものであった．各分野での成果を幾つか述べる．  

 代数学グループでは，島倉は台湾中央研究院数学研究所の Lam 教授との中心電荷 24 の正則頂点作用

素代数の分類問題に関する国際共同研究において当初の予想を超える成果を挙げ ,派遣終了後も新たな

国際共同研究を継続して行っている． Lam 教授のグループとの共同研究や担当研究者の宗政と Yeong-

Nan 教授との研究交流にも貢献して , 台湾中央研究院との国際研究ネットワーク強化に大きな役割を果

たした．岩成は , 派遣先のトゥールーズ大学の Toen 教授と議論を重ねることで新たな着想の萌芽を得

た．代数多様体の有理ホモトピー型のモチーフ構造の研究において , モチーフ的有理ホモトピー型と

いう新しい概念を導入して成果を上げた．世界的第一人者との直接的な対話やパリ大学ジュシュー数

学研究所などでの成果発表の講演により ,次世代のリーダとしての岩成の存在感が増した．客員研究員

(ポスドク )の小澤は ,パリ大学 (第 13)の Tilouine 教授のグループのスタディグループに入り共同研究

を行った．本事業での派遣終了後も派遣先に短期雇用され ,共同研究を継続している．小澤の研究者と

しての将来性が評価されたとともに ,本事業及び東北大学を核とする研究ネットワークの信頼性による

ものと評価している．  

 幾何学グループでは ,田中はワシントン大学の Hoffman 教授の確率論グループと研究交流を行ったと

ともに ,近隣のマイクロソフト研究所の Yuval Peres 氏と群上のランダムウォークについて共同研究を

行い目覚ましい成果を挙げた．東北大学では新たに発足した数理科学連携研究センターは ,内外の研究

機関や企業との連携を進めていて ,マイクロソフト研究所との研究交流は今後の国際的連携の推進にお

いて期待されるものである．本多は ,ピサ高等師範学校の Ambrosio 教授及びそのグループと Ricci 曲

率に関する国際共同研究において ,新たなブレークスルーと言える成果を挙げた． Ambrosio 教授は平成

30 年 8 月の国際数学者会議で基調講演者に選ばれており ,その中で本多との共同研究についても紹介す

ることになっている．本多とピサ高等師範学校のグループは極めて活発に存在感のある研究活動を行

い ,双方向に国際研究ネットワークを発展させた．松村は ,パリ大学 (第 6)の連携研究者 Cao 講師と申請

時の研究を発展させて ,目覚ましい成果を挙げた．平成 29 年 7 月に中国科学院で行われた国際研究集

会「 Symposium in geometry and differential equation Chinese Academy of Sciences」において招

待講演を行い ,本事業の国際研究ネットワークのプレゼンスを高めるとともに拡大に貢献した．  
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 解析グループでは ,前川は派遣先のパリ大学 (第 7)の Gerard-Varet 教授やそのグループ及びニューヨ

ーク大学の Masmoudi 教授と多数の国際共同研究を遂行した．特に ,前川をブリッジとして両主要連携

研究者との国際共同論文も発表している．さらに，平成 31 年 7 月に Leiden 大学（オランダ）で開催

予定の大型研究集会 Equadiff 2019 において，前川と Gerard-Varet 教授は流体数学に関連したセッシ

ョンを共同で主催する予定となっていて，前川は国際的に中核を担う研究者となっている．岩渕は , 

派遣先のダルムシュタッド工科大学の Hieber 教授やニューヨーク大学の Germain 教授と国際共同研究

を実施し , 現在論文を執筆中である．岩渕にとっては，両グループとの研究交流は本事業での滞在が

初めてであり，世代の近い Germain 教授とは本事業を契機としたネットワークをさらに強化していく

ことが期待される．これまでの業績が評価されて，岩渕は平成 29 年度日本数学会賞建部賢弘賞特別賞

をを受賞し，平成 30 年度日本数学会年会にて関数方程式論分科会特別講演を行った．正宗は ,派遣先

のイェーナ大学の主要連携研究者の Lenz 教授のグループや教授のネットワークに連なるニューヨーク

州立大学の R. Woichowsiki 氏と Dirichlet 形式やラプラシアンの本質的自己共役性に関して , また , 

派遣先のビーレフェルト大学の Grigoryan 教授のグループとの国際共同研究を行い ,目覚しい成果をあ

げ国際研究ネットワークの拡大に貢献した．正宗は本事業の期間中 (平成 28 年９月 )に北海道大学教授

に異動・昇格し ,以後は担当研究者として本事業を支えた．イェーナ大学の Schmidt 研究員の長期招へ

いの受入研究者を務め国際共同研究を遂行し ,本事業による国際ワークショップ「 Dirichlet forms 

and their geometry」 (平成 29 年 3 月・東北大学 )を主催した．  

 本事業の若手研究者の活躍は目覚ましく，多くが国際的な中核研究者の位置付けを得て，世界的ト

ップ研究者に近づいている者もいる．本事業の長期派遣は，それぞれの段階において時期を得た機会

をもたらし，若手研究者はその機会を十分に活用したと評価している。 

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支援する枠組みが構築されたか、また本事業による派遣・招へ

いが今後も維持・継続されるか等の観点も含めて記載してください。）  

 東北大学大学院理学研究科数学専攻および情報科学研究科数学教室では，研究者の評価において，

海外での研究実績は重視してきた．海外実績を重視する立場から，これまで 2 回の頭脳循環事業など

若手研究者の派遣や海外からの研究者の招へいによる国際共同研究を推進してきた．各研究者の海外

における実績や経験は，研究活動のみでなく大学院での研究指導としてフィードバックされている．

過去 5 年間の准教授以下の東北大学在籍者及び出身者の日本数学会等における受賞は 11 件あり，若手

人材の育成の面でも評価されている．  

国際共同研究の実績は，数理科学分野での国際拠点形成を目的とする「数理科学連携研究センタ

ー」の発足 (平成 29 年 4 月から予算措置 )に繋がった．今後は同センターと協力して，本事業で発展強

化した国際研究ネットワークを活用して国際共同研究を一層推進していく．
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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） 

流体力学における境界層や特異摂動問題に関連した偏微分方程式の研究を推進する．派遣者は，境

界層の安定性・不安定性解析において世界を牽引するパリ第 7 大学の David Gerard-Varet 教授やニ

ューヨーク大学クーラン研究所の Nader Masmoudi 教授の研究グループと積極的な研究交流を行い，

また，日本側との連携強化に努める．派遣者はパリ及びニューヨーク滞在中に活発に研究活動，発

表講演などを行い，共著論文を複数発表している．特に派遣者は 2017 年 7 月に IHP 研究所で

Masmoudi 教授により主催された研究集会「 Fluids, dispersion and blow-up」において招待講演者

ならびに付随する summer school における lecturer を務めた．また，ダルムシュタッド工科大学の

Jonas Sauer 研究員との共著論文は査読付国際誌 J. Math. Soc. Japan に掲載され， 2018JMSJ 論文

賞を受賞した．  さらに， Gerard-Varet 教授との連携が本事業により強化されており，派遣者と

Gerard-Varet 教授は 2019 年 7 月に Leiden 大学で開催予定の大型研究集会 Equadiff 2019 において

流体数学に関連した Session を共同で主催する予定である．  

（具体的な成果） 

派遣者はパリ第７大学の David Gerard-Varet 教授およびクーラン研究所の Nader Masmoudi 教授

との共著論文「 D.Gerard-Varet,Y.Maekawa,and N.Masmoudi; Gevrey stability of Prandtl 

expansions for 2D Navier-Stokes flows. Accepted by Duke Math. J.」を執筆した．本論文では

非定常 Navier-Stokes 方程式の非粘性極限における凸 shear 型境界層の安定性を Gevrey 指数 3/2 の

関数空間の枠組みで正当化している．これは解析的な正則性よりも真に弱い正則性の仮定の下で

Prandtl 境界層展開を正当化した最初の結果であり，当該分野でのブレイクスルーとして高く評価

され，数学におけるトップクラスの査読付国際誌である Duke Math. J.に受理された．本事業後に

この研究はさらに定常 Navier-Stokes 方程式の非粘性極限問題へと発展し，共著論文「 D.Gerard-

Varet, Y.Maekawa; Sobolev stability of Prandtl expansions for the steady Navier-Stokes 

equations, arXiv:1805.02928.」を投稿中である．また，パリ第 7 大学の Isabelle Gallagher 教授

及び京都大学の檜垣充朗氏と共同研究を行い，高速回転する円柱周りにおける 2 次元流れに現れる

境界層構造を明らかにした．本研究成果は共著論文として査読付国際誌に投稿中である．さらに，

ボルドー大学の Christophe Prange CNRS 研究員及び東京工業大学の三浦英之准教授との共同研究で

は 3 次元半空間における Navier-Stokes 方程式の局所エネルギー有限な suitable weak global 

solution の構成に成功した．これは Seregin 氏により未解決問題として言及された問題を解決する

ものである．本研究成果は 2 編の共著論文として査読付国際誌に投稿中である．クーラン研究所の

Masmoudi 教授及びブリティッシュコロンビア大学の Slim Ibrahim 教授との共同研究で 2 次元定常

Kolmogorov 流周りにおける enhanced dissipation の証明に成功し，共著論文として査読付国際誌

に投稿中である．また，ダルムシュタッド工科大学の Jonas Sauer 氏と執筆した Stokes 方程式の時

間周期解に対する最大正則性定理についての共著論文「 Y.Maekawa and J.Sauer; Maximal 

regularity of the time-periodic Stokes operator on unbounded and bounded domains. 

J.Math.Soc.Japan 69 (2017)1403-1429」は 2018JMSJ 論文賞を受賞した．  

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 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

フランス・パリ大学 (第 7)・ジュシュー数

学研究所・ David Gerard-Varet 教授  

 

85 日  

 

5 日  

     

181 日  

    

271 日  
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米国・ニューヨーク大学・クーラン研究所

・ Nader Masmoudi 教授  

 

34 日  

 

 

      

 

    

34 日  

 

派遣者②：助教             

（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） 

ワシントン大学数学教室の Hoffman 氏と , 離散群上のポテンシャル論について研究を行う .具体的

には , Liouville 性安定性予想解決へのプログラムの一環として , 一般的な (ランダム )な摂動のも

とでの安定性を調べる .また Hoffman 教授を含んだ確率論グループと広く研究交流を行い , 離散群と

確率論の交わる新しい研究の方向を探る .近隣のマイクロソフト研究所の Yuval Peres 氏と群上のラ

ンダムウォークについて共同研究を行った .そのことで当該分野で最先端の成果を挙げている若手研

究者たちとも研究交流を行っていく . 

（具体的な成果） 

(1) Hoffman 氏と議論を行い , 離散群上のポテンシャル論における未解決問題である Benjamini-

Lyons-Schramm 予想 (1997 年 )について , 非 Liouville 群における p-Bernoulli パーコレーションに

ついて一定の成果を得た . つまりある p_0<1 が存在し , 全ての p>p_0 において無限クラスターは確

率 1 で非 Liouville である . これは弱い意味で , 一般的に予想を肯定的に示唆するものである .この

成果を元に , より良い評価を目指して研究を進めている . 

(2) マイクロソフト研究所の Peres 氏とスタンフォード大学の Alex Zhai 氏 (博士課程学生 )と共

に , 有限状態マルコフ連鎖の混合時間について共同研究を行った .これは David Aldous が 1994 年に

提起した問題の１つで , 有限群の元を高速に生成するアルゴリズム (product replacement chain)の

混合時間を求める問題である .Diaconis と Saloff-Coste(1998)や Chung と Graham(1997)によりこの

chain の混合時間の評価が得られていたが , 我々はこの評価を改良する研究を行った . 現在はこれ

ら得られた成果を論文にまとめている段階である . 

(3) ワシントン大学の Jayadev Athreya 准教授と共同研究を行い , SL(2, R)の算術格子による商

空間の列の距離関数の集中現象を , 既存の研究結果を基に調べた (ここで商空間は有限体積だが非コ

ンパクトである ). これにより Teichmuller 測地流 (SL(2, R)の作用から定まるもの )への応用を見込

んでいる . これは現在進行中の研究である . 

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 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

米国・ワシントン大学・数学科・  

Christopher Hoffman 教授  

 

40 日  

 

336 日  

 

 

    

376 日  

 

派遣者③：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） 

 ディリクレ形式の大域解析学の研究が，イェーナ大学の主要連携研究者の Lenz 氏や Schmidt 氏、

ビーフェルト大学の主要連携研究者 Grigoryan 氏らを中心に非常に活発に研究され，大きな成功を

収めている．一方，重要な研究対象であるシュレディンガー作用素や高次元ラプラシアンには現存

するディリクレ形式の理論が適用できない．そこで，本研究では，彼らとの共同研究を進めて，デ

ィリクレ形式理論を深め，さらに，それをより一般化した新たな理論を構築する．具体的には，  

Lenz 氏・ Marcel Schmidt 氏を含むイェーナ大学のチームとディリクレ形式の長時間挙動や，リーマ

ン多様体のシュレディンガー作用素の保存則に関する共同研究を推進した．また，  Grigoryan 氏の
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グループとリーマン多様体のリュービル性や作用素の自己共役拡張の確率論的特徴づけに関する共

同研究を行った．  

（具体的な成果） 

Lenz 教授のグループと国際共同研究を行い，以下に述べる研究成果をあげた．ディリクレ形式なら

びに拡張されたディリクレ形式に関する種々の函数空間に対応したグリーンの公式の理論を構築し

た．それを用いてディリクレ形式の大域的性質である，保存性，再帰性，マルコフ拡張の一意性な

どを特徴づけた．さらに，これらの抽象的な結果を，リーマン多様体，無限グラフ，量子グラフの

場合に詳細に調べた．本研究により，保存性，再帰性，マルコフ拡張の一意性といったディリクレ

形式の重要な大域的性質が，空間の無限遠のある意味の大きと密接に関係することが明らかになっ

た．当該若手研究者の本国際共同研究における役割は研究の総括である．本研究で得られた成果は

国際専門誌， Calculus of Variations and PDEs から発表された．  

 Lenz 教授のグループメンバーである Schmidt 氏と国際共同研究を行い，以下に述べる研究成果を

あげた．多様体上のラプラシアンに対応する「熱の保存則」の概念を，ラプラシアンより一般の作

用素である正のポテンシャルを持つシュレディンガー作用素の場合に一般化した．次に，この一般

化された熱の保存則が成立するための必用十分条件を，シュレディンガー作用素に対応する熱方程

式の解の一意性により特徴づけた．すなわち，新たなカシミンスキー型定理を含む，多様体の一般

化された熱の保存則を調べる為の基礎理論を構築した．当該若手研究者の本国際共同研究における

役割は研究の総括である．本研究の成果は現在論文としてまとめている段階である．  

 Lenz 教授のグループと密接な関係にある R. Woichowsiki 氏（ニューヨーク市立大学）と国際共

同研究を行い，以下に述べる研究成果をあげた．リーマン多様体ならびに無限グラフのラプラシア

ンの本質的自己共役性と L2 リュービル性の間の関係を明らかにした．さらに，これらの結果が最良

であることを示す例を，リーマン多様体と無限グラフの場合に構成した．従来 L2 リュービル性は一

部の専門家の間ではマルコフ性に関連していると予想されていたが，この研究により， L2 リュービ

ル性は予想よりも強い性質である量子完備性と空間の無限遠の振る舞いに密接に関係することが明

らかになった．当該若手研究者の本国際共同研究における役割は上に述べた結果を，リーマン多様

体の場合に示したことにある．本研究の成果は現在論文としてまとめている段階である．  

 以上の研究成果を，イエーナ大学でのセミナーにおいて，また，国際研究集会「 Workshop on 

Spectral Geometry（ 2016 年 1 月 28～ 29 日，ポツダム大学）」における招待講演の中で報告をし

た．  

 海ビーレフェルト大学の主要連携研究者 Grigoryan 教授のグループ，ならびに，村田實氏（東京

工業大学名誉教授）と国際共同研究を行い，以下に述べる研究成果をあげた．リーマン多様体の大

きさに関する新たな概念「 ample」と「 narrow」を提唱した． L1 リュービル性が成立しない為の十

分条件をこれらの概念を用いて得た．このことにより，これまではその意味が不明であった L1 リュ

ービル性を確率論，ならびに，ポテンシャル論における概念を用いて理解することが可能になっ

た．該若手研究者の本国際共同研究における役割は，エンドが球対称である多様体に関する村田の

結果を Grigoryan と協力して一般のエンドに拡張したこと，また，そのポテンシャル論における意

味を明らかにしたことである．以上の研究成果を，国際研究集会「 Heat Kernels and Analysis on 

Manifolds and Fractals（ 2016 年 7 月 11～ 16 日，ビーレフェルト大学）」における招待講演の中

で報告をした．本研究の成果は現在論文としてまとめている段階である．  

 Grigoryan 教授のグループメンバーである，ビーレフェルト大学の連携研究者 Hinz 氏と国際共同

研究を行い，以下に述べる研究成果をあげた．非完備多様体のラプラス作用素，ならびに，その冪
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乗の作用素の自己共役拡張の確率論的特徴づけを行った．この研究により，多様体の特異集合の

（２パラメータ・ブラウン運動に関する）容量が消えることと対応する作用素が本質的自己共役で

あることが同値であることが明らかになった．すなわち，完備多様体のブラウン運動とマルコフ拡

張の一意性に関する古典的な対応と同様な対応が２パラメータ・ブラウン運動と量子完備性の間に

存在することが分かった．当該若手研究者の本国際共同研究における役割は研究の総括である．本

研究で得られた成果は国際専門誌  Mathematical Physics and Computer Simulation から出版され

た．  

 派遣期間を通して積極的な研究活動を行い，当初予定していた以上の国際研究ネットワークの展

開に寄与した．  

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 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ドイツ・イェーナ大学・数学研究所・

Daniel Lenz 教授  
105 日    105 日  

ドイツ・ビーレフェルト大学・数学科・

Alexander Grigoryan 教授  
31 日   164 日   195 日  

 

派遣者④：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） 

Luigi Ambrosio 教授と協力し，測度距離空間上の Ricci 曲率の研究の推進，およびピサ高等師範

学校と東北大学との連携を強化することが目的であった．結果， Ambrosio 教授とその学生である

David Tewodrose 氏， Jacobs. W. Portegies 氏 (アイントホーフェン工科大学 )達とグループを組

み，計 5 本の共著論文（ 4 本はすでに出版済み，残りの 1 本はまもなく公開予定）を執筆した．そ

の成果により，アメリカにおける幾何解析学に関する最も権威のある研究会の 1 つ「 The Southern 

California Geometric Analysis Seminar」の第 25 回で招待講演を行い，国内では平成 29 年度文部

科学大臣表彰若手科学者賞を受賞した．また，東北大学への Ambrosio 教授の招聘と同時に国際研究

集会「 Metric and Measures」を開催し，国際交流および連携の強化を行った． Ambrosio 教授自身

も本年度の国際数学者会議の基調講演者として，測度距離空間の研究の最近の発展に関する講演を

行うこととなっており，本プロジェクトで推進していたテーマが世界的に非常に注目される時期と

バッチリ重なった最高のタイミングとなった．  

（具体的な成果） 

派遣者は本プロジェクトによって次の 6 本の論文（うち（ 6）を除いた 5 本が Ambrosio 教授との

共同研究）を執筆した． (1)（論文１） Gigli-Mondino-Savare が導入した測度付き距離空間の収

束， pmG 収束，に関して， Sobolev 関数， BV 関数， Hessian および Ricci 曲率の安定性を示した．そ

の応用として p-Laplacian と等周定数の関係や，新しい球面定理を導いた．（ 2）（論文 2）測度付

き Gromov-Hausdorff 収束に関して，熱核が連続に振舞うことを示した．その応用として， Weyl の

漸近公式が成り立つための必要十分条件を与えた．これによってコンパクト RCD 空間全てにおいて

Weyl の漸近公式が成り立つであろうと予想することができた．（ 3）（論文 3）測度付き Gromov-

Hausdorff 収束に関する局所スペクトル収束が成り立つための必要十分条件を与えた．これまです

でに出版されているいくつかの論文では「局所スペクトル収束は常に成り立つ」と述べられていた

が，それは誤りであることを反例を挙げて示した．よってその必要十分条件は意味を持つ．また，

それを用いて， Alexandrov 空間上の調和関数に関する Petrunin の問いに肯定的な答えをより強い
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形で与えた．（ 4）（論文 4） Finsler 多様体を典型例として含む測度付き距離空間列の pmG 収束に

関して， Krasnoselski スペクトラムのスペクトル収束を示した．これは Finsler 多様体のような非

線形な空間上の非線形 Laplacian の高次のスペクトラムの研究に Lusternik-Schnirelmann カテゴリ

ーの研究が有効であることを示した初めての論文ともいえる．（ 5）現在最終調整中の論文「 L. 

Ambrosio, S. Honda, J. W. Portegies and D. Tewodrose, Embedding of RCD*(K, N) spaces in 

L2 via eigenfunctions」（約 50 ページ）において，測度距離空間の熱核による L2 空間への埋め込

み，およびそれによる Riemann 計量の引き戻しの収束について研究した．これによって熱核は

Riemann 計量を復元することがわかった．（ 6）（論文 6） Riemann 多様体の極限空間上で向き付け

の概念を定義し，測度付き Gromov-Hausdorff 収束およびカレントとの関係を研究した．主結果は

「向き付け可能性は非崩壊 Gromov-Hausdorff 収束で保たれる」というもので，その系として

「 Riemann 多様体の極限であるが，向き付け可能なものでは近似できない空間が存在する」ことを

示した．これは Colding-Naber の仕事を向き付け込みで考えると，障害があることを示している．  

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 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

イタリア・ピサ高等師範学校・数学科・

Luigi Ambrosio 教授  

  326 日   326 日  

 

派遣者⑤：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） 

導来代数幾何学を通して , 高次圏における Galois-淡中双対理論やその応用 , それに関連する導

来代数幾何学の基礎研究を行う .モチーフをはじめとする代数幾何への応用 , ホモトピー論への応用

や , 変形量子化などを用いて量子不変量への応用を目指している . トゥールーズ大学の主要連携研

究者の Toen 教授や当該研究所に所属する研究者と変形量子化やモジュライについて議論をした . そ

れにより滞在中の研究に対して , 新しい知見を得ることが出来た . 

（具体的な成果） 

代数多様体の有理ホモトピー型のモチーフ構造（非アーベルなモチーフ）・モチーフ的有理ホモ

トピー型の研究を行った .  D. Quillen と D. Sullivan によって創始された有理ホモトピー論は位

相空間のトーションを除くホモトピー型を記述するホモトピー不変量であり , 代数多様体の場合は

代数構造由来の構造が備わる . 例えば J.Morgan や R.Hain の研究では , 代数多様体の場合には有理

ホモトピー型にホッジ構造が備わることが明らかにされている . 当該研究者は一般の代数多様体の

モチーフ的ホモトピー型という不変量を構成した .Deligne-Gonchalov によって構成されていた混合

Tate な場合のモチーフ的（冪単）基本群の拡張にもなっていることを示した．より標語的にいえ

ば , Grothendieck が「収穫とまいた種と」で夢想したモチーフ的ホモトピー型という概念と同じ振

る舞いをするものを , 有理ホモトピー論における Sullivan のアイデアをモチーフレベルで導入する

ことで構成した . 具体的には , 次のような特筆すべき特徴をもつ理論である .(1) モチーフ的有理ホ

モトピー型は , Voevodsky モチーフの∞圏の可換代数対象（正確には E 無限代数対象）として定義

される .(2)その特異（ Betti)実現関手をとると , 下部位相空間の有理ホモトピー型に対応する

Sullivan の微分次数付（ＤＧ）代数があらわれる . (3)その実現としてあらわれる Sullivan のＤＧ

代数にはモチーフ的ガロア群が作用し , その作用から（冪単完備化）基本群（高次ホモトピー群）

へのモチーフ的ガロア群の作用が定まる .(4) Sullivan モデルを用いた有理ホモトピー群の表示に

アイデアを得て , 基点付き代数多様体に対して cotangent モチーフという新しい不変量を導入した . 



様式１【公表】                                   (資料２) 
 

22 

これは , Voevodsky モチーフの三角圏の対象として定義され , (特異ホモロジーについての）実現関

手で有理ホモトピー群（のベクトル空間の双対）に落ちるものである  (後半は証明した定理であ

る ). つまり , これは "有理ホモトピー群のモチーフ "といってよい不変量である .(5) いわゆる

Sullivan 極小モデルという概念がある . このアイデアを私の話に導入し , いくつか基本的な代数多

様体に対して cotanegnt モチーフの（例：射影空間等）明示的表示を得た . これらの研究の過程で

は当該研究者がいままで当該研究者が研究していた高次淡中圏の理論やその基礎理論が有効に（予

想外に）応用された . 当該研究者（単著）のホームページやプレプリントサーバー arXiv で公開し

ている .また , 圏のモジュライに関してもかなりの時間をかけて研究した . そのテーマについては

Toen 氏らと議論も重ねたが将来的な目標として残っている . 

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 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

フランス・トゥールーズ大学・数学研究所・

Bertrand Toen教授 

 

 

 

180 日  

     

146 日  

    

326 日  

 

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） 

代数的組合せ論を用いた中心電荷 24 の正則頂点作用素代数の分類問題の研究を推進する．分類問

題の解決には構成と一意性の証明の両方が必要である．構成は受入研究者を招聘した際の共同研究

等によって，派遣時点では解決されていた．したがって，今回の派遣中の国際共同研究では一意性

の証明を中心に研究を行う．特に，頂点作用素代数の問題を派遣者の専門である有限群論と代数的

組合せ論の問題に帰着させて，解決を図る．また，構成は個別の手法によって解決されたため，よ

り深い理解のために，統一的な手法による別証明を与える．その際には派遣者が得意とする代数的

組合せ論及び二次形式の理論を頂点作用素代数に応用する．  

（具体的な成果） 

派遣者と受入研究者との研究討論を通じて，リーチ格子とその自己同型群を用いた一意性の証明

方法を思いつくことが出来た．この手法を用いて，新たに 5 個の場合の一意性を証明し，国際共著

論文としてまとめ，学術誌に投稿した．証明を完成させる際に，ソフトウェアを用いた組合せ論の

研究が必要となったため，受入研究者の助言の下で，派遣者は新たに数学ソフトウェアを用いた研

究能力を身につけた．  

リーチ格子を用いた手法が適用できない他の場合についても，派遣者と受入研究者で研究討論を

行った．その結果，作用素環論と圏論を頂点作用素代数に応用し，一意性の証明を行う手法を思い

ついた．この手法を用いて，新たに 6 個の場合の一意性の証明し，国際共著論文としてまとめ，学

術誌に投稿した．これらの成果と先行研究や他の研究者の成果を合わせることで，一意性の証明は

71 個のうち 70 個が完成した．これより，当初の目的は概ね達成されたことになる．最後の一つの

場合は 30 年以上未解決な有名な予想であり，今後の研究課題である．これら一連の研究成果を含め

た中心電荷 24 の正則頂点作用素代数の分類問題に関する概説論文は台湾中央研究院の数学研究所の

機関誌に受理されている．  

また，中心電荷 24 の正則頂点作用素代数の統一的な構成法を二つの視点から研究した．一つはカ

ンザス州立大学の Hoehn 氏の提案を我々の独自の解釈で正当化する方法である．具体的には， 71 個

の正則頂点作用素代数を 12 個のグループに分けて，各グループで二次形式の理論と格子の理論を用

いた統一的な構成法を与えるという手法である．派遣者と受入研究者は 4 つのグループに対する正
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当化を与えた．この成果をまとめた国際共著論文は中央研究院の数学研究所の機関誌から出版され

た．  

もう一つはリーチ格子頂点作用素代数を基点として，全ての中心電荷 24 の正則頂点作用素代数を

巡回軌道体構成法によって構成する方法である．この方法は一意性の研究で用いた研究手法の拡張

となっており，今回の滞在で得た新しい研究テーマである．派遣終了後も派遣者と受入研究者が連

絡を取り合いながら研究を進めている．  

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 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

台湾・中央研究院・数学研究所・ Ching 

Hung Lam 教授  

 

 

 

149 日  

 

161 日  

    

310 日  

 

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） 

松村は代数幾何で自然に現れるコホモロジーやその小平型の消滅定理を複素幾何・解析の側面か

ら研究した . 平成 29 年度にはフランス・パリのパリ第 6 大学のジュシュー数学研究所に滞在し , 連

携研究者の Xiaonan Ma 氏 , Junyan Cao 氏と議論しながら研究を推し進めた . Xiaonan Ma 氏は微分

幾何の大家である . Bergman 核やその漸近挙動の視点から研究に参画して頂いた . Junyan Cao 氏は

複素解析的な手法やその代数幾何への応用を研究しており , この分野をリードする専門家のひとり

である . 代数幾何に動機づけられた大問題 (例えばアバンダンス予想や飯高の加法性予想など )の研

究のために , 曲率や正値性の視点から正則切断の拡張問題や随伴束の順像などの研究に参画して頂

いた . また , 切断の拡張問題に関連する消滅定理や核関数の漸近展開を用いたケーラー幾何への応

用にも取り組んで頂いた .  

松村は , 複素幾何・解析の世界的拠点であるパリに滞在する利点を生かし , 滞在中は関連分野の

セミナーや研究集会にも積極的に参加し情報収集を行うことで , 当該分野の日仏間の連携を強化し

た . 

（具体的な成果） 

平成 28 年度のパリ大学の Junyan Cao 氏の招聘の際の議論をきっかけに , 松村は Junyan Cao 氏 , 

Jean-Pierre Demailly 氏 (フーリエ研究所・フランス )とともに , 代数幾何に現れる連接層係数のコ

ホモロジーや正則切断・コホモロジー類の部分多様体からの拡張問題について研究をはじめた . そ

の結果として , 従来の理論を被約とは限らない部分多様体に一般し , 最良と思われる曲率条件を与

えた . この成果は国際共著論文として査読付き論文誌に掲載された .  

松村は平成 29 年度にパリに滞在し , 連携研究者の Xiaonan Ma 氏 , Junyan Cao 氏と議論しながら

研究を推し進めた . また , 関連分野のセミナーや研究集会にも積極的に参加し情報収集を行い , 当

該分野の日仏間の連携を強化した . パリは西ヨーロッパの学問的な中心地なのでフランス以外の様

々なヨーロッパの研究者とも交流し国際的な連携を強化することができた .  

その成果として , 代数幾何に現れる対数的標準特異点の解析的側面を研究し , 代数幾何的な単射

性定理 (消滅定理の一般化 )を解析的な状況に一般化し , Fujino による予想を２次元の場合に完全解

決した . 具体的には , 純対数端末特異点に対する単射性定理の解析理論を確立した . 代数的な証明

は混合 Hodge 理論に依るが , 解析的な証明は調和積分論や L2 理論に依る . この研究を推し進めるこ

とで , Hodge 理論の解析的側面に対する理解が進むことが期待できる . この成果は査読付論文誌へ

の掲載が決定した . 
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また , Cao 氏との議論を経て , 近年解決された Yau による正則断面曲率と有理連結性についての

問題を自然に一般化する形で , 非負正則断面曲率を持つ多様体の構造についての予想を得た . この

予想の解決を目指し , 極小モデル理論の仮定の下で , 非負正則断面曲率を持つ多様体に対する最大

有理連結射の像の数値的小平次元が零となることを示した . その応用として , 非負正則断面曲率を

持つ線織曲面の基がトーラスになることを示した . この成果は論文として纏め投稿した .  

さらに , Cao 氏と共同で反標準束の正値性と多様体の有理連結性について研究し , Fano 多様体の

有理連結性に関する結果の一般化を試みた . その成果として , 小平次元と最大有理連結射のファイ

バー次元に関する Hacon-Mckernan 予想を数値的小平次元まで一般化し解決した . この成果は投稿準

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 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

フランス・パリ大学 (第 6)・ジュシュー数

学研究所・  Xiaonan MA 教授  

 

 

 

 

 

325 日  

    

325 日  

 

派遣者⑨：客員研究員          

（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） 

 保型形式の合同と，その数論的な応用に関する研究を推進する．保型形式の合同はそれ自体興味

深い現象であるだけでなく，岩澤理論に重要な応用がある．受入研究者の Tilouine 教授は，保型形

式・岩澤理論にまたがる分野で，広く世界の研究をリードしている数学者の一人である．派遣先の

研究グループに参加し， Tilouine 教授およびその周辺の研究者と積極的に研究交流をする．保型形

式の合同を通じた岩澤主予想の研究を進めるとともに，保型形式の持ち上げや  Langlands 関手性な

ど現代数論の中心的な課題と保型形式の合同の関連に，研究領域を拡げることを目指す．また，数

論幾何・保型形式の研究者が多く集まるパリに滞在する利点を生かし，関連分野のセミナー・研究

集会に積極的に参加して情報収集，研究ネットワーク構築に努める．  

（具体的な成果） 

派遣者は  Tilouine 教授のもとで，保型形式の間の合同を分類する合同加群の定式化について，

Hecke 環を用いる方法，保型形式に伴う Galois 表現を用いる方法，モジュラー多様体のコホモロジ

ー群を用いる方法など多角的に議論した．これらの定式化の長所・短所や相互の関係を踏まえた上

で，岩澤主予想に現れる代数的対象（セルマー群）と解析的対象（ p 進 L 関数）をそれぞれ合同加

群と結びつける方法について議論した．特に， Eisenstein 級数と尖点形式の間の合同を通じて p 進

L 関数の数論的な意味を理解することに重きを置いて研究に取り組み，次数 2 の Klingen 

Eisenstein 級数と Siegel 尖点形式の間の合同を司る合同加群の決定に関して方針を見出した．こ

の研究は現在も継続中で，成果を論文に纏めて学術誌に投稿することを目指している．  

 本研究では Hecke 環を用いた合同加群の定義を採用している．一方で，モジュラー多様体のコホ

モロジー群を用いた合同加群の定義は，保型形式の Petersson 内積や周期と保型形式の合同の関連

が見やすい利点があるものの，モジュラー多様体の次元が大きくなるとコホモロジー群の解析（消

滅や捻れ部分群など）が非常に困難になる．合同加群をコホモロジー群の解析に応用する研究が，

将来的な課題として残っている．  

 保型形式の間の持ち上げと合同加群の関連について， Tilouine 教授および周辺の若手研究者と共

に議論を重ねた．小さな代数群の保型形式を大きな代数群の保型形式に持ち上げる操作に関して，

Langlands 関手性を仮定した上で，保型形式の持ち上げとそうでない保型形式の間の合同加群が，
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保型形式に伴う Galois 表現の像にどのように現れるべきか，予想される事柄を一般の枠組みで議論

した．今後は具体的な保型形式のリフトについて個別に予想を検証することが課題となる．  

 その他，パリ 13 大学の数論幾何・モチーフセミナーを筆頭に，関連分野のセミナーに定期的に出

席して参加者と議論し，研究交流の推進に努めた．  

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 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

フランス・パリ大学 (第 13)数学科・

Jacques Tilouine 教授  

 

 

 

 

 

324 日  

    

324 日  

 

派遣者⑩：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） 

実解析学と関数空間論を基に流体力学や非線形光学に関連する非線形偏微分方程式の研究を推進

した．領域上の関数空間論の整備と非圧縮性ナヴィエ -ストークス方程式への応用を視野に入れてダ

ルムシュタッド工科大学の主要連携研究者 Hieber 教授のもとに滞在した．圧縮性ナヴィエ -ストー

クス方程式の研究を行うため，ニューヨーク大学クーラン研究所の Germain 教授を訪れ共同研究を

行った． Germain 教授は分散型方程式および Navier-Stokes 方程式に関して非常に活発に研究を行

っている若手研究者であり，同グループと国際研究交流を行った．  

（具体的な成果） 

Hieber 教授との国際共同研究では，関数空間のヘルムホルツ分解について，および分数べきラプ

ラシアンを有する方程式の時間周期解について議論した．関数空間論については領域の形状に応じ

て様々な未解決問題があり，今後も議論を継続する必要がある．分数べきラプラシアンを有する方

程式の時間周期解については一定の結果を得ることができたがより深い結果を得るために議論を継

続している．加えてダルムシュタット工科大学のグループではナヴィエ -ストークス方程式をより一

般的な枠組みで扱う研究が盛んに行われており，特にリプシッツ領域における研究でストークス方

程式の可解性や解の勾配に対する臨界の評価式について新しい知見を得ることができた．  

 Germain 教授との国際共同研究では主に圧縮性ナヴィエーストークス方程式の特殊解の存在につ

いて議論した．非圧縮性ナヴィエーストークス方程式については結果が数多くあるが圧縮性の場合

には結果がそれど多くはない．特に自己相似性や対称性を課した場合について考察して一定の結果

を得ることができた．それらの解は数値計算やエネルギークラスという観点でみると不安定である

ことが推測され興味深い結果であると考えている．加えて真空の場合を許した圧縮性ナヴィエ -スト

ークス方程式の解の存在についても議論した．真空を考慮すると方程式が退化してしまうため放物

型方程式の理論を適用できない．そのために安定的に解を得ることが困難となり広いクラス，すな

わち弱解の枠組みで考える必要があるがその問題の難しさからほとんど結果は知られていないが我

々は特殊解を見出すことを目指して議論し現在も進行中である．  

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 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ドイツ・ダルムシュタッド工科大学・数学科

・ Matthias Hieber教授  

 

 

 

104 日  

     

 

    

104 日  

米国・ニューヨーク大学・クーラン研究所・

Pierre Germain教授 

 

 

 

28 日  

     

178 日  

    

206 日  
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（６）研究者の受入実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※招へい者毎に作成すること。 

招へい者①：教授     

（当該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） 

Hieber 教授は，非線型解析の函数解析的な研究における世界の第一人者である．回転流体にまつ

わる圧縮性・非圧縮性粘性流体に対する非線型解析の函数解析的な研究の推進とその概要のサーベ

イを依頼した．また副次的な活動として液晶モデルに対する熱力学的な考察について担当研究者の

小川と最新の成果を交えて研究打ち合わせを行った．この結果，最大正則性を用いた函数解析的な

アプローチの流体問題への有効性と適用範囲の拡大を含む有意義な議論を行った．  

（具体的な成果） 

 担当研究者の小川および高田と研究打ち合わせを実施し，高田の 27 年度および 29 年度の派遣の

ための研究打ち合わせをした．特に，共同で流体とその極限問題の数理に対する共同研究の下地を

確立した．この結果は国際共著論文としてまとめられ，現在投稿中である． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ダルムシュタッド工科大学・数学科・ド

イツ・小川卓克教授 (東北大学 ) 

  

5 日  

 

 

     

5 日  

 

 招へい者②：教授     

（当該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） 

 Ching Hung Lam 教授には組合せ論的手法を用いた頂点作用素代数の研究推進の主軸となってもら

う．符号理論，格子理論などの代数的組合せ論を用いた頂点作用素代数の研究に多くの実績がある

だけでなく，代数的組合せ論への数多くの問題を提供して，研究分野を大いに盛り上げてきた．本

事業においては，連続講演を行ってもらい，それを基にして，代数的組合せ論と頂点作用素代数に

関する具体的な研究テーマについて研究討論を行った．また，中心電荷  24 の正則頂点作用素代数

の分類問題への解決に向けた共同研究を島倉 (派遣者⑦ )及び関係研究者と推進した．  

（具体的な成果） 

 Ching Hung Lam 教授は島倉と中心電荷  24 の正則頂点作用素代数の分類問題に関する共同研究を

行った．滞在中の研究討論を通じて，一意性を証明するための新しいアプローチを見つけた．この

アプローチは，一意性が未解決である  42 個のうち , 13 個に対する証明の出発点を見つけたことに

なる．今後も島倉の派遣を通じて，共同研究を進めていくことになった．また，連続講演を行って

もらい，代数的組合せ論の研究者への問題の提起を行ってもらった．特に符号理論に関する問題に

対して，本学研究者と研究討論を行い，いくつかの疑問が解消された．滞在中に，連続講演

「 Vertex Operator Algebras, Lattice and their Automorphism Groups」を行い，それをもとにレ

クチャーノートを作成した．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

台湾中央研究院・数学研究所・台湾・島

倉裕樹准教授 (東北大学 ) 

  

15 日  

      

15 日  
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 招へい者③：教授    

（当該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） 

Chen 氏は反応拡散系の研究において , 世界的な第一人者である．台湾大学と東北大学数学教室と

の研究交流を促進するため，国際ワークショップを開催して国内関連研究者らとの研究交流や若手

研究者らとの交流を推進する．  

27 年度は 3 月に開催した反応拡散系の国際ワークショップ「仙臺応用数学研究集会」に招待講演

を実施した． 28 年度は， 1 月に開催する偏微分方程式の国際ワークショップ Mathematical 

Analysis on Nonlinear PDEs において招待講演を行った．これらを通じて，国際交流拠点形成を強

化を推進した . 

（具体的な成果） 

27 年度の招へいにおいて，国際ワークショップによる講演と非線形偏微分方程式，とくに，反応

拡散系に関する研究交流を実施し，東北大学と台湾大学双方のの研究グループの交流に対する準備

を行った． 28 年度の招へいにおいて， Chen 氏は国際ワークショップにおいて ,「 Uniqueness of 

positive solution to a coupled cooperative variational elliptic system on an interval」と

いうタイトルで，反応拡散系の最近の研究の講演を行った．さらに，参加した研究者と研究交流を

行い，東北大学と台湾大学の両グループ間の交流強化を促進した．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

台湾大学・数学科・台湾  

小川卓克教授 (東北大学 ) 

 

6 日  

 

5 日  

   

 

    

11 日  

 

 招へい者④：准教授    

（当該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） 

 Yu 准教授は，数論幾何におけるコホモロジーとその代数幾何や整数論への応用をテーマとしてい

る． Yu 准教授の導入した de Rham ホモロジーの非正則 Hodge フィルトレーションは，代数多様体上

の非正則接続の研究において重要な役割を果たすことが期待され，主担当研究者の研究対象である

正標数代数多様体のリジッドコホモロジーにおける非正則 Hodge フィルトレーションの解釈に関し

て国際共同研究を進めた．  

27 年度の招へいでは，国際ワークショップ Sendai International Conference on Arithmetic 

Geometry in 2016 において氏のこれまでの成果の研究発表し，参加者と研究交流した． 28 年度の招

へいでは，  de Rham ホモロジーの非正則 Hodge フィルトレーションに関する連続講演を行った． 29

年度の招へいでは，主担当研究者と正標数代数多様体の rigid コホモロジーとその持ち上げの de 

Rham コホモロジーの比較を利用して，非正則 Hodge フィルトレーションと Frobenius スロープに関

する共同研究を推進した．正標数代数多様体のリジッドコホモロジーと比較することで，このフィ

ルトレーションの性質を考察する．さらに，本事業で主催する研究集会 Fukuoka International 

Conference on Arithmetic Geometry 2017 その他において de Rham ホモロジーの非正則 Hodge フィ

ルトレーションに関する講演を行った．  

（具体的な成果） 

27 年度の招へいにおいて， Yu 准教授は，国際ワークショップ「 Sendai International 

Conference on Arithmetic Geometry in 2016」において，最近の成果を含めて「 Spectral 

sequence in the degeneration of irregular Hodge filtrations」のタイトルで de Rham コホモロ
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ジーの非正則 Hodge フィルトレーションについて講演をした．都築と Yu 准教授は，数論的な状況に

おける非正則 Hodge フィルトレーション，特に，リジッドコホモロジーにおける非正則 Hodge フィ

ルトレーションについて，今後の研究方針を検討して，研究計画打ち合わせを行った．  

28 年度の招へいにおいては， Yu 氏は「 A glance of irregular Hodge filtration」というタイト

ルで， irregular Hodge filtration の基本およびその現状について連続講演を行った．この講演の

内容をも基にしたレクチャーノートを作成した． Irrgular Hodge filtration の数論幾何学的な応

用に関して，今後の問題を Yu 氏と担当研究者の都築で議論した．  

29 年度の招へいにおいては， Yu 氏は九州大学西新プラザで行われた Fukuoka International 

Conference on Arithmetic Geometry 2017 にて de Rham ホモロジーの非正則 Hodge フィルトレーシ

ョンに関する講演を行うと共に国内外の参加者と意見交換を行った．さらに，主担当研究者の都築

と p 進体上の場合に非正則 Hodge フィルトレーションから定まる Hodge 凸体と Frobenius 構造から

定まる Newton 凸体の比較に関する研究を行い， Foureir 変換を起源とする局所系のユニットルート

部分についての結果を得た．また，超幾何関数に伴うキィオク処刑に関しても考察を行った．これ

らの結果の共著論文作成の準備を進めている．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

台湾大学・数学科・台湾  

都築暢夫教授 (東北大学 ) 

 

8 日  

 

12 日  

   

11 日  

    

31 日  

 

 招へい者⑤：准教授    

（当該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） 

 Hsieh 准教授は保型表現の岩澤理論の専門家である．近年 Skinner-Urban らの楕円曲線の岩澤主

予想の解決など， Mazur-Wiles の手法を一般の保型表現に拡張することがこの分野の主流となって

いる． Hsieh 准教授は Urban 氏のもとでこの手法を学んだこの分野の第一人者である． Hsieh 准教授

は最近とくに反円分拡大の岩澤理論に力をいれており，やはりこの分野の専門家である担当研究者

の千田とも共同研究をおこなっている．担当研究者の小林も最近 Hsieh 准教授と Castella 准教授に

よる結果を非通常素点の場合に一般化するという研究を行っており， Hsieh 准教授を招聘すること

でさらなる交流の深まりが期待できる．   

 27 年度の招へいでは，保型表現の p 進 L 関数をテーマとした連続講演を行い，その内容をもとに

レクチャーノートを作成した． 28 年度の招へいでは， Hsieh 氏には岩澤理論に関連する研究集会で

講演を行うと共に担当研究者の千田と p 進 L 関数と代数的サイクルの関係を与える p 進 Gross-

Zagier 公式，及びそれらの結果の Bloch-加藤予想への応用についての国際共同研究を進める． 29

年度の招へいでは， Hsieh 氏には研究集会などで岩澤理論に関する講演を行ってもらうと共に，昨

年度に引き続き担当研究者の千田と p 進 L 関数の特殊値と特別な代数的サイクルの p 進 Abel-

Jacobi 写像の下での像を結びつける p 進 Gross-Zagier 公式についての国際共同研究を行った．  

（具体的な成果） 

27 年度の招へいにおいては， Hsieh 准教授には保型表現の p 進 L 関数に関して，９０分のレクチ

ャーを計８回行ってもらった．またこの内容を 2 分冊のレクチャーノート「 Lectures on the 

construction of p-adic L-functions via period integrals of automorphic forms I, II」とい

う形にまとめて出版した . このレクチャーノートはこの分野を基礎から最先端の研究まで導いてく

れる大変貴重なものである．小林氏は， Hsieh 准教授と Castella 准教授による結果の非通常素点の
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場合への一般化で得られた新しいアイデアについて議論し，知識を共有しあうことで，同じアイデ

アで取り組めるであろう新しい問題を提起しあった．  

 28 年度の招へいにおいては， Hsieh 氏は京都府美山町で行なわれた研究集会「保型 L 函数の特殊

値と付随する p 進 L 函数  」において保型形式の三重積 p 進 L 関数に構成について講演を行ない，参

加していた岩澤理論に関係する日本の研究者と意見交換を行なった．さらに千田と Hsieh 氏は保型

形式の三重積 p 進 L 関数に対する p 進 Gross-Zagier 公式についての研究打合せを行ない，志村曲線

の三重直積の Chow 群からの p 進 Abel-Jacobi 写像について，特に log rigid syntomic コホモロジ

ーを用いた計算法について新しい知見を得ることが出来た．また Hsieh 氏の構成した三重積 p 進 L

関数の分解を用いた楕円曲線上の点の構成法についても議論を行ない，近年 Bertolini-Darmon-

Prasanna らによって考案された Chow-Heegner 点の構成の一般化についての研究も進展させること

が出来た．この他，一般化された Heegner サイクルの構成法の総実代数体の場合への拡張について

も考察を行ない， Hsieh 氏が以前構成した総実代数体上の Rankin-Selberg p 進 L 関数の特殊値との

関連付けるための研究の基礎付けを行なった．  

 29 年度の招へいでは， Hsieh 氏は九州大学西新プラザで行われた Fukuoka International 

Conference on Arithmetic Geometry 2017 にて三重積 p 進 L 関数の構成についての講演を行うと共

に国内外の参加者と意見交換を行った．さらに担当研究者の千田と総実代数体上の志村曲線の CM 点

を用いた反円分的 p 進 L 関数の構成についての研究及び p 進 Gross-Zagier 公式の研究を行った．そ

の結果，志村曲線上の久賀 -佐藤多様体と CM アーベル多様体の直積上に一般化 Heenger サイクルを

構成し，そのサイクルの p 進 Abel-Jacobi 写像の下での像が反円分的 p 進 L 関数の特殊値と結びつ

くことを証明することに成功した．これは Bertolini-Darmon-Prasanna による研究の総実代数体の

場合への一般化と考えることが出来る．この研究成果を纏めた共著論文を現在執筆中である．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

台湾大学・数学科・台湾・都築暢夫教授

(東北大学 )/千田雅隆助教 (東北大学 )/小

林真一教授 (九州大学 ) 

 

28 日  

 

31 日  

   

26 日  

    

85 日  

 

 招へい者⑥：研究員 (ポスドク )     

（当該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） 

 Lin 氏は頂点作用素代数の研究において世界的に有名な  C. Dong 教授の下で学位取得後 1 年半の

若手研究者である． Lin 氏の研究テーマの一つである頂点作用素代数のユニタリ性の視点から「中

心電荷 24 の正則頂点作用素代数の分類」の研究に参画した．具体的には，構成済みの中心電荷 24

の正則頂点作用素代数のユニタリ性の証明，そしてユニタリ性の仮定の下での中心電荷 24 の頂点作

用素代数構造の一意性の証明に取り組んだ．  

（具体的な成果） 

Lin 氏には組合せ論セミナーにおいて「 On the unitary structures of vertex operator 

algebras」という題目で最新の研究成果について講演をしてもらい，その成果の応用についてセミ

ナー参加者と研究討論を行った．特に， Lam 教授と島倉 (派遣者⑦ )との研究討論において， Lin は

ムーンシャイン頂点作用素代数の  Z3 軌道体構成法における自己同型群とユニタリ性に関しての問

題点を解決に導く助言をし，共同研究を飛躍的に進展させた．さらに， Lam 教授 , 島倉とパラフェ
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ルミオン頂点作用素代数の自己同型群に関する共同研究を始めた．これは中心電荷 24 の正則頂点作

用素代数の内部に現れるため，分類に向けた応用が期待される．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

台湾中央研究院・数学研究所・台湾・島

倉裕樹准教授 (東北大学 ) 

  

15 日  

      

15 日  

 

 招へい者⑦：教授       

（当該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） 

 当該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本事業の代数学・組合せ論の

研究推進に協力してもらう． Yeh 教授は代数学を基礎とした様々な組合せ論において非常に幅広い

研究をしている．担当研究者の宗政も同様であり．複数の研究課題に共同研究の種が見つかると考

えている．そこで．最近特に目覚ましい成果を出しているグラフの多項式不変量と．格子経路の形

式的べき級数を用いた数え上げという．全く独立な内容について連続講演をする．その他の課題，

例えば表現論的組合せ論についても個別に研究打ち合わせの時間を充分にとり．宗政の研究グルー

プの代数学・組合せ論における国際共同研究を推進する．  

（具体的な成果） 

グラフの Tutte 多項式の意味付けに関する最近の研究成果．および格子経路の数え上げに関する

最近の研究成果について．若手研究者向けの連続講演を行い．レクチャーノート「 Lattice Paths 

and Uniform Partitions」と「 Tutte Polynomials]を出版した．いずれも定義から始めて基本的な

技法を解説し．特殊な理論の紹介を通して背後にある深い理論を学ぶ動機付けを若手研究者に与え

ることができた．また．連続講演ではカバーできなかった組合せ論の課題についても．若手研究者

に助言をいただき．今後の国際共同研究の基礎ができた．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

台湾中央研究院・数学研究所・台湾  

宗政昭弘教授 (東北大学 ) 

 

29 日  

 

      

    

 

    

29 日  

 

 招へい者⑧：講師       

（当該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） 

Volchenkov 講師は，連携研究機関であるビーレフェルト大学物理学部に所属する新進の数理物理

学者であり，同大学の境界領域研究所 (ZiF)の副所長である  Philippe Blanchard とともに「ネット

ワークの数理解析」における強力な研究チームを率いている．最近では，データ解析にネットワー

ク数理の手法を導入して，社会科学的な課題にもアプローチしており，この方面ですでに数冊の著

書を出して注目されている．本事業では，ネットワークのスペクトル解析に新らしい展開を求め

て，尾畑・正宗らとの共同研究を推進する．来日時には，関連研究者との集中セミナーによる共同

研究，公開講演会による研究交流の促進，研究集会における招待講演をお願いするとともに，本事

業の連携研究者や関連研究者との交流，情報交換，本事業の研究計画の打ち合わせを行った．  

（具体的な成果） 

Volchenkov 講師は，情報科学研究科において尾畑ら関係研究者と「ネットワーク数理」に関する

共同研究を実施した．理学研究科数学専攻の談話会で「 Survival under Uncertainty. Stochastic 
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models of subsistence, communication, and inequality」と題する公開講演を行い，多くの研究

者と意見交換を行った．茨城大学理学部で開催された研究集会  Complex Networks Winter Session 

2016 では「 The Kantorovich transportation metric for networks and databases」と題する基調

講演を行った．ネットワーク数理に関する研究動向・研究課題を検討して，研究交流の推進に協力

するとともに，今後の研究計画打ち合わせも行った．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ビーレフェルト大学・物理学科・ドイツ

・尾畑伸明教授 (東北大学 ) 

 

14 日  

 

    

    

 

    

14 日  

 

 招へい者⑨：研究員（ポスドク）       

（当該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） 

 Hung 氏は台湾大学の連携研究者 Ming-Lun Hsieh 准教授（招へい者⑤）のもとで保型表現の岩澤

理論を学んだ新進気鋭の若手数学者である．とくに担当研究者の千田らによって定式化された反円

分拡大の p 進 L 関数の自明零点予想を解決するなど目覚ましい成果をあげている．  Hung 研究員を

招聘し，担当研究者の千田や小林と交流を深めることにより，より深く広くこの分野を発展させる

ことができると期待できる．  

（具体的な成果） 

 Hung 研究員が解決した反円分拡大の p 進 L 関数の自明零点予想について，  90 分間の講演をして

もらった．その講演やその後の議論において，明示的な Waldspurger 公式の計算法とその重要性に

ついて理解を深めることができた．また今後の発展性として， triple L-関数の p 進 L 関数に関して

議論を行った．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び

日本側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年

度  

平成 28 年

度  

平成 29 年

度  

台湾中央研究院・数学研究所・台湾  

宗政昭弘教授 (東北大学 ) 

 

5 日  

 

      

    

 

    

5 日  

 

 招へい者⑩：教授    

（当該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） 

Gerard-Varet 氏は境界層の安定性・不安定性解析において世界を牽引する研究者である．受入研

究者である前川 (派遣者① )の主催する RIMS 研究集会での講演を依頼し， Tollmien-Schlichting 不

安定性と呼ばれる，境界層の粘性由来の不安定性を中心にサーベイ及び最新の研究成果について紹

介して頂いた．また前川と Navier-Stokes 方程式の Prandtl 境界層展開の正当化について研究打ち

合わせを行った．  

（具体的な成果） 

受入研究者の前川と Gerard-Varet 氏は凹型境界層の非粘性極限安定性について研究打ち合わせを

行った．これまでの研究で厳密に取り扱えている枠組みは単純 shear 型の境界層の安定性のみであ

り，この研究分野を大きく前進させることが期待される．また，前川の主催する RIMS 研究集会「非

圧縮性粘性流体の数学解析」で Prandtl 境界層展開の正当化・非正当化に関する講演を行っていた
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だいた． Gerard-Varet 氏は質疑応答にも活発に参加され，他の講演者や研究集会の出席者にとって

Gerard-Varet 氏の参加は非常に有意義なものであった．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

パリ大学 (第 7)・ジュシュー数学研究所

・フランス・前川泰則准教授 (京都大学 ) 

    
   12 日   12 日  

 

 招へい者⑪：講師     

（当該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） 

Cao 講師は複素解析的な手法やその代数幾何への応用を研究しており , この分野をリードする専

門家のひとりである . 代数幾何に動機づけられた大問題 (例えばアバンダンス予想や飯高の加法性予

想など )の研究のために , 曲率や正値性の視点から正則切断の拡張問題や随伴束の順像などの研究に

参画して頂いた . また , 切断の拡張問題に関連する消滅定理や核関数の漸近展開を用いたケーラー

幾何への応用にも取り組んで頂いた . 

（具体的な成果） 

Cao 講師を招聘し , 東北大学幾何学セミナーと第 18 回葉山国際シンポジウムで , 底空間が２次元

の場合の飯高の加法性予想についての大結果について講演して頂いた . また , 正則切断の L^2-拡張

定理に関する最新の話題について 12 時間の連続講演をして頂いた . その講演内容は松村と中村によ

りレクチャーノートとして纏められた . このレクチャーノートは難解なこの分野の研究への導入を

与える貴重な文献となり , 国際的な共同研究を加速するものと思われる . 招聘に際し , 松村は代数

幾何に現れる連接層係数のコホモロジーについて議論した . この議論は Cao 氏 , Jean-Pierre 

Demailly 氏 (フーリエ研究所・フランス )とともに , 正則切断やコホモロジー類の部分多様体からの

拡張問題を研究するきっかけとなった . 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

パリ大学 (第 6)・ジュシュー数学研究所

・フランス・松村慎一准教授 (東北大学 ) 

 

 

 

     10 日  

          

10 日  

 

 

 招へい者⑫：教授     

（当該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） 

 Mokrane 氏は p 進 Hodge 理論を用いた保型形式の p 進的研究を行っている．氏の招へいにより， p

進コホモロジーを用いた保型形式や保型多様体の研究において，東北大学とパリ大学との交流拠点

形成を強化することが見込める．また， Mokrane 教授を招へい時に， p 進コホモロジーをテーマとし

た数論幾何学の国際ワークショップ p-adic method in Arithmetic Geometry at Senda を開催し，

この分野の国内研究者を加えて研究交流を行った . 

（具体的な成果） 

国際ワークショップにおいて， Mokrane 氏らは「 A rigid version of the Nagata-Zariski 

purity theorem」のタイトルで講演し，研究集会参加者を交えて過収束 p 進保型形式に関する議論

を行った．さらに，パリ大学と東北大学と研究グループの間の数論幾何学，コホモロジー論や p 進

保型形式・岩澤理論の分野での交流強化に関して打ち合わせを行った．  
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招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

パリ大学 (第 8)・数学科・フランス  

都築暢夫教授 (東北大学 ) 

 

 

 

     15 日  

          

15 日  

 

 招へい者⑬：ポスドク研究員    

（当該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） 

Schmidt 氏はディリクレ形式の大域的性質に関する深い造詣を持つ若手研究者である．同氏にデ

ィリクレ形式の幾何学と解析学に関する講演をしてもらい，また，受け入れ研究者の正宗と同課題

に関する共同研究を行う．  

（具体的な成果） 

Schmidt 氏と担当研究者の正宗は多様体上のディリクレ形式の大域的性質に関する研究を行っ

た．シュレディンガー方程式の一般化された保存則という新たな概念を提言して，それが成立する

ための様々な必要十分条件を得て，さらに，古典的な保存則との関係を明らかにした．この共同研

究で得られた成果はマイナーリビジョンを経た後に共同論文として発表される予定である． Schmidt

氏には解析セミナー（北大， 2017 年 7 月 24 日）ならびに国際研究集会「 Potential Analysis and 

its Related Fields 2017」（北大， 2017 年 9 月 21 日・ 22 日），ワークショップ「 Analysis of 

diffusions on rough spaces and related topics」（大雪， 2017 年 8 月 14〜 17 日）に参加して研

究課題に関する成果発表を行った． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

イェーナ大学・数学科・ドイツ  

正宗淳教授 (北海道大学 )および尾畑伸明

教授 (東北大学 ) 

 

 

 

 

     

77 日  

    

77 日  

 

 招へい者⑭：研究員 (ポスドク )  

（当該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） 

Paddick 研究員は Navier-Stokes 方程式に非粘性極限問題や Prandtl 方程式の可解性について造

詣が深い若手研究者である．地球流体方程式に関連した Prandtl 方程式の可解性について講演を行

った．また，受入研究者の前川（派遣者①）と当該分野における最新の研究成果を交えて研究討論

を行い , 研究交流を深めた．  

（具体的な成果） 

前川と Paddick 氏は粘性依存 Navier-slip 境界条件下における Navier-Stokes 方程式の非粘性極

限問題，特に速度場の収束に関する Kato criterion と呼ばれる問題について共同研究を行った．そ

の成果として速度場の L^p 収束や渦度場の定量評価について新しい結果を得ることができた．本成

果は共同論文としてまとめられ， RIMS 研究集会「流体と気体の数学解析」の講究録に収録される予

定である．また，京都大学の NLPDE セミナーにおいてコリオリ力の影響を考慮した Prandtl 方程式

の可解性について講演を行っていただき，最新の研究動向について知見を深めることができた． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  
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パリ大学 (第 7)・ジュシュー数学研究所

・フランス・前川泰則准教授 (京都大学 ) 

 

 

 

     22 日  

          

22 日  

 

 招へい者⑮：教授   

（当該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） 

Kahn 氏は代数幾何学におけるモチーフ理論の指導的研究者の一人である． Kahn 氏と担当研究者の

山崎を含むグループでは，十年ほど前からモジュラスと相互律の視点からモチーフ理論を拡張する

ことを目指した共同研究を行っている．これは多くの側面を持つプロジェクトであるが，モジュラ

ス付きモチーフの三角圏を構成し，その基本性質を確立することが中心的な問題の一つである．こ

の三角圏と代数的サイクルや代数群（アルバネーゼ多様体）との関係を明らかにすることも重要な

問題で，多くの研究者によってさまざまな角度から研究されている．  

（具体的な成果） 

Kahn 氏と山崎はモジュラス付きモチーフの三角圏の構成についてあらゆる角度から検討し，最終

的には東京工業大学の斎藤秀司氏を交えた三人の共同研究によってほぼ満足のいく構成が得られ

た．また，同時期に来日していたベルリン大学の Kay Rulling 氏も交え，アルバネーゼ多様体のモ

ジュラス理論による拡張について研究討論を行った．両グループの研究交流を発展させることが出

来た．また， Kahn 氏は国際研究集会「 Hakodate workshop on arithmetic geometry 2016」

(H28.5.30-6.1)に招待され， Chow-Kunneth 分解について最新の研究成果を報告した．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

パリ大学 (第 6)・ジュシュー数学研究所

・フランス・都築暢夫教授 (東北大学 ) 

 

 

 

     15 日  

          

15 日  

 

 招へい者⑯：教授              

（当該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） 

Blanchard 氏は統計物理学や場の理論に関する数理物理学の分野で著名な研究者であるが , 近年

はその手法をネットワークの数理解析に応用して顕著な業績を上げている . 氏の最近の実績と数理

物理学における高い見識は，本事業で取り上げている離散幾何解析やラプラシアンのスペクトル解

析の展開においてたいへん有益であり，同氏と直に討論する機会を設けることは頭脳循環の趣旨に

合っている．招聘期間中は，セミナー形式の共同研究，公開講演，および開催予定の研究集会にお

ける基調講演などにより，若手研究者の啓発から専門研究までさまざまなレベルで研究交流を図っ

た．  

（具体的な成果） 

Blanchard 氏の新刊書「 The Message of Quantum Science Attemps Towards a Synthesis」

(Springer)をもとに研究セミナーを行い，課題探索をするとともにネットワーク数理に関する共同

研究を実施した．議論から得られた知見の一部は， 2017 年 3 月刊行の著書に生かされた．滞在期間

中の 10 月 18 日には，公開講演として情報科学研究科情報数理談話会を開催し，「 Attempting to 

understand QM using the algebraic approach and quantum probability」と題して数理物理から

の話題を提供してもらい，若手研究者との研究交流を促進した． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  
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ビーレフェルト大学・物理学科・ドイツ

・尾畑伸明教授 (東北大学 ) 

 

 

 

     6 日  

          

6 日  

 

 招へい者⑰：教授     

（当該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） 

Nekovar 氏は数論幾何学における指導的研究者のひとりである .これまで  P 進 Gross-Zagier 公式

や函数等式の符号に関するパリティー予想 , Euler 系の研究など岩澤理論と深く関連する研究にお

いて大きな成果をあげている . Nekovar 氏を主なゲストとして , 平成 29 年 4 月に九州大学において

頭脳循環による国際研究集会を開き ,講演していただくと同時に研究交流を図った . 

（具体的な成果） 

上述の研究集会において , 「 Some remarks on arithmetic local constants」という題目で講演

をしていただいた . また近年 Nekovar 氏とケンブリッジ大学の A. Scholl 氏によって進められてい

る今後の整数論の道筋を与えると期待されている Plectic 予想に関して , 担当研究者の小林を含む

集会参加者の国内の Plectic 予想研究者らと研究討論を行った . また Plectic 予想の多重ゼータ値

の研究への新しい方向性についても討論を行い , 今後の研究の新しい方向性や指針を得ることがで

きた . 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

パリ大学 (第 6)・ジュシュー数学研究所

・フランス・都築暢夫教授 (東北大学 )/小

林真一 (九州大学 ) 

 

 

 

 

     

10 日  

    

10 日  

 

 招へい者⑱：教授    

（当該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） 

Herbert Koch 氏は非線形分散型方程式・流体方程式の調和解析学を用いた数学解析において世界

を牽引する研究者である．担当研究者である高田が主催する研究集会での講演を依頼し，非線形分

散型方程式のエネルギー保存則と a priori 評価に関する最先端の研究成果とその解析手法を紹介し

て頂く．また高田と安定成層流体に現れる分散性と異方性に関する振動積分評価と非線形評価に関

して研究打合せを行った．  

（具体的な成果） 

担当研究者の高田と Herbert Koch 氏は，安定成層流体の運動を記述する Boussinesq 方程式にお

いて，粘性係数と熱伝導係数が異なる場合に対する分散型評価の導出について研究打合せを行っ

た．この場合は線形分散関係式が低周波部分において強い異方性をもつために解析が困難であり，

現在までの研究では係数が等しい場合に対する結果のみであった．研究打合せにおいては，波数領

域の角度方向に関する異方的 2 進分解を導入し，問題を 1 次元振動積分評価に帰着させる解析手法

を考案した．この手法は，例えば，定磁場の周りでの MHD 方程式の線形スペクトル解析など，強い

異方性を有する分散関係式の解析への応用も期待される．また高田が主催する研究集会「 Workshop 

on Hyperbolic and Dispersive PDEs in Fukuoka」において，非線形シュレディンガー方程式およ

び mKdV 方程式の保存則と a priori 評価に関する最先端の研究成果とその解析手法を紹介して頂い

た． Koch 氏は質疑応答にも積極的にご参加され，他の講演者や出席者と活発に議論が行われた．

Koch 氏の参加は非常に有意義なものであり，今後の研究連携に大変有益であった．  
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招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ボン大学・数学科・ドイツ  

高田  了  准教授（九州大学）  

 

 

 

 

    

 13 日  

    

13 日  

 

 招へい者⑲：教授     

（当該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） 

L.Ambrosio 氏は解析学の世界的リーダーの 1 人であり，測度距離空間上の幾何解析学のパイオニ

アの 1 人でもある． 2018 年 1 月に東北大学で開かれる国際研究集会 Metrics and Measures におい

て招待講演 2 件行い，測度距離空間の最近の研究において総括も込めた紹介した．さらに，参加者

との研究交流を促進した．  

（具体的な成果） 

Ambrosio 氏は上記の研究集会で「 Approximation in Lusin's sense of Sobolev functions by 

Lipschitz functions」と「 Continuity of nonlinear eigenvalues in CD(K, ∞ ) spaces with 

respect to measured Gromov-Hausdorff convergence」というタイトルで２つの講演を行い，参加

者と研究交流を行った．また熱核による埋め込み問題についての， Ambrosio,D. Tewodrose(ピサ高

等師範 ), J. M. Portegies(アイントホーフェン大学 )，本多 (派遣者④ )の共同研究の最終調整を行

った． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ピサ高等師範学校・数学科・イタリア  

本多正平准教授 (東北大学 ) 

 

 

 

 

     

8 日  

    

8 日  

 

 招へい者⑳：教授    

（当該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） 

Monod 氏は幾何学的群論における世界的な第一人者である．東北大学での談話会および研究集会

「 Ergodic and Geometric Group Theory in Sendai」において，計 4 回の研究発表していただき，

関連する研究者たちの間で研究交流を行った．また，担当研究者の塩谷とその研究グループの見村

(東北大 )および Monod 氏とで共同研究の打ち合わせを行った．  

（具体的な成果） 

Monod 氏に離散群の作用に関するエルゴード論的な研究について研究発表していただいたが，そ

れに基づいて測度距離空間への離散群の作用について議論し，距離幾何学とエルゴード論の接点と

なる新しい知見を得た．エルゴード性と測度の集中現象とは従来から関連を指摘されていたが，エ

ルゴード分解と測度距離空間の集中位相に関する収束について理解が深まった． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

スイス連邦工科大学ローザンヌ校・数学

科・スイス・塩谷隆教授 (東北大学 ) 

 

 

 

 

      

6 日  

    

6 日  
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 招へい者㉔：教授     

（当該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） 

Farwig 教授は主に非圧縮性粘性流体の解析学的研究で世界的な成果を挙げてきた . 今回 , 東北大

における集中 workshop において , Farwig 氏の準地溝流方程式の解に対する時間大域的なアトラク

ターの存在と収束に関する成果を講演いただき , その証明に現れる分数べき楕円型作用素の新しい

コアシブ評価や , それに宇随する , 実解析的評価について講演いただき , 詳細について解説しても

らった . この手法は実解析学の詳細な評価に根ざす , 新しいもので , 応用範囲が広い . 分数べきラ

プラス作用素を持つ様々な消散型非線形問題に応用できる可能性を確認し , 今後の共同研究の基礎

となることを確認した . さらに弘前におけるワークショップにいては , 圧縮性粘性流体の定常問題

に対する可解性にボッフォナー -リースの定理を適用した興味深い最新の成果を発表した . これらの

結果は実解析の深い理論に立脚し , 流体力学の諸問題に効果的に応用して見せた問題として , 高い

応用の可能性を見いだせる . 

（具体的な成果） 

東北大理学研究科で「 The two dimensional quasi-geostrophic equation with fractional 

dissipation in the subcritical range」の題名で講演を，弘前大 workshop にて「 Fundamental 

solution of compressible viscous fluid flow past obstracle」の題名で講演を行い，ダルムシ

ュタッド工科大学と担当研究者・小川のグループとの研究交流を行った . 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ダルムシュタッド工科大学・数学科・ド

イツ・小川卓克  教授 (東北大 ) 

 

 

 

 

     

13 日  

    

13 日  

 

 招へい者㉕：研究員    

（当該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） 

Hinz 氏は確率解析の専門家であり，正宗 (派遣者③ )とラプラシアンの自己共役性に関する共同研

究を行う．本共同研究は正宗の連携研究機関ビーフェルト大学滞在中に開始したものである．本研

究の目的は，本質的自己共役性を確率論的に特徴付けることにある．より具体的にはユークリッド

空間に 2 変数ブラウン運動を構成して，さらに，様々な容量との関係を精査する． Hinz 氏の本務上

の都合により , 28 年度は 2 月に正宗との共同研究， 3 月に国際ワークショップ Dirichlet forms 

and their geometry での成果発表のため招へいした．さらに， 29 年度後半に担当研究者の正宗とラ

プラシアンの自己共役拡張に関する共同研究を行った．  

（具体的な成果） 

28 年度の招へいにおいて Hinz 氏と正宗は作用素の自己共役拡張の確率論的特徴づけに関する共

同研究を推進し，共著論文として発表した (論文 [81])．正宗と Hinz 氏との「作用素の自己共役拡張

の確率論的特徴づけ」に関する共同研究は当初の研究計画には含まれていなかったが，イェーナ大

学の Schmidt 氏との共同研究においてもこの研究が重要であることが判明した為，本プロジェクト

の発展として含むことにした．それについて， Hinz 氏が 2017 年 2 月に北海道大学において , 

Essential self-adjointness of Laplacians and multiparameter processe のタイトルで口頭発表

をした．また， 3 月の国際ワークショップにて，  Essential self-adjointness of Laplacians and 

two-parameter processes のタイトルでこれまでの成果の講演をした．  
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29 年度の招へいにおいては， Hinz 氏と正宗はユークリッド空間におけるデルタ・ポテンシャル付き

のラプラシアンに対応するスーパーブラウン運動のモスコ収束，ならびに，それとラプラシアンの

自己共役拡張に関する成果を得た．量子力学における根源的な問題であるラプラシアンの自己共役

拡張をマルコフ過程の理論を用いて理解することは非常に重要であり，その一部でも解明できたこ

とは意味があると思われる．今後はこの問題の最終解決に向けて Hinz 氏と共同研究を続けることで

合意をした．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ビーレフェルト大学・数学科・ドイツ正

宗淳教授 (北海道大学 )/尾畑伸明教授 (東

北大学 ) 

 

 

 

     19 日  

      

5 日  

    

24 日  

 

 招へい者㉖：研究員   

（当該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） 

 川節氏には , 彼の研究テーマの一つである  W 代数を用いて「中心電荷 24 の正則頂点作用素代数

の分類」の研究に参画した．具体的には , 中心電荷  24 の正則頂点作用素代数の統一的な構成を  W 

代数を用いて行う . また , 逆軌道体構成法を用いた一意性の証明の研究にも参加して，研究交流を

行った．  

（具体的な成果） 

川節氏は組合せ論セミナーにおいて「 Z2-orbifold construction associated with (−1)-

isometry and uniqueness of holomorphic vertex operator algebras of central charge 24」と

いう題目で正則頂点作用素代数に関する最新の研究成果の発表を行った．これは逆軌道体構成法を

用いた一意性の証明の一例であり，その成果の拡張についてセミナー参加者と研究討論を行った．

また，島倉 (派遣者⑦ )との研究討論において，川節氏が W 代数の拡張としての正則頂点作用素代数

を記述するというアイデアを提供し，今後の研究の一つの方向性を得ることが出来た． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

台湾中央研究院・数学研究所･台湾  

島倉裕樹准教授 (東北大学 ) 

 

 

 

     8 日  

          

8 日  

 

 招へい者㉗：研究員    

（当該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） 

Tolksdoff 氏  はダルムシュタット工科大の主要連携研究者 Hieber 氏の下で博士を取得後 ,非正則

な領域における流体問題に応用が可能な最大正則性の確立など流体現象の数学解析に対する新しい

見知を得ている . 28 年度及び 29 年度の招へいにより， Tolksdoff 氏の研究成果のセミナーでの講演

と研究討論，および，小川・高田を中心とする東北大学の解析系の研究チームとの研究交流により

若手の研究者の交流の進展と相互の研究の促進を図った．  

（具体的な成果） 

 28 年度の招へいでは， Tolksdorf 氏はワークショップ北東数学解析研究会において ,「 Estimates 

for the Stokes resolvent subject Neumann boundary conditions in bounded convex domains」

というタイトルで，流体現象の数学解析の最近の研究の講演を行った．  
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また， 29 年度の招へいでは，ワークショップ北東数学解析研究会において ,「 Resolvent estimates 

in Morrey spaces」というタイトルで，流体現象の数学解析に重要なレゾルベント評価に関して最

近の研究結果について講演を行った．  

さらに，担当研究者の小川・高田，岩渕 (派遣者⑩ )の研究グループと , 解析半群を生成する抽象

的閉作用素の最大正則性に関する国際共同研究に向けた準備を開始して，東北大学とダルムシュタ

ッド工科大学の両グループ間の交流強化の幅の広がりに貢献している． Tolksdorf 氏は Lipschitz

領域とよばれる領域における解析にも精通しているため，取り扱いが難しいとされている一般的な

領域に対する共同研究の今後の発展が期待される．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ダムシュタッド工科大学・数学科・ドイ

ツ・小川卓克教授 (東北大学 ) 

 

 

 

    20 日  

      

14 日  

    

34 日  

 

 招へい者㉘：研究員    

（当該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） 

 Hussein 氏  はダルムシュタット工科大の主要連携研究者 Hieber 氏の下で博士を取得後 ,非正則な

領域における流体問題に応用が可能な最大正則性の確立 , およびプリミティブ方程式と呼ばれる大

気海洋の大域挙動を記述する問題に対する新しい見知を得ている . 今回の招へいにより， Hussein

氏の研究成果のセミナーでの講演と研究討論，および，小川・高田を中心とする東北大学の解析系

の研究チームとの研究交流により若手の研究者の交流の進展と相互の研究の促進を図った . 

（具体的な成果） 

 Tolksdorf 氏はワークショップ北東数学解析研究会において ,「 Strong Lp well-posedness of 

the 3D primitive equations」というタイトルで，流体現象の量設定に関するの最近の研究の講演

を行った．さらに，小川や高田の研究グループと国際共同研究に向けた準備を開始して，東北大学

とダルムシュタッド工科大学の両グループ間の交流強化の幅の広がりに貢献している． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ダムシュタッド工科大学・数学科・ドイ

ツ・小川卓克教授 (東北大学 ) 

 

 

 

    8 日  

          

8 日  

 

 招へい者㉙：講師     

（当該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） 

Raum 氏は幾何学的群論，とくに群のアメナブル性質に関する研究において，数々の研究成果を挙

げている若手の新進気鋭の研究者である．東北大学での研究集会「 Ergodic and Geometric Group 

Theory in Sendai」において，研究発表していただき，関連分野の研究者たちと共に研究交流を行

った．また， Raum 氏と担当研究者の塩谷およびその研究グループの見村 (東北大学 )で共同研究打ち

合わせを行った．  

（具体的な成果） 

Tree への局所コンパクト群の作用について議論し，アメナブル性質について新しい知見を得た．

Raum 氏は tree の境界への作用が推移的な場合を考察していたが，これが唯一の固定点を持つ場合
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にどうなるかを，より一般の CAT(0)空間へ拡張を視野に入れて議論した．これはパラボリックな群

作用に対応するが，群のランクの条件とアメナブル性質との関係について知見を得た． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

スイス連邦工科大学ローザンヌ校・数学

科・スイス・塩谷隆 (東北大学 ) 

 

 

 

 

     

9 日  

    

9 日  

 

 招へい者㉚：ポスドク研究員     

（当該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） 

Lodha 氏は幾何学的群論，とくにアメナブルでない離散群について目覚ましい成果を挙げて注目

されている若手研究者である．東北大学での研究集会「 Ergodic and Geometric Group Theory in 

Sendai」において，研究発表していただき，関連分野の研究者たちと共に研究交流を行った．ま

た， Lodha 氏と担当研究者の塩谷およびその研究グループの見村 (東北大学 )で共同研究打ち合わせ

を行った . 

（具体的な成果） 

Lodha 氏，見村と塩谷で離散群の測度距離空間への作用について議論した．閉リーマン多様体の

基本群がアメナブルであることとその多様体のラプラシアンのスペクトルギャップがゼロであるこ

とは同値であることが知られている（ Brooks, 砂田）．これをより一般の測度距離空間上の離散群

の作用について拡張できないかを議論し，リーマン的曲率次元条件をみたすような測度距離空間で

あれば成り立つだろうとの新たな知見を得た． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

スイス連邦工科大学ローザンヌ校・数学

科・スイス・塩谷隆 (東北大学 ) 

 

 

 

 

     

9 日  

    

9 日  

 

 招へい者㉛：ポスドク研究員     

（当該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） 

Saal 氏はダルムシュタッド工科大の主要連携研究者 Hieber 氏の下で博士研究員を務めており , 

流体問題に応用が可能な最大正則性の確立など流体現象の数学解析に対する新しい見知を得ている . 

今回の招へいにより， Saal 氏の研究成果のセミナーでの講演と研究討論，および，担当研究者の小

川と岩渕 (派遣者⑩ )を中心とする東北大学の解析系の研究チームとの研究交流により若手の研究者

の交流の進展と相互の研究の促進を図った．  

（具体的な成果） 

Saal 氏はワークショップ北東数学解析研究会において ,「 The primitive equation with only 

horizontal viscosity」というタイトルで，流体現象の数学解析の最近の研究の講演を行った．さ

らに，小川・岩渕の研究グループと , 解析半群を生成する抽象的閉作用素の最大正則性に関する国

際共同研究に向けた準備を開始して，東北大学とダルムシュタッド工科大学の両グループ間の交流

強化の幅の広がりに貢献している． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  
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ダルムシュタッド工科大学・数学科・ド

イツ・小川卓克  教授  (東北大学 ) 

 

 

 

 

      

16 日  

    

16 日  

 

 招へい者㉜：助教     

（当該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） 

Trevisan 氏は測度付き距離空間の幾何解析学で重要な業績を残している若手のホープの 1 人であ

る．特に Ambrosio 氏と共同で行った Regular Lagrangian flow の研究は顕著であり， 2018 年 1 月

に東北大学で開かれる国際研究集会 Metrics and Measures にて招待講演を行い，関連する問題につ

いて，参加者との研究交流を推進した．  

（具体的な成果） 

Trevisan 氏は上記の研究集会において「 A PDE approach to random matching problems」という

タイトルで講演を行った．さらに参加した研究者と研究交流を行い，特に本多（派遣者④）と熱核

に関わる今後の共同研究について議論をし，東北大幾何グループと Scuola Normale Speriore との

連携の強化が図れた．  

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ピサ高等師範学校 (ピサ大学 )・数学科・

イタリア・本多正平准教授 (東北大学 ) 

 

 

 

 

      

10 日  

    

10 日  

 

 招へい者㉝：准教授    

（当該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） 

Athreya 氏は Teichmuller 測地流とディオファントス近似の専門家であり，田中 (派遣者② )がワ

シントン大学滞在中 , 当該研究者との議論により得られた成果を発展させてきて , その滞在後も継

続して研究を続けている . 具体的には , Teichmuller 空間上の Teichmuller 距離における測地流の

不変測度と , 写像類群上のランダムウォークから定まる調和測度の「強い」特異性についてこれま

で得られた知見を取りまとめている . さらにこれまで行ってきた議論をベースにしてさらなる発展

も目論んでいる段階である．さらに，連続講演を行い，これまでの Athrey 氏の研究と本事業による

研究成果を発表する．  

（具体的な成果） 

Athreya 氏と Teichmuller 空間上の力学系とその不変測度族の比較研究をおこなった．算術格子

SL(2, Z)での Athreya 氏の知見と田中の調和測度の研究に合わせて，これらの高階化に取り組んで

一定の成果を得ることができた．具体的には，例えば SL(3, Z)の調和測度の次元の評価について理

解を進めることが出来た．さらに，これによって高階格子 SL(3, Z)でマルコフ連鎖のカットオフ現

象を理解する新しい研究課題が得られた．これは現在新たに進めているものである . さらに，連続

講演  

「 Equivalent Point Processes,Lattices, and Flat surfaces」を行い研究討論し，国内の研究

者，特に若手研究者と研究交流を推進し，連携強化が図れた． 

招へい元（機関名、部局名、国名）及び日本

側受入研究者（機関名）  

受入期間   

合計  
平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

ワシントン大学・数学科・米国  

田中亮吉 (東北大学 ) 

 

 

 

 

     

8 日  

    

8 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 

若手研究者の派遣  

  実施研究内容  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  

 

代数  

岩成  高次圏における双対理論の確立   トゥールーズ大

学  

 

島倉  頂点作用素代数   台湾中央研究

院   

数学研究所  

小澤  保形形式の岩澤理論・肥田理論    パリ大学 (第 13) 

 

幾何  

田中  高次元ランダム位相幾何学   ワシントン大学   

本多  Ricci 曲率と距離空間の幾何   ピサ高等師範学校   

松村  消滅定理の複素幾何からの解明    パリ大学 (第 7) 

 

解析  

前川  
流体現象の数学解析  

パリ大学 (第 7) 

ニューヨーク大学  

 パリ大学 (第 7) 

正宗  離散ラプラシアンの自己共役拡張

性  

 イェーナ大学  ビーレフェルト大学   

岩渕  分散型及び Navier-Stokes 方程式   ダ ル ム シ ュ タ ッ ド 工 科 大 学  ニューヨーク大学  

 

代数グループ : 平成 27 年度に，台湾大学の連携研究者 Hsieh 准教授を招へいし，最近の岩澤理論，特

に Skiner-Urban の理論の勉強会を集中的に開催し，レクチャーノートを作成した．担当研究者の小林

と千田 (平成 28 年 4 月から )を中心に保型形式の岩澤主予想の研究を推進する . 担当研究者の宗政と分

けて研究者の島倉は台湾中央研究院の Lam 教授を招へいし，代数的組合せ論と頂点作用素代数に関す

る Lam 教授の連続講演を受け，レクチャーノートを作成し，それを元に共同研究を開始した．平成 28

年度には 2 名の派遣を開始した．台湾大学の Yu 准教授を招へいし ,非正則 Hodge 理論の連続講演のレ

クチャーノートを作成し， Hodge フィルトレーションの p 進的振る舞いに関する共同研究に着手した

(平成 29 年度に継続 )．担当研究者の千田は Hsieh 准教授は，総実代数体上の反円分的 p 進 L 関数につ

いての p 進 Gross-Zagier 公式について共同研究を行った (平成 29 年度に継続 )．平成 29 年度には 1 名

の派遣の開始と 2 名を継続して派遣し，引き続き国際共同研究を実施した．   

幾何グループ : 平成 27, 28, 29 年度には各 1 名ずつの派遣を開始した．平成 28 年度にはパリ大学 (第

6)の Cao 講師を招へいし，正則切断の L^2-拡張定理に関する最新の話題について連続講演のレクチャ

ーノートを作成し，松村は Cao 講師との共同研究に着手した (平成 29 年度の派遣時に継続 )．平成 29

年度には，スイス連邦工科大学ローザンヌ校の Monod 教授とピサ高等師範学校の Ambrosio 教授を招へ

いし，それぞれ国際研究集会を開催するとともに，担当研究者の塩谷のグループと共同研究を行っ

た．さらに，ワシントン大学の連携研究者 Athreya 准教授を招へいし，ランダムウォークと普遍測度

族に関する連続講演を受けるとともに，若手研究者の田中との共同研究を遂行した．   

解析グループ : 平成 27 年度には若手研究者 2 名の派遣を開始し，平成 28 年度に 1 名の派遣を開始し

た．ダルムシュタッド工科大学との国際共同研究及び研究交流では，平成 27, 29 年度に担当研究者の

高田をダルムシュタッド工科大学に派遣して , Hieber 教授と地球流体力学における研究対象である

Boussinesq 方程式の時間周期解に関する国際共同研究を行った．平成 28 年 11 月に開催された国際研

究集会に担当研究者の小川が訪問し , 移流拡散方程式の数理と流体力学的研究に関する集中講義を行

う一方， Hieber 教授 (平成 27 年 12 月 )と Farwig 教授 (平成 30 年 1 月 )をそれぞれ招へいし若手研究者
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向けの連続講演を開催し，双方向の交流を進めた．また，平成 29 年度にボン大学の Koch 教授を招へ

いし，担当研究者の小川と高田を中心とする解析グループとの研究交流を行った．担当研究者の尾畑

と正宗のグループは平成 29 年 3 月にビーレフェルト大学の Hinz 研究員を招へいし ,ラプラシアンの自

己共役拡張の確率論的特徴付けに関しする共同研究を行った (平成 29 年度に継続 )．平成 29 年度にイ

ェーナ大学から Schmidt 研究員を招へいし，正宗が若手研究者としてイェーナ大学滞在中に進展させ

た Dirichlet 形式に関する国際共同研究を推進した．  

 

発行した 7編のレクチャーノートのリストは以下の通り．これらのレクチャーノートは，国内の研究

機関及び海外連携研究機関に配布した．  

 

○本事業で作成したレクチャーノート  

1. Vertex operator algebras, C.H. Lam 著 , H.Shimakura 編集 , T. Hashikawa and Y. Watanabe 書 , 2016. 

2. Lattice Paths and Uniform,Partitions, Y.-N.Yeh著 , A.Munemasa編集 , M.Na書 , 2016. 

3. Lectures on the Construction of p-adic L-functions via period integrals of Automorphic forms 

I, M.-L.Hsieh 著 ,N.Tsuzuki, S.Kobayashi, M.Chida 編集 , K.Ohta,T.Ozawa, H.Saito, S.Kusaka 書 , 2017. 

4. Tutte Polynomials, Y.-N.Yeh 著 , A.Munemasa 編集 , Y.Inoue, S.Kubota 書 , 2017. 

5. On the Ohsawa-Takegoshi L2 extension theorem and its applications, J.Cao 著 , S.Matsumura 編集 , 

N.Satoshi 書 , 2017. 

6. A Glance at Irregular Hodge Theory, J.-D.Yu 著 ,N.Tsuzuki 編集 , F.Yobuko, S.Otabe 書 , 2018. 

7. Lectures on the Construction of p-adic L-functions via period integrals of Automorphic forms 

II, M.-L.Hsieh 著 ,N.Tsuzuki, S.Kobayashi, M.Chida 編集 , K.Ohta,T.Ozawa 書 ,2018. 

 

（２）成果の概要 

 若手研究者及び担当研究者が ,本事業における長期派遣や招へいを通して ,申請時の研究計画を満足

いく形で達成した．更なる発展や，ブレークスルーまたはそれに繋がる成果もあり ,論文発表や国際研

究集会等での発表でそれら成果を公開した．以下では，担当研究者の海外連携研究機関との国際共同

研究についてその成果をあげる．  

 

代数グループでは，担当研究者の小林と千田，パリ大学 (第 6)の Nekovar 教授，台湾大学の Hsieh 教

授との研究交流が活発に行われた．千田と Hsieh 教授は総実代数体上の反円分的 p 進 L 関数の特殊値

に関する成果  (論文 [99])を発展させ， Bertolini-Darmon-Prasanna による p 進 Gross-Zagier 公式の総

実代数体への一般化に関する研究を進展させた (論文執筆中 )．これは今まで全く知られていなかった

Heegner サイクルの総実代数体への一般化についての研究であり，志村多様体や久賀 -佐藤多様体の代

数的サイクルの研究につながる目覚ましい成果で，大きなインパクトを与える結果である．また，小

林は Nekovar 氏とケンブリッジ大学の A. Scholl 氏によって進められている今後の整数論の道筋を与

えると期待されている Plectic 予想に関して , 本事業で主催した国際シンポジウム「 Fukuoka 

International Conference on Arithmetic Geometry 2017」において国内の Plectic 予想研究者らと

ともに Nekovar 教授と研究討論を行い，  Plectic 予想の多重ゼータ値の研究への新しい方向性につい

て成果を得た．主担当研究者の都築と台湾大学の Yu 准教授は， de Rham コホモロジーの p 進的な性質

に焦点を当て， Yu 准教授らが導入した非正則 Hodge 構造の p 進的性質に関する共同研究を進めてい

る．  
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幾何グループでは，若手研究者の本多がピサ高等師範学校の Ambrosio 教授のもとへの派遣を契機に

進展させた測度距離空間の Ricci 曲率の国際共同研究において当該分野のブレークスルーとなる極め

て目覚ましい成果を得ることが出来た．平成 30 年 1 月に，国際研究集会「 Metrics and Measures」を

開催し， Ambrosio 教授と教授のグループのメンバーの Trevisan 助教を招へいした．その際に，担当研

究者の塩谷や本多と今後の共同研究に関して打ち合わせを行った．本国際共同研究は，両グループに

とって得るものが非常に大きかったと自負している．一方，幾何学的群論における世界的な第一人者

であるスイス連邦工科大学ローザンヌ校の Monod 教授の元には，東北大学理学研究科数学専攻の見村

助教が日本学術振興会海外特別研究員として滞在している． Monod 教授の招へい時には，見村も加わり

国際シンポジウム「 EGGS」を開催するとともに，両グループそれぞれのテーマである距離空間の幾何

学とエルゴード論の接点に関する研究討論を行った．担当研究者の塩谷と見村はエルゴード性と測度

の集中現象に関する新しい知見を得て，教授のグループとの研究交流が進展した．   

 

解析グループでは，担当研究者の小川と高田はダルムシュタッド工科大学の Hieber 教授のグループ

といくつかの国際共同研究を並行させて推進している．小川は， Hieber 教授及び 3 人の若手招へい研

究者 Tolksdorf 研究員， Hussein 研究員， Saal 研究員らと放物形問題の初期値問題の臨界最大正則性

の研究を進めた．これらの研究は，小川のダルムシュタッド工科大学への派遣時及び同工科大学から

の研究者の招へい時に断続的に行われているもので，小川はオーストラリアでの国際シンポジウムで

成果発表を行った (学会発表 [192]).高田は , ダルムシュタド工科大学の Hieber 教授と，地球流体力学

に現れる非圧縮性  Boussinesq 方程式に対して時間周期解および時間概周期解の存在と一意性に関す

る国際共同研究を行った (論文投稿中 )．さらに，高田と Hiber 教授は primitive 方程式に対する定常

解および時間周期解の大域安定性に関する数学理論の確立を目指し，新たな共同研究を始めており今

後が期待される． 

 

（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 

14 5 

ページは増やさないでください。  
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88

◎  

 

Construction of Holomorphic Vertex Operator Algebras of Central Charge 24 Using the 
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Mathematical Research Letters.第 23 巻 4 号  (2016) 1049-1069.査読有  
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classes forms a set: a workshop in memory of Tetsusuke Ohkawa, Nagoya, Japan, Nagoya 

University, 2015年 8月 28-30日 , 口頭発表 ,審査有 (招待講演 ). 

63 An injectivity theorem with multiplier ideal sheaves for higher direct images under 

Kahler morphisms, S. Matsumura, Kinosaki symposium on algebraic geometry 2015, 

Kinosaki Conference Hall in Hyogo, 2015年 10 月 , 口頭発表 , 審査有 . 

 64 多重劣調和関数の近似定理について , S. Matsumura, 第 50 回函数論サマーセミナー企画特別講

演 , 福島県ふれあいセンター , 2015 年 9 月 4日 , 口頭発表 ,審査有 . 

 65 A vanishing theorem of Kollar-Ohsawa type, S. Matsumura, 複素解析幾何学のポテンシャル

論的諸相 , 東京大学 , 2016 年 2月 13日 , 口頭発表 , 審査有 (招待講演 ). 

 66 F-isocrystalに対する Lefschetz型の定理について， N.Tsuzuki,ワークショップ  p 進コホモロジ

ーと数論幾何学 , 東京電機大学 , 2016年 7月 29日 , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

67 F -isocrystals on elliptic curves over a finite field,N.Tsuzuki,Geometria algebrica e 

Teoria dei Numeri, University of Padoiva(イタリア ) 2016 年 12 月 16 日 , 口頭発表 ,審査無

(招待講演 ). 

 

68 Metric measure geometry and concentration of measure, T.Shioya, 5th Japanese-German 

University Presidents' Conference (HeKKSaGOn), Karlsruhe Institute of Technology, ドイ

ツ , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 )， 2016年 9月 30日 . 

69 High-dimensional spaces in metric measure geometry, T.Shioya, HeKKSaGOn Mini-Workshop 

2016, Karlsruhe Institute of Technology, ドイツ , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 )， 2016年 10月

1日  

70 High-dimensional spaces in metric measure geometry,T.Shioya,Workshop on Perspectives 

in Geometric Analysis (Part A), Beijing International Center for Mathematical Research 

(BICMR),北京大学，中国 , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 )， 2016年 7月 2日 . 
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71 New stability results for sequences of metric measure spaces with uniform Ricci bounds 

from below, S.Honda, Follow-Up-Workshop to JTP "Optimal Transportation, Hausdorff 

Research Institute for Mathematics(ドイツ ), 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 2016年 8月 29日 . 

72 Spectral convergence under bounded Ricci curvature, S.Honda, Geometric Analysis on 

Riemannian and Metric Spaces, 京都大学 , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 2016年 9月 5日  

73 Ricci curvature and Orientability, S.Honda, Optimal Transport and Applications, Scuola 

Normale Superiore(イタリア ), 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 2016年 11月 10日 . 

74 Geometric analysis on RCD-spaces and applications, S.Honda, Analysis and Geometry 

seminar, Aalto University(フィンランド ), 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 2017年 2月 1日 . 

75 On classification of vertex operator algebras of class S^n , H. Shimakura,  Algebras, 

Groups and Geometries, 東京大学 , 2016年 5月 7日、口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

76 On classification of holomorphic vertex operator algebras of central charge 24, H. 

Shimakura, Conference in Finite Groups and Vertex Algebras, Academia Sinica(台湾 ), 

2016年 8月 25日 . 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

77 On holomorphic vertex operator algebras of central charge 24, H. Shimakura, Colloquium 

at Academia Sinica (台湾 ), 2016年 11月 10日 . 口頭発表 ,審査無 . 

78 Dimension of harmonic measures in hyperbolic spaces, R.Tanaka, UBC Probability 

Seminar, Vancouver, BC(カナダ ), 2016年 9月 21日 , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

79 Dimension of harmonic measures in hyperbolic spaces R. Tanaka, UW Probability Seminar, 

Seattle, WA(米国 ), 2016年 5月 23日 , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

80 Nori motives of curves with modulus and Laumon 1-motives, T.Yamazaki, Differential 

forms in algebraic geometry, the University of Freiburg(ドイツ ), 口頭発表 ,審査無 (招待

講演 ). 2016年 9月 20日 . 

81 Motives with modulus, T.Yamazaki, Algebraic K-theory and Motivic Cohomology, 

Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach(ドイツ ), 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 2016

年 6月 29日 . 

82 Rational torsion on the generalized Jacobian of a modular curve with cuspidal modulus, 

T.Yamazaki, Hakodate workshop on arithmetic geometry 2016, 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

2016年 5月 30日 . 

83 Fully nonlinear uniformly elliptic/parabolic PDE with unbounded ingredients, S. Koike, 

Hamilton-Jacobi Equations New trends and applications, INSA, Universite de Rennes(フラ

ンス ), 口頭発表 , 審査無 (招待講演 ). 2016年 5月 31日 . 

84 粘性解の ABP最大値原理とその応用 , 小池茂昭 , 日本数学会年会函数方程式論分科会特別講演 , 

口頭発表 ,審査有 (招待講演 ).首都大学東京 , 2017年 3月 25日 . 

85 On viscous incompressible flows around a rotating obstacle in two-dimensions, Y. 

Maekawa, Workshop on the Boltzmann Equation, Microlocal Analysis and Related Topics, 

Kyoto University, 口頭発表 , 審査無 (招待講演 ). 2016年 5月 27-29日 . 

86 On the stability of Prandtl expansion II, Y. Maekawa, Recent Advances in 

Hydrodynamics, Banff International Research Station for Mathematical Innovation and 

Discovery, Banff(カナダ ), 口頭発表 , 審査無 (招待講演 ).2016年 6月 . 
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87 Gevrey stability of Prandtl expansion for the Navier-Stokes flows in the half plane, 

Y. Maekawa,7th Euro-Japanese Workshop on Blow Up, Bedlewo(ポーランド ), 口頭発表 , 審査

無 (招待講演 )， 2016年 9月 5-9日 . 

88 Gevrey stability of Prandtl expansion for 2D Navier-Stokes flows, 前川泰則 , 日本数学会

秋季総合分科会 , 関西大学 , 口頭発表，審査無， 2016年 9月 . 

89 On some stability results for two-dimensional exterior flows, Y. Maekawa, 

International Workshop on the Multi-Phase Flow; Analysis, Modeling and Numerics, 

Waseda University, 口頭発表 , 審査無， 2016年 11月 7-11日 . 

90 Injectivity theorem with multiplier ideal sheaves for higher direct images under 

K"ahler morphisms, S.Matsumura, The KSCV Symposium #11: International conference on 

Complex Analysis and Geometry, Kolon Hotel in Gyeong-Ju(韓国 ), 2016 年 7 月 4 日 . 口頭発

表 ,審査無  (招待講演 ). 

 91 Versions of injectivity and extension theorems, S.Matsumura, Seminar of Center for 

Geometry and its Applications, Pohang University of Science and Technology(韓国 ), 2016

年 9 月 7 日 . 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

 92 超越的な手法を用いた小平の消滅定理に一般化について , S.Matsumura, 日本数学会  秋季総合分

科会  函数論分科会  特別講演 , 関西大学 , 2016年 9月 16日 , 口頭発表 ,審査有 (招待講演 ). 

93 Period mapping for noncommutative algebras I, Period mapping for noncommutative 

algebras II, Period mapping for noncommutative algebras III, 岩成勇「非可換代数多様体

に対するホッジ理論と周期写像」大阪大学，口頭発表 ,審査無 .2016年 8月 1-3日  

94 Tannaka duality, stable infinity-categories and motivic Galois groups, I.Iwanari, 

Séminaires Géométrie Algébriques, Champs et Homotopie, Institut de Mathématique de 

Toulouse(フランス ),口頭発表，査読無， 2016年 10月 18日 . 

95 Period mapping for noncommutative algebras, I.Iwanari, Séminaires Géométrie 

Algébriques, Champs et Homotopie, Institut de Mathématique de Toulouse(フランス ),口頭

発表，査読無， 2016年 10月 25日 . 

96 Tannaka duality, stable infinity-categories and motivic Galois groups,I.Iwanari, 

Séminaires Analyse Algébriques, Institut de Mathématique de Jussieu(フランス ),口頭発

表 ,審査無， 2016年 11月 21日 . 

97 Iwasawa theory on generalized Heegner cycles at non-ordinary primes, S. Kobayashi, p-

adic methods in arithmetic geometry at Sendai, 2016. Tohoku University, 2016年 11月 2日 , 

口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

98 反円分拡大の岩澤理論と一般  Heegner cycle", 小林真一 , 代数的整数論とその周辺 , 2016年 11

月 30日 . 口頭発表，査読有  

99 Iwasawa theory on generalized Heegner cycles at non-ordinary 

primes,S.Kobayashi, Seminaire de theorie des nombres de L'IMJ-PRG, Paris 6-7 

University(フランス ), 2016年 12月 13日 , 口頭発表，審査無 (招待講演 ). 

100 The radius of convergence of the p-adic sigma function,S.Kobayashi, Seminars Geometria 

Algebrica e Teoria dei Numeri, Padova University(イタリア ),  2016年 12月 16日 , 口頭発表 ,

審査無 (招待講演 ). 
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101 The Ricci flow on four-manifolds and the Seiberg-Witten equations, M.Ishida. 

Conference on Differential geometry. Centre De Recherches Mathematiqes，モントリオール

(カナダ ), 2016年 7月 6日 . 口頭発表 ,審査無 . 

102 Obstructions to the existence of non-singular solutions of the normalized Ricci flow 

on four-manifolds, M. Ishida. Geometric Analysis on Riemannian and Metric Spaces. 京都

大学数理解析研究所  2016 年 9 月 6 日 . 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

 

 
103 The Ricci flow on four-manifolds and the Seiberg-Witten equations, M.Ishida. 

International Conference for the 70th Anniversary of Korean Mathematical Society. 2016 

KMS Annual Meeting (Differential Geometry Session) 2016年 10月 22日 . 口頭発表 ,審査無 . 

104 ４次元リッチフローにおける Sambusetti型定理 , M.Ishida, 多様体上の計量と幾何構造 . 名城大

学理工学部 . 2017年 3月 2日 . 口頭発表 ,審査無 . 

105 モチーフの円分 p進 L函数の存在予想 , 千田雅隆 , 研究集会「保型 L函数の特殊値と付随する p進 L

函数」 , 美山町自然文化村  河鹿荘 (京都府南丹市 ) , 口頭発表 , 審査有 (招待講演 ), 2016年 9月

19日 . 

106 Selmer group for Rankin-Selberg products of modular forms, M.Chida, 研究集会「 p-adic 

methods in arithmetic geometry at Sendai, 2016」 , 東北大学片平キャンパス  知の館 ,2016年

11月 2日 . 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

   107 Dispersive estimates for the stably stratified Boussinesq equations, R.Takada, The 

11th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, 

SS119 Geometric functional inequalities and application to PDEs, Hyatt Regency Orland, 

Orlando, Florida(米国 ), 2016 年 1 月 1-5 日 , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 )．  

 108 Global solutions for the incompressible rotating stably stratified fluids, R.Takada, 

The 13th Japanese-German International Workshop on Mathematical Fluid Dynamics, 

Congress Center Darmstadtium, Darmstadt(ドイツ ), 2016 年 11 月 30 日 , 口頭発表 ,審査無 (招

待講演 ). 

 109 Dispersion estimates for the stably stratified fluids, R.Takada, IRTG 1529 

Mathematical Fluid Dynamics Seminar,ダルムシュタッド工科大学 (ドイツ ), 2016 月 12 月 15

日 ,口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

 

 

110 Dispersive estimates for the stably stratified Boussinesq equations, 

R.Takada,Oberseminar Analysis,, Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, Düsseldorf(ドイ

ツ ), 2016 年 12 月 19 日 , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

 111 Global behavior of solutions to a drift-diffusion system in higher dimensions, T. 

Ogawa, RIMS international workshop 2016, "Workshop on the Boltzmann Equation, 

Microlocal Analysis and Related Topics" Kyoto University, Kyoto, 2016 年 5 月 27-29 日 , 

口頭発表 , 審査無 (招待講演 ). 

 112 End-point maximal regularity for the Cauchy problem of the parabolic equations, T. 

Ogawa, International Conference on Navier-Stokes equations and related PDE's 2016, 

CAMP National Institue of the Mathematical Sciences, Teajon(韓国 ), 2016 年 7 月 23-25

日 , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ).  
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113 Global behavior of solutions to drift-diffusion system, T.Ogawa, German-Japanese 

Workshop on Mathematical Fluid Dynamics,ダルムシュタッド工科大学 (ドイツ ), 2016年 11月

30-12月 2日 , 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ).  

114 Global behavior of solution to the drift-diffusion system in the higher space 

dimensions. T.Ogawa Kyushu Symposium of Partial Differential Equtions, Nishijin Plaza, 

Kyushu University, 2017 年 1 月 30-31 日 ,口頭発表 ,審査無 (招待講演 ).  

 115 Triply even codes obtained from some graphs and finite geometries, A.Munemasa, Graphs 

and Groups, Spectra and Symmetries, Novosibirsk State University（ロシア）  

口頭発表 ,審査無 (招待講演 ), 2016年 8月 21日 . 

116 Besov spaces generated by the Dirichlet Laplacian, The 13th Japanese-German 

International Workshop on Mathematical Fluid Dynamics, T. Iwabuchi, ダルムシュタッド工

科大学 (ドイツ ), 2016年 12月 1日 . 口頭発表 ,審査無 (招待講演 ). 

117 L^1 boundedness of spectral multipliers for the Dirichlet Laplacian on open sets, T. 

Iwabuchi, International Research Training Group 1529 seminar, ダルムシュタッド工科大学

(ドイツ ), 2016年 12月 7日 . 口頭発表 . 査読無 . 

118 Large time behavior of solutions for the Burgers equation with critical dissipation,  

T. Iwabuchi, International Research Training Group 1529 seminar, ダルムシュタッド工科

大学 (ドイツ ), 2017年 2月 9日 . 口頭発表 , 査読無 . 

119 On the ill-posedness for some parabolic equations in the Besov spaces, T. Iwabuchi, 

The 18th Northeastern Symposium on Mathematical Analysis, 東北大学 , 2017年 2月 21日 . 口

頭発表  (招待講演 ). 

120 Quantum probability and spectral analysis of graphs, N.Obata, Seminar Lecture at 

Faculty of Mathematics and Informatics, Jena University(ドイツ ).2016年 6月 16日 , 口頭発

表 ,審査無 ,(招待講演 ). 

121 Counting walks: A quantum probability viewpoint, N.Obata, 17th Workshop: Non-

Commutative Probability, Levy Processes and Operator Algebras with Applications, 

Bedlewo(ポーランド ), 2016年 7月 26日 . 口頭発表 , 審査無 (招待講演 ), 

 122 Quadratic embedding of graphs, N.Obata, Special Week on Infinite Dimensional Analysis 

and Quantum Probability,Chungbuk National University, Cheongju(韓国 ).2016年 9月 9日 .口頭

発表 , 審査無 (招待講演 ). 

123 Distance matrices and quadratic embedding of graphs, N.Obata, 12th Sendai Workshop on 

Non-commutative Stochastic Analysis and Applications, Tohoku University, Sendai, 

Japan. 2016年 10月 19日 . 口頭発表・審査無  

124 Existence of non-constant integrable harmonic functions on Riemannian manifolds, J. 

Masamune “Heat kernels and analysis on manifolds and fractals”, ビーレフェルト大学

(ドイツ )， 2016年 7月 16日，口頭発表，審査無 (招待講演 ) 

125 Essential selfadjointness of the Laplacian and 2-parameter Brownian motion, J. 

Masamune “Non-commutative stochastic analysis and applications”, 東北大学， 2016年 10

月 18日，口頭発表，審査無 (招待講演 ) 

126 Stochastic completeness at infinity of a Riemannian manifold, J. Masamune “月曜解析セ

ミナー”, 北海道大学， 2016年 10月 3日，口頭発表，審査無 (招待講演 ) 
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127 H-convergence on Riemannian manifolds, J. Masamune “確率論セミナー” , 関西大学， 2017

年 1月 14日，口頭発表，審査無 (招待講演 ) 

128 Chow-Heenger cycles on products of CM elliptic curves, M.Chida,Fukuoka International 

Conference on Arithmetic Geometry 2017,九州大学西新プラザ ,口頭発表 ,審査無 ,2017年 4月 20

日  

129 Chow-Heenger cycles on products of CM elliptic curves, M.Chida,Workshop on p-adic L-

functions and algebraic cycles, 国立台湾大学 , 口頭発表 ,審査無 , 2017年 9月 15日  

130 Arithmetic diagonal cycles and special values of p-adic L-functions, M.Chida, UK-Japan 

Winter School 2018 on Number Theory,King's College London（英国） , 口頭発表 , 審査無 , 

2018年 1月 10, 11日  

131 New stability results for sequences of metric measure spaces with uniform Ricci bounds 

from below, S. Honda, 保存則を持つ偏微分方程式に対する解の特異性および漸近挙動の研究 , 

京都大学数理解析研究所 , 口頭発表 , 審査無 , 2017年 6月 8日  

132 Local spectral convergence in RCD^*(K, N)-spaces, S. Honda, Geometric Analysison 

smooth and non-smooth spaces, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati(イタリ

ア ), 口頭発表 , 審査無 , 2017年 6月 22日  

133 New stability results for sequences of metric measure spaces with uniform Ricci bounds 

from below, S. Honda, Trends in Modern Geometry, 東京大学 , 口頭発表 , 審査無 , 2017年 7月

10日  

134 New stability results for sequences of metric measure spaces with uniform Ricci bounds 

from below, S. Honda, 第 3回日中幾何学研究集会 , 東北大学 , 口頭発表 , 審査無 , 2017年 9月 1

日  

135 New stability results for sequences of metric measure spaces with uniform Ricci bounds 

from below, S. Honda, The third Spanish-Japanese workshop on Differential Geometry, 

Institute de Ciencias Mathematica's(スペイン ), 口頭発表 , 審査無 , 2017年 9月 18日  

136 Recent developments on metric measure spaces with uniform Ricci bounds from below, S. 

Honda, 2017 Chongqing Workshop on Differential Geometry, Chongqing University of 

Technology(中国 ), 口頭発表 , 審査無 , 2017年 11月 16日  

137 Heat flow and Ricci curvature, Geometric Analysis in Geometry and Topology, S. Honda,

東京理科大学 , 口頭発表 ,審査無 , 2017年 12月 19日 -20日  

138 Weyl's law on RCD spaces, Conference on Metrics and Measures, S. Honda, 東北大学 , 口頭

発表 , 審査無 ,  2018年 1月 10日  

139 Spectral properties on metric measure spaces with Ricci bounds from below, S. Honda, 

The 25th Southern California Geometric Analysis Seminar, Univeristy of California 

Irvine(米国 ), 口頭発表 , 審査無 , 2018年 1月 28日  

140 Continuous quantities with respect to measured Gromov-Hausdorff convergence, S. Honda, 

The UC-Berkeley Differential Geometry Seminar, University of California Berkeley(米

国 ), 口頭発表 , 審査無 , 2018年 1月 29日  

141 Analyticity and large time behavior of solutions for the Burgers equations with the 

critical dissipation, T.Iwabuchi,Peking-Yamagata-Tohoku Universities joint workshop 

for Harmonic Analysis and PDE,山形大学 ,口頭発表 ,審査無 , 2018年 3月 23-24日 .  
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142 圧縮性  Navier-Stokes 方程式に対する不適切性について , T. Iwabuchi,日本数学会 (特別講演 ), 

東京大学 , 口頭発表 ,審査無 , 2018年 3月 18日 -21日  

143 Analyticity and large time behavior of solutions for the Burgers equations with the 

critical dissipation, T. Iwabuchi FUKUSHIMA-TOHOKU-UOW PDE WORKSHOP, University of 

Wollongong(オーストラリア ), 口頭発表 , 審査無 , 2018年 3月 1日 . 

144 Ill-posedness for the compressible Navier-Stokes equations under the barotropic 

condition, T. Iwabuch, The 15th Japanese-German International Workshop on Mathematical 

Fluid Dynamics, 早稲田大学 , 口頭発表 , 審査無 , 2018年 1月 9日 -12日 . 

145 Dirichlet 境界条件付きの  Besov 空間について , T. Iwabuchi, 第 15 回浜松偏微分方程式研究

集会 ,静岡大学 , 口頭発表 ,審査無  2017年 12月 23日 -24日 . 

146 一般領域上の超関数と関数空間論について , T. Iwabuchi, 東北大学大学院理学研究科数学専攻

談話会 , 東北大学 , 口頭発表 ,審査無， 2017年 12月 18日 . 

147 Solvability and regularity for the Burgers equation with the critical dissipation,  

T. Iwabuchi, 分数冪拡散方程式の漸近解析とその周辺 , 京都大学数理解析研究所 , 口頭発表 , 

審査無 , 2017年 10月 25-27日 . 

 148 Ill-posedness for the compressible Navier-Stokes Equations, T. Iwabuchi, Analysis 

Seminar, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University(米国 ), 口頭発

表 , 審査無， 2017年 4月 27日 . 

149 Time periodic initial value problem for rotating stably stratified fluids, R.Takada，

九州関数方程式セミナー，福岡大学セミナーハウス，口頭発表 ,審査無 2017年 4月 14日．  

150 Time periodic initial value problem for rotating stably stratified fluids, R.Takada，  

Oberwolfach 数学研究所（ドイツ），口頭発表 ,審査無 ,2017年 5月 7-13日．  

151 Dispersive estimates for the stably stratified Boussinesq equations, R.Takada，

Conference on PDEs and Applications to Physical and Biological Sciences, Renmin 

University of China, Beijing(中国 ),口頭発表 ,審査無 ,2017年７月 15, 16日 . 

152 Time periodic problem for rotating stably stratified fluids, R.Takada， Ito Workshop on 

Partial Differential Equations, Kyushu University, Fukuoka, Japan, 口頭発表，査読無

（招待講演）， 2017年 8月 24, 25日 . 

153 Dispersive estimates for rotating fluids and stably stratified fluids, R.Takada，日本

数学会 2017年度秋季総合分科会，函数方程式論分科会 (特別講演 )，山形大学，口頭発表，査読

無， 2017年 9月 11-14日．  

154 Dispersive Estimates for the Stably Stratified Boussinesq Equations, R.Takada，

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai(中国 ), 口頭発表，査読無， 2017年 9月 25日  

155 Global solutions for the rotating stably stratified fluids, R.Takada，広島微分方程式研

究会，広島大学，口頭発表，査読無， 2017 年 10 月 6--7 日．  

 156 Global solutions for the stably stratified Boussinesq equations, R.Takada，応用解析研

究会，早稲田大学，口頭発表，査読無， 2017年 11月 11日．  

157 Time periodic problem for rotating stably stratified fluids, R.Takada， Mathematics and 

Phenomena in Miyazaki 2017，宮崎大学，口頭発表，査読無 (招待講演）， 2017 年 11 月 17,18

日．  

 158 Time periodic problem for rotating stably stratified fluids, R.Takada，第 7回室蘭非線形

解析研究会，室蘭工業大学，口頭発表，査読無， 2017年 12月 8,9日．  
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159 Dispersive estimates for the stably stratified Boussinesq equations, R.Takada， 2017 

Taiwan-Japan Workshop on Dispersion, Navier Stokes, Kinetic, and Inverse Problems, 

National Cheng Kung University, （台湾） , 口頭発表，査読無， 2017年 12月 22-25日．  

160 Strongly stratified limit for the 3D inviscid Boussinesq equations,R.Takada，  若手によ

る流体力学の基礎方程式研究集会，名古屋大学，口頭発表，査読無， 2018年 1月 5-6日．  

161 Strongly stratified limit for the 3D inviscid Boussinesq equations, R.Takada， The 15th 

Japanese-German International Workshop on Mathematical Fluid Dynamics, Waseda 

University, Tokyo, Japan, 口頭発表，査読無， 2018年 1月 9-12日．  

162 The Ricci flow on four-manifolds and the Seiberg-Witten equations, M.Ishida, 数学総合

報告会 , Fudan university(中国 ), 口頭発表  審査無 , 2017年 10月 27日  

163 The Ricci flow on four-manifolds and the Seiberg-Witten equations, M.Ishida,談話会 , 京

都大学数理解析研究所 , 口頭発表  審査無 , 2017年 12月 6日 . 

164 Diameter bounds under the Ricci Yang-Mills flows, M.Ishida, 淡路島幾何学研究集会 2018, 

淡路島南あわじ市阿那賀地区公民館 , 口頭発表  審査無 , 2018年 1月 26日  

165 On the rate of convergence in free boundary problems, S. Koike, The 5th Italian-

Japanese Workshop on Workshop, Geometric Properties for Parabolic and Elliptic PDE's, 

大阪市立大学 , 口頭発表 , 審査無 , 2017年 5月 15日 . 

166 自由境界問題の処罰法による近似解の収束レートについて , S. Koike, 大阪大学微分方程式セミ

ナー , 大阪大学 , 口頭発表 , 審査無 , 2017年 6月 16日 . 

167 自由境界問題の近似問題 Part 1, Part2, S. Koike, 第７回室蘭非線形解析研究会 , 室蘭工業大

学 , 口頭発表 , 審査無 , 2017年 12月 8-9日 . 

168 Recent development on Lp viscosity solutions for fully nonlinear parabolic PDE, 

S.Koike,第 35回九州における偏微分方程式研究集会 , 九州大学西新プラザ , 口頭発表 , 審査無 , 

2018年 1月 29日 . 

169 Versions of injectivity and extension theorems, S. Matsumura, Seminar of Complex 

Analysis and Geometry, Hanoi Institute(ベトナム ), 口頭発表 , 審査無 , 2017年 4月 7日 . 

170 Foundation of analytic methods in algebraic geometry, S. Matsumura, SEAMS School 2017 

Complex Analysis and Geometry, Hanoi Institute(ベトナム ), 口頭発表 , 審査無 , 2017年  4月  

5-16日 .  

171 A transcendental approach to injectivity theorem for log canonical pairs, S.Matsumura, 

Symposium in geometry and differential equation, Chinese Academy of Sciences(中国 ), 口

頭発表 , 審査無 , 2017年 7月 5日 . 

172 A matrix approach to Yang multiplication, A.Munemasa,5th Workshop on Real and Complex 

Hadamard Matrices and Applications, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Budapest(ハ

ンガリー ), 口頭発表 , 審査無 , 2017年 7月 10日  

173 Butson-Hadamard matrices in association schemes of class 6 on Galois rings of 

characteristic 4, A.Munemasa,Workshop on Group Theory and Algebraic Combinatorics, 

Novosibirsk State University（ロシア） , 口頭発表 ,審査無 ,2017年 7月 17日  

174 A matrix approach to Yang multiplication, A.Munemasa,International Conference and PhD-

Master Summer School Groups and Graphs, Metrics and Manifolds, Ural Federal 

University, Yekaterinburg（ロシア） , 口頭発表，審査無， 2017年 7月 24, 25日  
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175 Weight enumerators of binary singly even self-dual codes, A.Munemasa, 

離散数学とその応用研究集会 , 熊本大学 , 口頭発表 ,審査無 ,2017年 8月 18日  

176 Imprimitive permutation groups which are nearly multiplicity-free, A.Munemasa, 

International Workshop on Bannai-Ito Theory, 浙江大学 , 杭州 , 中国 , 口頭発表，審査

無 ,2017年 11月 24日  

177 A conservation property of Brownian motion with killing of a Riemannian manifold, 

J.Masamune, Analysis and PDEs on Manifolds, Nankai Univ.（中国） , 口頭発表，審査

無 ,2017年 9月 21-23日 . 

178 Generalized conservation property, J.Masamune,Japanese-German Open Conference on 

Stochastic Analysis 2017, Kaiserslautern（ドイツ） , 口頭発表，審査無 ,2017年 9月 4-8日 . 

179 H-convergence on Riemannian manifolds, J.Masamune,Analysis and Geometry on Graphs and 

Manifolds, Potsdam（ドイツ） , 口頭発表，審査無 ,2017年 7月 31-8月 4日 . 

180 Existence of integrable non-trivial harmonic functions on complete manifolds, 

J.Masamune, Mathematical Aspects of Quantum Fields and Related Topics, Kyoto RIMS, 口

頭発表，審査無 ,2017年 6月 26-28日 . 

181 On stability of physically reasonable solutions to the Navier-Stokes equations in a 

two-dimensional exterior domain,Y.Maekawa, Analysis Seminar. Cergy University（フラン

ス） . 口頭発表，査読無， 2017年 4月 24日 . 

182 On Prandtl expansion for the Navier-Stokes flows in the half plane, 

Y.Maekawa, MFO Workshop: Geophysical Fluid Dynamics. Oberwolfach(ドイツ ), 口頭発表，査

読無，  2017年 5月 8-12日 . 

183 On stability of physically reasonable solutions to the Navier-Stokes equations in a 

two-dimensional exterior domain, Y.Maekawa, Analysis Seminar. Max Planck Institute, 

Leipzig(ドイツ ), 口頭発表，査読無，  2017年 6月 13日 . 

184 On the stability of the physically reasonable solution to the two-dimensional Navier-

Stokes equations, Y.Maekawa, Seminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions. Paris 6（フ

ランス） , 口頭発表，査読無， 2017年 6月 16日 . 

185 On the Prandtl boundary layer expansion in a Gevrey class, Y.Maekawa, 

Fluids,Dispersion and Blow-up. IHP, Paris（フランス） , 口頭発表，査読無， 2017年 7月 10-

13日 . 

186 On stationary two-dimensional ows around a fast rotating disk, Y.Maekawa, 

International Workshop on the Multi-phase Flow; Analysis, Modeling and Numerics. 

Waseda University, 東京，口頭発表，査読無， 2017年 11月 28日 . 

187 On axisymmetrization and boundary layer in the two-dimensional exterior flow around a 

fast rotating obstacle, Y.Maekawa， HMAセミナー・冬の研究会 2018，広島大学，広島，口頭発

表，査読無， 2018年 1月 9日 . 

188 On stability of some nearly inviscid flows, Y.Maekawa, The 35th Kyushu Symposium on 

PDEs. 九州大学西新プラザ , 福岡，口頭発表，査読無， 2018年 1月 29-31日 . 

189 On axisymmetrization and boundary layer in the two-dimensional exterior flow around a 

fast rotating disk, Y.Maekawa， Workshop on Hyperbolic and Dispersive PDEs in Fukuoka, 

口頭発表，査読無， 2018年 2月 10日 . 
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190 Hochschildコホモロジーと変形理論２，４ , I.Iwanari,Hochschildコホモロジーと変形理論 , 大

阪大学理学部 , 口頭発表 , 査読無 ,2017年 10月 20, 21日  

191 Period mapping for noncommutative algebras, I.Iwanari, Lectures on higher structures 

and quantizations, IPMU, 東京大学、口頭発表 , 査読無 ,2018 年 3 月 20 日 . 

192 Maximal L1-regularity for heat equations and some application, T.Ogawa, Fukushima-

Tohoku-WOU Workshop of PDE, Wollongong University(オーストラリア ), 口頭発表 (招待講演 ), 

査読無 , 2018 年 3 月 1 日 . 

193 Instrability and finite time blow up of solutions to a drift-diffusion system in 

higher dimensions, T.Ogawa, Analysis Seminar at Pekin University,Pekin University(中

国 ), 口頭発表 , 査読無 ,2017年 10月 10日 . 

194 Uniqueness of a  mild solution to the Boltzmann equation  in a critical Besov space, 

T.Ogawa, Academy of Mathematics and System Science, Beijin, (中国 ), 口頭発表 , 査読

無 ,2017年 10月 10日 . 

195 Classical weight one forms in a Hida family of Hilbert cusp forms with parallel 

weights, T. Ozawa, 30ème Journées Arithmétiques, Université Caen Normandie (フランス ), 

口頭発表，審査有， 2017年 7月 3日 . 

196 Classical weight one forms in a Hida family of Hilbert cusp forms with parallel 

weights, T. Ozawa, Séminaire de Géométrie Arithmétique et Motivique, Université Paris 

13 (フランス ), 口頭発表，審査無，  2017年 9月 29日 . 

197 Classical weight one forms in a Hida family of Hilbert cusp forms with parallel 

weights, T. Ozawa, Séminaire d'Arithmétique, Le laboratoire de mathématiques Paul 

Painlevé (フランス ), 口頭発表，審査無， 2018年 2月 8日 . 

198 Distance Matrices and quadratic embedding of graphs, N.Obata, Infinite Dimensional 

Analysis and quantum probability, Chungbuk National University(韓国 ), 口頭発表，審査

無， 2017年 7月 28日 . 

199 Distance Matrices and quadratic embedding of graphs, N.Obata, International Conference 

on Graph Theory and Information Security (ICGTIS 2017), Universitas Indonesia, 

Depok(インドネシア ), 口頭発表，審査無， 2017年 8月 7日 . 

200 Component sizes in random graphs: Mathematical analysis and simulation, N.Obata, 

International Conference on Stochastic Analysis, Stochastic Control and Applications 

Hammamet(チュニジア ), 口頭発表，審査無， 2017年 10月 24日 . 

201 Central limit theorems for growing graphs: revisited, N.Obata, Workshop on Quantum 

Probability, Infinite Dimensional Analysis and Related Topics, Dankook University 

Cheonan(韓国 ), 口頭発表，審査無， 2017年 12月 28日 . 

202 Asymptotic spectral analysis of graphs and orthogonal polynomials in two variables, 

T.Obata, Joint Mathematics Meetings San Diego, AMS Special Session on Orthogonal 

Polynomials, Quantum Probability, and Stochastic Analysis, San Diego Convention 

Center, San Diego（米国） , 口頭発表，審査無， 2018年 1月 13日 . 

203 Isoperimetric rigidity and distributions of 1-Lipschitz functions, T.Shioya, 

Conference on ‘Metrics and Measures’, 東北大学 , 口頭発表，審査有 , 2018年 1月 11日 . 

204 Soft isoperimetric rigidity, T.Shioya, Metric Measure Spaces and Ricci Curvature, Max 

Planck Institute for Mathematics, Bonn（ドイツ） , 口頭発表 , 審査有 , 2017年 9月 24日 . 
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205 High-dimensional spaces in metric measure geometry, T.Shioya, Geometric Analysis on 

smooth and non-smooth spaces, SISSA, トリエステ（イタリア） , 口頭発表 , 審査有 , 2017年 6

月 21日 . 

206 Orbifold constructions associated with the Leech lattice vertex operator algebra, 

H.Shimakura, One day workshop on VOA, Academia Sinica(台湾 ),口頭発表 , 査読無 , 2017年 8

月 21日 . 

 207 Orbifold constructions associated with the Leech lattice vertex operator algebra, 

H.Shimakura, 代数的組合せ論および有限群・頂点作用素代数とその表現の研究 , 京都大学数理

解析研究所 ,口頭発表 , 査読無 . 2017年 12月 14日 . 

208 さまざまな群の上のランダムウォーク (基調講演 ), R.Tanaka,第 64回幾何学シンポジウム , 金沢

大学 , 口頭発表 , 査読無 . 2017年 8月 29日 . 

209 Dimension of harmonic measures in hyperbolic spaces, R.Tanaka,The 3rd Japan-China 

geometry conference, Tohoku University, 口頭発表 , 査読無 . 2017年 9月 3日 .  

210 Equivalence of measures at infinity for word hyperbolic groups, R.Tanaka, 

Ergodic and Geometric Group theory in Sendai, Tohoku University, 口頭発表 , 査読無 . 

2017年 10月 25日 . 

211 Continuous and discrete potential theory in Gromov hyperbolic spaces, R. Tanaka, 

Global properties in potential theory of continuous and discrete spaces, Hokkaido 

University, 口頭発表 , 査読無 . 2017年 11月 4日 . 

212 離散アファイン群のポアソン境界 , R.Tanaka, 2017年度福岡大学微分幾何研究集会 , 福岡大学 , 

口頭発表 , 査読無 . 2017年 11月 5日 . 

213 

 
Rough isometries and measures at infinity for word hyperbolic groups, R. Tanaka, 

Rigidity School, Nagoya 2017, Nagoya University, 口頭発表 , 査読無 . 2017年 11月 24日 . 

214 Isoperimetric profile and return probability for the discrete affine group, 

R.Tanaka,Geometry and Probability, Tohoku University, 口頭発表 , 査読無 . 2018年 1月 15日 . 

215 Random walks on the discrete affine group, R.Tanaka,Young Geometric Analysts' Forum 

2018, 口頭発表 , 査読無 . 2018年 1月 29日 .  

216 調和測度のハウスドルフ次元公式 , R.Tanaka,リーマン幾何と幾何解析 , 筑波大学 , 

口頭発表 , 査読無 . 2018年 2月 23日 . 

217 離散群上のポテンシャル論における距離埋め込みの方法 , 田中亮吉 , 日本数学会 2018 年度年会 , 

幾何学分科会特別講演 , 東京大学 , 口頭発表 , 査読無 . 2018 年 3 月 18 日 . 

 218 On constancy of Newton polygons of F-isocrystals on Abelian varieties, 

N.Tsuzuki,Fukuoka International Conference on Arithmetic Geometry 2017,九州大学西新プ

ラザ ,口頭発表 ,審査無 ,2017年 4月 21日  

219 Constancy of Newton polygons of F-isocrystals on Abelian varieties and its 

application, N.Tsuzuki, Geometria Algebrica e Teoria dei Numeri, Univ. di Padova(イタ

リア ) 口頭発表 , 査読有 .  2017 年 7 月 3 日  

 

 

220 Constancy of Newton polygons of F-isocrystals on Abelian varieties over a fnite fields 

and its applications, N.Tsuzuki, Journee Arithmetiquea Villetaneuse, Univ. Paris 13 

(フランス ), 口頭発表 , 査読有 .  2017 年 7 月 6 日 . 
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221 First rigid cohomology and full faithfulness problem in case of locally complete 

intersection, N.Tsuzuki, p 進コホモロジーと数論幾何学 ,東京電機大学 , 口頭発表、審査

無 .2017 年 11 月 18 日 . 

 222 有限体上のアーベル多様体の上 F-アイソクリスタル Newton 多角形の一定性とその応用 , 

N.Tsuzuki, 代数的整数論とその周辺 , 京都大学数理解析研究所 , 口頭発表 , 査読有 .  2017 年

12 月 8 日 . 

 223 Newton polygons of F-isocrystals on Abelian varieties and its applications, N.Tsuzuki, 

Séminaire de géométrie arithmétique, Univ.de Rennes (フランス ), 口頭発表、審査無 . 2018

年 3 月 1 日 . 

 

224 Mixed Hodge structures with modulus, T.Yamazaki, 研究集会「 Motives in Tokyo」 , 東京大

学 , 口頭発表、審査無 . 2018年 3月 29日 . 

225 Generalized Jacobians of modular and Drinfeld modular curves, T. Yamazaki, 第 16回北陸

数論研究集会「数論における行列式表示」 , 富山大学 , 口頭発表 ,審査無 . 2017年 12月 27日 . 

226 Nori motives of curves with modulus and Laumon 1-motives, T.Yamazaki, 研究集会

「 Regulators in Niseko 2017」 , ヒルトンニセコビレッジ ,口頭発表、審査無 . 2017年 9月 7日 . 
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