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数学科シンポジウム

1.研究集会の名称：国際シンポジウム“Singularity Theory and Commutative Algebra”
2.共催：科学研究費基盤（B）「多様体の特異点の研究」（研究代表者；石井志保子）
3.開催期間2005年9月12日（月）から9月17日（金）の5日間
4.開催場所：浜名湖カリアック
5.参加者数：60名
6.シンポジウムの趣旨：

特異点論と可換環論は共に最近目覚ましい発展を遂げているが，新しい特徴として標数p> 0 の手法，乗数イデ
アルの理論など，お互いの関連性が強くなっている。本シンポジウムは現在の最新の情報を交換すると共に，新し
い発展を模索するもので，アメリカ・インド・イギリス・フランス・韓国などの世界各国からトップランナーたち
を招聘して日本の指導的研究者達一緒に新しい局面を切り開こうとするものである。

7.プログラム
●9月12日（月）

9:00～10:00 Lawrence Ein （Univ. Illinois, Chicago），Contact loci and valuations
10:30～11:30 高木俊輔（九州大学），F-thresholds and Bernstein polynomials
11:45～12:45 Tommaso de Fernex（Univ. Michigan），Singularities of maps and birational rigidity
14:30～15:30 Paul Roberts （Univ. Utah），Local Cohomology and the Homological Conjectures in Commutative

Algebra（I）
16:00～17:00 蔵野和彦（明治大学），Resolution of singularities and the positivity conjecture of Serre
17:15～18:15 Holger Brenner（Univ. Sheffield），Grothendieck topologies and ideal closure operations

●9月13日（火）　

9:00～10:00 Jonathan Wahl（Univ. North Carolina），Universal abelian covers of complex surface singularities（I）
10:30～11:30 奥間智弘（群馬工業高専），Universal abelian covers of certain surface singularities
11:45～12:45 今野一宏（大阪大学），On the canonical ring of a surface
14:30～15:30 Lawrence Ein（Univ. Illinois, Chicago），Asymptotic invariants of line bundles
16:00～17:00 野間　淳（横浜国大），Multisecant lines to projective varieties and its application
17:15～18:15 Youngook Choi （KAIST），Projections and linear syzygies,

●9月14日（水）

9:00～10:00 Vasudevan Srinivas（Tata Inst.），Complete intersection points on affine varieties and zero cycles
10:30～11:30 Jihun Park（POSTECH Pohan），Q-factoriality of double solids
11:45～12:45 上原北斗（京都大学理学研究科），Affine braid group actions on derived categories of algebraic surfaces

午後Excursion

1-1 自然科学研究所の助成による研究集会報告
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●9月15日（木）

9:00～10:00 Paul Roberts （Univ. Utah），Local Cohomology and the Homological Conjectures in Commutative

Algebra（II）
10:20～11:20 伊山　修（兵庫県立大学），Toward higher dimensional Auslander-Reiten theory
11:30～12:30 吉野雄二（岡山大学），Rigid Cohen-Macaulay modules over a quotient singularity of dimension three
14:00～15:00 Jonathan Wahl（Univ. North Carolina），Universal abelian covers of complex surface singularities（II）
15:10～16:10 Vijaylaxmi Trivedi（Tata Inst,），Hilbert-Kunz multiplicities and vector bundles on curves
16:30～17:30 黒田　茂（京都大学数理研），Counterexamples to the Fourteenth Problem of Hilbert

17:40～18:40 Guillaume Rond （Univ. Toulouse），Artin function and diophantine approximation in fields of power series

●9月16日（金）

9:00～10:00 Vasudevan Srinivas（Tata Inst.），Lefschetz theorems for the divisor class group
10:20～11:20 Florin Ambro（ 京都大学数理研），Finite generation of toric FGA algebras

11:30～12:30 石井志保子（東工大），Arcs and valuations

8.講演概要と刊行物

講演要旨集 : “Singularity Theory and Commutative Algebra” 約60ページを刊行した。講演要旨は要旨集参照。
なお，若干の残部があるので，ご希望の方は数学科渡辺または泊までお問い合わせ下さい。
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化学科シンポジウム

1.研究集会の名称：日本大学文理学部　化学科シンポジウム
「生命に関わる物質と先端的計測法の接点」

2.後援：世田谷区教育委員会
3.開催期間：平成17年10月22日（土）
4.開催場所：日本大学文理学部百周年記念館国際会議場
5.参加者数：136名
6.シンポジウムの趣旨：

多様，複雑な生命現象を理解するためには生命体を構成する物質の視点からの研究が必須である。また，そのた
めに必要な先端的計測法の創製と生命情報の解析も必須である。生命科学，化学，生物，物理を専門とする国内外
の研究者による学際的シンポジウムを行った。相互の理解と今後の各分野の発展に資することを目的とした本シン
ポジウムは有意義であった。

7.プログラム
9:25～ 9:30 開会の辞 自然科学研究所所長　若槻康雄（日本大学）

（司会：菅原正雄（日大文理））
9:30～10:15 （特別講演） 細胞内および膜界面の分子イメージング 梅澤喜夫（東大院理）

（司会：飯野熙彦（日大文理））
10:30～11:00 生体分子モーター1個の出す力を測る 茶園　茂（日大文理）

11:00～11:30 電子顕微鏡による含水試料の観察法 石川　晃（日大文理）

11:30～12:00 細胞機能の指標としての細胞内シグナル網羅的解析と，
in vivoイメージングのための組織情報センシング 片山佳樹（九大院工）

（司会：飯田　隆（日大文理））
13:00～13:30 BH4生合成系と酵素欠損症 飯野熙彦（日大文理）

13:30～14:00 QCM法による生体分子間相互作用の定量解析 芹澤　武（東大先端研）

14:00～14:30 胆汁酸と臨床分析化学 後藤順一（東北大院薬）

（司会：澤田博司（日大文理））
14:50～15:20 ヒト，脊椎動物中の新規胆汁酸抱合体異常代謝産物の

単離・合成ー肝胆道疾患との関連を含め 飯田　隆（日大文理）

15:20～15:50 新しいDNA結合リガンドと一塩基多型（SNPs）検出
～脱塩基部位空間を反応場とする核酸認識～ 西澤精一（東北大院理）

15:50～16:20 遺伝子プロモーターと性分化 宮田昇平（日大文理）

（司会：宮田昇平（日大文理））
16:20～16:50 生体情報分子の可視化計測法 佐藤守俊（東大院理）

16:50～17:20 電気化学検出HPLCの生体試料分析への応用 楠　文代（東京薬科大薬）

17:20～17:50 地球環境と微生物　－深海に生育する細菌の生理学－ 為我井秀行（日大文理）
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8.講演概要と刊行物
講演要旨集「生命に関わる物質と先端的計測法の接点」27pを刊行した。　
講演概要は本講演要旨集を参照のこと。
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自然科学研究所交流会

1.交流会の名称：日本大学文理学部自然科学研究所交流会
メインテーマ「地球環境と人間活動」

2.後援：世田谷区教育委員会
日本大学産官学連携知財センター（NUBIC）

3.開催期間：平成17年10月15日（土）
4.開催場所：日本大学文理学部百周年記念館
5.参加者数：150名
6.交流会の目的：

日本大学文理学部は人文系，社会系，および理学系で構成される幅広い教育と研究の場を提供している。このう
ち理学系7学科，すなわち地理学科，地球システム科学科，数学科，情報システム解析学科，物理学科，物理生命
システム科学科および化学科における研究活動は「文理学部自然科学研究所」に統合され，全体的な運営が行なわ
れている。グローバルな視点で見たとき，我が国の今後の発展はひとえに独自の高度な科学技術の開発に依存する
事は，明らかであり，我々の学部理学系がそれに沿った広い視野を持つ人材の育成を担い，真に社会の要請に答え
うる研究指針を設定するためには外界との接触，交流の推進が不可欠であると考える。
このような背景をもとに，自然科学研究所交流会を開催し，企業の方々，地域の方々，および自然科学研究所メ

ンバーを中心とした文理学部の教職員，学生間の相互理解の場を設け，中長期的な展望を共有する事を目指した。
今回は，イベント・メインテーマとして，「地球環境と人間活動」を取りあげ，水資源の問題，省エネルギーな

らびに水素エネルギー利用技術などを中心テーマとして提供した。

7.イベントの内容

（1）　講演会の部

10:30 開会挨拶 日本大学文理学部長　島方　洸一
10:40 セレンディピティについて－自然科学と偶然の発見－ 富山県立大学　客員教授　澤泉　重一
11:20 地球規模の環境変化と水資源・水環境－世界の水はどう変わるか－

日本大学文理学部地球システム科学科　教授　森　和紀
＜休憩（昼食）＞

13:00 常に変化する生態系の一員としての人間 元ポーラ文化研究所長　谷川　孝博
13:40 GISを利用した都市環境の分析 日本大学文理学部地球システム科学科　教授　高阪　宏行
14:20 挨拶 日本大学文理学部次長　滝沢　武男
14:30～ ポスターセッション（展示・説明）

（2）ポスターセッション

＜参加財団・企業＞

財団法人省エネルギーセンター

「グリーンの省エネ性マークはお得なマーク」，「待機時消費電力の特徴と削減法」，
「OA機器は “国際エネルギースターロゴ”マーク付を！」
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新日本石油株式会社

「LPGから水素製造」，「LPガス仕様家庭用燃料電池」
株式会社日本製鋼所

「メタン直接改質法と接触分解法による水素製造」，「水素貯蔵用合金の高吸蔵化」，
「水素ステーション用水素圧縮機とＭＨ貯蔵システム」

KYB株式会社（旧カヤバ工業㈱）

「電子制御ミキサー」，「剪定枝粉砕処理車：タウンビーバー」，「炭素化装置」，
「ソーラー投光器」
日本電信電話株式会社

「スギ花粉飛散情報システム」，「大気環境モニタリングシステム」

＜日本大学文理学部自然科学研究所＞

地球システム科学科

「茶園土壌の酸性化と金属元素の溶脱」 宮地直道研究室

数学科

「株価変動過程への数理物理学的アプローチ」 黒田耕嗣研究室

「力学系から作られる乱数列」 森真研究室

情報システム解析学科

「デジタルアーカイブからの類似性自動抽出に関する基礎実験」 谷聖一研究室

物理学科

「レーザーで探索・創製する光機能物質・低い環境負荷の物質・光メモリー物質」
「発光素子を目指した，化合物半導体の作製と光学特性」 滝沢武男研究室

物理生命システム科学科

「有機官能膜を用いたＮＯxセンサー・匂いセンサーの開発」 斎藤稔研究室

「タンパク質結晶化装置の開発」 中里勝芳研究室

化学科

「環境水中のラジウムの新定量法の開発」 永井尚生研究室

「ほうれん草中の重金属定量法の研究」 大川真一郎研究室

総合文化

「ツクシの抗花粉症効果について」 藤本康雄研究室

（3）　実施結果と反省

①経　緯

平成17年7月下旬，今回のイベントのメインテーマ・「地球環境と人間活動」を決定し，このテーマに関
連深い財団法人および企業を選択して8月上旬より，担当トップを訪問して，参加協力をお願いした。その
結果，1財団法人および4企業の賛同を得た。

②当日の参加者

参加者人数は，日大関係67名，企業関係45名および学生45名であった。当初に予定していた日大関係50
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名以上，および企業関係50名以上に近い数字ではあったが，全イベントに亙っての参加者は，これより若
干小さな数字になるであろう。
この季節は他学会や結婚式のシーズンでもあり，日本大学文理学部地理学科の80周年とも重なったため，
概して少なかったのであろう。

③講演会の部

概して順調であり，内容に大変興味を持たれた方も多かったようである。しかし，谷川先生の講演では，
文字・写真ともに鮮明さが欠けた。念入りな事前検討不足が原因している。

④参加者からの感想など

懇親会の席上や，メールによる感想文によると，今回のイベントは好評であり，「ほのぼのとした暖かさ
を感じた」との意見が多く見られた。2～3例文を挙げると，“資源の危機は，石油が最初だと思っていたが，
その前に水危機が既に始まっていることを知った。” “セレンディピティの話は，肩が凝らず大変に面白かっ
た。”，“われわれ企業人は，利益優先で近視眼的に物事を捉える習性が身についているものだが，今回のよ
うな話題に触れることで，もっとグローバルな視点での取り組みが，国民，顧客に受け入れられるよう努力
してまいります。”

　　
⑤反省と感謝

日大関係67名ならびに学生45名の参加者にとって，「地球環境と人間活動」の関係の一部を理解する上に
有効であったと判断する。
今回使用したポスター用展示版が少し痛んでおり，ポスターが傾いて展示される板があった。また，固定

用金具も不足しており，今後修理して安全面に留意したい。
受付を担当した学生にとって，慣れない対応であり，講演者・谷川氏よりマナーについて指摘を受けた点

があった。次回以降の改善に役立てたい。
今回のイベントは，研究事務課・担当者の並々ならぬご尽力により，無事終了したことに深く感謝してい

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
報告書作成　日本大学文理学部自然科学研究所

客員教授　井原博之


