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●代表者　渡辺敬一（数学科　教授）

●分担者　福田拓生 （数学科　教授） 

森　　真（数学科　教授）

茂手木公彦（数学科　教授）

泊　昌孝（数学科　教授）

【研究の概要および結果】

本研究は特異点の性質を特に可換環論，位相幾何学の方面から研究し，その結果をカオス等確率論的方面に応用
することを目的とした。
また，その研究の方法として「特異点論セミナー」，「トポロジーセミナー」を研究の基盤におき，このセミナー

で議論を深め，研究を高めて行った。
具体的な問題として取り上げたものは以下のとおりである。

・整閉イデアルの研究。特に単項式で生成されたものの log resolution, multiplier idealとの関係を主として研究した。
・写像の特異点の安定性の位相幾何学的研究。この理論はカオスの理論などと関係して大変興味深い。
・特異点と結び目の関係。特にSeifert多様体の理論の自然な表れ方について研究を行った。
・力学系のエルゴード性とフラクタルの複雑性との関連について研究を行った。
・ log canonical thresholdの概念を正標数で扱った F-thresholdの概念は multiplier idealや Bernstain-Sato多項式など
いろいろな応用があるが ,この概念の可換環論的性質を研究した。

本研究の大変大きな目的として，渡辺，泊；茂手木，福田がそれぞれ主催する「特異点論セミナー」，「トポロジー
セミナー」によって全国の研究者と交流をはかることがあった。この点は両セミナーとも大体毎月行われ，毎回15

人から20人程度の出席者を関東一円を始め，北海道，東北，関西，広島，九州など全国から集め，またしばしば
外国の研究者も出席･講演し大変盛況であった。この意味でも本研究は大変な成功を収めたと云える。以下に「特
異点論セミナー」「トポロジーセミナー」の各回のプログラムを紹介しよう。

＜トポロジーセミナー（Seminar on Geometric Topology of dimension 3）＞

●2005年6月4日（土）10：30～17：00
講 演 者：芥川和雄（東京理科大学理工学部）

講演題目：3次元多様体の山辺不変量

●2005年10月29日（土）13：30～17：30
講 演 者：Vincent Blanloeil（IRMA-Universite・Louis Pasteur）

講演題目：Cobordism of simple fibered knots

●2005年11月26日（土）15：00～18：00
講 演 者：Andrei Pajitnov（Universite de Nantes）

講演題目：Circle valued Morse theory and dynamics of gradient flows

2-3 特異点論の可換環論・位相幾何学の研究
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●2006年1月14日（土）14：00～17：30
講 演 者：Ryan Budney（Max Planck Institute for Mathematics）

講演題目：Topology of the space of embeddings of S1 in S3

＜特異点論セミナー＞

●2005年 4月 18日（月）
11:00～11:55 渡辺敬一（日大・文理）

A module of G-dimension 0 constructed from a curve of genus 2

12:10～13:15 網谷泰治（早大・理工）

Projective manifolds with hyperplane sections being five-sheeted covers of projective space

14:20～16:00 深澤　知（広島大学大学院理学研究科）

ガウス写像のファイバーが線形空間ではない代数多様体
16:15～17:25 石井志保子（東工大）

Valuations over Cn（II）
17:35～18:15 廣門正行（広島市立大）

What are terminal singularities in char. p ?

　
●2005年 5月 16日（月）
11:00～12:20 鈴野一高（東工大）

Index and Pseudoindex of Smooth Toric Fano Varieties.

12:35～13:35 蔵野和彦（明治大・理工）

Serreの positivity予想への幾何学的アプローチ
14:40～16:15 上原北斗（京大・理）

Bridgeland's stability conditionsの紹介
16:30～17:20 佐藤　拓（東工大）

The classification of 3-dimensional toric morphisms with anti-nef canonical divisors

　17:20～17:55 渡辺敬一（日大・文理）

Appendix to Sato's talk ; Multiplicity and colength of toric integrally closed ideals in k [X, Y, Z]

●2005年 6月 20日（月）
11:00～11:55 渡辺敬一（日大・文理）

Multiplicity, colength and multiplier ideals（after de Fernex and de Fernex-Ein-Mustata）
12:10～13:25, 14:25～15:05 伊山　修（兵庫県立大学）

直交圏とCalabi-Yau代数
14:20～16:40 青柳美輝（上智大・理工）

学習理論のゼータ関数と特異点解消
16:50～17:45 都丸　正（群馬大）

C*-特異点のC*-pencilへの埋め込みについて
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●2005年7月 11日（月）
11:00～11:50 渡辺敬一（日大・文理）

Vector bundleからできるgraded ringについて
12:00～13:30 高山幸秀（立命館大）

Combinatorial characterizations of generalized Cohen-Macaulay monomial ideals

14:30～15:15 石井志保子（東工大）

モスクワWorkshop; “Birational Geometry, Derived Categories and Singularities” の報告
15:30～16:30 廣門正行（広島市立大）

Minimally elliptic singularities in char. p

16:50～18:00 石井志保子（東工大）

Determination of a valuation by arcs

●2005年 10月 17日（月）
11:00～12:25 蔵野和彦（明治大）

完備化から誘導される Grothendieck群の射の核が torsionでない例
12:40～13:30, 14:30～14:50 廣門正行（広島市立大）

Calabi-Yau 3-folds obtained as products of two quasi-elliptic surfaces

15:00～16:20 Ovidiu Pasarescu（Romanian Academy）

Geometry of Del Pezzo surfaces

16:35～17:35 高木俊輔（九州大）

Inequality between multiplicity and jumping numbers

●2005年 11月 7日（月）
11:15～12:35 網谷泰治（早稲田大）

Projective manifolds with hyperplane sections being 4-sheeted covers of Pn

12:50～13:50, 14:50～16:40 Timothy Logvinenko（RIMS, Kyoto Univ.）

G-constellations and resolutions of quotient singularities

16:50～18:00 石井志保子（東工大）

Determination of a variation by determining the values of finite functions

●2005年 12月 5日（月）
11:00～12:40 安田健彦（京大数理研）

高次ナッシュ爆発　
12:50～13:30, 14:25～15:30 武田好史（奈良女子大）

前丹後構造の高次元化
15:40～17:05 斎藤夏雄（広島市立大）

ある種の正標数Calabi-Yau多様体について
17:20～18:30 石井志保子（東工大）

The Nash problem on arcs for surface singularities（after Morales）
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●2006年1月 23日（月）
11:05～12:05 渡辺敬一（日大・文理）

Adjacent integrally closed ideals for 2-dimensional rational singularities

12:20～13:40, 14:45～15:00 都丸　正 （群馬大）

Affine cones of curves which are Kodaira singularities

15:00～16:00 佐藤　拓（東工大）

Toric Fano 5-folds of index 2

16:15～17:55 年頭の問題，予想，現況の報告
原　伸生（東北大），石井志保子（東工大），伊藤由佳理（名大），鈴木香織（東大）

●2006年2月 20日（月）
11:00～11:40 渡辺敬一（日大・文理）

Adjacent integrally closed ideals in 2-dimensional ratinal singularities（2）;
Counterexamples and a conjecture

11:55～13:20 高木俊輔（九州大）

Adjoint ideals and divisorial tight closure

14:20～15:40 吉田健一（名大）

Stanley-Reisner環の Cohen-Macaulay性と Serre条件（joint work with N. Terai）
16:00～17:10 野間　淳（横浜国大）

Hypersurfaces containing a projective variety with applications to multisecant lines

17:25～18:30 年頭の問題，予想，現況の報告，Part II
高山幸秀（立命館大），泊　昌孝（日大･文理），衛藤和文（日本工大），片長敦子（四国学院大）,
渡辺敬一（日大・文理）.


