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●分担者　渡辺敬一（数学科　教授）

茂手木公彦（数学科　教授）

福田拓生（数学科　教授）

【研究の概要および結果】

申請代表者は，複素数解析空間の代数幾何的特異点不変量を，特異点解消を通じて可換環論的に決定しようとい
う問題意識を常に持っている。また，不変量は位相幾何的な解析とも古典的に関連する：（A）filtered blowing-upに
よる特異点の分類理論，（B）正標数の特異点理論，（C）Seifert fiber構造と結び目理論，（D）特異点のHamiltonian

systemの理論，などが中心的研究対象である。
公汎な専門知識を有する学内分担者の協力のもとに，位相幾何と代数幾何の諸問題に，今回の研究グループの

個々のメンバーの手法を使用する。代数的手法による特異点の研究という事では，泊・渡辺の共同研究は，世界有
数のものである。また，これに，位相的な観点からの分担者が加わる。
また研究の切磋琢磨の場として，渡辺の特異点セミナー，茂手木の結び目の理論セミナーがあり，国内外より多

くの研究者との交流がある。
写像の特異点の国際的研究者である福田，正標数的手法を現在ますます展開中であり可換環論の世界的権威であ

る渡辺，そして 結び目に関連したDehn手術の手法による3次元多様体の構成に関して中心的研究者である茂手木
が，それぞれの観点から分担者となり，研究を進めた。

大きなテーマのもとに，昨年度に引き続き個々のメンバーは以下のような研究結果を得た。

泊は，filtered blowing-upの理論の研究を続け ,関連する問題として（1）幾何種数加群の次数化とその微分に関す
る不変量，（2）正標数有理2重点の定義式の分類への応用，を見いだした。Simple K3特異点の分類に関する成果の
発表への準備もさらに進展した。
渡辺は，正標数の環のイデアルの組に対する F-threshold の研究が主要課題とし，lc threshold の概念との深い関

係を探求し続ける一方で，a-不変量が小さい場合の超曲面次数付き2次元特異点の分類を行った。
［1］K.i. Watanabe and R. Takahashi, Totally reflexive modules constructed from smooth projective curves of genus g=＞2,

Archiv der Mathematik vol 89（2007）, 60-67
［2］K.i. Watanabe, C. Huneke, M. Mustata and S, Takagi, F-thresholds, tight closure, integral closure, and multiplicity

bounds, Michigan Math. J. 57（2008）463-483
茂手木は ,Seifert多様体を生成する手術（Seifert手術）に焦点を絞り，Seifert手術がどのように生じるのか，その
“自然な” 説明を与えることを目標に研究をすすめ，Seifert Surgery Networkを考えた。これより，従来の研究では
個別にしか捉えることのできなかったSeifert手術たちを，それらの間の関係性から大域的に捉えることが可能に
なり，Seifert手術が生じるメカニズムが明らかになるものと期待される。
［3］K.Motegi, and K. Ichihara, Hyperbolic sections in surface bundles, Topology Appl. 154（2007）1398-1406
［4］K.Motegi, A. Deruelle and K. Miyazaki, Networking Seifert surgeries on knots II: Berge’s lens surgeries,（ to appear

in）Topology Appl.
福田は，昨年度に引き続き特異点を持つ Implicit Hamiltonian System，すなわち isotropic mapsの局所的大域的性

質について，微分方程式の解が特異点集合の保存の諸性質の研究の進展を得た。corankが一定の特異点集合につい
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て，いくつかの具体的な場合の研究を進めた。これらのことから，いくつかの大域的な性質も分かった。これらは，
以下の論文にて一部発表された。
［5］T. Fukuda and S. Janeczko, Global properties of Integrable implicit Hamiltonian systems, in SINGULARITY THEORY,

Proceedings of the 2005 Marseille Singularity School and Conference, World Scientific（2007）, 593-612
［6］T. Fukuda and S. Janeczko, Singularities of Hamiltonian mappings, to appear in "Caustics 2006", Banach Center

Publications.

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」の各回のプログラムを紹介しよう。

【特異点論セミナー】

2007年4月 16日
渡辺　敬一（日大・文理） A conjecture on multiplicity and F-thresholds-2- dimensional graded case.

渡利　正弘（埼大・理） On the Tjurina number of irreducible plane curve singularities

石井志保子（東工大） The inheritance of properties of morphisms.

廣門　正行（広島市大） On three dimensional canonical singularities in char. p except finite points

蔵野　和彦（明大・理工） An example of a smooth projective variety X and a very ample line bundle with H^1（X,O_X）
= 0 and H^1（X,L）￥ne 0. 　

2007年5月21日
渡辺　敬一（日大・文理） Sato-Kurano's example as diagonal subalgebra

深澤　　知（早大・理工） Existence of a non-reflexive embedding with birational Gauss map for a projective variety（楫
元氏との共同研究）

尾平　　崇（千葉大） Invariant subrings of finite reducible groups of SL（4,C）in C［X_1,X_2,X_3,X_4］.　
黒田　　茂（首都大） Automorphisms of the polynomial ring in three variables which admit reductions of type I

2007年6月 18日
渡辺　敬一（日大・文理） A conjecture on multiplicity and F-threshold; 3-dimensional graded case（after C. Huneke）
廣門　正行（広島市大） On structures of three dimensional canonical singularities in char. P along one dimensional

singular locus.

深澤　　知（早大・理工）ガウス写像が双有理となる non-reflexive射影多様体について
石井志保子（東工大） Report on the stay at Innsbruck

野間　淳（横浜国大） On projective curves of maximal regularity（after M. Brodmann and P. Schenzel）
2007年7月9日
渡辺　敬一（日大・文理）Multiplicity and F-thresholds（graded case）- after C. Huneke
中岡　宏行（東大） Tambara functors on profinite groups.

広瀬　大輔（北大） F-thresholds of ideals in toric rings generated by monomials

蔵野　和彦（明大） Symbolic Rees rings of space monomial curves, negative curve の存在性を確かめるためのコン
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ピューターによる実験
野間　　淳（横浜国大） On projective curves of maximal regularity（after M. Brodmann and P. Schenzel）　
2007年10月1日
渡辺　敬一（日大・文理） Classification of normal 2-dimensional graded hypersurfaces with a（R）=1 using Demazure
construction.

石井志保子（東工大） Isomorphism criteria by jet schemes II

竹内　　潔（筑波大） Toward the general Lefschetz fixed point theorem over singular varieties（with Yutaka MATSUI）
高山　幸秀（立命館大） Local cohomologies of section rings defined by Raynaud polarized surfaces

2007年11月12日
小田切真輔（首都大） Tropical nullstellensatz and the resultant

高木　俊輔（九大） On adjoint ideals

岡田　拓三（京大・数理研） Nonrational weighted hypersurfaces

木村　俊一（広島大） Rationality and Irrationality of Motivic Zeta

三内　顕義（東大） F-signature of graded Cohen-Macaulay and Gorenstein rings

2007年12月 10日
野間　　淳（横浜国大） Hypersurfaces cutting out a projective variety and the centers of nonbirational linear projections

David Eisenbud（UC, Berkeley）The shape of finite free resolutions
橋本　光靖（名大）G-primary decompositions of G-equivariant mosules（joint with Mitsuhiro Miyazaki）
都丸　　正（群大） Every C*-pencil is C*-equivariantly isomorphic to a C*-pencil of ruled type

2008年1月 21日
渡辺　敬一（日大・文理） Classification of 2-dimensional normal graded hypersurfaces with a（R）=2,3.
蔵野　和彦（明大） Local cohomologies of diagonal subalgebras

吉田　健一（名大） On Buchsbaumness of powers for square free monomial ideals

（寺井直樹との joint workの紹介）
2008年3月10日
渡辺　敬一（日大・文理） Classification of 2-dimensional normal graded hypersurfaces with a（R）=2,3,4,6;some

interesting features

広瀬　大輔（北大） F-pure thresholds and F-thresholds for ADE-singularities

石井志保子（東工大） Geometric properties by jet schemes

廣門　正行（広島市大） Rational double points have no moduli in characteristic 0

木村　俊一（広島大） Schur finiteness and the rationality of Motivic Zeta


