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     山浦義彦（数学科・教授）
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【研究の目的および概要】

代数多様体に表れる特異点を特異点解消する手法は，Zariski の可換環論的な手法による低次元の解決を経て，20

世紀後半にはついに標数0に対して広中平祐が全次元に対して解決をした。現在も一般標数への解決への努力，幾
何，解析，応用数学に発展が続いている。代表者は，古典的な特異点解消の構成法から，2次元3次元特異点の種々
の不変量の関係を研究してきたが，今あらためて，現時点での特異点理論の現状の総括をおこない，総合的な特異
点の研究を目標としている。まず，特異点解消の構成は，環論的色彩が強いテーマである。吉田は，特異点上の加
群の構造論から，そして，下元は，ホモロジカル予想と数論的側面からの研究を行う。また，茂手木・市原が位相
幾何学的，結び目理論から，山浦が変分論から研究課題に取り組む。そして，新規採用された三村が調和解析の手
法により，そして大野は極小部分多様体に現れる特異点について考察をおこなう。具体的には次のような問題を考
えてきた。
（A） 特異点解消定理の現状の把握；Zariski-広中その他による新旧の研究の総括　
（B） 2次元超曲面特異点の特異点解消過程と不変量の研究
（C） Ulrich 加群や pg-イデアルなどに代表される，良い性質を持った加群やイデアルによる特異点の性質
（D）  Witt環，Frobenius射を使って正標数の特異点を標数0を関連づける研究，密着閉包を通じて定義される非

Cohen-Macaulay的な特異点の研究
（E）  孤立特異点の位相を調べる上で重要な対象であるSeifert多様体が結び目のDehn手術でどのように生じるか

という側面について考察し，Dehn手術全体からなるネットワークを構成し，大域的に理解する。
（F） 特異性を有するエネルギー汎関数の臨界点解析と，モース流の正則性を解析する。

【研究の結果】

泊は，研究代表者として，特異点論を上記個別の問題に限定せず広く感心を持ち続け，各種の研究集会および，
渡辺敬一氏，石井志保子氏を中心メンバーに加えての日大文理学部・月曜特異点セミナーを主宰する立場で，各分
野の最新研究にコメントを与えるなどの活動を続けた。個々のタイトルはスペースの都合もあり省略するが，講演
数は本年度39を数えた。世界的な規模で考えても特異点理論の有数の拠点となっている。
以下は，個別の研究結果に関する報告をする。代表者泊は，まず，昨年度の2重点に関する fundamental cycle Z

についての次数 －1の分岐因子の分解による特徴付けについて，特に奇成分と呼ぶ部分の出現に関する特異点解
消論的な証明を新たに与えた。また，2次元特異点の特異点解消上の極大イデアル因子と引き続く因子との和の反
数値正値性を示した。しかし，最も大きな研究成果は，2次元以上の weighted homogeneous complex singularity の 

weight type および Goto-Watanabe’s a-invariant の有限性について，泊の不変量 L および filtered ring の重複度理論な
ど用いて 非有理超曲面の場合についての証明が成功したことである。詳細は，次年度も多くの場で発表を続ける

2-4 特異点解消の構成過程による数理と，幾何・
解析的な特異点構造の研究
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ことになる。

引き続き，個々の分担者から，それぞれの立場で関連する部分での研究の進展について報告を，代表者の立場で
報告をする。

  吉田は以下の研究結果を得た。
日本大学文理学部の渡辺敬一氏，山形大学の奥間智彦氏らと共に導入した pg イデアルの理論を応用して，代数
的閉体上定義された2次元特異点（正則でない正規局所環）がgood ideal を持つことや， core の包含関係を用いて有
理特異点の特徴づけを得ることに成功した。また，2次元正則局所環の contracted イデアルの Rees 代数の almost 

Gorenstein 性に対する定理を得た。
  下元は以下の研究結果を得た。
Tate環の完備化による振る舞いについての基本的な結果を示した。またDavis-Kedlayaによる基礎環の完備性を

仮定しないAlmost purity定理に対する別証明を与える事ができた。これらの結果は名古屋大学の仲里渓氏との共同
研究によって得られた。ネーター局所環上において準 -Gorenstein性の変形問題に対してMacaulay 2を用いて具体
的な反例を構成した。また形式スキームにおけるLefschetz条件を用いて，次数付き環上において弱い条件下では
肯定的であることを示した。

  山浦は以下の研究結果を得た。
未知関数を含むエネルギー汎関数に対する変分原理を用いて , その定常状態を追究するため , エネルギー勾配流

（Curves of Maximal slope, minimizing movement） の構成 , および , その正則性解析に取り組んで，以下の3つのテー
マについて研究を行い，（a） p-Laplacian 放物型方程式系について，弱解の解の構成及び空間微分の有界性の導出
まで完成した。  （b） 非凸準線形放物型方程式に対する curves of maximal slope の研究に関し，Weissler による時間
グローバル解の存在と指数の関係についての結果を得ることができた。そして，  （c） 双曲型偏微分方程式に対する 

discrete Morse flow 法の適用と高可積分性については，逆ヘルダー不等式の導出まで成功している。
  三村は以下の研究結果を得た。

1. 細胞性粘菌の走化性による集合体形成の連立偏微分方程式モデルであるKeller-Segel系において , 優臨界な退化
拡散項を有する場合に , 初期値に関する不変集合を見出した。それに伴い , 初期値がその不変集合に属するとき , 

解が時間大域的に存在することを示した。
2. 2次元空間全体で考えられたKeller-Segel系において , 拡散項と移流項が拮抗している場合に , 有限時間爆発する
解の存在を示した。

3. 確率測度を定義域に持ち , 強圧性の欠陥によりサブレベル集合がコンパクトでないような汎関数に対して , 近似
的手法によって最小元の存在を示した。
  市原は以下の研究結果を得た。

1. ある負ひねりトーラス結び目が左順序づけ不可能な基本群を持つ3次元多様体を生成するデーン手術を許容する
ことを示した。

2. 矯飾的バンド付加（結び目および絡み目型を変えないバンド付加）を許容する結び目および絡み目の様々な構成
法を与え，その副次的結果として，双曲多様体を生成する対掌矯飾的手術を許容する双曲結び目の例を与えた。

3. ホモロジカルに自明なもろ手型結び目の補空間になり得ない，非対掌性をもつカスプつき3次元双曲多様体の無
限族を構成した。
  茂手木は以下の研究結果を得た。

1. 結び目Kのスロープ r はKの r-手術の結果と結び目K’の r-手術の結果が同じ3次元多様体になるのはK=K’
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に限る時，Kの characterizing slopeと呼ばれる。双曲結び目に対して，|p|+|q|が十分大きな有理数 p/q は
characterizing slopeである，というNi, Zhangの予想を否定的に解決した。

2. 無限個のL-空間結び目を含む結び目のツイスト族に対してHedden, Watsonの種数予想を部分的に解決した。ま
た，無限個のL-空間結び目を含む結び目のツイスト族とブレイド軸との関係に関する興味深い例を構成した。

3. 双曲結び目 K の外部空間の基本群の任意の非自明な元 g に対し，K のDehn fillingで g を自明化するものが高々
有限個であることを証明した。

4. Dehn手術で自明化される元からなる正規部分群たちに対してperipheral Magnus propertyを証明した。また，こ
れらの正規部分群の間の関係を明らかにした。
  大野は以下の研究結果を得た。

1. 可換でないHermann作用と呼ばれるコンパクト対称空間への等長的なLie群作用について , その軌道の第二基本
形式を具体的に記述し , 極小性などの幾何学的な性質の特徴づけを与えた。 

2. 超球面内にRiemann対称空間の線形等方表現の軌道として実現されたR空間について , R空間が超球面の調和で
ない二重調和部分多様体となるための必要十分条件を制限ルート系を用いて与え , 新たな調和でない二重調和部
分多様体の系列を構成した。 

3. 対称空間の一般化概念として新たに “一般化されたs多様体” を導入し , その不変量である対蹠数をある種の旗多
様体に関して求めた。 

【研究の考察・反省】

具体項目として掲げた （A）～（F）それぞれについて考えるとき，（B）以降の部分については，ご覧の通り非常
に豊富な結果が得られた。全メンバーは，それぞれの分野にて多くの結果を示すことができ，大変良好な状況であ
る。成果物も多くが出版された。が，先に述べた特異点セミナー等での参加を通じての研究への貢献とは別に，大
きな特異点論の進展を総括する代表者の業務は，まだ，あまり多くのマテリアルが整理できなかった。実質，実特
異点や複素解析特異点など，様々な研究集会へ参加しての情報収集，また，定期刊行される書籍の中の重要資料な
どを収集する段階が主であったと言える。今後，メンバーの成果を土台にあらたな総括の機会を持ちたいと思って
いる。
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