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頭数論分科会委員会規髭

1. iE数検分科会委員会(以下，委員会と略)の毘的

2. 

函数論研究者の研究活動を活発にし，研究討論互ヴ森究連絡を丹滑に行うことをお釣

(1 )函数輪分科会評議員候補者を選出する.

(2)数学会より依頼された分科会選出の各種委員(たとえば，受賞候補推薦委員等H換機
者の推薦.

(3)科研費基盤研究(審査区分(1 ))の代表者の推薦および計画調書提出の依頼。

(4)科研費運用に関して代表者または分担者から相設された時はい

(5)学会特別講演およびシンポジウム講演の講演候補者を轍{立を付

(6)分科会の行事(たとえば， シンポジウムの開催等)について決定する.

(7)次期委員会委員候補者の推薦

(8)その他評議員の要請する案件および分科会に関する一切の問勝者?協議決定する.

3 委員会の構成及び委員の選出a任期

(1)委員の宅数は特に定めないが 10名投度をもって構成する.必要警f;::'J芯じ追加， 削減で

きる，

(2)委員の任期は春季学会から 2年間とする.再任は妨げないが，原則として再々任は

雷、きちない.

(3)委員の選出は毛主季学会において投票によって粁う，

(i)委員会推薦の新任候務者に勺いて滋怯投薬を行い，その結集，投薬総数の過半

数を得た{長祷考に委員を委療する.その擦，銀教諭の研究分野のバランヘ更

に地豆的にも編しないよう候補埋まの推薦を離感ずる.

(ii)投票の結果，委員会推薦候徳苦言以外に分科会会員め 10名以上から後薦された

者があるときには得禁数上設3名

4.委員会の開催及び議決

(1 )委員会は評議員が荏集する

(2)委員会は委員総数の過半数の出席で成立する.

(3)年3回(春季，シンポジウム，秩塁手)

を開催する事ができる.

(4)案件の議決は投票によってはならない.

越す.緊急事項につし

5.函数論分科会委員会における評議員の任務

(1)委員会の司会をする a

(2)数学会評議員会の決定事項を委員会に報告する.

必要に応じ主義持委員会

ない時は懸案事項として次密に繰

(討委員会で決定した事項(シンポジウム，学会特別講演等)を施行する.

(引委員会の了承を得て，決定事墳を分科会会員に公表する

付則 との規制は， 1974年 10月12日より施什する w

付員IJ この規制の改1目立， 1900年 8Jl 1臼より縮行する‘
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コーン内の minimallythin s伐のaボイリング叫ダールベルグ吋シ晋グレン

翠の定理 ・‘ .... .・...・・・目・‘・... 睡....‘"ー・・‘ ..... ，象 a ・・・ 15 

ハインズ霊リーマン面の調和次充...・・・ b ・...............，.，ヂ・・ .15

15渡辺 ヒサ子{おお初対d:".. ¥臨む ポフラクダ jレな境界之のベゾフノルムの内部領域による評舗とその応用 .15

14:15~15:10 

16松 縄克彦 {お茶(1)水t:.大理) In仇composable∞泌inuaa.nd the lim泌総t5of Kleinia.n gr∞p5 ・・・・・・ 15

17松崎克彦 (お茶の水女大型霊〉 Patterson占 Sul註略ね測度に関寸るクライン喜平の作清の保存憶について ・15



18 e草地秀若者 (絞 市 文 章壁)傘 Similari泌総品E∞e-dimensionalBers bound紅 ie語・‘...........‘" .有害 15

15:20~16:20 特京謙譲

糸 建太郎(名大多?を量生還) *曲面ょの射影簿迭と擬フックス君事空間の自己接触について

10:00~ 1l :30 

19春日 一法 (議斉 y易大劇然}

20足立 さ安信

21金京南 (;It ア立 数 理)

22白鳥燦一 (新 I務 大 ヱ)

ct村弥生 (お茶の水女大大学祭}

23忠義慎一 {幸野 語毒 タ:

14:15-15:15 特別

3月 29 B (木)
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algebras 会 e ・‘.、“‘ー‘句、、‘....、・ 15

精 Nond母 炉 問rate告ntirem時 Sof(:'2 to Cよ (II).. . .・. .・・.15

*議案形化不可能性とコホモロジーの非ハウスドル 7性 ム.. . . 15 

* 2変数 unimodal例外型 singularityに付随寸る局所コホニをロジ一類のき十

事事・ e 、..、.. 仰、危 電 E 苧 ー マ、 . . .15 

事多変数奇E数計算とホロノミックな D-11O苦手 III

ーアルゴリズムの湾街化ー 15 

務原 著書弘 {沼 7象 潟 尊)事務潔霊友写{象の-j量投開窓



1. on the PI加 eNu跡的(II) 
(The S町uctureof Prime Numbers ) 

Katsuyuki Nishi盗 oto Descartes Press 

Abstract 

In the pr日viouspap君r， some rεlationsbips of the p丘me numbers and 
polynomials 

m 

rp(2，m)概足γ (mEZ+) 

arを reportedtogether with som設 illustrativeεxamples( Tables 1 -3 ) for 
m韓 1-7. 

In this article ， the滋u告をrativeexamples ( Tables 4 -き)for m韓 8and 9 are 
reported. 

Theorem 1.いfehave 

( i ) 

(ii) 

rm < r，附 1 紅 ld sm < sm今I ， 

rm < sm 

( 1 ) 

( 2 ) 

組 d

)
 

-i 
b--E 

〆
奮
種
、 ι = rm/sm <1 and qm> qmゃい ( 3 ) 

for m糊 4'" 10 • where 

Sm 日吃踏をおtnumber of the set {rp*(えm)}for a m ， 
and 

rm ，町並leeler殺を獄絵.umberin th昔話et{rp本(2，m)}fora m 

References 

[ 1 J K. Nisbimoto; On the町並neNumbers ( I) (Th母Struεぬreof prim吃 Numbers)， 
]. Frac. Calc. Vo1.l8， Nov. (2000)，111・117剥

[2] T.話回ぉura;Introduction to the number theory ( 1965 )， M拙トshoten，Jap船‘

[ 3 1 5.]. Patterson; An introduction to the t悦 oryof the Riemann Zeta子unction
( 1988 )，亡ambridge.
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2. 伽 thepr臨 Numbers(111) 
(The Strucぬreof Prime Numbers ) 

In this papぞれ

Katsuyuki Nishimoto 

Abstract 

P(吟:獅f_.1で
r:i I..Pk) 

(1 <X  εR勺

Descarte5 prを55

is discussed， wher官 Pk(k冨 1，2，...) is the prime of ord校 numbをrk. 
That iふ

PI蹴 3，P2-5， P3-7，・…・・， and so on (Refer to Tables in [ 1] and [2 1 ). 

References 

[ 1 J K. Nishimoto; On the pt貨neNumbぽs(1) (The StrucれueofPt金取 Numbをrs)， 
J. Frac. Calc. Vo1.l8， Nov. (2000)，111働 117.

[ 2] K. Nishlmoto; On古老町加eNumbers ( 11 ) (The Structure of ptちまleNumbers )， 
J. Frac. Calc. Vo1.l9， May (2001)，89・98.

[ 3] K. Nishimoto; Some integral forms for Riemann's zeta function， j. Frac.Calc. 
Vo1.17， May (2000)，115・121膏

[41 A P. Prudnikov， Yu. A Brychkov and O. I. Marichev; Intξgrals and Series， 
Vol. 1， (1986 )， Gordon and Br坦ach.(Originaly published in Russian in 1981， by 
Nauka. 

[ 5 1 5.]. Patterson ;地introductionto the theory of thをお世mannZetaωFunction 
( 1988 )，仁ambridge.

[6 J T. Ki出nura;Introduction to the number thωry ( 1965)， M誌トshoten，Japan. 

-3-



-4-



3. Notes on analytic functions 

of norトBazilevietype 

Shigeyoshi Owa (Kinki University) 

Milutin Obradovie (University of Belgrade) 

Let An be the 伽 Sof fun州

f(z)=z+乞 αIr:zlr: (n E N = {1， 2， 3，" . }) 
k==n十l

which are analytic in the open unit di北 Uコ {zE C : Iz! < 1}. Let 

Do; denote the operator defined by 

d ... d2 
，. dk 

D作 =1+αlZー『十α2ZZ一一十・ ..+αkZIC一一ァー- ， -.~. 

dz 
. -..-. 

dz2 π dz得予

where α=(αゎα2ぅ・・・ラαIr:)'For 0 <μ< 1 and 0 <λ 話1，we introduce 
the subcl部 sBn{μ，α，λ) of An by 

r r /_¥1十μ1 ) 

Bn(μ，α，λ)立{f E An : IDo; {f'(z) ( ":iニー>-11 <λ，Z E U> 1 J "- "'~n ，....0; 
1 J ¥"1 ¥f(z)) f "'1"' "，'" "-v r 

Further， forα=(α1ぅαゎ‘ぺαIr:)， the polyno臨時1Pa(x)おgivenby 

F白 (X)誌 l十αlX十αμ(X-1) +・・・十αIr:X(X-1)・・・ (X-k + 1). 

-5-



Theotem 1. 11 1 (z)モBn{P"α，λ)with作一 μ)Pa(n)一λn>Oαnd

Oく μく 1，then 

imJl f(z) 事

ere λ71， < 仇 α約一

(n-μ)7)"，(η)ー λn= r-， 一

開-11< 1 

的問 λ山)(日)
Theore訟 2. Let f(z) E An sαtisfy 

(z E U)， 

(z E U)， 

fヤ)!一三一! μ-11く λ (z E U) 
¥f(z)) 

forOく μ<1，0く λ壬1，and n >μ(1十λ)・Then，ザ λn 妥βp
n-μ一λμ

同-11<s f(z) 

d il 入~ n-μ 
一、/伊一μ)2十〆

Re(評)>0 

-6-
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4. HfXJ とBloch 素吊

司

令
h
a

J

1々
4

4

戎ムロ重

一
荷

樗
の

総
計
-

z
?
?
 

吟

HOOを単詮:丹板D 上の有界な解析関数からなる Hardv空間、 β を

sup(1 IzI2)1f'(z)iく X)
Z三D

を満たす D上の解析関数fからなるおloch

C 

とする.また雫 Boをf 8 

lirn， (1 -
Izl→1 

I!'(りI0 

を満たすものとする.この空間は littleおloch 陪と呼ばれ、 norm

11f116 = If(O)1十 sup(l izI2)1f'(z)1 
zED 

によりう β とβ。は Banach空間となる.またう H∞こ Bである、

いま‘ uをρょの解析関数.じを Dから β への解析的な写f象とする

のとき.D上の解析関数f;こ対して、

uCレf= u(f 0 

i土持重合或作詞素と呼ばれる線形f乍用素となる‘

合成作用素は乗法作用素と合成作用棄の拡践とみなせる.これら 2つの作

男素については‘ ρょのいろいろな関数空間において、その関数解析的性

賞が‘いかに U，<{Jの持つ関数的性質で特霊長付けられるか，という問題を中心

に‘ここ 30年間活発に研究されてきている.ここではう万∞とBlochJittle

棄の脊界'1主と compact牲を持護支持ける

[ヨiまず.Blochぷttlぞ Bloch空間から万部へのf宇部きまとしての特雛付

けをみる.

定翠 1次のことはすべて詞穫である:

(ii uC<p: 8 ----H∞は有界である;

(ii) uC<p・B→ H∞はじornpactである;

(iii) uC，ザ:80 Hocは脊界である;

(iVl uCp : 80 - H∞誌である;

一?



(v) ・HCC H∞;二 compactである;

(vil uεH'X!で

に対して噌

， 1!p(zn)1 -→ l{nー吋叩)

O. 

るような Dの点列 {Zn}

[玖3更 H∞カか斗ら B担iおO机例cぬ:立おh丸L品れiぬeBlお(心拭主κ)d也h空嬰への?作7予ドF甥詩議としてみると?次のよう yなな

結果が或り

主主主 2uC:p : }子保ちーゅ Bが有罪であるため

条件が成り立つことである:

分条件は次の 2つの

(i) uξβ; 

(ii) sup{((l- 1)/(1 -I民ZW):とそ D}くつO.

定理 3uC'I' 万台£吋 Bが害罪であると

ωmpactであるための必要ト分条件辻次の 2つ

ある:

が

で

川
γ

、!と

ぱ

こーっ
き

立

レ」

h
リ

の

成

こ

が件

ザ
九
》

(i) lir判明日I1→ 1(1 ju'(z)1ニ 0;

(ii) liml:p(zll-.l{(l- 凶作 1)/(1- 円=0.

4次のことはすべて開畿である:

(i) : Hoo→ Boは宥界である;

uC二:HX→ B。は compαctである;

(iii) uξβ。でかつ? ((1 IzI2)lu(z)<p'(z)I)/(1 12) = Q. 

。。



5. REPRESENTATIONS OF 
MEROMORPHIC FUNCTIONS 

IN TERMS OF LAURENT 
EXPANSIONS AND 

PARTIAL BOUNDARY VALUES 

斎 藤 三 部 (群馬大工)

1主主き considera meromorphic function 1 with an isolated singularity on any domain 
S on the complex Z plane. Without loss of generality we fix an isolated singular 
point. of 1締 OεS. TheIし foran annulu器 domainwith centre 0， we have the 
Laurent expansion 

(0.1) f(Z)口紅 αnZ¥ε <IZI < fJ 
均コ::-00

where， for any analytic Jordan curve i surrounding 0 on the annullls domain 

(0.2) α托ニ去か((γld(

Our purpose in this paper is to represent 1(Z) for any regular point Z of 1 in 
terms of {αη} in some“good" way‘ For thお purposewe shall田 ea conformal 
mapping from a doubly-connected domain on S onto an annlllllS domain. If 0 is 
a regular poi試 of1、thenwe discussed a similar problem in [10]， but the basic 

concept and results in [101 will be diffe附 ltfrom those in thi日 paper.Howeve仁 in
the viewpoint of representations of meromorphic and ぉnalyticfunctions by using 
local data令 thispaper will give a generalized formula of [10] in a sense、sincein the 
Laurent expansion (0.1) if an 0 for nく othen we have a Taylor expansion in 

(0.1 ). 

孫、 havegiven the representations of meromorphic functions by using a Taylor 

expan器ionaround a rのgularpoint and a Laurent expansion around an isolated singu-
larity， r部 pectivelyに So，we shall refer to a representation of meromorphic functiolls 

f(Z) on S by t的 ng partial boundary values by using the Carl必e併叩Iηma獄1内 int胞egra必1r.ο併r欄

i組

l凶同4判1based on the maximum prin仰い.

-9-
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6. Repre舘 nta主iOI総 ofAnalytic Functions on Typical Domains 

in Terms of Local Values and Truncation Error Estimates 

天野一男 (群馬大工)
Md. Asaduzzaman (群馬大工)
薦議三郎(群誇大工〉

For any analytic function f on a Riemann surface S， S. Saitoh and M. Mori([5]) 
gave a new and good formula representing f on a large simply.・ωnnecteddomain 
containing any given point p E S in terms of the Taylor coe航CIentsof f around 
any fi.x:ed point 拘 ESヲ byusing some Riemann mapping function. In this paper， 
閃 typic心 simply-connecteddomains， concrete repr田 entationformulas and trun-
cation error estimates in the representations by means of the Taylor series of f 
around Po are given. 

Let D be a non-degenerate simply網∞nnecteddomain on the complex Z = X + 
iY plane and without 1088 of generality we部 smnethat 0 E D. Let I.{J be a 
Riem船 n-mappingfunction of D 鵠 tisそying

少:D吋ふぉ {lzl<l}，

I.{J(O)口 0，

which iぉanalyticon D and a on砂土かonemapping from D onto d.. Then， we set 
its inversion which is analytic onム制 follows:

ψ-1 (z)口 Lbnzn on ム 、志E
，F

，'A
 

唱
a
A

，zz
‘、

n=1 

by the Taylor expansion around O. In ([3]， [4])ヲwein particular see that theす'aylor
coefficients {九}are represented by the Riemann mapping functi(滋 zは I.{J(Z).

For any analytic function f(Z) on D， we set the Taylor expansion of f around 
O拙 follows:

f(Z) = LanZ説、 IZI<6 (1.2) 
時二=0

Then， from (1.1) and (1.2) we have 

f(ψ1  (z))口乞叫L bmzm)n 
n=O m口 l

= LCki' on ム (1.3) 

by the Taylor expansion of f (<p -1) around z = O. Therし{Ck}are represented by 
the Takahasi噂 Morialgorithm in ter脳 of{α判}and {bm}. 

Then， we obtain the repr田 entationformula of f(Z) on D: 

-11-



PROPOSITION 1.1([5]). ForαW仰 αlyticfunction J(Z) on D， f(Z)路間prや

sented bν 

f(Z) = L Ck<P(Z)k on D， (1.4) 
k品。

in terms of the 'n的，lorcoefficients {α時}and {bn} and usi略取 Takaha:;i-M ori 
algorithm. 

In Proposition 1.1， ifぬeTaylor coefficients {bn} are concretely given and {cd 

紙切lculatedconc狩 telyin terms of {α持}and {九}， then we can obtain the ex帽

plicit represe凶拭ionformula (1.4). In this paper， on five typical domains we shall 
give concrete repr倒的tionformul部(1.4).F、rthen悶 e，weぬallconsider t恥

truncation error側 timatein the repr佃 ent前 ion(1.4) such that 

f(Z) L Cn<p(zt (1.5) 
時=0

by mea部 ofthe original Taylor獄 pansion

L lanllZln (1.6) 
n出 m十1

These results will be very fundamental and applicable in many concrete problems. 

For exa訟 ple，see the real inversionおrmulasof the L叩 lacetransform ([1]， [4])姐 d

the pri町 ipleof telethoscope ([6]). At the same time， we see a deep and mysterio出

open problem in the Takah紛トMorial認orithm.We shall state this clearly in the 

last p町 tof this p叩 er.

REF'ERENCES 
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γ. を越える解析接続

雅和 広島大学工学部

に解折接続として知られたことは次のように定式化される・

Gとその上の解析鰐数fが与えられているときに，Gを含む領域Gと

その上の解析関数fでG上で f=fとなるものを探せ.なお，ここでは解

という語を適当に広く解釈しておく

いうまでもなく ，GはGの部分領域であり ，GやGは予め大きな領域(多

Riem加 n球面むの部分棲域として考えられている.言い換えれば

dGの等角講造は{もしあるとすれば)予め毘定されている しかしなが

ら，解軒関数の存在場としての積域あるいはもっと一般に Riemann

め定まった等角構造をもっとは夜定しない方が自然である

Rぬmann写像芝理やそれに類した定王室;式後述するように‘こ

かにする結果である これを詰まえて，

定義. Riemann歪Rとそのよの解析的な微分ψについて，もしも

珍=L*(叫 onR 

j湾たす Riem却 n00 R，等角的埋め込み L: R -+ R，および R

徴分診が存在するならば，"It'はやの，“Eミiを泌総口語Rのよへの R
を轄える解析を封?であるという.ここに守的はるによるギgのきiiき
める.

R上の(一短なj解軒標数fについて

ものとし， ψ=dfもまた完全な微分

自然であろうけれども，必ずしもそ

これに立ち入らないでおく.

古典的な解析接続の概念:は上の

ものであり，従って新しし

味で解析接続可能な微分や関数iますべて新しし

Riemann写像関数は，単i塞結領域におけ

析接続可能な例であるが，とれは古典的

位円板の内部または外部で考えた JOllkowski
続可能な関数であり 3 同時に古典自力

内
‘
リ



議続によって得られた関数は互いに異なる 院議のことは平面霊 Riemann臨

たKoeb日の一般一意先関数についても成り立つ義もっと一般に，有

限謹数鰐 Riemann醸の上のとい完全理主援者数台 ([2])や東嬰数 ([1])等は理懇境界
えて解析接続可能な関数である ([4]). 
えられた額数が理想境界を結えて接続可誌か奇かを判定すること

般には容易ではない.臨難は，f(ないしは ψ)とRとにのみよって記述でき

る条件考探さ作ばならぬところにある.以下では，R安種数有限と長定ー

さらに RはR と関じ種数な関 Riemann面であると要求する.

ここでは種数を 1としたときのごく鱗挙な場合についての考察

るが，まず必要な準備会最小般に留めて並べる'

Homolo即rの意味での markednoncompact t~or出(R， fこっし、て，その(荘

:撃の torusへの}等角的理め込み L: (R， x)一(1とおと (R，支jの五郎正規微分

長=d令を考えるとき， J sup diamcる(R¥i(R))は有限である ([3]).ま

た，異なる任意の 2点p，q E R fこ対し，積分は常に p，qを結ぶ屈定された道

うなら誌， JE数 κ(pぅ守)‘fピ(p.q)を選んで

κ(p， q)く I{ZTI K(p， q) 

となるようにできる.最後に， [5]の結果から

η(丸心:=inf{lm十 nTIア modulusof (凡札 (mス)εZx Z} > 0 

まさ理.R上lこ1対の単純な極poと単純な零点 qoをもっ一価な有蓮護関数f
は，

μdく κ 弓qo)宅 K(pむき守計十凶 <7](R，x)

的条件下では，灘君、境界を結える泣数以>1)の有理聖接続をもたない.

ただし，理想、境界を越える詑数 μ1)の有礎控接続とは，接続によって

得られた解析関数が{立数が μの有理担関数であるときをいう ι

涯現には開リーマン菌上の Abelの窓理念用いる.最後に， Riemann 

Koeb告の定理との比較として， Schwarzの護像鰭理や Painlev言の接続

どが吉典的な意味での解析接続を目携したものであることを筏意する‘
Referenむes
[1] Ahlfors， L. V. and し Sario:Riemann surfaces. Princeton Univ. Press 

[2毛JK制

~I阜ロm. Coll. Sci. Uじiniれ¥' KyotωO白 SerノAミMath. 32(1告5号).
[3J Schmieder， G. und 1¥1. Shiba: Realisierungen des idealen Randes einer Riemannschen 
Flふむheunt号rkonformen Abschli宅自ungen.Archiv 1¥Iath. 68(1住吉7)
[4] Sh加、 M 士heRi組 問uトHurwitzrel主主i合n.pa川 i吃Islit coveri時限Jap.and contim以 ion
of an open Riem品れれ surfaceof fi泌総 genus、日iroshima1¥1乳th.J. 14(1984) 

(5) Sl山 a，1¥1.: The moduli of compact co山間atlO総合fan open Riemann surface of genus 
one. Tr乳ns.Amer. 1¥1乱th.Soc. 301( 1987). 
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8 . On the Defect Rela伽 forExponent凶 C服部

TODA Nobushige Nagoya Institute of Technology 

1. In主roduction.L話 fe= [eA1Z， ê2Zγ・" eλ叶 lZ)be an母xponenもialcurve， where n 
is a posiもiveinteg告rand A1γ . .An+l紋君 distinctcomplex numbers‘ Note th鉱 feis 
もransc号nd悲ntaland of order 1. Let X be a subs抗 ofCn+1 

- {O} in伊neralpo謹ition;

x+コ {αεx1 tS(α， !e) > O} 

and 
d; =th告お山的erof v告ctorsof type aej (α# 0) in X十

It is well-known([l]) that 
(a) 2:α吾Xゃo(α.!e)さη+1; 

(b) 2:j~; tS{ej， !e)コ n十 l

The pur中po倒s剖告 of t凶hi岱sも凶al泳ki岱sも初og原lV刊容 a拍nimprov柁em'邑切nもof(a吋)for some 暗 fん~ b匂yu邸s叙1狙勾ga. r哲相s釘u叫11
O叩nthe潟告 ch晶拭ra，拭.ct悦e釘叩r討i語試ticfおu凶n悶Cも“ωiぬO儲nof んin [向2巧Jand t給ogiv，狗号 X+ for which もheequality holds in 
伊)forむhes告人

2. Result. Let D be the convex polygon surrounding th君 poi凶器 λ1，.砂金， An+1.
(1) The c都合 whenD is an n十 l-gon. We numb母rぬ母 vertic記S A1，...，λ昨+1in 

ascending sequenc官邸 on悲goesarround D in the positive direction. PUもfori= i，'・・ ，n+l

n+l 

iん-A;+11 = ii， 1ん一λi+21む Sj a註d 2:=l 
i出 1

Theore磁1.2:αEX+d(α，!e) ~ n十1-2:j~: (1- di)(li-l十f.j…Si-d，
where f. = L 

Corollary 1. If 2:αEX+ d(α，ん)=η+1， then X+ = {αlel，'" ，an+len+l}， wher母

α1・・・ an+l手O丞

(II) The c鎚 ewhen D red間阜Sもoa. lin母 segment. We numb告rthe points入j(j=
1，' .・，n + 1) as folIows: 

(i) The points λ1 and λ吋 1a.re出告 endpoinもsof D. 
(ii) The poinぬλj(j= 1γ "，n十月a.r号 ina.scendi時 sequence器Son君 goesfrom λ1 to 

λn+l・
W号 puもfori:= 1，"'， n十 1

|んーん+11= f.j a.nd I:l; = l 

伊

H
U

1
zふ



Theorem 2. LαeX+ 8(α'/e)三n+lー 2{(1-dt)(f1 + (1 -dn+dι}， 
where f = 1. 

Corollary 2. Suppose that 

乞 8(α'/e)= n + 1 
αeX+ 

)
 

噌

E
A

Ja.

，、

Then， (a) d1 = dn+1 = 1; (b) There exist more than one X+ which satisfy (1). 

(111) The case when n = 3 and D is a triangle. We suppose that the points入1，A2and
A3 are the vertices of D and the points入4is on the line segment入1A3or in the interior 
of D. We put 

|入1-A21=f1，1入2一入31= f2， 1入3一入11=ら， 1入i一入41= Sj (i = 1，2，3，4) 

Theorem 3. LαeX+ 8(α，ん)三 4-2::;-1 (1 -di)(fi + fj-1 - 8j+1 - Si+2)， 
where f1 +む+[3 = 1. 

Corollary 3. If乞aeX+<1'(α，ん)= 4， then X+ = {α1 e1，・・ 1α4e4}，where α1・・・ h 手
O. 

References 

[1] H. Cartan : Sur les combinaisons lineaires de p fonctions holomorphes donnees. Math-
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9 . Dirichlet穣分の停留点について〈続報)

柴母敬一 自然科学研究所

単位関門桜をムであらわす。 Closで漣続でムで ACU立つデイリクレ積分J有

限な実数個関数の全体を Fとする。 :Fの元のうちで特iこ 8ムで充分滑らかな

境界値 引ei8)を取りムで調和な欝数をばz)とし、また δム

なるものを h(z)とすれば、この持者はふでのデイヲク

ることが知られている。

この設定を modifyして、 Rz，えu をと 1組の長方形とし、 Rzから Rw への向き

を保つ連続な onto写像 w== f(z)が Rzの内部で ACVなる場合lこ、上配の直

交性の意味会考察し、その応用について述べるのが講演の目的である。

月
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10. suか多調和関数に対する Bocher型定理について

二村俊英

岸恭子

水田義弘

大学理学研究科〉

大学理学窃究科}

島大学総合科学部)

ニエーグリッド空間 R"内の単位球念日で、原点を除いた単位球 B {O}をBoで表

また，Rnの開集合 G上の実数議関数 1lE C2mがムmu 0を満たすとき m 調和

あるといい，uεHm(G)と

ムm の謀本解を R2mと」 L~こ対して R2m，L を次のよう る

R川

、最初に，多欄和関数に対する Bocher る(see[3] 

建議 A. 多譲和関数 u Hm(Bo)と非負の整数 sについて，積分条件

L人ムιレレu〆プベuば灼川Lパμ(位Z

が成灼立/つコているとする. このとき‘定数 C(Jl)互ひと h HぺB)が存在して，U

ように分解される:

(1) 

ぃ 乞 c(μ)DμR2m川

11" <:;s.ト2m--l

，定理 Aを μ o，muが Bo上の非負譲Yfまとなるような関数 U εLfoc{Bol 

して拡張することを考える.これに関して，今居我々は次の定理を得ることができ

定理 B. 関数 uE LloJ2Bolはμ=ムm1lが 2Bo上の非負鶴度となるものとすぬる.

さらに，また sとmax{-2rr丸一η}である実数 sに対して‘額分条件

んiu(xlll山〈∞ (2) 

-19 



が成り立っとする.このとき，定数c(λ)及び多鰐和関数 hE Hm(B)が存在して守(80

上ほ主んどいたると

1t(立:) I R2m，L{ι♂) d，ι(()十 h(幻+) ~ C(λ)DλR2m(X)‘ (3) 
JBn 一寸ー
" ~Uλi三L

ここに、 Lf土g十 2m-1く L< s + 2mを満たす整数であるー

の定理は定理 Aの拡張である.

告を示すには，定理の条件を満たす関数むに対 s'と 2m← l 

L' < s'ト2mとなる整数 L'をとれば

1t(叫ん R2m，u江川 dfL((J 

が Bo上 m調和でかつど;三 o~こ対して奈件 (1) をi議定するヱとをみる.すると、

Aによって‘

u作)-I R2m.U( (， x) dμ 
Jl至。

と分解できることがわかり， (3)を得る，

参考文献

工中}か'R2m(x)什 i(:ε) 
11'1三s'+2m-l

v れより.求める iこ示される.

[1] D. H. Armitage， On polyharmonic functions in Rη 一{O}，J. London Math. Soc. (2) 
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N. Aronszajn， T. M. Creese‘and L. J. Lipkin， Polyharmonic functions， Clarendひn

Press， 1983. 

[3] S. Axler， P. Bourdon and W Ramey， HarmOl恥 functiolltheory， Springer-Verlag、

1992 

τF川札mura，K. Kishi， and Y. Mizuta， A generalization of Bocher's tl州問mfor 

polyharmol武 functions，to appear i除 HiroshimaMath. .1. 31 (2001). 

[5J W. K. Hayωna泣dP. B. Kenn付y、SubharmonicfUIlctiollS， V札1， Academic: Press， 

Londonヲ 1976噌
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11. On semI-fine limits at in五nityfor Riesz potentials and 
monotone BLD functions 

水悶義弘

下村

成島大学総合科学部

J広島大学教膏学部

Kurokawa叩 Mizuta Siegel-Talvila [6]，立izuta[2]， [3]の研究に関連 リースポテン

シヤノレの無限達点で、の semi-finelimitsと‘そのtt;用として、 monoton君臨数の無限遠点での

semi-fin合五mitsについて報告する.

α(0 <α<叫次のリース ンシヤノレ

Uo:f(x)口んIx ylO:ーη川

を考える.ここにう fは非負可測関数で ιf手∞と仮定する.

{仏p)-s日mトthinであるとはう

lim r叩 -nCo:，p(En B(O， r) -B(O， r/2); B(O， 2r)) = 0 T畑今右回

E が無担漆点で

を満たすときをいう.ここじ，Co:，p はリー

とする"

lく p<∞ぅ B(九 r)むい:Ix-勾|く r}

Oく浮く η αpとして宅次の条件を考える:

(1) Tiv-w40T) 

定理 1.粂件(1)を議たす関数 f~と対して，無限遠点でい， p)柵semi側thin で

となる ECRnが奔在する.

lim_ _ Ixlβ/PUaf(吟=0
Ixl→<>O，x旺R"-E

定理 2. Eが無隈達点で (α，p)-semi-thi廷であるための必要かつ十分な条件は7条

{牛(1)と

J:己〕ziS/FUafh)口∞

を満たす関数 fが存在することである.
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調和関数の一般化として，最大量・最小笹の原理を溝たす遼続関数試 monoto抗告と

れる. 2階の楕円控舗徴分方程式の解ばかりでなく，非議形方程式の解も monoton企と

る場合がある，例えば，擬等角写鎮の各成分は A調和で， したがって， monotoneである

([4]， [7]). 

ソボレブ関数 Uが?条件

(2) Jr~んマu(.x)IPdx= 0 

るものとする a

A:理 3.p>η-1ぅ -i< s/p ~ 1-iとする‘ソボレフ関数 uが?あるコンパクト

の外で monoton昭で条件(2 )を満たせば.

limlxl→∞ IxlβIpu(x) = 0 (-iく s/p< 1… e) 

1imlxl→∞ IxIs/P(log ¥xl)-IU(X)コ O (s/p 1… e) 

となる，

参考文献
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for Beppo Levi functio肌 PotentialAnalysis 6 (1997)ァ237-267.
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of Continuous， Di8crete and Impulsiv日Syst側 18，5 (1999)フ 185-194.
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12. s-John領域上(})weakly monotone BLD関数の境界挙動

二村袈芙 広島大大学院・理学研究科

水忠義弘 広島大学・総合科学部

d)をボレノレ擁護μをもっ距離夜間とする.本講摘では次のような性質をも

っXの部分領域 P上のボレル可調1.1関数 Uの境界挙動を考鱗する :D

g e LL(D;μ)と窓数M>O，入三 1が存在して?λBCDとなる半窪r>Oの

の開球Bに対して

怖いのうI$Mr行 L i ftiAF 
1μ(AB) J油/

(Vx，x'εB) 

り立つ.以下，測捜 μはf圭意の xEDとr$ roに対して

(f..川 μ(B(x，2r))$ A1μ(B(x， r)) 

.42rQ1壬μ(B(ムr))$ .431・q2

と仮定する.

(1) 

領域Dのみに依存する定数c]> 0と点x*E Dが存在して，任意のzεD 

とf をと結ぶ D内の曲織が取れて

ρρ とc]d(x，zY (Vzξγ) 

とき，Dをweaks-John領壕 (sさめという ただし?ρρ(z)はzと境界

δDとの距離を表すR

A.DをXの相対コンパクトな weakシJohn領域とする.(t仏t

し'ある実数αに対しし，て

j 封切}ラポw)母dμ{的く∞
J ρ 

とする.ここでβ口 S(pql十 α p)-q2(P -1)とおく刷

(i)β>0かつpさlならば， limx→3Dρo(x)βfpu(x)ニ O

(ii)β ぉ Oかつp>17注らば， li思 z→oD(log(l/ρ。{吟))(1ーが/pu(x)出 O

(2) 

(iii) "sく Oかつp>1"もしくは"s<三Gかつpヱヱ 1"ならば，uは ρ上有界で

ある禽

定義 cE aDとD内のある点 Xoを結ぶ D内の曲線γがあって宅

ρρ(z)とcoe(マ(乙z)y γzEγ〉
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が成り立っとき，DはごでふJohnconditionを濁たすという.ただし， γ(乙z)はご

とzを結ぶ治隷γの部分曲績で，e(γ(乙z))はその強繰のfをさを表す.

定理BDをXの栂対コンパクトな領域で，(u，g)は条件 (1)と(与を瀦たすと

する.ここで q>uι対して

G守 =~eEδD : limsupr-q 
/ g(w)PρD(ψ)<>dμ{ω)>0 ト

l r→o JD門B(c，r) ) 

とおく.このとき，ある q> s(α十pql十 ql-p) -PQ2に対してと εδD¥Gqかっ

Uはとで s-Johncondition を満たすならば， U は g，r(~) に沿ってごで有限な撮認

をもっ.ただし，E'Y(日立 UZE1B(z，PD(Z )/(2λ)). 

違憲 X= R:'， d(x， y) ¥x y¥，μ=乙π(η 次光/レベーグ誤'J度}のときの条件

( 1)を満たす関数Uの例:

(i)び εW，;:(D)かっp>れのとき ，u Iまg=Iマullこ対して (1)を蒋たす{ソ

レフの定理).

(ii) u は調和鵠数でp>Oのとき，Uは9= 1¥7叫に対して (1)を満たす(平均額

の定理)

(iii )u乏 WZ(D)は (weakly)monotone話LD関数でp>ぬ 1のとき ，Uは

9 = 1¥7uliこ対して (1)を満たす.

参考文献

[1] P. Hajlasz and P. Koskela， Sobolev met Poincare， Mem. Amer. Math. Soc 

145 (2000)， no. 688. 

[2] P. Koskela， J. J. Manfredi and E. Villamor， Regularityぬeoryand traces of 

A“harmonic functions， Trans. Amer. Math. Soc. 348 (1996)， 755蜘 766.

[3] J. J. Manfrediヲ W倒 dymonotone funcもio部， J.Geo恥 Anal.4 (1994)， 393伽

402. 

[4] J. J. Manfredi and E. Villamor， Traces of monotone Sobolev functions， J. 
Geom. Anal. 6 (1996)， 433~444 

[5] Y 悶izuta，On the existence of weighted boundary li夜間 of harmonic fu舵句

tions， Ann. Inst. Fourier 40 (1990)， 811嶋 833.

[6] Y. Mizutaヲ Boundarylimits of polyl淑 monicfunctions in Sobolev-Orlicz 

spaces， Complex Variables 27 (1995)， 117-131. 

[7] Y. tvIiz悦晶、 Tangentiallimits of monotone Sobolev functions， Ann. Acad 

Sci. Fenn. Ser. A. L Math. 20 (1995)，315-326. 
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13. コーン内の minimallythiれ附のボイリング w ダ-/レベルグ ω ショグレン裂の案理

柳下意 千葉大.議祭

育子 千葉農大・理

回英信千葉大・自黙

Rη 内の単位球面上の滑らかな境界をもっ領域 Q に対して、 Rn内の点 Pの櫨腹

標表示そ (γ，8)で表す時、

Cη(日)= {P口付ぅ8)E Rπ;(1，8)ED} 

をコーンと呼ぶ。

ラプラシアンムn の球部部分/し

t -1 a θ2 
n ニ …ー十一一一十 r~1. A"

Tθγδr2 “ 

に関-tる、 Q ィリクレ間態

(人η+入)1= 0 on D 

f ロヱ oon aD， 

の最小な正の富有f壌と、正規化した関有関数を入か 10(8)で表す。

t2十(丸一 2)t-入11 0 

の2援を α11，-s11(α仏 s11> 引とする。

Cη(口)のマルチン境界は集合δCn(D)υ{∞}であり、まわる適当な基準点に摸する

マルチン核を K(PヲQ)(Pεcn(r号、QE aCn(D)υ{∞})守表す持、

K(P唾∞)ねず的Jn(8) (P E山 (D))

である毒事が知られている。

Cn(D)の鵠分集合 EIこ対して

Ekヰ E円 {P (r，8)εCr，(D);2k:; r < 2k+l} 

とおき、 Cn(向上の調和語数

K(P， (0)γ町 111(8) (P口 (r‘8)E Cπ(n)) 
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のふへの掃散 (balay略的を岳会 ，XJ)(P)，Cn(口)のグリーン関数令 G(P，Q)で表十

長会川(P)= L 1m G(P， Q)d入Ek(Q)ぉ G入Ek{P) (PとCη(口))
Jc，，{n) 

なる Cn(向上の劉度入んが存在するc また K(¥∞)~こ関する E"， のグリーンエネノレ

ギーを

マK(.，∞)(Ek) L_ID.l GAEk (P)九 (P)
ノπ1m

で表す。

Cη(口)の部分集合 Eが∞で minimallythinであるとは、

KL，∞)(P) /: K(P，∞)、

なる PεCn(刊が存在するときさという。

この講識では、コーン内の minimallythin seものボイリング略ダー/レベルグ附ショ

グレン型の炊の定理を報告する。

Cn(O)のボレノレ部分集合 Bが∞で minimallythinであるとき、

r dP 
ん石工所)nく∞

(*) 

が成り立つ。更に、 Eが Whitneycubeの和である時、{りは Eがおで minimally

thinであることの十分な条件である。

この定理の証明には、滑らかな境界を持つ有界毅域における間離の結果の証明在宅

参務}、をもとにして引を用いる。

参考文議長

[1] 1. Miyamoto， H. Yoshida: すwoc此 erionsof Wiener type for minimally thin 

sets and rarefied sをtsin a cone， pr号print

[2] H. Aikawa， M. Essen: Potential The叫んSelec同dTopics， Lect. Notes in詰ath.

1633， Springer鵬 Verlag，1996. 
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14. ハインズ型リーマン留の器和次元

中井忠館 名工大(名誉教授)

多国俊政 大同工大

開リーマン蘭 R の極小マ J~'チン境界ムl(R) の濃度 card ム 1 (1りを R の譲和次元とよ

びdimRとしるす:

)
 

市

t品

J
F
t
-
E

、、
dim R:= cardムメR).

次に理想境界成分が唯一つで Oci::入る関 1)ーマン頭 Rをハイシズ型 1)ーマン語或

いは鰹単にハインズ欝とよび，その全体をrと記す{無論 ff ()c) 典型的なハ

インズ麗ご¥{O}(穴空き諜素球揺)iこ於いては，理想境界成分 {O}の周りの有界正則

関数の {O}での集熊緩集合が一点となると言う意味でのりーマンの定明が成り立ち，

又夫れとどカールの原理 Cdim(む¥{O}) 1)が同等となる 一般の R ft'はC¥{O}

に内部に集積せぬ高々可算{閣の問手速を十分希薄に付与したものとして表現出来るこ

とから， ‘般の RE..ffに於いてもリーマンの定理は成立し続けるので，ピカールの

原理 (dimR = 1)もそうではあるまいかと言う素朴な疑問が生じ，ぞれに立認を発し

たものが，ハインズの間賠:ft'の写像 dimによる撞域である

(2) ムロ {dimR: RモJf'}

と件

の

鴻

捻
れ
』
る

E

令

す

る

-

成

あ
少
「
構

で
け
小
て

i

L

 

よ

露

与

せ

ン

村

:

定

マ

を

る

決

一

群

を

リ

手

つつしかし一誌はi比を離れて一般に.関

て，高々可算{閣の内部には集積しない把

1)…マン留日iRを付髄させる.すると次の結果が成

主定理: 珪意のRε OG'こ対して，WR E ylクかつ dimWR - dim R，となる.

i止の WRをRιOcの随伴標準ハインズ顧と呼ぶのが印象的であろうー

の践接の系として，上記のハインズの問題の，Yt'の dimによる値域集会ム

(3) ム {dimR: 1まと Oc}

られる，つまりムの定義明)のft'

きIJJ脅すると，現在む蔑.八インズの

iこ大さきな Ocで置き換えて良い.此を

の寄与である次の結果
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定理 A: 翠 Cム C[1，州.

に産議以上統一的，かつ箆明な註明を与える事が出来る，但し， Noロニ cardN (Nは

自紫数全体)， N ca主dli? (li?誌実数手本)，認 Nu{No句ぷ}とし，[1，州は 1::;ござ N

となる濃設との全体三こする.上記定理 Aの繁之の程含は自暁ヲ第 1の怨舎の Ncム

の部分は， No ムは [4] (又‘ [6]，に言IJ誌にぷ ζ ムは [1]1ご絞る. 1吃等 61習

のばらばらの部分的証明を合わせて定理 Aの証明としている現状が，より得られ

る次の事実によって一挙に結着する;

(4) ムコ{dim(rC¥K) : K伝Jf} {card K : K Eιグ}

{乏し， Jf'ま対数容量零 (cap(K)ね引の C内の完閉集合 K 本の族とする.

参熊文蘇

[ ] ] C. CONSTANTINESC中 -A.COR:-..IEA: Uber einige Probleme vo役立1.Heins， Rev. 

Math. pures Appl‘3(1959)‘277-281. 

[2J A. CoれNEA: Uber e'i附 Fo'rmelin der Extremisie問ねgstheor九 Rev. Math. 

pures Appl.， 3(1958ト431-436.

[ 3 J M. HEINS: Riemann su穴facesofinfinite gen刷、 Ann. of Math、 55(1952)，

29ふ317.

[4] Z. Kほ AMOC託1: An example ofα問 ll-boundαryRienwnn surface‘Osaka J. 

Math.， 6(1954)， 83四 91.

[5] M. iUKAI-L. SA問。 Harmonic and relαt2ve知的onicdimensions‘ Ann. 

Ac:ad. Sci企 Fenn.‘SerA.I. Math.弓 10(1985)， 419ゅ 432‘

[ 61 S. SEGAWA: A duαlity relαtion fOI hαrmonic dimensions and its applicぱtons，

iくのdaiMほh.J.， 4(1981)， 508叫 514
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15. ブラクタノしな境界上のベプフノルムの内部鎖壌による評鍾とそ

護辺ヒサ お茶の水女 間文化研究科

DはRd(dど2)上の有界領墳でd-l三s<dとする.また，Dの境界δD
集合とする.すなわち，次の性繋をど持つ疋 Radoni艶護 μと去数 7・0ふ1，b2

b1 rl~ 三 μ(B(x ， r)口δD)S b21β (Vr・ざ '0，'r/xεδD) 

がr::; "0どxEδDiz対して成り

ばれる ことではか測度 μを

ことである a そのような測度 μはか測度と

して考える.また cB(O， R/2) (R三時で

るRを間交官する.

正数 p，αは p> 1， 1 -(dーのく αく 1を瀬すと

!1~ (θD)は

JJl削…汽Ix一zlβ併+v岱

μ(x)dμ(z) 

る.oD上の Besov

00 

を識す“ LP(rt.lの関数fの全部で，f E A~(δD) ~こ対するノノレムは

ilfila，p ([If山仰)r/P

+ (Jl竪非子中州りriP

で定義される.

このような ll~治D) 上の作F毒素の有界性を証号号するニどは大変心ずかしいことが
多いがヲ境界上のノルムを内部領域の体捕手資分に移行することによりー作用素の有界

搾を在員月できることがある.

Dウトー持領閉であろと L、うのほ.Dcっ
さのある曲線?に Dがあり

?も f、 J~
e ノム J守子、 .1.'1，J;2 

l(γ)三αIXl-x21、 l(γ(Xj， z))三bdisまいちoD)

~. 

ポマ上のす~ .~ごめ点 z ，こ対し或り立つことで怠る， fこtざし、 αb

é f、長さ、マ{勺ラ z) ばマの勺から z までの者~分を表す，
l(γ)は γ

このとき、次の定理が成り立つ.

Typ倒的 byA.lW勺芥
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定理1.Di土一様綴犠とし、 l<pくつc‘1-(d-β)く αく 1 (d-β)/pと

る1Lは D上の Lip臼chitz関数ならばう

H lk・1t)-hzp t f予三iEJdμ(x)d桝三 cJn l'Vu(y)IP8(y)…+βdy 
J I'{' "'1' J D 

が成り立つ.ここで、けま1L'こ無関係な定数である.

この定理主と用いて.2
る.

ポテンシヤノレiこ した次の待用素 Kl(1)有界性を

K1f(z) Ld¥百(明日刊N(z 的

[Wli H. Waもanabe，The double layer potentials for a boun白 ddomain with 
fractal boundary， Potential Theory-ICPT94， 463-471， Walter de Gruyter， 
Berlin-New Yorkう 1996.

rW2] H. W:抗 anabe，Double layer potentials of functions in a Besov space for a 
bounded domain with 品、actalboundary， Proceedings of tIle Fifth In総rnル
tional Collo弓uiumon Complex Analysis (1997)今 337剛 343

[W3] H. Wat総 abeヲ Besovsp艇部 onfractal sets， Josai M拭 h. Monographs 1 
(1999)， 12ト134.
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16. Indecomposable continua and the limit sets of Kleini総 groups

五ATSUHIKOMATSUZAKI 

Department of Maもhematics，Ochanomizu Univer語録y

Rogers [1]， [2] studied on ind伐 O獄 posabilityof boundaries of Siegel disks for 
compl惚 dynamics鉛 dobtained a dichotomy saying that they are indecomposable 
or have告はchtame properties as Jordan curves have. Here， a continuum (a compact 
connected subset in the plane) A is meant to be decomposable if there exist proper 
subcontinua Al and A2 such that A Al U A2， and otherwise indecomposαble. 
Further， Mayer and Rogers伊1applied諮imilararguments to the investig試ionof the 
structure of Julia sets of polynomials. 

In this talkう weconsider indecomposability of the li滋 itsets of Klei泌総 groups
and report that they never pos鰐 S8t加 possibilityof having such. a wild nature once 
theyadmi七theinvariance und位&読めiustransformation. The b秘 icfact in our 
arguments is theおllowingresult: 

Theorem. Let A be a continuum on the Riemαnn sphere that is invαriant under 
a loxodromic Mob均stranslo門 nation.Then A is decomposable. 

Corollary 1. Anジconnectedcompo附 ntof the limit set A(f) of a Kleinian .qroup f 
that is not αsinqle pointαnd thαt contαinsαloxodromicβxed point is decomposαble. 

In case a Kleinian group acts On a 8imply connected domain D， we ca.n綿紛rt
certain results concerning the relationship betw明治 the Euclidean bound奴 yand 
the Carath加doryboundary of D，鎚 Rogersobtained them for the boundary of a 
Siegel disk 

Corollary 2. Suppose thαt a Kleinian group f acts on a simply connected domain 
D such that the Fuchsian model of (r， D) is 01 the first kind. Further suppose thαt 
the limit set A(r) coincides with the boundary θD. Then the followingαre sαtisfied: 

(1) For any prime end e 01 D， the impressωη I(e) does not hαve nO'lレempty
interior iηA(f) with respect to the relative topolo仰 a

(2) 1fαsubset E 01 the Cαratheodory boundary of D is 01 first cαtegory，訪問

I(E) := U I(e)妥A(r)
eEE 

-31ー



A totally degenerate group is， by definition in this talk， a Kleinian group r such 
that A(わおconnected，主hecomplement n(r) 82 

-A(r) is (simply) connected a.nd 
the Fuchsian model of (r， n(わ)is of the first kind. The inv!問主igationof limit sets 

of七otallydegener拭egroups is one of the diあcul七problemsin the theory of Kleinian 

groups and in particular，長)r五nitelygenerated groups， it is conjectured th抗 the

limit sets are Iocally connected. Theおllowingresult語supportthis conj伐 turewe北 ly

(without any effects of proving it)， for they are easily obtained ifthe limiもsetsare 

known to be locally connected. 

Corollary 3. A totαlly de伊 nerateKleinian ，qroup r satisfies the lollowin，q: 
(1) For any subdomain W(c) sepαrated byαcrosscut C 01 n(r)， the interior 01 

the closu1'e W (c) is strictly lar，qer thαn W(C)i 
(2) In any open interval 01 the Caratheodory boundary 01 n(r)， there exist 

distinct prime ends el and匂 suchthat the impressions I(edαnd I(e2) 
A(r)) haむtηoη-emptyintersection， 

REF忠良ENCES

1. R. T， Rogers， Jr" Singularities in the bound品川s01 loml Siegel disks， Ergod. Th. &. Dynam 
Sys. 12 (1992)， 803-821. 

2. R. T，及。伊rsぅJr.，Intπnsic rotatio九S01 simply connected regions and their boundα門 es，Com-
plex Variぬi悌 23(1993)， 17-23 

3. J. C. Mayer and R. T. Rβgers， Jr.， Indecomposαble co叫t机 uaand the Julia sets 01 polyno刑事als，
Proc， Amer. Math. Soc. 111 (1993)， 795叩 802
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18. Similarities at one-din1ensional Bers boundaries 

Hideki Miyachγ 

Department of Mathematics， Osaka City U niversity 

Let G be a fuchsIan group of typをいうり acti時 011時戸rhalf pla前田 Eポ
Q( G) denote the Banach space of holomorphic automorphic forms of weight -4 
on thを low記rhalfplane with bounded hyperbolic Loo-norm. Since dimQ(G) = 1， 
we c品nidentifシQ(G) with the complex plan吃 canonicaHy.For <t E Q(G)， wぞ

d控noteby G手ζPSL2(C)the im喝容 ofholonomy representation for 4;. 
Let BG C Q(G) bξthξi訟 ageof the Bers母mbeddi時ItIs known that. BG is 

aJぽ必ndomai廷 (Mins主計.A bou吋 arηypoω叩1口m郎ltゆGδiβ3勾GIs caHed raαt附

g炉在〈ο)!αn総et伐rlC冶沿&必II行y註色l泊凶11も総牝合色. In this case G ct has an accidental parabolic transformation 
Th母 maintheorem of this talk Is the following: 

Theorem ( 1) G' is a fi町 f山 αngroup oftype (1， 1). Then there e品、ωtsa qωsz-

conformal mapping h fl'om Q(G) to Q(C') 80 that h(BG) = BG人

(2) EverνTeichmuller modular t1'Oηsformαtionωαcting 011 BG admの αquasz-

confon川 lextension to Q( G) with mαximal dilatat仰 1exp(d(O，w(O)))，め ere0 
is the origin of Q( G)αnd d(・， .) is the Teichm紛れ、 distαnceon汐αφ

' 

(3叫) E品t配 hω teε側n附lS仰 lS山n(1) αnd (2) ar符rじCず1+十判窃九欄イCωO仰ηIformαalat α仰η勾タ rat“ωi幻ωOT郎3以泌albおo1.md

αrν pomt.ωs仇禽 Th伐ee吋:rpo肘 nばt“Sα > 0 depe印ねdonly 011 G，G' (in (1)) 01' G，ω (in 
(2)). 

Aqua詩i∞nformalmapping 9 :と→ Cis said to be ('1十段“ωnformalat Zo E C 

if the limit A lir九→(タド)-g(土む))/ (z -zo)ぽ istsaI吋

タ(ヰコ:引zol十 A(z-ZO} + O(lz -ZOll村)， 制 z-+ Zo・

Since the Teichm註llermodular group acts transitively onもh町 setof r品tional
boundary points， (3) in Theorem tells thaもforgiven two rational boundary 
points (possibly， lying on di首erentslices)， the shapωof Bers boundari開 around
them are inf1nitesimally similar each other. 

• PartialJy supported by Research Fellowships of the Japan Society for the Promotion of 
Science for Young Scientists. 
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特別講演

出E上の と擬ブックス 間の自己接触f.こつい

愚大学大学院多元数理研究科)

1 導入

PSL2(C) 
ノミク卜 3iJ: 

タマラ-1~携といろ、立/を向き材iナ可能な綾子手

の内部 intlHーには完欝な友治構造が入るとす一

P引.J2(C)が存在して illtJiI竺=H3jド勺あ

“美、

、

¥.--0) 

三表現

(1)中で，

尺(11.打点日川口(ゎ(ぅ PSL2(Cl)!PSL2(Cj

ら成る部分集台を AHI

に対応するものと

、94
5
9j

 

r 
…ム、
仁3

"UfiMl 

ぺH(Ji1)であろうと予想されている 18(0]'日 Tbll1ll'81りII l'二

l土寝雑ーあること;:)~ナかハ勺今 fこゐレi 下で r ~i、

かの〈場合によって

Iこようて， Bc川 kof l-bnndh， M :'-

ることが示さ

を持F)

AndersÙ !l-l~all九rγ

IntAHIMi ，'， 

えた. 主j二

間 論 文 に お い て intAHリ1)が無限臨

得られてL、る.さらに最近.Broll1bドrg-Holt[:3]によ

(s日附母叫elf汀fι伺心bいbt山 一

山 i液E疲庶草松:術伐fiI1.校没4竹ヤ β が自日E接触するとは‘ まちる元 ρ] 
-、
lヴ、 uに対して UnBが非i車結になるとき

もとで，以下ではもっぱら Mが治聞と間

合を脅える.このとき intAH(M)は唯一つ

l¥IcI¥l凶加が A川erson-Ca凶 iyili 

Lた， この在明において歯車上の与す影構造が

で illtAH(M)

して[片 山ト分小さ

s、〆 [0.1](万場

ちHmめぞ冷Hnlt[3] ，こよって，

L 、る しカ込しここでほ Mcふlullen

にi以AHほれの日

している その投，

で illtAH(M)の自

って，射影構造を

るニとにーする.
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曲面上の射影講造と擬フックス群空艶2 

可能な理数 2以上の開強面とする。ぷ{立ffilき

ず〉

fが

ろF

H(万)= HnlllfπdS'). PSL2(C) C) 

において‘忠実で離散的な表現の共役墳の集合を AHIめと喜善く a

rが権ヴツケス群であるとは. rの極摂集合川町がジヨノレタ

C … Mf) ())各成分を不変にするときをいろ.捧ブツケス

Tのidullull(;'l 
，
 

吋

r/
vt 

(iF(引一 {[ρlε AH(S)!ρ¥ii] (♂)) 

intA.H( 5')と一致する QF(S)は唯一一つ

れ引の直積からの自:学なfPJ相写 í~

， R(Si (}¥ r 
が U;)、

qf: T(S')メ T(引叫 QF(8)

R(バ}におi十る OF(ぷ

る射影構造主鷲 J'(S'i;こ

7) ~存在寸る

もどき j

~ ~ 

円〉主).

とし『

S 

{こ C をそ

のことで、ある

ハノド 1しと l司

:Y吋 C(γ は 1の普通被

?汚L2{C)をボロノミ一安

合対応させるこ

S上の空て?影講遣とは (CうPSL2(C
その張り含わせ7写像が五Ii"ibius

murkillg 

できる.1-三P(3)に

莞)が主主れもこ

ど ここで}" P(S) iこ

とゴホロ f ミ-'g

む))iPSL2(C)

られている、二こで;丈主

るり(幻の控室の連結成な

る.さらに Goldl1wn141による

を用いた)特徴付けより‘ Q(S)
jV(ζ(引の整教点主体んiζz(5')と

を定めると.これは訪問 I弓樹な

に Pi引のきじ土f集己、 q(S)

Qに対して holiQ:Q ~ (lF( 

ブヅグス群ホロ F ミーをι
，})連結成分全体は lllpn，snredlalllinぱion

i対 l対応がつくニとがわ山

i
 

o
 

--

ki EN、じは単純明曲線}

である .Q(めの元で，その devPlopingmapが単射ぜあるものをスタ L夕、-1'、そ

ぺでないものをごでこ:キゾザ¥ヴグとはすい友人 ENLCz(引に対応:寸る Q(めの連結

成勺を ιと議〈 j:、めのi議結成分分解

{入 GA1乙z(S)

U Q¥ 
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を得る. Qoはスグンダ…ドな射彫構造より成るE佐ゅの連結成分で、ある“ Q(S)の

る成分が壊していると，ホロ/ミー写像 ho1:P(S)サ R(めの局所開相性か

らQF(S)の告白接触がいえることに注意されたい.

3 定理の主張

まず McMullen[8]の結果を紹介する.

定理 1(McMullen [8]).エキゾチックな軒繁構造の亨1)でyδ仏の点に坂東寸る

ものが存在する. :(追って QF(めは自己接触する.

以下の結果i土 問cMullen を精密、iじしたもので、ある.

建議 2([怒り，任意の入 ξ A1.Lz(S)…{O}

に P(S)における Q(S)の

定理 3([5]). 有限集合{入d~t C M乙がめ-{O} 
i(λ3ヲ入A)= 0をみ?とすものに対して QonQλJi"・n

i(・，・)は幾{iiT学的交点数をと表す事

系議 ([5]).任意の白熱数 n NIこ対しである点 !ρiεδQF(S)が存症して.[ρ! 

の十分小さな詩意の慢 U に対して UnQF(めの連結成分は η 個以上となる

学的が成り立つ特

j，kε{l，...， rn} 

学日が成り立つ.ここ

2より Q入は♀。に接触す判るが，次の定理は Qλ から QoIこ(少なくとも)

艇がz木伸びていることを示している(図 1参察、ト

密 1: 1点穴あきト…ラス上の正貝IJ2次微分の空間:中心のスタンダードな成分にコニキゾ

チヴグな成分が近づいている様子そあらわしている(小森，須!l1，山下，和問 4E去による)

ハ
同
U

内
ぺ
リ
V



定理ら ([6]).任意の入 EA1乙z(8)… {O}に対してある Yε 仏日 Qλ が存姦して，

Yの十分小さい径意の近傍 UIこ対して unQ;けま非連結となる

接数十る.

るい
ス
ν

より QF(めの告白議触は P(めに持ち上げたときに

いととが分かる.Q。が自巴接触するかどう

5より次の定理母得る.

定理 6([6])・ の入，fJE J¥ALz(8)一{O}に対して Q)， n互バ

4 クライン群の代数的極援と幾街的極限

心
、図 2:代数的極限 r A(f)と幾何的極経 T A(f) (Brockによる)

クライン群 flこますじて問、口 H3jfとする. fの不連続領識を n(町、
を^(r)と書く，クライン群 Fがb-groupであるとは， S1(引が唯一つの r
或分立ぷ引をもち) no(f)が単連結のときをいう.

クライン若手の多IJfn がrに幾向的に収束するとは，PSL2(C)の中で Fη が flニ
Hausdorff収束するときをいう .Gは torsionイr仰で非可換な有限生成群であると

し】忠実で離散的な表現の列 ρn:G →fn がρ:G→ftこ代数的に収束するとするー

このとき，部分歩IJをとれば f"はFに幾何的に坂東し， r I立クライン群で rcr
成り立つ.ここで Kerckho仏Thurston[7] による代数的諮隈 Eが幾何約極限f
に含まれる例を紹介す嶋る.(ブを Sの単純関白隷とし，ずな TC告と Cに需する Dehn

twistとする.(XラX')E xT(8)を1っとり qf(X，T"X')モQF(8)とい

う列を考えると，この多1}は絞東する部分売を持ち，その権賎をい1E 8QF(8)とす

← 40-



る.いま代表元九:町(S)→ E誌が p:町(S)一与 r¥こ代数的iこ収束するとしてよい.

ら部分科をとれば F托は rlこ議何釣に収束する調 rは幾判的有限なかgroup

で多工は rank2 parabolic subgroupを含んでいて Nr笠 Il削Sx[O，l] C'x{1/2}) 

と金る 2参煎ト

5 定理の証明のアウトライン

5.1 理之の説明

人以;ヤk;C'， EルtCz(S)を 1つ閤定する.幾何的有限なクライン群 fで

(H3 
U n(I'))/I' = S x [0，1]ーし!i(C';x {1/2}) 

となるものをとる .lvf、において仏 x{1/2}の近慢は rank2 cuspに対応す4 る.

rank 2 cu日pにおいて問時に(1， n)~ Dehn fillingを殖すことにより，準i司型

r -+ 1'" PSL2(C)が帯住して，じは擬ブックス君子で，は代数白色;こ idIこ殺東

し， 1'" は幾何的に tに収束する.

に曲師 Sから NI，の中への immersion1>. : 8→ルトで， 1，，1(8 -U;IlbJ(C';)) 

Sメ {1/4}への堤め込みで，んInbd(C'i)IまC'iX {1/2}をん密まわっているも

のをとる(随 3参熊にこの 1m1日行sionfλ を λに関する wrappingmapとし、う

S x {l} 

8 x [0、11

込ぢ

S x {O} 

C 

盟 3:入 曲線 Cのときの wrappingm叩
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表現

ρn 仇 0(1入).π1(5)→f" 

は擬フックス群九への同型写像であり，同|→∞のとき

ρ∞ :二二 (fλ). 町 (5)→ r∞ =(fλ). (π1(5)) c f 

に代数的に収束する

次に T二cεθQo亡P(5)で hol(1ム)= [ρ∞!となるものをとる.ホロノミー写

像 hol: P(5)→ R(5)は局所同相なので，収束列 Yn → Y(X)で hol(九)= [ん!

となるものが存在する.以上の構成，及び{九}がエキゾチックであることの証

明は Mc恥'Iullenによる ここで1';1 E Q入(Inl>> 0)を示すために次の記号と補

題を準備する .YεQ(5)に対して， Y への極限集合の引き戻しを Ay 士川 C

fi-:
1(A(py(πI(S))))と定める.ここで πi: }~.→ Y は普遍被覆である.

補題 7.Y E Q(5)，入=どikiGiE人t乙z(5)Iこ対して YεQ入となる必要十分条

件は Ay C Y が Giにホモトピックな ki個の単純閉曲線の和集合になることで

ある

補題 8.上の状況で Ai"亡1';，はλγ∞ πI = ofy~(A(r)) C}ムに Hαusdorff収

束する.

ここで AyooC Yムの概形が分かるので(図 4参照)，補題 8より j¥Yn C };，の形

が分かり，従って補題 7より九 EQλ が示される

てこY く二〉

図 4:Ayoo C Y;∞の概形

5.2 (入7μ)~， (入ぅμhE MLz(S)の定義

定理5の証明のために，ここで入?με んt乙z(5)に対して新たな元(入7μ)十(入， P;b E 

んf乙z(5)を定義する.まず入と μをその重みの数だけ単純閉曲線で S上に実現

する e すなわち入=εikiGiならば Giにホモトピックな k;個の互いに交わらな

q
L
 

AUτ 



曲線を S上に実現する.このとき入と μを実現した曲線接の交点数は

いしておく.次に入と μを実現した曲線合アミ夕、状にたどって新しい曲線接

る:(人μ)。を構成するときは入から μにぶつかったら右に， μから入にぶつ

かったら投に曲がる.(入手μ)訟を構成するときはλから μにぶつ会、ったら左に，Jf 

から入 iこぶつかったら右に曲がる(歯 5参照上最後に新しい曲線撲において

たらその数を重みとして島建することでく人 IL)~ ぅ i人 ε ザMζz(S)

μ 

入 一→+一一一.. 

(入?μ)。 (人

間 5: 入、μ)<<'λ?μ)，捲戒めノレーJ'"

wweight 2て〉

λ:weight 3 

脚即〆。-〆"

(入?μ)~ (λμ与

P
H
U
 

ここで i(λμ)む。
らば〈λi九ヂ〈λμ).

らば{入，μ与
り

(λJ {L入=人十 Ilが成り立ち， 代人的 りな

5.3 定理5の証明

注意の μEiv'lL:，z(S) 

QJ1 が存在し ho1oGrμ(y) 

して graftingmapと呼ばれる双正員Ij写像 Gr戸、

hol(γ) (VY E Qo)が成り立つ.いま p 始めに rケつ
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入モ A1ζz(S)~こ対して，人とホモトピックな成分者どもた

をどとる. このとき Grμ:Qu→ Q'tは yムε高円 Qλ の近イ散で

ることができる.これによって収東列九η--+Y= (n→ 

Grμ(Y:i:n)→ Z叩;士 G九()斗) (71→÷∞)を得る.

11 E M 乙z(S)

を拡張す

とi技東多11

で

hol(Zx，，)之と [p士ηj， hol(工。)=立た iρJが成り立つこと

9.ηENが十分大きいとき

i(入，μ)ラ三 Oのとき Q(λ ヂ

10. iρ∞iの十分ノl、さ

{ [ρn]}はU(j QF(S)の異なる

て U を YOO E Qu円Q入

(九}と {Ln}はun仏

から窓理 5が?追う.

立{λ必u'Z_ηεQ{λ必b であ

にi主意する.

Uに対して ηεNが十分大2'

に含まれる.

るときに， nENを

含まれること

9の説明においても Aμ ・1 行部よ(A(r日cZoo 

に的)が A(引に Hausdor百収束十ることから l¥z土η cZれが

る.

{ρnl} 

きくと

こグコ

にHausdortI坂東守る〈諸悪8). 送 っ て と Aム n の形が分かり，補題?より

Zn E QI，入内電 EQ(λ叫が分かる.ここで n→十∞のとき， l¥(rTι)も A(r_，，) 

も;絡を巻きながら A(f)(こ註ausdorff収束するのであるが，渦を巻く向tきFが輿なる

w とから i¥z丸η と /λ¥zム一
参静燕、)上. 

図 7:ある 2つめ擬ブ

集合引町
フト OPTiにより

グス群の極限集合のそれぞれ一部，ぞれJぞれ幾何的極i壌Fの極限

している{醤 2参照)が渦の向きが反対である虐待呂田氏のソ
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5.4 定理6の証明

定理 3と定理 9をあわせて定理6を証明する.任意の 2つの元入，με んtιz(S)
をとる.入?μ の分解入ニ入/十入ぺ μ=〆+μ11で i(入 μ)= i(入ぅμ)=i(入ヲμ1)が成り

立つものをとる. i(υ入，μ〆11つ')土 0，i(的(/μ〆ιJf?μ刀つ)= 0なので 1刊((似入?μ〆')，，μHつ)= 0が成り立つ.

ここで定理 3より QorlQ仏(λJ似〆Lピ仙f

東する 2つの夢初列|リJ{Yr丸7主JcQ岳(入〆
た写{像象 Grら1μιJで写すことにより Z∞ =Grγ(に。)に収束する 2 つのヲIj Zll 二 Gr〆 (ì~，)

と Z;)= GrJL' (Y~) を得る.定理 9 から 7ηl →+∞のとき ZιηιQ仏( (~\， I入λ~\， I山 ， 11"μ〆山"'
Z;εQ，内μ〆，，=Qμ がう分士カか込る. 従って Q入門 Qμ ラ五日

6 今後の課題

5.1節では McMullenに従って，スタンダードな成分 Qoの境界に収束するエキ

ゾチックな射影構造の列を具体的に構成した.逆にスタンダードな成分 Quの境

界に収束するエキゾチックな射影構造の列はこのようなものしかなし、かが問題に

なる.ここでは次の状況を考える:

「忠実な表現内 :1f1(S)→ rn が ρ∞了l(S)→ F∞に代数的に収束するとす

る. r"は擬フックス群で， r∞は b-groupとする さ ら に 九 は Fに幾何的に収

束するとする このとき F∞crであり，対応する被覆写像を π Nr∞→ Nf'と

書く. 1色。 εaQoc P(S)を hol(Yc∞)= [ρ∞iとなるようにとり J }'~lε P(S) は

Yn→に。 (η →∞)かつ hol(九)= [ρη] ;をみたす列とする.J 

このとき次の条件は同値である [5]: 

(1) nが十分大きいとき九はエキゾチック，

(2)口。(r∞)η i¥(r)ヂ日

さらに次の条件も同値であろうと予想される:

(，'3) Nrooの compactcore M で π1Mが埋め込みとなるものは存在しない.

(3) =争 (2)は正しい.従って (2)コ(3)が問題となる. (3)であるならば，八Tr∞
の compactcoreは Nf'の rank2 cuspに巻きっかざるを得ないことも分かるので，

上の予想、が正しければ，スタンダードな成分 Qoの境界に収束する全てのエキゾ

チックな射影構造の列は 5.1節と同様の方法で構成されることになる.

次にある fとある入 EM乙z(S)に対応する wrappingmap f入 S → Nf'に対

して 5.1節と同様にして構成されたエキゾチックな列が Q入に含まれることを示

すことが問題になる.(定理 2の証明が成功したのは rとして特別に扱いやすし吋〉

のを用いたからである)以上の問題が解決されると，例えば Ii(λμ)手Oならば

Qo n Q.¥ n玄=日Jなどが分かる(定理 3と比較されたい)

F
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最後に代数的縄隠 F∞が幾判的鑓限 fの中に rank2 cuspに巻きついて入って

いるならば芳 f加の不変成分f.lo(f∞)に対応寸るジーマン建i:if.lo(了∞のそジニス

ライは限定されたものになることが示せると思われる.すなわち noCf∞)/f=に

おいて {rank2 cusp (二巻きついている accidentalparabolie elementに対応する

潟地線の長さは上から評価されるであろうと思われる.以上のことが示されると

Qoれ Qλ(これは noルcompactset)の分布がより明ら
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19. There are no codimension 1 linear isometries on the ball 

and polydisk algebras 

春日一浩 新潟大学 自然科学研究科

EをBanach空間とする。 Linearisometry ψ:E →Eが余次元 1で

あるとはψの値域が Eの中で余次元 1である時にいう。

Bnを複素 Euclid空間cnの単位球とする。 Snを単位球面とする 0

A(九)を ballalgebraとする。すなわち人上の撞素数値連続関数でBπ

上へ正則に拡張される関数の全体とする。

n の時 A(Sl)は円板環である。円板環上の余次元 1の lillea1

isometryは存在する。 Dを単位円板としTを単位円周とする。 Aι(z)= 

(z α)/(1 -az) (αε D)と定める。

定理([6])A(1')を円板環とする。 ψをA(1')上の余次元 1のlinearisom 

etryとする。この時αJεc(1α1=凶=1)と仏bεDが存在し

(~'f)(z) =αMα(z)f(sMb(z)) (f E A(町、 zE 1')を満たす。

Dη を複素 Euclid空間cnの単位多重円板とする。 Tnをトーラスと

する。 A(1'η)をpolydiskalgebraとする。すなわち?上の複素数値連

続関数で D九上へ正則に拡張される関数の全体とする。

Ball algebra A(Sn)は仇上の関数環、 polydiskalgebra A( 1'n)は 1'n

上の関数環である。関数環上の余次元 1のlinearisometrv について

はAraujoとFontによりタイプ分けがなされている。これによると ball

algebra A(Sn)ぅpolydiskalgebra A(Tn)ともに同じタイプに属する。

我々の得た結果は次である。

円

t
-

A
斗
ふ



AIまballalgebra A(Sn)または polydiskaJgebra A(T勺

ものとする o n > 1の時、 A の余次元 1の linearisometry は存在

しない。

n>l とする。 δAは Snまたは Tnを表すものとする。 A.

iの linearIsωrnetryψ が存在したとする。 [1]より δえから δAへの

同相写縁んと在意のおぞ δAに対して所付I;::: 1を満たす連続写像

α・δペ→ Cが存在して

(ψ])(x) =α(x)f(h(x)) (x EθA， fεA) 

が成り これを用い に矛患を出し定理を得る。

REFERENCES 

[1] J. Araujo 紛 d.J. J. Font， Codlme山 wn1 lineαr lsomet門 esot! fiな持ctwη α々や

bra・s.Proc. Amer. Math. Soc 127 (1999)， 2273-泣き1.

[2] K.lzuchi， Douglas algebms which admit codlmenslOt! 1 lmear削 metnes宅

Proc. Amer. Math. Soc.， to appear 

[3] K. Kasu若島を There日開 nocodimcnslOn 1 linear I80mdnes on the ball母托dpoly-

diskαIgω凶 S、preprint

[4] W.災吋in.Functwt!訪問1'1)in Polyd附 8，Benjamin， New York， 1969. 

[.5] __， Funct附 ITheo/'1) m the Unitβall 01 ([n. Springer， ~ew York， 1告別

[6j T. Takay品総投 and J. Wada‘lsometnc shift. opemto/'s on the disc alge-

る叫 Tokyo.J.nlath.21(1998)， 115切 120.
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20. N ondegenerate entire maps of c2 to c2 (II) 

足立幸信

2000年度年会において、 c2から c2への非退化(像がある開集合を含

む)整写像を分類し、それらの性質のいくつかを述べたo 各クラスの定

義を思い出しておくと、

l定義 11.F: c2→c2 を非退化整写像 (Fε(E))、P(x，y)を非定

数多項式としたとき、

(1) VP(ヨP)に対し、 PoF が双曲型の整関数のとき、 Fは強双曲

型 (resp.双曲型)の整写像と呼ぶ。 (Fε(SH))(resp.(H))
(2) VPに対し、 PoFが放物型(特殊放物型、代数型)の整関数

のとき、 Fは放物型 (resp.特殊放物型、代数型)の整写像と呼ぶ。 (Fε
(P)(resp.(SP)， (A)) 

[注意2J.各種の二変数整関数の定義は西野による。(西野による論説;

数学32巻第3号 (1980)又は前回のアブストラクト参照のこと o)簡単に

わかることとして、 (E)= (H) U (P)， (H) n (P)ニ札 (SH)手(H)，(A)長
(SP)手(P)

ここでまず分類の意義について述べておこう。まず Fε (E)は一変数

の整関数の一般化ということである。(二変数の整関数は一般化といえな

くもないが、中途半端なものである。 )Fの値分布を考えると、 Fatou-

Bieberbach現象 (C2- F(C2)が内点を持つ)を顕著な例として、一筋縄

ではいかない自然に遭遇する。一変数整関数においてはPicardの小定理

が成立するが、リファインされた一般化はさておき、 l-lF-B写像

(ε (SH))や、超越的自己同型 (ε (A))は超越的でありながら Picardの小

定理のオリジナルな形の一般化を阻むものである。こういうような状況

においては、対象を分類することからとりかかるのが、常套手段ではな

し、かと思えるのである O

[命題 3J. (eX，eY)ε(H). 若林氏のご教示に負う)

従って前回問題として提起した Fl，F2乏(P)ニ今日 oF2ξ (P)?は成立

しないし、 I，gを代数型整関数とし、 (J，g)E(E)としても (J，9)ε(P)
とは必ずしもならない。
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さで Hei川 (1叩5)，こより導入され研究された、リーマン面丘からヲー

マン函R'への非主主催IE期写像がBLー CBlaschke)型としづ援念があり、

その髄分布が調べられている。{楠著、菌数論，p280-281，291-293参照、J
この理論を能うと~のことがいえる。

l定理4]. F (f(x，y)，g(x，y))ε(E)， 1，g Iま共iこ放物堅整欝数とす

るc するとあるルベーグ劉度。(inR4)の集合Eと数N(三∞)があって

'rfp'モC2-EIと対して"{F-1 (p')}ェN.F-1(P')が曲線を含むようなp'の

集合をぬとすると、 p'EE Eolこ対して U{F-l(p')}くN.

[系 5]. 上の主主綾 FIこおいて、一点pがあって、 HF-1i伊')}=∞な

ら、高々/レベーグ衷IJE室。の薬合を除いて長{j→(p)}=∞ a 

i盗意 6]. 一変数の越踏襲室関数少(工)は、 (ψ(x)ぅy)ε(P)一(SP)と自

然iこ考えられるが、タ(x)，yIまニ変数の代数型(従って放物型)整関数で

あるから、系 5は一変数の PicardO'川、定理の一般化と考えられる。双曲

型の整写像の一変数の対応物はなし、から、それについては新たな別の研

究を必要とするであろう。しかし、命贈 3から上の Fは双曲型の整写像

を含んではいるのであるが。

l定理 7]. F E (SP)なら窓閣4のNはNく∞をみたす。

{注意8]. Fニ (x，y2eX十ν)(P)… (SP)であるが、 N=2でE=重

である。

[定理9]. 定理4と同じ FはIversenの性繋を持つα すなわち、〆モ C2

に対し、 U'(p'つとしづ傍と、 (U')の任意の連結成分の lつを Uと

し、 pεUとする。するとの F(p)における分校は、 U'P'lの車線に

治ってp'またはp'の濫読までま員IJに誕祭できる怨

[注意 10 J. 上記主主理辻、一変数のIver紛れの曜の拡張と考えられる。
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21. 線形fヒ不可能性とコホモ口ジーの非ハウスドルブ

京甫 九汁大学数理

'lfニ CjZ{lぶ}を複素 l次元トーラスとするご τ…i二の{立桔的自明な直

線東の同イ虫類全{本、続持 PicardvaどietyPico ('lf)は、す喜身に同盟hである

ことが紛られているc この詩型対応、を

すう [z]万 z十 Z{l.'.v} H， L([zl) P~CO(1f) 

と ノ
¥コ このとき、 をえるな

Theorem 無産数〆主 (0<1:くりに対して、そ

数.IJ.Ii訟を

とするとき、次は

:t: 

心 σ

i・ Pn
llTl-

n→∞ <j" 

sup{ニと生立 :ηξN}ぷ∞
!.f" 

2. L([r、])E PicO(引に対して、コホモロジー群

III (L([x]): D L([xU) 

カサ折、ゥスドルフ{立結線形空間になる。

による

証明i土、ある種の醇式的べき級数の校策関題に帰着され、線形化

に対する Bryuno十 Riissm釘1Il-Yocωzの結果との類似性が克られる φ
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22. 2変数unimodal例外型singularityに付随する

局所コホニそ口ジー類の計算

i豆島慎一(新潟大学工学部)'1'杵弥生(お茶の水女子大学大学院)

一一Milnoralgebraの双対三空間の生成元である代数約局所コホモロジー類σが

ぷたす偶然~分方程式系を情日比し， σ の具体的な表現を計第する

2変数の unimodalsingularitiesで quasihomogeneousとならないものは，以

下の 8つの療準形で与えられる(これらは全て例外型特異点に属す.) 

、E12 I(x， y) = a:3ゃ〆ゃ axy5

El3 I(久討 =xき+x努事や αy8

E14 f(a:， y) = x3ゃ計十 axy6

Z11 I(x， y) = x3y +ν5十 αxy4

Z12 I(a， y) = x3ν+xν4十αx2ν3
Z13 I(x， y) = x3y +♂十axy5

W12 f(x， y) = x4 +計十 ax2y3

W18 I(a:， y) = aA +勾 4十 αy6

これらに対し， fx = θf(x，ν)/δX，ん =θf(x，y)/θyとおき， /(x，討の特異点

である原点に台を昨つf¥:数的問ffrコホモロジ…翻 σ=[1/んんj(O，O)の合xJ二の
昌nnihilatingidealをAnnとおく.但し，X であり ，DxrまXJ二の線形!liij微
分作用禁の層とする.金た， !街々 j階の annihilatorの生成する左イデアルを Anη(討

をおく.これらに対し， i欠の結祭を得た.

Proposition 1 

(i) Dx /Ann{l)の原点における重慢!まな 2

(ii) Dx jAnn(2)の原点における重修度

Theorem 2 Aπが2) Ann 

Tbeorem 3 

(i) Hom1Jx(Dx/Ann(1)，略。OJ](Ox))コ Span{<I例タト

--で， <1(0，0) I土原点に台を持つデルタ関数である.

(ii) H om会x(Dx/Ann( 
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Example E12型特異点 (aニ1): f(x， y)二x3十 y7十xy5の場合を計算しよう.

σに対し，Ann(1)は，関数んニ 3x2十ν5 ん =7y6 + 5x♂倍で定義される O階

の微分作用素と，次の 2つの l階の線形偏微分作用素で生成される.

δ 
P1 = 201805967390580xν一+(一7207355978235x十70632088586703y2)一

dx θν 
十(24117187500ν3_ 141809062500ν2十 833837287500ν -4902963250500)x 
-1953125000ν7 + 11484375000ν6 _ 33764062500ν5 + 198532687500y4 

-1167372202500y3十 6864148550700y2十 827404466301378仏

九=(5円十 7d)1+20z十 42y2
ay 

微分方程式 f"， a二んσ二 P1σ=P2σニOを解くと， σに対寸る次の表現を

得る.

r に寸 1220703125 48828125 1953125 
一|川一一一 一一十 一一一 一一

I. ~xν 1483273860320763 xy2 ' 10090298369529 xy3 68641485507 xy4 
78125 3125 1 125 1 5 9765625 

十一一一一一一一一一一一一一一一一一十一一一 一 一一一一 ~ー
466948881 xy5 3176523 xν6 ' 21609 xν7 147 xyB 1441471195647 x2ν 

390625 15625 1 625 1 25 1 1 
十 ^τ ー 十一一一一一 ^τ 一一一一ー十一一
9805926501 x2y2 66706983 x2y3 ' 453789 x2y4 3087 x2y5 ' 21 x2y6 

3125 1 125 5 1 1、
十一一一一一一一一 一一一一一一 一一一一|
9529569 x3y 64827 xy2 ' 441 x3ν3 63 x4ν

』

A況がりでは l/xyの係数を決めることができないことが分かる.

他方，Ann(2)は関数ん，ん倍で定義される O階の微分作用素と， 2 I荷の線形偏

微分作用素

且2

P = (-625x2y -39788xy2 -32095x2); ? 
ax. 

十 (1750y3+ 6250xy -119364y2 -112700x)三十 (3750y2十22050ν)立
δzθν  

十 41250y十 127890

で生成される.微分方程式f"，σ=んσ二Pσ ニOを解くことで， σを完全に求める

ことができる実際3方程式系 Ann(l)叫では未定であった 1/仰の係数回も

囚 30517578125= と決定することができる.
218041257467152161 
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23. 多変数留数計算とホロノミックな D叩加群 III
一一アルゴリズムの局所イ七一一

垣島撲一 新議大学工学部

Grひもhendieckresidue ，こ対しホロノミヅク沼会誌欝Lこ対する柏膿む双対定理をJit.i帰するこ

とにより，留数の{護が零となるような者現形微分形式を特設付けることが出来る(文献(1)). 

本講譲で註更i乙中爵絹余定理と煽微分作用策との関係を明かにしう Grothendieckresidue 

の舗を求めるアルゴリズムが局所化可能であることを示すー

1 記号と復溜

X;:::: Cn上(J)正豊IJ欝数おなす麗を 0"とする.多項式 fI1/2，…，ム εQ[ZI'Z2， ..， znlの

主主成するイデアルを 1 く五、f21.." fn > C 0 xとおく.ただし，fl，12，…，fnは regular

sequenceであるとする.

z: Extox(Ox/I，Ox}一待問l/(Ox)

なる騒然な写鍾による綾~E とおく.また，~数量守持母コホモロジ…頬 σ を

グ =i( [ " " 1 r j) 
hh...fn 

で定める e ただし[ l ]は Gro凶endiecksymbolである.
hfz・・・ム

Xよの正則関数を部数とする正員せな韓形鍾教分作用素全俸のなす護者会xとし，代数的

局所コホモロジ一類 σiこ対し，

Ann = {R E Dx I Rσ= O} 

と定める.本稿では簡単の為匂以下の条件を満たすような 1階の偏微分作用素 Pが存在す

るとして議論を進める.

条件 An丸山台工く P可 FI，l弘…，Fn>

ただしちここで FJ註 Jjを掛けるという律問紫を零階的鋸微分非舟棄とみなしたものを

意味している.

さて，多壌式環における剰余 Q[Zl'Z2，… ，Znl/Iをベクトル空間とみなし，1むとおく.こ

こで P:E →Sが well-definedであることを用いると，鋪微分作用素 Pの形式随伴作用

素 P がこのベクトル空間 E[に作用することが能う*

Fact P働; E[ fまwell-defined.

(3年程誕になるが}上記お結果さを摺いて宅 CL叫 hendiecklocal residuesを求めるアルゴリ

ズムを導いた.以上で復習を終える.

F
h
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2 随伴作用素 P*と中国憲IJ余定理

イデアル 1C Q[礼、 Z2，…、九]O準素イデアル分解を 1= 11パ12n... nι とし?対五与する

Sの臨和分解を

E = E1 W E2 f] • .・必 ES

とするただし={'I E 冗i~'( vT.)J(Ox) i liT/ = O}である

補賂 P: →Szは well-正lefined.

ここで E[.口 Qizl/fzとおき，偏微分作用素 pの形式髄部作用禁 P集を考える.

命題 P*:E/， →E!，は wellィlefined.

。Ul，h，是人)
ヤコど行殉式を J(z)= とおく.

δ(ZI、Z2，"，.雪 Zn)

主主義

q(z)dz ¥ n _. r Tf( Ir 
山 f九='{q(Z)εEl. I Res"，(一一一一)口 0，αだV(v' li)} 

α fdz"‘人 ヤ勺

(2) Lt，出 {r{z)J(z)mod li I 'r(z) E EvT.} 

ただし‘ E♂=♀[z]/IT.とおいた.

さて、これらのベクトル空題を異体鈴む決定できれば多変数留数の計算が可能となる.そ

こで、?のベクトル空題 El.= J(li EB Ll， へお搾摺~考えると，次の基本的結果を縛る.

定理

(i) Im(P・:Et，ー→ Ed= 1([，. 

(ii) Ker(P事 : E[，一→ ErJ= L1•. 

3 文献

(1 )田島慎一、中村弥生:多変数有理関数の留数計算について，数理解折研究所講究録 1085

(1999 I， il-81. 

(2)田島慎一司中村弥生:D-加群を用いた繍数計算アルゴリズムの賭所f(:j，数式処理 7(1999)， 

(:3) S. Tajima and Y. Nakamura; Computing point residues for a shape basis case via 

di百erentialoperator語、数理解析研究所織究鍛 1158(2000)，87-97. 
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特 別講演

有理型写像の一意性問題

相原義弘 (沼津高専)

Introduction 

複素多様体上に与えられた因子の逆像に関する条件下での有理型写像の一意性問題は

G. Polya， R. Nevanlinna及び H.Cartan等の研究に始まる.一変数有理型関数の一意性

に対する Polya-Nevanlinnaの定理，有限性に関する Cartan-N evanlinnaの定理はよく知

られている (cf.[6]， [13]， [14]， [17]).これらの定理の高次元化は様々な立場から研究されて

いるがう特に複素射影空間上に因子として一般の位置にある超平面を与えた場合，藤本坦

孝氏による一連の研究により深い結果が得られている (cf.[9]， [10]， [11]).本講演では初め

にコンパクト複素多様体上にある種の既約な因子を与えた場合に有理型写像の familyの

有限性問題について考える.次に有理型写像に関する一意性定理を与える.我々はこの問

題を代数的従属性の伝播という観点から考える.この様な観点は L.Smiley [19]司 W.Stoll 

[20]によって導入された.この際引き戻された因子の重複度を考慮しない.最後に非特異

楕円曲線に値を持つ正則写像が楕円曲線の自己準同型で写りあうための条件を与える.

31. Finiteness theorem for meromorphic mappings. 

M をコンパクト複素多様体ヲ L→M を M 上の正則直線バンドルとする.σ1，• .. ，CT. 

を一次独立な L→M の正則セクションとするいと 2).以下ある正の整数dとM 上の

effectiveな因子D3が存在して (σj)= dDj (1壬j三s) を満たすと仮定する.

τv = C，σ，+'・・ +C.CTs 

と置く.但しり εC'である.Dをτv=oで定義される M上の因子とする.有理型写像

並:M→1P'8-' (c)を
並=(σu・ 1σ.)

で定義する.

定義1.1. Pを非負の正数とする.Cm上の因子 El'E2 に対して，Cm上の因子E'で

El -E2 = pE'を満たすものが存在する時

El == E2 (mod p) 

と書くう特に p=oの場合， El三 E2 (mod 0)とEl= E2 は同値である.

E をcm上の e百'ectiveな因子とする.Zariski桐密な像を持つ有理型写像 f:Cm →M 

でj*D三 E(mod p)を満たすもの全体からなる familyを

F*(p; (C"'， E)， (M， D)) 

円

t
F
H
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.この時次の有限性定理が成立する (cf.[2， Theorem 5.1]): 

定耀1.2. rank W = dim M かつ d>(8 + 1)1 {いや 1)1-2}を袈定する.この持pの

みに依存する計算可能な定数 C= C(D)が存在して

~F‘ (d; (むぺE)，(主主D)):::;C 

が成立する.

?を Aut(C'"つに対し ずヱウ 0・..0 ヴ(j-times)と麓く。

系1.3.γ をC悦の島己i奇型，f:Cm → M をZariski欄草野なf象を持つ有理型写像とする.

rank並 dimM かつず1*D === 1* D (1l10d d)を仮定する.もし d>(s十 1)1{(8十 1)1_2}

であればDのみに依存する正の整数 Joで f01'JO = fを満た寸ものが存在する

lこ値を持つ有理型写像の場合に帰饗することにより証明され

る.以下の定理1.4が本質的に重要である. Elぅ・・ ¥E托十2 をcmょの effectiveな雪子?

Hl，'" 、Hn十2 を九(C)内の一般のf立置にある超平面とする 2 鎌諜非道fとな宥理翠写f象
f: Cm

→九(C)で l:::;j:::;n十 2，こ対し

!*Hj 三三 Ej(mod p) 

を溝たすもの全体からなるおmilyを

t:(p; (Cぺ{Ej})， (lP'n(C) ， {Hj})) 

とする a この時，護基本の ([11])の一般化が成立する (cf.[2ぅ Th叩 rem4.1]): 

定理 1.4. P = 0または p>(n十 2)1{(n十 2)1ー 2}を仮定する.この時代のみに絃存

する定数らが存悲して

~t: (p; (Cm， {Ej})， (九(C)， {Hj}))三qn

が成立する.

p=oの場合が藤本の定理である寝有理翠写壌のfamily

Fペ(C悦う (M，D)) := F*(O; (む""E)， (.MうD))

;こ対して辻次を縛る (cf.[2，定潔 5.5]):

定理1.5. rank並立 dimM を俄定する‘もし d> 4s(s -1)であればう Pのみに依存

る定数 C= C(D)が存在して

~F， ((cm ， E)， (M、D))壬C

が成立する.

ここで定理1.1の条件を満是する (λ孔 D)の倒を挙げる‘
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例 1.6. E1 及び、E2 を非特異楕円曲線とする • e1 (resp. e2)をabeliangroup E1 (resp. E2) 

の単位元ぅ P1(r巳sp.P2)を E1(resp. E2)の d-torsionpointとする.E;上の正則直線バン

ドルを Li= [P'iJ@dで定義する.Abelの定理により deiとdPiは線型同値である，よって

正則なセクション内ぅ ψ1εf(E1)L1) 及び ψ仏 ψ1εf(E2，L2) が存在して(内)=

de1， (ψ1) = dP1， (ψ。)= de2 ancl (ψ1) = dp2. M = E1 X E2と置き ，M上の正則直線バン

ドル L→M をL=吋L1③ π;L2で定義する.ここに同 :111→E;は自然、な射影を表す

σJε r(Mう L)を

σ1 =π;ψo lSi π;ψ0 ， σ2=π;ψo lSi π;~)1 ぅ σ3=π;ψ1129π;ψ0 ， σ4 =π;ψ1③ π;ψI 

で定義する.この時M上のある e百ectiveな因子Djに対し (σJ)=dDJでありかつ rank¥T = 

2が成立する.

~2. Criteria for propagation of algebraic dependence. 

本節では有理型写像が代数的に従属するための条件を与える.介 :X→cm を有限解析

的被覆空間，B を分岐因子とする.Mを非特異射影的代数多様体とする.正の整数 lに対

して，MI=Mx・・・ xM (l-times)と置く 有理型写像 hγ ・.，11: X→M が与えられ

た時う有理型写像 11X ・・・ X 11: X →MI を

(h x ・・・ X 11)(z) = (h(z)，・. ，11(Z))， Z εX -(I(1r) u ... U I(ft)) 

で定義する.但し I(ん)は各んの incleterminacylocusを表す l¥1fLの properalgebraic 

subset ~が clecomposable であるとはう正の整数による l の分割 1 = l1+・・・+15とalgebraic

subsets ~j 三 J..{I) が存在して~ = ~1 X ・・・ X ~5 となることと定義する.

定義 2.1.5を X の analyticsubsetとする.非定数有理型写像 11，'" ，11: X→M 

が S上代数的に従属するとは MIのclecomposableでない albelコraicsubset ~が存在し

て(11X ・・×点)(5)三zが成立することとする.この時 11γ ・.，11 は S 上 ~-relatecl で
あると言うことにする.

L →M をampleな正則直線バンドル，D1 ，' ・ • ，DqεILIはD1+.・+Dqが単純正規

交差であるものとする. 51 ，・・ • ，5q を X 上の超曲面で dim5iれあ三 m-2(iヂj)を満

たすものとして 5= 51 U... U 5qと置く E をX 上の effectiveな因子ぅ kを正の整数と

する • E = 'L，J vJEjである時

SUPPkE == u可
。くν'j9

と置く.以下正の整数匂を固定する.この状況下で clominantな有理型写像 1:X→ 
M で SUPPk)*Dj =めを満たすもの全体からなる familyを?で表す.F1'・・.，FiをM

上の bigな正則直線バンドルとして

F=π;F1⑧・・・⑧ π(FI

とおく.但し町 :MI→M は自然な射影を表す.乙を MI上の bigな正則直線バンドル

とする.LヂFである場合，正の有理数守でうF⑧L-1が1コigであるものが存在すると

A
H
U
 

E
d
 



仮定する乙=止の時は， i = 1とする況を X 上の超曲面 zの集合で次を満たすもの

全体とする:~ = Supp D (DεILI)かつ 2は deeomposableでない

定義 2.2.γ コンパクト複素多様体とする有理型写像 f:X→ Yがπ:X→ ((;111の

fibersを分離するとは zε((;'"ー (Supp7r.B u π(1(J)))が存在して f(:r)ヂf(ν)が任意の

相異なるに Uεπ一1(z)に対して成立することである.

野口の定理により非定数有理型写像が1つでも存在すればこのような写像は必ず存在す

ることに注意しておく (ef.[15]). 

SO を π:X→((;'"の generiefiberの点の個数とする. f: X → M が π:X→

M の自bersを分離すると仮定する .Lは ampleであるからう正の整数 μ と σ0，σ1E 

HO(M‘μL)が存在して π:X→ ((;mの自民rsを分離するような f:X→ M に対し有理

型関数 f*(σ。/σ1) が π:X→((;'"の fibersを分離する.μ。をこの性質を持つ最小の正の

整数とする.更に次の性質を持つ正則直線バンドルが {F1，.・.，Fi}の中に存在すると仮

定する (Foで表す): Fo③ f71は bigであるかまたは自明であるん=maX1::;j壬qkjと置

く.Lo E Pic(M) @ Q を

/ιkj "" I ，¥ ¥ T ~ ( うlko ¥=1ラ........:..::J.一一 2μ。(80-1) I L② l一一一一 l 
K会7h+l/¥ko+ 1" V) 

と定義する.この時次の基本的な補題が成立する:

補題 2.3. h，・・ .，flを?に属する任意の有理型写像， ~ E 9(とする h，'・.，flをS

上 ~-related とする.この時もし Lo⑧ f{M が big であれば h ，' ・ . ， fl は X 全体で ~-related
である

上記の定理の証明においては分岐因子 B の個数関数 N(rぅ B)の評価が本質的である.

従来 W.Stoll等の研究では B及び有理型写像の増大度に関する条件の下で結果が得ら

れていた (ef.[20]). しかしながらこの条件下では非常に限定された場合以外写像の存在

が保証されない.上記の補題の証明では野口による N(r，B)の評価および有理型写像の

algebroid reduetionに関する結果が本質的に用いられる (ef目 [15日.これにより増大度に関

する条件を総て取り除くことが出来る.

次に上の状況をもう少し一般化する q1γ ・.，qlを正の整数とし Dj= Dj1 +・・・ +Djqjε 

IqjLI は高々単純正規交差とする.但し DjkεILI である.ZをX上の超曲面とする.9

でdominantな有理型写像f:X→ M である jに対して SUPPk/*Dj = Z を満たすもの

全体からなる family を表す • L1モPie(M)@Qを

( . r qj丸)¥/守lko ¥
L1 = 1 "n)il!. ~ -?Lム~ -2μ。(80-1))L⑧!一一一 i 

¥1三)$1l匂+1) rv¥v  -')¥ko+l-V) 

で定義する.この時もう一つの基本的結果を得る.

補題 2.4. hぅ・・ ， fl を g に属する有理型写像，~ ε9(とする.h，.・ .，fl は Z 上~.. 

relatedであると仮定する.もし L1③ f{M がbigであればhγ ・.，fl は X 全体で ~..related

である.

この補題の次のような変形は応用上有用である.FεPie(M)@Qに対 L，[F/L]を

[F/ L] = inf {γεQ;γL⑧ Fー1is big} 
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で定義する .nJぅPJ'eoを次のように定める:

問 ql … [I(I~// L] 2t<0(so -1)， = qj -[J(A//L] (2:; j :S l)， 

qjkj rl/-l 
'j =ー」一一[](ん1/L] 2po(sQ -1)， 匂=2po(sQ 1)十 1

1+ち

この時次の系を得る:

系 2.5.hγ・・今1/ラ Eε :R.を犠題 2-2と同様とする.fIγ・・ぅ1/tまZ上 E-relatedとする.

もし緩:ての町 >0かっ

工lk ふ/守leoん¥
1 ー土問/L]+ ) ~ [り一一←一一向/L] ) > 0 何十 I 討 ¥H'J nj(ん+l)lLJI-'-'J)

であればんに・“ ，.!lはX全体で E輪代latedである.

以上の結果話 [5]による.

93. U nicity theorems for meromorphic mappings. 

では 32の結果から得られる有理室写壊の一意性定理を与える.it: M吋凡(C)を

有斑型写橡で rankφ=dim 1¥1を満たすものとする.HでPn(C)上の超工予言語バンドJレを

1 = 2として Fl= F2口 it*万とおく.更に乙 =Fとする‘この時

f ~ ki ，¥ I ったれ ¥ Iラ:ーム 2的 (So-1) I L 0 !一一」一打i〔含7烏+1 -ru，-v -/ j ¥ね十 1---} 

であるん e少を一つ固定する.A set {DUJ==l of divisorsは

ん(X-1(10)) n Supp Dj n {ωE M; rankdφ(ω) = dim A1}ヂ司

が少なくとも 1つのJについて成立するときんと φに関して genericであると設われる.

以下本節ではこれを佼定するを fε7であって S上1 11むを満たす苓:橡よりなる

subfamilyとする この時補題 2.1を用いて次の一意笠定理を得る (cf.[3ラ Theorem2.1日:

定理 3ふん 0](Mが bi廷であると

なる

る.この時 family~l は唯 1 つの写f象んより

んをYJ(M がbigでない場合も Nev総 linnaの除外題子の存在を仮定すれば問様な結果が

られる (cf.[3， Theorem 2.15]): 

定理 3.2.[Lu1
② Ki/IL] 0であると依定する.もしの。(Dj)> 0を満たす Djが 1つ

でも答恋すればfamily~1 は唯 1 つの写機んよりなる.

した結果が [1]， [7]， [8]によっても得られている.援素射景間上に一般の位置にあ

る趨平苦言を与えた場合にも開株令結果が得られることに注意しておく (cf.[4]). 
次に dimM 1の場合を考える.以下lvnまgenus90のcompactRiemann iIDであると

する.go 0の場合には定理 3.1により X上の審理翠隣数に対してまの一意性定額が得

られるいf.[5， Theorem 3.2]): 
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A:理 3.3. h‘12・入F →民{む)を非定数右理諮問数， α1，. .¥~を相異なるlP1(<C)Jこの
とする祖次が成立する

(1) SUPpfl*a.) = Supp12*a.j かつ dと280十3であれば!I:;:;:h 

(2) SllPPl!I' a.J SUPpd2'旬、かつ dとお合十 3であれば!I三 h

この結果は sharpである.供二=1 

[5ぅ Theorem3.4]): 

は次第で議ずるー 90と2の場合は次を得るいf.

定理 3.4. 五、 12・x→M を非定数正取写{ゑ α1，.・ 1αdをM 上の相異なる点とする.

(1) S叩 pRaJ= Suppf2'αJ かつ cl>max {490‘2(90 + 1)(80 -1)}であればんさん，

SUPPIR町出 SUPPl丘町かっ d>2(90十1)(280十1)であれば!I三 h

34. Holomorphic mapping話 inωsmoothelliptic curves. 

Eを非特異靖円曲線、!Jラん :X→ Eをゴド定数正則象とする.本節では abeliangroup 

Eののndomorphismω に対して 12=ψ(!J)とをるための条件を与える.初めに μ。=2と

なることに注意しておく (cf.[16]). P E Eに対して，F1 = Fz口説と霊く.)0εEnd(E)
に対して ExE上の詣議

s {収、 υ) E E x E; y全二少(:ピ)}

を考える LをSによって定まる正員IJ藍線バンドルとする.本節では号は γt@[5J-lが

ampleとなるような有理数?の下限とする.この時守口 deg)O十 1が成立する(桂の定理う

[5， 36]).定理 3.1により次を得る (cf.[5， Theorem 5.1]): 

定理 4.1.D1 = {a.l，'・ 1 匂}口 Eとしてう D2=ρ(Ddと置くもまた d1闘の点よ

りなると絞定する，ある kに対して SUPPkfi D1 = SUPPk 12‘D2 であるとする.もし

d> 2(deg)O +じゃ 8(80-1)(1 +た←1)であれば12=之叫ん)が成立する.

~D2 く d である場合に 2.3により次を得る (cf.[5き Theorem5.2]): 

定理 4.2.X = Cm とする Dl口{αJ，.・ 1 向 }ζ E，D2 ψ(Dd とする • D2はd'点よ

り会るとする.SUPPl fj Dl SUPPl.f2' Dzを{反定する.もし dd'>(d + d')(deg)O +りで

あればん=叫ん)が成立する.

定理 4.1より次の一憲性定還を持る (ef.[5， Theorem 5.5]): 

定理 4.3.α1，.・¥匂を Eの相異なる点とする五ヲ 12:X→ E を非定数正問写像とす

る‘ SUPPlRaj = SUPPl f:よちを板定する もし d>1680 -12であれば!I主主 h

この定理は Schmidの一:葱:性定理 ([18])の精密化でありかつ sharpである
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