
RIMS共同研究 (公開型)

可微分写像の特異点論の局所的研究と大域的研究

京都大学数理解析研究所の共同研究事業の 1つとして，標記研究集会を下記のように開催致します.

期日：2017年 11月 28日（火) ～ 12月 1日（金）
場所：京都大学数理解析研究所　４２０室
住所：〒 606-8502　京都市左京区北白川追分町
Web：http://www.u-gakugei.ac.jp/ yamush/Kyoto17/

プログラム / Program

11月 28日 (火)
13:00 –13:45
高尾和人/Kazuto Takao（京都大学）
安定写像の境界和について/ Gluing stable maps along boundary

14:00 –14:45
中條大介 / Daisuke Nakajo (九州工業大学)
アファイン垂足曲線について / On affine pedal curves

15:15 –16:00
西村尚史 / Takashi Nishimura (横浜国立大学)
Simultaneous smoothness and simultaneous stability of a C1 strictly convex integrand and its
dual (joint work with Erica Boizan Batista and Huhe Han)

16:15 –17:00
石川剛郎 / Goo Ishikawa (北海道大学)
Stability of frontal singularities

11月 29日 (水)
9:30 –10:15
一木俊助 / Shunsuke Ichiki (横浜国立大学)
On transversality lemmas

10:30 –11:15
早野健太 / Kenta Hayano (慶応義塾大学)
On diagrams of simplified trisections and mapping class groups

11:30 –12:15
佐伯修 / Osamu Saeki (九州大学)
Elimination of definite fold II

13:45 –14:30
濱田直希 / Naoki Hamada (株式会社富士通研究所)
特異点論と多目的最適化 / Singularity Theory and Multiobjective Optimization

14:45 –15:30
土田旭 / Asahi Tsuchida (北海道大学)
接分布とベクトル束の間の束準同型の特異点について / Singularities of a bundle map between a tangent
distribution and a vector bundle of same rank

16:00 –16:45
大本亨 / Toru Ohmoto (北海道大学)，田中純貴 / Junki Tanaka（（株）工房）
Geometric algebra and singularities arising in diffierential line geometry



11月 30日 (木)
9:30 –10:15
Dominik Wrazidlo (九州大学)
Detecting exotic spheres via fold maps

10:30 –11:15
田島慎一 / Shinichi Tajima (筑波大学)
local Euler obstruction の計算法について / Algorithms for computing local Euler obstructions

11:30 –12:15
神戸祐太 / Yuta Kambe (埼玉大学)
Moduli, Groebner basis and computational criterion

13:45 –14:30
清水達郎 / Tatsuro Shimizu (京都大学数理解析研究所)
写像の特異点集合の自己交差と不足符号数 / Self-intersection of singular sets of maps and signature
defect

14:45 –15:30
青砥禎彦 / Yosihiko Aoto (東京工業大学)
Wavefronts corresponding to the envelope of a family of horocycles

16:00 –16:45
小林真人 / Mahito Kobayashi (秋田大学)
Planar portraits of manifolds associated with the cones and the I-products of the nets of handle
decompositions

12月 1日 (金)
9:30 –10:15
長谷川大 / Masaru Hasegawa (岩手医科大学)
On contact of singular surfaces with cylinders

10:30 –11:15
寺本圭介 / Keisuke Teramoto (神戸大学)
波面のガウス写像について / On Gauss maps of wave fronts

11:30 –12:15
福井敏純 / Toshizumi Fukui (埼玉大学)
Local differential geometry of cuspidaledge and swallowtail

∗ 11月 28日 (火) 19:00 から懇親会を予定しています．皆様のご参加をお待ちしております．

研究代表者：山本 卓宏（東京学芸大学）
研究副代表者：福永 知則（九州産業大学）


