
完全 WKB 解析と超局所解析
研 究 集 会

京都大学数理解析研究所の共同事業の一つとして、下記のように研究集会を催します
ので、ご案内申し上げます。

研究代表者：小池達也
(神戸大学大学院理学研究科)

記

日時 2008年 5月 26日 (月)～5月 30日 (金)

場所 京都大学数理解析研究所 4 階 420 号室

〒 606–8502 京都市左京区北白川追分町

(京都市バス「京大農学部前」または「北白川」下車)

プログラム

5月 26日 (月)

13:30 – 14:30 大島 利雄 (東大・数理)
モジュライのない Fuchs型常微分方程式.

14:45 – 15:45 藤家 雪朗 (兵庫県立大・物質)
Width of shape resonances for non-globally analytic potentials (joint
work with A.L.Benbernou and A.Martinez).

16:00 – 17:00 熊ノ郷 直人 (工学院大)
Phase space Feynman path integrals via piecewise bicharacteristic paths
and their semiclassical approximations (joint work with D. Fujiwara).

5月 27日 (火)

10:00 – 11:00 小池 達也 (神戸大・理)
P34-hierarchy, degenerate Garnier systems and WKB analysis.

11:15 – 12:15 山根 英司 (関学大・理工)・田原 秀敏 (上智大・理工)
非線型偏微分方程式と対数的特異性.

13:30 – 14:30 梅田 陽子 (北大・理)
On the number of turning points of the second kind of the Noumi-
Yamada system (joint work with T. Aoki and N. Honda).

14:45 – 15:45 若林 徳子 (近畿大・理工)
多重ゼータ値のある和の母関数について.

16:00 – 17:00 竹井 義次 (京大・数理研)
On the exact WKB analysis for the degenerate third Painlevé equation.



5月 28日 (水)

10:00 – 11:00 岸岡 広幸 (神戸大・理)
大久保方程式の接続問題とその周辺.

11:15 – 12:15 梶原 健司 (九大・数理)
一次元可解カオス系の超離散化とトロピカル幾何.

13:30 – 14:30 上原 崇人 (九大・数理)
Isolated periodic points in area-preserving surface dynamics.

14:45 – 15:45 岩崎 克則 (九大・数理)
Finite orbits on character varieties and algebraic solutions to Painlevé
VI.

16:00 – 17:00 川向 洋之 (三重大・教育)
半整数型ガルニエ系と，(3,2) 型ガルニエ系の有理解.

5月 29日 (木)

10:00 – 11:00 吉野 正史 (広島大・理)
A new approach to a small denominator problem via WKB analysis.

11:15 – 12:15 田原 秀敏 (上智大・理工)
Coupling of two singular partial differential equations and its applica-
tion.

13:30 – 14:30 山崎 晋 (日本大・理工)
Cauchy problem for ultradifferentiable or ultradistribution solutions to
systems with irregularities.

14:45 – 15:45 本多 尚文 (北大・理)
The stratified Whitney jets and distributions of Gevrey classes, and
their indizations (joint work with M. Giovanni).

16:00 – 16:40 片岡 清臣 (東大・数理)・神本 晋吾 (東大・数理)
On the composition of kernel functions of pseudo-differential operators
ER and the compatibility with Leibniz rule.

5月 30日 (金)

10:00 – 11:00 白井 朗 (椙山女学園大)
Alternative proof for the convergence of formal solutions of singular first
order nonlinear partial differential equations.

11:15 – 12:15 市延 邦夫 (神奈川工大)
Irregularity for singular system of ordinary differential equations in com-
plex domain (joint work with M. Miyake).

以上


