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2004年度に行われた談話会
第20回 鈴木 慎太郎

講演者：鈴木 慎太郎 氏 (東京理科大学理工学部)
題目：(CC)-geometric proof of the non-degeneratecy of Hofer metric for exact
symplectic manifolds
日時： 平成 17年 3月 25日(金) 15:30 16:30

第19回 平林 幹人

講演者：平林 幹人 氏 (金沢工業大学)
題目：行列式による虚ア−ベル体の相対類数公式について
日時： 平成 17年 3月 22日(火) 15:00 16:00

第18回 大溪 幸子

講演者：大溪 幸子 氏 (防衛大学校 総合教育学群)
題目：ガロア表現の変形理論とその応用
日時： 平成 17年 3月 18日(金) 16:30 17:30

第17回 大野 修一

講演者：大野 修一 氏 (日本工業大学 共通系)
題目：Ha-plitz operators on analytic function spaces
日時： 平成 17年 3月 14日(月) 16:00 17:00
場 所： 数学科古谷研究室 4号館 3階

第16回 野村 隆昭

講演者：野村 隆昭 氏 (京都大学大学院理学研究科)
題目：等質ジーゲル領域の対称性条件をめぐって
日時： 平成 16年 11月 30日(火) 16:00 17:00
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第15回 Karl Dilcher

講演者：Karl Dilcher 氏 (Dalhousie 大学)
題目：Wieferich primes and Fermat numbers: Computations and generalizations
日時： 平成 16年 11月 30日(火) 14:40 15:40

第14回 山田 澄生

講演者：山田 澄生 氏 (東北大学理学部)
題目：プラトー問題の一般化による minimal subvariety の構成法について
日時： 平成 16年 11月 24日(水) 16:30 17:30

第13回 本間 泰史

講演者：本間 泰史 氏 (東京理科大学理工学部)
題目：四元数ケーラー多様体上のボホナーワイゼンベック公式と固有値評価
日時： 平成 16年 11月 18日(木) 16:30 17:30

第12回 長山 雅晴

講演者：長山 雅晴 氏 (金沢大学大学院自然科学研究科)
題目：反応拡散場における樟脳運動の数理モデル
日時： 平成 16年 11月 12日(金) 16:30 17:30

第11回 Khosrow Chadan

講演者：Khosrow Chadan 氏 (Paris XI 大学)
題目：Positivity of some Integral Transforms. Applications to the Schrodinger
equations.
日時： 平成 16年 11月 9日(火) 16:30 17:30

第10回 岩崎 千里

講演者：岩崎 千里 氏 (兵庫県立大学理学部)
題目：表象計算による複素多様体の局所指数定理の証明について
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第09回 丹羽 美由紀

講演者：丹羽 美由紀 氏 (東京理科大学理工学部)
題目：補間理論と Lorentz-Zygmund 空間
日時： 平成 16年 10月 21日(木) 16:30 17:30

第08回 谷口 哲也

講演者：谷口 哲也 氏 (東京理科大学理工学部)
題目：Inkeri 型行列式による素円分体の相対類数の表示
日時： 平成 16年 8月 6日(金) 14:00 15:00

第07回 高橋 輝彦

講演者：高橋 輝彦 氏 (東京理科大学理工学部)
題目：Motivic integration and its applications
日時： 平成 16年 8月 6日(金) 11:00 12:00

第06回 Jeﬀ. A. Viaclovsky

講演者：Jeﬀ. A. Viaclovsky 氏 (MIT)
題目：Fully nonlinear equations on manifolds with positive Ricci curvature
日時： 平成 16年 7月 26日(月) 16:30 17:30

第05回 志賀 徳造

講演者：志賀 徳造 氏 (東京工業大学大学院理工学研究科)
題目：「拡散過程と相互作用」 １９８０年以降の確率論発展の一側面
日時： 平成 16年 7月 23日(金) 16:30 17:30
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第04回 高井 博司

講演者：高井 博司 氏 (東京都立大学大学院理学研究科)
題目：非可換ヤン・ミルズモジュライ空間の次元還元性とその超弦理論への応用につ
いて
日時： 平成 16年 7月 23日(金) 15:00 16:00

第03回 森本 徹

講演者：森本 徹 氏 (奈良女子大学理学部)
題目：サブリーマン幾何学におけるいろいろな問題
日時： 平成 16年 7月 21日(水) 16:00 17:00

第02回 Maria A. Ragusa

講演者：Maria Alessandra Ragusa 氏 (Catania 大学)
題目：On the minima of some variational integrals
日時： 平成 16年 6月 21日(月) 16:30 17:30

第01回 竹中 茂夫

講演者：竹中 茂夫 氏 (岡山理科大学理学部)
題目：裾の重い分布に従う乱数の発生
日時： 平成 16年 5月 21日(金) 16:30 17:30

From:
https://wiki.ma.noda.tus.ac.jp/rs/ - 東京理科大学理工学部 数学科
Permanent link:
https://wiki.ma.noda.tus.ac.jp/rs/seminar/2004/start
Last update: 2017/11/28 14:52

https://wiki.ma.noda.tus.ac.jp/rs/

Printed on 2021/03/01 06:18

