
研究業績の要旨

私はリーマン多様体における微分作用素の固有値問題に関する研究, 部分多様体
の微分幾何学に関する研究及び共形平坦な完備リーマン多様体の幾何学に関する研
究を行っている。

1. 微分作用素の固有値問題に関する研究:

(1) Laplace作用素の固有値の下限及び上限に関する研究：
n次元 Euclid空間内の有界領域における Laplace作用素の Dirichlet 固有

値問題の固有値の下限に関する Pólya 予想及びWeylの漸近式はよく知られ
ている。Pólya 予想について, P. Li -Yauは Fourier変換を巧く利用して, 部
分的にPólya 予想を解決した。P. Li -Yauの結果は平均の意味で最適である
ことも分かった。 一方, n次元 Euclid空間のみならず, 完備なリーマン多様
体内の有界領域におけるLaplace作用素のDirichlet固有値問題の固有値に関
する Weylの漸近式も成り立つ。完備なリーマン多様体内の有界領域におけ
る Laplace作用素の Dirichlet 固有値問題の固有値の下限に関する Pólya 予
想のような研究がとても重要である。しかし， 完備なリーマン多様体につ
いて, Fourier変換のような道具が存在しないので, このような研究を行うた
めに、新しい研究方法が必要である。我々はNashの定理及び我々の十数年
をかけて証明できた代数的な漸化式を利用し,　完備なリーマン多様体内の
有界領域における Laplace作用素の固有値の下限に関する研究を行い, 最適
な研究成果を得た。

(2) Laplace作用素の固有値の上限に関する研究：
P. Li-Yauの部分的に解決した Pólya 予想及びWeylの漸近式により, n次

元Euclid空間内の有界領域におけるLaplace作用素のDirichlet固有値問題の
固有値の下限を与えた。しかし,固有値の上限に関する研究はかなり難しい。
研究成果は殆どなかった。我々は先ず代数的な漸化式を創造し,この漸化式を
用いて, λk/λ1 ≤ c(n)k2/nを証明した。従って, Laplace作用素のDirichlet 固
有値問題の固有値の上限を与えた。kの位数の意味で最適であることもわかっ
た。さらに,最近我々は完備なリーマン多様体内の有界領域におけるLaplace
作用素のDirichlet 固有値問題の固有値の上限も得た。

(3) Laplace作用素の固有値に関する universal 不等式の研究：
n次元Euclid空間内の有界領域におけるLaplace作用素のDirichlet固有値

問題の固有値に関するuniversal不等式の研究について,Payne-Pólya-Weinberger
の研究成果が出版されたから,重要な研究成果が次々と発表された。我々は球
面上の領域におけるLaplace微分作用素のDirichlet固有値問題の固有値に関
する universal不等式を研究し,最適な universal不等式を得た。さらに,複素
射影空間上の領域,複素射影空間内の複素部分多様体におけるLaplace作用素
の固有値に関する universal 不等式を研究した。 複素射影空間の特徴を上手
く利用し, 適切な試験関数を構成できた。構成した試験関数を使って,複雑且
つ巧妙な計算により,処理し難い項を巧く消し合った。従って, Laplace作用素
のDirichlet 固有値問題の固有値に関する universal 不等式を得た。最近我々
は完備なリーマン多様体内の有界領域におけるLaplace作用素のDirichlet固
有値問題の固有値に関する universal不等式も得た。
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(4) Buckling 問題の固有値に関する universal 不等式の研究：
張り詰められた状態でのプレート (clamped plate)における Buckling 問

題の固有値に関する universal 不等式の研究について, 1955年 Payne-Pólya-
Weinberger達により提案され, かなり注目されたが, 進展は全然なかった。
1999年にAshbaughはこの問題を再度提案した。(参照：London Math. Soc.
Lecture Notes, vol 273, Cambridge Univ. Press, 1999, pp. 95-139)。さら
に,2004年にAshbaughはこの問題に対して, 次のように主張した：The prob-
lem of finding universal inequalities for eigenvalues of the buckling problem
remains since 1955 a challenge for mathematician。(参照：Contemp Math.,
Amer. Math. Soc., Providence, RI, (362) 2004, 13-32).　我々は Buckling
問題の固有値に対して, 新しい研究方法で”nice”試験関数を構成し, Buckling
問題の固有値に関する universal 不等式を導くことを成功した。これにより
50年前 Payne-Pólya-Weinbergerにより提案された難問を解決した。

(5) 双調和微分作用素の固有値に関する universal 不等式の研究：
Laplace作用素の Dirichlet固有値問題の固有値に関する universal不等式

の研究について,Payne-Pólya-Weinbergerの研究成果を出版されたから,重要
な研究成果が次々と発表された。これに関する最重要な結果はYangの最適
な不等式である。それがYangの第１不等式と呼ばれている。双調和微分作
用素のDirichlet 固有値問題の固有値に関する universal 不等式の研究につい
て,様々な研究成果が発表されたが,Laplace作用素の固有値に関するYangの
第１不等式と呼ばれるものに対応するような不等式が得られていなかった。
1999年Ashbaughは「双調和微分作用素のDirichlet固有値問題の固有値に関
する universal不等式の研究についてYangの第１不等式と呼ばれるような不
等式が得られるかどうか」を未解決問題として提案した (参照：London Math.
Soc. Lecture Notes, vol 273, Cambridge Univ. Press, 1999, pp. 95-139)。
我々は双調和微分作用素のDirichlet固有値問題の固有値に関する universal
不等式を研究し,Ashbaughの提案した問題を解決した。

2. 部分多様体の微分幾何学に関する研究:

(1) 極小部分多様体の剛性および分類問題に関する研究
(a)球面内のコンパクト極小部分多様体の研究で最も重要な結果はSimons,

Chern-do Carmo-Kobayashiらの定理である。この定理を完備極小部分多様
体に拡張した。更に単位球面 Sn+1 内のスカラー曲率が一定のコンパクト極
小超曲面に関する S.S.Chernの予想を部分的に解決した。

(b) 単位球面 内の二つの主曲率を持つコンパクトな極小超曲面は Clifford
torusか, 大槻の極小超曲面であることを示した。

(c) Euclid 空間E4 内のスカラー曲率が一定の完備極小超曲面超平面であ
ることを証明した。

(2) Euclid 空間内のスカラー曲率が一定の完備超曲面に関する研究
(a) Euclid 空間E4 内の平均曲率が一定でスカラー曲率が一定の完備超曲

面を完全分類した。
(b) Euclid 空間内のスカラー曲率が一定で二つの主曲率を持つ完備超曲面

を完全に分類した。これにより, Euclid 空間内のスカラー曲率が一定のコン
パクト超曲面に関する Fields賞受賞者Yauの予想を部分的に解決した。

(c) Klotz-OssermanのEuclid 空間E3 内の平均曲率が一定の完備な超曲面
に関する定理を任意次元と任意余次元に拡張した。
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(3) 球面内の完備な超曲面に関する研究
(a) 球面内のスカラー曲率が一定の完備な超曲面の例が無限に存在するこ

とを証明した。同時に全臍的な球面および Sn−1(c1)× S1(c2) を特徴付けた。
(b) 球面内の無限基本群および非負断面曲率を持つコンパクト超曲面は

Sn−1(c1) × S1(c2) しかないことを示した。
(c) ４次元球面内の平均曲率が一定でスカラー曲率が一定の完備超曲面を

完全分類した。
(4) Lorentz 空間内の部分多様体論に関する研究

(a) de Sitter空間内には平均曲率 H が一定の空間的超曲面は無限に存在
することを示した。

(b) de Sitter 空間 Sn+1
1 (c) (c > 0)内のスカラー曲率 R ≥ n(n− 1)cが一定

のコンパクト空間的超曲面は球面であること証明した。
(c) de Sitter空間 Sn+p

p (c) (c > 0) 内の完備でかつ平行な平均曲率ベクト
ル場を持つ空間的部分多様体は{

H2 5 c n = 2

n2H2 < 4(n − 1)c n = 3

を満たすならば, 全臍的であることを証明した。上の条件は最適な条件であ
ることも分かった。

3. 局所的に共形平坦なリーマン多様体に関する研究:
(a) Ricciテンソルのノルムが一定という条件の下でスカラー曲率が非負定数の 3

次元局所的に共形平坦な完備なリーマン多様体を完全に分類した。スカラー曲率が
負定数の 3次元局所的に共形平坦な完備なリーマン多様体にも特徴付けた。

(b) ある種不等式の条件のもとで n次元局所的に共形平坦なコンパクトリーマン
多様体は S1(c1) × Sn−1(c2)か, またはそれの普遍被覆空間は微分球面であることを
示した。


