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研究成果の概要（和文）：複素パラメータと共に変動する境界つきリーマン面上の調和スパンおよびシッファースパン
の２階変分公式を求め, 擬凸変動におけるパラメータ依存性を調べることにより, 変形族の同時一意化問題へと応用し
た. ショットキー被覆面の同時一意化定理を示し, 更にそれを一般化した, 解析的でディリクレ積分が有限である関数
族は定数のみからなるリーマン面全体のなす族O_{AD}に属するプラナーリーマン面の変形族がスタインならば同時一意
化可能であることを証明した.

研究成果の概要（英文）：We showed the variation formulas of the second order for harmonic spans and 
Schiffer spans on Riemann surfaces with one complex parameter, and applied them to solve the simultaneous 
uniformization problem. As an application of this result, we proved the uniformity of holomorphic 
families of non-homeomorphic planar Riemann surfaces of class O_{AD}.

研究分野： 数学・基礎解析学

キーワード： 関数論　多変数関数論　複素解析　スタイン多様体　ポテンシャル論　等角写像　擬凸
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１．研究開始当初の背景 
 複素パラメータ t と共にリーマン面 R(t)が
関数論的に歪曲しながら変動するとき, R(t)
上のロバン定数およびベルグマン核の動き
について, 米谷文男-山口博史氏 (2004) は t
に関する２階変分公式を求めることにより
明記し, リーマン面の変動が擬凸ならばロバ
ン定数は優調和であり, ベルグマン核は対数
的多重劣調和であることを示された. また,  
B.Berndtsson 氏 (2006) はその結果を高次
元に拡張され, 辻元氏や高山茂晴氏らによる
応用結果も得られ, M.Brunella氏など領域変
分理論は正則葉層理論の観点からも注目さ
れている.  
 グリーン関数と同じ対数極をもち, 全ての
境界成分で定数かつフラックス 0 という
L_1-境界条件を満たす調和関数を L_1-主関
数という. 研究代表者はこの定数項 L_1-定
数のパラメータ依存性について考察し, 変分
公式を求めることにより, 変動が擬凸ならば
劣調和であることを 2010 年に証明した. 一
方, ポテンシャル論では L_1-主関数に対し, 
全ての境界成分で外法線微分が 0 という
L_0-境界条件を満たす調和な L_0-主関数も
定義されており, L_1-主関数および L_0-主関
数が誘導する正則関数は多重連結領域をそ
れぞれ円弧スリット領域および放射スリッ
ト領域に等角に写す. そこで研究代表者は, 
等角写像論において L_1-主関数に好対であ
る L_0-主関数について同様の考察を行うと, 
予想に反し, 対数極を 1つもつL_0-主関数か
ら誘導される L_0-定数では同様の変分公式
は成立しないことが判明した. しかしながら, 
対数極を2つもつL_0-定数については2階変
分公式が成立する手応えを得ており, これま
での研究成果を踏まえ, 一変数関数論におけ
る多重連結領域の等角写像およびポテンシ
ャル論における各主関数のノイマン問題と, 
多変数関数論的変動である擬凸状とがうま
く結びつけられないかという着想に至った.   
 
２．研究の目的 
 一変数関数論における多重連結領域の等
角写像およびポテンシャル論における各主
関数のノイマン問題と, 多変数関数論的変動
である擬凸状との関係を明らかにすること
が本研究の目的である. 具体的には, 複素パ
ラメータと共にリーマン面が動いたときに, 
各リーマン面の等角写像に関連したモジュ
ールが複素多変数的に変動するようなもの
を見つけ, 一変数的量変動と多変数関数論, 
特に擬凸状領域との関連を引き起こす原理
を追求することである.  
 
３．研究の方法 
 リーマン面が複素パラメータと共に関数
論的に歪曲しながら変化するとき, 調和ス
パンの動きについて得られた2階変分公式を
手がかりに, Schifferスパンなどのリーマン
面の等角写像に関連したモジュールを見出

すことで, 一変数的量変動と多変数関数論, 
特に擬凸状領域との関連を引き起こす原理
を追求する. そのために, 等角写像論やポ
テンシャル論的手法からアプローチしなが
ら, 具体例の構成を通して多様性を解明す
ると共に, 多変数関数論的性質を明らかに
する.  
 問題を次のように分類し研究を遂行する.  
（１）L_1-定数の変分公式とその応用につい
ての研究.  
（２）L_1-定数と L_0-定数の差である調和ス
パンの変分公式とその応用についての研究. 
（３）不連続点を含む変動への拡張について
の考察. 
（４）多変数版 Schiffer スパンの性質を考察.  
（５）Schiffer スパンの変分公式とその応用
についての研究. 
 本研究の研究成果は随時国内外の研究集
会で発表する. また, 定期的にセミナーに
参加し, 情報収集を行い研究に役立てる.  
 
４．研究成果 
（１）L_1-定数の変分公式を求め, 変動が擬
凸ならば L_1-定数は劣調和であることを示
した. 応用として, 種数 2以上のコンパクト
リーマン面からなる正則族に対し, 各ファ
イバーのショットキー被覆面からなる変形
族の同時一意化定理を証明した. その詳細
は Michigan Math に単著論文として出版され
た. 
（２）L_0-定数の変分公式は種数による積分
項を含む形で導くことに成功した. これよ
りファイバーを種数0のプラナーリーマン面
に制限すると, 変動が擬凸ならば L_0-定数
は優調和であることが証明できた. 更に, 
L_1および L_0-主関数の変分公式を結合して
得られる調和スパンの2階変分公式を明記し, 
ファイバーがプラナーリーマン面からなる
変動が擬凸ならば調和スパンは劣調和であ
ることを示した. また, 領域の変動が擬凸
ならば各ファイバーの2点間のポアンカレ距
離はある劣調和性をもつことを示し, 応用
を得ることに成功した. その詳細は Nagoya 
Math に山口-米谷氏との共著論文として出版
された. 
（３）上述(1),(2)で求めた変分公式は, 各
主関数が調和接続できるように境界の実解
析的な滑らかさを必要とするため, 得られ
た応用結果は滑らかな変動に制限される. 
本研究では, ファイバーが特異点を含みト
ポロジーが変わるようなある(C1)-タイプの
スタイン多様体まで結果を拡張することに
成功した. その詳細は JMSJ に単著論文とし
て出版された. 
（４）一変数の Schiffer スパンを利用して
多変数の領域での Schiffer 関数を定義し, 
その対数関数が複素多変数の多項式凸領域
で完備な多重劣調和関数になることを証明
した. その詳細は RIMS 講究録別冊に単著論
文として出版された. 



（５）多重連結領域を垂直および平行スリッ
ト領域へ写す等角写像が誘導する極 Re 1/z
をもつ主関数について(1),(2)と同様の考察
を行い, 同じタイプの変分公式が成立する
ことを示した. 更に, Schiffer スパンは変動
が擬凸ならば対数的劣調和であることを証
明した. 応用として, 解析的でディリクレ積
分が有限である関数族が定数のみからなる
リーマン面全体のなす族 O_{AD}に属しプラ
ナーであるリーマン面の変形族がスタイン
ならば同時一意化可能であることに成功し
た. その詳細は Polon. Math に単著論文とし
て出版された. この結果は(1)で求めた応用
結果の一般化になっている.  
（６）プラナーリーマン面の調和スパンおよ
び Schiffer スパンから誘導される計量は完
備で負曲率であることを示した. また, プ
ラナーリーマン面からなる正則族が複素2次
元スタイン多様体の場合, それらの計量は
対数的多重劣調和であることを証明し, 論
文としてまとめ投稿中である.  
（７）2013 年度多変数関数論冬セミナーを福
島市で主催し, 参加者と多くの意見交換を
行うことができ大変有意義であった.  
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