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１． 研究計画の概要 

 

ランダム行列の固有多項式はランダム解析
関数(多項式)の重要な例である．特にその零
点過程はランダム固有値をあらわす．ランダ
ム行列の固有値は古くから多くの研究があ
るが，本研究では特にガウス型ランダム行列
の固有値をプロトタイプとする行列式点過
程の研究とその視点を強調しながらのラン
ダム解析関数の零点過程の研究を目指すも
のである． 

(1) ランダム行列の固有値の分布に関する研
究．特に中心極限定理と大偏差原理に関
する研究． 

(2) 行列式点過程の一般化に関する研究．特
にα行列式の性質とα行列式点過程に関
する研究． 

(3) ガウス型解析関数の時間発展に関する研
究． 

(4) あるガウス型ランダム解析関数の零点過
程の研究． 

などについて研究することを目標とする． 

 

２． 研究の進捗状況 

 

(1) 各成分が独立同分布な標準複素ガウス分
布に従うランダム行列は重要な例で、そ
の固有値過程は回転不変な行列式点過程
となる．この行列式点過程の行列サイズ
を無限大として得られる極限点過程は指
数核をパラメータとする行列式点過程と
なる．[3]ではこの点過程のある線形汎関
数のクラスに対して、その分散の漸近挙
動について詳しく調べた． 

(2) 行列式点過程は相関関数が行列式であら

わされるという性質を持つが、同様にα
行列式を相関関数とする点過程も負の二
項分布の多次元化として重要な意味をも
つ．[2]]においては特にα行列式の代数的
な性質とともに確率論的な表現の問題を
考えて結果を得た． 

(3) この問題の前段階として一般の行列式点
過程の時間発展の問題があり，未だ現在
進行形の研究であるが，最近いくつか関
連する研究が出始めている．これらのモ
デルが持つ共通の性質を抽象することに
よりある種の非対称積分核が重要な役割
を果たすことがわかり，ある程度までは
対称積分核による行列式点過程と同様の
枠組みで論じることがわかってきた．こ
の結果自体は，まだ論文としては発表し
ていない． 

(4) この点過程は係数が独立なガウス型ラン
ダム解析関数のうち平行移動かつ回転不
変な唯一の零点過程であるが，この点過
程自身については未だ研究はあまり進ん
でいないが，[1]では同様の性質をもつ行
列式点過程について大偏差の問題などを
論じた．この観察を手掛かりにして，上
記の零点過程についての研究をするのは
今後の問題である． 

 

３．現在までの達成度 

 

②おおむね順調に進展している． 

（理由） 

本研究課題の目標は行列式点過程の視点
からランダム解析関数の零点過程について
研究するというものである．その意味で行列
式点過程やそれを一般化した点過程の詳し
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い性質の理解が不可欠であるが，進捗状況で
も述べたようにランダム行列の固有値過程
（ランダム多項式）のうち行列式点過程と密
接に関係する例については詳しい理解が得
られ，また行列式点過程の一般化であるα行
列式点過程に関しても本来代数的な対象で
あるα行列式の確率論的な立場からの研究
が進んだ． 

 

４．今後の研究の推進方策 
これまで得られた研究結果を基礎にして，以
下のことについて研究を進めたい． 
(1) 非対称積分核の場合の行列式点過程の研

究．現在まで得られた枠組みの見直しと
整備． 

(2) 底空間が二次元の場合のジニブル点過程
の時間発展をあらわす相関関数の計算の
試み． 

(3) α行列式点過程のさらなる研究．特にル
ープ空間上のポアソン点過程との関係の
研究． 

(4) リーマンゼータ関数の臨界線上における
ランダム化の研究． 

 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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