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研究成果の概要（和文）：ある種のランダムな行列の固有値間の相関をあらわす相関関数は行列式を用いてあらわすこ
とができる．相関が行列式で与えられるランダムな点の配置は反発性を有しており行列式点過程とよばれ，多くの数学
的な対象がこの点過程により記述され詳しい解析が可能になる．行列式点過程の典型例であるギニブル点過程の詳しい
解析を行ない，その一つの応用例としてギニブル点過程を従来のポアソン点過程のかわりに携帯ネットワークの基地局
のモデルとして用いて解析を行なった．このように行列式点過程について理論と応用の両面から種々の研究を行った．

研究成果の概要（英文）：Correlation functions of the eigenvalues of certain random matrices can be express
ed by using determinant. A point configuration whose correlation functions are determinants has repulsive 
property and is called a determinantal point process. Many mathematical objects can be described as a dete
rminantal point process and analyzed precisely. We study the Ginibre point process, which is a typical mod
el of determinantal point process, and we use this determinantal point process instead of poisson point pr
ocess as a model of base stations of a cellular network and analyze it. We investigated determinantal poin
t processes from both theoretical and applied mathematical points of view.  
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１．研究開始当初の背景 
 
数理統計学の Fischer, Wishart らによって
導入されたランダム行列は 1960 年代の数理
物理学者によるエネルギー準位の研究にお
いて詳しく研究された．原子核のような複雑
な多体系においてハミルトニアンが特定さ
れない状況で，対称性だけの仮定からウィグ
ナーの半円則に代表される詳しい固有値の
分布が計算された．その後，１９９０年代に
なって，量子重力や量子カオスの研究の流れ
の中で改めてランダム行列が注目を集めて，
さらに詳しく研究がなされた．その過程で，
相関関数が行列式で表されるという性質を
抽象化することによって，行列式構造をもつ
確率的な対象（典型的には行列式ランダム点
場）に注目が集まり，例えば１９６０年代初
めにウラムによって出された置換の最長部
分列に関する予想がランダム行列の最大固
有値との関連を明らかにするという方法に
より意外な形で解決された． 
上で述べた行列式を相関関数としてもつラ
ンダム点場のことを，行列式点過程という．
代表者白井は高橋陽一郎(当時京大数理研)
とその行列式点過程への一般化とその性質
を詳しく調べた．ほぼ同時期に独立に 
A.Soshnikov も行列式点過程の一般化を行な
っている．また，A.Borodin-G.Olshanski や
R.Lyons らも表現論や離散確率論などの異な
るバックグラウンドをもって行列式点過程
の研究を行なってきた．白井・高橋の論文で
は，行列式点過程のみならず，パーマネント
点過程やそれらの一般化であるα行列式点
過程の存在問題についても論じている．α行
列式点過程の存在問題は，行列式とパーマネ
ントの1パラメータ補間に相当する行列変数
関数の正値性と深く関わり，また表現論的な
問題とも関連して，以後多くの研究がなされ
ており，現在も進行中である． 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は，上で述べたような数学や物
理で研究されてきた多くの対象に内在する
行列式型構造，特にランダム行列などに内在
する「ランダムな行列式型構造」を抽象化し
て得られた行列式点過程の統一的な視点を
利用して，この理論をさらに発展させ，その
方法論をフィードバックしながら個々の具
体的な問題に新たな視点を与えつつ，特に次
の点を強調した研究を行なうことにある． 
 
(1) 時間発展を伴う行列式型構造の研究．  
(2) 行列式型構造を持つ確率過程の関数論的
手法による研究． 
(3) α行列式への一般化の問題． 
 

(1) 時間発展を伴う行列式型構造のもっと
も典型的な例はダイソンモデルである．
ダイソンモデルはランダム行列(特に

ガウシアンユニタリアンサンブル)の
固有値に自然に時間発展を導入したも
のである．このモデルの各時間ごとに
は，行列式点過程の構造をもつが，時
間を導入すると時空間の確率過程と見
なすことができる．この視点でこの確
率過程の性質を調べることを目的とす
る． 

(2) ギニブルランダム行列は各行列要素が
複素ガウス分布に従うランダム行列で，
そのランダムな複素固有値とその行列
サイズ無限大の極限は，行列式点過程
とみなすことができる．この行列式点
過程は物理的にはある特別な温度にお
けるプラズマのモデルと考えることが
でき，その点配置の詳しい性質を調べ
ることは物理的にも意義がある．これ
らの詳しい性質を調べる際，複素平面
上の点過程であることから，それらを
零点としてもつ正則関数(無限積表現)
を用いることはしばしば有効になる．
この点を強調して研究する方向性は重
要である． 

(3) α行列式の正値性の問題は白井・高橋
の論文以来，α行列式点過程の存在を
保証するために，重要な問題であった．
一方，点過程の問題を離れて独立した
対象としても，α行列式は表現論的に
自然な対象である．様々な観点からα
行列式を研究することにより，その正
値性の問題へアプローチするのが目的
である． 

 
３．研究の方法 
 
(1) ダイソンモデルは 1 次元空間の中に無限

個の粒子があるモデルで，その時間発展
を研究する際に時空間の相関関数を考え
るのが都合がよい．実際，時間を固定し
て得られる粒子系はその相関関数に行列
式構造を持っているが，時空間に拡張し
てもその構造を保つことが知られている．
この性質を利用して，無限粒子系の時間
発展を定常分布から出発するモデルのみ
ならず，一般の初期条件からスタートす
るモデルも考える．その際に時空間相関
関数と，初期配置に相当する点を零点と
する整関数を用いることにより，関数論
的な手法を用いて研究する． 

(2) (1)でも既に述べたが，特に 2 次元の行列
式構造をもつ粒子系の場合には，関数論
的考察がしばしば役に立つことがある．
例えば，Ginibre 点過程は 2 次元平面内
の行列式点過程であるが，粒子を零点と
みなしたときの無限積は重要な役割りを
果す．特に絶対収束しない無限積を考え
ることは，遠方で発散している対数ポテ
ンシャルのある種のキャンセレーション
を調べることに相当する．このような方
法で Ginibre 点過程の詳しい性質を調



べる．また，ランダムな正則関数の零点
を点過程と見なしてその極限定理につい
て議論する．その際に正則関数値の確率
変数としての極限定理を示して，その汎
関数の収束の形で問題を捉える． 

(3) 行列式点過程は相関関数が行列式で与え
られる点過程であるが，相関関数の部分
を行列式の一般化であるα行列式に置き
かえることによって，ある正値性の条件
をみたせば行列式点過程の一般化である
α行列式点過程を定義することができる．
α行列式の正値性の問題は長い間種々の
方法で考えてきた問題であるが，非負定
値行列の空間における最適化問題の観点
から，数値計算も用いて新たな研究の方
向を模索する． 

 
４．研究成果 
 
(1) ランダムな正則関数の零点に関する関数

型中心極限定理を証明した．また，セゲ
ー核に対するウィーナー積分の零点が行
列式点過程になることを示して，そこへ
の中心極限定理からランダムなスチルチ
ェス積分の零点が行列式点過程に収束す
ることを示した． 

(2) Ginibre 点過程は定数磁場つきシュレー
ディンガー作用素の最小固有値(ランダ
ウ準位)に属する固有空間(指数核を再生
核とする再生核ヒルベルト空間)に付随
する行列式点過程になる．最小固有値で
ない場合についても固有空間には同様の
構造があり，それに付随する行列式点過
程を構成できる．その行列式点過程の特
に点の個数を数える確率変数に関して，
その分散の漸近挙動を調べた． 

(3) 独立同分布ガウス確率変数を係数とする
ランダムべき級数を考えて，その零点の
相関関数が行列式の一般化であるパフィ
アンで表現できることを示した(松本詔
氏(名古屋大)との共同研究)．またその証
明の過程で，(実)コーシー核を共分散関
数とするガウス過程の絶対値の積モーメ
ントに関するパフィアン表現も得た． 

(4) α行列式を行列変数の関数とみなして，
非負定値行列のなす閉凸錐上での最小値
問題を考えた．各行列サイズに対して，
最小値が非負になるαの範囲を求めるの
は一般的には難しいが，多項式最適化問
題とみなして，いわゆる SDP 緩和という
方法を用いて半正定値計画法の枠組みに
落して，SDP ソルバーを用いて数値計算
を行った．現在の所，数値計算で与えら
れる下からの評価が上からの厳密な評価
とマッチしているという状況証拠を得た
段階ではあるが，少なくともこの問題に
対する新たな視点を与えた． 

(5) Ginibre 点過程が従来研究されてきたポ
アソン点過程に比べて点同士が反発的で
あることに着目して，携帯ネットワーク

の基地局のモデルとして用いて，その被
覆確率についての考察を行い，ポアソン
点過程の場合の被覆確率との比較も行っ
た． 
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