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研究成果の概要（和文）： 本研究課題に関して, 非コンパクト多様体上のシュレーディンガー作用素の離散固有値の
有限性・無限性，漸近的実双曲多様体間の調和写像に対する無限遠におけるディリクレ問題の存在と一意性, 5次元ハ
イゼンベルグ群内の（極小）ルジャンドル曲面に対する表現公式と半空間定理,  2次元複素ユークリッド空間内の極小
ラグランジュ曲面のガウス写像の値分布，それぞれに関して一定の成果を上げた.

研究成果の概要（英文）： On this research theme, I have obtained the following results: (1) the 
finiteness and infiniteness theorems of discrete spectrum of the Schrodinger operators on noncompact 
manifolds， (2) the existence and uniqueness theorems of the Dirichlet problem at infinity for harmonic 
maps between asymptotic hyperbolic manifolds， (3) the representational formula and halfspace theorem for 
minimal Legendrian surfaces in the 5-dimensional Heisenberg group， (4) the value distribution theorem 
for the Gauss maps of minimal Lagrangian surfaces in the complex 2-space.
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１． 研究開始当初の背景 
 
ランクが2以上の既約な非コンパクト対称

空間上のポアンカレ・アインシュタイン計量

や, その間の調和写像の研究は皆無であり，

また現時点では困難な問題である．そのため

モデルケースとして双曲型空間の直積(既約

ではない) を取り上げ，それから双曲型空間

への調和写像，およびその直積空間上のポア

ンカレ・アインシュタイン計量を研究するこ

とから始めることは順当な計画であると思

われる． 

   
     
   
２． 研究の目的 
 
 以下の 3つの研究が目的である. 

(1) 双曲空間の直積から双曲空間への和写

像に対する無限遠ディリクレ問題の存在と

一意性の研究を行う． 

(2) 双曲空間の直積上のポアンカレ・アイ

ンシュタイン計量の存在と一意性の研究を

行う． 

(3) 双曲空間を一般化である漸近的双曲空

間(および漸近的複素双曲空間)を考え，それ

らの空間に関わる調和写像およびポアンカ

レ・アインシュタイン計量の研究を行う．ま

た既約な非コンパクト対称空間と関連する

空間としてハイゼンベルグ群を取り上げ，そ

の空間内の幾何構造(特に極小曲面)の研究

を行う．さらに一般の非コンパクト完備多様

体上のスペクトル幾何の研究も行う． 

 
 

 
３． 研究の方法 

 
 双曲空間の直積の無限遠理想境界として

は ， 先 ず 測 地 的 半 直 線 に よ る

Eberlein-O'Neil 理想境界が考えられるが，

本研究では，この境界の適切な部分集合を無

限遠理想境界(シロフ境界等)とすることに

よって，調和写像に関する無限遠境界値問題

の解の一意性と可解性を導くことを試みる． 

一方，アインシュタイン計量も調和写像と

多くの幾何的類似を持つ．この類似性に着目

し，調和写像の研究で得られた知見をポアン

カレ・アインシュタイン計量の研究へ応用す

る． 

上記の２つの研究は，考えている空間の無

限遠をどのように捉えるかが重要である．そ

のため関連した非コンパクト空間上での

種々の幾何構造に関する幾何解析も同時に

研究し，上記の研究と比較検討する．  

 本研究テーマに関係する国内外の研究者

と積極的な研究交流を行い，セミナー・研究

連絡を通して研究を進める． 

 

 
 

４． 研究成果 
 

 研究目的の(1), (2)に関しては，具体的な

成果は得られなかった．しかしその問題点は

この 3年間の研究で明確にしたので，今後同

研究を続けていく予定である．この研究の前

段階である漸近的双曲空間の間の調和写像

に対する無限遠ディリクレ問題の存在と一

意性に関しては満足できる結果を得ており，

発表予定である．また漸近的複素双曲空間の

間の調和写像に対しても興味深い結果が得

られており，現在進展中である． 

 

 以下は研究目的の(3)に関する研究である． 

 5 次元ハイゼンベルグ群内のルジャンドル

曲面に対する表現公式および極小ルジャン

ドル曲面に対する半空間定理を与えた(論文

①)． 関連して，2次元複素空間内の極小ラ

グランジュ曲面のガウス写像の値分布に関

して最適の結果を得た．これも発表予定であ

る． 

 かなり広いクラスの非コンパクト完備多

様体上のシュレーディンガー作用素に対し

て，その離散固有値の個数の有限性・無限性



の判定に関する最適な結果を得た(論文⑤). 

 ユークリッド空間内の重調和多様体が固

有はめ込みであるとき，それは極小部分多様

体であることを示した(論文④)． 

 4 次元ユークリッド空間内の曲面の

inflection points に関する一般論を展開し

た(論文②, ③)． 
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