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研究成果の概要（和文）：複素2次元射影空間上の有理写像の不定点にはカントールブーケと呼ばれる複素曲線の族が
存在することが知られている．本研究では，n次元射影空間の場合について有理写像の不定点集合Iにおける不変集合の
分類を行った．特にIがn-2次元であるとき，Iを含むn-1次元の不変多様体が存在することを示した．また2次元射影空
間の場合，べき級数で定義された集合の列によりカントールブーケを近似することができた．更に2変数多項式写像Fの
重根に対するニュートン法NFの研究を行った．Fの重根はニュートン法NFの不定点に対応することから本研究の手法をN
Fに適用することができ，重根の収束域の幾何学的な性質を与えることができた．

研究成果の概要（英文）：In the study of dynamics of a rational mapping F on the 2-dimensional complex 
projective space, it has known that there exists some family of holomorphic curves at an indeterminate 
point, which is called a Cantor bouquet. In this research, on the n-dimensional complex projective space 
we tried to classify invariant sets at the set I of indeterminate points of a rational mapping F. In 
particular, we showed that if dim I = n-2, then there exists an invariant manifold V with dim V=n-1. On 
the 2-dimensional complex projective space, we can approximate a Cantor bouquet by some sequence of open 
sets which are defined by formal power series. Moreover, consider Newton’s method NF toward a multiple 
root, in the case of a polynomial mapping F of two variables. A multiple root of F is an indeterminate 
point of NF. Therefore, applying our results to Newton’s method NF, we give a geometric description of 
the basin of a multiple root.

研究分野： 複素力学系
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１．研究開始当初の背景 
多変数複素力学系は，実力学系の問題を複

素変数によって捉え直し，関数論・代数幾何
の手法を用いて解決を図ること，独自の現象
を定式化し，多変数正則写像・有理写像の新
たな性質を見いだすことなどを目標に，1990
年代から多くの研究者により活発に研究さ
れている．多変数有理写像による複素力学系
の研究はこの中でも重要な研究課題の1つで
ある． 
これまでの多変数複素力学系の研究では

ジュリア集合を台に持つ不変カレントを構
成し，測度論的な手法で解析を行うことが主
流であった．多変数有理写像は不定点を必ず
持つが，このカレントは不定点の近傍では定
義できず，重大な障害であった．一方，研究
代表者（〔参考文献〕①）や Y. Yamagishi（〔参
考文献〕③）は複素 2次元射影空間上の有理
写像の不定点においてカントールブーケと
呼ばれる複雑な力学系構造が存在すること
を示してきた．これは関数論・代数幾何を用
いて初めて得られた不定点における新しい
結果である．また研究代表者は〔参考文献〕
②において，3 次元以上の複素射影空間上の
有理写像の不定点集合における不変集合に
ついても研究を行い，不変曲面が存在する例
を構成した．高次元射影空間上の有理写像の
不定点集合における力学系は研究開始当初
において世界的にも全く調べられていない
新しい研究対象であった． 
これらより不定点における力学系構造の

研究は，カレントを用いた多変数複素力学系
の理論を一般化・高次元化する際，重要な例
になるという点と，多変数複素力学系独自の
複雑な力学系構造の構成が期待できる点か
ら非常に重要な研究課題である． 
 

 
２．研究の目的 
 古くから正則写像の不動点には，ヤコビ行
列の固有値に対応して，様々な不変多様体が
存在することが知られていた．これまでに研
究代表者は〔参考文献〕①において複素 2次
元射影空間上の有理写像の不定点に非加算
無限個の不変曲線の族が存在するための十
分条件を与えた．この不変曲線族はカントー
ルブーケと呼ばれ，不動点の場合には存在し
ない複雑な力学系的性質を持つ不変集合で
ある． 
この結果を拡張し，多変数有理写像の不定

点に様々な種類の不変集合が存在すること
を示し，分類を行うことが本研究の目的であ
る． 
 
３．研究の方法 
複素 2次元射影空間上の有理写像の不定点

において，代数幾何の操作である blow up を
行う．不定点において blow up を無限回繰り
返し行うことができる十分条件を定式化す
る．無限回の blow up を行うことにより，あ

る複素数列を得る．これまでの研究では，こ
の複素数列を用いて不定点を通る複素曲線
の定義関数を与え，カントールブーケを構成
した．この議論を以下の 2つの方法で拡張し
ていく． 
 

(1) 複素 2次元射影空間上の有理写像の不定
点にカントールブーケが存在するための十
分条件を複素n次元射影空間上の有理写像に
一般化する．その際，不定点集合の次元と不
変集合の次元の関係を明らかにする． 
 
(2)複素 2 次元射影空間上の有理写像の不定
点にカントールブーケが存在するための十
分条件を，より多くの有理写像について成り
立つように拡張する．また不定点において
blow up を繰り返し行うことで得られる複素
数列の空間の性質から，不変曲線族を番号づ
けるカントール空間の性質を導く． 
 
４．研究成果 
(1)複素 n 次元射影空間上の有理写像の不定
点集合の不変多様体 
 
 複素 n次元射影上の有理写像 Fで，不定点
集合 Iが局所的に n-2次元の複素ユークリッ
ド空間と双正則同値である場合について考
察を行った．主な結果は次の通りである． 
 
【主結果 1】 
不定点集合 I が F(I)に含まれている場合で，
ある幾何学的な条件をIとF(I)が満たすとき，
I を含むような n-1 次元の不変多様体 V が存
在することがわかった． 
 
 証明のために，不定点集合 Iにおいて blow 
up を行う際，n-1 次元の除外因子 Eが定義さ
れることに注意しながら，F(E)の構造を詳細
に調べた．この結果，写像 F が不定点集合 I
において1次元の超不安定な方向を持つこと
がわかり，それを利用して証明することがで
きた． 
 
また〔参考文献〕①で 2次元複素射影空間

上の有理写像で，不変曲線の滑らかさが解析
的である場合や，特異性を持つ場合があるも
のを，既に構成していたが，これらの例が n
次元複素射影空間上の有理写像の場合にも
自然に拡張され，実現できることがわかった． 
 

 この成果を基に,複素 n 次元射影空間上の
有理写像について，不定点集合 Iに存在する
不変な複素多様体Vの次元に関する次の予想
を得た． 
 
【予想】 
不定点集合 I の次元を k(0≦k≦n-2)とする．
適切な条件を F に与えると，I を含むような
k+1 次元の不変複素多様体 Vが存在する． 
 



この予想を本研究期間中に証明するまで
至らなかったが，具体的な有理写像の例を多
く構成することができ，成果は〔雑誌論文〕
②と〔学会発表〕⑤，⑥で公表した． 
 
【主結果１】を得るために，不定点集合 I

と F(I)に与えた幾何学的な条件は，2次元の
場合の条件を自然に高次元化したものであ
った．この条件以外にも不変多様体 Vが存在
する場合は多くあり得ると考えている．これ
らを適切に定式化し，今後も不定点集合 Iに
存在する不変複素多様体Vの分類を進めてい
きたい． 
 
(2) 複素 2次元射影空間上の有理写像の不定
点の不変曲線族 
 
 複素 2次元射影空間上の有理写像 Fの不定
点pにおける力学系構造について考察を行っ
た．本研究期間以前は，不定点 p において 1
回の blow up を行うことで，有理写像 Fの不
定性が解消される場合について研究を行っ
た．特に不定点 p において無限回の blow up 
が行える場合，その際に得られる複素数列を
用いて，形式的べき級数を定義した．更にこ
の形式的べき級数の収束半径が正のとき，不
定点pを通る不変曲線が定義されることを示
した．1 つの不変曲線と 0,1 からなる片側無
限列の 1つを対応させることにより，不変曲
線の族をカントール集合を用いて番号づけ
ることができる．このことより，不定点 pに
存在する不変曲線族はカントールブーケと
呼ばれる．カントールブーケは非加算無限個
の曲線からなる族であり，不動点の場合と比
較して非常に複雑な構造の不変集合である． 
 
本研究では，不定点 p において複数回の

blow up を行うことで，有理写像 Fの不定性
が解消される場合について検討した．主な結
果は以下の通りである． 
 
【主結果 1】 
不定点において無限回の blow up を行い，複
素数列を定義することができる十分条件を
与えた． 
 
【主結果 2】 
十分条件を満たす，いくつかの具体的な有理
写像の不定点について詳細に研究し，不定性
が解消されるまでの blow up の仕方から，複
素数列が生成される過程が決まること，複素
数列の空間の構造が決まることを明らかに
した． 
 
【主結果 3】 
この複素数列空間の構造から，不変曲線族を
番号づけるカントール集合の構造が決まる
こと，不変曲線を定義する形式的べき級数の
係数に制限が生じることがわかった． 
【主結果 4】 

形式的べき級数を用いて，不変曲線を外側か
ら近似する集合列を定義することができ，カ
ントールブーケが存在しうる領域をある程
度決めることができた． 
 
【主結果 5】 
不定点 pにおいて 1回の blow up を行うこと
で有理写像Fの不定性が解消できる場合と複
数回の blow up を行う場合とでカントールブ
ーケの形状に現れる違いを定式化した． 
 
これらの成果については〔学会発表〕②，

④で公表した． 
 
今後は，有理写像 Fの不定性が解消できる

までの blow up の手順を表すグラフ構造を定
義する．このグラフの性質から，複素数列を
定義する漸化式への制限を定式化し，不変曲
線を定義する形式的べき級数の係数の性質
をまとめていきたい．これらの結果が得られ
れば複素2次元射影空間上の有理写像の大多
数の不定点に対して，不変曲線を定義し，そ
の性質を得ることができ，不定点における不
変曲線の分類がほぼ完成すると考えている． 
 
blow up を用いて不変曲線を定義する形式

的べき級数の係数を決定していく手法は本
研究において主要な役割を担っている．この
方法は代数的であり，理論の一般化を比較的
行いやすい．また不変曲線族の存在領域の評
価をより精密に行うことができる．これらは
高次元射影空間上の有理写像の力学系の研
究に新しい方向を与えられると考えている． 
 
(3) 2 変数連立方程式に対するニュートン法
への応用 
 
 2 変数多項式の連立方程式に対するニュー
トン法は，2 変数有理写像となる．連立方程
式の単純根はニュートン法の吸引不動点に
なり，収束領域が存在する．このため根のあ
る近傍から初期点をとり，ニュートン法によ
る反復合成を行うことで，根を近似的に求め
ることができる．連立方程式の重根はニュー
トン法の不定点になり，不定点の収束域は開
集合とならない．また不定点の近傍の像は非
有界領域となるため，数値計算を行うことが
難しい． 
 
〔参考文献〕③において，Y. Yamagishi は，
ある形をした 2変数 2次多項式の連立方程式
の重根に対するニュートン法の研究を行っ
た．この論文の中でニュートン法の不定点の
近傍は 3つの集合 A, B, C に分割されること
が示された．集合 Aと Cは（収束する速度が
異なる）吸引的な軌道を持つ点の集合であり，
集合Bは反発的な軌道を持つ点の集合である．
特に集合 Cはカントールブーケ（不定点を通
る非加算無限個の不変曲線族）であり，不定
点の近傍の中での面積は小さい．ニュートン



法の反復合成により重根を近似的に求める
にはAの大きさと方向を決めることが重要と
なる． 
 
 本研究では，これまでの複素 2次元射影空
間上の有理写像の不定点における力学系構
造に関する結果を，このニュートン法に応用
した．不定点において不定性が解消されるま
で blow up を行い，その過程で現れる除外
曲線上の力学系を詳細に調べた．主な結果は
以下の通りである． 
 
 
【主結果 1】 
これまでに研究してきた手法を用いて，無限
回のblow up を行うことができる不定点が除
外曲線上にあり，カントールブーケ Cが存在
することがわかった．またカントールブーケ
の位置と存在しうる方向を決めることがで
きた． 
 
【主結果 2】 
除外曲線上にニュートン法をリフトした写
像を定義することができ，この写像が超吸引
不動点を持つことがわかった．この超吸引不
動点の収束域を blow down したものが Aにあ
たることがわかり，その大きさと方向，また
A の上での重根への収束のスピードの評価を
行うことができた． 
 
【主結果 3】 
除外曲線上にニュートン法をリフトした写
像が不定点を持ち，その反発点集合を blow 
down したものがBにあたることがわかった． 
 
これらの成果は〔学会発表〕①，③で公表
した． 
  
この結果はある特別な形をした 2変数 2次

多項式の連立方程式のニュートン法に関す
る結果であるが，不定点における blow up を
利用して除外曲線上の力学系を調べること
で，より一般的なニュートン法の吸引集合の
大きさと方向を調べることができると期待
している． 
 
 逆に除外曲線上の不定点や不動点を与え
て有理写像を作り，その写像を blow down す
ることにより，不定点においてより複雑な力
学系構造を持つ有理写像を構成できると考
えている． 
 
本研究を通して，多変数有理写像の不定点

における力学系を調べるにはblow up を用い
て除外曲線上の反復合成の様子を調べるこ
とがとても有効であると感じた．2 変数有理
写像に限っても，まだ調べるべき問題が多く
残っていると考えている．不定点における力
学系構造を調べる上での基本的な手法を確
立し，ニュートン法に限らず他分野で必要と

なったときに活用できる形を整えていきた
い．  
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