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研究分野：数物系科学 B 
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１．研究計画の概要 

 

平面代数曲線の有理関数体の研究をゴナリ
ティの研究から開始する．これまでの研究
により，特異点を持つ平面代数曲線のゴナ
リティを決定するいくつかの判定法とゴナ
リティを下から評価する不等式を得ている
が，改良の余地のある部分もあると思われ
るので，これらの結果の一般化を考察する．
平面代数曲線の特異点について基礎的な研
究をする．平面曲線の多項式変換像やクレ
モナ変換像についての研究を進める．特に
特異点の重複度列などの不変量がどのよう
に変換されるかに関する法則をさらに組織
的に追求したい． 

 

２．研究の進捗状況 

 

①ゴナリティに関する研究を継続中である．
ゴナリティの判定法に関する新しい結果を
得ており，現在論文を作成中である． 

②(d,d-2)型の超楕円曲線に関する特異点と
標準型に変換するクレモナ変換の研究結果
が完成し，論文として出版された． 

③平面代数曲線の有理関数の研究として重
要なワイエルシュトラス点（高次ワイエルシ
ュトラス点）の研究が進展した．種数３のピ
カール曲線のワイエルシュトラス点の分布，
栗林４次曲線の２－ワイエルシュトラス点
の分布，種数２の曲線で余分な対合を持つ曲
線の３－ワイエルシュトラス点の分布に関
する研究をして，論文にまとめた．一部はす
でに出版されている． 

 

３．現在までの達成度 

 

ゴナリティの研究はまだ道半ばである．
(d,d-2)型の超楕円曲線の研究は一応完成し
た．ワイエルシュトラス点の研究が思いの外
進展した． 

 

４．今後の研究の推進方策 
 
ゴナリティの研究は重要であるので，根気強
く継続する予定である．曲線族のワイエルシ
ュトラス点の研究はモジュライの観点など
も入れてもう少し組織的に進めたいと考え
ている． 
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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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