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Brown 運動は，熱の伝播をランダムな粒子の運動と

して記述する確率モデルである．Brown 運動の挙動

は粒子の存在する状態空間の幾何学的性質と深い相

関を持つ．特に，Brown 運動のカップリングとその

幾何学への応用について研究している．

「カップリング」とは，相互作用を持つ 2 粒子であっ

て，個々は Brown 運動として振る舞うものを指す．

状態空間の幾何学的性質を反映した” 良い” 性質を持

つカップリングの存在は，様々な解析的／幾何学的

性質と深い相関がある．例えば，空間の幾何学的性

質を利用したカップリングの構成により，関数不等

式が導出できる．あるいは逆に，関数不等式の持つ

意味をカップリングの性質で特徴づけることができ

る．このような手法は，とりわけ，通常の微積分が

展開しにくい特異空間での幾何解析で有用と考えら

れる．

The Brownian motion is a probabilistic model whose 

behavior describes propagation of heats. Its behavior 

is closely related to  the geometry of the underlying 

space. I have worked on couplings of Brownian 

motions and their applications in geometry. 

Here "coupling" means two interacting particles each 

of which moves as a Brownian motion. The existence 

of a "nice" coupling in the sense that it well reflects 

the geometry of the underlying space provides 

a deep connection between several  analytic and 

geometric properties of the underlying space. 

For example,  a construction of a nice coupling by 

using a geometric structure of the underlying space 

can produces a family of functional inequalities. 

Converse ly,  a  funct ional  inequal i ty  can be  

characterized by a property of couplings. I think 

that such an approach will be useful especially for 

geometric analysis on singular spaces where usual 

differential calculus does not work well.
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　◆研究計画

　◆メッセージ

数学においては，公式をひたすら覚えそれらを組み合わせて事に当たるのではなく，問題の意味をよく考えな

がら勉強しましょう．計算の意味が分かっていれば，公式の覚え間違いなどで計算結果がおかしくなっても，

常識で判断して間違いを修正できることが，しばしばあります．

物事を深く考える力を身につけることは，数学に限らず，一生の宝となります．もちろん，大学でより進んだ

数学を学ぶ場合も然り，です．

最適輸送理論の言葉で定義された「曲率が下に有界」な測度つき距離空間上で，エントロピー汎関数の勾配流

として構成される熱流を確率過程論と結合する．更に確率過程のカップリング法をそれらの熱流に適用するこ

とで，既知の関数不等式の性質を精密化する．また，カップリングの性質と関数不等式との対応関係を拡張す

ることで，空間の幾何学的特性に対する多角的な理解を目指す．さらには，この対応を基にして，確率解析お

よび関数不等式手法を無限次元空間，リッチフローや特異空間での幾何解析へ応用する．逆に，確率解析の手

法で盛んに研究されている自己相似集合での解析学に対して，既存の手法を最適輸送の理論と結合する事で，

新たな観点からの解析手法を確立する．
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