
第 25回代数的組合せ論

研　究　集　会

世話人 : 和嶋雅幸 (北海道工業大学)
竹ヶ原裕元 (室蘭工業大学)
田辺顕一朗 (北海道大学)

記

日時 : 2008年 6月 23日 (月) – 6月 25日 (水)

場所 : 北海道大学学術交流会館小講堂

6月 23日 (月)

10:00 – 10:50 伊藤 達郎 (金沢大学)
Irreducible representations of Terwilliger algebras for P - and Q-polynomial
association schemes

11:00 – 11:50 Paul Terwilliger (University of Wisconsin）
The classification of tridiagonal pairs with q-Racah type

13:30 – 14:20 Jack Koolen (POSTECH)
TBA

14:30 – 15:00 平木 彰 (大阪教育大学)
Completely regular subgraphs in distance-regular graphs

15:30 – 16:00 田上 真（金沢大学)
Bipartite graphから得られるGorenstein polytope

16:10 – 16:40 栗原 大武 (九州大学)
On spherical designs obtained from standard realization of association schemes

16:50 – 17:20 野崎 寛（九州大学)
2つの球面上の堅い 2-内積集合の分類



6月 24日 (火)

10:00 – 10:50 吉田 知行 (北海道大学)
有限群上のランダムウォークと統計学への応用

11:00 – 11:50 Serge Bouc (C.N.R.S.)
The functor of units of Burnside rings for p-groups

13:30 – 14:00 丹原 大介 (弘前大学)
区間上の区分線形な同値関係について

14:10 – 14:40 功刀 直子 (東京理科大学)，和田 倶幸 (東京農工大学)
可換 2-シロー部分群をもつ群における主ブロックのカルタン行列の固有値

14:50 – 15:20 清田 正夫 (東京医科歯科大学), 野村 和正 (東京医科歯科大学名誉教授)
整数行列の固有値と単因子

15:40 – 16:10 野澤 宗平 (千葉大学), 與口 卓志 (千葉大学)
ランク 2のシャープ指標について

16:20 – 16:50 小田 文仁 (富山商船高等専門学校)
The partial Burnside ring relative to p-centric subgroups

17:00 – 17:30 城本 啓介（愛知県立大学）
A Wei-type duality theorem for matroids

18:00 – 20:00 懇親会

6月 25日 (水)

10:00 – 10:30 秋山 献之 (福岡大学), 末竹 千博 (大分大学)
On projective planes of order 12 with a collineation group of order 9

10:40 – 11:10 末竹 千博 (大分大学)
The nonexistence of STD2[12; 6]’s with an automorphism group of order 9

11:20 – 11:50 中川 暢夫 (近畿大学)
標数 2の有限体上の方程式とAPN関数の構成について

13:30 – 14:00 C. H. Lam (National Cheng Kung University)
Virasoro frames and frame stabilizers of the lattice VOA VD+

16
.

14:10 – 14:40 Rowena A. L. Betty (東北大学)
Mass formula for self-orthogonal codes over Zp2

14:50 – 15:20 中嶋 康博 (東北大学)
Livingstone-Wagner の定理の部分的な一般化


