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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
本研究においては、KPZ 方程式といった非線形確率微分方程式や、関連する離散確率過程のゆらぎの性質の理解を
深めることを目的としており、いくつかの成果を得る事ができた。 
 まず、Ferrari、Spohn との共同研究において、多成分非対称排他過程のもつ揺らぎの性質について議論した。KPZ
方程式が示す揺らぎの普遍性は、従来保存量が一つであるような系に対して適用可能であると考えられていたが、
2012 年に van Beijeren がかなり一般の１次元流体系においても同じ揺らぎが見られる可能性があることを指摘して
以来その適用範囲の拡大に興味が持たれていた。本研究においては、多成分の非対称排他過程においてそのような
揺らぎが見られると考えられる議論をより具体的に展開した。要点は、流体力学方程式を対角化する基底において
は、モード間の相互作用が長時間で無視出来るようになり、KPZ普遍揺らぎが見られるはずであるというものである。こ
の議論には仮定が残っているため、２成分の非対称排他過程に対するモンテカルロシミュレーションも行い、実際にそ
のような揺らぎが観測されることを確認もした。 
 また、Borodin、Corwin、Petrov との共同研究においては、q-TASEP と呼ばれる離散確率過程に対するスペクトル解
析を行った。q-TASEP に対しては、既に Macdonald 測度を用いた解析や Bethe 仮説とレプリカ法と呼ばれる手法を組
み合わせた解析が行われていたが、複雑な計算や技巧的な組み合わせ的な議論の後に結果が得られるというもので
あった。本研究においては、確率過程の時間発展演算子の Plancherel 定理を示すことに成功し、これまでの議論を
大幅に見通しのよいものにすることが可能となった。また今回の Plancherel 定理は自己共役でない作用素に対する
ものであるという点で、新奇性もあったと考えている。 
 他にも、反射的相互作用を持つブラウン運動の揺らぎの性質などについても研究を行った(論文準備中)。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
In this project we have deepened the understandings of fluctuations of the KPZ equation and related 
models.  
 
First we showed that the KPZ fluctuations would be observed in multi-component exclusion lattice gases. 
A similar idea was proposed for fluids earlier by van Beijeren. We have given clearer discussions for 
stochastic lattice gases that the KPZ scaling function would appear if one observes correlations among 
normal modes for which the hydrodynamics equations are diagonalized. We have also performed monte carlo 
simulations and observed good agreement with theoretical predictions. This was a collaboration with 
P. Ferrari and H. Spohn. 
 
We have also studied spectral properties of q-TASEP. There have been previous analysis of the same process 
using Macdonald measure, Bethe ansatz and replica method, but they involved complicated calculations 
and combinatorics. The Plancherel theorem we have proved gives much more transparent picture for the 
analysis of the process. A novelty of our results is that our Plancherel theorem was established for 
a non-self-adjoint operator. This is a collaboration with A. Borodin, I. Corwin, L. Petrov.  
 
We have also studied a model of interacting Brownian motion with reflective interaction(in preparation).   
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