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【研究テーマ】 

１．代数多様体のガロワ点の研究 

２．代数多様体の自己同型群の研究 

３．平面代数曲線論 

 

【担当授業科目】 

解析 

 

【校務分掌】 一般理系科長（H29）、教務主事補（H28）、寮務主事補（H27）、高度化に関する検討専門委員会

（H26-27）、数学主任（H25-27）、クラス担任（H21-25）、学生相談室員（H22-25） 

 

【所属学会・協会等】 

日本数学会 

 

【技術協力可能分野】 

数学に関すること（お気軽にご相談ください） 

 

【業績・実績リスト】  

学術論文 

1) Satoru Fukasawa and Kei Miura: "Galois points for a plane curve and its dual curve, II ", J. Pure. Appl. Algebra, 

Vol.220, pp.2038-2048 (2016) 

2) Kei Miura and Akira Ohbuchi: "Automorphism group of plane curve computed by Galois points ", Beitr. Algebra 

Geom., Vol.56, pp.695-702 (2015) 

3) Satoru Fukasawa and Kei Miura: "Galois points for a plane curve and its dual curve ", Rend. Semin. Mat. Univ. 

Padova, Vol.132, pp.61-74 (2014) 

4) Kei Miura: "A note on birational transformations belonging to Galois points ", Beitr. Algebra Geom., Vol.54, 

pp.303-309 (2013) 

 

総説（解説） 

1)三浦 敬：“数学教室だより（宇部工業高等専門学校一般科数学教室）”， 数学通信 第18 巻 第 3 号，日本数

学会 （2013） 

 

紀要 

1)Kei Miura:“Galois points for Lissajous curves (revisited)”，代数幾何シンポジウム 2014 in 岐阜 報告集, 

pp.113-122 (2015) 

2)Kei Miura:“非ガロワ点でのガロワ群について”，第 12 回代数曲線論シンポジウム報告集, pp.71-78 (2015) 

3)Kei Miura:“ガロワ点と自己同型群（具体例を中心に）”，津山代数幾何シンポジウム 2012 報告集，pp.152-162 
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国内学会発表（過去５年間で代表的なもの） 

1）三浦 敬：“双対曲線のガロワ点について”，射影多様体の幾何とその周辺 2016, 高知工科大学 2016.10 

2）三浦 敬：“準ガロワ点について”，第13回代数曲線論シンポジウム, 神奈川工科大学アクティブ・ラーンニング

横浜 2015.12 

3)三浦 敬：“準ガロワ点と応用”，Workshop on Galois point and related topics, 神奈川大学横浜キャンパス 

2015.9 

4）三浦 敬：“Galois points for Lissajous curves (revisited)”，代数幾何シンポジウム 2014 in 岐阜, ソフトピアジャ

パン センタービル 2015.1 

5）三浦 敬：“非ガロワ点でのガロワ群について”，第 12 回代数曲線論シンポジウム, 日本大学理工学部駿河台

校舎 2014.12 

6)三浦 敬：“On Galois group at non-Galois point”，Workshop on Galois point and related topics, 滋賀大学大津サ

テライトプラザ 2014.9 

 

地域貢献 

1)【学会・研究会・研修会の主催】「第 4 回代数幾何学研究集会－宇部－」，（主催者）石田弘隆，白根竹人，三浦

敬 宇部工業高等専門学校，2017.1 

2）【学会・研究会・研修会の主催】「Workshop on Galois point and related topics」，（主催者）高橋剛，深澤知，三浦

敬 新潟大学駅南キャンパスときめいと 2016.6 

3)【学会・研究会・研修会の主催】「第 3 回代数幾何学研究集会－宇部－」，（主催者）石田弘隆，白根竹人，三浦

敬 宇部工業高等専門学校，2016.1 

4）【学会・研究会・研修会の主催】「Workshop on Galois point and related topics」，（主催者）高橋剛，本間正明，深

澤知，三浦敬 神奈川大学横浜キャンパス 2015.9 

5)【出前授業】「数学の世界への誘い～理系力を磨こう！～」，（講師）三浦敬，石田弘隆，上宇部学び舎・まなび

ーや 2015.8 

6)【学会・研究会・研修会の主催】「第 2 回代数幾何学研究集会－宇部－」，（主催者）三浦敬，石田弘隆，白根竹

人，宇部工業高等専門学校，2015.1 

7）【学会・研究会・研修会の主催】「Workshop on Galois point and related topics」，（主催者）高橋剛，長谷川武博，

深澤知，三浦敬 滋賀大学大津サテライトプラザ，2014.9 

8)【出前授業】「みんな集まれ！おもしろ算数教室！」，（講師）三浦敬，服部勝己，石田弘隆，西澤由輔，上宇部

チキチキくらぶ 夏休み企画 2013.8 

 

学生支援 

1)女子バスケットボール部顧問 第 52 回中国地区高専体育大会（女子バスケットボール），準優勝，（顧問）三浦 

敬，呉市総合体育館，2016.7 

2)女子バスケットボール部顧問 第 51 回中国地区高専体育大会（女子バスケットボール），第 3 位，（顧問）三浦 

敬，下松スポーツ公園体育館，2015.7 

3)女子バスケットボール部顧問 第 50 回中国地区高専体育大会（女子バスケットボール），第 3 位，（顧問）三浦 

敬，広島県立びんご運動公園健康スポーツセンター，2014.7 

 

科学研究費助成事業 

1) 基盤研究（Ｃ）（課題番号 26400057）「射影多様体のガロワ点理論の展開と応用」，（代表）三浦敬，総額 4,160

千円，2014-2016 年度 


