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【研究テーマ】 

１．ガロア分岐被覆を用いた部分多様体の位相の研究 

２．平面曲線の点射影によるガロア閉包曲線の研究 

３．4 次分岐被覆のガロア閉包被覆の研究 

 

【担当授業科目】 

基礎数学、解析 

 

【校務分掌】 

クラス担任（H26-29）、広報委員（H28）、地域共同テクノセンター教育研究推進室（H28）、レクリエーション委員

（H28）、図書委員（H26-27）、 

 

【所属学会・協会等】 

日本数学会 

 

【技術協力可能分野】 

代数幾何学. 特に, 複素代数曲面に関する研究. 複素射影平面上の曲線の位相的な埋め込まれ方を研究してい

る．また，点射影により平面曲線を射影直線上の分岐被覆ととらえたときのガロア閉包曲線にも興味を持ってい

る．さらに，グレブナー基底を用いた計算についても協力可能である． 

 

【業績・実績リスト】  

学術論文 

1) Taketo SHIRANE, “A note on splitting numbers for Galois covers”, Proceedings of the American Mathematical 

Society, Vol.145, No.3, pp.1009—1017 (2017.3) 

2） Taketo SHIRANE, “Galois closure covers for 5-fold covers between smooth surfaces and its application”, 

Kyushu Journal of Mathematics, Vol.69 No.2, pp.229-257 (2015.9) 

3） Taketo SHIRANE, “A note on normal triple covers over P^2 with branch divisors of degree 6”, Kodai 

Mathematical Journal, Vol.37 No.2, pp.330-340 (2014.6) 

4) Taketo SHIRANE, “Corrigendum to “Families of Galois closure curves for plane quintic curves” [J. Algebra 342 

(1) (2011) 175-196]”, Journal of Algebra, Vol.377 , pp.317-319 (2013) 

5) Taketo SHIRANE, “Families of Galois closure curves for plane quintic curves”, Journal of Algebra, Vol.342, 

pp.175-196 (2011) 

6) Taketo SHIRANE, “On 4-fold covers of algebraic surfaces”, Kyushu Journal of Mathematics, Vol.64, pp.297-322 

(2010) 

 

紀要 

1) 白根 竹人，“Nodal quartic surfaces and nodal sextic curves with a contact conic”, 特異点と多様体の幾何学

報告集，pp.143-152 (2015.9) 



 

 

  

国際会議発表 

1) Taketo SHIRANE, “An invariant of plane curves through Galois covers and Zariski pairs”, Branched Coverings, 

Degenerations, and Related Topics 2017, Tohoku Gakuin University, 2017.3.10 

1) Taketo SHIRANE, “Splitting numbers and π_1–equivalent Zariski k-plets”, Workshop on Hyperplane 

Arrangements and Singularity, Hokkaido University, March 22-25 (2016) 

2） Taketo SHIRANE, “Nodal quartic surfaces and nodal sextic curves”, The 2nd Mathematics Seminar at NIT, 

Ibaraki College, 茨城工業高等専門学校, 2015.3.14 

 

国内学会発表 

1) 白根 竹人，”Splitting numbers for Galois covers and π_1-equivalent Zariski k-plets”, 第 13 回代数曲面ワー

クショップ at 高知，高知工科大学，2016.7.2. 

2) 白根 竹人，“分岐被覆による平面曲線の分解数と平面曲線の位相について”，第 3 回きりたんぽ数学セミナ

ー，秋田工業高等専門学校，2016.3.20 

3） 白根 竹人，“Nodal quartic surfaces and nodal sextic curves with a contact conic”, 特異点と多様体の幾何学, 

群馬大学，2015.9.25 

4） 白根 竹人，“Galois closure covers for 5-fold covers between smooth surfaces and its application”, Workshop 

on Galois point and related topics, 神奈川大学，2015.9.5 

5） 白根 竹人，“2 次被覆による平面曲線の引き戻しの分解とザリスキ対について”, 代数幾何シンポジウム

2014 in 岐阜, ソフトピアジャパン，2015.1.10 

6） 白根 竹人，“Splitting of plane nodal curves in double coverings branched along smooth conics”, Workshop on 

Galois point and related topics, 滋賀大学，2014.9.14 

7） 白根 竹人，“Examples of quartic surfaces with 8 nodes and Zariski pairs”, 代数多様体のトポロジーとその周

辺, 北海道大学，2013.8.21 


