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頂点作用素代数の表現論とその周辺

短期共同研究 (研究代表者 : 永友清和, 大阪大学大学院理学研究科)

日 #寺 :2000年 10月 10 日 (火) 13:30-10月 13 日 (金) 15:15

場所 : 京都大学数理解析研究所 1階 115号室
京都市左京区北白川追分町
市バス (17系統, 203系統) 農学部前または北白川下車

10月 10日火)

13:30–13:45 打ち合わせ

14:00–15:00 小川明彦 (大阪大学理学研究科)

頂点作用素代数人門

15:30-16:30 安部 利之 (大阪大学理学研究科)

頂点作用素代数の表現論人門

10月垣日 (水)

10:30-11:30 庵原 謙治 (神戸大学理学部)

BPZ series (a survey) I

13:00-14:00 庵原 謙治 (神戸大学理学部

BPZ series (a survey) 垣

14:15-15:15 永友 清和 (大阪大学理学研究科)

カイラル代数と頂点代数

15:30-16:30 宮本雅彦 (筑波大学数学系)

Intertwining operator $[succeq] \mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{r}$ invariance



10月 12 日 (木)

9:15-10:15 山内 博, 宮本雅彦 (筑波大学数学系)

Aconstruction of framed VOA (survey)

10:30-11:30 佐久間伸也, 宮本雅彦 (筑波大学数学系)

Aconstruction of twisted modules of code VOAs

13:00-14:00Ching Hung Lam (National Cheng Kung University)

Aclass of vertex operator algebras constructed from $\mathrm{Z}_{-}8$ codes

14:15-15:15 松尾 厚 (東京大学数理科学研究科)

$\mathrm{W}$ 代数とモンスター

15:30-16:30 山田 裕理 (一橋大学大学院経済学研究科)

Order three symmetry of avertex operator algebra

10月 13 日 (金)

9:15-10:15 島倉 裕樹 (東京大学数理科学研究科)

The calculation of the $\mathrm{M}\mathrm{c}\mathrm{K}\mathrm{a}\mathrm{y}-\mathfrak{M}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{p}\mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{n}$ series for a $4\mathrm{A}$ element of the
Monster based on a new frame

10:30-11:30 松尾 厚 (‘東京大学数理科学研究科)

Norton の跡公式の VOA を用いた導出

13:00-14:00 古閑 義之 (大阪大学理学研究科)

$\mathrm{N}=1$ Fusion 代数について

14:15-15:15 落合 啓之 (九州大学数理学研究院)

Counting functions of simple coverings and quasi-modular forms



頂点作用素代数の表現論とその周辺

Representation theory of vertex operator algebras and related topics
短期共同研究報告集

2000年 10 月 10 日 \sim 1 0 月 13 日

研究代表者 永友 清和 (Riyokanl Naeatomo)
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