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本稿では, 「結び目の数学 VIII」の同名の講演に沿って関連した説明を行う.
講演同様多くの (可微分)多様体や可微分写像を扱うが, 特に断りのない限り, 考え

ている多様体や写像さらには多様体上の多様体をファイバーとする束はすべて可微分

(C∞ 級)とする.
また, (可微分)写像の特異点とは, 微分が退化している点つまり微分の階数が最大

でないような定義域多様体の点のことである. 今回は基本的に定義域多様体の次元が
値域のそれより高いものを扱うが, 微分の階数が値域の次元より低いような点という
ことになる. 写像の特異点全体の集合を特異点集合, 写像の特異点での値を特異値,
写像の特異点集合の像を特異値集合, 特異値集合を値域多様体から除いた空間の点を
正則値といい, 正則値全体の集合を正則値集合ということにする.

1. Morse 関数の理論とその高次元化と可微分多様体の (微分)位相幾何学への応用

Morse 関数は, (可微分)多様体に必ずしかもたくさんある良い関数である. 特に
閉多様体上の場合特異点は有限個あり, 各特異点で値が異なるものが沢山ある. そし
て, 特異点から, 多様体のホモロジー群や一部のホモトピー的な情報がわかる.

Morse 関数の理論は, 20 世紀前半にはもう登場しており, 例えば 1950–70 年代の
高次元を中心とした多様体の (微分)位相幾何学で活躍した. 例えば, Milnor による
7 次元のエキゾチック球面の発見で間接的に役立った. より詳しくは, 多様体が位相
的には球面であることを示す部分で, 未だ見つかっていない 4 次元の標準的でない球
面以外のホモトピー球面が, Morse 関数で特異点を丁度 2 個有するものをもつ多様
体として特徴づけられるという有名事実 (Reeb の定理)が使われた. 他 h-同境定理
等も生まれた.
そして, Morse 関数の理論は, 現在幾何学を中心とした数学で基本的で重要な手法

となっている.
さて, 次の問題が自然に出る.

Problem 1. 値域を定義域より次元の高くない一般の n 次元ユークリッド空間 Rn

に変えるとより多様体が分かるのでは?

そしてこれは実際正しい. 1950 年代の Whitney や Thom の 2 次元以上の可微分
多様体から平面への写像の理論等に始まる理論である.
ジェネリックな写像 (安定写像)という特異点論的に良い可微分写像が, Morse 関

数のような役割を担う. 特に重要なのが, Morse 関数の特異点論の立場からの高次元
化である, 折り目写像である. 折り目写像やジェネリックな写像, 安定写像の基本的
な事実については [5] が詳しい.

2. 折り目写像の定義と基本的な性質と重要なクラス

2.1. 折り目写像の定義と基本的な性質や問題.
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Figure 1. special generic 写像の最も簡単なものと同心円形折り目
写像の例

Definition 1. 任意の特異点 p が, 整数 0 < i(p) ≤ m−n+1
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2) の型で表されるような可微分写像

を折り目写像という.

Proposition 1. (1) i(p) は一意 (p の 指数と呼ばれる).
(2) (決まった指数の)特異点全体の集合は, n− 1 次元の閉部分多様体で, そこへ
もとの写像を制限するとはめ込みになる.

基本的には前のはめ込みが transversal なもの (安定なもの)を考える.

Example 1. 値域が R (1 次元の可微分多様体)の場合, 安定な折り目写像は必ずし
かもたくさん存在する (Morse 関数で各特異点で値が異なるものを考えればよい).

折り目写像の存在については, いくらか分かっているが今も重要な問題である. 例
えば, 値域が平面 (R2)の場合, 定義域多様体のオイラー数が偶数であることが存在の
必要十分条件であることが, 前の Whitney や Thom, そして Levine らにより 1960
年代には分かっていた. そして値域がより高次元の場合, 1970 年代の Eliasheberg に
よる研究に始まりいくつか解決しているが, 今に至るまで重要な問題である.
一方, 以下は難しい.

Problem 2. 与えられた多様体上に具体的な折り目写像を構成せよ.

基本的な多様体でも難しいのである. 折り目写像に関わるもうひとつ基本的で重
要な問題の一つとして,

Problem 3. 適当なクラスを定め, そのクラスの折り目写像や定義域多様体の幾何学
的な性質を調べる.

というものがある. 今回の講演のメインテーマであったが, 講演の中では結果と
して Problem 2 の答えをいくつか紹介した. この報告でもおおよそ同じ内容を紹介
する.

2.2. special generic 写像と同心円形折り目写像.

Definition 2. 全ての特異点の指数が 0 であるような折り目写像を, special generic

写像という.

Example 2. (1) 特異点を丁度 2 個有する Morse 関数 (ホモトピー球面を位相
的に特徴づける関数; 未発見の 4 次元の標準球面でないものは別).

(2) 標準球面の自然な射影で得られる写像 (FIGURE 1の左の図; 平面へのもの
で黒い部分が特異点集合の像つまり特異値集合). 2 次元以上の (4 次元でな
い)球面と位相的に等しい可微分多様体は,平面への同様の像を有する special
generic 写像をもつ.

以下は special generic 写像の面白さが見え隠れする事実である.



Proposition 2 ([18], [19]). m, n を自然数で 1 ≤ m− n ≤ 3 を満たすものとする.
このとき, Rn への special generic 写像を許容する m 次元ホモトピー球面は必ず標
準球面である.

さて, 講演者が [9] で導入して系統的に研究している同心円形折り目写像を導入
する. 暫くこれが主題になる.

Definition 3. 特異点集合の像つまり特異値集合が, 同心円状に埋め込まれた球面の
非交和であるような安定な折り目写像を, 同心円形折り目写像という.

同心円形折り目写像は, 最も簡単な special generic 写像の一般化であるといえる.
前の special generic 写像の面白さに刺激されたことが, このクラスを定式化し研
究することに大きく影響した. FIGURE 1 の右の図は, 特異値集合が 3 成分からな
る平面への同心円形折り目写像である.
この写像と定義域多様体について, 以下を示した.

Theorem 1 ([7], [8], [10]). m, n を m > n をみたす 2 以上の自然数とする. n 次
元の標準球面上の, m− n > 0 次元の標準球面をファイバーとするような束の全空間
l > 0 個の連結和としてあらわされる多様体は, Rn への以下をみたす同心円形折り目

写像を許容する.

(1) 特異点集合の成分数は l + 1.
(2) 正則値の逆像が標準的な球面の非交和.
(3) 正則値の逆像の成分の個数の最大は l + 1.
(4) 各特異値集合の成分 C について十分小さな閉管状近傍 N(C) が取れるが,

f |f−1(N(C)) は, f を, N(C) を自然に C と閉区間 I の直積と見なしたとき

のある {p} × I ⊂ C × I の逆像に制限したものと C 上の恒等写像の直積と
みなせる.

証明は構成的である. この証明において重要な定理を紹介する.

Theorem 2 ([7]). m > nを 2以上の自然数とする. n次元の標準球面上の, m−n > 0
次元の標準球面をファイバーとするような束の全空間としてあらわされる多様体は,
Rn への以下をみたす同心円形折り目写像を許容する.

(1) 正則値の逆像が標準的な球面の非交和である.
(2) 一番中心の正則値集合の成分, つまり正則値集合の成分のうち開円板と同相
であるものの逆像は, 標準球面 2 個の非交和からなる.

(3) f(M) から一番中心の正則値集合の成分内の開円板 D を除いた集合を考え
る. この集合は, 自然に D の閉包 D̄ の境界と区間 I の直積となるが, f を
この集合の逆像へ制限したものは, f をある {p} × I ⊂ ∂D̄ × I の逆像に制
限したものと ∂D̄ 上の恒等写像の直積とみなせる.

またm次元閉多様体がこのような写像を許容すれば, n次元の標準球面上の, m−n > 0
次元の標準球面をファイバーとするような束の全空間となる.

以下でもう一つ命題を紹介する. この中で自明な結び目とは, 標準球面の決めら
れた閉多様体への埋め込みの像で, その閉多様体内の適当な次元の適当な標準球体の
境界としてあらわされるもののこととする.

Proposition 3 ([7], [8], [10]). m, n を 2 以上の自然数で m > n を満たすものとす
る. M1 が m 次元の連結な閉多様体で Rn への同心円形折り目写像 f1 を許容し, 一
番中心の正則値集合の成分つまり正則値集合の成分のうち開円板と同相であるものの

中の点の逆像が, 標準球面を含むとする. M2 が m 次元の連結な閉多様体で, Rn へ

の同心円形折り目写像 f2 で, 像 f2(M2) の境界 ∂f2(M) で正則値集合の境界の連結



→

Figure 2. Proposition 3 の操作

成分のうち一番外のものつまり Sn−1 と半直線 (の内部)の直積であるものの閉包の
境界でもあるものの逆像は M2 の中で自明な結び目であるとする. M1 と M2 の連結

和として表現される多様体は, Rn への以下のような手順で得られる同心円形折り目

写像 f : M → Rn を許容する.

(1) 前の f1 の値域の一番中心の正則値集合の成分の中の開円板 D の逆像で, そ
こへ制限すると Sm−n-束となるものを除く. できた写像を f1 : M̄1 → Rn と

記す.
(2) f2(M2) の境界の連結成分のうち, 正則値集合の連結成分のうち一番外のもの
つまり Sn−1 と半直線 (の内部)の直積であるもの (逆像が空の部分)の閉包の
境界でもあるものを考える. その小さな閉管状近傍と前の正則値集合の連結成
分の和集合 E の内部とその逆像をぬく. 得られた写像を f2 : M̄2 → Rn−IntE
と記す.

(3) f1 と f2 を境界で, 結果として同心円形折り目写像ができるように適当に貼
りあわせて f : M → Rn を得る.

この操作を図で表すと FIGURE 2 のようになる.
[7], [8] そして [10] では, Theorem 2 のような折り目写像を適当な個数準備し

Proposition 3 をくりかえし適用することで, Theorem 1 を得た. なお, Theorem 1 に
ついて, m ≥ 2n である場合には逆も成立することを示している, つまり説明したよう
な写像を許容する多様体は, 説明したようなものになる. 説明したような多様体 (の
族)を説明したような写像 (の族)によって特徴づけているのである; Reeb の定理は,
(4 次元の標準球面でない)ホモトピー球面を特異点を丁度 2 個有するMorse 関数で
特徴づけるというものだが, そういったものを新たに見つけたことになる (Theorem
2 もこのような「特徴づけ」タイプの定理であることを補足する). また, Theorem 1
を得るにあたり, m < 2n のときは, Theorem 2 の写像を構成するところである工
夫が必要になることも添える. これらの結果は, 多様体の精密な構造を具体的な写像
でとらえ, 多くの多様体を扱いやすい写像で調べることにつながる.
さて, 話を戻して, Theorem 1 と, [17] や [4] 等にある 7 次元のホモトピー球面に

関する重要な事実を用いて以下が示される.

Corollary 1 ([8]). 7 次元のすべてのホモトピー球面 (向きも込めると微分同相型は
28 種類ある)は, R4 へ前の Theorem 1 のような写像で特異点集合が 3 成分以下で
あるものを許容する. 特に特異点集合の成分数 (球面の数)について以下がいえる.

(1) 特異点集合の成分 1 個のものを許容するのは標準球面のみ.
(2) 28 個の型のホモトピー球面のうち 16 個が, 特異点集合の成分が 2 個のもの
を許容する. そして残り 12 個はしない.

(3) 全ての 7 次元ホモトピー球面が特異点集合の成分が 3 個からなるものを許
容する.

特定の性質を満たす写像が, 可微分構造に制限を与えているという事実を, 前の
special generic より広いクラスで新発見したわけである.

2.3. 新たな折り目写像のクラス. 前のように, 折り目写像のクラスを設定して調べる
のは面白いが, より広いクラスの多様体をみるためにもう少し広いクラスを導入し調



Figure 3. 値域多様体 R3 の中の自明な結び目であるような正則値

集合内の円周をとって管状近傍部分の逆像を標準球面 1 個分増やす
(実線で印をつけられた境界のトーラスが新たな特異値の像)

.

べる必要がありそうである. 新たにどんなクラスを調べるといいかという疑問がわ
く? 今回は Theorem 1, 2 や Corollary 1 で扱ったものを広げたクラスとして,

特異点集合へ制限すると埋め込みで正則値の逆像が球面の非交和であるもの

を考える. このクラスについて次が知られる.

Proposition 4 ([20]). 3 次元向きづけ可能連結閉多様体 M が, 平面への前のクラ
スの折り目写像を許容するための必要十分条件は, M がグラフ多様体であることで

ある.

つまり, 3 次元の向きづけ可能閉多様体上の平面への (安定)折り目写像に関する
研究で, グラフ多様体を特徴づける写像のクラスである. 最近, [1], [12]等, これに関
連する研究と Turaev のシャドーとの距離が接近し出している.
この Turaev のシャドーは, 写像 (f) の逆像の連結成分全体のなす定義域多様体

の商空間 (Wf ; Reeb space, Stein factorization)と同じような (あるときは殆ど同じ)

ものである. いずれも 3 次元多様体の骨格部分を担う 2 次元の多面体である.
今回のは (グラフ多様体とその上の折り目写像の理論の)高次元化を考えることに

なる. 特に,「多様体と写像の手術」という, 結び目を含む低次元多様体のトポロジー
でも基本的な操作を, 基本的な折り目写像から繰り返して得られるものを考える.

2.4. 折り目写像への手術. 以下はおおよそ [11] の重要な部分に準ずる話である.
m > n を自然数とし, M を m 次元閉多様体, f : M → Rn を特異点集合 S(f) に

制限すると埋め込みであるような折り目写像とする.
そして S ⊂ Rn − f(S(f)) を k < n 次元向きづけ可能閉連結部分多様体, Ni(S),

N(S), No(S) を互いに異なり Ni(S) ⊂ IntN(S), N(S) ⊂ IntNo(S) をみたす S の
閉管状近傍で, Rn − f(S(f)) に含まれる程度に小さいもの, Q を f−1(No(S)) の成
分で f |Q は No(S) 上の Sm−n-束とする.

さらに, M ′ を M − IntQ を部分多様体として含む m 次元閉多様体とする.
これらの状況で次を満たす折り目写像 f ′;M ′ → Rn があるとする.

(1) f |M−IntQ = f ′|M−IntQ.

(2) f ′ の特異点集合への制限は埋め込みで, その像は f(S(f)) ⊔ ∂N(S).
(3) f ′|(M ′−(M−Q))

∩
f ′−1(Ni(S)) は 2 つの Ni(S) 上の Sm−n-束を与える.

Definition 4. 前の状況において, f から f ′ を構成する手続きを S における
normal S-bubbling operation と呼ぶ.

要は, S の近くで正則値の逆像を標準球面 1 個分増やすのである (特異点集合の像
も成分が 1 個増える). 以下 FIGURE 3 で説明する。

Example 3. (1) m > n を自然数とし, M を m 次元閉多様体, f : M → Rn

を特異点集合 S(f) に制限すると埋め込みである折り目写像とし, S をある
f−1(S) の成分 Q について, f |Q : Q → S が自明な Sm−n-束の構造を与える



ものとする.このとき f から S における normal S-bubbling operation で新
たな m 次元閉多様体 M ′ と写像 f ′ を得ることができる. S は, 例えば正則
値集合 f(M)− f(S(f)) の成分で閉包の境界が ∂f(M) の成分を含むものの
中の開球内のものをとればよい (各点の逆像は標準球面); 例えば, f が標準球
面の自然な射影ならば, S として正則値集合内の向きづけ可能で連結な閉部
分多様体をとりさえすればよい.

(2) Theorem 1 の写像は, 標準球面の射影から得られる同心円形折り目写像から
はじめ有限回の点における normal S-bubbling operation で得られる.

多様体の手術は. 1950–70 年代の高次元多様体の (微分)位相幾何学的な理論でも
低次元多様体の同様の理論でも重要である. 写像への手術も, Eliashberg による [2]
や [3] 等に, 特異点集合への手術 (に近いもの)が, (あくまで折り目写像の存在に関す
る特に存在をホモトピー原理を用いて調べる理論であるが)登場している.
ある程度扱いやすい安定 (折り目)写像のクラスへの具体的な手術を多く導入し活

用し, 講演者と近いところでしかし独立に多様体をある程度良い安定 (折り目)写像
を用いて調べようとしているのが小林真人氏である. C-operation([13]), R-operation

([16])という 3 次元以上の閉多様体から平面への安定 (折り目)写像への surgery に
よる operation を導入している. 写像を局所的に貼りかえて作りかえるという操作で
ある. 特に R-operation は Theorem 1 の証明を作るうえで原点となった. 最近では,
一連の操作を踏まえ bubbling surgeryという手術による操作をプレプリント [14] に

纏めている ([14] も関連する内容である). 新たに特異点集合, 特異値集合として球面
を一つ増やす操作である. この操作で特異値集合の一部として出てくる新たな球面の
内部は特異値を有さず, 逆像が手術されて変化するのみである. さらに球面と内部以
外の部分の逆像上では写像は変化しない.

Remark 1. Theorem 1 や Theorem 2 については, 主張とその証明のストーリーが
得られた後, 2011 年 11 月と 2013 年 1 月に小林真人氏を訪ね聞いて頂いた. これら
の訪問時に同氏の bubbling surgery による講演があり, また 2012 年に関連した氏に
よる前のプレプリントを頂けた. 例えば標準球面の射影に対して bubblin surgery を
一度行って得られる写像の詳しい構造特に正則値の逆像についてや定義域多様体の構

造について調べている. Theorem 1 や Theorem 2 は, ある程度の部分ならば小林氏
のこのプレプリントの議論からも, 何らかの簡単な議論を加えれば証明とともに書け
そうである. 実際訪ねたときに小林氏が筆者の証明を納得なさり, 「証明はプレプリ
ントからの流れでもできそうである, bubbling surgery でもできそうである.」等
とおっしゃっていたと記憶しているが, プレプリントではそこは考察されていないよ
うである.

Remark 2. 　具体的な事実として, 前の Example 3 (2)の写像は, bubbling surgery
を標準球面の射影から繰り返してできる写像でもあるとも説明される. また, normal
S-bubbling operation は, bubbling surgery の特殊なものの一般化とも説明される.

話を戻し, Example 3 (2) と Remark 2 で紹介したような話の一般化として,

Problem 4. 簡単な写像例えば標準球面の自然な射影からはじめ, normal S-bubbling
operation の繰り返しでどんな写像と定義域多様体が得られるか?

が基本的な問題として出てくる. とくに得られた写像 f の逆像の連結成分全体の
なす空間として定まる Reeb space Wf に着目する.

まず次は簡単である.

Theorem 3 ([11]). 自然数m > nを考える. 任意の整数 0 ≤ j ≤ nで, Gj を自由な有

限生成アーベル群とする. G0 を Z とし, Gn が非自明で,
∑n−1

j=1 rank Gj ≤ rankGn



とする. このとき標準球面の自然な射影 f0 : Sm → Rn から normal S-bubbling
operation を繰り返して連結な閉多様体 M と折り目写像 f : M → Rn で商空間 Wf

が Hj(Wf ;Z) ∼= Gj を満たすようなものが構成できる.

Proposition 5. m > n を自然数とし, M を m 次元閉連結多様体, f : M → Rn を

特異点集合 S(f) に制限すると埋め込みである折り目写像とし, S を Rn−f(M) 内の
連結な向きづけ可能閉部分多様体で, ある f−1(S) の成分 Q について, f |Q : Q → S

が Sm−n-束の構造を与えるようなものとする. そして f から, S における normal
S-bubbling operation で, m 次元閉連結多様体 M ′ と写像 f ′ : M ′ → Rn を得ること

ができるとする. このときホモロジー群の関係式

Hj(Wf ′ ;Z) ∼= Hj(Wf ;Z)⊕Hj−(n−dimS)(Wf ;Z)
が成立する.

この命題は, 提示されれば自然に感じる方も多いと思う. 実際 Mayer-Vietoris 系
列などを利用すれば容易に証明できる.
そして, Theorem 3 が, 標準球面を適当な個数用意し互いに交わらないように埋め

込んで各球面における normal S-bubbling operation を行っていくことで得たい写像
を得ることで示されることがわかる.
また, Example 3 (2) で触れている話が Theorem 3 の特別な場合のものであるこ

とにも注意しておく: 1 点における normal S-bubbling operation を最初から繰り返
してでてくる写像の Reeb space は, ホモトピー的には n 次元球面のブーケと見なせ
るのである.
さて, 自由な有限生成アーベル群の列 {Gk}nk=0 をほんの少しの制限を守り適当に

選べば, Hk(Wf ;Z) ∼= Gk となるように Wf を得ることができるというのが主張であ

るが, Wf のホモロジー型はまだありえるのではと考えるのは自然である. 例えばホモ
ロジー群が捩じれを有するものも, 存在はするのではないかと考えるのは自然である
が, 具体的にできるのであろうか? 最初に Problem 2で強調した構成の難しさもあり,
いざ作れとなると簡単ではない. 以下は一つ, この疑問に対し, normal S-bubbling
operation による構成を通じて答える.

Theorem 4 ([11]). 自然数 m > n > 7 とし, {gj , Gj}n−7
j=0 を非負整数, 有限アーベ

ル群の組の列とする. 前の f0 : Sm → Rn から normal S-bubbling operation を繰り
返し, 連結な閉多様体 M と折り目写像 f : M → Rn で, 商空間 Wf が連結で次を満

たす写像が得られる;

Hi(Wf ;Z) ∼=



Zg0+1(i = 1)

Zgi−1+1 ⊕Gi−2(i = 2, 3)

⊕n−7
j=0Gj(i = n− 2)

{0}(i = n− 1)

Z(
∑n−7

j=0 gj)+n−6(i = n)

Zgi−1+2 ⊕Gi−2(4 ≤ i ≤ n− 6)

Z⊕Gn−7(4 ≤ i = n− 5)

Z(4 ≤ i = n− 4)

Zn−5(i = n− 3)
.

これについては, 詳しくは省略するが, 少し各 normal S-bubbling operation の段
階で部分多様体 S をうまく選ばねばならない.



まとめると, Theorem 3, 4 のように Problem 4 に部分的に答えること, 同時に
Problem 2 の求めるような具体的な例を多く得るまでに重要なのは,

(1) normal S-bubbling operation の概念へ到達すること.
(2) 一般的な normal S-bubbling operation によるホモロジー群の変化に気づく
こと.

(3) normal S-bubbling operation で部分多様体 S (の族)をうまくとること.

である. この流れにさえ至ってしまえば, Theorem 3, 4 とも証明や結果, 考えは基
本的である.
なお最後に一つ, [21] はじめ [8] や [9] 等に指摘のある重要なことを補足する.

Proposition 6. m > nを自然数とする. M をm次元閉多様体, f : M → Rn を特異

点集合に制限するとうめこみになるような折り目写像 f : M → Rn で, 正則値が標準
球面の非交和で, 特異点の指数が 0か 1であるものとする. 加えて m−n = 1のとき,
M は向きづけ可能とする. この時, Hk(M ;Z) ∼= Hk(Wf ;Z) かつ πk(M) ∼= πk(Wf )
が 0 ≤ k ≤ m− n− 1 で成り立つ.

つまり Reeb space のホモロジー型が多様で, それを受け継ぐ形で, (定義域と値
域にそれなりの次元の差がある場合)定義域多様体のホモロジー型も多様になるので
ある.

3. 今後の展望

最後に今回の結果に関連し, 申し訳なくかなり独断が入ってしまっているが, 問題
を含め展望を書かせて頂く.

Theorem 1 のような写像は多様体の情報とともにやや限られる. そして, 同心円形
に限らない場合,写像も定義域多様体のタイプも豊富であることが, normal S-bubbling
operations の導入と実行で, Theorem 3 や 4 等が示すように分かったことになる.
この先の進んだ課題を著者なりに挙げる.

3.1. 写像と定義域多様体の幾何学的な性質に関する一般的な問題. 最初に, 大雑把で
あるが,

Problem 5. 写像や Reeb space, 定義域多様体の幾何学的な性質をもう少し探る. 例
えばホモロジーより精緻な情報例えば特性類やホモトピー型や位相型や微分同相型

等を取り扱う.

が挙げられる. Theorem 1, 2 や Corollary 1 では定義域多様体の位相型や微分同
相型を取り扱えている. もう少し細かく, さらにより進んだ所まで問題を紹介しよう
とすると, 例えば次のような問題となる.

Problem 6. 写像やそこから定まる定義域多様体の商空間である Reeb space から
うまく多様体の不変量を捕まえられるか? 前の Proposition 6 にあるようなホモロ
ジー群やホモトピー群もたしかに次元の差があれば定義域多様体の不変量となる. 本
質的にこれらと異なる不変量は捕まえられるか? あるいは写像や Reeb space に着
目して初めて得られたといえる定義域多様体の不変量に至れるか?

[22] では, 多様体のコホモロジー環から定義される重要な不変量である 4 次元向
きづけ可能閉多様体の符号数を, 3 次元多様体への安定写像の特異値集合のある種の
自己交叉を数え上げて取り出せることを示している. この際定義域多様体値域多様体
の次元の差が小さすぎて Proposition 6 は適用できない, つまり Reeb space からホ
モロジー群やホモトピー群を取り出すのは容易でないことも補足する. コホモロジー
環を捉えきらずとも符号数というコボルディズム不変量をとらえているのだ.



[1] や [12] では, Reeb space や (branched) shadow という多面体の頂点 (殆ど平
面への安定な折り目写像の特異値集合のある種の自己交叉)を数え, それが双曲多様
体等の不変量と関係していることをみている. なお関連先行研究として [6] もある.
さて, 4 次元多様体から平面や閉曲面への安定写像やそれに近いもの, (broken)

Lefschetz fibration を考えて調べるというのが 4 次元多様体の (微分)トポロジーで
主流である. この流れでは, 写像のホモトピーによる局所的な変形を考えることが大
変重要とされ関連する結果も多く出ている. また, 次元一般の話題で, [16] における
R-operation のような大域的な surgery operation は重要な定義域多様体を変えない
変形であるといえるが, 見つけるのは難しい. 纏めると

Problem 7. 定義域多様体の型を変えない写像の変形を探す, ある程度整理する.

も難しいと同時に重要な問題となる.

3.2. より進んで, 適当なクラスの多様体を写像を元に, 調べる. ここまでの問題は, あ
まり考えるクラスの写像の定義域多様体のクラスがどんなクラスなのかを意識せず,
写像と定義域多様体の幾何学的な一般論に傾いた問題である (関連先行研究として具
体的に低次元多様体上の折り目写像やそれに近い写像の研究は紹介した). ここでは
定義域多様体のクラスをより意識した問題を述べる.

2.3 以降で考えた折り目写像のクラスは, special generic 写像や同心円形折り目写
像 (で正則値の逆像が球面の非交和であるもの)より多くの多様体とくにある程度の
高次元の多様体を詳しく調べるのに有効ではないかと期待できる.
高次元多様体は自由度の高さゆえにある意味での (ホモトピーと後少しの情報くら

いでの)分類は容易である一方, より精密な区別や分類を行うのは, 球面やその直積
に近いようなものでないと次元の高さからくる複雑さ故難しい. 現在例えば, (閉)可
微分多様体としての (非特異な)トーリック多様体やその周辺の多様体の分類問題は,
トーリックトポロジーの重要問題として変換群論や組み合わせ論的な手法で研究が行

え研究されいくつかの状況では, 成果が得られている. なお, 今回考えているような
クラスの写像の定義域多様体として出てくる多様体の族を (定義域多様体と値域多様
体の次元を固定して考え), トーリックトポロジーにおける多様体の族と比べたとき,
対称性がそこまで強くなかったり, 組み合わせ的な表現ができてもやや複雑になる等
するということが, 現時点で予想される.
写像と定義域多様体の関係に関する問題として, 以下が出てくる.

Problem 8. このような写像や適当な定義域多様体のクラスを考える中で, Corollary
1 のように, 「写像のタイプと多様体の構造の違いの関係を」多様体について知られ
た事実 (7 次元球面や 4 次元多様体の微分位相幾何学に関する事実)を当てはめて見
つけよう.

さらに難しいと同時に本来目指すべき問題として以下がある.

Problem 9. Corollary 1 のように,「写像のタイプと多様体の構造の違いの関係を」
多様体について知られた事実 (7 次元球面や 4 次元多様体の微分位相幾何学に関する
事実)を当てはめて見つけるだけでも十分面白い. では, 多様体を純粋に写像の理論
を用いて区別, 分類したことを示すような結果を多く得ることはできるか.

最後に, 7 次元のホモトピー球面 28 種類は, 高次元閉可微分多様体の有名な族の
一つである. 今回 Corollary 1 のような結果を紹介したが, 関連して進んだ問題を挙
げておく.

Problem 10. 7 次元ホモトピー球面 28 個全てを, 適当なクラスの写像例えばここ
で考えたようなクラスの写像を用いてうまく完全に区別できるか. もう少し広い単連
結 7 次元閉多様体の分類に関してはいくつか知られた結果があるが, これらを写像を



通してみるとどうなるか? 細かい問題として, Problem 6 にあるように写像を使って
7 次元多様体の不変量は作れるか, そしてそれによって 7 次元多様体の新たな分類に
関する定理がみつかるか?

「ある程度の 7 次元の単連結閉多様体」とある程度定義域多様体のクラスを制限
しそれを扱おうとするこの問題は, 難しいと同時に, 写像と定義域多様体の関係を探
り多様体の世界を深く知る上で, 具体的で興味深い問題と考えられる.
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