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本稿では〬「結び目の数理」の同名の講演に沿って関連した説明を行う〮「結び
目の数学 ざぉぉぉ」〬 「結び目の数学 じ」の内容の多くと講演後に分かった内容の報
告で〬 本来省略したり〬 上手く表現を変えるべきなのだろうが〬 講演者の至らなさ
から以前分の報告 せ〱〳そ や せ〱〴そ と前半のセクション 〵 の途中くらいまでは書き方
や内容が殆ど同じである部分も多い〮 また〬 著者の至らなさから〬 大変申し訳ない
こと誤りや良くない表現等もあるかもしれず〬 もしそういったものに気付かれた
場合〬 ご遠慮なく教えて下されば幸いである〮
さて〬 講演では〬 きはひびづ 関数やその高次元版ともいえる良い可微分写像やそこ

から逆像の連結成分からなる定義域の商空間として自然に定義される空間で〬 定
義域多様体の基本的な不変量例えばホモロジー群などをしばしば受け継いでくれ
る げづづぢ 空間のトポロジー〬 定義域多様体のトポロジーや可微分構造について背

景から自らの研究まで紹介させて頂いた〮
講演と同様多くの〨可微分〩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
て可微分〨C∞ 級〩とする〮 以下用語をいくつか説明する〮　

〨可微分〩写像の特異点とは〬 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る〮

〱〮 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.

きはひびづ 関数は〬 〨可微分〩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
る〮

きはひびづ 関数の理論は〬 〲〰 世紀前半にはもう登場しており〬 例えば 〱〹〵〰ほ〷〰 年代
の高次元を中心とした多様体の 〨微分〩位相幾何学で活躍した〮 例えば〬 きどぬのはひ に
よる 〷 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 〴 次元の標
準的でない球面以外のホモトピー球面が〬 きはひびづ 関数で特異点を丁度 〲 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〨げづづぢ の定理〩が使われ
た〮 他 と〭同境定理等も生まれた〮
そして〬 きはひびづ 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て〬 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と考えるのは自然なことである 〿 そしてこ
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Figure 1. 折り目写像の特異点集合の一部と像〬 特異値集合の一
部分と像〨平面への場合で右上が安定な場合右下が不安定な場
合〩〮

れは実際正しいことが明らかにされてきている〮 〱〹〵〰 年代の しとどぴのづべ や ごとはね
の 〲 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で〬 がづぶどのづ〬
ぅぬどちびとぢづひで〬 きちぴとづひ らの研究を経て 〱〹〹〰 年代に佐伯修氏や佐久間一浩氏に受け
継がれた〮

ここでは〬 ジェネリックな写像〨安定写像〩といわれる可微分写像が〬 きはひびづ 関数の

ような役割を担う〮 最も重要なのが〬 きはひびづ 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 せ〴そ 等が詳しい〮

〲〮 折り目写像の定義と基本的な性質.

いづ「のどぴどはの 〱〮 任意の特異点 p について〬 整数 〰 ≤ i〨p〩 ≤ m−n+1
2 があり

〨x1, · · ·xm〩 7→ 〨x1, · · · , xn−1,
∑m−i(p)

k=n xk
2 −

∑m
k=m−i(p)+1 xk

2〩 の型で表される

ような可微分写像を折り目写像という〮

ぐひはばはびどぴどはの 〱〮 〨〱〩 いづ「のどぴどはの 〱 で i〨p〩 は一意である〨p の 指数と呼ばれる〩〮

〨〲〩 〨決まった指数の〩特異点全体の集合は〬 n− 〱 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る〮

いづ「のどぴどはの 〲〮 全ての特異点の指数が 〰であるような折り目写像を〬 びばづっどちぬ でづのづひどっ

写像という〮

安定写像とは〬 簡単にいうと〬 少し摂動しても特異点集合や特異値集合の型が

かわらない可微分写像である〮 そして〬 安定な折り目写像とは〬 特異点集合への制
限が横断的なはめ込みであるような折り目写像ということになる〮　うぉぇさげぅ 〱
も参考のこと〮 より一般に〬 安定写像の特異点論的〬 幾何学的理論の基本的な部分
は〬 せ〴そ 等を参考にするのが良いが〬 一応一つ重要なこと〬 安定写像はある程度の
定義域の次元と値域の次元の組では〬 少なくとも例えば値域の次元が 〵 以下であ
る場合には〬 稠密に存在することに触れておく〮

ぅへちねばぬづ 〱〮 値域が R 〨〱 次元の可微分多様体〩の場合〬 安定な折り目写像は必ず
しかもたくさん存在する〨きはひびづ関数で各特異点で値が異なるものに他ならない〩〮

〨安定な〩折り目写像の存在については〬 いくらか分かっていると同時に今も分
かっていない部分が多い〮 例えば〬 値域が平面〨R2〩の場合〬 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 しとどぴのづべ や
ごとはね〬 そして がづぶどのづ らにより 〱〹〶〰 年代には分かっていた〮 そして値域がより高
次元の場合〬 〱〹〷〰 年代の ぅぬどちびとづぢづひで 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方〬 具体的な構成は〬 定義域値域の次元対が低次元の場合には〬 安定な折り目

写像やそれに近いもの例えば がづてびっとづぴぺ 束等いくらか構成されているが〬 それで
も基本的で重要な難しい問題であり続けており〬 また一般次元の場合はさらに難
しい〮 しかし〬 多様体を写像を通してみたり〬 調べることにおいて〬 当然重要なこ
とである〮 講演者は〬 主に一般次元対でいくらか構成に成功しており〬 現在も継続
中である〮 今回の講演で多くの自身の結果を紹介し〬 ここでも紹介するが〬 多くは
この構成に関わるものであり〬 これこそが講演とこの報告の主題を支えている〮
そして〬 講演に関連し〬 もう一つ重要なことを補足する〮 本稿の内容のような研

究は〬 高次元というものを強く意識している部分があると少なくとも著者は考え
ているし〬 講演を聴講されたり本稿をみた方も感じられると思う〮 よく高次元は
終わっているとされている中〬 違和感を感じられる方も多いかもしれない〮 しか
し〬 高次元が終わっているというのは〬 大変申し訳ないこと浅学故の誤解等もあ
ろうが〬 おそらく〬 代数トポロジー〬 ホモトピー的な部分〬 いってみれば〬 高次元ポ
アンカレ予想解決のように〬 例えば閉多様体で基本群が単連結だとホモロジー群〬
コホモロジー環〬 特性類他いくつかの代数〨トポロジー〩的な量だけでも大体多様
体がきまることが〬 高次元の自由度の高さからいえている部分等である〮 一方〬 高
次元多様体やその上の安定折り目写像を具体的に構成的に得る等というのは別問
題で〬 難しく〬 これもきはひびづ 関数や折り目写像の幾何学的な理論と多様体の代数
トポロジーや微分位相幾何学の応用においてまた基本的で重要な問題と考えられ
る〮 講演は〬 この状況に対して得た現時点での研究結果のいくつかの紹介で〬 本稿
もそうである〮

〳〮 Reeb 空間

次に げづづぢ 空間について説明する〮 せ〱〴そ では講演では定義に触れたものの定義

を書いていないという書き漏れが発覚し〬 おそらく仮に参考にされていた場合説
明不足を感じさせてしまうものであったと思う〮 この場を借りてお詫び申し上げ
たい〮

いづ「のどぴどはの 〳〮 連続写像 c 〺 X → Yについて〬 X の 〲 点が Y のある逆像の連結成
分に入るときかつその時に限り〬 同値であると定義することができるが〬 この同
値関係で定義される X の商空間 Wc を〬 c の げづづぢ 空間と呼ぶ〮

げづづぢ 空間は〬 ある程度うまい状況で〬 定義域多様体の基本的で重要な不変量例
えばホモロジー群の情報を受け継ぐ〮 以下具体例を挙げる〮

ぅへちねばぬづ 〲〮 〨〱〩 うぉぇさげぅ 〲 で〬 k 次元標準球面の高さ関数〬 より一般に k 次
元ホモトピー球面〨〴 次元のエキゾチックホモトピー球面という未発見の
ものを除く〩と S1 × Sk の高さ関数を げづづぢ 空間とともに挙げる〨整数は
指数を表す〺 括弧の中の指数は きはひびづ 関数で値域の向きも考慮した指数
である〩〮 k ≥ 〲 が成り立てば k − 〱 次までの定義域多様体と げづづぢ 空間の
ホモロジー群は一致する〮

〨〲〩 うぉぇさげぅ 〳 は〬 標準〨単位〩球面の標準的な射影〬 S2 × Sk 〨k ≥ 〱〩 上の平面
への安定な折り目写像〨像が表示されており太い二つの円周が特異値集合
〺 特異点集合が埋め込まれている〩〬 そして考えている写像の げづづぢ 空間
である〮　例えば〬 後者で k ≥ 〳 であれば k − 〱 次までの定義域多様体と
げづづぢ 空間のホモロジー群は一致する〮



Figure 2. 簡単な きはひびづ 関数と げづづぢ 空間〮

⇒

Figure 3. 簡単な折り目写像と げづづぢ 空間〮

ぐひはばはびどぴどはの 〲〮 安定な折り目写像の げづづぢ 空間は〬 値域の多様体と次元の等しい
多面体である〮

より一般に安定写像やより広いクラスでいえる〨せ〲〸そ〩〮

〴〮 special generic 写像と同心円形折り目写像とそれらの構成

まず びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像について具体例や基本的性質を説明する〮

ぅへちねばぬづ 〳〮 〨〱〩 うぉぇさげぅ 〳 の左の図のように〬 特異点集合に制限すると埋
め込みで特異値集合が標準球面であり像が球体であるもの〮 〲 次元以上
の〨〴 次元でない〩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 びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像をもつ〨せ〲〲そ〩〮



Figure 4. 平面への びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像の像で〬 定義域多様体は
S1 上の〬 標準球体を境界の微分同相写像で貼り合わせて得られ
るホモトピー球面をファイバーとする束の全空間 〳 個の連結和
として表されるもの〮
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Figure 5. びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像の像〮

〨〲〩 二個の球面の直積〨せ〲〲そ 他 〺 直積ではなく一般に捩じれた束の全空間のケ
ースもある〩の連結和として表現される多様体上の、像が標準球面と標準
球体の直積の境界連結和として表現され特異値集合が境界に一致するも
の〨うぉぇさげぅ 〴〩〮

うちっぴ 〱 〨こちづにど 〨〱〹〹〳〩〩〮 m > nを自然数とし〬M を閉多様体とする〮 びばづっどちぬ でづのづひどっ
写像 f 〺M → Rn があることは〬 n 次元のコンパクトな多様体 P で ∂P 6〽 ∅ が成
り立ち Rn にはめ込めるものがあり〬 M が次の多様体を境界上に自然に出てくる
Sm−n をファイバーとする同じ底空間 ∂P 上の束の同値写像で貼り合わせてでき
ることと同値〮

• P 上の Sm−n をファイバーとする束の全空間〮
• 線形な Dm−n+1 をファイバーとする ∂P 上の束の全空間〮

多様体 P が びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像 f の げづづぢ 空間 Wf となるわけである〮

うぉぇさげぅ 〵 も参照のこと〮
以下二つの うちっぴ は〬 びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像が定義域多様体の可微分構造を制限す

るという〬 びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像の面白さが見え隠れする事実である〮

うちっぴ 〲 〨せ〲〲そ づぴっ〮〩〮 m〬 n を自然数で 〱 ≤ m− n ≤ 〳 を満たすものとする〮 このと
き〬 Rn への びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像を許容する m 次元ホモトピー球面は必ず標準球
面である〮

うちっぴ 〳 〨せ〳〰そ〩〮 向きの入った 〷 次元ホモトピー球面の微分同相型 〲〸 個のうち 〱〴
個の型のものは R3 への びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像を許容しない〮

せ〲〴そ や せ〲〵そ 等でもう少し複雑な多様体で同様の事実が突き止められている〮
さて〬 講演者が せ〸そ 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

入する〨実はもう少し形式的に書かれた定義が原論文にはある〩〮

いづ「のどぴどはの 〴 〨せ〶そ〬 せ〸そ づぴっ〮〩〮 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

いう〮
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Figure 6. 同心円形折り目写像とモノドロミー〮

同心円形折り目写像は〬 最も簡単な びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像の一般化であるといえ
る〮 前の びばづっどちぬ でづのづひどっ 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た〮

ぅへちねばぬづ 〴〮 ぅへちねばぬづ 〳 〨〲〩 の写像は〬 値域の次元が 〲 以上のとき同心円形折り
目写像とみなせる〮

いづ「のどぴどはの 〵〮 同心円形折り目写像 f が与えられているとする〮

〨〱〩 正則値集合の連結成分で開球に微分同相なものの中の〬 同じ次元の閉
球体の内部の〬 値域の空間における補集合 P を考える〮 f−1〨P 〩 上の f
と ∂P への自然な射影の合成でできる写像が自明束を与えるとき〮 f
は自明なモノドロミーを有するという〮

〨〲〩 特異値集合の各成分の小さな閉管状近傍を考え〬 その逆像上の〬 f とその
成分への自然な射影の合成でできる写像を考える〮 これがいかなる成分
でも自明束となるとき〬 f は成分ごとに自明なモノドロミーを有するとい

う〮

前者は〬 中の部分以外は きはひびづ 関数と球面の直積になっているもの〬 後者は各
特異値集合の成分の周りでは直積になっているものである〮 講演でも用いたのと
同様の図 うぉぇさげぅ 〶 も参照のこと〮 例えば〬 現在まとめ直そうとしている状況で
あるが〬 前者は成り立たないが後者が成り立つものも〬 せ〱〳そ 等で系統的に構成し
ていることに触れておく〮
以下既に せ〱〳そ〬 せ〱〴そ 等でも紹介している関連結果を紹介する〮

ごとづはひづね 〱 〨せ〶そ〬 せ〷そ〬 せ〹そ〩〮 m〬 n を m > n をみたす 〲 以上の自然数とする〮 n 次
元の標準球面上の〬 m − n > 〰 次元のホモトピー球面で標準球体を境界の微分同
相写像で貼り合わせてできるもの 〆 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 への以下をみたす〬 自明なモノドロミーを有する同
心円形折り目写像を許容する多様体として特徴づけられる〮

〨〱〩 特異点集合の連結成分数は 〲〮
〨〲〩 正則値集合の各連結成分について各点の逆像はそれぞれ〬 空集合〬 標準球
面〬 〆 〲 個の非交和〮

うぉぇさげぅ 〳 の後の例を含むクラスの写像で基本的な多様体を特徴づけたわけ
である〮

ごとづはひづね 〲 〨せ〶そ〬 せ〷そ〬 せ〹そ〩〮 m〬 n を m > n をみたす 〲 以上の自然数とする〮 n 次
元の標準球面上の〬 m − n > 〰 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 > 〰 個の連結和としてあらわされる多様体は〬 成分ごとに自明なモノドロ
ミーを有する Rn への以下をみたす同心円形折り目写像を許容する〮



〨〱〩 特異点全体の集合の成分数は l 〫 〱〮
〨〲〩 正則値の逆像が標準球面の非交和〮
〨〳〩 正則値の逆像の成分の個数の最大は l 〫 〱〮

これも うぉぇさげぅ 〳 の後の例を含むクラスの写像を扱っている〮 げづづぢ 空間は l
個の Sn のブーケと単純ホモトピー同値である〮
なお〬 ごとづはひづね 〲 について〬 m ≥ 〲n である場合には逆も成立することを示し

ている〬 話を戻して〬 ごとづはひづね 〲 と〬 せ〲〰そ や せ〳そ 等から以下がわかる〮

ぃはひはぬぬちひべ 〱 〨せ〷そ〩〮 〷 次元のすべての有向ホモトピー球面〨〲〸 種類ある〩は〬 R4 へ
前の ごとづはひづね 〲 のような写像で特異点集合が 〳 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〨球面の数〩について以下がいえる〮

〨〱〩 特異点集合の成分 〱 個のものを許容するのは標準球面のみ〮
〨〲〩 標準球面を含む 〱〶 個の型のものが〬 特異点集合の成分が 〲 個のものを許
容する〮 そして残り 〱〲 個はしない〮

〨〳〩 全ての 〷 次元ホモトピー球面が特異点集合の成分が 〳 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 びばづっどちぬ でづのづひどっ より広いクラスで新発見したわけである〮

〵〮 さらなる折り目写像の構成

折り目写増と定義域多様体の構成という話であるが〬 前節で びばづっどちぬ でづのづひどっ 写
像や〬 同心円形折り目写像の構成例が紹介され〮 定義域多様体の情報もいくらか
分かっている〮
これ以外の写像や定義域多様体の例を次元を制限しないで構成できるかとい

うことになる〮 これに対し〬 講演者は写像への手術の導入でこれまでいくつかの
構成を行ってきた〮 それについて紹介していく〮
手術とは〬 多様体や写像について一部分を切って新たなものを貼り直すとい

う形で変化させる基本的な操作である〮 まず多様体や写像の手術について関連す
る〨とされる〩先行研究を〬 申し訳ないこと浅学ゆえの誤解もあるかもしれないが
述べる〮
多様体の手術は〬 〱〹〵〰ほ〷〰 年代の高次元多様体の〨微分〩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る〮 また〬 きはひびづ 関数の特異点と、ハ
ンドルという標準球体と微分同相な多様体の適当な貼りあわせが対応しており〬
そこに手術が現れる等というのは重要な話である〮

写像への手術は〬 ぅぬどちびとぢづひで による せ〱そ や せ〲そ 等に〬 特異点集合への手術〨に近い
もの〩が〬 〨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〩登場している〮 が今回の内容は〬 この ぅぬどちびとぢづひで の理論と
は少し異なる内容である〮
ある程度扱いやすい安定〨折り目〩写像のクラスへの具体的な手術と呼べる操

作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
良い安定〨折り目〩写像を用いてみよう〬 調べようとしているのが秋田大学の小
林真人氏である〮 ぃ〭はばづひちぴどはの〨せ〱〶そ〩〬 げ〭はばづひちぴどはの 〨せ〱〹そ〩という 〳 次元以上の閉多様

体から平面への安定〨折り目〩写像への手術といえる操作を導入している〮 写像を
局所的に貼りかえて定義域多様体ともども作りかえるという操作である〮 特に
げ〭はばづひちぴどはの は ごとづはひづね 〲 の証明を作るうえで参考となった〨せ〱〳そ では説明した〩〮
最近では〬 一連の操作を踏まえ ぢふぢぢぬどので びふひでづひべという手術による操作をプレプ



Figure 7. ぢふぢぢぬどので びふひでづひどづび 〨n 〽 〱, 〲 の場合〩〮

リント せ〱〸そ に纏めている〨せ〱〷そ も関連する内容である〩〮 新たに特異点集合〬 特異値
集合として球面を一つ増やし新たに安定写像を得る操作である〨うぉぇさげぅ 〷〩〮 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
は写像は変化しない〮

ぅへちねばぬづ 〵〮 　前の ごとづはひづね 〱 や ごとづはひづね 〲 の写像〬 同心円形折り目写像は〬
ぢふぢぢぬどので びふひでづひべ を標準球面の射影から繰り返してできる写像であるとも説明さ
れる〮 値域の次元が 〱 の場合の同心円形折り目写像は〬 まだ定義した論文などは
ないがこの流れで定義できる〮

以下はおおよそ せ〱〳そ に加え せ〱〴そ でも紹介した〬 せ〱〲そ や せ〱〵そ における重要な部
分に関する話である〮 せ〱〳そ や せ〱〴そ といくらか違いもある〮
今後特に指示のない限り〬 m > n を自然数とし〬 M を m 次元閉連結多様体〬

f 〺M → Rn を安定な折り目写像とする〮
そして S ⊂ Rn − f〨S〨f〩〩 を k < n 次元向きづけ可能閉連結部分多様体ま

たはそのブーケとしてあらわされるもの〬 Ni〨S〩〬 N〨S〩〬 No〨S〩 を互いに異なり
Ni〨S〩 ⊂ ぉのぴN〨S〩〬 N〨S〩 ⊂ ぉのぴNo〨S〩 をみたす S の正則近傍で〬 Rn − f〨S〨f〩〩 に
含まれる程度に小さいもの〬 Q を f−1〨No〨S〩〩 の成分とする〮
さらに〬 M ′ を M − ぉのぴQ 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安定な折り目写像 f ′〻M ′ → Rn があるとする〮

〨〱〩 f |M−IntQ 〽 f ′|M ′−IntQ〮
〨〲〩 f ′の特異値集合は f〨S〨f〩〩t∂N〨S〩に一致し〬 f ′の特異点集合と f ′

−1
〨∂N〨S〩〩

の共通部分への制限は埋め込み〮
〨〳〩 f ′|(M ′−(M−Q))

⋂
f ′−1(Ni(S)) は Ni〨S〩 上の束を与える〮

いづ「のどぴどはの 〶〮 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 ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの と呼ぶ〮 S を 生成多面体と呼ぶ〮 S が多様体のときは

のはひねちぬ ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの と呼び〬 S を 生成多様体と呼ぶ〮 特に最後の束が 〲 つ

の連結成分からなるときそれを き〭ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの と呼ぶ〮

要は〬 正則値集合内にある生成多面体 S そしてその正則近傍について〬 手術を
施す形で逆像の成分を変化させるのである〮 き〭ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの は連結和分解
を施す形となる〮 特異値集合も閉管状近傍の境界という成分が増える 〺 うぉぇさげぅ
〸 も参照のこと〮

ぅへちねばぬづ 〶〮 〨〱〩 折り目写像 f 〺M → Rn について〬 S をある f−1〨S〩 の成分
Q について〬 f |Q 〺 Q → S が自明な束の構造を与えるものとする〮 このと

き f から S を生成多面体とする 〨き〭〩ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの 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〨M〩 − f〨S〨f〩〩 の成分で閉包の境界が ∂f〨M〩 の成分を含むものの中の
開球内のものをとればよい〻 例えば〬 f が標準球面の自然な射影ならば〬 S



Figure 8. ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの による写像の特異値集合の像の変
化〨左〩と き〭ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの による げづづぢ 空間の変化〨右〩〮 左
は上から次元対 〨n, k〩 〽 〨〱, 〰〩, 〨〲, 〰〩.〨〳, 〱〩 の場合の話で右が上か
ら次元対 〨n, k〩 〽 〨〱, 〰〩, 〨〲, 〰〩.〨〲, 〱〩 の場合の話〮

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
ればよい〮
さらに〬 標準球面をファイバーとする束を考え〬 き〭ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの

を考える場合〬 逆像はホモトピー球面 〲 つに連結和分解される〮 ひとつこ
の操作を施せる場合〬 逆像は〬 適当な例えば前の束が自明であるような状
況であれば〬 任意の連結和分解で得られる多様体の組とできる〮 これはも
とのファイバーが一般の閉多様体でもいえることである〮

〨〲〩 ごとづはひづね 〱 や ごとづはひづね 〲 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 のはひねちぬ き〭ぢふぢぢぬどので
はばづひちぴどはの で得られる〮

上の ぅへちねばぬづ 〶 〨〲〩 で紹介したような話の一般化として〬 せ〱〳そ や せ〱〴そ と同様に〬

簡単な写像例えば標準球面の自然な射影からはじめ〬 適当な条件を満たす〬
き〭ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの の繰り返しでどんな写像と定義域多様体が得られるか〿

という基本的な問題を〬 大体同じも少し変えた問題として

〱 回または有限回の〬 適当な条件を満たす〬 き〭ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの の繰り返しでど
のように写像と定義域多様体が変化するか〿

という問題を考えたい〮

〶〮 有限回の M-bubbling operation による折り目写像と Reeb 空間の変化

今後 R を単項イデアル整域〬 位相空間 X について χ〨X〩 を X のオイラー数
とする〮

ごとづはひづね 〳 〨せ〱〳そ〩〮 自然数 m > nを考える〮任意の整数 〰 ≤ j ≤ nで〬 Gj を R上

の自由な有限生成加群とする〮 G0 を自明とし〬 Gn が非自明で〬
∑n−1

j=1 ひちのに Gj ≤
ひちのに Gn とする〮 このとき のはひねちぬ き〭ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの を連結な閉多様体 M
上の折り目写像 f 〺 M → Rn から繰り返して折り目写像 f ′ を商空間 Wf ′ が

Hj〨Wf ′ 〻R〩 ∼〽 Gj ⊕ Hj〨Wf 〻R〩 を満たすように構成できる〮 また〬 各操作におい



て〬 生成多様体はいずれの正則値集合の連結成分から選んでもよく〬 対応する正
則値の逆像の連結成分はどのように連結和分解されてもよい 〮

実際〬 これは〬 適当な次元の標準球面を適当な個数とって閉部分多様体として
埋め込み各球面を生成多様体とする のはひねちぬ き〭ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの を行うことで
得られる〮そして〬 〢のはひねちぬ〢と条件

∑n−1
j=1 ひちのに Gj ≤ ひちのに Gn を除くと〬 のはひねちぬ

とは限らないもので同様の定理が証明できる〮
さて〬 自由な有限生成加群の列 {Gk}nk=0 をほんの少しの制限を守り適当に選

べば〬 Hj〨Wf ′ 〻R〩 ∼〽 Gj ⊕Hj〨Wf 〻R〩 となるように Wf ′ を得ることができるとい

うのが主張であるが〬 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
る〮 例えば〨R が整数環 Z の場合に〩捩じれが出てくるような族も〬 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〿 せ〱〴そ は〬 昨
年の集会の報告だが〬 講演とともに具体的に答えを挙げた〨せ〱〲そ も参照のこと〩〮
ここで補足すると〬 げづづぢ 空間の大域的な位相的情報に関する系統的研究は〬 写

像の構成の難しさ等と関係して意外に難しい問題だったといえる〮 著者の考える
数少ない関連する結果として〬 例えば〬 せ〱〹そ において〬 〲 次元の多面体で〬 詳しい
用語の定義は省略するが 単純で ぴひどつづのぴ とよばれる部分を有さないもの〬 もう少

し詳しく書くと〬 局所的には〬 〲 次元の平面への 〳 次元以上の多様体上の安定な
折り目写像で〬 特異点集合に制限すると埋め込みになっているようなもの〨せ〲〳そ に
よると定義域が 〳 次元向きづけ可能閉多様体である場合グラフ多様体であるこ
とがこういった写像を許容する必要十分条件〩の げづづぢ 空間の局所的な形として
現れるものと同じになっているもので〬 Z/〲Z 係数ホモロジー群が 〲 次元円板と
同じであるものが〬 〲 次元の平面への安定な折り目写像の げづづぢ 空間として実現
できるということが〬 平面への安定な写像に関する微分位相幾何学的な議論を自
然に拡張する中で必要なこととして示されている〮 この辺りは〬 せ〲〹そ 他 せ〵そ さらに
は せ〲〱そ 等 〳〬 〴 次元多様体のシャドーに関わる研究とも強く関わる話であること
も補足しておく〬
そして〬 一連の研究で〬 上手く問題を設定し設定した状況でいくらか具体的に〬

まず げづづぢ 空間のホモロジー群という最も基本的な不変量に関し明らかにできた
ことになる〮
さて〬 さらに補足すると〬 より一般的な話〬 具体的な性質を満たす多面体の大

域的なトポロジーや〬 構成的な多面体の幾何学に関する研究は〬 代数にかなり寄
っている部分は基本的な部分の整備から難解な部分まである程度なされたのに比
し〬 未開の部分も多い〬 せ〲〱そ において〬 〲 次元の先程のような ぴひどつづのぴ のない単純な
多面体で〬 可縮なものが円板に縮約するという結果が最近示された〨そして 〴 次
元の可縮な多様体のシャドーによる特徴づけに応用された〩くらいである〮
一方〬 上手く問題を設定すれば〬 学部で習うような代数的トポロジーの知識や

考えでも〬 少しばかりのアイデアや計算力次第でもある程度まとまった結果に結
びつくことも既にいくらかあり〬 まだまだそういう状況は多いと期待される〮
さて〬 この流れで〬 今回は〬 これまでの講演や報告集で進んだ問題として挙げ

た〬 環構造がありホモロジー群より深い情報であるコホモロジー環についてわか
ったことを紹介した〮
研究集会 えぐ

とぴぴば〺〯〯ぷぷぷ〮て〮ぷちびづつち〮なば〯ぴちのどべちねち〯ねちぴとびっどにのはぴ〯ねちぴとびっどにのはぴ〮とぴねぬ

の講演スライドではもう一度見直すと大変申し訳ないことやや大きな誤りや書
き方に良くない部分があることが判明したので〬 この場で修正して紹介する〮 せ〱〵そ
で得られた定理を簡単にしたものである〮 証明の概略や図での説明は省略させて
頂く〮



ごとづはひづね 〴 〨せ〱〵そ〩〮 m > n ≥ 〳 を整数で m が n に比べ十分大きいとする〮 M を
m 次元閉連結多様体とし〬 f 〺 M → Rn を安定な折り目写像で〬 びばづっどちぬ でづのづひどっ 写
像からはじめて n − 〲 次元以下の多面体を生成多面体とする ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの
を繰り返して得られるもので〬 以下を満たすものとする〮

• Wf はコンパクト多様体で球面のブーケの正則近傍である〮

• 〱 ≤ k ≤ n− 〱 を整数として前のブーケは丁度 nk 個の k 次元球面を成分
として含む〮
• {Gj}nj=1 は自由有限生成アーベル群で〬 G1 〽 {〰}〬 ひちのにGn > 〰 で Gj 〽

⊕rankGn

j′=1 Gj,j′ が成立する〮

• 整数 〱 ≤ i ≤ ひちのにGn〬 〱 ≤ j ≤ n − 〱 と 〱 ≤ j′ ≤ nj について整数 Ai,j,j′

が定義される〮 ただし 〲j > n の場合 〰〬 〱 または −〱 で〬 Gn−j,i 〽 {〰} の
場合 〰〬 それ以外の場合は任意〮

このとき〬 f ′ という〬 f から き〭ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの を繰り返して得られ〬 以下をみ
たすものが構成できる〮

〨〱〩 Hj〨Wf ′ 〻Z〩 ∼〽 Hj〨Wf 〻Z〩⊕Gj 〬 H
j〨Wf ′ 〻Z〩 ∼〽 Hj〨Wf 〻Z〩⊕Gj 〮

〨〲〩 整数 〱 ≤ i ≤ ひちのにGn に関し〬 Hi は次数付き可換環で〬 アーベル群として

は ⊕n
j=1〨Gj,i ⊕ Hj〨Wf 〻Z〩〩 とみなせ〬 H∗〨Wf ′ 〻Z〩 と

H∗(Wf ;Z)⊕⊕rankGn
i=1 Hi

Wf

は次数付き可換環として同型 〺 ただし〬 Wf で直和因子にでてくる

H∗〨Wf ′ 〻Z〩 をすべて自然に同一視することを表す〮

〨〳〩 Hi について〬 最初の Wf の縮約先であるブーケの j′ 番目の j 次元球面に

対応し〬 アーベル群として考えたときの生成系の中の生成元の 〱 つが取
れるが〬 Gn−j,i の適当な生成系の中の生成元について〬 積は Hn〨Wf ′ 〻Z〩
の適当な部分加群の適当な生成元の Ai,j,j′ 倍となる〮

そして〬 スライドでも説明させて頂いた話〬 ある程度一般的な状況で以下もわか
る〮

• 得られる写像の げづづぢ 空間の族で〬 整係数コホモロジー環が互いに異なる
が〬 ホモロジー群が互いに同型であるものが存在する〮

• 得られる写像の げづづぢ 空間の族で〬 整係数コホモロジー環が互いに異なる
が〬 上のホモロジー群に関する内容に加え以下を満たすものが存在する〮

ほ Q 係数コホモロジー環は互いに同型〮
ほ 族に属する げづづぢ 空間の整係数コホモロジー環について〬 互いに同型
でない可算無限個のものが出てくる〮

最後に〬 げづづぢ 空間ばかり説明してきた〮 げづづぢ 空間はホモロジー群の情報をよ
く引き継いでいると冒頭で触れたが〬 実際以下が成立する〮

ぐひはばはびどぴどはの 〳 〨せ〶そ〬 せ〷そ〬 せ〸そ〬 せ〱〲そ〬 せ〱〵そ〬 せ〲〶そ づぴっ〮〩〮 f 〺 M → Rn が m > n 次元閉多
様体上の安定な折り目写像で〬 qf を特異点集合に制限すると単射であり〬 以下を

満たすものとする〮

〨〱〩 正則値の逆像は〬 標準球体を境界の微分同相写像で貼り合わせて得られ
るホモトピー球面の非交和〮

〨〲〩 特異値集合と交わらないか内部の 〱 点のみで交わる値域の空間の線分に
ついて〬 逆像の各連結成分は以下のどれか〮
〨ち〩 標準球体を境界の微分同相写像で貼り合わせて得られるホモトピー
球面と閉区間の直積〮

〨ぢ〩 標準球体〮



Figure 9. ぐひはばはびどぴどはの 〳 のげづづぢ 空間の局所的な 〱 次元多面体
の逆像の状況〨大きな黒丸が特異点とその像〩〮

〨っ〩 標準球面から滑らかに埋めこまれている 〳 つの互いに交わらない標
準球体の内部を除いて得られるコンパクト多様体と ぐが 同相なもの〮

この時 qf ∗ 〺 Hk〨M 〻R〩 → Hk〨Wf 〻R〩〬 qf ∗ 〺 πk〨M 〻R〩 → πk〨Wf 〻R〩 は

〰 ≤ k ≤ m−n− 〱 で同型で〬 コホモロジー環 H∗〨M 〻R〩 と H∗〨Wf 〻R〩 で〬

m − n 次以上の部分を {〰} に変え他を変えないものについても〬 qf によ

り自然に誘導される準同型は同型となる〮 特に〬 二つ目の条件の逆像の成
分で最後のものがないとき f は びばづっどちぬ でづのづひどっ で〬 k 〽 m−n まで考えて
も同様の同型が成立する〬

安定な びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像は逆に ぐひはばはびどぴどはの 〳 で挙げた条件をみたす〮 うぉぇ〭
さげぅ 〹 として〬 この場合の げづづぢ 空間の局所的な 〱 次元多面体の逆像の状況を紹
介する〮

ぅへちねばぬづ 〷〮 安定な びばづっどちぬ でづのづひどっ 写像に対し〬 き〭ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはの を繰り返
してできる写像は〬 見つかっていない 〴 次元のエキゾチック球面が正則値の逆像
の成分に出なければ〬 ぐひはばはびどぴどはの 〳 の条件を満たす〮 ぅへちねばぬづ 〶 〨〱〩 にあるよう
に〬 そういうものが出ないようにすることは困難なことではない〨標準球面 〲 個
に連結和分解できる〩〮

〷〮 補足

〷〮〱〮 ごとづはひづね 補足〮 ごとづはひづね 〲 〨ぅへちねばぬづ 〶 〨〲〩〩のような写像は〬 多様体の代数
トポロジー〬 微分位相幾何学的情報等とともにやや限られる〮 そして〬 同心円形
に限らない場合〬 出て来る写像も定義域多様体も豊富であることが〬 〨のはひねちぬ〩
〨き〭〩ぢふぢぢぬどので はばづひちぴどはのび の導入と実行で〬 ごとづはひづね 〳 や ごとづはひづね 〴 〨に加えて
ぐひはばはびどぴどはの 〳〩等が示すように間接的に分かったといえる〮

〷〮〲〮 進んだ問題〮 この先の進んだ課題を著者なりに挙げる〮 早速以下が自然に出
てくる問題である〮



ぐひはぢぬづね 〱〮 写像や げづづぢ びばちっづ〬 定義域多様体の代数トポロジー的〬 微分位相幾
何学的な性質をもう少し探る〮 例えば げづづぢ 空間さらには ぐひはぢぬづね 〳 で挙げてい
るが〬 定義域多様体のオイラー数やホモロジー群やコホモロジー環より精緻な情
報〬 例えば特性類やホモトピーや位相型〬 微分同相型等を取り扱う〮

先ほどの ごとづはひづね 〴 では〬 そして状況次第で ぐひはばはびどぴどはの 〳 も合わせ〬 コホモ
ロジー環の多様性について具体的に示したといえる〮 定義域多様体の特性類の多
様性については〬 厳密な説明はせず講演でも触れさせて頂いた〮 随時修正中では
あるが〬 せ〱〵そ にはより詳しい説明がある〮
さて〬 コホモロジー環は〬 積があることでホモロジー群よりはるかに多く げづづぢ

空間や多様体の情報をもつ〬 豊かな不変量である〮

ぐひはぢぬづね 〲〮 出うる げづづぢ 空間のコホモロジー環の型を多く探っていく〮

これについては現在継続中であるが〬 まだまだ結果がでそうである〮

ぐひはぢぬづね 〳〮 げづづぢ 空間ではなく定義域多様体の変化を追う〮

げづづぢ 空間も多様体をうまくとらえる重要な空間ではあるが〬 一般に〬 定義
域多様体の情報をすべてとらえているものではなく〬 とらえられているものは
ぐひはばはびどぴどはの 〳のようなやや特異であったり簡単な多様体であることが多い〮また〬
考えているような操作による定義域多様体の変化を追うことはさほど難しくなさ
そうであり〬 実際現時点でいくつか見通しが立っている〮
最後に〬 ここで挙げてきた問題を踏まえた〬 レベルの高い〬 今までになかったと

される問題を挙げる〮

ぐひはぢぬづね 〴〮 適当な次数付き可換環を与えたとき〬 それがコホモロジー環となる
ような安定な折り目写像の げづづぢ 空間〬 定義域多様体を〬 基本的な安定折り目写像
からの〬 今回定義したような操作の繰り返しで捕まえることができるか 〿 多様体
の特性類などもう少し深い不変量も指定して考えるとどうなるか 〿

あくまでも著者の妄想が入っていることを覚悟で補足する〮 基本的な安定折り
目写像があり〬 それに対し適当な条件を満たす操作を繰り返すとき〬 結果として
できる げづづぢ 空間や定義域多様体のコホモロジー環等を捉えることは〬 具体的な
計算の煩雑さや結果を具体的に書き下すことの難しさ等はあり〬 これらの実行も
基本的で大変重要な課題であるが〬理論上は可能といえる〮なお ごとづはひづね 〴は〬 計
算や結果の書き下しまで行った最も簡単な例のひとつである〮 しかし〬 素数を合
成して合成数を得る逆の操作〬 素因数分解の難しさのように〬 逆の問題といえる
この問題はある程度一般の状況であると難しいと思われる〮
最後に〬 セクション 〲 の最後に書いた〬 高次元一般次元の多様体の代数トポロ

ジー〬 微分位相幾何学に関連する問題として〬 以下を挙げる〮

ぐひはぢぬづね 〵〮 写像の系統的構成の話から〬 一般次元の多様体の代数トポロジー〬
微分位相幾何学〬 幾何学〬 数学や最近流行りの数学の様々な応用例えばデータ解
析や最近流行りの機械学習に関するあらたな展開を生み出せるか 〿

最後の応用の部分〬 データに関する部分だけ補足する〮
データセットは高次元空間内の点集合で〬 射影してみる〬 調べるというのが常

套手段である〮 データセットに〬 自然に多様体をフィッティングつまり似た多様
体をあてはめたいと考えるのは自然なことであり〬 関連する内容として〬 「多様
体学習」というものが〬 データ解析や機械学習の世界でたくさんある重要な手法
のひとつとなっている〨 とぴぴばび〺〯〯ぢぬはで〮ちぬぢづひぴ〲〰〰〵〮っは〮なば〯〲〰〱〴〯〱〲〯〱〱〯高次元データ
の可視化の手法をびぷどびび〭ひはぬぬを例に見てみよ〯 等参照のこと 〩〮 また〬 ここに一連



の〬 多様体をジェネリックな写像で射影〬 次元削減してみるという手法を応用で
きないかと考えるのも自然なことで〬 実際 せ〲〷そ のような〬 データセットの可視化
に応用する話等〬 いくつか関連研究もある〮
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