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はじめに 

	 平成 26 年度日本大学短期 B 海外派遣研究員として，３次元双曲多様体の研究の
ため，７月２７日〜８月２７日まで，オーストラリアと韓国を訪問した。主な渡航

目的は，具体的には以下の２点である。 
①	 以前からの共同研究者である H. Rubinstein教授（メルボルン大学）を訪問し，
懸案であった共同研究をすすめ，共著論文を完成させる。また，Rubinstein 教
授のもとでポストドクターをしている N. Hoffman氏と研究討議を行う。 

②	 韓国ソウル市で開催される国際数学者会議（ International Congress of 
Mathematicians（通称，Seoul ICM 2014）），および，そのサテライト会議の一
つである「Knots and Low Dimensional Manifolds」（韓国，釜山市）に参加し，
著名な数学者による講演を聴くなどして，国際的な最新の研究動向について情報

収集を行う。また旧来の共同研究者等との交流を通して，今後の研究に向けての

方向性を探る。さらに，これまでの研究成果を発表し，関連する研究者と研究討

議を行う。 
 

メルボルンでの研究について 

	 共同研究者である Hyam Rubinstein教授は，３次元多様体論において国際的に
著名な数学者である。オーストラリア数学会の理事長（1990-1992）の経験もあり，
またオーストラリア科学アカデミーの会員である。現在既に 66 歳で，今年度から
学部の講義は担当せず，主に院生の指導に当たっているという。幸いそのため，多

くの時間を議論に割いてくれ，非常に素晴らしい時間を過ごすことができた。 
	 メルボルン大学には，これが３回目の訪問になるのだが，今回は Rubinstein 教
授の計らいでメルボルン大学理学部客員研究員としてオフィスを使わせてもらうこ



とできた。メルボルン大学は 1853 年創立のオーストラリアで２番目に古い由緒正
しい大学であり，例えば，Times Higher Education 世界大学ランキングでは 34
位（2013-14），オーストラリアでは第 1位，アメリカとヨーロッパを除くと，東京
大学，シンガポール大学に続く第３位にランクされている。キャンパスは緑豊かで，

古い建物と新しい建物，また西洋とアジアが，うまく混在している。アジア系の留

学生が非常に多く，なんとなく居心地が良い。ただし日本人はあまり多くなく，最

近は中東からの留学生も多いそうだ。 
	 また滞在したメルボルン市は，オーストラリア第 2の人口の大都市であり，よく
「世界で最も住みやすい都市」ランキングで上位に選ばれている。７〜８月は残念

ながら真冬で雨期であるが，おおよそ気温が５〜１５℃で雪も降らず，それほど厳

しい寒さという訳ではない。また滞在した 2週間は曇りがちではあったけれど雨も
多くなく過ごしやすかった。公園など緑の多い都市であり，市内を流れるヤラ川を

中心に美しい景観をみることができる．一方で CBD と呼ばれる中心街は非常に発
達した都会である。またアジア系の人々が多く，アメリカやヨーロッパと違って，

なんとなく過ごしやすく感じ，快適に滞在することができた． 
 
	 さて以下，簡単に研究内容について説明したい。図形を研究する幾何学の中でも，

まだ 100 年ほどの歴史しかない比較的新しい分野である位相幾何学（トポロジー）
は，図形の正確な大きさ・角度・形にとらわれず，図形のもつ本質的な性質を研究

する。特に，位相幾何学の創始者といわれる H. Poincare教授が精力的に研究した
のが，３次元の図形である「３次元多様体」である。例えば，我々のすむこの宇宙

を考えてみると，もちろん我々の周り（近傍）では，xyz 座標を設定することがで
きる３次元の空間であるが，宇宙全体としては，どんな形なのか（すぐには）わか

らない。もちろん宇宙について研究するのは宇宙物理学だが，その抽象的なあり得

る形を研究するのが「３次元多様体論」という分野である。 
	 およそ 100年前に Poincare教授が提起し，10年ほど前に G. Perelman 氏によ
って肯定的に解決されたのがいわゆる「ポアンカレ予想」である。その解決によっ

て，３次元多様体はいくつかの種類に大きく分けられることがわかった。その中で

も，最も興味深く研究が進められているのが「双曲多様体（hyperbolic 3-manifold）」
である。以前から，駒沢大学の小沢誠氏と共に進めている Rubinstein 教授との共
同研究では，その３次元双曲多様体の中でも最も単純な構造をもつクラスを考え，

その中に「まっすぐに」埋め込まれているような曲面（全測地的曲面）が存在する

か，という問題を考えている。いくつかの状況証拠から，そのような曲面は存在し

得ないだろうと予想している。 



	 実は既に 10 年以上に渡り取り組んでいる問題であり，数年前に小沢氏とともに
メルボルンを訪れた際には，肯定的に証明ができたと思われた。しかしながら，そ

の後，証明を確認している際に，技術的に気にかかることを発見し，それをきちん

と解決したい，というのが，今回の訪問の最も大きな目的であった。 
	 メルボルン到着後すぐから，問題の箇所について討議を行った。３日目には，実

際に以前の証明では不十分であることがはっきりし，その解決に向けて，残りの期

間をすべて費やし，様々な見地から研究を進めた．しかし結果として，非常に残念

ながら，最終的な解決にまでは至らなかった。ただ幸いメルボルン出発後すぐに，

最後に残されていた場合について，うまく扱えそうなアイディアが見つかり，今後

の進展を期待している。 
	 また前述のメルボルン大学のポストドクターである N. Hoffman氏とも，研究討
議を行った。彼とは昨年来，他のメンバーとともに共同研究を行っていた（８月２

２日には釜山において，その研究についての発表も行った）。そのプロジェクトは無

事に終了し，現在既に論文としてまとめ投稿中である。彼は，そのプロジェクトで

も重要なパートを担当していた優秀な若手研究者である。今回の滞在中では，現在，

自分が別途，進めているねじれトーラス結び目に関する研究（日本大学文理学部個

人研究費研究課題）について討議し，考えているねじれトーラス結び目が有名な５−

鎖絡み目から構成されるという非常に有益な示唆をもらうことができた。 
	 なお，８月８日には，「Exceptional surgeries on alternating knots」という題目
で，メルボルン大学数学・統計学科	 代数／幾何／トポロジーセミナーにおいて，

昨年度の研究（正井秀俊氏（東京大学）との共同研究）について，発表を行った。

以下はセミナー終了後に撮った写真である。 

 
写真中央が，Rubinstein 教授，右側が筆者，右端が N. Hoffman氏，中央から左
側は大学院博士課程に在学中の学生（A. Dowさん，J. Howieくん） 



韓国での国際会議参加（研究発表と情報収集）について 

	 約２週間の滞在を終えて，名残を惜しみつつ，メルボルンを 8 月 11 日に出発。
シンガポールと日本を経由して，翌 12 日に韓国ソウル市に到着した。空港から直
接，参加する国際会議「International Congress of Mathematicians」の会場であ
る大規模コンベンションセンター「COEX」に向かう。レジストレーションを行い，
またウェルカムレセプションに参加。旧知の韓国の研究者数名に挨拶をした。 
 
	 さて，国際数学者会議（International Congress of Mathematicians，通称 ICM）
とは，４年に一度，開催される「数学界最大の国際会議」である。1887年に第一回
が開催され，今回が 27 回目となる。今回，閉会後の発表では，122 の国と地域か
ら 5193名の参加者があったとのこと。また，ICMの開会式の際に発表される「フ
ィールズ賞」は，数学界のノーベル賞といわれ，数学者にとって最高の栄誉とされ

る。ノーベル賞とは違い，４年に一度しか授与されず，また 40 歳以下という年齢
制限もある。さらに個々の業績ではなく，数学者として個人に与えられるなど，あ

る意味でノーベル賞よりもハードルが高いともいえるだろう。今回は，はじめての

女性受賞者である M. Mirzakhani教授はじめ４名に授与された。授賞式において，
司会をつとめたのが主催の国際数学連合で初めての女性総裁である Ingrid 
Daubechies 教授，さらに贈呈者が韓国で初めての女性大統領である朴槿恵大統領
と，ある意味で歴史的な瞬間に立ちあえたことに感動した。また今回のフィールズ

賞受賞者のうち，２名が確率論および力学系を専門とした解析学者であった。また

前述の Mirzakhani教授は主に幾何学が専門ではあるが，彼女の最も評価されてい
る業績は曲面のありうる形全体を考え，その全体をひとつの空間としてみるとき，

ある種の変形の解析的な現象についての解析的（力学系的）な結果であり，非常に

解析学に近い。現代数学は，大きく，ベクトルや方程式を扱う代数学，図形や空間

を扱う幾何学，関数や微分積分を扱う解析学，に分けられるのだが，このように解

析学的な結果が大きく評価されていること，さらには分野を越えた研究がなされて

いること，が，今の数学界の世界的趨勢として肌で感じられたことは非常に収穫だ

ったと思う。 
 
	 なお，８月１８日には，「Complete classifications of exceptional surgeries on 
Montesinos knots and alternating knots」という題目で Short Communications 
(Oral presentation)において，これまでの研究（鄭仁大氏（近畿大学），正井秀俊氏
（東京大学）との共同研究）について，発表を行った。 



 
ショートコミュニケーションでの発表後に．友人の Ben Burton 氏（クイーンズラ
ンド大学，オーストラリア），左側）と． 
 
	 ソウルでの ICM は，８月２１日に９日間の会期を終えた。しかし，余韻に浸る

間もなく，閉会式から，そのまま ICM の Satellite Conference “Knots and Low 
Dimensional Manifolds”に参加する為に，韓国の新幹線と呼ばれる KTXで釜山に
向かう。 
	 この会議は，今回の ICM の Satellite Conferenceの中でも２番目に大きい（参
加者の多い）ものだったそうである。この会議は，毎年，行われている「East Asia 
Knot School」という国際会議の一環（2013年度）とも見なされていた．この会議
は，それまで行われていた日本・韓国の 2国間の結び目理論に関する会議を，拡大
継承する形で，2004年から，日本・中国・韓国の３カ国により持ち回りで開催され
ている．2012年度は東京で，そして，2014年度は中国の上海で行われる予定であ
る（2015年 1月予定）．学生時代からの多くの友人も多く作ることができる，しっ
かりとこの分野に根付いた国際会議となっている．今回は，浦項工科大学校

（POSTECH）の Jae Choon Cha 氏が主な Organizer として，かなり大規模に
準備され，釜山市にある韓国で有名な地域にホテルをとり，会場は韓国内でも有数

のコンベンションセンターである BEXCOを使用した． 
	 １７の招待講演と，５０の一般講演があったが，内容も例年より幅広く，非常に

充実したものだった．日本からの参加者も多かったが，韓国の学生や中国からの参



加者といろいろ議論できたことは収穫だった．特に，中国の復旦大学の Jiming Ma 
氏とは，しばらく前から彼の研究に興味があったので，この機会にいろいろ話をす

ることができて非常に嬉しかった．その後もメールでのやり取りを通じて，議論を

進めている． 
	 なお，８月２２日には，「Verified computations for hyperbolic 3-manifolds」と
いう題目で発表（一般講演）を行い，これまでの研究（Neil Hoffman氏（メルボル
ン大学），大石進一氏（早稲田大学），柏木雅英氏（早稲田大学），高安亮紀氏（早稲

田大学），正井秀俊氏（東京大学）との共同研究）について，発表を行った。発表後

に，双曲多様体の体積の計算について，多くの研究をしている村上順氏（早稲田大

学）からいくつかの質問を受け，いろいろ議論できたことは有益だったと思う． 
	 ８月２６日に無事に全ての日程を終え，翌２７日に一ヶ月ぶりに日本に帰国した．

真冬のメルボルンから，天候不順で雨が多かった韓国滞在と，ほぼ夏らしい暑さと

は無縁で過ごしてしまったが，本当に充実した研究中心の一ヶ月であった． 
 
おわりに 

今回のように，一ヶ月の間，完全に研究に集中して過ごすことができたのはこれま

でで初めてではないかと思う。非常に充実して過ごすことができ，本当に満足して

いる。このような機会を与えていただいた日本大学および文理学部，また学科とし

ての大きなイベントであるサマースクールなどもあった，７〜８月の一ヶ月という

期間，海外出張をさせていただいた数学科の全ての教職員および関連の方々には，

本当に心からの感謝している。ぜひこの経験を有意義に活かせるよう，今後の研究

に励みたいと思う。 


