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はじめに 
 平成 30 年度⽇本⼤学短期 B 海外派遣研究員として，３次元多様体の⼿術と不
変量の研究のため，７⽉２８⽇〜８⽉２４⽇まで，ブラジルとアメリカ合衆国
を訪問した。主な渡航⽬的は以下の２点である。 
① ブラジルのリオデジャネイロ市で開催される国際数学者会議（International 

Congress of Mathematicians）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。また旧知の研究
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。 

② 研究課題に関連する研究者である Thomas Mattman 教授（カリフォルニア
州⽴⼤学チコ校）を訪問し，研究交流を深め，共同研究をすすめる。 

 
研究内容と⽬的について 
 私の研究専⾨分野は数学のなかでも「位相幾何学（トポロジー）」であり、そ
の中でも特に「3 次元多様体」について研究を進めている。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フランスの
数学者 H.ポアンカレ（H. Poincare）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、
もちろん我々のすぐ近くの周り（近傍）では，xyz 座標という３本の座標軸を設
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。⼤雑把にいえば、このように局所的には３つの座
標軸が取れるが、全体としてはどうなっているかわからないような空間を３次
元多様体という。 

3 次元多様体を研究する上で、私がずっと⻑く焦点をあてて研究してきたのが、
「デーン⼿術」という操作である。これは、3 次元多様体を研究（表⽰）するひ
とつの基本的な操作として、およそ 100 年前にドイツの数学者 M．Dehn によ
って考案された。簡単にいえば、「⼿術」というように、与えられた 3 次元多様
体を、切り開いて再び縫い合わせる、というような、3 次元多様体を改変する操
作である。 

デーン⼿術によって、多くの 3 次元多様体の例がつくりだされ、また、様々
な性質が証明されてきた。しかしながら、⾮常に基礎的な問題が、現在でも未
解決として残されている。それは、与えられた 3 次元多様体から、デーン⼿術
によって、いつでも新しい 3 次元多様体が得られるのか、という問題である。
もちろん、いくつかの⾃明な（当たり前の）条件のもとでは、デーン⼿術をし
ても、再び同じ多様体が⽣成されることは起こりえてしまう。しかし、そのよ
うな⾃明な場合でなく「きちんと」⼿術をすれば、今までとは異なる新しい 3
次元多様体が得られることが、⾃然に期待される。現在では、「矯飾的⼿術予想
（Cosmetic Surgery Conjecture）」と呼ばれる予想となっており，現在でも未解
決である。 

この予想について、まず、これまでの研究成果を、リオデジャネイロで⾏わ
れる国際数学者会議（International Congress of Mathematicians）で発表し、関
連する研究者と研究討議を⾏うこと、また世界的に最先端の数学研究に触れ、
その世界的な動向を肌で感じ、当該研究課題にいかすこと、さらに、研究期間
の後半は、旧知の友⼈であり、アメリカの関連する研究者 Thomas Mattman ⽒
を訪問し、さらなる研究の深化を⽬指すことが、今回の海外派遣研究の⽬的で
ある。 
 
① リオデジャネイロでの国際数学者会議参加について 

 7 ⽉ 28 ⽇（⼟）、午前中の便で⽻⽥空港から無事に出発。乗り継ぎのため、
28 ⽇の⼣刻にフランクフルトに到着。翌⽇ 29 ⽇の夜 22 時過ぎに予定の⾶
⾏機に搭乗したが、突然の機体トラブルが発⽣し、結局、フライトはキャン
セルされる。航空会社が急遽、とってくれたフランクフルト市内のホテルに



⼀泊し、翌⽇（30 ⽇）、14 時発の臨時便に乗って、リオデジャネイロに出発。
予定より、半⽇以上、遅くなったが、30 ⽇の深夜に無事にリオデジャネイロ
に到着した。 

ここでリオ・デ・ジャネイロ市について簡単に説明する。リオデジャネイ
ロはブラジル南東部に位置する世界有数の⼤都市である。⼈⼝は 600 万⼈を
超え、⾸都サンパウロに次いでブラジル第 2 位。都市周辺の美しい⽂化的景
観は「リオデジャネイロ:⼭と海との間のカリオカの景観群」として、2012
年に世界遺産リストに登録されている。⼀昨年、2016 年に第 31 回夏季オリ
ンピックが開催されたことも記憶に新しい。⼀⽅で、ファベーラと呼ばれる
貧⺠街があり、治安に問題があることもよく知られている。実際、外務省の
海外危険地域レベル１に指定されてしまっている。いわゆる熱帯地⽅に属し、
滞在した 8 ⽉下旬は真冬に当たるが、おおよそ摂⽒ 20 度前後と半袖でも過
ごすことができた。 
次に，参加した国際数学者会議（通称 ICM）について説明しておく。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 28 回目となる。また開会式では、数学界のノ
ーベル賞ともいわれ，数学者にとって最高の栄誉とされる「フィールズ賞」

の授賞式もある。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。 
8月 1日に行われた開会式で発表された、今回のフィールズ賞受賞者は４
人、Caucher	Birkar,	Alessio	Figalli,	Peter	Scholze,	Akshay	Venkatesh、

であった。特に、Scholze 氏は、しばらく前から下馬評に上がっていた。数

学オリンピックで３つの金メダルを取り、非常に若くして名門のボン大学の

教授となった。また Birkar 氏は、クルド難民であり、その受賞には大きな

賛辞が送られた。今回の４人のうち、Figalli 氏を除く３人が、代数幾何学

もしくは数論幾何学を専門としている。年齢制限がなく生涯の業績によって

与えられるチャーン賞を受賞した柏原先生（京都大学）も代数解析が専門で

あり、今の数学界の潮流を見ることができる。一方で、いわゆる「代数学」

に収まることのない幅広い研究を行なっているようで、そのことにも注目し

たい。今回、受賞者のアナウンスを行ったのが、国際数学連合（IMU）総裁



の森重文先生（京都大学）であったが、森先生も代数幾何学が専門で、1990

年にフィールズ賞を受賞している。その点も興味深く感じられた。	

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，近年は古典的

な分野を越えた研究がなされてきている（前回の ICM2014 では特にそれが
感じられた）。一方で今回のフィールズ賞については、古典的とも言える題

材にしっかり軸足を据えた上で、非常に優れた研究者がさらに革新的なアイ

ディアをもとに行った先進的な研究が取り上げられているようだった。この

ような、現在の数学界の世界的趨勢を肌で感じられたことは非常に収穫だっ

たと思う。 
8 月 2 日の 17 時からショート・コミュニケーションとして、「Cosmetic 

surgeries on knots」という題目で，これまでに得られた研究成果を講演発
表した（質疑応答を含めて 20分間）。これは、伊藤哲也氏（京都大学）、鄭 仁
大氏（近畿大学）、斎藤敏夫氏（上越教育大学）、Zhontao Wu氏（香港中文
大学）との共同研究をもとにしている。知り合いであり、３次元多様体論の

有名な研究者であるメキシコの Mario Eudave-Munoz 氏などが聴衆として
きていた。発表後に、司会をしてくれたブラジルの研究者と、知り合いのメ

キシコの研究者 Fabiola Manjarrez Gutiérrez 氏から簡単な質問を受けた。
（写真は発表の様子）。 

 
8月 9日に ICMは閉会式を迎えた。1時間半ほどで、全てが終了し、長か



ったようなあっという間だったような ICMも無事に終了した。IMU総裁と
しての森先生のスピーチにもあったように、ICMはその雰囲気が大事だと思
う。数学の研究もだが、その雰囲気の中での研究者同士の交流が一番大事な

のかな、と個人的には感じている。とにかく良い経験ができた ICM だった

と思う。 
 

② ⽶国カリフォルニア州チコ市での共同研究について 
	 8 月 10 日にリオデジャネイロからブラジル出国予定だったが、再びフライ
ト・キャンセル（今回は他の便の到着遅れが原因）。また翌日（11日）の昼に臨
時便で、次の乗り継ぎ地であるアメリカのヒューストンに向かう。ヒュースト

ンには 8月 11日の夜 20時過ぎに到着したが、そこから予定だったサンフラン
シスコ行きの乗り継ぎ便に接続できず、さらにヒューストンに一泊。翌日（12
日）のサンフランシスコ行きを予約するが、再度、その便もフライトキャンセ

ル。急遽、空席待ちをして、ようやくサンフランシスコ行きに乗ることができ、

予定より丸一日遅れでサンフランシスコに到着（結局、到着は 8 月 12 日）。迎
えにきてくれていた友人の Thomas Mattman氏の車で、滞在さきのカリフォル
ニア州チコ市に向かう。途中、休憩を挟みつつ、約４時間のドライブでチコ市

に到着。 
チコ市は、カリフォルニア州北部（サクラメントより北の地域）の地方中心

都市で、人口およそ 10万人のうち、学生が 15000人を占める、いわゆる典型的
な「カレッジ・タウン」だという。残念ながら、数年前に空港が閉鎖してしま

い、国際線があるサクラメント、シアトル、もしくはサンフランシスコの空港

から、バス・電車などでいくことになる。もしくは自分のように車で迎えに来

てもらうしかなく、交通の便はそれほど良くはない。 
訪問先のカリフォルニア州立大学チコ校は、カリフォルニア州立大学群で 2 
番目に歴史のある総合大学で、「チコ・ステイト」という愛称で親しまれている。

なお、カリフォルニア州立大学とは、単一の大学ではなく、カリフォルニア州

が設置した州全土に 23のキャンパスを持つ米国最大級の大学群を意味する。 
1857 年にカリフォルニア師範学校として設置されたそうで、チコ校は 1887 年
に開設され、130周年をすでに迎えている。 
今回、チコを訪れた目的は、旧知の知り合いである Thomas Mattman氏と研
究討議を行い、特に今回の研究目的である矯飾的⼿術予想について、共同研究



をスタートさせることにある。 
Thomas Mattman氏（以降、Thomas）はカナダ出身の数学者で、ポストド
クター時代に日本大学にきていたこともある。その後、カリフォルニア州立大

学チコ校に就職し、18年になるとのこと。奥様は日本人で、彼も日本語をかな
り話せる。学士取得後、主に３次元多様体、特に３次元多様体の基本群の SL(2,C) 
表現と、それをデーン手術に応用した研究を行っていた。まず SL(2,C)とは、成
分が複素数の２行２列の行列の集合のこと。次に３次元多様体の基本群とは、

３次元多様体内のループの集合に``積’’の演算を入れたものこと。そしてその
SL(2,C)表現というのは、その基本群から SL(2,C)への「良い」写像のことであ
る。イメージとしては、３次元多様体内に浮かぶ無数のループを考えて、それ

に“適切に”行列のラベルをつけるというような感じである。 
これまで矯飾的手術予想に関して、数年前からいくつかの共同研究を行なっ

ている。その内容をまとめて今年の ICM で、発表したわけだが、特に、昨年、

学術専門雑誌（Hiroshima Mathematical Journal）に掲載された論文（上越教
育大学の斎藤氏との共同研究）では、3次元多様体の不変量の一つであるSL(2,C) 
Casson不変量を用いた手法により、ある種のクラスの結び目（空間内に埋め込
まれた閉じたひも、デーン手術をする際に切り開く「切り口線」に対応する）

について、部分的に矯飾的手術予想を肯定的に解決した。この SL(2,C) Casson
不変量は、ある意味で上記の SL(2,C)表現の個数を数えたものである。またその
後、さらに現在、大阪大学の伊藤哲也氏も加えて、互いに鏡像である３次元多

様体を生成する矯飾的手術（chirally cosmetic surgery）について研究を行った
（共著論文は現在、専門誌に投稿中）。Thomasとの共同研究によって、この研
究をより進めることが、この海外派遣研究の後半の目的だった。 
実際、以前から彼が主に研究していた (-2,3,n)型のプレッツェル結び目

P(-2,3,n)については、chirally cosmetic surgeryの存在について、まだほとんど
研究が行われていない（ここで、nは 1以上の奇数）。nが３以下の場合は、実
際、トーラス結び目と呼ばれるクラスに属することがわかり、その場合は

chirally cosmetic surgeryが存在する。これらについては、上記の論文で分類を
与えてある。問題は n が 7 以上の場合で、この場合は、いわゆる双曲結び目と
呼ばれるものになり、SL(2,C) Casson不変量を用いたアプローチが有効だと考
えられた。 
８月２２日までの滞在によって、Thomas と非常に有意義な議論をすること



ができた。残念ながら一般の n≧7については、最終的な結論は得られなかった
が、先行研究に基づき、SL(2,C) Casson不変量を計算するための公式の適用条
件について、大きな研究の進展を得ることができた。特に n=7 の結び目につい
ては、主な場合の計算をほぼ終えることができている。 
一方で、最近、Thomas が研究しているグラフ理論についても、共同研究を
行った。グラフ理論の「グラフ」というのは、中学校・高校で学ぶいわゆる「関

数のグラフ」ではなく、離散数学という数学の一分野で研究の対象とする概念

である。「頂点」と呼ばれる集合の要素と、その頂点２個の組み（これを「辺」

と呼ぶ）をまとめて、グラフという。さて、そのグラフを研究するグラフ理論

の中でも、特に結び目や絡み目（複数本の結び目の和集合）と関連する内容を、

彼は主に研究している。抽象的なグラフを、３次元の図形として実現させたと

き、グラフが十分複雑だと、その実現された図形の一部として、結び目や絡み

目が現れることがある。あるグラフをどのように３次元空間に実現しても、そ

の一部分に結び目が現れる時、そのグラフを結び目内在的（ intrinsically 
knotted）といい、どのように３次元空間に実現しても、その一部分に絡み目が
現れる時、そのグラフを絡み目内在的（intrinsically linked）という。彼の最近
の研究は、結び目内在的／絡み目内在的であるようなグラフの分類に関するも

のだ。そこで、ちょっと素朴な質問をしてみた：一般的なグラフは、どのくら

い結び目内在的／絡み目内在的になるか？	 例えば、ランダムにグラフが与え

られた時、それが結び目内在的／絡み目内在的となる確率は？	 この質問につ

いて、例えば、頂点数がある一定以上の場合には、結び目内在的・絡み目内在

的グラフの存在確率が１／２になることがわかった。さらに、頂点数をどんど

ん増やしていくと、その存在確率が１に収束すること、つまり、十分に頂点数

が多いとき、「ランダム」に選んだグラフは結び目内在的・絡み目内在的になる

ということがわかった。多分、これまでに知られていないことだし、非常に面

白い現象だと思う。素朴な質問がきっかけではあるが、綺麗にまとまってとて

も嬉しかった。（写真は、Thomasと彼の研究室で撮ったもの） 



 

 
おわりに 
今回、ほぼ⼀ヶ⽉の間，完全に研究に集中して過ごすことができた。⾮常に充
実しており，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。 
 


