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はじめに

この予稿集は、平成 9年度科学研究費基盤研究A I位相幾何学の総合
的研究J (課題番号 08304006、代表者:森田茂之先生(東大数理)) 
の補助により 1997年9月 16日から 19日まで北海道大学理学部数
学教室で行われる研究集会「リーマン面に関連する位相幾何学Jに際し、
予め各講演者からあつめた原稿をそのまま印刷したものである O

その目的は、参加者が講演への理解を深め、より活発な研究討論を行
う一助とするとともに、記録として残すことによって後々の研究に役立
てることにある O

この研究集会の開催は、森田先生はじめ多くの方々のご理解ご協力、
さらに北海道大学理学部数学教室各位のご支援の上に成り立っているこ
とを付記させていただく O

199 7年8月

河j登響矢(北大理)
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Chern number formula for ramified coverings 

Takeshi Izawa 

Department of Mathematics Faculty of Science 

Hokkaido Universityぅ Sapporo060， J apan 

September 19th， 1997 

Contents: 1. Staternent of the main res1l1t. 

2. Applications. 

3. Idea of proof. 

1. Let f:Y一→ X be a rami五edcovering between n-dirnensional compact complex 

manifolds with covering multiplicityμ. Let RJ二I:i1'iRi be the ramification divisor of 

f， and BJニI:ib;B; be the branch locus of f. We aSSllme that the rami五cationdivisOI 

and any irreducible components 01" the branch locus are all non-sing1l1ar. The rnain result 

is (17， = I:~=1 i . N;): 

(cF 小)(Y)- μ(C~l 小) (X) 

(TT  fT  \\~r T) l b;(η+ 1)¥  二乞 (HTRi(Cl(LR;))n [R;トー子~HTBi(Cl(LBJ) n [B;]) 

Z l h(1 -(1'; + 1)叶 1) 

=乞乞 一一一九(cl(B;)...cnーl(B;)). cl(Ln)白川島l
日ニO 1';(1';十 1)内

where we set formally 

共(l)= l-l . ( (会c;(C-)+ c 

P白 isthe coefficient of lO: of H(l) as a 1刈 ynomialin l. 

2. We give some applications of our form1l1a for particular cases. The result for the 

top Chern class implies the generaliJl;ed Riernann-Hurwiti¥ form1l1a 

χ(Y) -μ-χ(X) =-乞b;.χ(B;) 

which is the special Cehse 0ぱf十thefo臼nn、1百U1U山 provedby Y. Yom即 d白iinヲ [Y]

}-



1n case tl凶 (n= 2): (see [1v]. ) 

c2(TY) n [Y]-μ. c2(TX) n [X] = -Lbi.χ(Bi) 

叩 Y川 ]-μ 川川X]二一平 (2bi χ(Bi). +竺子
N ow from the fact that the signaturc of the surface is expressed by L1ニ (1/3)P1二

i( -2C2 + cI)ヲ (Thecalc山Ltionfor T and L-genus is found in [Hz1])， we 1 

Theorem [Hirzebruch formula for signature for ramified coveri時 s]

Let f: Y 一→ X be αramzβed cover'lng betωeen coη~pαct cornplexαJ凡αlyt'lcs'U7fiαces wdh 
covering m7J，ltiplicdyμJ RJ 二 ~i riR; the T・αrraficationdiv'ls07・off，αnd BJ二 22lyzBt tlbc 

brαηch loc'Lls of f. We αSS'Llme thαtTαrnポcationdivisorαnd irn~d'Llcible cornponents Bi of 

the bTαnch locω BJα陀 αIITwn-s'lng'Lllar. Then 

Sign(Y) μ. Sig川X) j(m(Y)-μ 日(X))

l{(C1(y)2 -jJ，' Cl(X?) -2 (C2(Y) -μ C2(X))} 

ゃん(r;+ 2) -) .一一一一一I...B;.B;
ム~ 3(T;+1)~l ~l 

vVe can also deduce the form山 forthc Todd genus， which is占(C2+ ci): 

Corollary Under the sa:rneαSS'Llrnpt'lon of the aboυe theorern 

T(Y) μ. T(X) 占{川)-μ C2(X))十附?ーμCl(X)2)}

(bifTl ( n  ¥ ， bi((Ti十 1?-1)¥  -L!二T，(B;)十)
\ 2~'\~'J' 12r;(1'i+1) ~， ~') 

Originallyう thesignature fonnula for cyclic coverings is formulated for 4-manifold e-l .. S 

follows. 

Theorem [H団f古1rZ(

d出'lmenη，訓S幻wη，47.切LJit抗hμW 7.叫d bωO即bぱdα仰T~，υ'j 0ηωla附i化cht仇hec句υdi化~c gT仰O'IL伊.psG円 ofordeT nαcts bυorzeη-

ta!;ion pre町 rvingdiffeomoTplasms. S'lJ.ppose that Y is diffeTential s'/J.bmanifold of X J not 

ηeces;叩 rilycom叩 cted，α'凡dhas codimension 2. And Gn opemtes freelυon X -Y. Then 

州 (X)一η 州 (X/Gn)=一三1yF yt 

，川

2 



3. We prove the formula by applying the framcwork of the localization of char 

acteristic classes based on the Cechト1-(べ(白 Rha凶削a旧m coho 山 )辻山logyt廿h叩leOラO凹r、3下3

Cla凶ssicallyう allsorts of topological invariants can be calculated as the integral valuc of 

differential forms through the de Rham theoremぅ whichgives thc representation of co-

homology classes and describe the explicit corespondence in the Poincare duality. The 

Cech-de Rham cohomology theorey plays thc same role for rclative cohomology groups <-h') 

the Alexander-Lefschetz duality. 80 applying this analogyう wecan localize Chern classes 

at the rami五cationsetう whichgivcs us morc speci五cgeometric information ahout what is 

caused by degenerancy of holomorphic maps. If f gives a sirnple (non-rami色町i)μsheded

covennιthen we sec that ι(Y) -μι(X)二 0，which suggests us that the gap is brought 
about the rami五cation.80 we expect that subtraction of Chern cl出 sescan be localized 

at the rami五cationset. This is the principal and primitive idea of our proof. 
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F 

お号寺X刀T、o--c、、Vぃ曲面」二の曲 面京 のー オト 局、 法 d

t}え̂ ・玉里 i主み入耳員
日ndoOmath.sci.os叫ca-u.ac. jp 

1担白 L の由白末，¥河口、その企空ptiJの荷号1XくSI9市川陀)，芸曲面ホ的

市モロジ、一円 ri.f!たれ左反日受 lてけ1(}と考えられ /ao ごとで， J特" ;b.マ 771ベ、ーの

干重txC gen崎 〉と杓号f天との F点7糸1'-つけてiie.べ、尺、、。

Z~ ， 1:1i. ;f重txCJ ' fLの l司きプ¥7うれ k 同曲面

Di芳+2:九L.fL の向き左 1i示っ白乙~/司年目会4不の r，i 可落手

え立て曲面上の曲血ネ〉

L~ 工 0lJ.，九ホと t 手 co 77イベ‘ーホ s;: C E ， Z8， ?， Z仇 ，DiJf十Zn.)のぐと

了、ムlJ0 ;;:了、 E，手企空P由、 p:E →Z:1 1 a:身す号う、 Di1f-t-Z仇 I(f f'ドi主-t千

で‘めゐ o Eの符号1':{ε τ(E) と。、〈ぐと tて~ゐ口

さ T‘ s 0守、自 H月 r，fJ%や、つ d'') E ご Z~ x Zたのよ易冶 1¥ 11 符号奇支のキ11:心バ

τCE) こ τCL'iJ) τ仁Zh)= 0 

が‘万'1<:r)立つ o ぐ Kunne什1の/応可、そ支え汁う.r:"¥"の足長、刀、今"0ぐ‘ t王わず'J0 ) 

λヘ。ヌトル丹ミタ rJε 長周べ‘オ11J"‘. Jのふ手 yl，'1 d .sのわモログー θヲr，，'f反れ刀ぜ白 8月r.i

J告や F:-fiA， ，お され々。

ま4呈ぐ Chぽ't1-H i rzebruch -Ser陀 [5J/q57 ) 

í~ の y息不ir干す11 CZ'J) /.)¥"" 71'-1パ、-0) ;r，モログ-，&手 H，C，Z五 .Eコ(，
自8月/，干用 1{けゐ rd、ら 1J"" " τ(E) ニ O で， JT) l(} 0 

符号11:tJ'" 0 T."' r cf いよう r，J' 曲 面 I二の曲曲ホの最初の作JI a: 、Kodair司[/2Jと

Ai;γeh [J] I主よフて与えられた。

互主主ぐ Kodaira[/2] /q67 ) 

み m ，tぞZぐ府L 三2， -c三ヨ) r，オ干 Iτ. 戊武、 &Jナfξ 可ょう TJ Z9ょの

Z1i京 5ニ s(7n， t;) tJ ，"' .(手 i瓦草 lao

il ::= mZちく t-I )十 l

fi. = ?n  t 

τ(かト2円 t-/)ぽー I) 

.s (m I古 )め必'}:p訂 E (正 L.'jJ x Z-c の m 責/か吋械Jlと tτ 庁1Ij:A‘さオ1.l;J

一品'i~ -1¥、守支曲面で・めつ、 その符号手瓦 τCE) I喜 0-sigη3似肥え王里 t，J?1.

手T耳γさゐ ([9J，[II]移民正〉。

-4-



曲面工の曲面ホの符号ヰ丈 ε才{的 la-舟主白勺 r，j'/~y\、 l 喜門eyer- [16] [，マ] /;;: J" ""]て

与えられた。 具ゆ的 tτId‘ Leray -se問 λ々フドL糸予IJ，;: J" '} τCE)ε 局内1品紋

コif、モロジL 怠手 H I (Z'ij， H I C l:f'z I fR ) )の工の f守寺万三宝又再長切れ武、の 1苛号毒文と{て

リい力、え、 でら 1¥: l:¥Jのバンツノ小肝 ε;..a.l '{ -t刷を 519旧加陀 CCC〉cled

τA : Sp仁2fi.，.7Qコx Sp C2fi. .!iZ )一→ z
左用、'¥菩さ下 IT， 0 Meyeiほぐの必八、と Binnan-Hilden [3 ]の Jちも耳ミャ

A1Iyah -5illgerの足玉里左用、、て /A k 1j¥ t T， 0 

主主呈(Meyer [16] [ 17 ) (q 7 3 ) 

みえ主 o/てバ l、 めゐ宮主 O とめゐ Z~ 工l7) Zfi耳元 S炉、イミト，(::t..t ¥: 

τCE) ::::.〆n， となゐ Jうrぶ仇ぞ zの企1JlS-の本ゃ εS仁九〉 と河、〈。

くJ) S(I) = SC2コ={O} 

く2) SC花)= 4Yt C凡主 3) 

;の l汁eyer-の足1望之，)、まえて )Aの j明夫E左希え々 o

主主主旦 み A主.3I I'J'LぞZCクZキ 0)'" j刊で.訂正)= 4'71.. E Jt尺 9 Z~J二の L.å 京 5

下、存仕事ゐ占う v最 d‘の gε 'iJ (瓦，〆n) と力、ぐ o

Jの 4直 ff(え，伺〉を吾T耳せよ。

との M 長~，主 P点 l て)/\の持る呆~ 1~ T，。

え王呈 み たさヨ，ク11':7L (/11..キ 0) 1;;:吋 l，;，買の不等;;-¥'が、応(，)立つ o

l札 l
一一一一十 1 三 fJ C/L何〉 三 111 I汎 l
見ー 1

五止H月の，j，01シト

ぐ五イルjの々に等式、〉

(えヨイルlの不等武、〉

Luck [/4] ，;: Jゐ岩手の e-&1ti幸正の考正予 o、ら

曲面 I二の曲面ホ I<f Winkelnkern戸rの々、等Kε dj[:;::可o

Meyerの府守幸丈 ε与えゐ準向型1長:H2CA1抗 ，Jt)→z
，;;: J: 7 て与えられ(0::. 4何 1-;;: うフゐ JうTJ H2 CA{p.， !a' )のえJε
什 J政つい，jゐ。 ぐのとき，Hopずのえ王里正つ s{fiの 2-cycle

左ノfたのい/εUηIγbf舟f糸ラ「か今 TfJa wot寸とJ-tl;} 0 

さち/，・ I丁、ロ/;:'一千草l司fE1χ:711 C Z宮〉→メ1ft左 H2 C 1Ti CZ~)) 

の笠五又‘元~ 1，) \'~与えられ T， H2.ぐA1fUのえ.J/-;::うフノジょっパ

荷五百‘可わ いで\c捌I11Ll加わr の:JITI ひ“え~' l -F~ 1下
仁∞rnm(j相10rcoIlection proα59 の最も‘ンンヌペレヤ J~ペト〉

を1tう。

必 A'1/i I d' Zえの手1~~阿君千で‘めゐ o

-5 



AJI-/， f自:主 11わ 0、7r"ぐと
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キ色ヱド 義武

(お阜の 71<---1;:与久手!fJ

( 久 限 ヰ 立 大 究 )
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タイヒミュラー空間の座標付けとその応用

リーマン面に関連する位相幾何学(1997.9.16-19.) 

金沢大学工学部 奥村善英 CYoshihideOKUMURA) 

Abstract 

ものの大きさを知る(あるいは、表示する)ために、いくつかの特定の部分

の長さを測ることをよく行う。とれから、素朴な問題として、 Iリーマン面を、

いくつかの指定された閉測地線の長さのみで表示できるか ?J が考えられる。

これは、「タイヒミュラー空間を長さ変数のみで表示できるか?J と同じ問題と

なり、古くから可能であることが知られている。

まず、タイヒミュラー空間を大域実解析的に表示する長さ変数の最少個数

ど、この変数空間について考察する。しかし、この変数空間は複雑であること

が分かる。次に、「双曲幾何では長さより角度の方が細工しやすく情報量が多い

だろう j 左いうアイデアで、角度によるタイヒミュラー空間の大域実解析的な

表示を考察する O

また、これらの考察を解く鍵となる一次変換の幾何に関する結果も述べる。

さらに、ブックス群の行列群への持ち上げを用いて、リーマン面上の単純分

割閉曲線の特徴付けを行う O

1 まくら

2 準備

3長さ変数によるタイヒミュラー空間の座標付け

4角度変数によるタイヒミュラー空間の座標付け

5 (1，0，1)型タイヒミュラー空間の場合

6 (2，0，0)型タイヒミュラー空間の場合

7一次変換の幾何とトレース不等式

8持ち上げ問題と単純分割閉曲線の特徴付け

1 まくら

詳しい定義は 2節で行うこどにして、この説では、問題提起と各節の簡単な説明

を行う O

私達は、「ものj の部分的な長さを測るだけで、ある程度正確に「もの」全体の

大きさを理解することがある。また、より正確な大きさを知るために測る部分を増

やすことを行う。卑近な例として、バスト・ウエスト・ヒップの 3サイズ (3つの

ハUワ
μ



特定の閉曲線の長さ)、場合によっては、さらに首まわり等を測ることで、体の大き

さを判断し、服を購入している。「ものj をリーマン面にするこ左で、次の素朴な問

題が考えられる。

Problem 1.1 リーマン面 Sを、いくつかの指定された閉測地掠の長さのみで表

示できるか(したがって、二つの異なるリーマン面を区別できるか)? 

口

この問題を考えるためには、まず閉測地線の指定の方法を考える必要がある。例

えば、 Sの基本群 II1(S)の標準生成元系

2ニ (Xl1X2， • . . 1 Xn) 

を与えると、 1番目と 2番目の生成元の積 XIX2 に自由ホモトピックな閉測地線と

いうように、すべての閉測地線を 2の元の積で指定できる。閉測地線の指定の方法

を考えると、正確には S ではなく、組 (S，~) の表示を求めることになる。この組は

「標識付きリーマン面j 土いわれる。二つのリーマン面は等角同値なときに同じと考

えられたが、今度は、二つの標識付きリーマン面をいっ同じとするかを考える必要

が起こる。この議論から、「タイヒミュラー空間jが自然に導入されて、問題 1.1は

次のように言いかえられる。

Problem 1.2 タイヒミュラー空間を、標識付きリーマン面上のいくつかの指定さ

れた閉測地線の長さのみで変数表示できるか?

口

a~ 

く?〉 (仏BbbAε ぜ
」 γ一一J
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Sを双曲型リーマン面とする左、複素平面の単位円板 D に作用する適当なブッ

クス群 G~とより、 Sは商空間 DjGと表される。また、一意化定理より Ih(S)は

G と群同型なので、 2から Gの「標準生成元系Jが得られることになる。これか

ら、問題1.2は、ブックス群の言葉に翻訳できる。

2節では、タイヒミュラー空間や「一次変換の平方根Jの定義等を行う。

3節では、問題1.2を「長さ変数」による座標付けの問題に翻訳できることを示

し、その結果を述べる。

長さ変数の変数空間は複雑になることから、 4節では、新たな「良いJ変数Eし

て、「角度変数」を導入する。そして、問題 1.2を角度変数による座標付けの問題に

翻訳し、その結果を述べる。

5、6節では、 (1，0，1)型と (2，0，0)型タイヒミュラー空間の場合に、長さ変数

と角度変数に関する具体的な結果を述べる。

上述の結果を導くために、筆者は一次変換の幾何を考察した。 7節では、このよ

うな幾何に関する結果を一つ述べる。

筆者は座標付けの問題の考察から、ブックス群の「持ち上げ問題」を構成的に証

明した。 8節では、ブックス群の持ち上げを用いて、リーマン面上の「単純分割閉

曲線Iの特徴付けを行う。

7， 8節は、他の節と独立に読むこ左ができる。

2 準備

この説では、双曲型変換の軸、ブックス群の標準生成元系、タイヒミュラー空間

や一次変換の平方根の定義等を行う。

複素球面 Gに作用する一次変換全体の群を M(e)ど表す二各元は、

z-トb
g(z) :=一一一 αb，c，dεC，αd -bc = 1 

Z十 d'

と表され、特殊線型群~ SL(2， C)の三つの元

¥、
t
l』
，

I
ノ

F
O

，d
 

α

c

 

/
f
a
l
-
-

、

士

に対応する。これらの行列は gの二つの行列表現左いわれる。また、 D を不変にす

る一次変換全体の群を M(D)と表す二 M(D)の双曲型変換 gは単位円周上に異な

る二つの不動点を持つが、これらを結ぶ (D上の双曲距離に関する)測地線は gの

軸 ax(g)といわれる O 筆者は、一次変換の幾何を考える場合に有用となるので、軸

に湧き出し不動点 p(g)から吸い込み不動点 q(g)への向きも与えることにする。

タイヒミュラー空間をブックス群の生成元系から定義するため、次の結果に注目

する。

q
L
 

つU



Theorern 2.1 (Keen [5]) Gを D に作用する (g，0， m)型 (2g+m三3) のフッ

クス群(つまり、 DjGが種数 gで m 個の穴を持つリーマン面になる)土する。こ

のとき、 Gの生成元系I;~して、次を満たすものがとれる:

(i) Aj， Bj， Cj := [Bj， Aj] = Bjl Ajl BjAj (j = 1，・・・ ，g) ~ Ek (k 二 1，・・・ ，m)
を、図 2.1のような軸の配置を持つ双曲型変換とする。ただし、 g= 0 (resp. m二0)

のときには、 Aj，Bj ~ Cj (resp. Ek)を除く O

(ii) I;二 (Al'Bl'・・・ ，Ag，Bg，El'・・・ ，Em).

(必)EmEm-l・・・E1CgCg-1・・・ C1= ide凶 ty.

口

この定理の主張 (ii)と(iii)f士、 Gが表現するリーマン面の基本群の標準生成元

系表示から分かる。実際、 Aj，Bjはこのリーマン面の同じーっのハンドノレ、 El.は

一つの穴のまわりをまわる生成元に対応する。メインは (i)の主張左なるが、これ

は AゎBj，Cj，Ekの不動点の配置に関する主張ともいえる。 Gをピノレディング・ブ

ロック左いわれる基本的な (1，0，1)型部分群土 (0，0，3)型部分群に分割し、各部分

群の生成元の軸の配置を調べることで、この主張を示せる。この示し方は、基本群

の標準生成元系をファン・カンベンの定理を用いて決定する方法によくにている。

Bg Ag 

/ 
/ 

/ 
/ 
I 

El 
-
a

，a
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，，. 
，J 

/
 /

 

Al 
Bl 

E机

図 2.1
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Definition 2. 2 定理 2.1で述べた生成元系 2は(仏O，m)型標準生成元系といわれ

る。二つの (g ， O ， m) 型標準生成元系 ~l = (Xj)とお=(的)は、適当な hε M(D)
により、生成元の順番も考慮して各生成元がめ二 hxþ-l、つまりおご h~lh-l と表

せるとき、同値といわれる。 (g，0， m)型タイヒミユラー空間 T(g，0， m) (2g十m三3)

とは、 (g，0， m) 型標準生成元系 2 の同値類 [~l 全体の集合である。

口

標準生成元系を指定されたブックス群は標識付きフックス群といわれる。標準生

成元系を指定することは、生成元の順番で表現するリーマン面のハンドルと穴に番

号、つまり「標識Jを付けること左いえる。また、このようなリーマン面は標識付き

リーマン面といわれる。同値な標準生成元系は、同じリーマン面を表してハンドル

と穴の番号も同じにする、つまり同じ標識付きリーマン面を表すといえる。標識付

きフックス群は、同値な標準生成元系を持っときに同値といわれる。明らかに、一

つのブックス群からも標準生成元系を取りかえることで、同値でない標識付きブッ

クス群が構成できる。 T(g，0， m)は (g，O，m)型標識付きブックス群の同値類全体の

集合ともいえる。古く(本質的には 19世紀末)から様々な方法で、次の定理が示

されている(定理 3.2を参照)。

Theorem 2.3 T(g， 0， m) (2g + m 三3)は 6g十 3m-6次元実解析的多様体と

なる。

口

筆者は一次変換の平方根を次のように定義した。定義自体はとても自然で単純だ

が、一次変換の幾何を考えるときに左ても役立つことが分かる。

Definition 2.4 A εM(D)を双曲型または放物型とする。このとき、 Xε M(D)

で X2=Aを満たすもの(唯一に決まる)を Aの平方根といい、 A1
/
2 と表す。

口

Aから Al/2を求める計算は容易である。実際、 Aの行列表現を A とすると、

Al/2の行列表現は、

となる。

J 1-(A  I) (tr(A)<Oの場合)、
Itr(A) I十 2

士1
一一一一(A十1) (もr(A)> 0の場合)

Aが一般の一次変換のどきには、 X に制限を加えないと、このような X は唯一

に決まらない。

-24-



3 長さ変数によるタイヒミュラ一空間の座標付け

まず、問題1.2が次に述べる標準生成元系の同値類を決定する問題にいいかえら

れることを示そう。

Problem 3.1 標準生成元系 2で生成されるブックス群を考える。この群の双曲

型変換のトレースの絶対値をいくつか指定し、これらの値で [L;]を実解析的に表示

せよ。さらに、この変数空間も記述せよ。

口

六トレースの絶対値を変数に採用した理由:

(1)トレースの絶対値は一次変換の共役で不変なので、 2の選び方によらない同

値類 [L;]で、の意味を持つ量となる。

(2)同値類 [L;]の任意の元は同じ標識付きリーマン面を表していた。双曲型変換

gのトレースの絶対値は、 Igに対応する曲面上の閉測地線の長さに実解析的に対応

するj という幾何的な解釈ができる。実際、 9に対応する閉測地線の長さは、 gの

トランスレーション固レングス tl(g) (gによる移動距離の下限のこと)に一致し、

tl(g)が、

tl(g) := inf{d(z，g(z))lzεD} 
1 Itr(g)1 

-2cosh-I-E-

(ただし、 dを定曲率 1の双曲距離とする)とトレースの絶対値の実解析関数にな

ることから分かる。この理由から、 トレースの絶対値は長さ変数といわれるこ止が

ある。

以上の理由から、問題 3.1は問題1.2を標準生成元系の言葉に翻訳した問題であ

ることが分かる。

長さ変数は一次変換の共役で不変となる。よって、長さ変数の情報は一次変換の

共役で保たれる性質を記述することになる。R.Frickeの時代から、同値類 [L;]~土長

さ変数のみで実解析的に決定されることが知られている (Fricke-Klein [3]を参照)。

これから、次の定理を得る。

Theorem 3.2 タイヒミュラー空間は長さ変数のみからなる大域実解析座標を持つO

口

N1(g， 0， m)を T(g，0， m)の大域実解析座標を与える長さ変数の最小個数とする

と、次の問題が自然に考えられる。

Problem 3.3 N1(g， 0， m)を求めよ。

-25-



口

Wolpert [29]， [30]の結果から、

dim(T(g，O，O)) < N1(g，0，0) (3.1) 

が導かれ、 Seppala-Sorvali[25]が、

N1(g， 0， 0)三dim(T(g，0， 0))十 2

となることを示した。

一方、筆者は (g，0， m)型 (m# 0)自由ブックス群を特殊な性質を持った二元生

成フックス部分群に分解し、各部分群を長さ変数で具体的に構成することで、次の

定理を得た。

Theorem 3.4 (Okumura [13]) 

N1(g， 0， m)ニ dim(T(g，0， m)) (mヂ0の場合)• 

口

また、この議論の応用として、筆者は Seppιla-Sorvaliの結果の別証も行った。

しかし、 (g，0， 0)型ブックス群は自由群でないことから、この議論でも N1(g，0， 0)を

決定することはできなかった。最終的に、筆者は一次変換の平方根を用いて一次変

換の幾何を調べるこ左により、次の定理を得た。

Theorem 3.5 (Okumura [14]) 

N1 (g， 0， 0)二 dim(T(g，0， 0))十 1= 6g -5. 

さらに、長さ変数をすべて単純閉測地線の長さから選べる。

口

この結果は Schmutz[22]も同時期に別方法で証明している。しかし、筆者の方

法では詳細な議論が可能となり、長さ変数を具体的に与え、変数空間の記述にも成

功している。具体的な場合の結果を、定理 5.1，6.1で報告する。

Remark 3.6 このような長さ変数の最小{回数は、 T(g，叫 m) (ただし、 η はリーマン

面の分岐点とパンクチャーの個数の和とする)の場合にも考えられている (Okumura

[12])。

口
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4 角度変数によるタイヒミュラー空間の座標付け

長さ変数の変数空間は複雑な多項式系で記述されることが分かり、長さ変数によ

るタイヒミュラー空間の解析は大変となる。筆者は別のアプローチとして、標識付

きリーマン面上の測地線聞の交角で座標付けするこ土を試みた。このような交角を

角度変数ということ lこする。

リーマン面の閉測地線は標識で指定されたので、二つの閉測地線が一度だ、け交わ

るなら、その交点も標識で指定される。さらに、このような交点を頂点とする多角

形やその内角(角度変数に採用できる)も標識で指定されることになる。

問題 3.1を角度変数の言葉に翻訳すると、次の問題が得られる。

Problem 4. 1標準生成元系 2が表現する標識付きリーマン面を考える。標識で、

この面上の角度変数をいくつか指定して、これらの値で [~l を実解析的に表示でき

るか?表示可能なら、この変数空間も記述せよ。

口

この問題の前半に関しては、実解析的に表示可能なことが示せる。実際、双曲幾

何の性質「双曲三角形は三辺の長さと三内角のどちらからでも実解析的に決定でき

るj を用いて、次のように示せる:

双曲構造を持つリーマン面は、単位円板上の双曲計量に関する多角形として実現

される。まず、標識で、長さ変数のデータを与える双曲三角形をいくつか指定する。

これらの三角形は内角のみで決定されることから、長さ変数のデータも内角のみで

与えられることになる。よって、問題 4.1のような表示は可能となる。

問題 4.1の前半の結果より、次の定理が得られる。

Theorem 4.2 タイヒミュラー空間は角度変数のみからなる大域実解析座標を持つO

口

大角度変数を採用した理由:

(1)上述の双曲幾何の性質から、双曲幾何では角度のデータは長さのデータに劣

ると思えない。さらに、図 4.1のように、図形を変形する際、角度は長さより「変

化の方向Jが記述しやすいと考えられる。このようにして、

双曲幾何では、角度は長さより情報量が多いだろう

というアイデアを筆者は持った。タイヒミュラー空間を大域実解析的に表示する角

度変数の最小個数を N2(ιO，m)とすると、

Nz(g，O，m)三N1(g，O，m)?

と予想される。

円
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(2)双曲三角形の余弦定理を適用していくことで、長さ変数は角度変数の三角関

数による有理式で表されると思える(注意 5.5を参照)。これから、長さ変数の多

項式系で表される変数空間を、角度変数の三角関数からなる多項式系で表せると期

待できる。三角関数の多項式は変形すると一次式に帰着できることから、角度変数

の変数空間の記述は容易であるとも予想される。また、長さ変数の変数空間は非有

界領域kなっているが、角度変数の変数空間は、角度変数を上手くとることにより、

(0，π)の直積空間に含まれる有界領域になるこ kが示せる。

、対

J 

メitl'E ( 0
0
μ) 

pii E (.J'A
o花)

図 4.1 図のような閉測地線 Lの右側のブロックのみを Lに沿って「ずらすj

ことを考える。これは L~こ関するフェンチェル関二一ルセン変形といわれる。

前後とずらす方向が違っても、図の閉測地線 L'の長さでは等しくなるこ左が

あるので、 L'の長さのみでは二方向の変化は区別できない。

しかし、図の交角 μでは区別できる。

。。
ワ白



双曲型変換の軸から決定される多角形の辺の長さと内角の関係を、一次変換の平

方根で考察していくことで、次の結論が得られる。

Theorem 4.3 (Okumura [15]，[18]) 

N2(2， 0， 0)三dim(T(2，0， 0))十1.

(2，0，0)型以外の場合には、

N2(g， 0， m) = dim(T(g， 0， m)). 

Corollary 4. 4 特に、 g三3の場合には、

N2(g， 0， 0)二 dim(T(g，0， 0)) < N1 (g， 0， 0) 

となり、角度変数は長さ変数より情報量が多いといえる。

具体的な場合の結果を、定理 5.4， 6.3で報告する。

5 (1，0ぅ1)型タイヒミュラー空間の場合

口

口

この説では、長さ変数と角度変数による T(l，0， 1)の具体的な座標付けを報告す

るo ~(l)O)l) = (A1， B1' C1
1
) (ただし、 C1:二 [B1，A11 )を (1，0，1)型標準生成元系

とする。

長さ変数による座標付けに関しては、次のような結果が多くの人達により示され

ている。

Theorem 5. 1 (Fricke-Klein [3]， Keen [6]， Okumura [13]， etc.) X1 :二 Itr(A1)1，Y1 := 
Itr(B1)1と Zl: ， Itr(B1A1)1は、 A1とB1を同じ一次変換の共役を除いて(つまり、

hを M(D)の任意の元とする土き hA1hヘhB1h-
1の形の元を)実解析的に決め

る。したがって、 [~(l)o)d は実解析的に決まり、三個の長さ変数による T(l ， 0，1)の

大域実解析座標が得られ、 N1(1，0，1) = dim(T(l， 0，1))となる。また、この変数空

間は次のように記述される:

X1 > 2，υ1 > 2， Zl > 2， 

xi +υ?十z?-zd山<o. 

口
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この定理より、 A1，B1に関係する三点(例えば、 A1の二つの不動点在 A1とB1

の軸の交点)を指定すると、 hの自由度はなくなり、 X1，Y1， Zlから A1，B1が唯一に

実解析的lこ決まることになる。このように、一次変換 hによる共役の取り方を指定

することは正規化するといわれる。

この定理で述べた変数空間は、 rA1' B1' C1が双曲型変換でんと B1の軸が交

わるj としづ条件のみから得られることが定理 7.1より理解できる。

ここで、記号を一つ準備しよう。双曲平面またはその境界上の二点 Zl，Z2にたい

し、 L(Zl'Z2)をこれらのこ点を通り引からぬへの向きを持つ測地線とする。

角度変数による T(l，0， 1)の座標付けに関する結果は、次の定理を使って示さ

れる。

Theorem 5.2 (Okumma [18]) A1' Bl E M(D)を軸が交わる双曲型変換とする

と、 BIAlも双曲型となる。また、 P1を A1~ Blの軸の交点土すると、

2(~ ¥ Dl/2(~ ¥¥ t1(B1A1) ax(BIAl) = L(A~1/2 (pl) ， Bi/2(pr))， 一一一L1}= d(A~1/2(Pl) ， Bi/2(Pl)) 
2 

これから、 Al，Bl左 BIA1の軸は、三辺の長さが与.u与立 μ与竺.uの三角形

を決める。特に、この三角形は一点につぶれることはない。

口

C1 

。(B1)

A1 

。(A1)

BIAl 

図 5.1 p(A1)， q(B1)' q(Al)とp(Br)が、この順で単位円周上に時計まわりに並ぶ

場合(見やすいように、共役をとり、 A1の不動点を p(g)= l，q(g) =-1に

Plを 0となるように、 Al，Blを正規化しておく)。
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Remark 5.3 双曲型変換 gは、 tl(g)(したがって、 Itr(g)1)、湧き出し不動点 p(g)

と吸い込み不動点 q(g)により決められる。よって、 BIAlを幾何的に決定できるこ

とも、定理 5.2は主張している!

口

定理 5.2より、標準生成元系'E(l，u，l)の元 AlぅBl'BIAlの軸は三角形を定める。

その三内角を図 5.1のように B(Al)，B(Bl)， B(BIAl)とすると、次の定理が得られる。

Theorem 5.4 (Okumura [18])三内角。(A1)，B(Bl)土 B(BIAl)は、 Alど Blを

同じ一次変換の共役を除いて実解析的に決める。したがって、 T(l，0，1)は三個の角

度変数からなる大域実解析座標を持ち、 N2(1，0， 1)二 dim(T(l，0， 1))左なる。また、

この変数空間は次のように記述される:

。(A1)，B(Bl)， B(BIAl)ε(0，π)， 

B(A1)十 B(Bl)十 B(B1Ar)< 7r， 

F'(B(Al)， B(Bl)' B(BIAl)) > 1. 

ただし、

OS2 X 十 cos2Y十 cos2
Z十 2cosx cos υcosz -1 

F(x， y， z) := 
smx smy smz 

口

この定理で述べた変数空間は、「双曲三角形の存在条件~ Al' Blの(任意の)行

列表現 Al，Blが

tr([Bl， A1]) < -2 

を満たす」という条件のみから得られる。 F(l.{あ孟7孟)< 1のように一つの角度変

数が πに近いと、 F>1は成り立たない。これは、 Al'Bl' BIAlに対応する閉測地

線の長さが極端に違わないことに対応している。この変数空間は正四面体のエッジ

を削り取ったような領域になる。

Remark 5.5 図 5.1の双曲三角形に余弦定理を用いるこ左で、 Alの長さ変数は、

Itr(Al)1 
七l(Ar)

2cosh一一一一
2 

2{ cosB(Al)十 cosB(B1)cosB(B1A1)}

sinB( Bl )sinB( Bl A 1) 

と角度変数の三角関数による有理式で表される。

口
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以下、 T(l，0， 1)の座標付けで用いた長さ変数と角度変数の性質を見ていく O

2:(1，0，1)が表現する標識付きリーマン面を Sどする。このとき、 A1，B1と B1Al

の軸の射影は、 Sの anti-holomorphicinvolution (J c!::する)で不変な単純閉測地

線となり、 S上に二つの合同な三角形を決める。これらの三角形と三内角は Jでう

つりあう。特に、三角形の三頂点、つまり、 P17AJ1/2(P1)kBJ/2(P1)の射影は Jの

不動点となる(図 5.2を参照せよ)。これらから、次のことが分かる:

-長さ変数は Jの三つの不動点から決まる三つの単純閉測地線の長さになる0

.角度変数は Jの三つの不動点から決まる三角形の三内角になる。

このように、 (1，0，1)型の場合には、長さ変数左角度変数は Jで指定され、 Jの不

変量となるo

Sを C1の軸の射影で二成分に分割するとき、その有界成分は 3の二一ルセン

核といわれる。明らかに、 Sのニ」ーノレセン核も長さ変数や角度変数で実解析的に決

定される。

rt-(@;鷲(c，>)

fYC制{
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』
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図 5.2
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6 (2， 0， 0)型タイヒミュラー空間の場合

この説では、長さ変数と角度変数による T(2，0， 0)の具体的な座標付けを報告す

る。 (2，0，0)型標準生成元系をI;(2，Oρ)二(111，1)1，112，1)2)とする。

長さ変数による座標付けに関しては、次の定理が成り立つO

Theorem 6. 1 (Okumura [14]) T(2， 0， 0)は 7個の長さ変数による大域実解析

座標を持つ。このような長さ変数として、次の 7個の双曲型変換のトレースの絶対

値がとれる:

111， 1)1， 1)1111， 

112， 1)2， 1)2112111， 1)21121)11. 

したがって、 (3.1)より N1(2，0， 0)二dim(T(2，0， 0))十 1二7となる。また、この変

数空間は次のように記述される:

Xj，υ'j， Z1， U， V > 2 (j = 1，2)， (6.1) 

zi+uf+zf-Z1UIZ1二zi十d十 Itr(1)2112)12-X2めItr(1)2A2)1< 0， (6.2) 

|む(B2A2)|=71ーヤ1YX1Y1Z1一 (Xrトd十z[)+4y仰向一 (U
2十日+イ)十4

î-4L~V V 

十2(X1U十 Y1V)- Z1(Y1U十X1り)}> 2， (6.3) 

ただし、 Xj= jtr(11j)¥，約二 Itr(1)j)1(j = 1，2)，z1 = 1七r(1)111d¥， U 二Itr(1)2112111) 1そ

してり二|七r(1)2A21)11
)1 とする。

口

定理 6.1の証明の概略:

適当に正規化したI;(2，O，O)が、定理で述べた長さ変数で唯一に実解析的に決まる

ことを示せばよい。正規化を、 111，1)1 fこ関係する三点を指定して行う。

I;j := (11j， 1)j， Cj1) (j = 1，2) が (1，0，1)型標準生成元系となることが、ブック

ス群の結合定理より示せる。

まず、 111，1)1は X1，Y1，Z1で唯一に実解析的に決まるこ止が、この正規化と定理

5.1より分かる。また、一次変換の幾何を調べることで、1)2112は A1，1)1と叫りで

唯一に実解析的に決まり、 jtr(1)2112) 1は (6.3)を満たすことが示せる(この部分が

証明の鍵になる)。よって、定理 5.1より Itr(1)2112)1と X2，めからおは共役を除

いて実解析的に決まる。さらに、 1)2A2 とC2(二C1"l)の不動点がすで、に定まってい

ることから、おつまり 112，1)2が唯一に実解析的に決まることになる。

変数空間は、 iI;(2，O，O)が (2，0，0)型標準生成元系であることと、I;j (j = 1，2)が

(1ヲ0，1)型標準生成元系で C2ニ Cf1となることが同値1となることから示される。

特に、 (6.2)は Itr(C1)1二jtr(C2)jの条件より得られる。
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口

次に、角度変数による T(2，0， 0)の座標付けについて考える O

Aj， Bj， BjAjの軸からできる三角形の三内角を図 5.1のような θ(Aj)，D(Bj)土

。(BjAj)にする (j= 1，2)。また、 AjkBjの軸の交点を PjJ:::し、 2苅(2丸叩2ρ0，刈が表現

する標識付付-きリ一マン面 (ωSξする)へ射影した点を q町J左する(匂j= 1，2幻)0 sは種

数 2のコンパクト・リーマン面より、 hyperellipticinvolu七ion(Jとする)を持つO

このとき、次の補題が得られる。

Lemma 6.2 q1 と q2 を通る測地線と C1 の軸の射影は、ともに Jで不変な単純

閉測地線となる。さらに、これらのこつの閉測地線は二回交わり、二交点での交角

は Jでうつりあい、角度は等しくなる。

口

実際、 (B2J12)-1J11B1の軸の射影が ql 左 q2を通る単純閉測地線となり、補題の

主張が示せる。

μを補題で述べた角度とする。

p~( 側( (弘んγI内(1))

図 6.1
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これらから、次の定理が得られる。

Theorem 6.3 (Okumura [18]) T(2， 0， 0)は7個の角度変数 O(Aj)，O(Bj)， O(BjAj) 

(j = 1，2)とμによる大域実解析座標を持つ。ゆえに、 N2(2，0， 0)三dim(T(2，0， 0))十

1ニ 7となる。また、この変数空間は次のように記述される:

。(Aj)，O(Bj)， O(BjAj)，με(0，π) (j = 1，2)ヲ (6.4)

O(Aj) + O(Bj)十 O(BjAj)<π(j二 1，2)， (6.5) 

~(O(A1) ， O(B1)タ(B1Ar)) 二 ~(O(Aふ O(B2 ) ， O(B2A2 )) > 1. (6.6) 

口

定理 6.3の証明の概略:

幾何的に説明しよう。

任意の (2，0，0)型標識付きリーマン面 Sは C1の軸の射影 (1単純分割閉測地線J

となる)で分割する左、境界の長さが等しいこつの (1，0，1)型標識付きリーマン面

のニールセン核ができる。逆に、境界の長さが等しい任意の二つのニールセン核を

境界で貼り合わせることで、 (2，0，0)型標識付きリーマン面が得られる。

三つのニーノレセン核は、定理 5.4より (6.4)， (6.5) と ~(O(Aj) ， O(Bj)， O(BjAj)) > 1 
を満たす O(Aj)， O(Bj)， O(BjAj)， (j = 1，2)で実解析的iこ決まる。二つのニールセ

ン核の境界の長さが等しいことは、 (6.6)と同値になることが示せる。また、二つの

ニールセン核の貼り合わせ方は μで指定できるこ土も示せる。さらに、角度変数の

構成の仕方から、 μは他の六つの角度変数と独立に (0，π)の任意の値をとれること

も分かる。このようにして、 7個の角度変数から、 (2，0，0)型標識付きリーマン面を

実解析的に構成できることが示せ、変数空間も得られる。

Okumura [18]では、ブックス群で議論し、結合定理等を用いて証明している。

口

以下、 T(2，0ヲ0)の座標付けで用いた長さ変数と角度変数の性質を見ていく O

(1，0，1)型の場合と同様に、 Aj，BjとBjAjの軸の射影は Sのhyerellipticinvolu-

tion Jで不変な単純閉測地線となり、 S上に二つの合|司な三角形を決める。これらの

三角形は Jでうつりあう。特に、三角形の三頂点、つまり、 Pj，Ajl/2(町)と BJ/2(pj)

の射影は Jの不動点左なる。よって、 6点的?Af勺Pj)とBJ勺Pj)(j = 1，2)の射

影が、 Sのワイエルシュトラス点となる。

一次変換の幾何を調べることで、

1 山 七1(B2A2A1) J(/ n A ¥-1 n11 
ax(B2A2A1) = L((B1A1)-1 B~/"(P1) ， P2) ， 二 d((B1A1 )-1Bi/2(P1)，P2)， 

2 

ax( B2A2B1
1 ) 二 L(A~1/2(P1) ， P2) も1(B2A2B1

1)11A-1/ 2 二 d(A~lβ (P1) ， P2) 

「

D
円

J



が分かり、 B2A2Al'B2A2B1-
1 の軸の射影も Jで不変な単純閉測地線であるこ左が

示される。また、定理 6.3で述べた角度変数は各々 S上の二つの交角に対応し、 J

でうつりあう(図 6.2を参照せよ)。これらから、次のことが分かる:

-長さ変数は Sのワイエルシュトラス点から決まる 7つの単純閉測地線の長さ

になる。

・角度変数は Sのワイエルシュトラス点から決まる 6つの交角と μになる。

定理 6.3の証明で見たように、二つの (1，0，1)型標識付きリーマン面のニーノレセン

核を貼り合わせる方法として、 μを導入した。 μはフェンチエル a 二一ルセンねじ

れ変数に対応している。

(2，0，0)型の場合にも、長さ変数と角度変数は Jの不変量となる。

f"~峨仇))

rt(1似{吋り) rt" (CllC (B~)) 
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図 6.2

7 一次変換の幾何とトレース不等式

。(~)

前節まで、フックス群の標準生成元系を考えてきたが、これは各生成元に「作

用j の方向と不動点の「位置関係j の条件を与えたものEいえる。筆者l士、双由平

面に作用する三つの一次変換 X，Y，Zが ZyX = identuyを満たしてし1る土き、こ

れらの「作用j の方向と不動点の「位置関係j が X，Y の行列表現 X，Y のトレー

ス関数

tr(X)む(Y)む(YX)，

tr(y-lx-lyX) -2 

の符号で判定できることを示した。これらの関数値は、 X，Yの行列表現の取り方に

よらないことに注意せよ。

この節では、 X，Y，Zがすべて双曲型変換になる場合の結果のみを述べよう G 次

の定理では、不動点の位置関係を軸の配置で説明している。

Theorem 7. 1 (Okumura [16]) X， Y， Zを双曲平面lこ作用する三つの双曲型変換と

し、 ZYX = identityを満たしているとする。この左き、三つの軸 ax(X)， ax(Y)，ax(Z) 
の配置は次のどれかとなる:
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(α)三つの軸は互いに素となる。

(b)三つの軸は平行(つまり、三つが境界の一点でのみ接する)、または、三つが

一致する。

( c)三つは一点で交わらないが、二つどうしが交わり、一つの三角形を決定する O

これから、二つの軸が互いに素、平行、一致、または、交わるなら、三つの軸も同

じ状況になる。また、三つの軸の向きは図 7.1のようになる。さらに、 X，Y の任意

の行列表現を X，Y とすると、三つの軸の配置がトレース関数で次のように特徴付

けられる:

(α1) {:} tr(X)七r(Y)七r(YX)< 0， 
(α2)りな(X)む(Y)七r(YX) > 0， tr(y-1 X-1 Y X) -2 > 0， 
(b) 特 tr(X)tr(Y) tr(Y X) > 0， tr(y-1 X-1 Y X) -2 = 0， 
(c)仲仕(X)tr(Y)む(YX)> 0， tr(y-1X-1yX) -2 < O. 

口

Remark 7.2 (α1)の場合には、

七r(y-1x-1yX)> 18. 

口
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図 7.1 単位円板の場合。ただし、 (U，V，W)は X，Y，Zの任意の順列とする。
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8 持ち上げ問題と単純分割閉曲線の特徴付け

一次変換群 M(e)は、 SL(2，C)/{土I}と表されるように、 SL(2，C)の射影とい

われる。この対応関係により、多くの概念が SL(2，C)から M(C)に誘導されてい

る。例えば、一次変換のトレースや M(e)の位相がある。一次変換 gの二つの行

列表現は gの二つの持ち上げともいわれる。

タイヒミュラー空間の座標付けを考察中に、 M(e)の部分群 Gの持ち上げ問題

を思いついた。これは、 fCの各元にたいし、二つの行列表現(持ち上げ)の一方を

上手に選ぶ在、これら全体が G と同型な行列群になるかJ~しづ問題である。でき

るとき、 Gは持ち上げ可能といわれる。この問題は 20世紀初めから、多くの人達

により考察されている有名な問題であることが分かつた。例えば、 Kra[10]を参照

せよ。

G がブックス群の場合には、次のような結果が得られている。

Theorem 8. 1 (Culler [1]， Kra [10]， Okumura [16]， etc.)有限生成フックス群に

たいしては、持ち上げ可能であるこ止と、位数 2の楕円型変換を含まないことは同

{直となる。

口

明らかに、群の生成元の持ち上げを指定することで、群の持ち上げは決定され

る。楕円型や放物型変換が含まれているブックス群の場合にも、標準生成元系は定

義される(例えば、 Okumura[12]を参照)。この標準生成元系に注目すると、次の

ことが示せる:

-群の持ち上げの取り方によらず、楕円型変換の像は唯ーとなる。特に、標準生

成元系の楕円型生成元はトレースが負の行列表現にうつる。

・一般には、群の持ち上げを取りかえると、放物型変換の像は変化する。

このように群を持ち上げる際、楕円型変換は制限を受ける。楕円型変換と放物型変

換を区別するために、次の定義を導入する。

Definition 8. 2 ブックス群 Gは、種数 gで γ個の分岐点を持つコンパクト・リー

マン面から S個の点と m個の閉円板を除いて得られる面を表現するとき、 (g，T， s， m) 
型といわれる。また、このようなリーマン面も (g，円s，m)型といわれる。

口

ブックス群の生成元の持ち上がり方を調べることで、次の結果がただちに得ら

れる。

-39 



Theorem 8.3 (Okumura [16]) Gを位数 2の楕円型変換を含まない有限生成ブッ

クス群左する。このとき、 G の持ち上げの個数は、

(i)Gが (g，T，O，O)型のとき、 22g個、

(ii)Gが (g，T，s，m)型 (s十 m 三1)のとき、 22g十S十
m-1個、

となる。

口

持ち上げの性質を調べている E、リーマン面上の単純閉曲線が「分割している」

という位相的性質が、このリーマン面を表現するフックス群の解析的性質から判断

できることが分かつた。ただし、(連結な)曲面上の単純分割閉曲線とは、この曲面

を二つの連結集合に分け、境界成分または一点にホモトピックでない単純閉曲線の

ことである。

0..， 
図 8.1 α1， b1， d1， e1以外は単純分割問曲線。

結果を述べるために、いくつか設定を行う :8を双由型リーマン面とし、 Lを S

上の閉曲線左する。 8を表現する(任意の)ブックス群を G とする。ここで、 Gが

持ち上げ可能、つまり、 Sに分岐点があればその位数はすべて奇数左仮定する。ま

た、 gLを Lに対応する Gの(任意の)元左する。

このとき、次の定理が得られる。

Theorem 8.4 (Okumura [16]) 8をコンパクト Eする。このとき、 Lが S上の

単純分割閉曲線なら、 G の持ち上げによる gLの像は、 G の持ち上げの取り方によ

らず唯一で、 トレースが負の行列表現となる。

口
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この定理は次のように述べるこ左もできる。

Corollary 8. 5 (Okumura [16]) Sをコンパクトとする。このとき、 Gの適当な

持ち上げにより、 gLが正のトレースを持つ行列表現にうつるなら、 Lは単純分割閉

曲線でない。

口

次に、 Sがコンパクトでない場合を考える。このときには、期待に反し、次の主

張が成り立つO

Lemma 8.6 (Okumura [16]) Sを(仏 7・，3，m)型 (3+mど2)在する。このとき、

単純分割閉曲線のなかには、 G の適当な持ち上げにより、正のトレースを持つ行列

表現にうつるものがある。

口

しかし、コンパクトでない場合にも、次のように持ち上げを制限すると、コンパ

クトの場合と同じ主張が成り立つO

Theorem 8. 7 (Okumura [16]) Sを (g，汽 3，m)型 (3十m三1)とする。 Sのパ

ンクチャー土穴に対応する G の標準生成元系の生成元は S十 m 個ある。これらの

生成元をすべて負のトレースを持つ行列表現にうっす Gの持ち上げのみを考える。

このような Gの持ち上げは 22g個ある。 Gの持ち上げをこのように制限すると、定

理 8.4と系 8.5の主張が成り立つO また、 Gの持ち上げの制限をこれ以上緩和する

と、定理 8.4と系 8.5の主張は成り立たない。

口
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THE EXPONENT EXPANSION OF THE JONES 

REPRESENTATION AND THE LO羽TERCENTRAL SERIES OF 

THE TORELLI GROUP OF GENUS 2 
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In his famous paper on polynomial invariants of links， V.F.R. Jones has con-
structed a representation of the mapping class group of the closed surface of genus 

2 [Ann. of Math. 126(1987)，335-388]. It is a linear representation over the integral 
La旧 entpolyr閉山alsZド，r 1]， and comes from a certain generically irreducible com-

ponent of the A5 type Iwahori-Hecke algebra representation of the 6-sもringbraid 

group. 

In this talk， we report on our continuing study ofthis represent叫ion.We consider 

a series of reductions of the J ones representation obtained by using the Taylor 
expansion of t二 exph and reducing the par七sof degrees higher than a given one. 

The k-th reduction vanishes on the k-th七ermof the lower central series of the Torelli 

group， and there[ore the series of the redudions naturally induces a represen七ation

of the graded quotients of the lower central series of the Torelli group. In particular， 
the五rsもnon-trivialreduction， up to degree 1， gives an abelian quotient ofthe Torelli 
group， and this quo七lenもisa Z-free lift of our previous quotient， obtained by using 
the specialization t =ゾ二I
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量子逆元とブレイドモノドロミー

鎌田聖一

大阪市立大学理学部

2次元プレイドのプレイドモノドロミーの標準形を定義しようとするとき，つぎのよう

な問題が起こります.プレイドモノドロミーは局所モノドロミーの有限列で記述できます

が，この有限列はユニークではなく，ある種の基本変形を法にして定まるものです.この

基本変形にはプレイドの共役が現われますが，プレイドの標準形(たとえば Garside標準

形)は共役に関してうまく計算できません.

ところが昨年，松本幸夫先生が「量子逆元jという概念を提唱されました.点抜き球而

の写像類群において共役を求めるときに，最も初歩の段階で現われるものです.これはプ

レイドそノドロミーの基本変形に利用できると思い早速話に加わった次第です.

[量子逆元jの定義，性質，計算方法については，松本先生の原稿で説明されていると

思いますので，ここではプレイドモノドロミーとの関係について簡単に述べたいと思いま

す.なお，松木先生は， r量子逆元]を点抜き球面の写像類群で考えられていますが，プ

レイド群でも定義ができます (34).本質的にはまったく同じです.

31 プレイド

Dを2次元円板とし，K 二 {Zlγ ・・ ，Zm}を D-δD上のm個の点集合とする.

θD上恒等写像かっ h(K)二 K をみたす同相写像 h:D→D をプレイド写像 (Artin

の同相写像)という.プレイド写像のイソトピ一同値類全体がつくる群を B;n(DうK)で

表す. (ただし 2つのプレイド写像の積(合成)は左側が先とみなす. ) 

Typeset by AMS-T'J芥
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鎌 田 聖 一

Iをl次元円板(線分)とする .D x 1内に埋め込まれた 1次元多様体 βが

(1) pT2¥β:s →Iが被覆写像，

(2)δs=KxθI 

をみたすとき， βを ((D，K)に関する)幾何的プレイドという. (ここでPT1や PT2

はDxIの各成分への射影を去す. ) 2つの箆何的プレイド s1，s2が同値とは，つぎを

みたす全同位 gt: D x 1→ D x 1 (t ε[0，1])が存在するときをいう.

(1) gl (β1)二 s2

(2)各 gtは DxθI上で恒等的.

(3)各 gtはfiber-preserving(すなわち，PT2 0 gtニ仇 oPT2) 

幾何的プレイドの同値類をプレイドという. (しばしばプレイドと代表元である幾何的プ

レイドは区別しないで用いられる. )プレイド全体がつくる群をプレイド群といい，

Bm(D，K)で表す.Bm(D，K)とBム(D，K)には自然な同一視がある.

1次元円板 Iを2次元円板 B におき直したものが， 2次元プレイドである.DxB

内に埋め込まれた 2次元多様体Fが

(1) PT2¥F:F-rBが分l岐被覆写像，

(2)θF二 KxδB

のとき ，Fを (B上の) 2次元プレイドという. 2つの 2次元プレイド F1'F2が同値と

は，つぎをみたす全同位 gt:D x B → D x B (tι[0，1])が存在するときをいう.

(1) gl(F1)=F2 

(2)各 gtは DxθB上で恒等的.

(3)各自はfiber-preserving(すなわち，PT2 0 gt二gt0 PT2) 

(B上の) 2次元プレイドの同値類全体を Bm(B)で表す.

32プレイドモノドロミー

3 を連結な 2次元多様体，2:;二 {Y1，• ・・ ， Yn}を S θS内の η 個の点集合と

する.基点的を 5-2:;にとる.基本群 π1(5 -2:;， Yo)からある群 Gへの準同

型 f:π1(5-2:;，υ0)→ G を (5，2:;)上の Gモノドロミーという.
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量子逆元とプレイドモノドロミー

Gカ宝対称群(または置換群)のとき普通の意味でのモノドロミーであり ，Gがプレイド

~I!fのときプレイドモノドロミーという.

例1. C を cp2内の代数曲線とする.射影 P:Cp2 -0 → Cplが Cについて一

般的になるように点 OをCp2-Cにとる.つまり ，Pの制限写像p:C→ Cplは分

il皮被覆写像. :E'を Uの特異点集合，:Eを Cp1での像とする.このとき p

ρ:π1 (CPl -:E， YO)→ Bn(p-l(YO)，p-l(υo))/center 

は，プレイドモノドロミーである.ただし，この場合は本来の円板上のプレイド群でなく，

「開円板上のプレイド群jである.座標をうまくとって，Cp1二 CU {∞}について，普

通のプレイドモノドロミー

ρ:町 (C-:E， YO)→ Bn (p-l (YO)， p-l (υ0)) rv Bn(D， K) 

を考えることができる. (最後の同型は自然なものではない. ) 

例2. Fを DxB内の 2次元プレイドとする.定義より ，P二 pr2: D x B →B 

の制限 p:F→B は分岐被覆写像. :E'を Fの特異点集合，:Eを B での像とする.

p:πl(B -:E，yo)→ Bn(p-l (yo)， p-l (Yo)) 

はプレイドモノドロミーである.とくに，YoをθB上にとれば，

p:πl(B -:E， Yo)→ Bn(D，K) 

を得る.

f : 1r1(B -:E，yo)→ G を (B，:E)上の Gモノドロミーとする .γ1，.・・，γn

が (B，:E)についての Hurwitzarc system (good ordered system of arcs)とは，

各市 (i二 1，.・・ ?η)は B 上の単純弧であり，:Eとの交わりはその 1つの端点で，もう

一つの端点は υ0，そして，仰のまわりでは γ1，.・・ 7γnがこの順番で現わているもので

る.このような Hurwitz arc systemは基本群町(B-:E，仰)の生成元の列 Hurwitz

generator system (good ordered system of generators)を定める.この生成元の列
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にfでの値を対応させて， Gの元からなる有|現列 (glγ ・・ ，gn)を得る.これと Hurwitz

arc system の情報があれば，完全にもとの Gモノドロミ ~f が復元できる.

基本変形とは

gi t---t gi十1， gi十IHgjJ1gzgi十1， gj t---t gj ciヂi，i + 1) 

またはこの逆操作のことである.このような基本変形を有限回繰り返しても Gモノドロ

ミーは同値である.これは Hurwitzarc systemのとり方の差に対応する.

仮に Gの各元に標準形が定義されていても，共役元について標準形が直ちに計算でき

なければ役に立たないのである.

33重み何き単純弧の RACK

D を2次元円板， K={ZIr・・ ，Zm}を D-δD上のm個の点集合とする.

D-θD上の単純弧 αで αnK=θα となるようなものを考える.α に「重みjがつ

いているとは，ある Oでない整数(重み)が指定されていることである.このような

「重みjがついた単純弧 α全体をA(D，K)とする.A(D，K)をイソトピ一同値なも

ので割った集合を A(D，K)とする .A(D，K)の元 α=([α]， η，)に対して， η>0

(η< 0)なら正の向き(負の向き)に αにそってディスクツイストを η回 (-n回)

合成した写像を対応させて，写像

A: A(D，K)→ B:n(D，K) 

が定まる .A(D，K)の元民bに対して，A(D，K)の元 αbをつぎの様に定める.

A(ab
) = A(b)-l A(α)A(b) 

これにより ，A(D，K)には Rackの構造が入る.A(D，K)の部分集合で重みが η である

ものを An(D，K)と表すと， αε An(D，K)， b E A(D， K)に対し， αbE An(D，K) 

なので An(D，K)は「正規部分RackJである.

例1. 代数曲線のプレイドモノドロミーにおいて，局所モノドロミーは An(D，K)

(ηε{1，2，3})の元である.η 二 1のとき，局所モノドロミーは branchpointの
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まわりの局所モノドロミーである .n=2のとき， nodeに対応し，n=3のとき，

cuspに対応する.

例 2. Fを[単純J2次元プレイドと仮定する.このとき，プレイドモノドロミーの

局所モノドロミーは An(D，K) (ηε{1，-1})の元である.また，ここでは定義を

与えないが「単純特異J2次元プレイドのときには，局所モノドロミーは An(D，K)

(nε{1， 2， -1， -2})の元である.

これらの例では，An(D， K) (ηε{1，2ぅ3，-1，-2})の元ついてのみ標準形を定義

し，そこでの Rackの作用を求めれば十分である.

34 Al(D，K)と量子逆元

Al(D， K)のなかでも端点が Zl，Z2であるものを A{12}(D，K)で表す.(D，K)に関

して Hurwiztarc system γ1ぅ・・・ ?γη を固定する. (ただし， θ市二 {Zi'zO}'基点 Zo

は θD上にとる. ) またこれに付随した πl(D-K，zo)の Hurwitzgenerator 

systemを Xl，・・・ ，Xm とする .πl(D-K，zo)は自由群 F(Xl，・・・ぅXm)である.

α= ([叫， 1)ε A{12}(D，K)に対して， αにZ2から Zlに向かう向きをいれると約束す

れば，両側剰余類

1αlε (X2)¥F(Xl，・・・ヲ Xm)/ (Xl) 

が定まる.つまり，

A{ロ}(D，K)→ (X2)¥F(Xlγ ・.，Xm)/(Xl)

が定義できる.さらに Xlが生成する正規部分群で、割って，

p: A{1以D，K)ー--t(X2)¥F(X2，・・・ぅXm)

を得る.

定理. 写像 p: A{12}(D， K)→ (X2)¥F(X2γ ・・ぅXm)は全単射である.
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Zl と Z2 を端点とし， H urwizt arc system γ1，・・・，γnとは端点のみで交わるよう

な D上の単純弧を α12とする.α=([α]， 1)ε A{12}(D， K)に対して， αをα12に

そって正のディスクツイストをおこない得られた単純弧を T(α)と表し，

T: A{12}(D，K)→ A{12}(D， K) 

を

T([α]， 1)ニ ([T(α)]， 1) 

により定義する.このとき， pre-quantum inverse map 

Ipre: (X2)¥F(X2，・・・ ，Xm)→ (X2)¥F(X2γ ・・ ，Xm)

が Ipre二 pOTOρ-1により得られる.

X2に関する指数和を保つように調整して， quantum inverse map 1が定義される.

35まとめと課題

34に述べたように A{12}(D，K)の元については標準形が得られました.さらに，

A{12}(D， K)の元による共役は quantuminverse map 1を用いて再び標準形にできま

す. しかし一般の場合 (An(D，K))はさらに工夫が必要になります.A1(DヲK)の場合

も代数的に計算する方法が見つかりましたがまだ実用的ではありません.今後の課題です.

最後に 2次元プレイドと松本先生が研究されているレフシェツ・ファイパー空間の関係

ですが， degree 2η，の 2次元プレイドにおいてファイバーを球面に拡張し，また底空間を

2 次元円板 B でなくリーマン面 S とします.この 2 重分Ji皮被覆は，極数が η~ -1のリー

マン面をファイパーにもつ S上のレフシェツ・ファイパー空間になります.もちろんすべ

てのレフシェツ・ファイパー空間がこのようにして得られる訳ではありません.逆に 2

次元プレイドには degreeが奇数のものがあり，レフシェツ・ファイパー空間を対合写像

で割る方法でこれらを得ることはできません. 2次元プレイドとレフシェツ・ファイパー

空間の共通部分は重要な，美しいクラスのようですが，よくわかっていません.

また 2次元プレイドの定義の θFの条件を自明なプレイドから 1回ひねりのプレイドに

変更すれば，Cp2の中の 2次元フ守レイドが定義できます.これは代数曲線の拡張になって

います.
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極数2の曲線族から得られる周期写像

K 0 MATU Makoto (小松信) e-mail: komatu@kurims.kyoto-u.ac.j 

概要

A，1型 curvesingularityの変形のパラメータ空間の C*-bundleとしての構造を、

周期写像を使うとと Kより解明する。(まだ出来ていない。)

1 Introduction. 

F(x，y，t) := _y2十25十t2x
3
十t3x2十t4x十"t5， 

~二 {(x ， y，t)εC2 
X S I F(町仏t)二 O}ヲ

S二 SA1:二 C4
(ヨt二 (t2't3， t4，i5) ) 

とおく o -仕 A4型 curvesingularity y2二 x5のversaldeformation (略して変形)の空間、

Sはそのパヲメータ空間と呼ばれる o -及び S Kは

入・ (x，y，t):=(入2Xヲ入5Uヲ入・ t)ヲ

入・ t:二(入4t2ぅ入6t3，入8t4，入10t5) (入 εC*)

によって C*-actionが定義される。との作用により Sは広義の C*-bundle (の全空間) t.見

在される O 我々の目標仕との C*-bundleの正体をも Eめると Eである。つまり次の問題(及び

後述の問題 (4.2))を考える。

1.1 (問題) A4型 curvεsingularityの変形のパフメ←夕空間の C九 bundlet.しての構造を

解明ぜよ O

他の An型 curvesingularity K閲してはん型(自明)、 A2型(楕円 modular形式)の場合

だけ知られている O モζで非自明な例つまり A2型の Eきの話の真似をして A4型の場合を調

べるととにする o nが奇数(三 3)の止きの An型仕 A2型のときの話を単純に真似できない事

情があり、どうしたらいいのかわからない。また更に別の特異点K対してもとの問題はあるの

だが私は知らないo A2型のときに仕周期I写像を使って保型形式の枠組をあてはめた (cf.(2.1)) 0 

次節でその枠組を説明する O

2 保型形式の枠組

複素多様体XK群 Gが不連続に作用していて、更に X 上の GK関する保型因子jが与え

られれば保型形式というものを考えると Eが出来る O ととろで XKGが作用しているとき次

のふたつ

e保型因子jを与える ζ と、

Gl C* xXへの Gの作用を projectionmap C* x X → X t. equivariant t仁左るように、

かっ C"¥actionと可換に在るよう K与えるとと、

q
t
u
 

F
h
d
 



仕同じととである o (jが与えられたとき、 C*x Xへの Gの作用は

σ: (入バ)ー(j(σJ)-kσ(x)) (σ モG)

Kよって定義するo )とのとき関数fεO(C本 xX)がG不変だとすると、

f(j(σ，X)-l入ヲσ(x))= f(入，x)， ("1σεG， Vxε X) 

が成り立つ。よって、 ζζで更vcfεO(X)[入，入-1]だとすると、との fを

、、.，
J
'

1
i
 

〆，，、、

f二 z入kfk (finite sum) 

kεZ 

(where fkεO(X)) 

左表示すると、

Lj(σ，X)-k).kf(σ(x)) =玄入kfk

より

fk(σ(x)) = j(σヲx)kfk(x) ("1σεG， VxεX， Vk) 

が得られる O つまり、粗く言うと大体

IX上の (G，j)保型形式副竺 |Cネ xX上の G 不変式環|竺|(C*x X)jG上の関数環I(2) 

と見在せる O 空間 Y が或る C*-bundleの全空間のときとの Yvc対し

Y竺 (C*xX)jG (3) 

と見倣ぜるような X、 Gを与えるととが出来れば、そとで得られる jはYの変換関数系を去

す。そして Yvc associateする linebunclleの切断仕 X上の (G，j)一保型形式左見在される。

2.1 (例) A2型 (y2= 4x3 -g2x -g3)の場合

との場合、 SA2:二 C2、 DA2:二 {g ι SA2Ig~ -2791ニ O}、Y:= SA2 -DA2とおく。 Y
への Cに αction仕、入:gi I→入2，gi (入ξ C勺i= 2，3)と定義する。 ζのとき(多価)写像

(r dx r dx I r dx ¥ 
Y3gl-+ l/ / -==-// -==-1εC* x H 

¥JA(g) Y JB(g) Y / JA(g) Y } 

により (ζのとき G= SL(2ヲZ)) Y竺(C*x H)jSL(2ヲZ)が成立し、 g2，g3の、 H上の保

型形式としての表示(楕同モジュラ←形式)が得られる。

3 問題の定式化

まずいくつか定義を述べる。

ム:二 3125t~ -3750hhl~ 十 2000t2t~t~ 十 2250t~t4t~ -900t~t4t~ 十 825t~t~t~

十 108t~t~ - 1600t3i~l5 十 560t~t3t~t5 -630t2t~t4t5 -72lit3t4t5 十 108t~t5
2_.lA I -1 A ，LI_ -，_213 I 1 r>.1.4-L3 ol"7J..4.J.2 A..L3..L2.J.2 十 16t~t~t5 --1-256t~ -128ちら十 144t2t3九十 1612d 271;t4 4t21314 

(xの多項式F(x，O，l)の判別式)， 

4
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Dニ DA1:二 {tεSIム(t)ニ O}， 

Xt: 

::::3 (x，y，t)一向 S，
ニ π一l(t)ヲ

A: = {MoTIMεSp(4ヲZ)，ァεH2，Tは対角行列}， 
二 H2-A (但し H2はgenus2の Siegel上半空間).

1f 

nu
つA

MH
 

前節で述べた Y として S-Dを採る O そして C*xXの候補として後述の monodromycovering 

S-D K.注目する o (A2型の左きにはとれでうまくいった。 ) S-Dの点 toをひとつ採る O こ

れは S-Dの基本群の基点在して使う O 自然な projedion:::: π l(D)→ S-Dの局所自明性

により H1(Xto'Z) K.仕基本群町(S-Dヲto)が作用する。しかもとの作用は H1(Xto'Z)の交差

形式 Iを保存する。とうしていわゆる monodromy表現

p:πl(S-D， to)→ Aut(Jh (Xto， Z)， I) 

が得られる。但し Aut(H1(Xto' Z)， I)仕H1(XtoヲZ)の自己同型で Iを保存するものの全体で

ある。 f:二 ρ(πl(S-D，to))をmonodromygroupと呼ぶ ζ とにする。 Xto上で H1(XtoヲZ)

の basisを Figure-lの様K採り五xすると、とれにより同型

A叫 (Ih(XtoラZ)，I)竺 Sp(4，Z) 

が得られる。との同型対応Kより EはSp(4，Z)の部分群と見なぜる。表現 ρから得られる S

D のmonodromycoveringをσ:S-D→ S-DとE!?くO そして周期写像を次のように定義す

るo

P:仏 h~ (LJ(h)ザ)日2 ε C2X4 

但し Al(h)，A2(h)ヲA3(h)(二 B1(h))， A4(h)(二 B2(h))は H1(Xσ(l小Z)のsymplecticb出 lSで、

h K. [連続的JK.依存するものとする(localsystem) 0 (ある hoεσ一1(to)で Figure-1の

ようにとっておく o )更に

ψ:Imαge(P)ヨ(nAnB)←→ nA-1nBεH2 

と定義する。

4 現在までの結果 (1)

S-D K.仕 monodromygroup止C*が作用し、その両者の作用は互いK可換である。更に

との C*仕 S-Dには五xedpoint free VC作用するととがわかり S-D仕厳密な意味での C*-

bundleの構造を持つ。ととろで A2型の場合、 SA2-DA2仕周期写像Kより自明在 C*-bundle

C本 x Hと同型Kなる。 A4型ではどうかというと、実は次が成り立つ。

4.1 (補題) c九 bundleとしての同型

正b竺 C本×H2 (4) 

が成り立つ。

「ひに
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(証明の概略)まず Rosenhainの公式 (10)から得られる関数町(cf.(12))を使ってH3から S-
Dへの写像を定義し、次にその写像を Hiから S-Dへの写像に liftするとと Kよって S-Dの

大域切断をもとめた。(証明の概略終)

とれより件の枠組における X として Hiをとればいい、というととがわかった。よって (2)、

(3)より S-D上の関数仕H3上の (f，j)一保型形式の幾つかの和と見なされる。とくに変形の

パラメータむ (2壬i壬5)は weightが 2iの保型形式と見なされる。但しととでの保型因子j

はC*×Hi上の f-actionから得られるものである。従ってとのjは同型 (4)の与え方、す在

わち S-Dのgrobalsectionのとり方に依存する。

同型 (4)が得られると、 Sの関数環を表す保型形式環を特徴付ける問題が浮上する。つま

り

4.2 (問題) Hg上の (f，j)ー保型形式環の中で、部分環 C[t2，t3， t4， t5]を特徴付ける条件を

求めよO

たぶん何らかの境界条件が答えになるのだろうが、 ζれはまだ求まっていない。

5 Siegel modular formの環との関係

極数2の曲線族を使って周期写像を与えた結果、その像が C*x Hg (with the mor剛 lromy

group action)となっていた Eいうと止になる止、その結果得られる保型形式の環と、 Siegel

modular formsの環止の関係仕当然気になると ζ ろである。種数2のSiegelmodul目 forms

の環は周知のよう K

C[ψ4， 'lt6， XlO， X12， X35] 下っきの数字は weightを表す。)

仇ヲψ6フχ山 χ12仕C上代数的独立、 χ35εC[ゆ4ヲゆ6ヲχ山 χ斗

という構造をしている(井草準ー [2][3])0 いっぽう我々が研究対象としている環仕

C[t2ヲt3ヲt4，t5] weight(ti)二 2i

t2， t3ぅt4，t5仕C上代数的独立

(5) 

である。とれより環C[t2ヲt3，t4， t5]の保型形式環としての特徴付けは未だ不明ながら、その代

数的構造は (5)とは異なっているととがわかる。との違いは A2型(楕円曲線計二 4x3-g2X-

g3)のときKは生じなかった違いである。

以下で仕との αz達の満たす保型性(9.2)について述べる。

6 theta (テータ) constantsの定義と変換公式

本節の内容はすべて [6]に書いてあります。

行列 X I'C対して X の転置行列を txと書くととにする。

Hg := {TITはC成分の g次対称行列で、 Im(T)は正定値}， (6) 

fg(η):= {MεSp(2g，Z)IM三 Izgmod n} (7) 
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e:$'く。 Hgを主IT数 gの Siegel上半空間、 fg(n)を levelnの主合阿部分前:という o C 二

(cγ') = (ε;…ε;Ef--d)ε Z2g及び Tε HgK対して、

的):='L e吋 i(n+j)Tt(ぺ)十2訂(n+j)三|
nεZg L 

-
J 

と定義する。右辺の級数は HgJ二絶対かっ広義一様収束する。 ζれを characteristiccをもっ

theta constantと呼ぶ。町onstant" e:言っても Hg上の関数である O 混乱のおそれが無い場

合は、。ε(T)を乱と略記する。 cltc"が偶数 (resp.奇数)のとき εはeven (resp. odd) で

あると言う。実は εが oddのEき乱仕恒等的KOである。

I D C ¥ 
Tl

εSp(2g， Z)ぅ Tε Hg，c二 (c'c")ε Z2g K対して、次の式が成り立っと
¥ B A J 

Eが知られている。

19Aaoε(Moア)二 κ(M)2exp(2π仲(M戸))det(CT十D)19;(T) (8) 

但し

M 0 T:= (AT十B)(CT十D)-r， Moc:二 εM-1十((CtD)o (AtB)o)ヲ

州 c):二j{却をf
十 川Bγ 月 Atc"十2仰-clltC)凶 )o}

とおく o とζで gxg行列 XK対して X の対角成分を順に並べて得られる 1xg行列を XO

E書く ζ とにする。また κ(M?は MKは依存するが cKも 7 にも依存しない定数である。

更に任意の Mε Sp(2gヲZ)K対して κ(M)8= 1が成り立つ事が知られている。

7 程数 2の曲線と Rosenhainの公式

本節の目的仕 αi達の定義を与えるととである。粗く言うと、 α1ぅ・・・， α5仕種数2の曲線の

周期同期する llosenhainの公式 (10)の分母を払って平行移動したものである。種数2の任意

の曲線は超楕円的であるから次の表示を持つ。

X:υ2二♂(x-l)(x -A3)(Xーん)(x-As) 、EE
J
'

Q
d
 

〆t
，.、、

但しん εC-{oヲ1}(iご 3パヲ 5)入3ヲ入4ヲ入5仕互いに相異在る。曲線 (9)とその曲線上K

Figure-lのとうりに Eった H1(X，Z)の baseKより周期行列 TεH2が得られる。とのとき

Rosenhain仕 [7]で、 ζれら入diニ3ん5)をthetaconstantsの比で表した。 Figure-lで与

えた baseK対して、 Rosenhainの公式仕、次のよう Kなる ([7])。
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とbくo (10)、 (11)及び (12)より、各町仕次の表示をもっ。

5α1 

5α2 

5α3 

5α4 

5α5 

-'l9iooo 'l9I100 'l9io01一時000'l95100'l9io01-'l9iooo'l95100'l95001一時000'l9ilOo'l95001， 

十OLOOT711000io01-dimO21diO01-03oJill001000-02即時olO'l9ilOoヲ

十時000'l95100'l9io01十時010'l95110'l9io01-'l95110'l9i111 'l95100 -'l9501O'l9i111 'l95000 ， 

十'l9Iooo'l96100 'l96001十時011'l96110'l9iooo十時110'l9 i111 'l96100 -'l96011 'l9i111 tJ6001ヲ

十d喝:0凹00'l9 IlO叩OtJ喝:m十d特:叩o喝3OJi10凹0十d喝;0J?L11J:Lん0凹0凹0十o喝;凹o吋i山 d喝;0叩01. 

また、各 αz αj仕次の表示をもっO

α2一α1= tJioootJilOotJio01ヲ

α4α1 = tJioootJ5100tJ6001' 
α3α2 = tJ5010tJ5110'l9io01' 
α5ー αz二時011tJ6010tJi100ヲ

α5ー α3= tJ6000tJ501OtJi山う

α3ー α1二tJ5000tJ5100tJio01， 

α5α1二tJ6000'l9i 100 tJ6001ヲ

α4α2二tJioootJ5011 'l95110， 

α4ー α3= tJ5notJi111 tJ6100ヲ

α5ー α1= tJ6011 79i111 tJ6001・

7.1 (補足)上の 10個の式(I町 内二・・・」のとりは全て次の様に書ける。

αi一 αJ二 Stgη(i-j)tJ[iJ+Lil十[kJ-{}[iJ+[府 (13) 

但 L.i，j，kヲムm 仕 1，2，3，4ヲ5の置換を去す O また[]は (14)で対応づけられる oddthetαchar-

αcteristicsを表すもの止する。それから Stg叫i-j)仕 t-Jの符号を表すものとする。

8 群 r'の定義

1'2(1)/1'2(2)が 6次対称群 56t同型であると左は良く知られた事実である O とれは 6個

の odd the児叫et同ach町a

1"を定義する際必要K在るので、との同型対応を具体的に与えよう。種数 2では oddtheta 

ch乱racteristicsは次の 6個

[1] :二 (0101)，[2]:二(0111)，[3]:二(1011)，[4]:二(1010)，[5]:二(1110)ヲ[6]:=(1101)ヲ(14)

であるが、各 Mε 1'2(1)に対して

c mod.(2Z)1←→ M 0 c mod.(2Z)1 (15) 

在る対応が、上記の 6個の oddtheta characteristicsの置換を惹き起とす。よって、各 M ε 
1'2(1)及び tε{1，…，6} K対して

[M(i)] == M 0 [i] mod.(2Z)4. 

を満たすよう KM(i)ε{1，…，6}を採る。とうして群の準同型む(1)→ 56が得られた。との

準同型により同型1'2(1)/1'2(2)竺 56が得られる。

ととろで今回私が注目している群は1'2(1)そのものではなくて次に定義する群1"である 0

8.1 (定義) 1":二 {Mε1'2(1)IM0 (1101)三 (1101)mod.(2Z)4}. 
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ζの群は次の性質を持つ。

r2(2)仁 r'仁 r2(1) and r'jr2(2)竺 55・

突は次が成り立つ。

8.2 (補題 (A'Gαmpo[1})) r'二 r.

9 現在までの結果 (2)

上記の αi(1三i三5)と群 r'K対して、次のtm題が成り立っととがわかった。

9.1 (補題) r':3 M f---+ χ(M) :=κ(M)2 exp[27riゆ(Mヲ(1101))]E C*仕群の準同型であ

る。

との補題 (9.1)はテータ定数の変換公式により明らかである。

f D C ¥ 
9.2 (補題) Viε{1ヲ2，3，4ヲ5}，VM二 I~ ~ Iεr'， VTモH2K対して、

¥ B A / 

αM(i)(M 0 T)二 χ(M)det(CT十D)3向(ァ)• 

が成り立つO

証明は thetaconstantsの変換公式と (7.1)を使う o 補題 (9.2)より保型因子jはおそらく次の

ようになっているものと思われるo

9.3 (予想) j(M，T) =ゾχ(M)det(CT + D):1 H
 

C
」T

 r
 

f

ヒ

¥、
B
E
t
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/

C

A

 

D

B

 

/
'
』
'
E
t
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¥

一一M
 

(平方根の符号をうまくとれるかが未だ確認出来ていない。)との予想が正しければ、我々が

調べている bund1eとSiege1modu1ar form に対応する bund1eとの関係が明確になるであろう

という期待を持っている。

10 先生方のコメン卜

今年の 7月に、九州大の吉田正章先生から非常K気になるコメントを戴きました。吉田先生

達が数年前に出した結果のなかで問題(1.1)の解答が(もっと一般的な状況で)既に与えられ

ているらしいのです。 p2の中の直線の配置空間 (K3曲面の或る moduli空間)を使って周期

写像(と modu1ar関数)の理論を作る際、その空間の内部K pl上の 6点の配置空間が現れ

る。その部分の構造の、先生方による研究結果([4])が該当するものであるとのととでした。そ

の後広島大の松本圭司先生に伺ったととろ、問題意識が違うし多分やっている計算もちがうだ

ろう、とのコメントを戴きました。結局そのへんの事情がまだ私には把握できていまぜん。現

在、確認している最中でまだ何とも言えません。 (1997年 8月 22日)
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タイヒミュラー空間のアール埋め込みと

プリーツ座標について

小森洋平(大阪市立大学理数学)

研究集会「リーマン面に関する位相幾何学1
1 997年9月 18日(木) (北海道大学)

1 タイヒミュラ-空間のアールモデル

Definition 1.1 (標準的な生成系)

Sを1つ穴の開いた向き付けられたトーラスとする.このとき Sの基本群の

生成系の順序対仏Fが標準的とは、与えられた Sの向きに対して、 αesの
交点数が十1であることとする O

Definition 1.2 (rのプラス成分。+とマイナス成分。)

r=< AヲB>を ma1'kedquαsi-F'uchsiαη" g7'OUp of once-punciU7'(ed to1'ω とす

るO このときIの不連続領域。(1')は 2つの連結成分からなる。その一方の成

分。十がrのプラス成分であるとは、 Fの与えられた生成系 AヲBから定まる

Q十 /rの基本群の生成系が1J~~準的であることとする。もう一方の成分。ーをE
のマイナス成分ということにする。

Theorem 1.1 ( 1つ穴の聞いたトーラスのアールスライス ([3]，[9]参照))
Sを1つ穴の聞いたトーラスと同型なリーマン面とし、その基本群の標準的な

生成系を引戸とする O さらに Sの向きを逆にする微分同相写像から誘導され

るπ1(5)のinvolutionをOとする O このとき、次の 2つの条件をみたす mα1'ked

quαsi-F'uchsiαn g7'OUp r二 <AヲB>がメピウス変換での共役を除いて一意

仁定まる O

1.α を Aに、 Fを Bにうっすようなπ1(5)から rへの同型写像を誘導

する、 Sから Q十/rへの confo7'malm仰が存在する O

2. n十から Qーへの confo1'malmapを与える位数2のメピウス変換Eが存

在し、 rの任意の元γとQーの任立の点Zに対し、次の関係式 E(γz)二

B(γ)E(z)を満たす。ここで、 0をrの involulionとみなすため、条件 1

にあるπ1(めからFへの同型写像を用いることとする O
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(証明)リーマン面 Sの正則な普遍被覆空間として上半平面H をとり、その

被覆変換群を Gとする。。を誘導する、 Sの向きを逆にする微分同相写像は

穴まで連続にのびると仮定してもよい。その Hへの持ち上げを fとすると、

任意の gモGとzεHに対し j(gz)= O(g)j(z)を満たす。次に下半平面H*
から Hへの写像hをh(z)= j(z) (ここでZはzの複京共役)で定義すると、

同様の関数等式h(gz)二O(g)h(z)(gξGヲ ZεH*)を満たす。そこで、 G不

変なベルトラミ微分μを次のように定義する O

I 0 in H 

μ二 ihz/hz in H*・

このとき可測なリーマンの写像定理より、ベルトラミ方程式 ωzμωzを満

たす、リーマン球面上の擬等角写像 ωがメビウス変換の合成を除いて一意

に存在する O ここで ω とωoh-1はHで正則であることに注意する o f二

ωGωI，A=ωαω l， B二wsw-1とおくと、 r二<A，B >はQ十二叫H)と

n-=ω(H*)を不連続領域の不変成分にもつ markedquasi-Fuchsian groupに

なり、等角写像w:H→ Q十は条件 Iを満たす。次に等角写像C二ωhω1

。-→ n+が位数2のメピウス変換であることをいう o fの不連続領域。(f)
上の写像Eを、。ーでは E=C、。十では E二C-1で定義すると、|羽数等式

EγE-1二O(γ)(γε 1')を満たす。ここでEはquasi-F肌 hsiangroupより幾

何学的有限であり、 0はリーマン面の自己同相写像から誘導されているので、

type】 preserving.よってマーデンの同型定理より Eはメピウス変換。特に E2

は恒等写像なので、位数2であり条件2を?i日ーたすO

次に上の 2つの条件をみたす markedquasi-Fuchsian group f二<A，B > 
がメピウス変換での共役を除いて一立でああることを示す。いま t二1，2に対

し、上の 2つの条件を満たす markedqllasi-Fuchsian grollp fi =< Ai， Bi > 
とその不変成分ofaMIIJおよび位数2のメビ、ウス変換Ei:n:;→07があっ

たとする O このとき条件 1から等角写像 II: nt →口Jが存在し、 ot上で
II A1II-

1二A2 とIIB1II-
1二B2を満たす。 n(f1)からn(f2)への正則写像

Fを、 niトで F'二H、n1でF二(E2)-10 II 0 E1 として定義すると FはI¥
からむへの typepreservingな同型を導く。よって、再びマーデンの同型定理

より Fはメピウス変換となる O つまり、題:意i色志2主:を満たすma紅，rke叩edqllaι1 

group f二<AヲB>はメピウス変;換央での共役を除いて一立である O

Theorem 1.1より、穴の 1つ開いたトーラス Sのタイヒミュラー空間T(5)
をquasi-Fuch s ~洋の空間 QF(5) に正則に埋め込むことが出来る ([3]， [11] 参
j!{i)。この像をアールスライスといい、 Egと書くことにする o Eoはπ1(5)の

involution 0のみに依ることに注}j~する o 次に Egが、複素平面内の領域とし
て実現出来ることを示す。
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Theorem 1.2 (アール埋め込み ([3]，[11]，[12]参照))

。を、 α をß~ご移すπl(S) の involuiion とする。このとき Th印rem 1.1で定まる

mαrked quαsi-Fuchsian g/Oψ r二 <AヲB>で、その生成系AヲBのSL2(C)

での代表系 Ad，Bdが次の形になるものが一意的に定まる O

/ 豆土l
kl = I . .od a-¥ 封註2

¥d  

/ 互土1
B" = I . .od 

α i一出与呈
¥d  

ここで、 dは 0でない複素数とする O

(証明)fの生成系 A，Bの交換子P二 [AヲBJはparabolicであり、その固定点
をXpとする o Ellipticな元 Eは、。の条件より EAE-1二 Bを満たすので、

EPE-1二 p-1も満たす。つまり EはXpを固定点として持つ。 Eのもう Iつ

の固定点を XEとする o XP，XE，P(XE)をそれぞれ∞ぅ0，1に移すメビウス変換

でrの共役をとると、 PヲEはそれぞれP(z)二 Z十1，E(z)二 -zとなる o fを

SL2(C)に不連続群として持ち上げるためには Pの持ち|二げを

P二(-~つo -1 

とすればよく、条件 [A，BJ二 PとEAE-1= Bより、 A，Bの持ち上げは上の

Ad，Bdでとれることが計算からわかる。

fd二 < Ad， Bd >C SL2(C)をパラメータ -dに対応する markedquasi-
Fuchsian groupとする。 rd仁 PSL2(C)のSL2(C)への持ち上げの自由度は

dの符号に対宣する O またタイヒミュラー空間の複素構造の定義から、 Adの
令占止ど当社主はEe上正則である。よってポはんの正則な大域的座標にな

(d2十1)

る ([3Jヲ[11J参照)0 Eo = {dζqrd E Eo}とおく O

Lemma 1.1 dが Oでない実数とすると、 dはんの元である O

(証明)んとんのトレースはともに咋主よって d州でない実数とする

とAdとBdはhyperbolic.一方 [Ad，BdJのトレースは 2より、 AdとBdで、生成

される群はフックス群になり、 dはEeの元である O
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Lemma 1.2 dがんの元ならばy その複素共役dもんに含まれる O

(証明)AJとBJで、生成される群はfdを複素共役I(z)二乏で共役したものであ

るO また IはP うEと可換より、 dもア)ルスライスの元になる O

Proposition 1.1虚軸は Eoの外にある O

(証明)虚l!ilh上の点dがんに含まれているとする。タイヒミュラー空間T(S)は

弧状連結より、島内で、 d と実J!il~上の点 d' を結ぶ道がある。この道に d f---t -d 
とdf---tdを作用させると、 Eo内に自明でない閉曲線ができる O これはタイヒ

ミュラー空間 1'(S)が単連結であるととに矛盾する。

Proposition 1.1より、 Eoは右半平面にあるとしてよい。特に dをEoの正

則な大域的座標に取ることが出来る o Eo内のー正の実事Ihをアールラインといい、

Ro~書くこととする O

Proposition 1.2アールラインは Eo内の Fuchsiangroupsの部分仁一致す

るO

(証IYj)Lemma 1.]よりアールラインの元はみなフックス群である O 逆にfd二<

Ad，Bd>がブックス群のとすると Adのトレース当土lとAdBdのトレース寄生1

はともに実数なので、 dも実数である O

Lemma 1.2で見たように、複素共役写{象I(d)二dはEoの反正則な lnvo-

lutionを与える O 次に Egの正則な involutionをみる O

Proposition 1.3 S( d) =告は Egの正則な zn叫 utionである。

(証明)marked quasi-Fuchsian group fd二<A出 Bd>に対し、 Bd，Ad1もまた

標準的な生成系で同じプラス成分とマイナス成分を持つ。この生成系をメピウ

i111  
v ノ

ス変換MAd(ここでM:=1"- ~ 1) T'共ィ交をとるとfl二<Al，Bl > 
¥ 0 1 l' -/"/------u ---u'-u 

が得られる O

穴の 1つ聞いたトーラス Sのタイヒミュラー空間 T(S)は次のように自

然、に上半平面 Hと同一視出来る ([6]，[11]，[16]参照)0 H内の点 7に対し、
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ZI--+Z十1とZf-)-Z十Tで生成される群を GT とする o GTはCγ 二{ァ εqz#
n 十mT for m川 εZ}に作用する。 Hから CTjGTへの正則な普遍被覆写

像をπとし、 1'Tをπの被覆変換群とする O このとき条件π(Az)二π(z)十 1と

π(JJz)二π(z)十 7を満たすれの生成系AぅBはRiemann面 HjI'Tの標準的な

homotopy基jまになる O この対応により Hから 1'(5)への conformalmapが

定まる o TheOTem 1.1でみた 1'(めからんへの自然な写像との合成により、

H から Eeへの confOTmalmapψ が定まる O この写f象ψ:H→ Eeをア ル

埋め込みという O アール埋め込みで、 EeのinvolutionsIうSやアールライン

を上半平面でみると以ドの通り O

Proposition 1.4 1. 7t-1 050 7t(T) = -~. 

2. 7tー10Ioψ(T)二 j

3.アール埋め込み ψにより、上半平而内の半1=']{TξHIIァ1=1}はアール

ライン RDに移る O

(証明)

1. Ad， Bdから Bd，A;/への基底の変換に対応するモジュラ一群 P5L2(Z)

の元はTH;より。

2 主張 1より、 Sの固定I主主にゆ-1050ψ の固定点同宣対応する。また

iはIの固定点でもある。一方ψ-10I 0 ψ(ァ)は入f(ここで入は正の実

数)の形をしていると左から入 =1がわかる O

3. RDと{ァ εHIIァ1=1}はそれぞれIとψ10Ioψの固定点集合より、主

張2から主張3がでる O

2 穴の 1つ聞いたトーラス上の単純閉曲線の記号化

以下 [16]に従い、穴の 1つ開いたトーラスヒの単純閉曲線の自由ホモトピ一

類全体と有理数全体3εQU{∞}の聞に対応を作る。平面に正方格子を描き、

頂点をすべて外す。縦の辺には記号αを、植の辺には記号9をふる O 既約分数

tεQU{∞ =D に対し、傾きが?で格子の頂点を通らない直椋を L(~) とす
るO 辺α、Fをそれぞれ同士張り合わせると、穴の 1つ開いたトーラス Sがで

き、 L(~) は S 上の穴の周りのループに自由ホモトープでない単純閉曲線を定
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める o 5上の穴の周りのループに自由ホモトープでない単純閉山線の自由ホ

モトピー類全体をI;(5)とし、 S上の曲線Lの白白ホモトピー類を [L]とする

とき、以 Fのことがわかる O

Proposition 2.1 ([16]参照)

1・iεQU{∞二 Dに[L(3)lε I;(5)を対応させる写像は ωell-definedか
つ全単射0

2. [L(~)] に対応するπ1(5) 二<α ， ß>の元 W(~) を以下のように帰納的に

定めることが出来る。まず、 W(~) と W(?ï)を次のように定める。

W(!)ご α，W(;)二 F

ps -qr 二士1 を満たす p/q<r/s に対し、すでに W(~) と W(~) が定

まっているとする。このとき W(出)は次の式で定める。

W(出)二W(:)W(:)

以下、 αとFをAdとBょうっすπl(めから口への同型写像により、 W(;')
を口の元とみなす。

3 Rational pleating rays 

日の limitsetをA(rd)として、 3次元双rJJJ空間 H3でのA(rd)の凸包Cdおよ

びその凸境界δCd を考える o rdはポアンカレ拡張により H3に作用し、 Cd

および、δCd をそれぞれ保つ。そこで次のような thenearest retraction map 
r : n(日)→ θCdを定義する ([4]，[8]参照)0n(rd)の点 zに対し、 H3での z

をI:I])L、とした horoballで内部がCdVこ触らないもののうち最大のものを考え、

δCdとの接点を r(x)とする。このとき、この写像Tはrdl可変な同相写像にな

る。この写像によって、。+(r)とn-(r)に対応する8Cdの連結成分をそれぞ

れθcf、。Ciと書くことにする O

凸境界θCdはまたプリーツ面の構造ももっo ここで、簡単にプリーツ面の

定義を復習しておく ([2]，[4]参照)。双曲 3次元多様体 M 内のプリーツ面と

は、完備な双曲曲面SとSから M への写像f:5→ M の組で、その像j(5)

にM から定まる距離を入れると 1:5→ 1(5)は等長的であり、 Sの任意の点

Sは、 fにより M 内の測地線に移るようなある S内の測地線の内点である O
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さらに、 fが誘導する基本群の聞の準同型写像は単射であることを仮定する o

pleated locusとは、 fにより M 内の測地線に移るようなただ 1本の S内

の測地線の内点になっているような Sの点の全体である O このとき、 pleated

locusはSのgeodesiclamination，つまり Sの閉集合で互いに交わらない単

純な完備測地根からなることがわかる O 我々の場合、 θctとδcJ=/1'dはそれ

ぞれH3とH3/日のフ。リーツ面である O いま日は Fuchsiangroupでない、つ

まり dε Ee-Re と仮定する。このとき W(~) は loxodromic な元であり、そ

の H3 で、の軸をγ(~) とかき、 H3 /1' d内での対応する lÌ'Í.純閉測地椋をi(~) と書

くことにする。 ac;t/1'd (または θc;Z/1' d)のpleatedlocusをpl十(d)(または

pZ一(d))とし、以下のような集合を定義する O
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p十(:)np一(:)

P(μ) u P(汗)
P(ト~)を (p/q，r/δ)ーrationalpleati時 rayという O

Proposition 3.1 (Rational pleating rays の基本的な性質)

1. p/q ヂ r/s ならば、 p十(~) n P+(~) 二日かつ P-(~) ηp一(~) = o. 

2. pZ十(d)= i(~) で・あるための必要十分条刊二は pZ-(d) 二 i(~) である。よっ

てもし r/s ヂ q/p ならば P(tぅ~)は空集合。

3. i(土1)はpZ十(d)にも pZ一(d)にもならない。

4. I(P(~ ， ~))二 P(j ヲ~). S(P(~ ， ~))二 P( ト t)-

、、、‘fle'''明証，，ー、、

1. Pleated locus はgeodesiclaminationかつ cuspのendに向かう測地線

は幾何学的有限なクライン群の場合、 pleatedlocusの成分にならないの

でpleatedlocusの成分は IつO
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2.メピウス変換E:n十→ Qーは等長変換E:8Ct→θc;;を誘導する O 一

方 EW(~)E 二 W(~) より、 γ(~) 亡。cJ は E で、γ(}) 仁 θc;; にうつる 0

3.主張2より、 pl+(d)= i(士1)とすると pl一(d)二 i(土1).一方、。Ct/fd

とθc;;/fdは互いに交わらないので矛盾。

4. Involutions 1，5のアーjレスライスへの作用の仕方から明らか。

4 Hyperbolic lociとrationalpleating raysの関係

?εQ U {∞}に対し、 W(~) ε SL2 (C) のトレース TTW(t) を考える。以下
これを Eo上の正則関数Tpjqとみなす。また複素平面上の有理関数とみなすこ

ともある。トレース関数九jqのhyperboliclocusを次のように定義する。

H(?)ご {ι qTpjq(d)ξR，ITpjq(d)1 > 2} 

Proposition 4.1 (Hyperbolic loci の基本的な性質)

1.任意の hyperboiclocusはアールラインを含む。

2.任意の?εQU {∞}に対し、耳jq二 Tqjp.よって、 H(3)=H(;).

3.P{:ヲpはH(?)に含まれる。

明正
L

ニ
=
H

1.アールライン上、 W(~) は hyperbolic なので0

2. TrW(~) 二 TrEW(~)E = TrW(~). 

3.γ(~) がθctの pleated locus ならば、 γ(~) を境界にもつ 2 つの support

ing planesがある o W(~) はOCJ に作用し、そのl/!Ihγ(t) を不変にする
ので、もし TrW(~) が複素数ならば、この 2 つの supporting pl組 esは

γ(?)をllilhとして回転してしまう O よって TTW(?)は実数。

次の結果は rationalpleating raysとhyperboliclociの関係において大切

である O
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Proposition 4.2 (Proposition 5.4 01 [6]、 Theorem 3.7 of [7]参照)

Rational pl印 tingmu P(??j) は H(~) \ Re内で、聞かっ閉部分集合O

次の結果は rationalpleating raysの存在を保証する O

Proposition 4.3 ([9]参照)

Ee¥Roの元 dが hypcrbolicloc'Us H (p / q)に入っていて、かつ EαrlεlinεRo
の十分近くにあれば、 dはrationalpleat吋 my13{tヲ~}の元である。

5 Rational pleating raysの構造

次の定理で Rationalpleating raysの構造について述べる O

Theorem 5.1土1でない任意の有理数?に対し、 rationαlpleating ray P( ~， ~) 

はsimpleαrcである。その境界はθEe上の点 CpjqとEarleline Ro上の点 bpjq
であり、 Cpjq で、は ITpjq(cpjq)1 ニ 2 を 71~ltiたし、 bpjq は Tpjqの Re上で、のただ 1 つ
の criticalpointになっている O

定型11を示すためにいくつかの準備が必要である O

Lemma 5.1アールライン Roヒ、 dが 0や無限大にいくと、 トレース関数

l~jq( d)の絶対値は無限大にいく。 Tpfqの符号はRo上一定より、 Tpjqのcritical
pointが Re上にあるととがわかる O

Lemma 5.2 1節でみたように、上半平面H を穴の Iつ聞いたトーラスのタ

イヒミュラー空間と思い、 H/I'Tのp/qに対応する単純閉測地線の長さがた 以

下な Hの点T全体を Cpjq(k)とする O このとき、 Cpjq(た)の境界θCpjq(k)と実

j!illiの交点はp/qである O さらにた1>んならば、 Cpjq(k1)コCpjq(k2)であり、

nk>OCpjq(た)二 p/q.

Lemma 5.3 Uを}i主連結領域とし、 D を単位円板とする O もし、 U内の α陀

治宝境界 aU上の一点に landするならば、リーマン写像による引き戻しで定ま

るD内の α陀も境界θD上の一点におηdする。さらに境界上の相異なる 2点

仁lαndする αrcsのリーマン写像による引き戻しもδDの相異なる 2点に lαnd
する O

以上の準備の下で、 Theorem 5.1を証明する o Lemma 5.1より、 Re上
仁トレース関数Tpjq(d)の criticalpoint bpjqがある。そこから Ee-Reに
向かつて H(p/q)の枝をとる。 ITpjq(cpjq)1二 2まで枝をたどる。以上により、

bpjqから Cpjqへの simplearc lpjqが符られた。 Pr・oposition4.2より、 lpjqは
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P{pjqヲqjp}に含まれる o Proposition 3.1.4より必要ならば複素共役をとっ

て、 ιjqはP(pjq，qjp)の部分集合としてよいo P(pjqヲqjp)-Ipjqの点αp/qが

とれたとする O αp/qから H(pjq)の枝を ITp/qlが2に向かう方向にとっていく O

との枝を Jp/qとすると、 Tpfqに沿っても Jp/qに沿ってもQ十(口)j日の pjqに

対応する単純閉測地椋の双曲的長さはOに向かう O よって、それらのψ-1での

{象はLemm乱 5.2により pjqに向かう O よって Lemma5.3より Jpjqもι/qと

同じく Cp/qに向かう O 以上のことから Cp/qはトレース関数Tp/q(d)の critical
pointである O よって Cp/qの近傍において、 Ip/qとJp/qで分離される両側に、

Cpjqから始まり 11;jql が Oに向かう H(pjq)の枝が両側にとれる O トレー

スの値からこれら 2つの枝は Eeの外にあり、同じimpressioncp/qを持つ 2つ

の相異なる primeendsがみつかる O これらはともにリーマン写像であるアー

ル埋め込みψの境界への拡張で、pjqに対応しているのでカラテオドリーの定理

(Theorem 15.5 in [14]参照)仁矛盾する O よって P(pjqヲqjp)こらjq'

Corollary 5.1 pjqヂrjsならば Cp/qヂCr/s'

(Proof.) r Cnl
n
は、 [5]の立味での maximalparabolic groupになり、 Theo

rem 3 in [5]より、そのような群は群の同型とそのparabolicelementsにより、

PSL2(C)での共役を除いて一意に定まる O

Corollary 5.2 bp/q二 brjsならばrjs二 pjqまたは rjs二 qjp.

(Proof.) Theorem 1 in [10]により、 rjsに対応する単純閉測地線の双山的長

さ|羽数はδCp/q(k)上狭義に凸関数である O よってθCpfq(k)とθCrjs(l)は高々

2点でしか交われない0 ・方 bp/qは8Cp/q(た)と Reのただ Iつの接点である。

よって bpfq二 brjsならぼう θCp/q(た)と8Cr/s(l)とRoはヲ I点 bp/qで接する。以

上のことから Cpjq(k)とCrjs(l)は包含関係仁あり、 Lemma5.2より pjq=rjs
カ可っかる。
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6 アールモデルのグラフィック

アーJレモデルをコンビューターで描く基本的なアイデアは次の通り。有理数

p/りこ対し、 2節の方法でんと BdのwordW(p/q)を帰納的に計算する。そ

のトレース TTW(p/q)はケーリーハミルトンの公式 iSL2(C)の元 A，Bに対

し、 TT(AB)= TTA. TTB -TT(AB-1)Jにより帰納的に言弓手できる。正の

実軸上にただ Iつ九/q(d)のcriticalpoint bp/qがある。そこからただ Iつだ

けhyperboliclocus H(p/q)の枝がEe-Reにのびているので、それをたどっ

て|九/q(cp/q)1= 2なる点 Cp/qまでいく O この点は Eeの境界上の点であり、こ
のsimplearcがrationalpleating ray P(p/q，q/p)である。
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SPECTRA OF OPEN RIEMANN SURFACES 

須川敏幸

京都大学・理学部

September 16ヲ 1997

1.序

双曲的リーマン面(あるいは、より一般にリーマン多様体)R上の(計量による)

Laplace-Bcltrami作用素-，dに関するスベクトルの分布は『音を聴いて面の幾何学的

構造がどの程度分かるか』という観点からこれまで多くの人により研究されてきた。

iso-spectral pro blemと呼ばれるのがそれである。スベクトルの分布はもちろん、面
を変形すれば変化する。では、面の変形によって不変な量はないだろうか。例えば素

数定理に対応するような形でスベクトルの漸近挙動によって次元や双曲面積(体積)

が分かる、というタイプの結果が古くは Weilなどにより知られてきた。

一方、これとはある意味で対極をなす、第一固有値と呼ばれる量入(R)がある。こ

の量も様々な観点から調べられている。例えば、これは Reileighquotientと呼ばれ

る次のような量の下限としても特徴付けることが出来る口

J~ IVtpl2dVol 
λ(R) = inf Jf¥1 :一 一・

ψεC[;'(R) 

この値が正であるという性質はいかなる変形によって保たれるか、あるいはどのよう

な時にこの値が正になるか。これについて双曲的リーマン面の場合に考えよう、とい
うのが今回のお話のテーマである。

以下 Rは常に-4の定曲率を持つ双曲計量 (Poincare計量)内二 ρn(z)ldzlを持っ
たリーマン面とする。すなわち、単位円板からのある正則な普遍被覆写像'fJ: IlJ) → R 
があって P*PR(Z)二市が成り立つとする口(定曲率一1を好む人々も多いので色々

な人の結果を比較したり使ったりする際には注意が必要である。自戒の念もこめて。)

この量入(R)の重要性は次の而の収束指数との関係を見ても分かるであろう O

つd
ワ

i



Theorem 1.1 (Elstrodt-Patterson-Sullivan [6]). 

b(R) = < ; I d(R)(l -b(R)) 

ザ0三d(R)三iヲ

ザi三d(R)三1

ここに面の収束指数b(R)とはFをRの単位円板上のフックス群模型としたときに

(つまり、 p: JD) → Rの被覆変換群)， 

乞11ー γ(oW<∞ 
7εF 

となるような正数6の下限として定義される。実はこの数はFの conicallimit setの

Hausdorff次元に等しいことが知られている。特にこの定理から収束指数が1より小

さいことが入(R)> 0であるための必要卜分条件であることが分かる。

(同様のことが高次元の双曲的多様体でも成り立つことが知られてきているが、そ

れについてはここではこれ以 t言及しない。)

さて入(R)を直接計算したり評価するのは難しいので、ここで Chccgcr定数と呼ば

れる定数 h(R)を導入しよう。 DRをRI*Jに含まれる相対コンパクトな領域で境界が

滑らかな互いに交わらない有限個の Jordan曲線からなるもの全体とする。 DεDR 
に立すして

IDI二 IDIR三ルR(zf州

問DI= 1ωIRニん川)Idzl

と定め、

IDI 
h(R)二 S叩

DOlt|θDI 
と定義する。次の左辺が有名な Chcegerの不等式である O

Theorem 1.2 (cf. [2]). 

1一三入(R)<-L
16h(R)2 ----= . '\~~J - 4h(R) 

この結果より特に入(R)> 0であるための必要十分条件は h(R)<∞である，つま

り双曲的等周不等式IDI三h(R)1θDIが成り立つことであることが分かる。なお、簡

単な計算から分かるように Rが単連結であればh(R)= 1/2である。

2.有界幾何学

さて、よく知られているように固有値に関するスベクトルの対応物として閉測地

総に関するスペクトル (lcngthspectrum)がある。これらの間には密接な関係があ

ることが知られており、例えば適当な条件のもとでは固有値のスベクトルが同じであ

れば閉測地線のスペクトルも同じであることなどが知られている。そこで、次のよう

な定義をしたくなるのが人情というものである。

4i 
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De:finition 2.1. Rの閉測地線の長さの下限を L'Rと書き、これが正となるようなリー
マン面を Lehner型であると呼ぶ。

なお、 Rが Lehner型であるための必要卜分条件は Niebur-Sheingorn[4Jによって
その上の任意の可積分な正則 2次微分が双曲的有界である，ということが知られて
いる。

ただ、これではやや弱く(実際、 Lelmer型だが入(R)二 Oとなる例は平面領域でも

簡単に作れる)，ここではもう少し強く次のような面を考えよう O

De:finition 2.2. LRをRが punctureを持たない時は L'Rで，持つ時は 0によって定
義する。 LR> 0であるような面は単射半径が下から正の定数 LR/2で押さえられる
とも言い換えられるので、このような面を有界幾何学を持つ(of bounded geometry) 
と呼ぶ。

特に Rが平面領域である場合は Rが有界幾何学を持つための必要十分条件は境界

が一様完全(旧uformlyperfect)であることである (cf.[5])。

Fernandez-Rodriguezによって次のことが知られている。

Theorem 2.1 ([2]).平面領域 Rが有界幾何学を持てば入(R)> 0である。また R内

の閉集合 Aが条件 infα，bεAヲザbdR(o" b) > 0を満たせば入(R¥A)> 0である。ここに
むは Rの双曲距離を表す。

(注意)同じ論文において、入(R)> 0という性質が擬等角写像によって保たれる
ことが証明されている。

この講演ではこの結果を次のように一般化しなおかつ量的な評価を与える。

Theorem 2.2. Rを有界幾何学を持つコンパクトでないリーマン面で種数 g>Oは
有限であるとする。このとき、

Q
d
一
R

π
一L

十

1
i

一ワム
<一、、l'ノR

 
特に入(R)> 0が成り立つ口

(注意)種数が有限の場合も金井氏[3Jの意味での roughisometryの概念を用いれ
ば定理2.1から容易に導けることが分かる。ただ、それだと良い評価を得るのは難 L
いであろう。

また、多少のpunctureなどがあっても先と同様の適当な分離条件があれば入(R)> 0 
が成り立つことが分かる D これについては講演の時に詳しく述べることにしたい。
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3.無限種数の場合

先の定理では種数は有限に限ったが、実は種数が無限の場合は而が有界幾何学を

持ったとしても入(R)ニ Oとなることがあり f尋る。実際、例えば次のことが知られて
いる。

Theorem 3.1 (Brooks [1]). Rをコンパクトリーマン面とする。 π:R→ Rを(不

分岐) Gαlois被覆写像で、被覆変換群が有限生成とすると入(R)ニ Oであるための必要

十分条件はこの被覆が αrnenαbleであることである。

ここで被覆が amenahleであるとはこの場合には被覆変換群のある生成元系に関す

る Cayleyグラフがvertexの個数に関して“等周不等式"を満たすことだと思ってよ

い。例えば、 Ahel群は amenahleだが自由群は non-amcnahlcである。なお、この論

文では Brooksは普遍被覆についてしか述べていないがこのように一般の形でも成り

立つ。
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明TEB幾何学:なぜ(DOUBLE)TRANSLATION面からリーマン面がでてくるか?

中居功

北海道大学 数学教室

BLSCHKE SCHOOLによりWEB幾何学が発達するきっかけとなった LIEの発見，それに続

くPOINCARE，WIRTINGERの仕事を紹介する O

Translation surfaceとはつぎのようにして符られる曲面のことを言う O 二つの空間曲線(parametric

curves) C1(町)ヲ C2(71'2) : ]R.フ O→]R.3ヲキを

C1(U1) = (11(U1)，]2(U1)うん(ud)，

C2( U2)ニ (91('U2)，の(U2)，93( U2)) 

とする。 このとき写像 C1十 C2: ]R.1 X ]R1→]R3の像 S二 Im(C1+ C2)は次のパラメーター表

示をもっ山面となる O

Z二 h(U1)十 91(U2)ヲ υ二 h(ud十 92(U2)ヲ Z二 h(U1)十 93(U2). 

ここで、C1，C2の像はともに直線ではないと仮定しよう o (円そうでない刊とき Sは単純なものになって

しまう o )この曲面は U1曲線 C1十本 :C1(U1) + C2(牢)ヲ U2一山線 C2十本 :C1(キ)+ C2(U2)によ

る2つの葉層構造:fi，F2を持つ。

明らかに曲面 Sは次の方程式をみたす。

δ2xjθU1δU2二 Oぅ θ2yjθ'U1θ7J，2 = 0， δ2zjθU1θU2二 O

この山両を Z ニ F(町 υ)と表わして上の 3番目の方程式を x，yで書き直すと

fJd凡;x十(1{9;+ ]~9~) Fxy 十 ]~ι Fyy = 0 

となる。もう少しのべると Gaussmap (FxぅFy):Sー}C2
(1P'2のchartとおもう)はgenencな点で

非特異であり S上の局所座標と思ってよいので fLjL d?ι は Fx，Fyの関数として書け、次のタ

イフ。のMonge-Amp ere微分方程式となる O

P(Fx， Fy) Fxx十 Q(Fx，Fy) Fxy十 R(FxヲFy)Fyy二 O

(これはムリヤリ書き直しているようにみえるがこの方程式は後にLieによる Doubletranslation 

surfaceの分類で、基本的役割をしている o ) 
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Lieの仕事を説明するために kで、触れたGaussmapについてもう少し詳しく述べよう o ui-曲線の

Gauss map 

C~ :S →]p2 

:み
ど

C~(U1) = [j¥(U1): f'2(U1) : f'3(ud]， 

C~( U2) = [g¥ (U2) : g'2( U2) : g' 3( U2)]， 

と定義し Gaussmap Gαuss: S →]p2V を

Gαuss(p)={Sのpでの接ベクトルを]p2の元とみなしたもの }V

と定める。言い替えると p= C1(ud + C2(U2)εSとしたとき Gαuss(p)はCHU1)ヲCHU2)で張

られる射影直線(のdual)で、ある O

Gauss mapはクラメールの公式から

phリ
J

位

打
札
J

引

』十
Ue

 

T
Q
 

P
九
J

的

μ
A
J引

4
しe

 
，G
 

P
九
J
仏
叫

が
A
Jめ

F+しe
 

唱

d一一
¥
l
j
 

p
 

〆・，E
，、、

Q
U
 s

 

wu α
 

G
 

と表わせる O

s. Lie (1842-1899)は1882年の論文でDoubletranslation surfaceを研究した。 ここで、Double

七ranslationsurfaceとは、 2通りのtranslationtll;')査を持つ曲面のことをいう O つまり 4つの空間

曲線C1ヲ・・・ ，C4C CC3を用いて

S二 Im(C1+ C2)ニ Im(C3+ C1) 

と書けるものを言う O ここで、は二つの杭造C1十 C2，C3十 C4が一般の位置にあることを仮定しなくて

よい。さて Lieの結果は以下のものである O

定理0.1Lie (1882). S C ~3 を dOllble translation sl1r[aceとする。このとき Ga山 smap C: 
の像はすべて一つの]p2の4次の代数山線にふくまれる O

この定理は後で証明する O この定理により Translationsurfaceを生成する空間曲線を忘れてし

まってもそれらは"特別な場合"以外は一意に決まることを言っている O その特別なものが面白いの

だが… O

f麦でわかることだ均三

命題 0.2. この 4次の代数曲線は既約である O しかもそれは種数3、次数4の標準平面曲線CC]p2 

であり、曲面 Sはその曲線のヤコビアンのテータ因子と自然に同一視できる O

命題 0.3. Gallss map S →]p2V は6枚のsheetをもっbranchedcoveringで、あり、その分岐

集合はCの射影双対曲線である O

1. 射影空間山総の双対Projective(Linear)Web. 
ここでは一般に代数的な degreedの空間曲線 C仁]pn にたいして双対空間]pnV上のd-web構

造刊)cについて説明する O
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定義1.1. Cの点 Z の双対超平面を X
V =Hxと書く o Hxの1J矢をWc= {Hx，x ξC}と書き、 Cの

双対日Tebまたは単に AlgebraicWぬという O

まずはじめに射影幾何の双対性より

pε Hx二 X
V~斗 pV う Z

であるからp通るHxの数はpVncの元の(もちろん重複度をこめた)個数、つまり曲線Cの次数に等

しい。

pV円C= {Xlγ ・・ぅ川}

で、xiはすべて異なるとしよう O このとき交点町は重複していないので、そこでC とpVは横断的に

交わるので、交点町 εCはpのまわりで定義されたCに値をとる非特異な関数町(p)とみなすことがで

きる O 従って pのまわりで超平面 zy二 HXi二 {Xi(p)ニ xJにより非特異な葉層 :Fiが定義され

るo Xlγ ・・ぅ引が一般の位置にあるとき葉層 :Fi は一般の位置となる。

葉層 :Fiに関して次の興味深い結果が知られている O

定理1.2Nakai. CヲC'c lpmを非退化〔超平面lこ含まれない)で既約な空間山線、 hをlpmの位相同

形写像とする。 hが向きイ寸けを保ち(逆にしていて)Web構造 Wcを Wc'に移しているとき、言い

替えると h(Hp)= Hゅ(p)ぅpECとなる写像ゆ :C→C'があるとする。このときCまたは C'が

次数n+lの楕円曲線でなければ、 gおよび hうゆは正則同形(反正則同形)である。

次数dの空間曲線 CC jpJnの双対日TebWcは jp'n の双対‘空間jp'nV上に定義されたが、双対空間

は C上の Linearsystemとしてもみなせる O ここで Linearsystemについて少し説明しておく O

Cの超平面H による断面 CnHはd1固の点からなる O

CnH = {Xlγ ・・ヲ Xd}

これを次のような形式的な Cの点の和

D 二 Xl+... Xd 

と書くとき、 D をC上の(正の)因子と呼ぶ。このようにして得られる因子は次のような面白い性質を

もっている O

D'二 CnH'

を別の超平面 H'により定義される因子とする o H，H'を([n上で定義する 1次式をそれぞれ j，gと

すると g/1は分母、分子の次数が同じなのでjp'n 上の有理関数を定義し C上の有理形関数に制限す

るO この関数の因子 (=(g/f)=0点集合一∞点集合)は明らかに

(g/t) = D' -D 

となる O またこのような有理形関数は定数倍をのぞいてただ一つ定まる O 一般に 2つの因子 DフD'に

対して有理関数 hが存在して (h)= D' -D となるとき DヲD'を線形同値と言う O この言葉を使う

とjp'nV はDと線形同値な因子からなる集合とみなせる O また有理形関数の言葉でいうと

(h) +D三O (つまりんの O点集合が D)
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となる有理形関数 hのなす射影空間の部分空間と同一視できる O このような有理形関数 h全体のなす

射影空間をIDIとかき completelinear systemとよぶ。これた、けで、分かつたとは思えないが、い

いたいことは

(正の因子)εIDIや斗超平面による断面

であるということ O このとき上の定理1.2は次のように言い替えられる O

定理1.3. C， C'は桔円曲線でないとし、 D，Eを上のようなCヲC'の因子とする O ゆ:C→ C'を

向き付けを保つ(逆にする)位相同形で

ゆ(1D 1)二 IEI

となるとき、言い替えると Dと紘-]f;1司値な因子D'二X1...十川亡IDIに対して

ゆ(D')二世(X1・・・十 Xd)ニゆ(Xd十・・・+ゆ(Xd)

はEと線形同値となるときゅは正則同形(反正則同形)である。

2 積分写像と標準曲線.

最も重要な空間由椋は標準山線(Canonicalcurve)である O 標準曲線 Cg C jp>g-lの双対

(2g -2)-Web Wcを考察しよう O まず標準曲線の作り方からはじめる。 Cgを種数gのリーマン面と

する oC 上lこはg個の線形独立な正則 lー形式 ω1，・・・ ?ωgがあることが知られている(例えばRiema

nn-Roch定理による)。いま積分写像ゆ :C→ cg を次のように定義する。

仰)二(ぷ
sepointω1?l:sepointωg) 

もちろん上の積分は basepointからの積分経路によっているので Cのサイクルcξ 町 (C)に沿った

凶の積分Lωzつまり周期のぶんだけ ambiguityiJ王残る O つまりゅの行き先はヤコビアン Jc= CgjA 

とするのが正しい定義です。ここで Aは周期ベクトル (Jcω1，.• . ， J~ ωg) ε cg の集合でcg の部分
群となる O この積分写像の像をやはり C仁 CgjAとかく O

このヤコビアンJcの中にはテータ因子と呼ばれる余次元 1の部分多様体 Oが棲んでいる。これは

ヤコビアン上のリーマンのテータ関数の O点集合だが、ある別の定義によれば、。は

ゆ(X1)十・・・十世(Xg-1)ヲ Xi E C 

の集合で言い替えるとCのg-l個のcgのベクトル集合としての和

。二 C十・・・十 C

として書け translationsurfaceの構造を持つ。つまり Selftranslation surfaceである。ここでは

g-l本の空間曲娘はそれぞれX1γ ・・ぅ勺-1E Cによりパラメトライズされ g-l次のCの因子

D ニX1十・・・十 Xg-1 モC0(g-1)

がのの局所座標となる O

ハU0
0
 



次に標準曲線 C仁 cg-
1を定義する O 標準埋め込み写像 ψ:C→ IP'g-l は

ψ(x)ニ {holomorphic1-form ωs.t.ω(x)=O}V 

=[，ω1(δx) :・・・ :ωg(θx)] 

と定義される O 正則 1ー形式 ω を

ω=α1ω1十・・・十 αgωg

と書いておくと、条件 ω(x)ニ Oは

ω(x) = α1ωl(X) +・・・十 αgωg(x)= 0 

となる O 従って射影双対の定義に従って

ゆ(x)= [ωl(X) :・・・ :ωg(x)] 
となる O この連比の意味はCの余接線の元としての比、または言い替えると Z をCの局所座標とすると

ψ(x)二 [ω1(θx):・・・ :ωg(θx)]
(この写像は、かつてなC上の直線族の正則切断の線形空間 Linearsystemに対して同様に定義でき

る。)

C上の正則 1ー形式の O点集合はCの標準因子と呼ばれf{cとあらわされる o (もちろんC上にたく

さんの正則 1ー形式があるので、たくさんの見かけ上集合として異なる標準因子がある o )上の ψの

定義からCの標準因子は標準山線 C仁 IP'g-lの超平両による断面(もちろんmu1tiplicityも込めて考え

る)に 1対 1に対応することがわかる O ここで標準曲線は次数 2g-2を持つことを注意しておく O

(あるリーマン面Cが超精円的であるとはCが射影直線1P'1上の 2重被援となっていることを言う O この

とき標準埋め込み写像も次数g-lの正規有理曲親への 2重被覆に退化してしまいの上の 2g-2-Web 

構造もg-l-Webに退化する。)

以前に見たように二つの超平面による断面は因子として線形同値である O これは次のようにして

もわかる o 叫 J を2つの正則 1ー形式、その O点集合をそれぞれDヲD'とする O ωヲω1を局所的に

f(z)dz，g(z)dzとかくと ω'/ω = f/gとなるので、比 ω'/ω はC上の有理形関数となりその因子は

(ω'/ω) = D'-D 

である O

かつてに与えたgenencなg-111i，1のCの点集合D十は標準曲線上で考えると IP'gー1の超平面Hを張

りD十をふくむ K 二 HηCをきめる O このf{=H円Cのうちで、D十以外の点はg-l個ありその点

集合を

D一二{〆1十 十〈 I} 

言い替えれば

D十十 D一二 f{

となるようにする O このとき対応

D十字二今 Dー

は明らかに 1対 1である。このことからヤコピアンのテータ因子はD十のほかに Dーによってもパラ

メトライズされているとみなすことができ、各座標 4v-川;-1にパラメトライズされる曲線によ

りg-l個の 1次元葉層構造九ヲ...F2g-2を持つことがわかる。以下でこれら町一山線は平行移動で一

意であること、つまり

。はD によってもある桓のTranslation構造をもっ

ことを示す。
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3. Abelの定理.

cn の Translationsurface構造は余次元 1のη-l-Web構造

としてJ足えられることを注意する o Translation surface Sを

S二 C1十・・・十 Cn-1

と書いたとき、 Sは i= 1γ ・・フn-1にたいして

C1十・・・十本+・・・十 Cn-1，キ εCi

を葉(leaf)とする余次元 lの葉層構造を持つ。従って Sが doubletranslation s urfaceであるとき

S は2n-2-web構造(ofcodim 1)を持つ。

これを定義する l~形式について考察する O

一般にCC lP'n を次数d、程数gの代数曲線とし ω をC上の 1ー形式とする o Cの超平面 Hp によ

る断固を

cnHp
二 {X1(p)ううXd(p)}

と書く o C円Hpが非特異なとき各Xi(p)εCは局所的にpの解析関数となる O

双対空間lP'nV上の 1形式Trαce(ω)は以下のように定義される O

Trαce(ω)=i=E d z;ω 

ωが正則であるとき TTαce(ω)も正則となるのを見るのはそれほど難しくない(これがAbelの定理の

Abelにより証明された部分の特別な場合らしい)。 射影空向上の正則 lー形式はO以外にないことから

Trαce(ω)二 O

を得る O

(dz はu二 l/zとするとdz= -z2dz = -l/uduとかけるので z=∞ εPで2位の極を持つ。 ω

をlP'1上の解析的 1ー形式とすると ω/dzはlP'1上の解析的関数となり 1/g(fぅタは同次)とかける。

これから ωの因子は (ω)二(dz)= -2となる。)

Web幾何学の立場から上の等式を Abel方程式とよぶ。この方程式はリーマン面 Cから射影空間

lP'n への(imbeddingで、なくても)解析的写像に対して成り立つことを注意しておく(値域の双対空間

lP'nV上にTraceが定義される)。

D二X1+・・・ +Xd，D'二υ1+・・・十仰をC上の次数dの因子とする O もう一度定義を思い出す

とDヲD'が線形同値とは、あるC上の有理関数fがあり

D' -D = (f)二 fのO点集合 fの極集合

となることを言う01:C→lP'1 とみたとき DフD'はともにこの写像 fのOヲ∞の逆像で、ある。(値域

のlP'1はそれの双対lP'1と同一視できるので)上の等式から
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Fubini型の公式より
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となることがわかる。次のAbelの定理は逆にこれが線形同値を特徴ずけることを主張している O

定理3.1Abelの定理. つぎの条件は同値。

(1) 
rXi 

2j I ω 
仁 l，...，dJx'-

o mod A 

がすべての正則 1ー形式 ω に対して成り立つ。

(2) D = Xl十・・・十 Xd とD'二叫十・・・十41は線形同値0

4. PoincaI・6の仕事.

Abelの定理の応用として以前に約束したうヤコビアンの Oが doubletranslation構造を持つこと

を示す。因子D+，D の作り方からJ(二 D十十 D は標準因子で、 Abelの定理から

jXl
ωi十十

jX9-l
ωz十 jX1ω

i+ 十
jX9_1ωz

は各i= 1 ，..・フ g に対して O 上のパラメータ ~D によらない定数となる O 積分の base pointを適

当に選びそこから積分を解析接続することで

jXl
ωi十 十

jzg〉 +f1ωt十十jX9
_1ωz O 

と仮定してよい。 さてこれを

jXl
ωz十十

jzg〉
と書く O この左辺は O仁 cgのi番目の座標なので O は cg の中の X~ E Cによりパラメトライズ

された 4-曲線
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 からなるtranslation構造を持つことがわかる O 従つてのはdoubletranslat ion surfaceで、ある O

。が doubletranslation構造を持つことがわかったところで Lieの定理のアイデアをここでも適

用してみると面白い。まず、町一曲線のGaussmapは

ψ(Xi) = [ω1 (Xi) : ・・・ :ωg(町)]

またz;曲総のGaussmapも

ψ(XD = [ωl(.'rD: ... :ωg(心)] 
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となりこれらは標準埋め込み ψ:C→lP'g-lによる町?4の像、つまり標準曲線に他ならないo e 
のGaussmapはこれらのベクトルで技られるlP'gー 1の超平面の射影双対ーである O その超平面を

α1ω1(町)十・・・十 αgー 1ωg-l(Xi)= 0ぅ

または

α1ωl(XD十・・・ +αgー 1ωg-l(XD= 0 

とかくとそれは [α1 ・・・ :αg-l]あるいはXiヲ4で消える 1ー形式

ωニ α1ω1十・・・十 αg-lωg-lE lP'g-l 

にl対 1に対応する O

5 Torelliの定理十E，E > O. 
ここで、Doubletranslation杭造に直接によらずにのからリーマン両 C を絞り出す方法を考

えよう O 町一curveヲZ;curveの接ベクトルがののpでの接平面を張るとき、あるいは言い替えれば

Gαuss(p)の双対超平I百iHpと標準曲線の交わりが Hpの中で非退化であるときのはpで、非特異で、あ

る。またのの特異性(例えばTangentcone)はその退化の様子 (Specialdivisorのdeformation)で

記述される O 非特異な点pで、のGaussmapの特異性はHpと標準山線の交わりの特異性で記述される O

まずはじめに次を証明する O

定理5.1(Torelli?). Gauss mapの制限 Gαuss:e→lP'g-lVののでの分岐点(特異点)集合は

{ゆ(Xd十・・・+ゆ(Xg-d Iあるi#jにたいして町二 Xj}，

またjp'g-lでの分岐点集合は

{pιlP'g-l V I p V円CIは特異}= Cの Projectivedual variety 

である O

証明 pモjp'g-lVとし Hpnc= X1十・・・十 X2g-2 と書こう O 交わりが非特異であるとき各Z町zは

点pの非特異な正則関数で、あり♂町Zを適当にうまく動かすことで

lは土点pで、i最註大の陪数を持つo Hpncが特異なときこのpの双対超平面は自由に動けないo X1，・・・ヲ Xg-1

がHp を生成するとき lP'gー 1Vのpで、の接平面は、lP'g-lVをlP'g-lの超平面の集合(グラスマン)とみなし

たとき、町ヲi= 1γ ・・，9-1で、のHpへの法方向のベクトルで生成される。

例えばX1二 X2で、あるとき X1γ ・・ ，Xgー 1を適当に(無限小に)動かしても X1二 X2で、は標準曲線の

接線はHpに含まれてしまうので、HpのX1二 X2で、の法方向のベクトルは張らない。従って

corank d Gα山 s(p)三1

である O これより Gaussmapの特異値集合は標準曲椋の接超平面の双対全体、つまり標準曲線の射

影双対多様体である O 射影幾何の再帰性(bi-duality)により特異値集合の射影双対が標準曲椋、つまり

埋め込まれたリーマン面Cである O これでよく知られた Torelliの定理の証明を終わる O
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一般に余次元 1の多様体の射影双対は余次元 1となり、それが曲線となるのはきわめて稀である O

そうなるための条件もMonge-Ampere方程式で、かける O

上の命題の証明のなかの議論に空間曲線の TangentScrollの基本的結果を応用することで、もっ

と一般に町二・・・二叫が Cで、genencで、あるとき

Gauss mapのpを通る五berはz一重点

である O またもっと強く

Gauss map はpで、Az-1_typeのstablemapである O

であることカ宝わかる O

AZ(Gαuss) = {pεe I Ga.ωδ はpでi一重の分|肢をする}

とすると AZは Oのフィルトレーションをあたえる O とくにi二g-2のときAg-2は由主是となる O こ

れはg-l個のベクトルの和集合

(g -1) .ゆ(x)=ゆ(x)十・..十件(x)

に一致し、その Gaussmapによる像は標準曲線の(I-I.Weylによって定義された)双対射影曲線(strict

dual)であることも簡単なWronskianを使った議論で、わかる O 我々は次の定理に導かれた。

定理5.2(Torelli十 E)E > 0). e c Cs) C C jp'g-lを上のものとする。

Gαuss(A 1( Gαuss ))二 projectivedual of the canonical curve C仁jp'g-lV

GαUSS(Ag-2(Gαuss)) = strjct projective dual of the canonjcal curve C ζ jp'g-lV 

この定理はのの"変山点集合"として Cが埋め込まれていることを主張している O

6. Webの定義とAbellJ程式.

さて一般にWebを定義する o JvIをη一次元多様体とする o M_tの余次7GCのd-Webとは、 d個の余

次元Cの葉j百Fiヲi= 1，・・・ヲdの重ね合せれJ二 (F1，・・・ヲFd)をいう O 通常九はすべて非特異で一般

の位置にあると仮定するがLie-Poincareの仕事を含むために、また常微分方程式への応用をみこんで

緩やかな特異性も許したい。しかしながらいま簡単のために非特異で一般の位置とする O また余次元

lの場合のみを考える o

定義6.1.余次元cのd-Web、W こ (F1，• ・・ ， Fd) 、 W' 二 (F{ ， ・・・ヲ F~) が|司型であるとは Mの正
則同型hがあり h(Fi)二3?となることを言う O

d三 nのときは 余次元 1のd-Webは座標関数引により定義された cn の ProjectiveWeb、

W = (F1，.・・ヲFd)、冗={町二 const}に同型となることはすぐにわかる。 従ってη+1三dの
場合が局所的で非特異のときの研究の対象となる O

Web幾何学で、は主に局所的な構造をあっかう:Algebr包ationtheorem (定理21.1)などに見られ

るように局所的な桔:造が大域的な代数的構造までも決定してしまう O

さて葉層Fiは多様体あるいは多様体の開領域で定義された正則関数υ~i ~こよって定義されているとし

よう O

「

h
uoo 



定義16.1Abel方程式.次の形の等式

h(Ul)dul十・・・ +fd( Ud)dud = 0 

を WebWの Abel方程式と呼ぶ。

例えばdouble translation surface S C 1 ( Ul)十・・・十 Cn-1(Un-l) CHVd十・・・十

C~-l(υn-d を、 U，わりz を定義level関数とする 2n-2-Web とみなしたとき明らかに次の関係式が
成り立つ

C1(Ud十・・・十 Cn-1(Un-l)= C~(υd 十・・・十 C~_l(りn-d

これを微分形式で、かくと

dC1(Uddul十・・・十 dCnー l(Unー l)dun-l-dC1(υddυ1ー・・・ -dC~_l (υn-ddυπー 1= 0 

という Abel方程式になる O

定義6.2.{1γ ・・ ，d}の部分集合 {i1，.・・ ，is}に対して

fi1 (叫 1)dUi1 十・・・十人(uis)duts二O

が成り立っときAbel方程式は可約であるといい、そうでないとき既約であるという。

定義6.3. 自明(=すべての項が0)でないAbel方程式全体のなす線形空間を A と書き

dimAニ ra此 (W)

という O

次数dう種数gの代数的空岡山紘 C仁jp'n の双対d-WebWcに対しては ranl王三 gである O また

Lie-Darboux-Gri缶thsの定理によりリーマン面C上の局所的 1ー形式fi(Ui)duiはC上で、定義された

共通の正則 1ー形式に拡張する O 従って

ra加.r此I

である o Castelnuovo(1864-1952)により次数dをきめたときの種数 gの最大値は次の Castelnuovo

boundであることが知られている O

定理6.4(Castelnuovo). 

π(d，η) = (d -n) + (d -2n + 1) + (d -3n十2)十・.• + (d -kn + k -1) 

ここでkはd-1 :::，. k(η-1)となる最大の自然数。とくに口二 2(平面曲線)の場合は

π(い)二 ;(d 仰-2) 

である O

これは次の定理により拡張される O

定理6.5(Chern(1978)). Cn のcodim二1のd-Webにたいし

ranlc(W)三π(d，η)

が成り立つ。
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定義6.6Linearizationと AIgebI・ization.W = (F1'・・・ ，Fd)を余次元 1の d-Webのgerm
とする O 正則|司形のgerm、fがあり f(Fi)のleafがすべて超平面となるとき、つまりある正則

曲線のgermCi仁 ]P'n 我あって f(Fi)= {Hx 二 X
V

ヲ
xE Ciとなるとき、 W はLinearizableで

あるという o Linear d-WebのgermフWcぅC= (C1，・・・ヲ Cd)フCiは]P'nの正則由娘のgermフが与

えられたとする O このときC1，・・・ ，Cdはひとつの m一次元代数由根のなかにふくまれるとき円七は

Algebrizationできるという o

ドグマチックな大問題.いつLinearizationやAlgebrizationで、きるか?

つぎのLie-Wirti時 erの結果はmaximalrankな(Castelnuovoboundをattainする)Webにたい

してはこれらの問題は肯定的であることを示唆している O

さてリーマン面のヤコピアンのなかに棲むO上には 2g-2-Web構造があった(313)。この場合の

Castelnuovo boundは

π(2g -2， 9 -1)二 g

である o Wirtingerは次の定理を証明した。

定理6.6S.S. Chern Lie-Wirtinger theorem Monatshefte 

Math.Phys.46ヲ384-431)ideaは Poincareによっている). w = (:F1ヲ・・・ぅ :F2g)を余次

元 1のcgで定義された2g-Webの芽とするorank=g十 1ならばWebはProjectivizeできる cn

の葉がすべて超平面からなる Webに解析的に同型となる。

このアイデアはChern-Gri血七hsによってさらに一般化されている O

7. Darboux・Gri田thsの仕事.

日Tirtingerの仕事を(おそらく)うけてDarbouxは次の定理を示した。

定理21.1(Lie-Darboux-Griffiths).rank三1の余次元 1の既約なLinearWebは代数化でき

るO

証明，簡単のためにη=2の場合に証明する o qニト1:α : b]ζ ]P'2のまわりで d-WebW が定義さ

れているとする o Webはすで、に線形化されているので W は双対射影平面の本の滑らかな qの双対直

線 .e:x二 αυ 十 b(ここで(町υ)は双対射影平面の座標)と横断的に交わる曲線 C1，・・・ぅ Cdから定ま

る双対WebWcであるとしてよい。もう一度定義を思い出すと Wcはd個の 1次元葉層冗の組で:Fi
は Ciの点の双対直娘の族である o qVとCiの横断性より交点目 =Pi(q)はqの正則関数で、ある O

いまCi上で、定義された lー形式をωiとし、双対平面に引き戻された 1ー形式 p;ωiもωzとかく o

いま

p;ω1十-ー十p;ωd二 O

が成り立っとする O 証明のプログラムは次のとおりである O

1ωz はtの周りで定義されたCiに極をもっ有理形2ー形式 Q のresidueとして書く

2 nが射影平面全体に解析的に拡張する O

3 nのresidueははじめの凶の拡張であり ωの極はCiを繋ぐ代数曲線である O

4 nの極Cは次数dの代数曲線である O
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8. Part 1 Darbouxのアイデアによる.

五をCiの定義式とし

ωt=7jdz=Res (fdz八dy)

とかく:ここでfI= θfz/θyまた gz/fIは Ci上の関数つまり Zのrm数で、ある o Resは fiの防で の

微分だけできまるので

ω二 Res
gt 

dz八d1J

fI(y -Yi) 
"~ . . 

"<7 

とも書けることに注意する O

Q=291  dz八dυ
fI(y -Yi) 

と定義する O ただしこの京昔話日は直線fとCiとの交点Piすべてにわたってのものである O これは定義によ

りa，bフU空間の 2形式である O しかしそれは見かけ上であり、実はαυ 十 b=xとνの2戸形式である

ことがわかる O もちろんそれには次の(定理の)仮定をもちいる O

2ωi=23dz=0 

告はCi上の関数だからCi上の関数むをつかつて去二 θ山とかくと

¥‘
l
，ノ

.

唱

E/，l
t
、 23

二 I;3bti

である O むは Ci上の関数なので

dti二 tixdx十 tiydυ 

また x=αU十 bより dx二ydα十 αdy+ dbなので

dti = tix Yidα十 (tixα+tiy)dυ十 tixd

従ってαで、偏微分すると(dy二Oだから)

、1
1ノ

キ〆
'a
，、、 δα む=υiθbti二 Yi会
を得る。さて (i)式をαで偏微分すると

、、，，
J
J

・-
E
4

-
唱
E
A

f
1
¥
 

山 bti二勾z十。

をえる O さて

、‘‘
t
，J

・

守

'i
・
1
1

・
1

J
'
a
z
t

、、
I; 

gi 
= I;

θ'bti 
一.

fI(Y-Yi) Y-Yi 

口
00

0
 



がzヲUの関数で、あることをみるのには微分作用素

θα 一υθb

での微分がOであることを示せばよい (iii)より

Y gi 
υ δ b z z 二 2θbfI(y 抗) - - U  fI(υυi) 

上のトリック(*)により

ふたたび上のトリック(*)により

これで証明の 1の部分を終わる O

9. Part 2.拡張定理.

Yi gi 
=~θh 

UfI(υ一的)

8"to 
ニ 2θbー土二一

Y -Yi 

8b8at β ti8bY 
~..::...'一一一三十~-;土三一J :J Z
Y -Yi ' -(υ 一抗)2

A九十 υ2θbtiθh約
二~-=-土一一十

υ-Yi ' (υ 抗)2

θαθbti θbtiδαυt 
ニ呂一一一『十一一一一-

U一肌 (y -Yi)2 

θ"t。
=8n ~--ー

叫 (υ 一山)

二 θn~ -gi 

U - fI(ν 抗)

これには様々な拡張定理を使えるだろう O ここでは二つを紹介する O

定理9.1(Camacho-Lins-Sadヲ Ann.Math.1992). M2をコンパクトな曲面、 C仁 M を曲

線、 ωをCの近傍で、定義された有理形関数とする o M-Cが Steinであるとする O このときωはλIlの

有理形関数に拡張する O

Gri伍thsは次のような拡張定理を使っている O

定理9.2(Gri面thsInv.Math. 1976).射影直組ec ]p'nのまわりで定義された有理形関数は射

影空間全体]p'nに解析的に拡張するo

我々はn=2の場合だけだからどちらでも同じである O
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10. Part 4. Lagrange interpolation formula. 

1で定義された 2ー形式 Qは、その形から明らかに ν二抗で、極を持つO そのほかにυ=∞で、も極

を持つように見える(きっと持つはずである)。そこでの Qの形を観察しよう o 一般に1P'1上のν=Yiで、

1一位の極を持つ 1ー形式は υ= Yiで、のresidueを Pi書くと

(2::: Pi 十polynornialin y) dy 
υ yi 

と書ける o U 二 1/υ とおくと

これより

du 1 

dυυ2 

dド ~y2du = ~今
uu 

上の 1ー形式をuで、書くと

(2::: Pi 十polynornialin y) dy 
y ~ yi 

二=(2:::σ2ι 山 m山h凶凶山1i凶1in泊叫n
E一 1抗/μ i 

ニ 2二 ι生十polynornialin 1/叶今
1 ~ yiu u . u'2 

du 
=2:::一州十仰十 (ωυ仰川i山u

U 

polyno凹lnlaι1i立 l/uι、
ワ C)du ~ 2:::ρi -=-=-+ (holornorphic function of u) du 

u~ u 

これがLagrangeのinterporlation furrnulaである o 1でイ乍った 1ー形式 Q に

gi 
ρz二万

として適用すると定理の仮定より

2ρi二 23=0

従って Q はν二∞でも正則である O 特に直線 tは係数αヲbを少し動かしても曲線Cと丁度d個の点

υ二ν1γ ・・ぅ加で、交わる O 従って Cの次数はdである O

証明の核にあたるのは Reissの方法(ii)とDarbouxの計算(iii)である。この定理はGri自由sに

より一般化されているが、そこでもこれらの方法が繰り返し用いられている O

定理10.1.n次元のdoubletranslation surface S は種数n十1の標準曲線 CεIP'n の双対2n-Web

Wcと同形であり、 Cのヤコビアンのテータ因子の2n-WebWeと同形である O

証明 Translationsurfaceはrank> 1なので Lie-Darboux-Gri団thsの定理により線形化でき

る、つまり Sはある次数2η，の射影山線 CE IP'n の双対2n-Webv¥ノcと同形である O またCは既約で、

あることがわかる O 上の定理の証明の後半の部分と同じ議論により Cは標準曲線である O

札幌市 060

E-mαil: nakai@math.hokudai.ac.jp 
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グロタンディーク・タイヒミュラー群のある精密化について

中村|専昭

参照 P'Lochak，L.Schnepsとの共同研究 [LNS]

程数gでη点マークされたリーマン面の写像類群を M(gヲη)とし K(gぅη)をその pure

subgroupとする.特に写像類群 M(O，n)は標準的な組紐生成元 σ1γ ・・ぅ山一1で生成さ

れ、このとき K(O川)は Xij σる(σ2Jニ σ-1σ戸2σj-1σj-2 ・同)たちで生成され

る (1::::; i < j壬η).簡単のため Xji ♂りとおし また〈で副有限完備化を表す.群

K(Oうのは 2元 X12，X23で生成される副有限自由群であり、これを以下 K(Oぅ5)におけ

る同じ元で生成される部分群と同一視する。 K(Oぅ5)を生成するには 5元町，i+1(添字は

mod 5)を取れば十分である。任意の副有限群 Gへの任意の準同型ゆ :K(Oヲ4)→G は

生成元の行く先 X12r--t a， X23け bを指定すれば定まるがこのときのゆ(J)を f(αぅb)と

かく.

Definition 1.互Eを組(入ヲ1)ε会 xK(O，4)でつぎの (I)，(II)ぅ(III)を満たすもの全

体の集合とする。(J)f(X23，X12)f(X12，X23) = 1; 

(J1) f(♂山 X23)Xí2 f(:r:~3 ぅ X12)X~3 川f(X23 ， X・13)25i=1;
(111) f(X34ぅX45)f(X51ヲX12)f(X23ぅX34)f(X45、X51)f(x山 X23)= 1. 

但しここで rn= (入 1)/2ぅ213二 (X12X23)-1.

このとき宣の各元はK(O，4)上に♂12叶♂?2ヲZ23Hf-14fで自己準同型を定め、

合成積により豆Eは monoidになる o Grothendieck-Teichmuller群 UT(by Drinfeld 

[D])は GTの可逆元全体のなす群として定義される O

GQ = Gal(む/fQ)とすると、 K(O ， 4) を川 (IP~ -{Oぅ1ぅ∞})と同一視する際に、 Deligne

の tangentialbase point 'oiうを基点として用いる事で自然な単射準同型 GQ斗 UTが生

ずることが知られている口(但Bel:孔 Dri‘~ln叶f，島削e社'eld ， 1匝ha旧ra[問I可1]).
[LS2]において、勝手な元(入ぅ1)εUFにたいして一意的に gεK(Oうのが存在して

f = e(ω19が成り立つことが知られている。ここで OはK(Oぅ4)の上の X12 とX23を交

換する自己同型である。 [Nl-2]の結果に基づいて Grothendieck-Teichmuller群の "new
version"を定義するのに適当なつぎの 2条件を見いだすことができる。

Definition 2.σi (1三i三4)をKゅう5)の生成元とし、 rをGTの部分群で各元 (λ 1)
がつぎの条件 (III)'ヲ(IV)を満たす最大のものとする O

(III') g( X45ヲX51)f(♂払 X23)f(X34ぅX45)= f(σ1σ3、σ?);
(IV) f(σhσi) =σ;ρ2(f) f(σ? ゥ σ~)σア2 (f) (σ1σ2)-6ρ2(f)

ラ

ここで ρ2(J)ε2はアーベル化FFにおける等式 g(Xヲy)三 (:r:y)ρ2(f)で定義されるコ
サイクルとする。

Typeset by AMS-1E;X 
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関係式 (III')はそれが GTの定義に現れる (III)をつぎのように合意するためにこの

ように名付けられた。実際、自己同型7]ξA11tlZ(Oぅ5)をσ1卜+σ3ぅ σ2f→σ2ぅ σ3ト+σ1ぅ

σ4 r-+σ15 で /'(σ1σ3ヲイ)を固定するように定義するとき (III')の左辺を L と書けば
η(L)-lL = 1が得られるが、 '17(L)-1 Lは丁度 (III)の左辺である 0 ・

さて種数 gの1点マークのリーマン面 L;g，lの上のループムラ 6;及び、 Eiで与えられる

パンツ分解を P: L;g，l二 U7171p乙とする。 (Piは各々のパンツ)。このとき

Main Theorern. (i) 1[' は GIQを含む UTの部分群である。

(ii)自然な忠実表現UTL+A1川K(ι1))がある。

(iii) (a)この UFの作用は r(Pi)→r(L;g，l)の像を各 Rε?ごとに保つ。

(b)さらに部分群 I に制限するとr(PiU Pj)→r(L;g，l)の像を各パンツのベア

Pi，乃ごとに保つ。

ε2 02ε3 
εEーl

δ; 
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GROUPS OF HOMOLOGY COBORDISMS OF SURFACES 

KAZUO HABIRO 

In this ta1kヲ we五rstintroduce thc notion of k-surgery equiva1ence on 3-manifo1ds. 

The monoid C / rv k十1of homo1ogy cobordisms of a surface 2:; divided by the (k十 1)-

S旧 geryequiva1ence is a gro叩 Thesubgroups Ck = Ck/吋十1of C/ rv糾 1consisting 

of the (k + 1 )-surgery equiva1ence classes of homo1ogy co bordisms w hich are k-surgery 

equiva1ent to the trivia1 cobo吋 ism2:; x 1 forms a graded Lie a1ge bra C二@立1Ck. We 

dcscribe t山J占hes叫t疋;ru児c北巾t1印ur町eof C i也nte白rms0ぱfu凹n引1吐i一t廿n討v司叫aler凶1叶U grapμhs whose uni討v川叫aι1er凶1凶tve白rt札tices

a但redecorated wi抗the叶1e白rIl悶I

We conjecture these re1ations are cωO凹∞II叫I

羽w厄emay re句ga剖rde仙1c立沼~IIl宜III悶ent臼;沼soぱft出J占he mapp戸ln培gclass group ん10ぱftheうS剖u汀rfac∞c2:;a出shomo叶l一

ogy c∞:氾obo凹rdismsof 2:; v吋i乱 t山J占hemapl戸}止ingcylinder construction. Wc thus havc a graded 

Lie sllba1gebraλイニ@立1λイkof C. It seems thatλイisdescibed by llni-triva1cnt 

trccs. The desccnding filtration onルイ givenby k-surgery cqlliva1cnccs is very close1y 

relatcd with the 10wer central scries of the Torelli group of 2:;. 

GRADUATE SCHOOL OF孔i[ATHEMATICALSCIENCESぅ UNIVERSITYOF TOKYO 
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3次元ハンドル体の写像類群について

康瀬進

佐賀大学理工学部数理科学科

種数gの3次元ハンドル体とは， 1個の3次元球体に g個の 1ハンドル (D2X [0，1]， D2 X 

{0，1})を接合して得られる有向 3次元多様体の事を言います.以下では，略して Hgと書

くことにします.Hgの写像類群(冗g と書くことにします)は， 3次元多様体の Heegaard

分解，リーマン面上の写像類群，自由群上の自己同型写像等と関連した興味深い対象と

思われます.今回の講演では，種数 2の場合の Kramer(Cではないことに注意)の結果

を用いて具体的に冗2の表示を求め，種数が 3以上の場合に表示を求める方法を説明し

ます.

行2 の表示

冗2の表示を書くために以下の記号を用います.

記号.1.左図は右図に与えられている冗2の元を表すことにします:

TJL 
寸w'，..t

舟
王
自

ーー一ー今

い
州
寸
一

ム¥f
-t w'.~t 

ー一ー一一』三》
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贋瀬進

2.記号己は左側に書かれたものと右側に書かれたものが可換であることを意味しま

す.例えば，冗2の元 L，M，N に対して，L己 M，N は，LM=λifL，LN = NLを意味

します.

冗ヲの表示

C1 ， C2， C3， d 12 ，の1，tヲeを下図で与えられる冗2の元とする.

ζl 
C:l-

cA31 t 

ζ 
3 

e... 

士臼私

士同年三

すると，冗2は C1，C2， C3， d12，d31， t， eを生成元とし，次の式を基本関係とする群である:

C1，C2ヲC3t=三 C1，C2， C3 

e ~ C1， C2ヲC3，d12， d3b t 

t己 C1，C2 t
2己 d12

dI2 = d~l 二 e2 = 1， (d12d31?二 1，e = r1d12td12 

d12C1 d12 = C2， d31 C1 d31二 C3， d12己 C3， d31 t=三 C2

(t-1C3)2 = (C1 C2)2. 

以下では，表示の求め方のアウトラインについて述べます.
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3次元ハンドル体の写像類群について

H2 に properに埋め込まれた非分離的な本質的 2円盤の事をメリデイアン円盤と呼

ぶことにします.Dl，D2，D3をH2のメリデイアン円盤で互いに isotopicではなく，さ

らに互いに交わらないものとします.この時，和集合 D1U D2 U D3を markingと呼

び， markingから連結成分を一つ取り除いたものを cutと呼びます.例えば，今の場合，

D1 U D2， D2 U D3や D3UD1は cutでありを， marking D1 U D2 U D3に付随する cut

と呼ぶことにします.ここで， markingや cutの位相型が一意で、あることに注意して下

さい.Kramer [K]は H2 に対して，0-単体を H2の marking及び cutの isotopyclass， 

1-単体を markingとそれに付随する cutをつなぐものとして構成される 1次元単体的複

体 Kr2を考えました.実は Kr2は単連結な一次元単体的複体，すなわち treeになるこ

とが示せます ([K][McC]).冗2は Kr2に自然に作用していて，さらにその作用は単体的

かっ各 1単体の向きを保つものとなっています.そこで，K乃/冗2は，先ほどの注意よ

り， markingとcutに対応する 2個の 0-単体と，それらをつなぐ 1個の 1-単体とからな

ることがわかります.これより， Serreの本 [Se]の Chap.1 section 5の結果を用いて，

冗2 は，冗2 の markingを保つ部分群と cutを保つ部分群との融合積になっていること

がわかります.一方，それらの部分群の表示は Birman[Bi]による議論を用いて求める

ことができ，以上から，冗2の表示が得られます.

注意.昨年 12月の数理研での集会 IAnalysis of Discrete Groups nJで diskcomplex 

(後述)を用いて，冗2の表示を求めました [H].今回得られた表示と，以前求めた表示が

同値であることは確かめることが出来ます.

gが 3以上の場合の Hgの表示

Hgの diskcomplex ~(Hg) とは単体的複体で，各 m-単体が， m十 1 個のメリデイアン

円盤で互いに isotopicでなく交差しないもののなす集合 {DoヲDl'・・・ DrrJの isotopy類

となっているものを言います.この単体的複体ム(Hg)が単連結であることは知られてい

ます[J][McC].冗2の表示を得るのに用いた treeK乃はム(H2)の重心細分の冗2の作

用により集合として不変な部分複体となっています.そこで，先ほどと同様の方法により

冗g の表示を得るためには，~(Hg) の重心細分の冗g の作用により集合として不変な部
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分複体で treeとなるものを見いだすことが出来ればよいのですが，現時点(1 9 9 7年

8月 18日現在)では見いだせていません.一方，~(Hg) への冗g の作用から， Brown 

[Br]の方法により gについて帰納的に冗g の表示を求めることが可能であり，現在，こ

の方法で表示を求めようと試みています.
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点抜き球面の写像類群と「量子逆元」

松本幸夫

東京大学数理科学研究科

1997.Aug.7 

「量子逆元(quantuIIl inverse ) Jというのは聞きなれない言葉だと思いますが，

点抜き球面の写像類群のなかで共役公式を求めようとすると，自然に現れるオペ

レーション(自由群の内部の)で，通常の逆元をとる操作に高次の非可換性を組

み込んだようなものです.それは共役公式を離れても何やら面白そうな対象に思

えたので，量子逆元という名前をつけて宣伝しました [0]，[1]. 

幸い，鎌田聖一氏，葉広和夫氏が興味をもってくださって，当初，分からなかっ
た「量子逆元の代数的計算法を求める」問題が解決しました.この結果は今準備

中の共著論文で詳しく述べる予定です [2]. また，吉川克之氏 [6]も興味をもって

くださり，すこし遅れて，べつの形の解法を教えて下さいました.池田 徹氏と

中川義行氏は量子逆元を計算するコンビュータ・プログラムを組んでくださいま
した.以上の方々に，この場を借りて感謝~'\たします.また，今度のシンポジュー

ムにご招待くださった河澄響矢氏に感謝いたします.

量子逆元の「数学的な本性」はL、まの段階でもまだはっきり分かった感じがしな

いので、すが， "Rack" [3] による解釈が自然なのではな~'\かと思うようになりまし
たので，それについて後で述べます.

31量子逆元の性質

Fnを n佃の生成元により生成された自由群とします:

Fnニ <υoぅν1γ ・.，Yn-l > . 

生成元のあいだには，予め決められた線型順序が入っているものとします:

υ。< Yl < ・・・ < Ynー 1・

1991 Mathemαtics Subject Clαssポcatioπ57M05，57M25， 57R50. 
Key wordsαnd phrαses.写像類群，共役公式， 自由群.
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最小の生成元ν。は特別の役割を果たしますので，特別な記号 zで表します.

次の 6つが量子逆元の性質で-す.ただし，これらの性質だけでは，量子逆元は特

徴づけられない(? )ι思われます.

1 )量子逆元は Fnからそれ自身への全単射I:Fn→Fnである. (あとで分かるよ

うに，じつは crossedanti-homohorphismであり，同時に crossedhomomorphism 

である.

2) IはZ による内部自己同型の「平方根」である.すなわち，任意の W εFn'こ
ついて，

I(I(W)) = x-1Wx 

がなりたつ.

3) Iは次の意味で「安定」である.すなわち，Fm =< ZoヲZl，".バm>をもうひ

とつの自由群とし， h: Fn→ Fmを，

h(ν0)二 Zoヲかつ

h(υi) = Zkヲh(的)= ZIぅ約<めならば Zk< Z[ 

を満たす準同型とするとき，次の図式が可換になる:

Fn-i→ Fn 

1
1
1
1
V
 

I
l
l
i
v
 

'九

Fmー←ー→ Fm
I 

4) (x二 1とおけば，古典的逆元に一致する. : r量子」逆元の由来.)すなわち，

っき、の図式は可換である.

F71--L Fn 

F口jN(x)一一→凡jN(x)

ただし，N(x)は Zで生成される正規部分群である.

5) crエネルギー保存則」が成り立つ.)すなわち，I(W)のなかの Z の指数の和

はWのなかの Zの指数の和に等しい.

6) C5郎、安定性.)Fnの生成元 YO ヲ ν1 ヲ・・ • ，Ynのうちから，YOで・ないものをいくつ

か選んでフィックスしたものを 抗 1フ九.. ，Yik
とする.そして，これらを全て

二 1とおく，という簡約操作を考える.この簡約操作で W E Fnが W'E Fn'に

なったとすると，同一の簡約操作で I(W)E FnはI(W')εFn'になる.
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点抜き球面の写像類群と「量子逆元」

つぎに，簡単な計算例をあげます.ここでは，簡単のため.F1 =<町仏引ω>で

考えます.(x<y<z<ω) 

1(1) = 1 

1(x)二民 1(υ)= y-I， 1(z) = z ヘ1(ω)=ω-1

1(ジ)ニ x2，1(y2) =勾 -12-1U-1ヲ 1(z2)二 μ121zーヘこれは安定性の例.

I(ym) = xm(x-1y-1)m， ¥1m E Z. とくに• I(ν-1)=z-1υι 

上の最後の式は 1(I(ν))二 x-1yx と同じ.

もう少し複雑なものとして

1(νmzz)=zm(z121U1z)mM-1 

1(ymz) = x勺X-1Z-1ν1Z)mz-1

があります.これは次の鎌田氏 (Dec.1996)の公式の例になっています.

1(W1x
kW2) = 1(W1 W2)1(W2)-lxk I(W2). 

鎌田氏の公式の特別な場合として，

I(W1X
k) = I(W1)X

k 

I(xkW2) = xk I(W2) 

I(W-1XkW) = I(W)-lxk I(W) 

がなりたつ.上の 3番目の式は古川氏から注意されました.

32 Iはどこから出てきたか.

それは η 十2個の点を抜いた球面の写像類群M(Oヲη 十2)のなかの共役公式を考え
ることからです.ここで nは2以上の自然数です.とくに，種数2のレフシェツ・

ファイパー空間との関連から M(Oヲ6)に興味がありますが，いまは，特に η+2=6
の必要はありません.

さて.M(Oヲη+2)の標準的生成元として

(1ヲ(2ヲ・・・ ぅ(n+1

があります.球面 S2から除く η 十 2点をー列に並べ，左からJI闘に

P1，P2γ ・・ぅ Pn十2
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と名前をつけます. (iは，PiとPi十1を結ぶ線分を，その中点を中心として正の向
きに 1800回転させて PiとPi十1を入れ替える同相写像:S2 -{η 十 2points}→ 
S2 _ {η+ 2 points}によって代表される写像類です.

以下，通常とは逆に，M(Oヲη 十2)のなかでは写像類は左から右に合成して行くも
のとします.

とおくと

がなりたちます.

α=  (1 (2 . . . (n+1' 

b = (;(2・..(n十1

α百十2 二 1ヲ bn十1
二 1

よく知られているように，S2上の n+2本糸のプレイドは M(O，η 十 2)の元を決

めます. Birmanの本 [4]の記号で， pure braid Ao i+1に対応する M(Oヲ口十 2)の

元をνzとすると，次の事実が知られています.

定理(Gillette and Van Buskirk [5] ).νoヲY1，...，Yn-1はM(O，η 十 2)のな

かの自由な部分群 Fnを生成する.

さて，まず考えたいのは，M(Oヲη 十2)のなかの元で、あって， (1に共役なものの標準
形です.一般に，そのような元UはQ-1(lQという形(ここに，Q E M(O，η 十2)) 

に書けますが，この QはUについて一意的には決まらないので，そこが最初の問

題です.先に導入した元α b，ν(i= 0 ヲ 1 ，・・ • ，n -1)を使うと，標準形の問

題は次のように解けます.

定理.Q-1(iQは
αkbl日r-1(1 Wb-la-k 

の形の標準形で一意的に表される.ここに，W1は土， ν抑0うν仇1γν仇n一-1で
白由群 Fnの元でで、あつて，左端に ν抑0の「べき」を合まないものでで、あり， また α，b 

は上で定義しておいた 1¥1(0，n + 2)の元で，指数 k，1は0三k三η ，。三:"15:.n，
k十 l三η の範囲を動くものとする.

証明は [0]，[1]に大体書きました.Wが左端に YOの「べき」を含まないと仮定し

たのは，

νo = (i 
という関係があるため，YOと(1が可換になるからです.

目標の共役公式は， (1に共役な 1¥1(0，n + 2)の元が2つ，U1とU2があったとして，

それぞれ標準形で表されているとします.このとき，

U;;lU1U2 

を考えると，これも(1に共役ですから，また上の定理によって標準形で一意的に

表されるはずですが，U1とU2の標準形から U;;lU1U2の標準形を計算する公式を
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点抜き球面の写像類群と「量子逆元」

求めよというのが，共役公式の問題です.量子逆元は，最も「簡単な」場合，す

なわち

の場合に現れます.

U1二 W-1(1W 

U2ニ (1

この場合，(11W-1(1 W(lは，また W，-l(lW'の形に書けることが分かりますが，

この W~こ W'を対応させるのが，本質的に量子逆元

1: Fn→Fn， I(W) = W' 

です.ただし，Wや W'の左から ν。〈二 X)のべきを掛ける不定性は残ってしまう

ので，人工的に「エネルギー保存則J(性質的〉を仮定することによってこの不

定性を消します.これで一意的に決まった対応 1:Fn→ Fnが量子逆元です.従っ

て，量子逆元の性質5)は，1の性質というよりむしろ，その定義の一部と考えら

れます.

33 1の計算法.

初めの頃，筆者のやっていた計算法は「図形的計算法」で，平面上(本当は球面

上)に，自由群の元 Wを表す曲線を描き，その自己交差のデータから Wの量子

逆元 I(W)を計算するもので，結構面白くて，沢山計算しました.ただし，自己

交差のデータを使って回帰的に計算するもので，大変面倒でした.自己交差の数

が22個の例を計算したときなどは，一日数時間ずつ数日を要しました.この手計

算の部分をコンビュータのプログラムに組んでくれたのが，池田 徹氏と中川義

行氏です.

今年の 1月ごろ，葉広和夫氏と鎌田聖一氏は独立に Iの代数的な計算法を発見し

ましTこ.

彼らの方法の急所は次の公式です.以下，簡単のため， (1を〈と書くことにします.

I(W1 W2) = I(W2)(I(WJ))(W2)c. 

この式の右辺にヒントを得て，FnのFnへの右側作用 Bを Bw(V):= V(W
C
)とお

いて定義します.Wが Vへ作用しています.

Bw(Vj九)= BW(V1 )Bw(九)ヲおよび BW1W2(V)二 BW2(Bw1(V)) 

がなりたつので，Bw(V)を W =f，Vこり1の場合の計算しておけばぅ一般

のBw(V)は計算可能です.実際に計算して，

約:cyt1?

Byi(υk) = 
υk， 
1/iZ1jtzIYJ1ヲ

(日xy;lX-1)Yk( XYiX-1y;1)ヲ
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松本幸夫

および

Bx(νk)=z-IYKZ 

が得られます.

こうして， 1: Fn→ FnはB:Fn→ Auto(Fn)という右作用により振じられた
crossed anti -homomorphismということになります:

I(liV1 W2) = I(W2)Bw2(I(W1)) 

今年5月に古川克之氏が葉広・鎌田両氏とは別の幾何学的アイデアに基づいて，次

のような右作用 C:Fn→ Auto(Fn)を定義しました:

CyJYk)二

νkヲ

υiIYkifh 

LE1jiLE1? 

i=Oまfこは k=O

O<k<i 

i=kヂ0

(XYi-1X-1)Yk(勾 iX-1)，0 < i < k. 

右作用 C，こより Iを計算する古川公式は

I(W1 W2) = Cw2(I(W1))I(W2) 

です.従って，1: Fn→ Fn は， Cという右作用により摂じられた crossedhomo-

morphismとも考えられるわけです.

なお， CとBは次の様に関係しています.

Cw(V)二 I(W)Bw(V)I(W)-l

また，吉川氏の CはIと可換です:

Cw(I(V))ニ I(Cw(V)).

さらに，Wのなかの Z をx=lとおいて Wを簡約して符られる語を W'とすると，

Cw' (V) = Cw(V) 

がなりたちます.従って，吉川氏の Cは，実際には Fn/N(x)のFnへの右作用を

与えています.

34 Rackによる定式化の試み.

Rackという代数系は FennとRourkeの論文 [3]で、初めて知ったのですが，過去に

多くの人達によって考えられていたようです.彼らの論文と?そこに引用されてい
るJoyceの論文によると， Kauffman(1991)は Crystalと呼び， Brieskorn(1988) 

はAutomorphic setと呼び， Joyce (1982)は Quandleと呼び，高崎光久 (1943)

は「圭Jと呼んでいたそうです.定義は Rackがもっとも一般的で，あとはその特

殊な場合と考えられそうです.しかし，本質的には皆，同じもので，どうやら Rack

(の特殊な場合〉を初めて定義したのは日本人，高崎光久氏(Tohoku J. 1943)ら

しいのですが，東北数学雑誌の同氏の論文は日本語で書かれているので，ほとん

ど無視されてしまったようです. Rack theoryは「圭論」と訳すのがよいのでは

ないでしょうか.
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点抜き球面の写像類群と「量子逆元」

定義(Rack，圭).空でない集合Xが Rack(圭)であるとは，任意の αヲbE X 
について α本 bという Xの元が定まり，次の 2条件を満たすことである.

(i) bεXを止めたとき，対応αト→ α牢 bは全単射X → Xである.。i)任意の α，b，c εXについて

(α ヰ，b)牢 C ニ (α キc)ヰ (bキc)

がなりたつ.

さて，次のような RackXnを構成しましょう.η十2点抜き球面S2_{n十2points} 

のなかの相異なる puncturesを「両端」とする smoothlyembedded curvesの

isotopy classes の全体を Xn とします• Xnの任意の元 b をとります• bの円板近傍

D(b)のなかで bの両端を入れ替える r1800回転J(境界θD(めでは identityであ

るようなもの)を7(b)とすると，r(b) E M(O， n十2)となります.Xnの2元 α，bに
ついて， αをァ(b)で写したもの (α)7(b)を α牢 bと書くと α牢 bE Xnとなります:

αヰ，b:=(α)7(b ). 

なお，ここで同相写像r(b)を αの右に書いてあるのは，M(O，η 十 2)のなかの写

像は左から右に合成する，という約束によります.

こうして定義した演算 αゆが， Rack の条件 (i) ヲ (ii) をみたすことは直ぐにr<<l~かめ
られて，新しい RackXn が得られました• (今年の 4月に FennとRourkeに会っ

たとき，この Xnのことを話したら，確かに新しい Rackだと言っていました.) 

Xnの元 αについて，ァ(α)ε M(Oヲη 十 2)は(1と共役な元になります.逆に， (1に

共役な M(Oぅn+ 2)の元はr(α)(αE Xn) の形に書けます.

容易に

ァ(α ヰ b)二 r(b)-lr(α)r(b)

が確かめられるので，M(札口+2)の共役公式は RackXnの(自由群をつかった〉
表現と考えられる， ι思います.

この辺りのことについては， もう少し考えてみます.
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Genus one surfaces of section of Anosov 

自ows

皆川宏之(北大理)

平成9年 8月 19日

簡単のために、全ては、 orientablecategryで考えることにする。

3次元閉多様体M 上の:日ow仇:M→ M に対して、 compactsubset 

SCM が似の suヴαce01sectionであるとは、 compactsurface :Eと

immersion j : :E→ M が存在して、次の 3条件を満たすときをいう口

1) j(:E) = Sで θS= j(δ:E)の各連結成分は、仇の closedorbito 

2) jJ:E -oSは M-oSへの imbeddingで flowに横断的。

3)各 orbitは、一様有界時間内に Sと交わる。

次の自owsは、 surfaceof sectionを持つことがが先lられている。

1) Transitive A∞ 
2) Trar 

これらについては、 θSに沿って適当に手術を施すことにより suspen

sion pseudo-Anosov宜owが得られることが知られている ([3]、[2])。そこ

で、次の聞を考えてみる O

問.全ての transitiveAnosov fiowは suspensionAnosov fiowに手術

を施すことにで位相的に再構成できるか?

これは、次の問題を考えることと同じである。

問.全ての transitiveAnosov fiowは、 genusone surface of sectionを

もつか?

円

inU 
1
E
i
 



次の Anosov自owは、 genusone surface of sectionをもっ ([1]，[3])。

1)任意の orientedclosed Hyperbolic surface上の geodesic自owo

2) cone a時 les2π/pぅ2π/qぅ2π/rなる 3つの conesingularitiesをもっ hy

perbolic orbifold S(p， q， r)上の geodesic自owのうち (p，qヲr)ヂ(2ぅ3，r)(rど

7)フ(2，4，r)(r三5)なるもの ([6])。

この講演では、 Fried[3]および橋口 [6]による genusone surface of sec-

tionの構成を一般化することにより、任意の S(p，q， r )(1/ p十1/q+ l/rくり
を含むさらに多くの compacthyperbolic orbifold上の geodesic宜owが

genus one surface of sectionをもつことを示す。これまでに、幾何学的に

構成される surfaceof sectionはすべて imbeddedsurfaceで境界が偶数個

の連結成分からなるものであったが、新たに境界が連結なもの、 あるい

は imbeddedsurfaceではないものなども幾何学的に構成できることがわ

かった。また、 sur、faceof sectionとweakstable (unstable) foliationの横

断的 PL構造の関係についても述べてみたい。実際、 weakstable foliation 

の横断的 PL構造から genusone sruface of sectionの存在が、先に確認

できていた例も少なくない口これらの副産物として、 [7]で述べられてい

る S3の匂ureeight lmotに沿う手術で得られる non-Haken Seifert多様

体のトポロジーを決定することができる。
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写像類群の構造をめぐるいくつかの予想と夢

森田茂之 (東京大学数理科学研究科)

この講演では，写像類群の構造および Riemallll面の moduli空間のトポ

ロジーについて，下に記す三つの観点からこれまでの諸結果を総括L，それ

らをもとにいくつかの予想と夢を述べる.これにより，写像類群が数学の多

くの分野と関わる驚くほど豊富な構造を持っていることを示したい.しかし，

ここに述べることを完全に明らかにするだけでも，今後多くの年月を要する

だろうし，またその時にはさらなる未知の世界が待っているに遣いない.

(1) 写像類群のコホモロジー

1.写像類群の連続コホモロジーと安定特性類(河澄ー森田)

2.写像類群の非安定コホモロジーと Faber予想(河澄一森田)

3. Riemallll面の moduli空間の Witten-KOlltsevichサイクルと連続コホモ

ロジー

4. Riemallll面の moduli空間のホモトピー型

5. Torelli群の Sp-不変安定コホモロジーに関する予想

6.写像類群の部分群 KgのSp不変安定コホモロジーに|却する予想

(II) 写像類群の Lie代数の構造

1.曲面の基本群の Malcev-Lie代数に働く微分(derivatioll)全体からなる

Lie代数冗の"重層構造"について("内側"から順に)閉曲面と閉山

面の gap(朝団一中村)，曲面の基本群の元による内部微分， Johnsoll 

準同型の像，絶対 Galois群の像(中村)，いくつかの新しい障害， Trace 

元 (一番"外側"まで)とこれらの聞の関係

2.冗の連続コホモロジー(KOlltsevich) 

3. 自由群の外部自己同型群の非安定特性類の定義

4. To町 lli群の Malcev-Lic代数の有限表示 (Haill)

1
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5. Torelli群のべき零構造と 3次元多様体の位相不変量 (Casson，Witten， 

大槻， Le一村上ー大槻， R似乱nsky-Witten) との関連， これらは [Casson

不変量+Massey積lを超えるか?

6 写像類群の CFT(共形場理論)または TQFT表現や Le村上ー大槻不

変量に付随した表現(村上}II買)と Johnson準同型

7. Torelli群の Magnus表現と Johnson準同型;Magnus表現は忠実では

ない?

(III) 写像類群の 2次特性類と moduli空間の"高次の幾何学"

1.写像類群の 2次特性類 cl2i-1モH4i
-3(Kg;Q)の定義と予想

2. d1とCasson不変量に関連する円高次の幾何学"

3. Teichmuller空間あるいは moduli空間上の種々の symplectic(または

Kahler)幾何学や保型関数とそれらの聞の関係

4.百 ichmulleI空間の Sullivanの意味での"有界幾何学"と写像類群の

Gromov有界コホモロジー，とくに H{;(llAg)の大きさや安定特性類を

あらわす有界コサイクルの存在
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種数2の写{象類群と signaturecocycle，ηー不変呈

森藤孝之

東京大学数理科学研究科

向きづけられた悶曲面のことをたんに山面とよぶことにし、その写像類群ル19を考

えることにします。

Werner Meyerは論文 [Mey]の中で、曲面上の曲而束の符号数 (signature)を表す 2-

コサイクル7の 1つの具体的な形を Siegelモジュラ一群 Sp(2g;Z)のレベルで与えてい

ます。特にファイパーの種数が1，2のときには、曲面束の符号数は常に 0になること

も併せて示しています。このことは、写像類群の古典的な表現p:Mg→Sp(2g;Z)に

より [T]を引き戻して λ合のコホモロジ一類と見倣したとき、その位数がg二 1ヲ2のと

きには有限になる(具体的には各々3，5)ということから従います。また種数が1の場

合には、 Meyerは更にー歩進んで signaturecocycleをSL(2;Z)のrational1-cochain 

の境界として表示する明白な公式も与えています(この周辺の歴史については [A]，

[KM] ， [S]等を御覧下さい)。

そこで種数が 2の場合にも同様の問が考えられますが、ここではそれに向けての

いくつかの準備を試みてみます。

一方、曲面の写像類は (i)周期的、 (ii)可約、 (iii)擬アノゾフのいずれかに分類さ

れることが知られていますが、容易にわかるように (i)ベii)には共通部分があります口

実際、周期的写像類の可約性の特徴づけに関する結果がこれまでにいくつか得られて

います(例えば [G]， [K]， [Mo 1]， [W]等を参照して下さい)。特に、曲而の種数が 2の

場合には写像トーラスを経由することにより、可約性がη不変量にも反映されること

がわかります。もう少し正確に述べると、「種数 2の周期的写像類が可約である必要

十分条件は対応して定まる写像トーラスのη-不変量が消えることであるjとなります

([Mo2])。この主張は、 Broughton([B])による種数 2の曲面上の有限群作用の分類、

及び Gilman([G])の結果を用いて具体的な計算から従います。
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曲面束の指数と写像類群の中心拡大

オヲこごとJ一三と
一三口'1-1じ、 北海道大学大学院理学研究科

本講演では写像類群の中心拡大に対する幾何学的考察、とくに写像類群の 2次元コ

ホモロジ一群の生成元に対応する中心拡大と山面束の指数との関連について述べる。

最初に閉リーマン面 2をとり、その写像類群を Gで表す。まず G と、基点本 εSl

上のファイパ-~*と 2 との同一視をもった Sl 上の 2 束の同型類全体の集合との

問には、 Eに、 Slに沿う Eの大域ホロノミー (εG)を対ー応させることで、全単射

写像が存在することに注意する。以下では大域ホロノミーが 9E Gとなる Sl上の

曲面束の同型類を単に E(g)と表すことにする。いま

Cニ {(W，g): Wはコンパクト有向 4次元多様体、δW= E(g)} 

とおいて、 C上に次の同値関係をいれる:

(W，g) rv (W'，g')り =gfかつ sign(WUE(g) (-W')) = 0 

ここで slgnは4次元閉多様体の指数を表す口そして同値類の集合 r= Cj rv 上に次

の積

(Wぅg).(W'，g') = (W ~ W'，gg') 
2ホ

(ただし W~W' はファイパ- ~*に沿う連結和を表す)を定めて E を群とみなす。
Eミホ

明らかに

π:r→Gπ(W，g) = 9 

は群の全射準同型を与える。さらにもう少し小さなクラスをも定義しておく。

Co = ((W，g) : lVモCは境界付曲面上の 2束の構造をもち、δW = E(g)} 
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とおき、上と同じ同値関係を用いて r0 = Co/ rv とおく。再び同じ方法で F。上に積

が定まる。実際 F。は自然に Fの部分群になっている。

Theorem. 1)このとき Gの2つの中心拡大に関する次の可換図式:

O一一一→ Z 一一一→ r 7r→ G-一一-+ 1 

O一一一→ Z 一一一-+ro 7r→ G 一一一-+ 1 

が存在する。

2)閉リーマン面 2の程数がト分大きいとき、中心拡大 F。は I:[2(G; Z) ~ Zの生成

元を与える。このとき内で中心拡大 γのオイラー類を表すことにするならば、

er = 4ero 

が成り立つ。

註)i)写像類群の完全性から 2)の主張における πの全射性が従う。

ii)曲面上の曲面束の指数は常に 4の倍数であることから、中心における Z間の写

イ象が4倍になる。

REFERENCES 

1. M.Aもtiya叶拍h，On fr，叩日仰7ηmz肌ng伊s0ザ'f3引

2. J. Barge and E.Ghys Cocycles d'Euler et de Maslov， Math.Ann. 294 (1992)， 235-265. 

3. S. Morita， Cαsson znvarzαnt， signature de叫んctof fmmed manザoldsand the secondαry chamcter-

istic cl 日ssesof suザacebund les， preprint 

116-


