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研究成果の概要（和文）：代数的位相幾何学の問題で非安定ホモトピー論の問題、特にリー群、

その分類 空間、自由ループ群、ゲージ群のホモトピー論的な研究を行い、単連結でない リー

群の局所化の分解定理の証明、自由ループ群の分類空間とと対応する有限 対の上の代数群の分

類空間のコホモロジーの同型の問題の特別な場合の証明に 成功した。Hopf 空間の高次のホモ

トピー可換性や結合性についての研究を進 め、評価写像のファイバー列の結合写像を決定した。

コンパクトリー群の自己 ホモトピー群の局所化の可完性についての問題の多くの場合を解決

した。 
 
研究成果の概要（英文）：We considered the problems in unstable homotopy theory  about 
compact Lie groups and their classifying spaces, free loop groups and gauge groups. We 
solved  the  problems of mod p  decomposition of non simply connected Lie groups and 
relations  between the cohomology of the classifying space of free loop groups and related 
algebraic groups.   We considered about higher homotopy commutativities and 
assosiativities of Hopf spaces and determined the connecting map of the evaluation fiber 
sequence.  We also solved the problem of the commutativity of the localized self homotopy 
groups in many cases. 
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１．研究開始当初の背景 
（１）コンパクトリー群の局所化のmod p 分
解については単連結の場合には完 全な既約
分解が知られていたが、単連結でない場合は
応用上重要であるが全く 知られていなかっ
た。 
（２）コンパクト連結リー群の自由ループ群
の分類空間のコホモロジーと対応 する代数
群のコホモロジーの間に一定の条件のもと
で形式的な同型があること が知られていた。
しかしその理由やそうでない場合がどのよ
うな場合かはわか っていなかった。 
（３）ゲージ群のホモトピー型の研究ではフ
ァイバーワイズホモトピー論が重 要である
がその研究はほとんど進んでいなかった。 
（４）コンパクトリー群の自己ホモトピー群
について組織的な方法による研究 はほとん
ど無かった。 
 
 
２．研究の目的 
（１）単連結でないコンパクト連結りー群の
mod p 既約分解定理を証明しこの 応用を考
える。 
（２）自由ループ空間やさらにその一般化で
ある捩れたループ空間の場合にコ ホモロジ
ー懸垂の概念を一般化し、これを用いて研究
開始当初の背景の（２） 及び（３）の問題
を研究する。特に評価ファイバー列の結合写
像が群の随伴表 現を用いて記述できること
を示す。 
（３）自己ホモトピー群を局所化しその可換
性を研究する。 
 
 
３．研究の方法 
（１）エタールホモトピー論などの代数幾何
学の手法を応用してリー群の分類 空間を研
究し。その成果を単連結でないリー群の分解
に応用する。これを用い て様々な基本群を
持つ Hopf 空間を構成する。 
（２）ファイバーワイズホモトピー論の研究
で、特にファイバーワイズな高次 のホモト
ピー結合性を研究し、これを用いて評価ファ
イバー列を研究する。 
（３）U(n)への写像のホモトピー類の作る群
である非安定Ｋ群を応用して自己 ホモトピ
ー群の局所化の可換性を研究する。 
４．研究成果 
（１）単連結でないリー群の mod p 既約分解
定理を証明した。この応用として 現在ある
素数 pで局所化したときにベキ零がいくらで
も高い例を構成すること に応用することを

検討中である。 
（２）自由ループ空間や捩れたループ空間の
懸垂の一般化については、英国 Aberdeen 大
学の研究者からも高い評価を得ており、その
応用の共同研究が開始 されている。 
（３）自己ホモトピー群の局所化の可換性に
ついてはごく少数の例外以外が全 て決定さ
れ他。現在はそのベキ零数の決定が研究され
ている。 
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