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研究成果の概要（和文）： 
Klein 群の変形空間，指標多様体，写像類群の部分群で，Heegaard 分解や knot の bridge 分解

を保つものなどの様々な幾何学的対象，特にそれらの大域的構造を曲面複体とその上の写像類

群の作用を用いることにより，研究した．また Teichmuller 空間の非 Hausdorff 的コンパクト

化を構成し，曲線複体への写像類群の作用を用いて，その自己同相群が（拡張された）写像類

群に一致することを示した． 

 
研究成果の概要（英文）： 
We studied various geometric objects, like deformation spaces of Kleinian groups, 
character varieties and subgroups of mapping class groups preserving Heegaard 
splittings and bridge decomposition, in particular their global structures, using curve 
complexes and their actions of mapping class groups. We also constructed 
non-Hausdorff compactifications of Teichmuller spaces, and using the mapping class 
group actions on curve complexes, showed that their symmetry groups coincide with 
the extended mapping class groups.  
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１．研究開始当初の背景 
  1980 年代に Hatcher により導入された曲
線複体の概念は，1990 年代後半から 2000 年
代に，Masur-Minsky による一連の研究によ
り，Teichmuller 空間の擬等長近似モデルと
しての役割を果たすことが明らかになった． 
その中で，この複体は Teichmuller 空間がそ

の thin part に関して相対的に Gromov の意
味で双曲的であるという顕著な性質を示す
のに用いられた．  
 さらにその類似物として，パンツ複体，標
識複体，train track 複体などが考えられ，パ
ン ツ 複 体 は Teichmuller 空 間 の
Weil-Peterson 計量，残りの 2 つは写像類群
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の語距離の擬等長モデルになることがわか
った．これらの複体の大域的構造を研究する
ことは，Teichmuller 空間，写像類群さらに
は，Klein 群の変形空間や指標多様体など長
い研究の歴史を持つ重要な対象に対する新
しい洞察を生むことが期待された．そしてや
がては Klein 群などの対象と，3 次元多様体
論に現れる様々な幾何学的，代数的対象の統
一的な理解が生まれることが望まれていた． 
  
２．研究の目的 
 
曲線複体とその上の写像類群の作用を用い
て，次に挙げるような，問題に取り組むこと
が本研究の目的である． 
 
(1) Klein 群の変形空間，及びより大きな空

間である，指標多様体の大域幾何的構造
を曲線複体による近似の手法を用いて調
べる． 

(2) Teichmuller 空間の様々なコンパクト化
とその上の写像類群の作用を曲線複体を
用いて解析する． 

(3) 写像類群自体の大域的構造，漸近的構造
を曲線複体を用いて研究する． 

(4) 複素力学系の研究に曲線複体で開発され
た手法を応用する． 
 

３．研究の方法 
 
まず大阪大学でのセミナーを通じて，曲線複
体に関する最新の結果を研究代表者，分担者，
連携研究者が吸収した．この知識を基に，そ
れぞれの問題に取り組んだ． 
 
(1) Klein 群の変形空間，指標多様体の大域
的構造の研究については，大鹿が，特に後半
部分は，韓国 KIAS においての共同研究を行
うことによって，進めた． 
 
(2) Teichmuller 空間のコンパクト化とその
群作用に関する研究は，大鹿が単独で遂行し，
研究過程で，Oberwolfach, KIAS などでの発
表を通じて，内容を深めていった． 
 
(3) 写像類群の大域的構造については，研究
期間の後半になってから始めることになっ
た．特に Heegaard 分解や bridge 分解で保存
される写像類群の部分群に焦点をあて，広島
大学の作間氏，Warwick 大学の Bowditch 氏と
の共同研究を軸として，進めていった． 
 
(4) 複素力学系への応用については，角が
Urbanski 氏との共同研究を中心として，推進
した． 
 
 

 
 
 
４．研究成果 
 
以下のような研究成果を得た． 
 
(1) 自由 Klein 群に対して，primitive 
stability の概念が定義されている．
Schottky 群は primitive stable であるが，
Schottky 空間の境界には primitive stable
でない群があることが知られていた．大鹿は
Woojin Jeon, Inkang Kim, Cyril Lecuire と
の共同研究において，自由 Klein 群が
primitive stableになるための必要十分条件
を与えた．さらにこれを発展させた，Inkang 
Kim, Cyril Lecuire との共同研究により，
Schottky 群以外の任意の自由 Klein 群は
primitive stableな閉多様体への表現により
近似できることを証明した．この研究には，
曲線複体を用いたモデルの構成理論が使わ
れている． 
 
(2) 大鹿は Teichmuller の Bers コンパクト
化の reduction を考えることによって，
Teichmuller 空間の non-Hausdorff コンパク
ト化で，写像類群の作用が連続に拡張するよ
うなものを構成した．このコンパクト化は集
合的には unmeasured lamination space の部
分空間になるがそれとは位相が異なる．さら
にこのコンパクト化の境界の自己同相群は
拡張された写像類群と一致することを示し
た．この証明には，曲線複体への写像類群へ
の作用の性質が使われている． 
 
(3) Heegaard 分解や bridge 分解を考えると
き，分解を保存する自己同相からなる写像類
群の部分群は，重要な研究対象である．大鹿
は作間誠, Brian Bowditch との共同研究によ
り，この群の曲線複体への作用を分析するこ
とにより，群が各 handlebody の meridians
で生成される群への自由積分解を持つこと
を示した． 
 
(4) 角は Urbanski らとの共同研究をはじめ
として，Riemann 球への正則作用の半群の力
学系の研究を続けた．特に，ランダムな力学
系の問題では，各写像がもっている Julia 集
合が打ち消し合うことにより，カオス的部分
が消滅していくことを証明した． 
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