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研究成果の概要（和文）：正則ホモトピー版のゴールドマン・トゥラエフ・リー双代数において可縮ループを残す定式
化を与えた。ゴールドマン・トゥラエフ・リー双代数と榎本・佐藤トレースと柏原・ヴェルニュ問題の三者の間に密接
な関連があることが初めて明らかになった。
空でない境界をもつ連結コンパクト曲面について、完備ゴールドマン・リー代数のテンソル表示が得られた。系として
「無限小デーン・ニールセン定理」がえられ、境界が連結とは限らない場合のジョンソン準同型の幾何的定式化がえら
れた。
ホモロジカル・ゴールドマン・リー代数が、有限生成であり、さらに、生成元の個数の最小数が 2g+2 であることが示
された。

研究成果の概要（英文）：We introduced a new regular homotopy version of the Goldman-Turaev Lie bialgebra, 
where null-homotopic loops are reserved. This lead us a new close relationship among the Goldman-Turaev 
Lie bialgebra, the Enomoto-Satoh trace and the Kashiwara-Vergne problem. (Kawazumi)
We gave a tensorial description of the completed Goldman Lie algebra of a compact connected surface with 
non-empty boundary. As colloraries, we obrained ``the infinitesimal Dehn-Nielsen theorem” and a 
geometric formulation of the Johnson homomorphisms in the case where the boundary is not 
connected.(Kawazumi-Kuno)
We showed that the homological Goldman Lie algebra is finitely generated, and that the smallest number of 
its generating system is 2g+2.(Kawazumi-Kuno-Toda)

研究分野： 位相幾何学

キーワード： リーマン面　ゴールドマン・リー代数　写像類群　正則ホモトピー　トゥラエフ余括弧積　榎本佐藤ト
レース　発散コサイクル　無限次元リー代数

  ２版
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１．研究開始当初の背景 
 
 (1) 本研究開始前に、代表者と連携研究者久
野によって、境界が連結な曲面のジョンソン
準同型が、ゴールドマン・リー代数の枠組み
で幾何的に定式化できることが分かってい
た。これにより、ジョンソン準同型の問題は、
ゴールドマン・リー代数の問題として理解す
ることが可能となっていた。さらに、開始直
前に、代表者と連携研究者久野によって、（ジ
ョンソン準同型の外側にある）森田トレース
がトゥラエフ余括弧積から導かれることが
分かっていた。しかし、森田トレースよりも
深く本質的な榎本佐藤トレースがトゥラエ
フ余括弧積から導かれるかどうかは不明で
あった。（のちに榎本によって、通常のトゥ
ラエフ余括弧積の最低次項から導くことは
不可能であることが示された。） 
 
(2) 本研究開始前に、代表者と連携研究者久
野によって、境界が連結な曲面のゴールドマ
ン・リー代数のテンソル表示が得られていた。
これを境界が連結とは限らない曲面に拡張
すること、および、ジョンソン準同型とも関
連して、トゥラエフ余括弧積の（最低次にか
ぎらないすべての次数での）テンソル表示を
与えることが課題であった。他方、これらと
独立に、ジョンソン準同型を複数の境界成分
をもつ曲面で定式化することは重要な問題
であった。 
 
(3) リーマン面の文脈で現れるさまざまな無
限次元リー代数の代数構造の解明は重要な
課題であったし、現在でもありつづけている。
標語的に言えば「写像類群の『リー代数』を
解明する」ということである。 
 
２．研究の目的 
 
(1) トゥラエフ余括弧積の完全なテンソル表
示を得ること。とくに、榎本佐藤トレースが
現れるかどうかを判定すること。 
 
(2) 境界が連結とは限らない場合にも、ゴー
ルドマン・リー代数のテンソル表示を得るこ
と。これらの場合にも、ジョンソン準同型を
幾何的に定式化すること。 
 
(3) リーマン面の文脈で現れるさまざまな無
限次元リー代数の代数構造を解明すること。 
 
 
３．研究の方法 
 
(1) トゥラエフ余括弧積の特異ホモロジー
的解釈を、代数に翻訳しようとした。しかし、
榎本による否定的な結果もあり、のちに、古
田幹雄による曲面の大域枠を使ったアール
類の解釈に思い至り、正則ホモトピーに着目
するようになった。 

 
(2) ホモロジー代数を使って、望む結果を得
ることが出来た。 
 
(3) 幾つかの考察を進めた。なお、シンプレ
クティック導分のリー代数の代数構造につ
いて、概説論文を書くことはできたが大きな
結果がえられなかったのは残念である。 
 
なお、それぞれリー代数のコホモロジーおよ
びストリング・トポロジーを専門とする特任
研究員２名を雇用した。 
 
 
４．研究成果 
 
(1) 代表者は、正則ホモトピーを考えるこ
とでゴールドマン・トゥラエフ・リー双代
数の精密化を行った。ここでは、トゥラエ
フの定式化とは異なり、可縮なループも残
すことにする。この精密化の完備化にも同
様にトレリ群が埋め込まれる。その上で精
密化したトゥラエフ余括弧積を見ると境界
が連結な場合榎本佐藤トレースが、種数  0 
の場合アレクシーヴ・トロシアン発散コサイ
クルが得られる。境界が連結な場合のアール
類になる第一項の部分の我々の解釈は、古田
幹雄による曲面の大域枠を使ったアール類
の解釈に他ならない。これによりゴールドマ
ン・トゥラエフ・リー双代数と榎本-佐藤トレ
ースと柏原・ヴェルニュ問題の三者の間に
密接な関連があることが初めて明らかにな
った。 
 
(2) ① 代表者によって、種数 0 境界成分数 
3 曲面についてスタンダード指数的展開に
よるトゥラエフ余括弧積のテンソル表示が
得られた。 
② 代表者および連携研究者久野によって、
空でない境界をもつ向きづけられた連結コ
ンパクト曲面について、 
完備ゴールドマン・リー代数のテンソル表
示が得られた。系として「無限小デーン・
ニールセン定理」が肯定的に証明された。 
G. マシュヨーおよび V. トゥラエフも箙理
論によって同様の表示を得ている。 
 
③  ②  の応用として、代表者および連携研
究者久野によって、プットマンの意味での
最大トレリ群の完備ゴールドマン・リー代
数への埋め込みが得られた。境界の連結成分
が複数ある場合の、ジョンソン準同型が幾何
的に定式化できた。 
 
(3)  ①  代表者によって、空でない境界を
もつ向きづけられた連結コンパクト曲面に
ついて、その完備ゴールドマン・リー代数
の中心が境界ループの冪で位相的に生成さ
れることが示された。 
 



②  代表者、連携研究者久野および代表者の
大学院生（当時）の戸田和樹によって、ホ
モロジカル・ゴールドマン・リー代数が、有
限生成であること、さらに、生成元の個数の
最小数が 2g+2 であることが示された。 
 
 
なお、本科研費が主催または共催した研究集
会は以下の通り（合計９件）。 
 
「リーマン面に関連する位相幾何学」 
期日: 2012 年 9 月 1 日(土)- 4 日(火) 
場所: 東京大学大学院数理科学研究科 
世話人(敬称略): 久野雄介 (津田塾大), 田
所勇樹 (木更津高専), 佐藤正寿 (岐阜大).  
 
Workshop: Johnson homomorphisms 
期日: 2013 年 6 月 3 日(月)- 7 日(金) 
場所: 東京大学大学院数理科学研究科 
世話人(敬称略): 中村博昭 (岡山大理), 逆
井卓也 (東大数理), 河澄響矢(東大数理).  
 
研究集会「複素解析的ベクトル場・葉層構造
とその周辺」 
期日:2013 年 6 月 7 日(金) - 9 日(日) 
場所:龍谷大学セミナーハウスともいき荘 
世話人:足助太郎 (東大数理)  
 
「リーマン面に関連する位相幾何学」 
期日: 2013 年 8 月 26 日(月)- 29 日(木) 
場所: 東京大学大学院数理科学研究科 
世話人(敬称略): 久野雄介 (津田塾大), 佐
藤正寿 (岐阜大), 田所勇樹 (木更津高専), 
河澄響矢(東大数理). 
 
「2013 年度ホモトピー論シンポジウム」 
期日: 2013 年 11 月 2 日(土)-  4 日(月) 
場所: 岡山大学 
世話人(敬称略): 井上雅照 (岡山理科大学), 
中井洋史 (東京都市大学), 中川征樹 (岡山
大学), 山口俊博 (高知大学). 
 
第 61回 Encounter with Mathematics 「代数
曲面とその位相的不変量をめぐって ー代数
曲面の地誌学ー」  
期日: 2014 年 6 月 20 日(金)- 21 日(土) 
場所: 中央大学理工学部数学教室 
 
「リーマン面に関連する位相幾何学」 
期日: 2014 年 8 月 25 日(月)- 28 日(木) 
場所: 東京大学大学院数理科学研究科 
世話人(敬称略): 田所勇樹 (木更津高専), 
佐藤正寿 (岐阜大), 久野雄介 (津田塾大), 
河澄響矢(東大数理). 
 
第 62 回 Encounter with Mathematics 「波
動方程式 --古典物理から相対論まで--」 
期日: 2014 年 9 月 15 日(祝)- 16 日(火) 
場所: 中央大学理工学部数学教室 
 

第 63 回 Encounter with Mathematics 「最
適輸送理論とリッチ曲率 --物を運ぶと曲率
がわかる--」  
期日: 2015 年 2 月 20 日(金)- 21 日(土) 
場所: 中央大学理工学部数学教室 
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