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研究成果の概要（和文）：主に粗い幾何学における次元と位相空間論における超空間の選択問題について研究を
行った. 粗い幾何学における次元については,「整数から成る加法群の可算直和」と「 内周の増大するグラフの
列の粗非交和」の2つの具体的な距離空間の無限次元性に関する成果を得た. また, 距離を一般化した粗構造と,
 その無限次元概念に関する成果を得た. 超空間の選択問題については, 連続な弱選択関数の存在と順序化可能
性に関する成果を得た. 

研究成果の概要（英文）：We mainly studied dimension in coarse geometry and the hyperspace selection 
problem in general topology. Concerning dimension in coarse geometry, we obtain results on 
infinite-dimensionality of the following two metric spaces: the countable direct sum of integers; a 
coarse disjoint union of graphs with large girth. We also have results on coarse structures, which 
are generalizations of metrics, and their infinite-dimensionality. Concerning the hyperspace 
selection problem, we obtain results on the existence of a continuous weak selection and 
orderability. 

研究分野： 幾何学

キーワード： coarse幾何　漸近次元　選択関数

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
多様体の基本群等の離散群を調べるため

には, (非有界)距離空間の局所的情報は無視
し, その粗い大域的構造を調べることが重
要になる. その研究は, 現在, 幾何学的群
論や coarse 幾何学(粗い幾何学)として発展
している.  
Coarse 幾何学における基本的な性質とし

て, Gromov (1993 年)による漸近次元と Yu 
(2000年)による性質Aが挙げられる. これら
は, Novikov 予想や coarse Baum-Connes 予
想に深く関わる. 一般に, 漸近次元が有限
な距離空間は, 性質 Aを満たす. 従って, 性
質 A は, (漸近次元の有限性より弱いという
意味で)漸近次元に関する一種の無限次元的
概念と解釈できる.  
漸近次元は, 位相次元論における被覆次

元のcoarse幾何学的類似として導入された. 
一方, 位相次元論における無限次元性とし
て性質 C が知られている. Dranishnikov 
(2000 年)は, 性質 C の coarse 幾何学的類似
概念として漸近的性質 C を導入した. また, 
Guentner, Tessera, Yu (2012 年)は, 多様体
の位相的剛性に関する定理を証明するため
に, 有限分解複雑性(finite decomposition 
complexity, FDC)を導入した. これらの概念
には次の関係がある. 
 

漸近次元が有限  
 

FDC                 漸近的性質 C 
 

性質 A 
 

しかし, FDC と漸近的性質 C の関係や, 下の
2 つ矢印の逆の成立については分かっていな
い.  
Coarse 幾何学的な情報が保たれる位相空

間の代表的な例として, Higson コロナ
(Higson コンパクト化の剰余)がある. 固有
距離空間の漸近次元が有限であれば, その
漸近次元は Higson コロナの被覆次元と一致
することが, Dranishnikov (2000 年)によっ
て証明された. しかし, 一般の固有距離空
間に対してこの一致が成り立つかは未解決
である. 
 

２．研究の目的 
  本研究の目的は, (1) 具体的な距離空間の
無限次元性や, 漸近次元と Higson コロナの
被覆次元の一致性を調べることで，coarse 幾
何学に現れる次元概念の様相を理解するこ
と, 及び, (2) 研究代表者がそれまで従事し
てきた位相空間論における選択理論を
coarse 幾何学へ応用すること, であった.  
 
３．研究の方法 
Coarse 幾何学の次元概念については, 先

行研究と関連分野, 及びそれらから生じる
種々の問題を調べ,位相空間論的手法による

解決を試みた. 選択問題については, 位相
空間論, 特に超空間の選択理論の専門家と
の研究打合せの機会に恵まれたため, 当初
の計画を変更し超空間の選択問題を中心に
取り組んだ. いずれのテーマにおいても, 
国内外の研究集会等に参加し, 情報収集や
関係研究者との研究打合せを行うことで研
究を推進した. 
 
４．研究成果 
以下, [ ]の番号は対応する発表論文の番

号を表す. 
Coarse 幾何学とその次元様相に関して, 

次の成果を得た. 
FDC と漸近的性質 C の関係について, 

Dranishnikov, Zarichnyi(2014 年)は, 問題
「整数から成る加法群の可算直和は漸近的
性質 C をもつか」を提起した(この群は FDC
を満たす). 論文[8]において, この問題を
肯定的に解決した. これにより, 漸近的性
質Cを満たし漸近次元が無限な群の存在が示
された. 一方, FDC と漸近的性質 C の 2 つの
概念に差があることを示す例が存在するか
は分かっていない. 
距離を coarse 幾何学的に一般化した概念

が知られており, 粗構造と呼ばれる. 嶺幸
太郎氏(神奈川大)と山下温氏(千葉工業大)
との共著論文[6]で, それまで距離空間に対
して定義されていたC_0を粗構造を一様空間
に自然に拡張することにより, コンパクト
化によって作られる位相的粗構造が, ある
一様空間によって定まる C_0 粗構造と一致
することを示した. これにより, 位相的粗
構造とC_0粗構造が本質的に同じ概念である
ことが分かった. 
論文[5]において, Dranishnikovの問題「任

意の固有距離空間に対して, その漸近次元
とその Higson コロナの被覆次元は一致する
か」に反例があるとすると, その空間は, 漸
近次元に関する(いわゆる)遺伝的無限次元
性を満たすことを確かめた. さらに, 内周
の増大するグラフの列の粗非交和が, 漸近
次元に関する遺伝的無限次元性を満たすこ
と, より正確には, 粗非交和の部分距離空
間の漸近次元が有限だとすると, その漸近
次元は必ず1以下になること, を示した. 従
って, この粗非交和が Dranishnikov の問題
の反例の候補として考えられるが, 実際に
反例であるかは分かっていない. 
Bell, Moran, Nagorko (2016 年)は, それ

まで距離空間に対して定義されていた漸近
的性質 C や FDC の概念を粗空間(粗構造を備
えた集合)への自然に拡張し, それらの概念
の 関 係 に つ い て 論 じ る と 共 に , 問 題
「 Straight finite coarse decomposition 
complexity を 満 た す 粗 空 間 は coarse 
property Aを満たすか」を提起した. 論文[3]
において, この問題を肯定的に解決した. 
これによって, 距離空間において成り立つ
「FDC ⇒ 性質 A」が粗空間に対しても成り立



つことが分かった. 
コンパクト化の構成方法はいくつか知ら

れているが, Wallman 基とよばれる閉集合の
基底から作られるコンパクト化をWallman型
のコンパクト化という. Higsonコンパクト化
の 位 相 的 性 質 を 調 べ る た め に , Y.F. 
Ortiz-Castillo 氏(サンパウロ大)と共同で, 
問題「Higson コンパクト化は Wallman 型のコ
ンパクトであるか」に取り組み, Higson コン
パクト化がWallman型であるための十分条件
を得た. これによって, ユークリッド空間
の Higson コンパクト化が Wallman 型である
ことが分かった. 
選択理論に関する研究では, coarse幾何学

への応用を得ることができなかったものの, 
位相空間論的観点から以下の成果を得た. 
選択問題に関連する位相空間論の基本的

な 定 理の一 つ に内挿 定 理があ る . S. 
Garcia-Ferreira 氏(メキシコ国立自治大), 
Y.F. Ortiz-Castillo 氏(サンパウロ大)との
共著論文[7]で, 次を得た. 定義域がパラコ
ンパクト空間または順序数で, 終域が長い
直線である半連続関数に対して内挿定理は
成り立つ. 一方, 定義域が正規空間である
全ての半連続関数に対して内挿定理が成り
立つ終域は, 実数直線に限る. 
2 点集合全体のなす超空間からの選択関数

を弱選択関数という. D. Dikranjan 氏(Udine
大), 野倉嗣紀氏(愛媛大), 宮嵜和美氏(大
阪産業大)との共著論文[4]で, 連続な弱選
択関数をもつ擬コンパクト空間Xに関して次
を得た. まず, Xの Stone-Cech コンパクト化
の剰余の濃度の上限と, それが有限になる
ための必要十分条件を与えた. 次に, X を 3
種類の空間の位相和として表現できること
を示した. また, X 上の連続な弱選択関数か
ら生成される位相の種類を特定した. 
積空間上の弱選択関数の存在には, 

approaching number と  pseudo-character 
とよばれる2つの基数が密接に関わることが
知られている. D. Shakhmatov 氏 (愛媛大), 
元岡耕一氏 (愛媛大)との共著論文[2]で, 
フィルター空間と呼ばれる集積点が1点のみ
である空間における上記基数の関係につい
て明らかにした. それによって, フィルタ
ー空間やその積空間において, 連続な弱選
択関数が存在する, または順序化可能であ
るための必要条件及び十分条件を得た. 
元岡耕一氏(愛媛大)との共著論文[1]で, 

超 空 間 の 選 択 理 論 で 基 本 的 な van 
Mill-Wattel の定理の別証明を得た. オリジ
ナルの証明では Stone-Cech のコンパクト化
を用いていたが, より初等的に直接的に示
した. また, その手法を用いて選択関数に
よる弱順序化可能性の特徴づけを得た. 
実数値連続関数全体のなす Banach 空間に

おける正則な線形拡張作用素の存在を用い
て定義される Dugundji 空間について, D. 
Shakhmatov 氏 ( 愛 媛 大 ), V. Valov 氏
(Nipissing 大)と共同研究を行い, 次を得た. 

線形作用素の正則性は, (1)作用素ノルムが1
である, (2)値 1 の定数関数を値 1 の定数関
数へ写す, の 2つの条件によって定められる
が, Dugundji 空間の定義において(2)の条件
は落とすことができる. 従って, 線形作用
素のノルムの条件のみで Dugundji 空間を特
徴付けられることが分かった. 本結果を論
文にまとめ, 現在投稿中である. 
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