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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 28 年 4 月 1 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  大阪大学・大学院理学研究科     

（ふりがな）     おおしか けんいち 

職・氏 名 教授・大鹿健一                 
 

1. 事 業 名 相手国（ フランス ）との共同研究  振興会対応機関（  CNRS   ） 

2. 研 究 課 題 名   写像類群とタイヒミュラー空間の幾何学                  

3. 全 採 用 期 間 

平成  26 年  4 月 1  日 ～ 平成  28 年   3 月  31 日 （  2  年    ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  4,650,000 円 

初年度経費 2,400,000 円、 ２年度経費 2,250,000円、 ３年度経費    円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額      円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

河澄響矢 

山田澄生 

宮地秀樹 

逆井卓也 

久野雄介 

東京大学・准教授 

学習院大学・教授 

大阪大学・准教授 

東京大学・准教授 

津田塾大学・講師 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 Université de Strasbourg , Directeur de Recherche, Athanase Papadopoulos                                   

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Olivier Guichard 

Gwénaël Massuyeau 

Vincent Alberge 

Elena Frenkel 

Université de Strasbourg, professeur 

Université de Strasbourg, chargé de recherche 

Université de Strasbourg, doctorant 

Université de Strasbourg, doctorant 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

写像類群とタイヒミュラー空間を位相幾何的な視点から研究をすることを目的とした．この分野の

日本の研究グループと，フランスの Strasbourg大学のグループが，相互に相手側を訪問し，日仏両国で開く

研究集会を軸として，共同研究を推進した．以下により具体的な実績を述べる． 

2014年には，日本側の研究者は，3つの機会に別れてストラスブール大学を訪れた．大鹿は 5月に

研究集会 “Around Thurston-Grothendieck-Teichmüller theories”を含めた期間にストラスブールに滞在し，

Papadopoulos と Teichmuller 空間のコンパクト化に関する共同研究を進め，集会において「The work of 

Thurston on Kleinian groups」の題名で，その成果を含めた発表を 4 回に亘り行った．9月前半には，河澄，

逆井，久野の 3 人がストラスブールを訪れ，研究集会「Mapping class groups of surfaces and automorphism 

groups of free groups」でそれぞれ研究成果の発表を行うと共に，それぞれ次のような共同研究を行った．

河澄，久野は Turaev 余括弧積に関する研究を進め，Massuyeau と Turaev 余括弧積と適合した曲面の基本群

の斜交展開に関して議論を行った．逆井は Massuyeau と共同に行っている研究である，曲面のホモロジー同

境に対する Morita trace homomorphism の一般化と関連する写像類群のコサイクルの構成と応用について細

部まで議論を詰めた．山田は9月中旬，宮地は9月後半にそれぞれストラスブールに赴き，山田はPapadopoulos

と，定曲率対称空間上で定義される射影幾何学の概念の定式化を行い，宮地は Teichmuller 空間上の極値的

長さに関する幾何学及び Finsler 幾何学についての Papdopoulosと幾つかの議論を進めた．10 月にフランス

のメンバーの Guichardと Massuyeau を大阪大学に迎え，研究集会「Atelier de travail franco-japonais sur 

la géométrie des groupes modulaires et des espaces de Teichmüller」を開いた．ここでは，Guichard

が Hitchin componentの Zariski 閉包に関する講演を，Massuyeauが loop空間のホモロジー上の Poisson構

造に関する講演を行い，その後日本のメンバーと活発な議論を行った. 

2015 年には，日本側の研究者全員が 5 月終わりから 6 月にかけての期間にストラスブールを訪れ，

研究集会「French-Japanese workshop on Teichmuller spaces and surface mapping class groups」におい

て全員が講演を行った．またこの間に大鹿，宮地は Vincent Albergeと Teichmüller disc の horocyclic flow

に関する極値的長さの漸近挙動の研究を共同で始めた．河澄，久野は Massuyeau との議論を通じて，Tureev 

cobracket に関する研究を展開した．逆井は Massuyeau との共同研究を通じ，曲面のホモロジー同境のなす

群の構造に関して新たな知見を得た．特にその群の有理アーベル化が非自明であることが証明でき，これま

で１０年近く本人が考えてきた問題にひとつの解答を与えることができた．山田は Papadopoulosとの共同研

究を通じて，H. Busemann によって提唱された Timelike Geometry という相対性理論に誘発された距離空間

の幾何学を，凸体の外的領域に定義される Funkおよび Hilbert型計量として定式化することを達成した． 

11 月には東京大学において，ストラスブール大学のメンバーを招いて，2 年目の「Atelier de travail 

franco-japonais sur la géométrie des groupes modulaires et des espaces de Teichmüller」を開催した．

ここでは，双曲 3 角形と Lexell 問題，局所対称空間のコンパクト化，Hopf 代数の Fox pairing と Poisson

構造などの講演と議論がおこなわれ，国内からも 50 人近い参加者を得た．また 12 月には Alberge が大阪大

学に滞在し，大鹿，宮地と共同で，Teichmuller空間の様々なコンパクト化の reductionを null set を考え

ることにより，比較する研究を推し進めた． 

 以上により得られた研究成果の多くが，論文として執筆され，出版，出版予定，プレプリントの形

になっている． 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

大鹿健一 

河澄響矢 

山田澄生 

宮地秀樹 

逆井卓也 

久野雄介 

大鹿健一 

山田澄生 

宮地秀樹 

逆井卓也 

 

2014.5.10-5.17 

2014.9.6-9.14 

2014.9.15-9.21 

2014.9.16-9.22 

2014.9.6-9.14 

2014.9.6-9.14 

2015.6.2-6.14 

2015.5.29-6.13 

2015.5.26-6.6 

2015.5.28-6.6 

 

 

 

IRMA, Université de Strasbourg, 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

 

計  10名（延べ人数） 計 100日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

Olivier Guichard 

Gwénaël Massuyeau 

Vincent Alberge 

Vincent Alberge 

Athanase Papadopoulos 

Olivier Guichard 

Gwénaël Massuyeau 

Elena Frenkel 

Vincent Alberge 

2014.10.12-10.18 

2014.10.12-10.18 

2014.11.2-11.15  

2014.11.30-12.6 

2015.11.15-11.21 

2015.11.16-11.21 

2015.11.16-11.21 

2015.11.15-11.21 

2015.12.16-12.26 

大阪大学 

大阪大学 

大阪大学 

大阪大学 

東京大学 

東京大学 

東京大学 

東京大学 

大阪大学 

計  9 名（延べ人数） 計 72 日 


