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ポアンカレ予想 
 世紀の謎を掛けた数学者、謎を解き明かした数学者 
 ポアンカレ発ベレルマン行き １００年を走破する知的ドラマ 
 
ジョージ・Ｇ・スピーロ著 鍛原 多恵子翻訳 
永瀬 輝男、志摩 亜希子監修 
１章 
王にふさわしい偉業 
2006 年８月２２日のマドリードに世界中から数千人の男女が集まったのは、観光目当てで

はなかった。第２５回国際数学者会議（ICM）のためである。数千人の参加者たちは、フ

ィールズ賞を誰が取るかという話題に花を咲かせていた。数学界では、サンクトペテルブ

ルグの謎のロシア人、グレゴリー・ペレルマンがフィールズ賞に誰よりもふさわしいと思

われていた。というのも、（フィールズ賞の）しかるべき条件をすべて満たしていたからだ。

専門誌に未発表のものを含めて、これまで発表された素晴らしい論文の数々が、彼が受賞

に値することを十分に物語っていた。また、誕生日は６月１３日で、四十歳になって未だ

二ヶ月しかたっていなかった。そして、これが も重要なことだが、ポアンカレ予想を解

決した人物だった。だが、８月２２日にペレルマンの姿は見当たらなかった。 
国際数学連合の総裁でオックスフォード大学教授のサー・ジョン・ボールが 2006 年の ICM
を取り仕切ることになっていた。三年前、ペレルマンはアメリカを訪れ、MIT、プリンス

トン大学、ニューヨーク州立大学、コロンビア大学で自らの証明に関する講義を行ってい

た。彼は、飾らず、謙虚で、頭脳明晰だった。講義を聴いた誰もが感心し、待遇のよいポ

ストの申し出がいくつも舞い込んだ。だがペレルマンは興味を示さず、講演が終わるとす

ぐにサンクトペテルブルグへと帰っていった。 
ぺレルマンの独特の性格を承知していたボールは、マドリードでの授賞式が計画通りに運

ばないかもしれないと心配して、この謎めいた噂のある男と会うために、６月半ばサンク

トペテルブルグまで出向いた。ボールは二日間にわたり、権威ある連合の習慣に従って賞

を受け取るように説得した。ペレルマンは愛想よく振る舞い、地元の町を案内したが、本

題については絶対に譲らなかった。フィールズ賞は要らないと言うのだ。 
実業家のランドン・クレイと妻ヴィーニア・クレイは、「数学に関する知識の向上と普及」

を目的として、1998 年、ボストンにクレイ数学研究所を設立した。この研究所が、七つの

ミレニアム問題のどれでも解いた者に 100 万ドルの賞金を出そうというのだ。この賞金は

ペレルマンに差し出されたようなものだ。しかしペレルマンは証明を権威ある数学誌に発

表しようともしない。画期的な論文をインターネットで発表して、そのままである。100
万ドルが手に入ろうが入るまいが、どうでもよいことのようだ。 
ICM は予定通り進められた。ポアンカレ予想とペレルマンの証明を扱った講演が三つも行

われた。その評価は一致していた。ペレルマンがインターネットに投稿した論文を査読し
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た各チームとも、論文に欠陥はなく、百年来の難問を余すところなく証明しているという

見解だった。 
数学の世界にお墨付きのようなものはない。証明が受け入れられるかどうかは、慣習と伝

統に則った時間のかかるプロセスが決める。マドリードで表明された見解は、公の宣言に

限りなく等しい。 
 
２章 ハエにわかってアリにわからないこと 
バスケットボールは丸い玉だが、ボールの表面を這い回っているハエやアリにしてみれば、

その表面は真っ平に見えるはずだ。虫たちは球の丸さを測定する技術もないし、全体を巡

る手段もない。自分が這い回る「空間」の本当の形は分からずじまいになる。しかし、ハ

エは飛ぶことによって３次元情報を得られるので、ボールの丸さを確認できる。地球と人

間の関係ではどうか。地球が丸いことは 1942 年のコロンブスの航海で確かめられたことに

なっている。しかし、コロンブス以前に地球が丸いことを知っている人はいた。エラスト

テネス（BC270～194）は地球の外周を計算している。彼は、アスワンとアレクサンドリア

で地面に棒を立て、その影を測り地球の外周を３５万スタディオンと推定した。１スタデ

ィオンは 157～166 メートルといわれているので、39,250km から 41,500ｋｍとなる。人工

衛星による測定で 48,000ｋｍであるので、エラストテネスとの誤差は２～４％である。 
コロンブスが西回りで帰港したからといって、地球が丸いことの証明にはならない。地球

がベーグルの形状でも西回りで戻って来られる。 
 
ポアンカレ予想（Poincare Conjecture） 
ポアンカレが記した予想の原文 注１ 
“境界のないコンパクト３次元多様体 V を考えよう。V が３次元球面でないにもかかわら

ず、V の基本群が自明となることがありうるか。”  
数学的に書かれるポアンカレ予想 注２ 
“単連結な３次元閉多様体は３次元球面Ｓ３に同相である。” 
普通の言葉では 
“穴の開いていない三次元宇宙は真ん丸だろう” 
数式で書くと 
π１（Ｍ）＝０ ⇒ Ｍ＝Ｓ３  Ｍ：多様体、Ｓ：球面 [土屋 昭博（名古屋大学）] 
私たちの住む３次元空間は、じつは４次元物体の表面である。ならばこの、果てはないけ

れどありうる空間がつくる局面のかたちは、球面なのかベーグルの表面みたいなものか、

４次元に出ていけない私たちは、アリと同じで絶対分からないだろうか。大丈夫。宇宙に

ひとつながりのロープで大きく輪を描いてから、手元の手繰り寄せてみよう。ロープが全

部手繰り寄せられ、ロープの輪が一点に縮まったら、私たちの足元にあるのは球面だが、

どこかでひっかかって手繰り寄せられないなら、ベーグル面に違いない・・・・・ 
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ポアンカレ予想の一般化 
・ ｎ次元のホモトピー球面はｎ次元球面に同相である。 
このようにポアンカレ予想を n次元に一般化すると、n=2での成立は古典的な事実であり、n≥4の場

合は既に証明が得られている。n≥5 の時はスティーヴン・スメイルによって（１９６０年）、n=4 の時は

マイケル・フリードマンによって（１９３１年）証明された。 

 
３章 技師は真実を追究する 
アンリ ポアンカレ（Ｈｅｎｒｉ Ｐｏｉｎｃａｒｅ）（1854～1912） 
ポアンカレはフランス語で「四角い点」という言葉と同じ発音であり、点は無限小の大き

さで四角いはずはない。自分の姓が数学的に誤りを含むことで、彼は自身の姓を嫌ってい

た。子供の頃から抜群に頭が良く、国内の有名な試験で１位をとり続けたので、１０代か

ら天才として知られていた。エコール・ポリテクニーク（高等理工科大学）を卒業後、エ

コール・デ・ミース（高等鉱業学校）で３年学び、生まれ故郷の鉱山会社に就職し鉱山技

師となった。技師として 1879 年９月１日のマニの鉱山で発生した事故を調査、解析し見事

な推論と結論を導き出し、人情味のある救済策を提案した。この調査報告書は現在も残さ

れている。同年１２月にカーン大学の教授に任命された。技師の生活は短かったが、鉱山

行政にその後も関係を続け、1893 年には技師長、1910 年に監督官に任命されている。数学

の世界に浸った人生になった後も、鉱山の保安に関して関心を持っていた。 
 
４章 ポアンカレへの褒賞 
高等鉱業学校一年目の終わりごろに偏微分方程式にかんする論文を書き上げており、のち

に高等理工科学学校紀要に発表している。世界的に有名なシャルル・エルミートは、それ

を読んでいたく感心したが、手放しでは褒めていない。ポアンカレの論文は、内容の深さ

は驚嘆に値する一方、書き方が不親切だったり詳細が省かれたりで、アイディアを明快に

展示できていない、というのだ。子供の頃に口が頭に追いつかなかったように、この論文

でも、アイディアが矢継ぎ早に湧いてきたのか、詳細をきちんとたどらない部分があった。

ソルボンヌ大学の教授ジャン・ガストン・ダルブーは、ポアンカレの微分方程式に関する

別の論文を読み、その内容を絶賛しつつも、厳密さに欠けると強く批判している。ポアン

カレは問題とされた箇所をしかるべく加筆し、学位論文としてパリ大学に提出した。 
科学をおおいに奨励していたスウェーデンおよびノルウェー王オスカル二世は、５５歳の

とき、1889 年に迎える６０歳の誕生日をどう祝おうかと思案していた。スウェーデン人の

数学者イェスタ・ミッタク・レフラーにはアイディアがあった。オスカル二世は大学で数

学の成績が非常によかった。のちに数学誌（アクタ・マテマティカ）を創刊したのだが、

その編集長を務めていたのがミッタク・レフラーである。かれはｎ体問題に懸賞を掛けて

論文を募集するのが、王の還暦を祝うにふさわしいと提案した。オスカル二世はこのアイ

ディアを気に入った。ミッタク・レフラーは、要項を決め、審査員を選び、懸賞を告知し、
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受賞者を選ぶことになった。 
ミッタク・レフラーは、二人のヨーロッパ 高の数学者、パリのシャルル・エルミートと

ベルリンのカール・ワイエルシュトラスに審査員になってもらった。ところが、ワイエル

シュトラスを選んだことが、ベルリン大学の永遠のライバル、短気なレオポルド・クロネ

ッカーの感情をいたく害したのだった。ワイエルシュトラスは年長者だから選ばれただけ

のことだと、ミッタク・レフラーから言われて、クロネッカーは一度は怒りを納めたもの

の、その後も懸賞期間中から 1891 年にこの世を去るまで、ミッタク・レフラーを困らせ続

けた。 
ワイエルシュトラスが示した問題を若干整理してまとめると、次のようになる。 
「重力の法則に従って引き合うｎ個の物体から成る系において、どの二つも衝突しないと

仮定した場合に、過去または未来の任意の時点における各物体の座標を、各項が既知の関

数であるような一様収束する級数として示せ」 
３年後の締め切りまでに５通の応募があった。王の誕生日の前日、受賞者がストックホル

ム城で発表された。固唾を呑んで見守る招待客の前で、「栄えあるオスカル賞の受賞者はア

ンリ・ポアンカレです」 
ポアンカレはこの問題に取り組むにあたり、まず条件に制限を加えた。系の構成要素を大

きな天体（例えば太陽）と小さな天体（例えば地球）と非常に小さな天体（太陽系におけ

る月のような存在）と想定したのだ。以来、制限三体問題と呼ばれるようになったこの問

題さえ、とてつもなく難しかった。ポアンカレも、三つの天体の軌道を級数の和として近

似的に記述するのがやっとだった。ワイエルシュトラスが述べたように、これだけで受賞

資格は十分だったが、ポアンカレはそれ以上のことを成し遂げていた。任意の時点につい

て三体の位置を記述する解析解が存在しないことを厳密に証明したのだ。驚いたことに、

太陽系の天体の位置は正確には予測できないというのである。 
ポアンカレの受賞はヨーロッパ中で話題になり、フランス科学界の有力者たちは大いに鼻

を高くした。政府からはすみやかにナイト爵のレジオン・ドヌール勲章が授けられた。物

語がここで終わって、関った者がそれぞれの生活に戻れたらよかったが、ごたごたはまさ

にこれから起ころうとしていた。 
受賞に納得のいかないスウェーデンの天文学者のフーゴー・ギルデンが、ポアンカレが懸

賞論文で示した結論は、自分が二年前に発表したものと同じだ、と主張した。ストックホ

ルムの数学者アンデッシュ・リンドステットも、同じようなことを主張して一枚噛んでき

た。ミッタク・レフラーはこの異議申し立てに対する回答をポアンカレに求めた。ポアン

カレはすぐさま答えをまとめて返信した。 
ポアンカレはギルデンの論文を高く評価していることを述べたうえで、相違は級数の収束

の定義にあると説明した。収束の捉え方が、数学者と天文学者で違っていた。ギルデンは

級数が発散する場合があることを認めるが、そんなことは変数の無限小に等しい数の組み

合わせしか起こらないので、各惑星がそれぞれの楕円軌道からはずれることはあり得ない
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と主張した。ポアンカレは、系の崩壊へと導く変数の組み合わせは、その数が少なくとも

無視できないと主張した。彗星の到来などによるわずかな揺らぎさえ全てを狂わせ、地球

は太陽の軌道から弾き出され、深宇宙をさまよい続けるか、宇宙のどこかのブラックホー

ルに飲み込まれるかもしれない、というのだ。 
受賞論文はアクタ・マテマティカ誌上で発表されることになっていた。ミッタク・レフラ

ーは助手のエドヴァルド・フラグメーンに論文の発刊準備にかかるよう命じた。フラグメ

ーンは真面目な若者で、全ての式をチェックし、全ての計算を検算した。1889 年 7 月にフ

ラグメーンはよく分からない部分に出くわし、ポアンカレに手紙で説明を求めた。ポアン

カレが数学者に求められる厳密なルールを必ずしも従わないことは、学界では既に知られ

ていた。数学の論文でも、細部まで詰める時間を充分取らないことがあった。説明でいく

つかの箇所を省いて、読者を慌てさせることもあった。フラグメーンを満足させるために、

ポアンカレは注釈を用意し、アルファベット順に記号を振っていった。記号はＩまで達し

た。ポアンカレは注釈をつけながら、はるかにまずい事態を徐々に気づき始めた。あいま

いな点を明確にするうちに、恐ろしいことに、論文の別の間違いが含まれていることに気

づいた。ちょっとした見落としではなく、深刻な欠陥だった。ポアンカレの論文では、互

いに重力で引き合って系の三体は、平衡状態、周期的な軌道、準周期的な軌道のどれかに

向かうと主張していた。だが、今で言う「カオス軌道」というもう一つの可能性を見落と

していたのである。ポアンカレは呆然とした。科学界の寵児でいられるのは、すべて欠陥

論文のおかげだというのか。盛り込まれた大きな成果は、この欠陥があっても揺るがない

とはいえ、論文は永久に葬られ、編み出した新しい手法は無視される。科学者の記憶に残

るのは、犯した間違いだけになるだろう。 
ポアンカレは欠陥を取り除く方法を、一心不乱に探したが駄目だった。逆に欠陥の内容が

明らかになり、ついに疑う余地がなくなった。1889 年 12 月 1 日に、ポアンカレはフラグ

メーン宛に電報を打ち、印刷作業を中止するよう要請した。 
ポアンカレは必要となる道具や手法を新たに考え出す作業に取り掛かった。数ヶ月必死に

取り組んだ末、ついに論文の再提出にこぎ着けた。新しい論文は全くもって先駆的だった。

そこには一世紀後に広く知られることになるカオス理論が始めてその姿を見せている。ポ

アンカレの新しい論文は、未来を先取りした先駆的な名論文に生まれ変わった。例えばこ

の論文は、ごく些細な原因が基で大きな結果の違いをもたらす、いわゆる「バタフライ効

果」の理論的な基礎となっている。 
この論文に、ポアンカレの有名な「再帰定理」も盛り込まれている。再帰定理によると、

複数の物体から成るエネルギー保存系は、そのまま放っておくと、いずれまた初期配置（ま

たはその近くのどこか）へ戻ってくる、つまり、太陽系の惑星は、互いに極めて遠く離れ

たところを巡るようになったとしても、途方も無く長い時間がかかるかもしれないが、い

つかは 初の位置に戻ってくる。1890 年１月、ポアンカレは新しい論文をミッタク・レフ

ラーに送った。前の論文より 100 ページも長くなっていた。 
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ポアンカレの論文では、ｎ体から成る系が破綻するかどうかの究極の問いには答えていな

い。1912 年、フィンランドのカール・スンドマンという数学者が、一つの系をなす複数物

体の軌道を記述する、極めてゆっくりだが収束する無限級数を発見した。1954 年には、ロ

シアの数学者アンドレイ・ニコラエヴィッチ・コルモゴロフが、乱された軌道の多くは準

周期的になる可能性があるが、ばらばらになることはないという論文を発表した。ドイツ

人数学者のユルゲン・モーザーがコルモゴロフの論文について論評を書く事になった。詳

しく検討したところ、コロモゴロフの核心となる主張が完全に証明されていないと思えた。

そこで、証明にあるギャップを埋める作業に取り掛かった。六年かかったが、モーザーは

問題となった級数の各項の分子が分母より速く小さくなること、それによって級数が収束

することを解決した。コルモゴルフの弟子ウラジミール・イーゴレヴィッチ・アーノルド

が、ｎ体問題に別の切り口で挑んだ。モーザーが軌道に対して十分滑らかな摂動を仮定す

るやり方を取ったのに対し、アーノルドは級数として表わすことができる摂動を仮定する

やり方を採った。そして、モーザーと同じ結論に達した。太陽系の安定性に対する結論が

得られた。我々の子どもや孫の代までなら、惑星はすくなくとも当面は軌道から外れない。

この結論は三人の頭文字を取ってＫＡＭ理論と呼ばれている。 
 
５章 ユークリッド抜きの幾何学 
三人の数学者が立方体を見せられ、幾何学者は「立方体」、グラフ理論学者は「１２の辺で

結ばれた８つの点」、トポロジストは「球」と答えた。このジョークは、それぞれの分野に

携わる数学者の世界観を端的に表わしている。三人とも物事の見たい側面だけを見て、他

のことは眼中にない。トポロジストには、興味の対象となる物体の角度も距離も、形状の

細かな特徴も目に入らないというか、存在しないのである。ユークリッド幾何学では、物

体の角度や長さを測ること－少なくとも比べることーが、求められる。１８世紀に革命が

起き、測る必要から幾何学を開放した。 
歴史上 も重要な数学者の一人はであるオイラーは、1707 年にスイスのバーゼルで生まれ

た。サンクトペテルブルグの科学アカデミーにいたとき、オイラーは変った内容の手紙を

受け取った。ダンツィヒ市長も努めたカール・エーラーはケーニヒスベルクの七つのどの

橋も一度だけ渡る順序が見つからず、オイラーに手紙を書いた。「ケーニヒスベルクの七本

の橋の問題に対する解を、証明とともにお送り頂ければ大変ありがたく思います」 
オイラーは 初は気乗りがしなかった。イタリア人数学家のジョバン・マリーノに手紙を

書いている。「これまで、そのような順路を見つけることが可能か不可能か示した者はいな

いそうです。問題自体に独創的なところは何もないのですが、幾何学も代数学も計算法も、

この問題の解決には役立たないと言う点に、注目する価値があると思われます。その意味

で、ひところライプニッツ（1646～1716）が熱心に取り組んでいた位置の幾何学に属する

問題ではないかと考えております」注３ 
1736 年にサンクトペテルブルク帝国科学アカデミーから発表されたオイラーの論文「位置
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の幾何学に関するある問題の解放」は、グラフ理論とトポロジーという二つの新しい数学

分野の先駆けといえる。 
４年後の 1750 年、オイラーに再びひらめきが訪れた。オイラーは、多面体について研究し

ているうち、辺が直線である多面体の頂点と辺と面との数が、ある簡単な式を必ず満たす

ことに気がついた。初めのうち、オイラーはどうしてこうなるかが分からず、この発見を

事実として伝えるに止めている。とはいえ、間を置かずに発表された別の論文で、立体を

分割していくことによって、このオイラー標数の式を証明している。注４ 
この式を 初に見つけたのはオイラーではない。デカルトが同じ定理を 130 年前に見つけ

ている。それに関するオリジナルな手稿は失われており、デカルトによる発見は、ライプ

ニッツが死後に残した論文に混じって手稿の写しが見つかることで、初めて明らかになっ

た。 
オイラー標数の式の助けを借りると、あらゆる多面体を明確なカテゴリーに分類できる。

多面体を伸ばしても、縮めても、押しつぶしても、ねじっても、オイラー標数は変らない。

だが、空洞やトンネルや窪みや出っ張りができると、オイラー標数の値は変る。その空洞

やトンネルや窪みや出っ張りを、回したり、ねじったり、たわませたり、傾けたりしても、

オイラー標数の値は変らない。つまりオイラー標数とは、のちに「不変量」と呼ばれるよ

うになるものの一つなのだ。見掛けの形が大きく変えられても、この値は変らない。ケー

ニヒスベルクの橋と似たところがある。あの問題では、街の区画が大きかろうと小さかろ

うと、丸くても角ばっていても、横長でも縦長でも、一筆書きの順路には関係なかった。 
このような幾何学が数学の一分野としての地位を確立し、名前が必要になった。「位置の計

算」、「位置解析」はいまひとつ語呂が悪かった。名前を考える役目が、ゲッティンゲン大

学のヨハン・リスティングに回ってきた。リスティングの化学への貢献は、数学は別にし

ても少なくなく、地質学、測地学、光学、気象学、磁気学、分光学まで及ぶ。1862 年に発

表された彼の論文、タイトルは「空間図形に関する調査、あるいは多面体に関するオイラ

ーの定理の一般化」で、86 ページに 64 の図版を含む長い論文がある。新しい分野を扱って

いたリスティングは、新しい用語をいくつも創らざるを得なかった。論文を読み易くする

ために用語集を付け加え、そこで 31 の新しい用語を定義している。この論文は、空間図形

の調査にとどまらない成果をはらむものだった。例えば、三次元空間における表面の連結

性が調べられているが、これはまさに、オイラーがケーニヒスベルグの問題を解いたとき

に開拓した視点だ。またこの論文は、「アレクサンドロフの一点コンパクト化」や、「ホメ

オモルフィズム」と「ホモトピー」との違いなど、トポロジーのその後の発展を先取りす

るものに溢れている。論文の図１には、三次元空間に浮かぶ、面が一つしかない二次元物

体が描かれている。リスティングはこの図を論文に載せておきながら、その驚くべき性質

には気付かなかった。 
この帯を世に知らしめる役目は、アウグスト・フェルナンデス・メビュース（1790～1868）
に委ねられた。 
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比較的新しい分野だったトポロジーを発展させたことは、エンリコ・ベッチの業績だ。彼

による も重要な貢献は、表面や物体のつながり方（連結性）を数える手段を考え出した

ことにある。ポアンカレによって「ベッチ数」注５と名付けられるこの数は、任意の次元の

物体の連結数を示す。物体のベッチ数とは、その物体を構成している部分がいくつあるか

とか、その物体に穴やくぼみいくつあるかというかたちで、物体の性質を記述するもので

ある。 物体には、その次元数より一つ多い種類のベッチ数が定義される。ｋ次元ベッチ

数は、物体のｋ次元における連結性または穴の数を示す。ゼロ次元ベッチ数は、物体の構

成部分の数を示す。立方体や球や円筒など普通の物体では、ゼロ次元ベッチ数は１である。

接触しない二つの部分による物体だと、ゼロ次元ベッチ数は２になる。一次元ベッチ数を

見ていこう。これは、物体に存在する穴の数を示す。二次元や三次元の物体には二次元ベ

ッチ数も定義される。これは内部に潜んでいる空洞の数を示す。球面は中が空洞なので、

二次元ベッチ数は１で、ソリッドボールは空洞がないので０である。 
ベッチ数の面白いところは、オイラー標数と同じように、変形しても値が変らないことだ。

物体をねじったりよじったりしても、引き裂きさえしなければベッチ数は変らない。ベッ

チ数がトポロジーにおける不変量、位相不変量だということは、1915 年になってようやく、

プリンストン大学のジェームス・アレクサンダーによって証明された。 
1920 年代、アレクサンダーは別のアレクサンダーが 2000 年以上前に頭を悩ませた問題に

目を向けた。アレクサンダー大王はゴルディオスの結び目のほどき方に頭を悩ませていた。

短気だった大王が、結び目を剣で両断したのは有名な話である。だが、結び目問題に対す

る強引な解決を快く思わない数学者がいたのか、結び目理論はトポロジーの一分野になっ

た。結び目に存在する交差の数を決め手にすれば分類できるだろう、というのは考えが足

りない。この方法では、見た目が異なる二つの結び目が実は同じというケース、すなわち、

片方の結び目をほどいたり、目をくぐらせたりすれば、切ったりつなぎ直ししたりせずに、

もう片方に変えられるという場合を説明できない。結び目理論がトポロジーの一分野であ

る理由が、少しでも理解できただろうか。 
数学者たちは、どんな結び目についても明確に定義できる特徴、今でいう位相不変量を探

した。アレクサンダーは、1923 年、結び目の分類に適した多項式を見つけた。多項式が違

えば、対応する結び目も違うことになるというのだ。 
 
６章 ハンブルグからコペンハーゲンへ、 

そしてノースカロライナ州ブラックマウンテンへ 
今日、代数的トポロジーの確立はポアンカレの偉業の一つとされているが、２０世紀初頭

には、この分野は無視されたも同然だった。1940 年代になってようやく、代数的トポロジ

ーの真価が数学界で認められ始めた。 
トポロジーが重要なのは数学にとってだけではない。ポアンカレが先駆的論文を発表して

100 年が過ぎた現在、その応用対象はコンピュータグラフィックス、経済学、動的システム
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工学、物性物理学、生物学、ロボット工学、化学、宇宙論、材料工学、個体群モデリング

など、科学や工学のさまざまな分野に広がっている。 
代数的トポロジー時代の始まりは、1892 年 10 月 31 日月曜日だと言っていいだろう。この

日、パリで開かれたフランス科学アカデミーで、ポアンカレによる「位置解析について」

と題する講演があった。ポアンカレはアカデミーの会員たちを相手に、「曲面の連結の次元

が関数理論において重要な役割を果たしていることが知られていますが、この考え方は、

位置に関する幾何学あるいは”位置解析”と呼ばれている、全く異なる数学分野から借用

されたものであります」と切り出した。「三次元以上の空間を扱う幾何学を敬遠しておられ

る方々は、この様な成果を単なる知的ゲームだと思うかもしれません」が、「この研究には

幾何学以外にも応用の途がある故に、更に追求して、その成果を三次元以上の空間に拡張

する意義があるのです」と述べたうえ、「エミール・ピカールによるベッチ数を効果的に使

った仕事によって、この新分野の道具を理論解析や一般幾何学に用い得ることは既に裏付

けられている」、と指摘した。そして、すぐに核心へと斬り込んだ。「閉じた曲面の性質を

記述するには、ベッチ数で事足りるでしょうか。三次元では、二つの閉じた曲面のベッチ

数が同じなら、連続的な変形により、一方の閉じた曲面をもう一方に変えられる。したが

って、三次元空間に浮かぶ二次元曲面は、トポロジー的な観点からは、ベッチ数だけで完

全に記述できる。そうなると、高次元でも同じことが成り立つと予想するのが自然だ。実

際にそうだろうか。否定が成り立ちます」、と四次元空間における反例を作って、ベッチ数

だけでは完全な記述が出来ないことを証明した。 
ポアンカレは、数学の研究において幾何学的図形がいかに重要かを強調している。二変数

関数論において大変有用であり、四変数関数論を研究するにあたって幾何学図形が使えな

いとしたらさぞ困るだろう、と。図形を吟味することにより、感覚が研ぎ澄まされて思考

の限界が補われると力説する。また、「幾何学とは、下手に描かれた図形を使って上手に推

論する技術である」とも述べている。「下手に描かれた」を文字通りに受け取ってはいけな

い。図形の各要素の相対的な位置関係は入れ替わっていてはならない。だが、各要素の大

きさの比は全く違ってもかまわない。ここに、伸ばしたり縮めたりはいいが、破いたり張

り合わせたりは駄目、というトポロジーの基本となる定義が窺える。また、代数的トポロ

ジーに対するポアンカレのアプローチが、直観的なものだったということも読み取れる。 
直観に頼る者は往々にして厳密さを欠く、というのはあいにくなことだ。今日では、厳密

でなければ数学でないとして、隙のない証明でなければ受け入れられない。とはいえ、扱

うのが幾何学的な物体だと、少し手を抜きたくなる。そういった物が空間に浮かんでいる

様子なら、誰でも思い浮かべられるからだ。1890 年代という創成期であり、その成すコミ

ュニティも未だごく狭いとはいえ、トポロジストたちはもっと思慮深く振舞ってしかるべ

きだった。それでも、数学界はポアンカレをその才気に免じて大目に見ていた。この分野

では、おおっぴらに言わないまでも、直観が黙認されていた。有無を言わさぬ厳密性がト

ポロジーにも求められるようになるのは、それから 20 年余り後のことである。 
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ポアンカレの萌芽的な重要性を含んだ論文には、厳密な証明どころか、厳密な定義さえ記

されていないのが常である。読者が前後関係から意味を推し量らねばならないことも多い。

ポアンカレの「位置解析」も、あれほどいろいろ書いてありながら、今後の研究の概要説

明のような内容だ。この論文は、「空間」と「部分空間」と「多様体」の定義で始まってい

る。このうち多様体は、例えば空飛ぶ絨毯としてイメージできる。空飛ぶ絨毯を専門用語

で表現すると、「三次元空間に埋めこまれた境界のある二次元多様体」である。二次元多様

体は平らな物体を重ね合わせても得られるので、空飛ぶキルトも二次元多様体である。メ

ビウスの帯注６は、平らな紙をひねって貼り合わせて作ることができるので、多様体である。

貼り合わせて作られる物では、円筒も球もそうである。「同相写像注７（ホメオモルフィズム）」

の概念についても説明している。ポアンカレはこの論文で、ホモロジー、単側多様体、基

本群、単体、複体、単連結複体などさまざまな概念を導入している。あと二つ「ベッチ数」

と「双対定理」を挙げる。 
ベッチ数は多様体がどんな形であるかを示すものである。ｋ次元ベッチ数は n 次元物体の

ｋ次元での連結性を示すものである。 
双対定理によると、閉多様体では、ｋ次元ベッチ数と n－k 次元ベッチ数が同じになる。こ

れは、円や球面やベーグル、あるいは四次元空間に浮かぶ三次元ベーグルなどで確かめら

れる。さまざまな次元の多様体の各次元での連結性を示す値が、互いに独立ではなく、一

定のルールに従っているというのである。 
デンマーク人ポウル・へガート（1871～1948）がベッチ数（1,1,2,1）となる三次元多様体

の例を作り上げた。これは双対定理と矛盾する。彼は、「この定理は証明されていないばか

りでなく、そもそも成り立たない」と言い切っている。ポアンカレは、へガートによる入

念に考え抜かれた反例を検討して気がついた。彼はベッチ数には二つの定義があることに

気がついた。「位置解析」で、他の誰とも同じように、物体のベッチ数を高次元での連結性

のことだと考えていた。だが、双対定理の証明は、実際には別の定理の証明になっていた。

気付いて以降、こちらを「多面体のベッチ数（被約ベッチ数）」と呼んでいる。 
ポアンカレの頭からは、太陽系の安定性の証明のことが離れなかった。この問題に関する

彼の 後の論文は、「幾何学のある定理について」という、タイトルでパレルモ数学協会報

に発表されている。この論文に提示されている重要な定理は三体問題に関連しており、ポ

アンカレは四半世紀前にその部分的な証明によりオスカル王の賞を獲得している。当時、

彼は互いの周りを回る三体の周期的な軌道の存在を示した。だが、その証明は小さな塊の

場合にしか当てはまらず、太陽系には大きな塊も存在するので、質量の大きな惑星が軌道

に留まるかどうかも知りたいところだ。この問題について検討を重ねたポアンカレは、そ

の答えが、ある幾何学的予想の真偽にかかっていると結論付けた。 
この予想がどんなものか説明しよう。二つの同心円を境界とする環状の領域について考え

る。この領域を、内側の円上の点は時計方向に移動し、外側の円上の点は反時計回りに移

動し、その間にあるものはすべて、破れずに滑らかな変形をこうむるだけで済むように変



 11

形させてみよう。ポアンカレは、この領域に少なくとも二つの位置の変らない点があると

主張した。 
 
７章 あの予想の意図 
１９世紀の終わり頃、まだ揺籃期にあったトポロジーの主眼は、物体や空間の分類だった。

二つの図形が同じかどうかを確かめるに、試行錯誤で当たるのは効率のよい方法とはとて

もいえない。物体にラベルを付けるアイディアが唱えられた。物体がトポロジー的に等し

い図形に変形されても変らないような、そんなラベルが探し求められたのだった。 
新しい種類のラベルを求めてポアンカレは、物体のトポロジー的な性質を一つの数ではな

く、何種類かの数の集合で表そうというのだ。意中のものは、「ベッチ数」と「ねじれ係数」

だった。ベッチ数とは物体の穴の数だ。ねじれ係数はややこしいので説明しない。ベッチ

数とねじれ係数は簡単に理解できる概念がないので、ここでは「物体にはベッチ数とねじ

れ係数による集合を定義でき、それが異なる物体同志はトポロジー的に異なる」と説明す

るに止めておく。 
ポアンカレは 1900 年に「位相解析への第二の補足」を発表した。この論文は、“ベッチ数

が全て１でねじれのない全ての多面体は連結である。“という、意味ありげな主張で終わっ

ている。今の言葉で言うと、「三次元球面と同じホモロジー群を持つ三次元多様体は、三次

元球面と同相である」となる。 
ねじれの概念を説明しておこう。面が一つしかない物体であるメビウスの帯を用意しよう。

これは輪のような物体で、円のようでもある。指をどこかの縁に置き、そこから縁を伝わ

って 初の位置まで指を滑らせて見よう。こうすることで、帯の境界上の全ての点に触っ

ているので、指は円を描いたことになる。ただし、指は境界を一通りなぞるのに二周して

いる。物体がねじれているということは、こんな捉え方もある。 
ポアンカレの主張を、厳密さを欠くかもしれないが、もっと簡単に表現してみる。「穴もね

じれもない任意の物体は球面に変形できる」。ポアンカレはこのことの証明を示さなかった。 
自信家のポアンカレは間違いなく証明を手の内にしている、と思っていたようだが間違え

ていた。ベッチ数とねじれ係数が球面と同じ物体は、必ず球面なのだろうか。それがそう

でないことが次第に分かってきた。 
物体が二次元または三次元であるとうどういうことか、おさらいしておこう。円板は二次

元物体、風船も（表面だけで中は考えない）そうである。一方、机の上に置かれた円板は、

二次元平面に埋め込まれた二次元物体である。二次元物体をすっかりイメージするには、

えてして三次元に移らなければならない。風船、ボールやベーグルの表面、宙に浮かぶ円

板といったものは、三次元空間に埋め込まれた二次元物体である。一方、中身まで含めた

ボールやベーグルは三次元物体だ。三次元物体を隅々まで見ようと思ったら、普通はもっ

と高い次元に移る必要がある。「クラインの壷」注６などは二次元曲面なのに、その備えるあ

らゆる特徴を実際に示そうとするなら、四次元空間に埋め込まなくてはならない。 
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ポアンカレのホモロジー球面とはどんな形だろうか。四次元空間に浮かぶ三次元物体だと

いうことは既に触れた。高次元物体を少しでも思い描く一つの方法は、低い次元に射影す

ることだ。風船は平面に丸い影を投げかける。二次元世界の生き物は、床に落ちる影から、

二次元物体が三次元空間でどう見えるかを推し量るのだ。ただし、影で全てが分かるわけ

ではない。注８ 
もう一つの方法は、作り方を説明することだ。例えば、二次元の生き物にトーラス（中空

のベーグル）を説明するには、「紙を一枚用意する。向かい合った二辺を貼り合わせて筒を

作り、その筒の両端にできた口どうしを貼り合わせるとトーラスになる」と話して聞かせ

ればよい。 
ポアンカレは何種類かの数による集合―例えば、ベッチ数とねじれ係数―では空間や物体

を分類するのに十分でないと知っていた。これでまた別の位相不変量が必要になって、ポ

アンカレは物体の分類に適した特性を求めて他を当たり始めた。物体や図形のラベル付け

たい系の確立を目指して、ついにたどり着いたのが、代数学から想を得た概念「基本群」

だった。話を簡単にするために二次元から始めよう。風船やバスケットボールのような球

面を考える。ボールの表面上に一点―空気穴の場所―を決める。この点を以降「ティー」

と呼ぶ。オレンジ色の輪ゴムをティーに取り付け、ボールに巻き付ける。次に、黒い輪ゴ

ムをティーに取り付け、好きなようにボールに巻きつける。この二本の輪ゴムは、ずらし

ていくと―押したり、引いたり、伸ばしたり、縮めたりすると―ぴったり寄せられる。こ

の操作は、二本の輪ゴムをどう巻き付けておいたとしても可能だ。また、輪ゴムをティー

一点になるまでじりじり縮める、という操作も可能である。 
では、トーラスすなわち中空のベーグルを考え、表面の何処かにティーを決めよう。青い

輪ゴムをティーに取り付け、ベーグルの穴を囲むように巻き付ける。次に黄色い輪ゴムを

ティーに取り付け、今度は穴を通して巻き付ける。どちらの輪ゴムもベーグルの表面上を

じりじりずらしていくことはできるが、この二本をぴったり寄せることはできない。ベー

グルには穴を囲む青色のループと穴を通る黄色のループ、二種類のループがある。青色の

ループ同士や黄色のループ同志なら、ぴったり寄せられる。だが、青色のループを黄色の

ループにぴったり寄せることは絶対できない。また、どちらのループも一点に縮められな

い。黄色のループはそれ以上縮むことのない境界に捕らわれたままになるし、青色のルー

プは穴を越えなければならない（輪ゴムは表面上を伝うことしか許されず、宙に浮いては

ならない）。実は、第三の輪ゴムが考えられる。これをオレンジ色としよう。ティーに取り

付けたら、これはベーグルの表面に沿ってじりじりと伸ばす。オレンジ色の輪ゴムはティ

ー一点に縮めることができる。 
ループには、ベーグルの穴を囲みも通りもするものがあり得るし、二度囲んで一度通るも

のや、二度通って一度囲む、という具合に他にもいくらでもある。さまざまなループによ

る一風変ったグループが―一点に縮むものと、穴に捕まるものと、この二つの組み合わせ

であるらしい、無限に存在するその他多くが―そうなのだろうか。これが空間の分類に使



 13

えるのだろうか。実はこれこそ、ポアンカレ予想の核心である。 
ボールやベーグルに巻き付けられた輪ゴムも、数学上の群とみなすことができる。輪ゴム

によるこの群が、自明な群よりはるかに重要だと気付き、基本群と名付けた。輪ゴムがど

ういう群をなすのか？ベーグルについて考え、バスケットボールについては後で取り上げ

る。ベーグルがテーブル上に置かれており、ここでも二本の輪ゴムがティーに取り付けら

れているとする。青い輪ゴムはベーグルの周りを何周してもよく、黄色い輪ゴムは穴を何

回通ってもいい。ベーグルに巻き付けるのは右回りでも左回りでもいいし、穴に通すのは

上からでも下からでもいい。巻きつけ操作は二つの数字で洗わせられる。一つは青い輪ゴ

ムを周囲に何周させるか、もう一つは黄色い輪ゴムを穴に何周通すかである。符号は巻き

付ける向きを示す。プラスは時計回りまたは上から下、マイナスは反時計回りか下から上

とする。こうして、整数のペアに適切な符号を付けると、巻き付け操作をすべて表わせる。

例えば、(5，－3)というペアは、輪ゴムが周囲を時計回りに 5 周し、穴に下から上に３回通

されたことを示している。これが群をなしているのだ。もとは輪ゴムがベーグルの周囲を

回る回数と穴を通る回数で、操作は足し算だ。(5,－3)に(－２,２)を足してみる。加算の結

果は(３,－１)で反時計回りに２周、下から上に１回通すのと同じ巻き付け方である。 
単位元は何か？答えは巻き付けなし(０,０)と表せられる。これは、ベーグルの表面に沿って

じりじりとずらすと、ティー一点に縮められるオレンジの輪ゴムに対応する。逆元はどう

だろうか。ある巻き付け方に対して、足すと巻き付けなしになる巻き付け方を探せばよい。

巻き付け方(5,－3)を巻き付け方(－３,５)を足せば、巻き付けなし(０,０)になる。 
ベーグルに巻き付けられた輪ゴムを表わす二つの整数の組が、足し算に関して群をなすこ

とが分かった。バスケットボールに戻ろう。この基本群は何だろう。ボールには一種類、

すなわち一点に縮められるオレンジ色の輪ゴムしかない。つまり、ボールがもっている基

本群は単位元のみからなり、これは自明な群だ。ポアンカレが研究の題材にしたあの三次

元球面も、自明な群を持っている。 
我々は話を一次元のループに限定した。だが、複数次元のループもある。二次元について

見ていこう。 
一次元ループは、ある「基点」を始点と終点にしている。このループは、両端がティーに

届くように曲げ伸ばしした線分として思い描いくことができる。二次元では線分の変わり

に正方形で考える必要がある。正方形の表面を曲げたりねじったりして、ある種の図形を

作るのだが、そのとき、正方形の四辺上の全ての点がティーに集まるようにする。この操

作を「写像」という。できあがる物体は、ゆがんだパラシュートのようなものになる。正

方形の内部の点は、パラシュートの傘とそこから出ている紐に写像され、正方形の四辺は

パラシュートが収まっている背負い袋に写像される。 
正方形を複数の傘に写像することもできる。スペースシャトルに取り付けられた、傘が三

つか四つあるパラシュートのようなものだ。どの傘も本体の一点に取り付けられている。

押したり引いたり伸ばしたり縮めたりして、傘のいくつかがぴったり重なるようにしても
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かまわない。だが、どんな傘でも重ね合わせることができるわけではない。ベーグルを囲

わるループと、穴を通るループが重ね合わされなかったように、傘によっては重ねあわせ

を作れない。高次元で高次元の穴の境界に捕まってしまうのだ。 
輪ゴム－一次元ループ－の集合は基本群をなす。パラシュートの傘－二次元ループ－によ

る類も群をなす。これは「二次元ホモトピー群」と呼ばれる（基本群が一次元ホモトピー

群として）。ホモトピー群はこれでは終わらず、数学の常として、ただちに四次元、五次元

などと高次元に一般化される。 
ここまでの話をまとめると、基本群は、三次元空間に浮かぶ二次元物体のトポロジー的な

形－穴の構造－に関する情報を与えている。高次元ホモトピー群は、高次元物体の高次元

の穴を記述する。モトピー群が異なる二つの物体は、片方を変形していけばもう片方にな

る、というわけにはいかない。 
ベーグルは三次元物体であるが、ここまでの説明ではベーグル全体ではなく、表面につい

て話を進めてきた。表面は二次元である。議論してきた輪ゴムは、三次元空間に浮かぶ二

次元物体に巻き付けられた一次元ループである。次に、話をパラシュートに移し、関連す

る全ての次元を一つずつ上げた。あの傘は、四次元空間に浮かぶ三次元物体に巻き付けら

れた二次元ループを表わしている。ついて来れているだろうか？たとえ駄目でも、トポロ

ジーという学問の一つの魅力が、その独特なわけの分からなさだということを覚えておこ

う。 
基本群の導入によってポアンカレは、トポロジー上の物体の研究に代数学を明確に組み入

れた。基本群は位相不変量なのである。逆は成り立つのだろうか？同じ基本群を持つ二つ

の物体は、トポロジー的に同値だろうか。ポアンカレは確信はなかった。我々は現在きっ

ぱりと「ノー」と言える。同じ基本群を持ちながら、トポロジー的に異なることがありう

るのだ。これについては、1919 年にジェイムス・アレクサンダーが反例を見つけている。 
球面は自明な基本群を持つ。基本群は分類体系として万全ではないかもしれないが、少な

くとも自明な基本群を持つ物体ならどれも球面と同じではないか。ポアンカレもそう考え

た。だが、前にいい加減なことをやってから、少しは慎重になっていて、今回は自分の予

想を定理とは言わなかった。ポアンカレは論文の 後の段落を「論ずべき問題が一つ残さ

れてる」という控えめの一文で始め、“多様体の基本群が自明であり、かつその多様体が球

面と同相でないことがありうるだろうか”、という問いかけを続けて発している。 
言い回しからからして、ポアンカレは答えが「ノー」だと思っていたようだ。輪ゴムが取

り付けられ捲き付けられた物体を使って言い直してみよう。「どのように掛けられた輪ゴム

も一点に縮めることができる三次元物体は、球面に変形できる」。つまり、三次元物体を識

別するのに必要な情報は、一元ループだけでいいのではないか、とポアンカレは考えた。 
 
 


