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８章 袋小路と謎の病気 
ポアンカレ予想に初めて真剣に取り組んだ人物は、イギリスのジョン・H・C・ホワイトヘ

ッドである。 
ホワイトヘッドは問題の証明を見つけるにあたり、代数的トポロジーを何の迷いもなく使

うことにした。風船球の頂点に、空気を漏らさないようにして針を突き刺す。風船上の各

点を平面に射影していけば、穴の空いた風船が二次元平面へ写像されたことになる。取り

去られた点、すなわち頂点が無限大に相当する。穴の空いた風船が縮められる、つまり、

風船上のどのループも滑らかに一点に収縮することは既に分かっていた。ポアンカレ予想

のなかで言われていた、「その上のループが全て一点に縮められるような」物体である。あ

る物体から一点を取り去って残りを写像するやり方は、三次元にも応用できる。穴の空い

た三次元球面は、私たちの住む穴の空いた三次元世界上に展開することができる。 
ホワイトヘッドの考え方はこうだ。三次元空間－四次元空間に浮かぶ四次元物体の表面―

を想定する。そこに自明な基本群があれば、それは三次元球面であるということだ。そこ

で、これに穴を開け、その新しい空間もやはり三次元のもので、しかも可縮、すなわち収

縮可能であることを示す。その後、可縮な三次元開空間とは私たちが住むユークリッド三

次元空間に他ならないことを証明する。そして 後に、無限遠点を付け加えて球体を閉じ

れば、お望みの三次元空間が得られる。QED 
残念ながら証明はなされなかった。推論が間違っていたのだ。 初の推論に対する反例を

自分で構築しているのである。この反例では二つのベーグルが登場する。片方がちょうど

鎖の輪のように、もう一方のベーグルのちょうど内側を通った絡み目を作っている。次に

彼は、一連のホワイトヘッド絡み目がお互いの内側にきっちり納まっているところを想定

した。それぞれ鎖のような絡み目の内側で、鎖の絡み目を作っている形状が、入れ子状態

で無限に続いていく。こうして作り出された三次元物体（後に言うホワイトヘッド多様体）

は、確かに可縮である。ループは物体全体を通過して、絡み目がどこまで続いていようと

関係なく、 終的には一点に収縮するのである。ただし、この開空間は私たちの通常の三

次元ユークリッド空間と同相でなく、引っ張っても、押しつぶしても、ねじっても、無限

遠点を付け加えても球面になることはない。したがって、ポアンカレ予想の証明にはなら

ない。それなら、ホワイトヘッド多様体はポアンカレ予想の反例ではないか？残念ながら、

そうなるにも不充分な点がある。ポアンカレ予想の反例は、たとえループが点に収縮して

も球面にならないような、閉じた三次元空間でなければならない。しかし、ホワイトヘッ

ド多様体はある一点が失われているため、開いており、閉じていないのである。したがっ

て、ポアンカレ予想の反例にもならない。 
そして、四半世紀後ギリシャ人クリストス・パパキビアコブロスが、新たにポアンカレ予

想に挑んだ。この 8 音節もある名前を持った数学者は、通常略してパパと呼ばれる。 
アメリカに来てから十年間に、パパは三つの重要な未解決問題に証明を与えた。ループ定

理、デーンの補題、球面定理である。いずれも、ループ、円板、球面が三次元多様体にど
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のように埋め込まれるかという問題だった。パパは晩年の十五年間、夢中になってポアン

カレ予想の証明に取り組んだ。彼はポアンカレ予想をもっと扱い易いものに還元すること

を考えた。彼はその戦略を 1962 年の春、米国数学協会への寄稿分の中で宣言している。そ

れによれば、ポアンカレのトポロジー予想は異なる二つの予想の組み合わせに還元できる。

一つはトポロジーに属する予想で、もう一つは群論に属する予想である。この二つの予想

を証明すれば、すなわちポアンカレ予想は証明されたことになる。 
バーナード・マスキットという名前の若い数学者が、パパの論文を読んですぐに、どこか

間違っていると感じた。マスキットは、苦心の末パパのトポロジー予想の反例を構築した。

二つの新しい予想を証明することで、ポアンカレ予想を解決しようという試みは、 初か

ら無理があったわけだ。 
マスキットの反例を知ると、パパは再び研究にかかり自分の誤った論を修正しようと試み

た。そして、マスキットに突き付けられたハードルを、それに合わせて修正した一連の予

想によって乗り越えた。だが、またもやマスキットは反例を構築した。パパは更に予想を

修正したが、それもマスキットがズタズタにした。マスキットは全部で三つの反例を構築

し、パパはその度に自分の予想を修正して、問題を克服しようとした。 
そしてついに、果敢な試みが成功した。パパは、ポアンカレ予想を本当に還元できる新し

い予想の組み合わせを考えついたのである。今回は、マスキットからも他の誰からも、パ

パの論文に穴は指摘されなかった。これでパパは 初の目的を達した。ポアンカレ予想は

別の群論に関する複数の予想に還元されたのである。次はいよいよ第二段階だ。 
だが、ここでパパの努力は思い通りに進まなくなった。成果のないまま十二年間が過ぎ去

った。パパは努力したが、結局は成功しなかった。 
パパのなしえなかった前進を初めて果たしたかと思われた人物が、エルヴィラ・ストラッ

サー・ラパポートだった。彼女はパパの二つの予想の一番目を証明した。一つは解決した。

さて次だ、と彼女は思っていたかもしれない・・が、この取り組みもそこで失速した。 
パパの計画に再び挑む人物が現れたのは、1970 年代の初めだった。インドの数学者アナン

ダスワルプ・ガッテ（スワルプ・ガッテ）が米国数学者協会会報で、ある予想を提案し、

それがポアンカレの予想の含意するところであることを証明した。パパの予想を P、スワル

プの予想を S と呼ぶ。スワルプは、P ならば S が成り立つことを証明した。ただし、S を

証明したからといって、P を証明したことにはならない。一方、S が誤りであることを証明

すれば、すなわち P が誤りであることを証明したことになる（対偶）。 
さて、ある提案が誤りである（S ではない）ことを証明するには反例を見つければ事足りる。

それを行ったのが、トロント大学のジェイムス・マックールだった。彼の論文「パパキビ

アコブロスとスワルプの予想に対する反例」は 1981 年米国数学会紀要に発表された。こう

してパパの予想はまちがいなく誤りである（P ではない）ことが確定した。パパの提案がポ

アンカレ予想の証明につながるのでは、という残された望みをすべて断ち切ったのだ。 
要するにパパの努力は残念ながら無駄骨だった。 
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RH・ビングは「クラインの球面特徴付け問題」を証明し名声の基盤を築いた。この問題は

ある意味でポアンカレ予想と共通するところがある。二次元球面は二次元球面であること

をどうすれば知り得るか、という点だ。一次元の物体から二つの点を取り去って、二つの

部分に分けられれば、その一次元の物体が円に変形できることは既に分かっていた。ビン

グは、長い間主張されていたものの、当時まだ証明されていなかった問題に証明を与えた

のだ。二次元の物体は、ただ二つの点を切り取るのではなく、円に沿って切り開くことに

よって二つの部分に分けられるという条件の下でなら、二次元の球面、すなわち球体の表

面に変形できるのである。ビングは水を得た魚のようにポアンカレ予想にのめりこんだ。

勿論彼は、ついに目的には到達できなかった。むしろ彼は、ポアンカレ予想が本当に正し

いかという疑いさえ持っていた。「ひょっとしたらループが一点に縮まるという条件だけで

は、三次元多様体が三次元球面とトポロジー的に同値であると保障するのに充分ではない

のではないか」と、失敗に終わったポアンカレ予想証明の試論の中で述べている。 
 
９章 高次元への旅 
1960 年代の状況は悲惨だった。ポアンカレ予想を証明しようとする試みはすべて徒労に終

わり、反例を探そうとしても成功しない。数学者は伝統的なポアンカレ予想から離れ、広

大な空間に少し違った目標を探し始めた。 
一次元では、ポアンカレ予想は自明である。二次元の曲面は、その曲面上の全てのループ

が一点に縮められるならば、必ず球面に変換できる。ところが、三次元に飛ぶと、これが

非常に厄介である。したがって、四次元、五次元、あるいはそれ以上の次元となると、ハ

ードルは更に高くなると思う人がいても、もっともなことだ。しかし意外なことに、実は

そうではなかったのである。 
ことの進展は、次元の数と同じ順序では進まなかった。五次元以上なら、わずか二年のう

ちにポアンカレ予想は全ての次元で証明されてしまった。四次元に関しても、その後二十

年しかかからずに証明されたのである。これはすべてスティーブン・スメールの論文から

始まった。 
スメールは世界を―少なくとも世界の数学界を―驚かせた。球面を裏返せることを証明し

たのである。この裏返しとは、穴を空けたり破いたり折りたたんだりせずに、外側の皮膜

が自らの内部に入り込めるなら、球面の内側と外側がひっくり返ることを意味している。

彼は球面を裏返せることを示す定理を証明した。だが、定理で要求される手順は非常に複

雑だったため、誰もそれを視覚的に思い描くことができなかった。球面裏返しを実際に遂

行できる手順を考えついたのは、盲目の数学者ベルナール・モランだった。ところで、一

次元球面である円は、二次元空間の中で裏返せるか。答えは「ノー」だ。円形の電車レー

ルを時計回りから反時計回りに切り替えるのは、平面から一端持ち上げない限り無理だ。

円を平面の中でひねることはできない。 
トポロジー的対象が時間とともにどう変化するか調べる一方、スメールはそれらを胞体（セ
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ル）に分解する新しい方法を思いついた。これに加え、力学系の詳細な知識も手伝って、

高次元ポアンカレ予想の証明に役立った。スメールの証明の根幹を成すのは、後に「ｈコ

ルボルティズム（ｈ同境）定理」という新しい概念だった。コルボルティズムは、境を意

味する言葉に由来し、二つの多様体の結びつきを意味する。一方の多様体が円で、もう一

方の多様体が互いに交わらない円だとすると、そのコルボルティズムは一種のズボンのよ

うなものになる。フレッツェルのような形をした物体になっていないということだ。 
高次元ポアンカレ予想を証明するには、可縮でコンパクトな多様体がすべて球面に変形で

きることを示さなければならない。実際にそうした多様体を調べてみよう。多様体から二

つの円板を取り去る。ｈコルボルティズム定理により、残った多様体が開いた円柱に等し

いことが示される。次に、二つの円板のへりとへりを糊付けして、球の形にする。それか

ら、この多様体の各部をねじって配列しなおすと、一方では円柱と二つの円板が得られる。

一方では、二つの円板によって球面が形作られることが示された。調べている多様体は、

球面と位相的に同値だということになる。これがスメールの証明しようとしたことである。

この証明には、ｈコルボルティズム定理が使われているために、この定理が正しいのは五

次元以上においてのみである。 
ジョン・スターリングスがスメールの用いた手法とは別に、七次元以上に適用できるポア

ンカレ予想の証明を発表した。 
クリストファー・ジーマンが帰納法によって、高次ポアンカレ予想の証明を、スターリン

グの七次元から五次元まで押し下げた。 
残るは三次元と四次元だ。興味深いが厄介な問題が生じるのは、この二つの次元である。

三次元についてはほとんどの数学者があきらめていたので、さしあたりポアンカレ予想の

証明に残されたのは四次元だけだった。 
これを託されたのが、マイケル・フリードマンだった。フリードマンは分類問題の研究で

フィールズ賞を授与されたが、ポアンカレ予想も分類問題の一部である。ポアンカレ予想

は、球面を他のトポロジー的対象と区別するのは、何であるかを決定することだからだ。

彼が行ったのは、四次元閉多様体の完全分類だった。 
普通、ものごとは低次元の方が単純で、高次元になるほど複雑になると考えがちだ。しか

し、事実は逆かもしれない。コインを表にして置いてみよう。平面状でいくらコインを動

かしても、絶対に裏にはならない。コインを裏にするには、コインを引っくり返さなけれ

ばならず、その行為はコインをテーブルから持ち上げなくてはならない。その処置は三次

元でできても、二次元ではできないのである。 
空間内の多様体の何が問題かといえば、二次元表面は必ず四次元にはめ込めるが、必ずし

も埋め込むことはできない点にある。スメールは自分の証明を果たすにあたって、はめ込

むことでなく埋め込むことを必要とした。数字の８のようなものを利用して注９、それを少

しだけ調整し、埋め込みができるようにした。これをやるには、数字をねじり戻さなくて

はならず、そのために数字を三番目の次元に持ち上げなくてはならない。 
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1970 年代半ばになって、アンドリュー・キャッソンが、ｈコルボルディズム定理をそのま

ま四次元で行うことのできる道具となるものを構築した。フリードマンは 1978 年に、埋め

込まれた多様体の中に多様体を埋め込む手法を考案した。フリードマンは基本群が自明で

ある全ての四次元閉多様体を分類することに成功した。四次元球面はそうした多様体の一

つである。 
 
１０章 ウェストコースト風の異端審問 
1980 年代になると、ポアンカレ予想の研究が再び盛り上がりを見せた。当時、予想の真偽

は確定していなかった。予想の証明でなく反証を与えて有名になろうではないか、多くの

野心家がそう考えた。スティーブ・アーメントラウトム・、ハイム・ルービンシュタイン、

ヴウォジミェシュ・ヤコプシェ、トマス・シックスタンなど、誰一人成果を挙げられなか

った。 
 
１１章 消える特異点、消えない特異点 
1970 年代後半から 1980 年前半にかけて、ウィリアム・サーストンが、驚くべき仮説を立

てた。あらゆる多様体は、いくつかの基本的な形をもとにして構成されていることに気付

いた。多様体は基本的な構成要素を使って作ることができる。つまり、いかなる多様体も

これらの要素を使って作れること立証しなければならない。この基を作る多様体を「素多

様体」と呼ぶことにする。素多様体は、球面と同値な多様体と、元の多様体と同値な多様

体には分解できても、それ以上には分解できないものである。ヘルムート・クネーザーが

三次元多様体は全て素多様体に分解できることを証明した。素多様体はあらゆる多様体を

構成する要素なのだ。クネーザーの定理によって、多様体の問題は素多様体の問題に還元

された。 
ポアンカレとパウル・ケーベが独立に、いわゆる一意化定理を証明した。この定理によれ

ば、二次元においては三種類の基本的な幾何構造しか存在しない。ユークリッド幾何、球

面幾何、双曲幾何だ。サーストンは 初は二次元におけるケーベの一意化定理を利用した。

何年も費やして三次元多様体の構造を理解しようと努めた。さまざまな可能性を検討して

は排除していくことで、三次元においてもやはりいくつかの幾何構造しか存在しないこと

の確信を得た。 
サーストンの仮説によると、三次元多様体には、基本となる幾何構造は八つしかない。残

念なことに、サーストンはこの仮説を証明することはできなかった。 
サーストン予想はポアンカレ予想に比べて更に野心的な企てと言える。ポアンカレが球面

と同値の多様体を求めようとしているのに対し、サーストンは全ての多様体を分類しよう

とするからだ。彼はいくつかの前提を設けて弱めた定理を証明することに成功している。

ある意味において大きな多様体について彼の予想が成り立つことを示したのだ。しかし、

一般予想（大きさに関係しない）の証明はされぬままだった。 
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素多様体を組み合わせて多様体を構築するために、次に現れたのがリチャード・ハミルト

ンである。サーストンがつくった多様体をいわば暖めるため、ハミルトンは 1980 年代初頭

にリッチ・フロー注１０の概念を導入した。この概念は物体中の熱の流れを模倣するために、

ハミルトンが特別に考案した微分方程式だった。ヤウ（丘 成桐：ハミルトンの友人）は

リッチ・フローがポアンカレ予想だけでなく、サーストン予想の証明にも繋がると確信し、

研究を続けるようハミルトンに勧めた。このフロー名リッチはリッチ・クロバストロの名

前を拝借した。リッチ・クロバストロの功績で一番後世に名高いのはテンソルだ。テンソ

ルのアイディアはリッチ・フローのアイディアに繋がる。料理用の鉄板に炎を当てると、

熱が拡散し始める。しばらくすると、鉄板は一様な温度に達する。リッチ・フローの働き

もこれに似ている。ただし、この場合は拡散するのは熱ではなく曲率だ。平面内で曲がる

線の曲率の意味は直ぐ分かる。平面内でなく空間内で曲がる曲線は、一つの数では曲率を

表わさせきれない。空間に浮かぶ曲面の場合も同様だ。高次元に浮かぶ三次元多様体の曲

率はもっと複雑だ。多様体の各点ごとにたくさんの数が必要とされる。これを可能にする

のが、テンソルという道具に他ならない。 
時間が経つにつれて形が変る多様体を想定しよう。多様体には一定の方向に向かって変化

してもらわなければならない。フーリエの熱方程式が自然の力であらゆる点における温度

変化を記述するのに対し、ハミルトンがデザインしたリッチ・フローは、物体上の各点に

おける形の変化を規定する。ハミルトンが目論んだのは多様体を整形することだ。 
リッチ・フローは、リッチ・テンソルを多様体のスケールの変化に関連付ける微分方程式

である。リッチ・テンソルは多様体の曲率を示し、スケールは多様体上の距離の尺度とな

る。リッチ・フローが各点におけるこれら二つの量を、マイナス符号を持って関連付けて

いる。多様体は曲率が負であるときに膨張し、曲率が正であるときに収縮する。多様体か

らあらゆる出っ張りと凹みがなくなるまでこの過程は続く。多様体が全体に正の曲率を持

っていると仮定する。局所的には曲がり具合が異なっていてもよい。曲率とスケールの間

の負の相関から、曲がり具合の大きい場所ほど、スケールは小さいことになる。スケール

が小さくなると、近い点同志はさらに引き寄せられ、曲率は大きくなる。この結果、正の

曲率を持つ多様体は益々丸まり、急速に収縮する定曲率の多様体となる。こうなると、こ

の多様体はどんどん丸みをきつくし小さくなり続ける。しばらくすると、すっかり小さく

なった球面が、それ以上小さくなれない局面に至る。するとそれは、煙のごとく「パッ」

と消え去ってしまう。とまあ、ハミルトンのアイディアは実にシンプルなものだった。ど

んなよれよれの多様体でも、ひしゃげた多様体でもいい、リッチ・フローによって変形す

る様子を見守る。どんな形になるだろうか。もし八個の素多様体のうち一つか、その組み

合わせになれば、サーストンの予想が正しいことになる。さて、ここがこの話のサワリで

ある。どんなによれよれでも、ひしゃげていてもいい、単連結の多様体が 終的に「パッ」

と消えたら、ポアンカレ予想が証明されたことになる。 
どれほど複雑に歪みねじれた多様体でも、リッチ・フローは歪みとねじれを取り去り、単
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純で分かり易い形に変えてくれる。しかし、全ての多様体を一つ残らず調べるのは無理な

注文だ。私たちにできるのは唯一つ、いかなる多様体もサーストンの構成要素の一つか、

その組み合わせを目指して進化し、その多様体が単連結であれば 終的に「パッ」と消え

て影も形もなくなることを、厳密に証明することだ。 
リッチ・フローの働きにより、一様でない正の曲率を持つ全ての多様体は、方向にかかわ

らず一定の曲率を持つ多様体に進化することを証明した。こうすて、難物ポアンカレ予想

を証明するための第一歩が踏み出された。ハミルトンは一大飛躍を成し遂げた。つまり、

ある領域（トポロジー）の問題を、別の領域の道具（微分方程式）で解こうと提案したの

だ。 
ヤウの勧めもあり、ハミルトンは様々な多様体をリッチ・フローで変形してみた。勿論、

全ての多様体が 終的に消えてなくなれば万々歳だ。しかし、これを成功させるには、あ

る条件を満たさなければならない。そして、やはり問題はあった。数学では、そのような

病的な症状を示す部分を特異点と呼ぶ。 
ハミルトンの前に特異点が壁のように立ちはだかった。円筒について考えてみよう。円筒

は一つの方向には丸いが、もう一方には真直ぐだ。これをリッチ・フローによって変形さ

せると、曲がった方向にはスケール小さくなるため円筒は丸まっていく。ところが、円筒

の真直ぐな部分ではスケールが大きくなるため、円筒はその方向に膨張する。結果として

どんどん細い管になる。 後は「パッ」と消えるが、消える前の形状は丸くはないため、

球面ではない。 
さらには「葉巻型特異点」もある。これがなんともいまいましい代物なのだ。葉巻の表面

は二次元物体だ。ここでそれに一次元の線分を掛けて四次元空間に浮かぶ三次元物体を作

る。葉巻の端部分は曲がっているため、曲率が増えどんどん曲がって小さくなり、ついに

は収縮しきってしまう。ところがもう一つの方向では、線分は真直ぐで動かない。こうし

て物体は二つの次元では縮むが、残りの次元ではそのままになる。シャボン玉のように「パ

ッ」と消えるわけでなく、腹を割かれた風船のように「パフッ」と萎む。リッチ・フロー

によって物体がつぶれる。完全に無くなっていないけれど、そこにあるわけでもない。ハ

ミルトンは十年を費やし解決法を探し、厄介な病変部を取り除く手術注１１を見つけた。たが、

葉巻型特異点だけは、手術によっても問題を排除できなかった。 
 
１２章 葉巻の手術 
ハミルトンは立ち往生していた。葉巻型特異点が、どうにも動かせない障害だった。その

とき、グレゴリー・ペレルマンという名のロシア人数学者が、どこからともなく登場した。 
ペレルマンは人付き合いがきわめて苦手だった。彼は人前に出るのを嫌い、栄えあるフィ

ールズ賞を辞退し、マスコミを避けている。パリ郊外の高等科学研究所の数学者で、彼の

同僚だったミハイル・グロモフは「彼は科学でも一般社会でも、倫理的な問題にとても敏

感です。私の見るところでは、彼は数学界の道徳基準が低下していることに批判的です。
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論争に巻き込まれるのがいやで、仕事以外の付き合いを制限しているのです」、と電子メー

ルの中で言っている。別の数学者は、「ペレルマンは魅力的な人物ですね。彼の清廉で孤高

なところに敬服しているのです」、と熱っぽく語っている。 
ヨーロッパ数学界は、四年ごとに将来を約束された十名の若い数学者が栄誉を与える。彼

は 1996 年に受賞者になったが辞退している。辞退した理由に、「受賞の対象となった仕事

は未完成であり、したがってふさわしくない」と彼は主張した。 
バークレーにいる間に、ペレルマンはポアンカレ予想に興味を持ち始めた。ハミルトンは

リッチ・フローについての講演で、微分方程式によるアプローチがポアンカレ予想の証明

を導き得ると確信していると強調した。実際に立ちはだかるのは、葉巻型特異点だけで、

手ごわい障害物だった。ある講演の後で、ペレルマンが自分の成果をハミルトンに説明し

た。未発表のものばかりだったが、彼はその成果が葉巻型特異点に対して使えそうだと考

えていた。低次元トポロジーはペレルマンが専攻する分野ではなかったが、いまや微分方

程式との関連がわかってきたため、彼はこの分野に興味を持ち始めた。二十世紀を通じて

多くの第一級数学者を挫折させてきた九十年来の難問こそ、まさに彼が求めてきた挑戦だ

った。 
アメリカでの奨学金期間が終わりに近づくと、スタンフォードやプリンストンのような一

流大学からポストの提供をオファーされたが、すべて辞退し祖国へ戻った。以後六年間、

彼は秘密を誰にも伝えず一人で働いた。この研究に足を踏み入れて八年後、ペレルマンは

時期が到来したことを確信した。専門家の審査を受けるどころか、読ませても調べさせて

もしなかったが、ペレルマンは問題を解いたと確信していた。彼はポアンカレ予想と、更

に野心的な幾何化予想も解いてしまうことになる、連続した三篇の論文を書き上げるため

に机に向かった。 
この三篇の論文の中で、ペレルマンはハミルトン・プログラムに従った。ハミルトンの方

法は特定の多様体の集合にしか作用しないため、彼はあらゆる多様体に作用するよう、そ

の方法を拡張した。ペレルマンの手法は要するに、コンパクトな単連結多様体上でリッチ・

フロー注１０を作用させることと、特異点が生じるまで観察することを組み合わせたものであ

る。生じ得る特異点のリストは、既にハミルトンによって短いリストまでに削られ分類さ

れていた。 
まずペレルマンは特別の道具をいくつか必要とした。多様体が「パッ」と消えるまでの経

過を見張る上で使ったクールのトリックとは、放物型リスケーリングと呼ばれ、多様体の

変化する様子を、もっぱら特異点の生成に注意を払いつつ、顕微鏡を用いて撮影していく

ようなものだ。多様体が縮んでいくにつれて、多様体の映像はスローモーション化され、

同時に拡大されていく。スローモーション化も映像の拡大も間段なく続くが、そこには偏

りがある。各時間スケールでの拡大率は線形となるが、距離は１／√２、１／√３、１／

√４というようなスケールダウンの仕方をする。ペレルマンは、多様体が放物型リスケー

リングを受けるときに不変となる計量を考案した。その数学的な特性が統計物理学のエン
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トロピーに似ているので、彼はそれをエントロピーと呼んだ。物体が加熱されると分子の

不規則性が増加するのと同様に、多様体がリッチ・フローによって変形されるとペレルマ

ンのエントロピーは増加していく。リッチ・フローが、熱の流れを説明する微分方程式か

ら求められた。ペレルマンは、逆転されたリッチ・フロー－時間を遡る－を観察し、多様

体の「温度」がどのように変化するかを調べた。時間を遡れば、部屋は均等な温度から始

まり、ラジェーターの近くではより暑く、窓辺ではより寒くなって終わる。 
こうして新しいエントロピーの概念が得られたので、ペレルマンの葉巻型特異点に対する

準備は整った。ペレルマンは彼流のエントロピー概念と込み入った数式を使って、多様体

が余り強く婉曲できないことを証明したのだ。「パッ」と消える多様体を除けば、潰れてい

く傘体の間にエンドウ豆が挟まるように、小さなボールが残る余地は充分あるに違いない。

したがって、放物型リスケーリングという条件の下で見た場合、多様体はリッチ・フロー

のさなかに崩壊できないことになる。全面的に潰れ込むのをエンドウ豆が防ぐのだ。多様

体は「パッ」と消えることはできても、「バフッ」と萎んで消えることはできない。この局

所非崩壊定理とよばれることになった定理は、葉巻型特異点に対処するうえで欠かせない、

要の要素である。前に見たように、リッチ・フローの法則によれば、葉巻は 終的に崩壊

するはずである。その一方で、ペレルマンは崩壊があり得ないことを証明した。この二つ

の事実を組み合わせれば、葉巻型特異点の出現は数学的にあり得ないということになる。 
これでハミルトンのプログラムにしたがって、リッチ・フローを走らせ、特異点を削除す

る作業を始めることができるようになった。次の難問は、無限回の手術を有限時間内に完

遂しなければならない、ということだ。ペレルマンはそんな必要はないことを証明した。 
リッチ・フローの下では、多様体の負の曲率を備えた部分は叩き出しされる（正の部分は

叩き伸ばされるわけだが当面気にしなくてよい）。多様体が叩き出しをされれば、その部分

は膨らみ体積は拡大する。一方で、多様体の一部は手術で取り除かれる。したがって、多

様体の体積は減少する。ペレルマンは二つの事実を統合した。第一に彼は、どんなに長く

とも有限時間内の、叩き出しによる体積の増加も有限であることを証明した。多様体の体

積はその時間内に無限に大きくなることはない。第二に手術ごとに－エンドウ豆の例を覚

えているだろうか－一定量の体積が取り去られる。したがって、有限時間内であれば多様

体の体積が、ゼロまで減ってしまう前に、有限個の特異点しか取り去ることができない。

体積は負の値はとり得ないので、無限解の手術は有限時間内に可能でない。 
所定時間内の手術の回数は有限に納まるにちがいない。その所定時間内に端と端をつなげ

られないだろうか？ここが困難なポイントだった。「自明な基本解を持つ多様体は無限回の

手術を必要としない」を提案した。サーストンの幾何化予想を証明できないが、ポアンカ

レ予想を証明するには十分である。ペレルマンはこの偉業を、石鹸の幕を使ってなしとげ

た。針金に張られた石鹸の膜は、 小面積の曲面になる。ペレルマンは手術中に発生する

物体を測定するのに、この「 小曲面」を用いた。数学者が駆使する手法は、繊細な外科

手術と違って、もっと荒っぽい切断へと変る。ネックというのはペレルマンが多様体を真
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っ二つに切断する箇所である。神話に出てくるいくつもの頭を持ったヒュウデラに多様体

を、ヒュウデラを殺したヘラクレスにペレルマンを当てはめてみよう。ヘラクレスが頭を

切り落としても、ヒュウドラからは新しい頭が生えてくる。球形の頭だけでなく、ときに

は首が付いた完全な胴体まで生えてくる。球形の頭だけならペレルマンにとって問題はな

かった。しかし、生えてくる胴体だけはどうしても防ぐ必要があった。切り裂かれたネッ

クの面積はどこまでも小さくなり得るが、二つの「胴体」をつなぐネックの面積は一定の

大きさがなければならない。結局、ヒュウドラには胴体を生やすに足る充分な皮膚がなか

ったのだ。ヒュウドラが胴体を生やすことができなくなることを示すことによって、ペレ

ルマンはヘラクレスが永遠に頭を切り落とし続けるにしても、ヒュウドラは位相的にもう

変化しないことを証明できた。ヒュウドラが実際には球面であることを、有限時間内に確

かめることができひいてはポアンカレ予想も証明された。 
振り返ってペレルマンの成し遂げたことを確かめてみよう。 初に、彼は生まれつつある

特異点を見つけるための道具を開発した。次に、彼は予防手術に適した瞬間を選ぶ方法を

発明した。かくして彼は、リッチ・フローによって変形され、手術によって特異点を全て

取り除かれたコンパクトな単連結多様体が、 終的に単なる球面の集まりになることを証

明したのだ。時間を遡って球面と球面を貼り戻せば、元の多様体そのものが球面だったこ

とが分かる。まいったか、ポアンカレ予想。 
2002 年と 2003 年に、ペレルマンは科学的な成果をスピーディーに配布するため、研究者

たちによって特別に構築されたインターネット・アーカイブ（1991 年開設）に三篇の論文

を投稿した注１２。彼の論文は、彼がインターネットに産み落とすまで、誰も目を通していな

かった。もしも彼が間違いを犯していたら、あるいは論文に証明されていない些細な主張

や、証拠のないこまごました仮定が含まれていたら？ペレルマンを捜し出した二人のジャ

ーナリストに、そんな心配はしなかったと彼は言った。少なくとも投稿すれば、他の人た

ちが穴を見つけ栓をしてくれるし、こうして人間の知識は向上するのだ、と彼は説明した。 
アーカイブに投稿した論文で、彼はポアンカレ予想を証明したとことを、ことさらに主張

していない。2003 年３月 10 日に投稿された第二の論文は、 初の論文の続編として、い

くつかの不正確な部分が修正されている。2003 年 7 月 17 日に 後の論文を投稿した。 
ペレルマンの功績についての情報は、世界を駆け巡った。ハミルトンでさえ目に止めた。

初め彼はこの投稿を無視していた。誤った証明が過去に数多くあったため、たとえペレル

マンの投稿のように控えめに系統たてて述べられていたとしても、数学者たちはこうした

主張に用心深くなっていたのだ。興味をそそられたハミルトンは、もっとよく調べてみた。

他の多くの数学者も興味を持った。そして興奮が高まり、この騒ぎの本人の話を直接聞い

てみたいと、数学界が熱望した。ペレルマンは彼の主張する証明について講演するため、

アメリカに招待された。彼は喜んで引き受けた。 
初の講演は 2003 年 4 月 7 日、9 日、11 日に、MIT で行われた。 初の講演に続き二日

にわたって、さらに二回の講演が行われた。ペレルマンはだれをも感動させた注１３。熱心に



 25

自分の考えを説明し、挑戦は巧みに受け流し、質問には躊躇なく答えた。講演の後の夕食

会で、アメリカに留まって研究を続けるよう何人かがペレルマンを説得しようとした。彼

がその気になることはなかった。 
4 月 16 日はプリンストンの番だった。講堂はあらゆる分野の数学者たちで埋め尽くされた。

アンドリュー・ワイズ、ジョナサン・ナッシュも座っていた。 
翌週、講演は NY 州立大学サイモンズ・レクチャー・シリーズの一環として行われた。そ

の日 2003 年 4 月 21 日、再び 100 人を超える数学者が集まった。ペレルマンは栄誉を浴び

るのではなく、自分の業績を伝えることにどれほど心から興味を持っているか、改めて示

した。 
次の週も、ペレルマンは NY 大学で講演した。これまでの講演に多数の人が集まり、ペレ

ルマンを褒めたたえた。だが、一人だけ重要な不参加者がいた。リチャード・ハミルトン

がどの講演にも姿を見せていなかった。ペレルマンは彼の弟子の一人と考えていたので、

これにはがっかりしていた。ハミルトンがポアンカレ予想と幾何化予想を解こうと二十年

の大半を過ごした後に、何処からともなくふらりと現れた髪の長いロシア人が 高の賞を

さらっていくのを、指をくわえて見ていなければならないのは、さぞかしつらいことだろ

う。コロンビア大学のジョージ・モーガンは、これまで予定になかった追加講演を、ハミ

ルトンも教えたことのある自分の数理学教室で開くことにし、土曜日の朝に組み入れた。

この時は、遅れはしたもののハミルトンが姿を見せた。彼は講演中も夕食会でも発言はし

なかったが、明らかに感動していたと、同席した物理学者がブログに書いている。 
 
13 章 四人組みプラス２ 
ペレルマンは、おびただしい数学の新しい道具と手法を後に残して、多くの数学者を何年

間も忙しく働かせた。二人一組の三つのチームが彼の遺産に集中的に取り組み始めた。ジ

ョージ・モーガンとティエン・ガン（田 剛）、ブルーズ・クライナーとジョン・ロッド、

ツアオ・ファイトン（曹 懐東）とチュー・シーピン（朱 熹平）だ。リチャード・ハミ

ルトン、ゲルハルト・ヒスケン、トム・イルマネンも仕事に取り掛かった。 
少しずつだがモーガンとティエンは、ペレルマンが本当に大成功したと確信するようにな

ってきた。更に彼らは二人ともいつしか、論文の美しさにも魅せられるようになった。だ

が、誰かが基本をチェックする必要があった。ペレルマンが所見を説明する論文を、これ

以上書く積りがないことは、既にはっきりしていた。ティエンは付け加えた。「ペレルマン

の論文はあまりに概略的で、素人には難しくてとても読めるものではありません。ジョン

と私は、もし私たちが詳細な証明を本にすれば、数学界にとってとても役立つと考えまし

た。私たちは、2004 年 9 月までに彼の論文に精通していましたので、私たちにとっても大

きな意味があったのです」 
数学界への奉仕として、モーガンとティエンはこの骨の折れる仕事を引き受けた。彼らは

目標を明確な疑問に絞った。ペレルマンはポアンカレ予想を証明したか、それならどうや
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ったのか？サーストンの幾何化予想証明の検証は、クライナーとロットに委ねられた。し

かし、絞り込んだ目標でさえ、注ぎ込まれた労力は想像を超える大きさに膨らんだ。彼ら

の作業は三年近くにもわたった。障害に当ると、ペレルマン宛の電子メールで急送された。

返事はいつも正確で適切だった。モーガンとティエンは徹頭徹尾苦戦を強いられた。二人

で議論し、ハミルトンや別の同僚に相談し、更に多くの質問をサンクトペテルブルグへ送

った。微妙な点が理解できるまでに、数週間もかかることがあった。プロジェクトを始め

て一年を過ぎた頃、ペレルマンとの連絡がだんだん減り始めた。モーガンとティエンはペ

レルマンの論旨を理解していて、数学上の問題で緊急に連絡する必要もなくなっていた。

モーガンとティエンは自分たちの仕事の対象を、ポアンカレ予想がどのように克服された

ことに興味を持つ、大学院生と一般数学者に定めていた。 
クライナーとロットは彼らなりの解説づくりに取り組んでいた。彼らの焦点は、サースト

ンの幾何予想化の証明に当てられていた。それは後に「ペレルマンの論文の注釈」という

タイトルで発表された。モーガンとティエンの本より幾分短かったが、正確さではひけを

取るものではなかった。クライナーとロットは、多くの困難と誤りにも出会った。しかし、

これらのギャップの中に、証明のどんな部分でも無効にできるほど重大なものは、一つも

なかった。彼ら 2006 年 5 月にアーカイブに「注釈」を投稿した。注１４ 
多くの数学者が知らないところで、中国人の数学家ツアオとチュウがペレルマンも論文を

解明しようとしていた。 
ポアンカレ予想の証明を彼らが検証したことについての話は、四人組が繰り広げた苦闘ほ

ど簡単に紹介できるものではない。実際、それは陰謀渦巻くドラマティックな話となった

のだ。 
ペレルマンの掲示がウェッブ上に現れたとき、ヤウは面食らった。彼はハミルトンのプロ

グラムが 終的に成功するものと信じていた。同時に、残された問題についてよく分かっ

ていた。ペレルマンの証明をもっと詳しく調べてみるよう、チュウとツアオに助言した。

彼らは三年をかけて原稿を完成させた。彼らは全力を尽くして多くのハードルを越えた。

それどころか、四人組も遭遇した困難のうちいくつかについて、それを回避する方法を独

自に考案した。遂に彼らはポアンカレ予想の完全証明を手にしたことを確信した。ヤウは

ハーバード大学にセミナーを開設した。難解な議論と鋭い質問の間に、投げかけられる全

ての疑問を何とか払拭し、ツアオと彼が本当に有効な証明を書き上げたことを、参加者に

納得させた。論文は亜州数学誌に投稿された注１５。要するに、こんな話なのだ。 
しかし、見た目の穏やかな表面の下では、怒りが湧き上がり始めていた。「ポアンカレおよ

び幾何化予想の完全な証明―リッチ・フローに関するハミルトン＝ペレルマン理論の応用」

という記事で、亜州数学誌の六月号は亜州数学誌全て埋められた。中国のマスコミは狂喜

した。中国の新華社はすばやくこのニュースを採り上げた。「二人の中国人チュウとツアオ

が、一世紀以上にわたり世界中の科学者を悩ませてきたパズルの回答の 後の部分を完成

した。ペレルマンはポアンカレ予想を証明するためのガイドラインを発表したが、この難
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題を解く方法を明確に指摘していなかった」。人民日報は「一流数学者、ポアンカレ予想解

決での中国人の業績を認める」と報じた。 
このマスコミの騒ぎようは、数学界に衝撃を与えた。どうやらチュウとツアオは、自分た

ちの功績だと主張しているらしい。誰も別の証明があり得るなどと考えていなかったし、

中国人数学者たちがポアンカレ予想を解いたという主張は馬鹿げた話に思えた。 
チュウとツアオは、ペレルマンが明示的に証明しなかった主張があって、それを自分たち

が何とか証明を与えたのだと主張する。この論文は 2005 年 12 月 12 日に提出され、2006
年 4 月 16 日に受理された。四ヶ月という短い期間は、326 ページの論文を真面目に査読す

るなど、到底不可能なことだ。また審査に当ったのが、ヤウが編集長として名を連ねてい

る亜州数学誌編集部だったことが、二つ目の警告信号だった。六月号に発刊を間に合わし

たことは、ペレルマンのフィールズ賞が国際数学会で発表される前に出版されるようにタ

イミングが図られたのは明らかだろう。 
コロンビア大学のジョーン・バーマンは「私たち数学者は、風変わりな行動に対しては並

外れた耐性を持っています。しかし、この特性には裏側の暗い側面、すなわち悪事に対す

る寛容というものがあり、それは行動に問題ある人物が高い才能の持ち主である場合に著

しくなります。平たく言えば、私たちは身内に甘すぎるのです」、チュウとツアオの論文に

ついては、「知的職業の健全さに不可欠である正規の査読プロセスが、窓から投げ捨てられ

た」、と落胆と怒りをぶっつけた。 
四人組みの意見は合意で決まる。モーガンは「チュウとツアオは証明を明確にしただけで、

なんら実質的なものを証明に加えていない」と主張する。クライナーとロットも、証明の

手柄はハミルトンとペレルマンだけのものだとしている。 
そして、厄介なことが起こった。ツアオとチュウの論文にはクライナーとロットの論文第

一稿から逐語的に盗用されていたのだ。北京でヤウが完成には程遠いと非難した論文から

彼の弟子が盗用を働いたのだ。ポアンカレ予想の完全なる証明の文字化された解説という、

声明の得意げな調子が一瞬にして、うつろにしか響かなくなった。 
2006 年 8 月マドリードの ICM は、一世紀を経た英雄伝にふさわしい終着点を提供した。

ジョン・ロットがペレルマンのフィールズ賞受賞への賞賛のスピーチを行った。午後の

初の講演者はリチャード・ハミルトンだった。彼はゲルハルト・ヒスケントとトム・イル

マネンとともに証明をチェックし終えていた。 大の賞賛は出席していないペレルマンの

ために取ってあった。「グリーシャのおかげでもう、我々は非崩壊を心配する必要がありま

せん。私はグリーシャがこの全ての仕事を完成させてくれたことに、とても感謝していま

す。本当に幸せです」。数日後、今度はジョン・モーガンの番だった。「グレゴリー・ペレ

ルマンがポアンカレ予想を証明しました。彼の前では大勢が岩に乗り上げ手失敗しました。

これはペレルマンだけでなく、数学にとって無類の業績です」注１６ 
ペレルマンはポアンカレ予想を定理に変えたが、人々の心の中では常に「ポアンカレ予想」

のままだろう。しかし、多くのトポロジストたちは、産後抑つう症のような、せつない寂
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しさを感じている。注１７ 
 
１４章 もうひとつの賞 
ランドン・T・クレイは 1926 年生まれで、四十年代後半にハーバ－ド大学に通い、1950 年

に学士号を取得した。やがてボストンに本社を置く大手信託会社の社長となり、富を蓄え

億万長者になった。クレイは金に糸目を付けず、巨万の富のかなりの額を慈善活動に使っ

ている。彼は基本的に科学好きで、科学こそが人類向上の原動力だと信じている。特に思

い入れが強いのは数学だ。ハーバード大学の様々な委員会での経験から、数学科の価値が

大学当局から低く見られていることも知っていた。そこで、クレイは数学科への大判振る

舞いに踏み切った。基金として 400 万ドルを拠出した。 
四人の委員がミレニアム問題を選ぶことになり、1997 年末に七問からなるリストについて

合意し、問題選定を終了した。選ばれた問題は、バーチ＝スイウェナートン＝ダイアー予

測、ホッジ予想、ナビア＝ストークス方程式、P 対 NP 問題、ヤン＝ミルズ理論と質量ギャ

ップ仮説、リーマン予測そしてポアンカレ予測である。 
次に、賞金を決める必要がある。大金にすることは決まっていた。七問全てに 100 万ドル

出すことを提案した。700 万ドルという賞金総額は注目を集めるし、一度に全問支払うよう

な事態にはならないし、長いこと支払うこともなさそうなくらい、どの問題も難しいはず

だった。これがクレイ夫妻に認められ、ミレニアム賞誕生となった。 
ミレニアム賞の公式告知に、「検討対象となるには、提案された解決が査読がある世界的な

数学誌に発表されること、およびその後二年間で数学界全体から受け入れられることを要

する」との大事な規定がある。提案された証明が、ペレルマンの場合のように、学術誌に

発表されていない場合はどうなるのだろうか？諮問委員会は、公式既定に但し書きを加え

た。「査読がある世界的な数学誌」という部分の後に、「または科学諮問委員会が適格と判

断したその他の形式」という文言だ。 
クレイ研究所の理事会が 100 万ドルの授与を決定した場合にどうなるかは、誰が何を言っ

ても憶測でしかない。ペレルマンはどっちつかずの返答しかしていない。彼を知る人は、

フィールズ賞のときと変らず、金のことは気にしていないと思っている。 
理由はともかく、ペレルマンはまたしても我々をやきもきさせている。100 万ドルの受賞は

クールだ。だが、100 万ドルを拒む方がもっとクールだろう。注１８ 
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         注 
注１ ポアンカレ予想 ジョン・ミルナー ニューヨーク州立大学 ２０００年３月 
注２ トポロジカル宇宙 根上 生也 日本評論社 ２００９年５月 
注３ ケーニヒスベルクの橋 

奇数の出入りがある橋が、０または２つの場合は一筆書き可能。１つまたは３つ以

上なら不可。 
注４ 凸多面体の場合 

v－e＋f＝２  v；頂点数 e；辺数 f；面数 
ジャン・リゥイリエ（1750－1840）の凹多面体への拡張 
v－e＋f＝２＋２p p；空洞の数 
完全式 
v－e＋f＝２－２g＋２p＋c  g；トンネル数 c；出っ張りや窪みの入り口がある数 

注５ ベッチ数 
   全ての点が線によって連結されている場合、それが一本の線であれば連結成分が 1

で、その数を０次元ベッチ数（P0で表わす）と言う。P0＝1 二本の線なら P0＝２ 
   点の数ｖの全ての点が線の数ｅで一本状の線で連結されている場合を考える。一本

状の線は両端を持っており、両端が異なっているときには、ｖ－ｅ＝１、閉じた道

なら ｖ－ｅ＝０ である。 
   閉じた道から何本かの線を取り除き両端の異なる連結を考える。取り除いた線の数

を 1 次元ベッチ数（P１で表わす）と言う。一般にある点からその他のある点への経

路が二つ以上ある場合、ある点からその他の任意の点までの経路がただ一つしかな

いようになるまでに取り除いた数が P１であるから 
 ｖ－ｅ＝１－P１・・・・・（１） 
 凸多面体の線を除いて両端が異なる線が作られる。例として六面体を採り上げ、5 本

の線を除く。六面体の面の数６は減少した面の数５に１を加えた数であるから、６

＝５＋１が成り立つ。５は除いた線の数なので、多面体の面の数をｆとすると   
    ｆ＝P１＋１・・・・・（２） 
   （１）と（２）から 
    ｖ－ｅ＋ｆ＝２ 
   となり、オイラー標数が導かれる。 
注６ クラインの壷 
   境界も表裏の区別を持たない二次元曲面の一種で、位相幾何学の対象になっている。

ユークリッド空間に埋め込むには四次元、曲率０とする五次元が必要である。三次

元空間には通常の方法では埋め込み不可能だが、射影して強引に埋め込むと自己交

差する三次元空間内の局面になる。その形が壷になぞらえられた。 
注７ 同相写像 
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   図形にある変換を施したとき変らない特性がある。所与の集合とその変換群が与え

られ、変換に対して変化しない集合の性質を求める。ユークリッド幾何では、回転、

鏡映、平行移動、恒等変換（動かさない）の変換が許され、不変量は長さ、角度、

面積である。トポロジーでは連続変換が行われ、このときは図形の連結性意外は保

障されない。 
注８ 三次元物体を二次元に射影したとき、三次元物体の形状的同一性は見て取れるが、 
   実態を正確に把握できるかは問題である。例えば、ジェットコースターの写真から

三次元の実物を連想できなければ、コース上を乗車ボックスが動くことは予想でき

ない。 
注９ 埋め込みとはめ込み 

空間内の多様体の何が問題かといえば、二地面表面は必ず四次元にはめ込めるが、

必ずしも埋め込むことはできない。多様体を埋め込むというのは、その多様体を位

相的に変えることなく、もっと高い次元の別の多様体の中に置くことを指す。この

場合、多様体とその像は、もっと高い多様体の中に置かれると、実質的に区別でき

ない。一方、多様体をはめ込むというのは、その多様体を別の多様体の中に、交差

があってもかまわないという条件の下で置くことである。例えば、一次元の数字０

が印刷されているとする。これはエンを平面に埋め込んだものである。インクを度

外視すると、エンとその周辺は区別ができない。一方、数字の 8 は（ねじれた円と

考える）円がページにはめ込まれているだけで、埋め込まれてはいない。何故なら、

平面の中にはめ込む前に、円をねじってやらなければならないからだ。つまり、ペ

ージの上で円の一部が交差しあっているのだ。 
注１０ リッチ・フロー 
   1982 年にリチャード・ハミルトンが考案した、微分方程式を使って、多様体の形を

分かり易い形に変形する手法である。三次元の図形に、リーマン計量という曲がり

具合を与えて、その曲がり具合が平均化する方向に動かしたとき、曲がり具合がだ

んだん均質化されていって、きれいな曲がり具合に収束することを証明したもので

ある。これを三次元に適用した場合に、ある時点で特異点にぶっつかり、先に進め

なくなる。ペレルマンが利用したのは、リッチ・フローの局所非崩壊性で、それに

より単調性が保障され、リッチ・フローを続けさせるため、特異時刻での手術が可

能となる。 
注１１ 手術 
   トポロジーでは、二つの素多様体を張り合わせることを「手術」という。一個の素

多様体を別の素多様体と組み合わせるには、双方を仮想の細いメスで切り開かなけ

ればならない。それぞれの表面を一部切り取るのだ。切り取られた部分は二次元で

は円板、三次元では球体となる。そのうえで切り口を縫い付ける。このっとき、切

り口の向きを間違えてはいけない。ファスナーがちゃんと閉まるように布に取り付
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けるには、左右に分かれた部分を正しい向きに縫い付ける。切り取った円板あるい

は球体は捨てられる。 
注１２ 論文名 
   The entropy formula for the Ricci flow and its geometric application 
             Grisha Perelman 
            01 Feb 2003 
注１３ MIT でのペレルマンの講演は、物理や微分幾何の成果を利用しているので、それ

を聴いたトポロジストは非常に困惑したようだ。ある人の感想 
   我々はペレルマンの証明を聞いて、三つの落胆を覚えた。第一は、ポアンカレ予想

が解かれて閉まったこと。それが自分ではなかったこと。第二に、ポアンカレ予想

が位相解析学で解かれなかったこと。第三は、その証明が全く理解できなかったこ

とに落胆した」 
注１４ 査読に要したマンパワーは 低で 18 人年だという。 
注１５ 丘（ヤウ）の政治工作 
   ハーバード大学の教授であるヤウは、中国政府に国立の数学研究所をつくらせ、中

国数学会の学会誌を創刊し編集長になり、中国人の弟子がポアンカレ予想の証明を

したとして、フィールズ賞を共同受賞させようと画策した。朱と曹の論文は、ペレ

ルマンの論文の丸写しとまではいえないが、ポアンカレ予想の証明に貢献する部分

があるとは認められず、丘の工作は全く実を結ばなかった。 
注１６ フィールズ賞辞退の原因 
   ペレルマンがフィールズ賞を辞退した原因として、彼の個人的な清廉潔白精神によ

るとの意見もある。何故なら、前にも別の賞を辞退し、魅力的な勤務環境のオファ

ーですら拒否した前例があるからだ。しかし、世間での受け取り方は、ヤウの画策

への批判との見方が強い。ペレルマンは何も語らないが、次の言葉がそれを暗示し

ている。 
「数学界では倫理基準を破った人が批判されず、私のような一匹狼は追放される」

と言って、彼の数学界からの引退をほのめかしている。 
注１７ 近の宇宙物理の研究では、宇宙はほぼ平らか若干テンソルはプラスらしい。 
注１８ クレイ研究所はペレルマンに 100 万ドルの支払いを正式に決めたが、彼は現在ま

で受け取っていない。支払いのデッドラインはないので、ペレルマン次第で何時で

も受け取り可能になっている。 
 


