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序 小平数学の概要

小平邦彦が調和積分論に辿り着くまでにさまざまな数学を学び，論文を書い
ている（[K1] [K11], [K13], [K14]）．本書では複素多様体に直接関係しない小
平の研究として小平・ティチェマルシュ（Kodaira-Titchmarsh）の展開定理を
扱った論文 [K18], [K19]のみを取り上げることとした．
小平の調和積分の研究の概要は第二次世界大戦中に [K12]として発表され，

証明のついた論文は戦後 [K17]として発表された．この論文ではヘルマン・ワ
イルの『リーマン面の概念』（[Wey3]）に倣って一般のコンパクトリーマン多様
体上での微分型式に対する調和積分論が展開されている．ド・ラーム
（Georges de Rham）はコンパクト可微分多様体のコホモロジーは微分型式を
使って表すことができることを示した．その後ホッジ（William Hodge）は各コ
ホモロジー類の中で調和函数を一般化した調和型式と呼ばれる微分型式が唯一
通りに存在することを示し，その事実を使って代数多様体＊1のコホモロジー
が注目すべき性質をもつことを示した（[Hod1]）．ホッジの調和型式の存在定
理はヒルベルト（David Hilbert）の積分方程式論（[H2]）を使ったものであった
が，証明が不完全であった．ホッジは著書 [Hod1]を出版する前に論文として
結果の一部を発表していた．これらの論文は小平は読むことができたが，著書
[Hod1]は戦争のために論文 [K17]を準備する段階では目にすることはできな
かった．小平は積分方程式の代わりにワイル（[Wey6]）によって開発されたヒ
ルベルト空間の直交射影の方法を適用することによって調和型式の存在を証明
した．ワイルはユークリッド空間でしか直交射影の方法を証明していなかった
ので，リーマン多様体の場合に適用するためには新しいアイディアが必要とさ
れた．さらに論文 [K17]ではワイル（[Wey3]）に倣って特異性をもつ調和型式
の存在も論じている．閉リーマン面の場合は特異性は点でよかったが，次元が

＊1 本書では複素射影空間 P
N (C) の複素部分多様体と正則同型な，言い換えれば複素射影空

間に埋め込むことができる複素多様体を代数多様体ということにする．より正確には射影多様
体というべきであるが，小平は代数多様体という用語を使うことが多い．
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あがると特異性をもつ集合は大域的になって議論は格段に難しくなる．小平は
特別な場合に問題を解くに留まった．
論文 [K17], [K18]はワイルの注目を浴び，彼によって，1949年に小平はプ

リンストン（Princeton）の高等研究所（Institute for Advanced Study）に招かれ
た．1950年にワイルとジーゲル（Carl Ludwig Siegel）のもとで調和積分に関
するセミナーが開かれ，ド・ラーム（Georges de Rham）がカレント（current）
の調和積分論を，小平は複素多様体への調和積分論の応用を話した．このセミ
ナーの成果は講義録としてタイプ印刷され流布した．小平の講義の部分は小
平全集 [Kodaira]として発表されている．ド・ラームは微分型式に関するド・
ラームの定理を証明したが，コホモロジーとホモロジーの双対性を記述する
ためにカレントの概念を既に 1936年頃から温めていた．シュワルツ（Laurent

Schwartz）の超函数（distribution）の理論の誕生によって本格的な進展が始ま
り，プリンストンのセミナーではその完成された形で発表された．その一番重
要な点はカレントに対しても調和積分論が展開でき，調和カレントは無限回微
分可能であるという事実であった．このカレントの調和積分論によって特異点
をもった調和型式の考察は不要になり，理論の進展にはっきりした道筋を描く
ことができるようになった．また，これに平行してケーラー計量をもつ場合に
は調和積分論を精密化できることがわかってきた．代数多様体はケーラー計量
をもち，ホッジが代数多様体で発見した事実の多くがケーラー多様体に拡張で
きることがわかってきた．コホモロジーのホッジ分解はその重要な 1つであ
る．ここまでは本書第 3章で論じる．
整備された調和函数論を使って，小平はまず 2次元コンパクト複素多様体

（以下，解析曲面ということが多い）のリーマン・ロッホの定理の証明に挑戦し
た（[K22]）．この論文でド・ラームのカレントの調和積分論が見事に使われて
いる．そして，19世紀末から 20世紀初頭にかけてエンリケス（Federigo En-

riques）やカステルヌオヴォ（Guido Castelnuovo）らイタリア学派による代数
曲面論に関する結果の多くが厳密に証明できるようになった．それだけでな
くチャウ（Wei-Liang Chow）との共同研究では定数ではない 2個の代数的に独
立な有理型函数をもつケーラー解析曲面は複素射影空間に埋め込むことがで
きることがリーマン・ロッホの定理を使って証明された（[K25]）．ケーラー計
量の存在を仮定したのは，まだその場合にしかリーマン・ロッホの定理が証明
できていなかったからである．これはイタリア学派の成果を越えて一般の解
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析曲面に対する初めての本質的な成果であった．小平はさらに 3次元多様体
の場合（[K24]），一般のケーラー多様体の場合（[K26]）にリーマン・ロッホの定
理の特別な場合を証明した．また，イタリア学派によって導入された算術種数
（arithmetic genus）の理論にも新しい風を吹き込んだが（[K27], [K30]），一方
では調和積分論の限界も見え始めていた．コンパクトケーラー多様体のリーマ
ン・ロッホの定理は層のコホモロジー群を使うことによって明確に定式化でき
ることをセール（Jean-Pierre Serre）が指摘し，代数多様体のリーマン・ロッホ
の定理はプリンストン高等研究所にやってきた若いドイツ人ヒルツェブルッフ
（Friedrich Hirzebruch）によって思いもかけないトポロジーの手法を用いて証
明された．ここまでは本書第 4章で論じる．
一方，調和積分論の限界も思いもかけない方向から打ち破られることとな

る．1952年に小平はスペンサー（Donald Clayton Spencer）に出会い，スペン
サーの提案によって当時パリでカルタン（Henri Paul Cartan）とセールたちが
研究を始めていた層の理論のセミナーを開くこととなった．最初はほとんど意
味のない一般化のように思われた層の理論が思いもかけないほど有用である
ことが判明してきた．小平とスペンサーは層の理論と調和積分論を組み合わせ
るとイタリア学派が導入した代数多様体 V の 2つの算術種数 pa(V )と Pa(V )

が等しいことがあっさり証明できることを見出した（[K31]）．また，コホモロ
ジーのホッジ分解で現れる (p, q)成分はコンパクトケーラー多様体M の正則
p次型式の芽の層 Ωp

M の q次コホモロジー群Hq(M,Ωp
M )と解釈できる．さら

に複素直線束に値をとるコホモロジー群の計算に調和積分論を拡張した形で応
用できることが判明し，コホモロジー群の有限性やホッジ分解の (p, q)成分が
一般化された調和型式を使って目に見える形に提示された（[K32]）．また因子
と直線束の関係も明らかになってきた（[K34]）．そして直線束のコホモロジー
に関する小平の消滅定理（[K35]），ホッジ多様体は代数多様体であることを示
す小平の埋め込み定理（[K37]）が証明され，代数多様体やコンパクト複素多様
体の研究に本質的な進展が始まった．層の理論とその初期の応用については本
書第 5章で，消滅定理と埋め込み定理は極めて重要な結果であるので章を改
めて第 6章で論じる．
ところでリーマンは既に種数 p�2の閉リーマン面は 3p−3の複素パラメー

タをもつことを主張していた．層の理論を使って複素多様体の研究を進め
た小平とスペンサーは 1957年頃からコンパクト複素多様体の変形理論の研
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究に着手した．複素多様体M の可微分変形族，複素解析族を定義し，その
変形の 1次近似がM 上の正則接ベクトルの芽のなす層 ΘM の 1次コホモロ
ジーH1(M,ΘM )で記述でき，複素解析族 ϕ:M→W , ϕ−1(p0)=M に対して
小平・スペンサー写像 ρ:Tp0(W )→H1(M,ΘM )が定義できること，変形の障
害はH2(M,ΘM )で記述できることを見出した（[K43]）．さらにH2(M,ΘM )

=0であれば ϕ−1(p0)=M , dimW=dimH1(M,ΘM )である複素解析族 ϕ:M
→W で小平・スペンサー写像 ρ:Tp0(W )→H1(M,ΘM )が同型であるものが
存在することを示した（[K44]）．この証明は偏微分方程式論を使うが，調和積
分論が有効に使われている．後に倉西正武は複素解析族の存在定理を一般の場
合に証明した（[Ku1], [Ku2]）．
さらに変形理論によってコホモロジー群の変形による変化の仕方が問題

となり，コホモロジー群の安定性の問題が浮上した．こうした問題の解決に
も調和積分論が使われている（[K48]）．複素解析族の上の連接層に対するコ
ホモロジー論はさまざまな形に一般化された．なかでもグラウエルト（Hans

Grauert）（[G1]）による固有正則写像による連接層の順層（direct image sheaf）
および高次順層（higher direct image sheaves）は連接層であるという結果は重
要である．変形理論は複素多様体論だけではなく，代数幾何学にも，また他の
分野にもさまざまな形で一般化され使われるようになっていった．これらの結
果は第 7章で論じる．
最後に小平は解析曲面の研究に打ち込んだ（[K52], [K56], [K60], [K63], [K66]

[K68]）．解析曲面に関する最初の論文 [K16]は 1949年に発表されているので
複素多様体の研究の一環として解析曲面の研究は常に頭の中にあったものと
思われる．小平は単にイタリア学派の研究成果を厳密に証明しただけではな
く，楕円曲面の理論の構築，定数以外に有理型函数をもたない解析曲面の研究
など，新しい重要な成果をあげている．ここではそれまでに得られた複素多様
体に関する成果が縦横に使われ，調和積分論は背後に退いて見ることはできな
い．しかし，それは調和積分を使った長い研究によって初めてもたらされた成
果でもあった．曲面論については第 8章で論じる．
以上概説してきたように，小平の数学研究では調和積分論が大きな役割をも

っており，理論の進展に欠かせない基本的な道具であったことがおぼろげなが
らわかっていただけたのではないかと思う．
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第 1章 ワイルとの出会い

　

1.1 数学の学習と最初の論文

小平邦彦は 1915（大正 4）年 3月，東京で生まれた．東京府立第五中学校（現
在の小石川高校の前身）時代に藤原松三郎著『代数学』を読み始めた．府立五
中を卒業後，第一高等学校の理科乙類に入学した．一高時代に数学者になりた
いと思うようになったと [Kod2]には記されている．

1935（昭和 10）年に一高を卒業して東京帝国大学数学科に入学した．[Kod2]

によれば大学 1年生のときはまじめに講義に出席していたが，2年生になると
授業には出ずに自分で数学書を読むようになったという．まず，当時出版され
たばかりの P.S. Aleksandrov & H. Hopf “Topologie I”（[AH]）を読み，続け
てM. Deuring “Algebren”（[Deu]）を読んだ．そして最初の論文

[K1] Über die Struktur des endlichen, vollständig primären Ringen mit

verschwindendem Radikalquadrat, Japan. J. Math., 14(1937), 15 21.

をドイツ語で書いた．この論文では根基の 2乗が 0となる有限完全準素環の
構造定理を得ている．ドイリンク（Max Deuring, 1907 1984）の “Algebren”で
は第 2章 §9で完全準素環が定義されているが，その構造に関しては論じられ
ていない．小平の論文は一番簡単な場合に完全準素環の構造を決定したもので
ある．

3年生になると，彌永昌吉のもとで「数学講究」として上述の “Topologie”

を講読した．そして複体に関する論文（[K2]）を書いている．アレクサンドロ
フ（Pavel Sergeevich Aleksandrov, 1896 1982）とホップ（Heinz Hopf, 1894

1971）の著作は位相幾何学に関する最初の教科書である．題名通り当初は第 2

巻以降を出版する計画があったようであるが，それは結局実現しなかった．
なおこの本に関してはセミナーの折に，この本の海賊版を作るから貸して欲
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しいと頼まれたので貸したら，その本は行方不明になって返してもらえず，海
賊版が返ってきたと小平先生が話されていたことを思い出す．
第二次世界大戦直前は洋書は入手し難く，また敗戦直後は洋書は高価で買う

ことが難しかったので，国内で勝手に印刷して販売するいわゆる海賊版がたく
さん発行された．特に敗戦後は単行本だけでなく，さまざまな数学分野の基本
的な論文をまとめて印刷した海賊版が発行された．現在のように簡単にコピー
できる時代ではなかったので，現在から見れば違法ではあったが，数学書や論
文集の海賊版は数学科の学生にとっては大変有り難い存在であった．筆者は小
平先生と同期であった河田敬義先生の学生時代のノートを見る機会があった
が，上記 “Algebren”の文献の部分をていねいに写してあった．論文は直接筆
記しない限りコピーを作ることができなかった時代である．現在では想像する
ことも難しいであろうが……．
小平は 1938年に数学科を卒業すると試験を受けて物理学科に再入学した．

3年生のゼミでは坂井卓三のもとで場の量子論を勉強した．この間，小平は数
学の論文を 8篇（[K3], [K10]）ものにしている．次元論，ヒルベルト空間，位
相群，概周期函数などに関する論文で，題材はきわめて多岐にわたっている．
それらの多くはフォン・ノイマン（Johannes Ludwig von Neumann）の論文
やアンドレ・ヴェイユ（André Weil）の論文，さらにはポントリャーギン（Lev

Semyonovich Pontryagin）の『連続群論』を読んで気がついたことが取り上げ
られている．研究すべき分野を探していたことが推測される．これらの論文の
ほとんどは学士院紀要に出された短編であるが，長編の論文

[K10] Über die Beziehung zwischen den Massen und den Topologien in

einer Gruppe, Proc. Phys.-Math. Soc. Japan(3), 23(1941), 67 119.

も出版している．この論文はヴェイユがコント・ランジュに速報した論文
[Wei1]の結果に証明を与えたものであった．ヴェイユ自身は [Wei2]で証明を
発表したが，第二次世界大戦中で日本にはヴェイユの著作は届いていなかっ
た．
小平は 1941年に物理学科を卒業し，しばらくは物理学科の嘱託として物理

学科で講義を担当していたが，1942年東京文理大学助教授に採用され，1944

年より東京帝国大学物理学科助教授になった．そして本格的に数学の論文を書
き始めた．やがてワイルの『リーマン面の概念』（[Wey3]）に感銘を受け，複素
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多様体の研究のために調和積分論の研究を始めることとなった．
以下では小平に大きな影響を与えたワイルとその著作『リーマン面の概念』

（[Wey3]）について少し詳しく述べることとする．
　

1.2 ヘルマン・ワイルの生涯

ヘルマン・ワイル（Hermann Weyl）は 20世紀前半に数学，理論物理学，哲
学に大きな影響を与えたドイツの数学者である．ワイルは 1885年ドイツに生
まれた．ギムナジウム時代から数学と自然科学に対して並外れた才能を示し
ていたと伝えられる．1904年ミュンヘン大学に入学し，物理と数学を学んだ．
入学した大学以外の大学へ移って学ぶことが当時のドイツの大学生の習慣であ
り，ワイルはゲッチンゲン大学へ移りヒルベルト（David Hilbert, 1862 1943）
に出会った．そしてヒルベルトの数学を学ぶことを決意する．ワイルは大学 1

年生の終わりにヒルベルトの「数論報告」をもって自宅に戻り，初等整数論も
ガロア理論も知らないままにひたすら「数論報告」を読むことに没頭したとい
う．ワイルはこのときを自分にとって至福のときであったと回想している．
ワイルはヒルベルトの指導のもとで 1908年に学位論文

Singuläre Integralgleichungen mit besonder Berücksichtigung des Fouri-

erschen Integraltheorems.

をゲッチンゲン大学に提出し，学位を取った．そして，ゲッチンゲン大学の
私講師となり講義を行った．1911年から 12年の冬学期にはリーマン面に関
する講義を行った．また，この間エドムント・フッサール（Edmund Husserl,

1859 1938）と親交を結んだ．フッサールはウィーン大学で変分学に関する
学位論文を提出して学位を取り，ベルリン大学でワイエルシュトラス（Karl

Weierstraß, 1815 1897）の助手となったが，数学の基礎に関心をもち，ゲッチ
ンゲンのヒルベルトのもとへ行き，数学の基礎の研究から哲学の研究へと進
んだ．ワイルは 1913年にフッサールの学生であったエレーヌ・ジョセフ（He-

lene Joseph）と結婚した．1911 12年の冬学期にゲッチンゲン大学で行った
リーマン面に関する講義の一部は 1913年に『リーマン面の概念』（[Wey3]）と
して出版された．これは小平に大きな影響を与え，複素多様体論の出発点とな
った本であるので，次節で詳しく解説する．
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図 1.1 ゲッチンゲン大学の同僚たちとワイルの家族（1932 年撮影）．向かっ
て左から Ernst Witt, Paul Bermays, Helene Weyl, Hermann Weyl,
Joachim Weyl, Emil Artin, Emmy Noether, Ernst Knauf, 氏名不明，
Chiungtze Tsen, Erna Bannow（Witt 夫人）．From the Archives of P.
Roquette, Heidelberg. Copyright c© by Natascha Artin. Grateful
acknowledgement is made to the Archives of the Mathematisches
Forschungsinstitut Oberwolfach for permission to use this photo-
graph.

1913年に教授資格論文 (Habilitationscrift)

Über gewöhnliche Differentialgleicklungen mit Singularitäten und die

zugehörigen Entwicklungen willkürlicher Funktionen.

をゲッチンゲン大学に提出した．この論文はそれ以前に出版していた論文
（[Wey1], [Wey2]）の結果をまとめたものである．これらの論文も小平に大き
な影響を与えた．

1913年スイスのチューリッヒ工科大学（ETH Zürich, Eidgenössische Tech-

nische Hochschule Zürich）の教授になった．当時の同僚にアルベルト・アイン
シュタイン（Albert Einstein）がおり，ワイルに大きな影響を与えた．1917年
から ETHで一般相対性理論に関する講義を行い，1918年に『空間・時間・
物質』（[Wey5]）を出版し数学と理論物理学に大きな影響を与えた．今日理論物
理学で重要な概念となっているゲージ変換の考え方を提出したのはこのときで
ある（[Wey4]）．

1923年から 38年にかけて半単純リー群の有限次元表現の研究を行い，リー
群の有限次元表現論に大きな貢献をした．
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1930年にワイルはヒルベルトの後継者としてゲッチンゲン大学に招聘され
たが，妻エレーヌがユダヤ系であったため，1933年にはプリンストン高等研
究所に移り，1951年に退職するまでそこに在籍した．1955年にチューリッヒ
で死去した．この間，1954年の国際数学者会議（ICM）で授与されるフィール
ズ賞の選考委員長となり，1954年のアムステルダムで行われた国際数学者会
議でフィールズ賞を小平邦彦とセール（J.-P. Serre）に授与している．
　

1.3 『リーマン面の概念』

1913年に出版された『リーマン面の概念』（[Wey3]）は，小平に大きな影響
を与え，その後の複素多様体論の進展に計り知れない貢献をした．
『リーマン面の概念』の序文の冒頭でワイルは次のように述べている．

この書物は私が 1911 12年の冬学期にゲッチンゲン大学で行った講義の
主要な内容を再現したものである: この講義の最終的な目標は，厳密性に
関する現代的要求をすべて完全に満たす形で，リーマンの函数論の基礎理
念を展開することにあった．このような厳密な記述，とりわけまた，函数
論のなかに入りこむ位置解析学の主要な概念と定理を基礎づけるにあたっ
て，直観的なもっともらしさに訴えることなく，集合論的に厳密な証明を
与える記述は今までにない．ここに成し遂げられるまで残されていたこの
学問上の仕事が，業績として特に高く評価されることは恐らくないであろ
う．それでもなお，私はあらかじめ与えられた目標に達する最も単純な，
最も適切な方法を真剣かつ誠実に探求し，またその際多くの場所において
“アーベル積分に関するリーマンの理論”についての C. ノイマンの古典
的な書物（1865）＊1が現れて以来，文献のなかで 1つの伝統をつくってい
る道とは異なる道を進まなければならなかった これだけは確かに言え
ると信ずる．この際引用文から察せられるよりもはるかに多く，ここ数年
間に発表されたブラウアーの基本的な位相幾何学的研究 彼の思考の鋭
さ，その集中度には驚嘆せざるを得ない によって助けられた；この研
究者の著作に生気を与えている精神の幾分かが，この書物にも息づいてい

＊1 Carl Neumann, Vorlesungen über Riemann’s Theorie der Abel’schen Integrale,
B.G. Teubner, 1865.
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ることをひそかに望むものである．（[Wey3]田村二郎訳，p.vii「緒言およ
び序文」を一部改訳して引用）

ワイル自身はリーマン面を厳密に定義したことはそれほど重要なこととは思
っていなかった節がある．小平自身はこのことに関しては次のように記してい
る．

ワイル先生が研究所で数週間に
わた
亘って数学の五〇年史，すなわち一九〇〇

年から一九五〇年までの歴史の講義をされたことがあった．ヒルツェブル
ッフ（Friedrich Hirzebruch）が聴講していたから一九五二年の春学期であ
ったと思う．この講義のノートをとらなかったのは返すがえすも残念であ
るが，印象に残っているのは整数論について詳しく講義されたこと，ネバ
ンリンナ（Nevanlinna）理論を高く評価されたこと，抽象的な一般論はつ
まらないと言われたこと，等である．何について抽象的一般論はつまらな
いといわれたかは覚えていないが，続いて「それならば何故『リーマン面
の概念』という一般論を書いたかと聞かれるかも知れないが，当時リーマ
ン面について話すとき「一般のリーマン面を考えよう」といってこんなこ
と（両手を水平にヒラヒラと動かす）をしていた．いくらなんでもこれでは
困ると思って『リーマン面の概念』を書いた」と言われた．何だか『リー
マン面の概念』はつまらない抽象論であるといわれたように聞えた．こ
れには驚いた．よく知られているように『リーマン面の概念』は現代の複
素多様体論の原型となった本で，そこには一次元複素多様体の殆ど完璧
な理論が展開されているのである．（[Kod1，「ヘルマン・ワイル先生」]，
pp.184 185）

ここで述べられているブラウアー（Luitzen Egbertus Jan Brouwer, 1881 1966）
は直観主義の提唱者としても有名なオランダの数学者であり，ヒルベルトと数
学の基礎をめぐって激しく論争し，雑誌 “Mathematische Annnalen”の編集
長であったヒルベルトは同誌へのブラウアー論文の掲載を拒否するようにした
ことでも知られている．ワイルは後にブラウアーの直観主義に賛同するように
なる．
ワイルの名著『リーマン面の概念』は 20世紀初頭，明確に定義されること

のなかったリーマン面を 1次元複素多様体と定義して理論を展開したもので
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