2019/04/16
Kotaro Yamada
kotaro@math.titech.ac.jp

Info. Sheet 2; Advanced Topics in Geometry A1 （MTH.B405）
Informations
• If you need to prepare for the lecture, download the lecture note from the
web-page or Tokyo Tech OCW. It will be uploaded within Monday just
before the class.
Corrections
• Lecture Note, page 1, bottom: (n < ∞) should be (n < ∞). (a period should
be added).
• Lecture Note, page 5, line 5: respectively should be respectively. (a period should
be added).
• Lecture Note, page 4, line −3: GL(n, R)) should be GL(n, R) (remove the right
parenthesis).
• Lecture Note, page 5, line 2: xA should be A.
• Lecture Note, page 7, line 2: q(v j , v j ) should be q(wj , wj ).
• Lecture Note, page 7, line 11: q(v j , v j ) should be q(wj , wj ).
• Lecture Note, page 7, line 14: q(x, v j ) should be q(x, wj ).
• Lecture Note, page 7, bottom and line −2: two qW ’s should be q|W .

Students’ comments
• Pseudo Euclidean vector space を導入すべき理由が，授業中の the hyperbolic plane と
the sphere の 2 つの例でよくわかりました．
Lecturer’s Comment: よかったです．
もちろん他にもたくさん理由はあるのですが．
• 双曲空間とミンコフスキー空間について，もう一度じっくり取り組みたかったので，本講義は
丁度良い機会です．
Lecturer’s Comment: よろしく．
• 授業中にレジュメのどこをやっているかもう少し言及してほしいです．Th などに番号をふっ
てほしいです．あと 22〜26 日に集中講議（山田注：
「講義」字を間違えないこと）があるの
ですが，そのときに出席できなかったら課題などはどうしたらよいですか．
Lecturer’s
Comment: 前半：話ながら内容がどんどん変わっていくのでちょっとむずかしいような気が
します．完全に講義ノートどおりに進めるなら対面講義の意味がないと思います．後半：講義
ノート・提出用紙は講義 web ページ，OCW にあります．
• 私は大学 4 年生のセミナーでリーマン幾何学を勉強してたので，今回の講義の内容にはどこか
懐かしさを感じました．
Lecturer’s Comment: どのへんが?
• 私は英語力がないので重要なことをききとれないということが心配です．講義中，日本語で補
足する頻度をふやしていただけると助かります．
Lecturer’s Comment: わたしも英
語力がないので重要なことを言い漏らさないか心配です．
• 講義資料が見やすいと思いました．

Lecturer’s Comment: Thanks.

• 講義資料がわかりやすく助かっています．

Lecturer’s Comment: 安心しました．

• 英語での講義に身構えていたが，資料がわかりやすく理解できそうでよかった．日本語をたま
に使ってくれるのも親切だと思った．
Lecturer’s Comment: よかった．
• 英語での説明がなかなか理解できませんでした．ですが，説明が速いという風には感じません
でした．英語での説明も理解できるよう頑張ります．
Lecturer’s Comment: よろし
く．こちらももう少し上手くできるようにしないといけませんね．
• ∅

Lecturer’s Comment: So what?
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Q and A
Q 1: Are there any bilinear form that not defined on Rn → R? If exists, how can we
compare q(x, x) and 0?
A: Bilinear forms are maps from V × V (e.g., Rn × Rn ) to R, by definition of this
lecture. It can be generalized but the target space must be a vector space,
otherwise addition and scalar multiplicatoin are meaningless (cf. Definition 1.3).
Q 2: 私は今回の講義において講義の後で辞書などを用いて英語で書かれた板書と講義資
料の内容を大方理解することができましたが，講義中での英語での解説の内容をほ
とんど聞き取ることができませんでした．どうしたら次回以降の講義中の英語での
解説の内容を聞き取れるようになれるでしょうか．
A: すみません，講師の英語が下手くそであることが理由かもしれません．講義ノートを
講義前日のうちに web ページ・OCW に掲載しますので，一度目をとおしてから受
講するとわかりやすいと思います．
Q 3: ベクトル空間 V に内積を定義するとき，positive definite を仮定していないので，
V を必ずしも自然に距離空間とみなすことはできないということですか．
A: そうなんです．そこで V に位相を入れることを考えなければならないのですが (1)
有限次元ベクトル空間 V は Rn に同型だから無理やり Rn のユークリッド空間
としての位相を入れる；(2) V の構造だけから位相を入れる（今回の講義ノートの
Definition 2.16）という方法が考えられます．実は，Lemma 2.17 にあるように，こ
れらの位相は一致します．
Q 4: hyperbolic space の話で outer space がどうとかいっていたが，よく理解できなかっ
たので，よければ日本語でもう一度説明してほしいです．また，リーマン多様体に
ついての標準的な教科書にはどんなものがあるのでしょうか．
A: 前半：(a) 双曲平面は R3 の曲面として実現できない（Hilbert）．したがってリーマ
ン多様体の内的な取扱が必要と思われる．(b) 双曲平面は R31 の曲面として実現で
きる．このように「外の空間」を考えると自然に思える場合もある．後半：例えば
• 酒井隆，
「リーマン幾何学」，裳華房，1992，ISBN-13: 978-4785313135.
• 加須栄篤，
「リーマン幾何学」，培風館，2001，ISBN-13: 978-4563006464.
• M. P. do Carmo, Riemannian Geometry, (translated by F. Flaherty),
Birkhäuser, 1992, ISBN-13: 978-0817634902.
Manfredo Perdigão do Carmo, Geometria Riemanniana (Português), IMPA,
1979.
• S. Gallot, D. Hulin and J. Lafontaine, Riemannian Geometry, 3rd Ed.,
Springer-Verlag, 2012, ISBN-13: 978-3540204930.
Q 5: 東工大の学部でやった内容以外に復習しておくとよい事項，あるいは予習しておい
た方がよい事項はありますか？
A: 数学系・数学科の標準的な内容を超えるものはその都度説明しますので，とくにない
と思います．

