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概要

カンドル (quandle) は, Joyce によって導入された代数系であり, 主として結び目

の研究に用いられてきた. 我々の研究テーマは, カンドルを離散的な対称空間と考え,

対称空間論を参考にして, その構造理論を構築することである. 本稿では, これまで

のカンドルの研究を通して定式化された “極大 s-可換部分集合” の概念と, 得られた

結果を紹介する. 特に, 有向実グラスマン多様体内の極大 s-可換部分集合は, 特定の

場合を除いて決定できたことを述べる.

1 導入

カンドルは, 結び目の研究の過程で Joyce ([3]) によって導入された代数系である. 一方

で, カンドルは対称空間の “離散化”, すなわち, 各点に写像 (点対称) が対応しているとい

う条件のみを抽出し, (リーマン) 多様体あるいは位相などの構造を全て忘れたものだと考

えることができる. ここでは天下り的だが, カンドルの定義を対称空間風に言い換えたも

のを定義として紹介する. Map(X,X) を X から X への写像全体の集合とする.

定義 1.1. X を集合とし, 写像 s : X → Map(X,X) : x 7→ sx を考える. このとき, (X, s)

が カンドル とは, 以下が成り立つこと:

(S1) ∀x ∈ X, sx(x) = x.

(S2) ∀x ∈ X, sx は全単射.

(S3) ∀x, y ∈ X, sx ◦ sy = ssx(y) ◦ sx.

我々はカンドルを対称空間論の視点から研究している. 対称空間論においては, 極大連

結平坦全測地的部分多様体が重要な役割を果たす (話をコンパクトに限定している訳では
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ないが, 簡単のため “極大トーラス” と以下ではいう). 従ってカンドルの構造理論におい

ても, 同様の役割を果たすものが必要であると考える. 標語的に言うと, “階数を定義せ

よ”. そのための第一歩として, Part II ([8]) でも紹介したが, 我々は平坦カンドルの概念

を定式化した.

定義 1.2 ([2]). カンドル (X, s) に対して, {sx ◦ sy | x, y ∈ X} で生成される群を 変位の
群 と呼ぶ. また, 変位の群が可換群となるとき, カンドルは 平坦 であるという.

しかし Part II でも紹介したが, 連結な有限平坦カンドルは極めて限定的なものしかな

い (離散トーラスと呼ばれるものに限る). 従って, 連結性を仮定してしまうと, 一般のカン

ドルの構造理論の構築に適用するには制約が強すぎる. しかし Part III ([9]) でも紹介し

たように, 連結性の仮定を等質性に緩めると, 有限な平坦カンドルの例が極めて豊富に存

在する. その際に構成された例の一部は, 有向実グラスマン多様体内の部分カンドル (点

対称で閉じる部分集合) として実現できる.

命題 1.3. 有向実グラスマン多様体 Gk(Rn)∼ 内の部分カンドル A(k, n) で, 非連結かつ

等質な有限平坦カンドルとなるものが存在する.

ここで A(k, n) は明示的に書くことができるので, 次章で詳しく紹介する. この部分カ

ンドル A(k, n) は, 有向実グラスマン多様体 Gk(Rn)∼ をよく近似する有限部分集合とし

て, 極めて良い候補になっていると考える. そこで, この A(k, n) を部分集合として特徴

付けよ, という問題を考えることは自然であろう.

本稿では, カンドル内の “極大 s-可換部分集合” という新しい概念を紹介し, それが上

記の問題の一つの (完全ではないが) 答えとなることを紹介する. 一方で, この概念がその

まま “極大トーラス” の対応物になっているとまでは思われない. しかし, それを探すた

めの一つの橋頭保とは成り得ると考えている. また, 実は “s-可換” という性質は, 対蹠集

合とも関係する. これらのことから, 我々は “極大 s-可換部分集合” は興味深い対象だと

考えており, 現在もその研究を継続している.

2 有向実グラスマン多様体内の部分カンドルの例

ここでは, 有向実グラスマン多様体 Gk(Rn)∼ に関する復習をし, その部分集合 A(k, n)

の定義を述べる.

定義 2.1. Rn 内の k 次元線型部分空間全体の集合を Gk(Rn) で表し, これを 実グラ
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スマン多様体 という. また, Rn 内の向き付けられた k 次元線型部分空間全体の集合を

Gk(Rn)∼ で表し, これを 有向実グラスマン多様体 という.

ここで線形空間 V の向きは, V の順序付き基底 (v1, . . . , vk) 全体の集合を, GL(k,R)+

による右作用で割った商集合の元として定義される. 向きを [(v1, . . . , vk)] のように表す.

記号の簡略化のため, {e1, . . . , en} を Rn の標準基底とし, 次のように書く:

(i1, . . . , ik) := (span{ei1 , . . . , eik}, [(ei1 , . . . , eik)]) ∈ Gk(Rn)∼.

また, 向きが逆のものをマイナスを付けて表す. 例えば (i2, i1) = −(i1, i2).

命題 2.2. 各 V ∈ Gk(Rn) に対して, rV : Rn → Rn を V に関する折り返しとする. こ

のとき, rV を用いて自然に sV : Gk(Rn) → Gk(Rn) および s̃V : Gk(Rn)∼ → Gk(Rn)∼

を定めると, Gk(Rn) および Gk(Rn)∼ はカンドルとなる.

ここで rV は, rV |V = id, rV |V ⊥ = −id となる線型写像である. sV および s̃V につい

ては, 次をみると感覚が掴めると思われる.

例 2.3. G2(Rn)∼ に対して, 以下が成り立つ:

(1) s̃(1,2)(1, 3) = (span{e1,−e3}, [(e1,−e3)]) = −(1, 3);

(2) s̃(1,2)(3, 4) = (span{−e3,−e3}, [(−e3,−e4)]) = (3, 4).

有向実グラスマン多様体内の部分カンドル A(k, n) の定義は, 次の命題の中で述べる.

単なるグラスマンではなく有向なものを考えていることから, 対蹠的ではない.

命題 2.4 ([1]). 次で定義される A(k, n) は Gk(Rn)∼ 内の部分カンドルであり, 非連結か

つ等質な有限平坦カンドル:

A(k, n) := {±(i1, i2, . . . , ik) | 1 ≤ i1 < · · · < ik ≤ n}.

カンドルの連結性や等質性については, Part III ([9]) 等を参照して頂きたい. なお, 容

易に分かるように G1(Rn)∼ ∼= Sn−1 の場合には, A(1, n) = {±e1, . . . ,±en} となる.

3 s-可換部分集合

以下では (X, s) をカンドルとする. ここでは X 内の s-可換部分集合を定義し, その一

般的な性質をいくつか述べる.
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定義 3.1. 部分集合 A ⊂ X が s-可換 であるとは, 次が成り立つこと: ∀a, b ∈ A,

sa ◦ sb = sb ◦ sa.

この定義に登場する性質は “部分集合としての性質” であることに注意する. 例えば, A

が X 内の部分集合として s-可換ならば, A は A 内の部分集合としても s-可換であるが,

その逆は成立するとは限らない. 一方で, 対蹠集合の概念は “内在的” である.

定義 3.2. 部分集合 A ⊂ X が 対蹠集合 であるとは, 次が成り立つこと: ∀a, b ∈ A,

sa(b) = b.

対蹠集合と s-可換部分集合には次の関係がある. 証明は, カンドルの公理 (S3) をじっ

くり見ると分かる.

命題 3.3. 部分集合 A ⊂ X は対蹠集合ならば s-可換である.

この命題の逆は, カンドル (X, s) によっては成立する場合もあるが, 一般には成り立た

ない. その差異を表す最も簡単な例だと思われるものを次に挙げる.

例 3.4. 単位円 S1 に自然な対称空間構造を入れたカンドル (S1, s) を考える. R2 の標準

基底を {e1, e2} とすると, {±e1} は極大対蹠集合, {±e1,±e2} は極大 s-可換部分集合.

ここで s-可換部分集合の部分集合は明らかに s-可換なので, 包含関係について極大なも

のに着目するのは自然であろう. そのとき次が成り立つ.

命題 3.5. 極大 s-可換部分集合 A ⊂ X は部分カンドルである.

ここで, 部分集合 A ⊂ X が部分カンドルであるとは, 次が成り立つことであった:

∀a ∈ A, s±1
a (A) ⊂ A. 当然ながら, 極大性の仮定は本質的である. 例えば上の S1 の例で,

{±e1, e2} という三点部分集合は s-可換であるが, 部分カンドルではない.

4 有向実グラスマン多様体内の極大 s-可換部分集合

ここでは, 有向実グラスマン多様体 Gk(Rn)∼ 内の極大 s-可換部分集合について, 得ら

れた結果を紹介する. 多くの場合には, 上で紹介した部分カンドル A(k, n) が, Gk(Rn)∼

内の (合同を除いて一意的な) 極大 s-可換部分集合となる.

定理 4.1. “n 6= 2k” または “n = 2k かつ k は奇数” であるとする. このとき, 有向実グ

ラスマン多様体 Gk(Rn)∼ 内の任意の極大 s-可換部分集合は, A(k, n) に直交群 O(n) の
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元により合同である.

有向実グラスマン多様体 Gk(Rn)∼ 内の極大対蹠集合は, 極めて様相が複雑であり, 完

全な決定には未だ遠い状況である ([10]). しかしながら, 極大対蹠集合の概念を拡張した

極大 s-可換部分集合については, 定理 4.1 により大部分の Gk(Rn)∼ に対して決定できた

ことになる. (一般に対蹠よりも s-可換の方が簡単という訳ではないことは注意しておく.)

一方で, “n = 2k かつ k は偶数” の場合には, 定理 4.1 と同様の主張は成立しない. 次

の命題から分かるように, 極大 s-可換部分集合の形そのものが異なる. 実際, 次のような

“斜め 45 度” の元が関わってくる:

(i± j, k ± l) := (ei ± ej , ek ± el, [(ei ± ej , ek ± el)]) ∈ G2(R4)∼.

命題 4.2. G2(R4)∼ 内の任意の極大 s-可換部分集合は, A(2, 4) ∪B に O(4) の元により

合同. ただしここで, 集合 B は次のように定めたもの:

B := {±(1± 2, 3± 4),±(1± 3, 2± 4),±(1± 4, 2± 3)} .

ここで集合 B に登場する複号は任意であり, #B = 24. よって G2(R4)∼ 内の極大 s-

可換部分集合の元の個数は 36 = 62 である. なお, “n = 2k かつ k は偶数” でさらにサイ

ズが大きい場合については, 極大 s-可換部分集合の様相は更に異なると思われる. 例えば

直交群 O(n) の合同の下での一意性も, 恐らく成り立たない.
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