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Introduction to Hurwitz action and positive factorizations of
mapping classes

門田直之
Hurwitz actionと 4次元トポロジーの理論には密接な関係がある. 本講演で
はそのような関係をいくつか紹介する. また, Baykur氏, Van-Horn-Morris氏
と講演者によって最近得られた, ある写像類に関する positive factorizationの
長さの有界性・非有界性についての結果を紹介する.

The asymptotic behavior of minimal dilatations in the spherical
wicket braid groups

金英子
This is a joint work with Susumu Hirose. Let δn be the minimal dilatation
of pseudo-Anosov elements in spherical n-braid group SBn. It is known
by Hironaka-Kin that the logarithm of δn, log δn behaves like 1/n. In this
talk, we consider an interesting subgroup of SB2n called the spherical wicket
group SW2n. We prove that there exists a hyperbolic fibered 3-manifold M
which satisfies the following. The manifold M admits a family of fibered
classes an’s whose minimal representatives are 4n-punctured spheres, and
the rays of an’s converge to some ray as n goes to infinity. Moreover the
monodromy of the fibration on M associated to an is given by some element
in SW4n. By using such a family of pseudo-Anosov braids, we prove that
the logarithm of the minimal dilatation δ(SW2n) of pseudo-Anosov elements
in SW2n also behaves like 1/n. If time permits, we explain how to construct
a family of the train track representatives associated to fibered classes an’s.

Akbulut corkの種数 0のPALF構造について
浮田卓也

corkは Stein曲面の一種であり、cork twistという操作によって様々なエキゾ
チック多様体が構成されている。本講演ではAkbulut corkにファイバーの種
数が 0の PALF(positive allowable Lefschetz fibration)構造を構成する方法
を示す。また、Akbulut corkに沿った cork twistによってうつり合うエキゾ
チックな多様体に種数 0の PALF構造を与え、その違いをモノドロミーで記
述した結果について紹介する。
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A twisted first homology of the handlebody mapping class group

石田智彦
3次元ハンドル体の写像類群は、自身の境界への作用を考えることで閉曲面の
写像類群の部分群になっている。境界面の 1次元ホモロジー群を係数とした、
3次元ハンドル体の写像類群の 1次元ねじれ係数ホモロジー群の計算結果につ
いて紹介する。本講演の内容は、佐藤正寿氏 (岐阜大教育)との共同研究に基
づく。

Hurwitz action on tuples of permutations

矢口義朗
Hurwitz作用とは群の直積へのブレイド群による自然な作用であり，幾何的
には「ひねる」操作として説明できる。群の直積の元のうち，第１成分から順
に積をとると単位元になるものを，その群のシステムとよぶことにする。ブ
レイド群のシステムを Hurwitz同値で分類する（Hurwitz作用で軌道分解す
ること）は，２次元ブレイド（ブレイドの２次元版で分岐被覆を用いて定義
される４次元球体内の曲面）の完全不変量を与えることが，鎌田によって知
られている。ブレイドのシステムをHurwitz同値で完全に分類することは現
段階では難しい。Hurwitzは対称群の互換からなるシステムの Hurwitz同値
類の代表系を決定した (1891年)。また，Itzhak-Teicherは，互換からなるシ
ステムを重み付きグラフを用いて表し，Hurwitz軌道の元を特徴づけた (2003
年)。これらは単純２次元ブレイド（単純分岐被覆で定義される）の不変量を
与えている。本講演では，非単純な２次元ブレイド（さらにははめ込みも許
した２次元ブレイド）の分類を試みるため，対称群の互換とは限らない置換
からなるシステムにおける Hurwitz作用を扱う。特に３次の対称群の場合の
システムのHurwitz同値類の代表系とHurwitz軌道の特徴づけについて報告
する。

Stein fillings of homology 3-spheres and mapping class groups

大場貴裕
3次元多様体上の接触構造が Stein fillable であるとは、その多様体を境界と
するコンパクト Stein 曲面が存在し、その Stein 曲面の複素構造が与えられ
た接触構造と適合するときをいう。また、このコンパクト Stein 曲面のこと
を Stein filling という。Stein filling は PALF と呼ばれるファイバー構造を
許容する。さらに、この PALF はファイバーとなる曲面の写像類群により扱
えることが知られている。 本講演では、「Stein fillable なホモロジー 3球面
のある族について、その各々の Stein filling たちの微分同相類は一意である」
ことを、 上記の Stein filling と PALF の対応に基づき、写像類群、とくに
Hurwitz 同値類の議論によって示す方法を紹介する。
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向き付けられた曲面におけるスケイン代数と写像類群
辻俊輔

向き付けられた曲面と閉区間 [0, 1]の積多様体のスケイン代数とスケイン加群
のフィルトレーションを定義して、またそのフィルトレーションにより、完
備スケイン代数と完備スケイン加群を定義した。完備スケイン代数による完
備スケイン加群への作用により、デーンツィストの公式を得た。その応用と
して、ジョンソン・カーネル元についてスケイン代数の作用で記述できるこ
とを示した。

曲面上の閉曲線の幾何的交差数と自由群のMagnus展開
山本亮介

　本講演では, 1つ穴あき有向曲面上の 2つの単純閉曲線の幾何的交差数を代
数的に評価する方法について述べる. それは, 曲面上の Dehn twist とその曲
面の基本群の Magnus 展開に関する河澄氏-久野氏による研究を応用するもの
である.
曲線 β の Dehn twist tα による像 tα(β) を曲面の 1次元ホモロジー群 H

の元とみたときの展開式が古くから知られており, その式中には α と β の代
数的交差数が現れる. この展開式が河澄,久野両氏により拡張されている. す
なわち, 自由群の元を H の完備テンソル代数の元へと移すMagnus 展開に
よって, tα(β) がどのように展開されるかが示されている. そこで, この展開
式に 2曲線の幾何的交差数の情報がどのように現れるか考察する.


