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　　 Hurwitz作用とその応用およびその周辺の紹介

15:00–15:40 志摩亜希子（東海大学）　
　　 There is no minimal chart of type (2,3,2) (joint work with Teruo Nagase
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16:00–16:40 中村伊南沙（金沢大学）　
　　 R4 内の次数 3の分岐被覆曲面の単純化数について

17:00–17:40 滝岡英雄（京都大学）　
　　 On two kinds of clasp-pass moves for knots

1月 12日 (日)
9:30–10:10 湯淺亘（京都大学）　
　　 A full twist formula for the A2 skein colored with (m,n) and (k,0)

10:30–11:10 鎌田聖一（大阪大学）　
　　 Doodleと交換子関係式のグラフィクス表示について

13:00–13:40 山本亮介（群馬大学）　
　　組み合わせ Goldman-Turaev Lie 双代数の演算定義の改良

14:00–14:40 直江央寛（中央大学）　
　　 Lefschetz fibrations of divides and shadows

15:00–15:40 門田直之（岡山大学）　
　　ファイバー和分解不可能で極小な種数 2の Lefschetz fibrationの存在

支援：
2019年度科学研究費補助金 (基盤研究 (B))「グラフィクスとカンドル理論の観点
からの 4次元トポロジーの研究」研究代表者：鎌田聖一　研究課題番号:19H01788.
2019年度科学研究費補助金 (若手研究 (B))「写像類群による 4次元トポロジーの
地誌学と手術の研究」 研究代表者：門田直之　研究課題番号:16K17601.
2019年度科学研究費補助金 (基盤研究 (C))「ブレイドシステムの Hurwitz同値
不変量の列の構成と曲面ブレイドへの応用」研究代表者：矢口義朗　研究課題番
号:19K03508.

世話人：清水理佳，滝岡英雄，門田直之，矢口義朗



アブストラクト

Hurwitz作用とその応用およびその周辺の紹介
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)。これは単
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次および４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。

There is no minimal chart of type (2,3,2) (joint work with Teruo Nagase
(Tokai Univ.))
志摩亜希子

A chart represents an embedded closed surface in 4-space. Let Γ be a chart,
and we denote by Γm the union of all the edges of label m. A chart Γ is of
type (2, 3, 2) if there exists a label m such that w(Γ) = 7, w(Γm ∩ Γm+1) = 2,
w(Γm+1 ∩ Γm+2) = 3, and w(Γm+2 ∩ Γm+3) = 2 where w(G) is the number of
white vertices in G. In this talk, we prove that there is no minimal chart of type
(2, 3, 2).

R4 内の次数３の分岐被覆曲面の単純化数について
中村伊南沙

４次元空間内に標準的に埋め込まれた閉曲面の単純分岐被覆の形をした曲面
を、R4内の分岐被覆曲面と呼ぶ。これはR3内に埋め込まれた閉曲面上に描かれ
るある種のグラフ、チャートで表される。チャートループ付きの自明な 1-ハンド
ルを加える操作によって、分岐被覆曲面はある種の単純化ができ、単純化に必要
な 1-ハンドルの数の最小値を単純化数と呼ぶ。ここでは、次数が３の分岐被覆曲
面の単純化数は２以下であることについて解説する。



On two kinds of clasp-pass moves for knots
滝岡英雄

We introduce two kinds of clasp-pass moves for knots called self-, nonself-
clasp-pass moves (SCP-, NCP-moves) related to self-, nonself-crossings. More-
over, we introduce other two kinds of clasp-pass moves for knots called clasp-pass
moves of types II, X (CPII-, CPX-moves) related to clasp disks. In this talk, we
show that knots K and K ′ are related by a single SCP-move (resp. NCP-move)
if and only if K and K ′ are related by a single CPII-move (resp. CPX-move).

A full twist formula for the A2 skein colored with (m,n) and (k, 0)
湯淺亘

量子群の既約表現で色付けされた二本のフルツイストされたタングルの分解
公式を考える. まず sl2 の場合に組み合わせ論を用いてタングルをウェブ基底に
分解する公式の導出方法を紹介する.そして, sl3 の場合にも (m,n) と (k, 0) で色
付けされたタングルに関する公式を同様に導出できることを示す.

Doodleと交換子関係式のグラフィクス表示について
鎌田聖一

Doodle は 1979 年に R. Fenn と P. Tayler によって導入された概念であり、
1997年に M. Khovanov により定義の再構築がなされた。平面あるいは球面上に
一般はめ込まれた閉１次元多様体が doodle図式であり、ライデマイスター変形に
対応する R1, R2 で移り合うとき同値であるとみなす。その後、A. Bartholomew,
R. Fenn, N. Kamada, S. Kamada により、仮想 doodleの概念に拡張されている。
平面 doodle 図式は交換子関係式を表すことが R. Fenn により研究されていた。
このアイデアについて紹介し、Hurwitz action の観点で考察を行う。

組み合わせ Goldman-Turaev Lie 双代数の演算定義の改良
山本亮介

有向曲面上の閉曲線のホモトピー類全体から、Goldman bracket と Turaev
cobracket と呼ばれる演算により、Lie 双代数が構成されることが知られている。
M. Chas (2004) は、2つの演算を曲面の基本群の言葉で定義し直し、閉曲線の幾
何的交差数との密接な関係を明らかにした。本講演では、2つの演算の Chas に
よる再定義に与えた改良を紹介し、そのセールスポイントについて論じる。

Lefschetz fibrations of divides and shadows
直江央寛

Shadow とは 4次元多様体に埋め込まれた多面体で，任意の 4次元の 2-ハン
ドル体は shadow を使って表示することができる．一方，複素平面曲線のモース
化の一般化として A ’Campo は divide を導入した．Divide からはファイバー



束や絡み目が自然に得られるが，本講演では divide に対して適切に shadow を
設定することでそれらの対応を詳しく捉える．本研究は石川昌治氏（慶應義塾大
学）との共同研究である．

ファイバー和分解不可能で極小な種数 2の Lefschetz fibrationの存在
門田直之

Lefschetz fibrationとは Lefschetz型の特異ファイバーを許す球面上の曲面束
のようなものであり, わずかな例外を除いて全空間はシンプレクティック構造をも
つ. 逆に, 何回かの blow-upを施すことで, 任意の 4次元シンプレクティック多様
体は Lefschetz fibrationを許容する. このような理由から, Lefschetz fibrationは
4次元トポロジーにおいて活発に研究されてきた. さて, すべての 4次元シンプ
レクティック多様体は極小モデルをもつことから, 極小な 4次元シンプレクティッ
ク多様体を考えることは標準的な設定といえる. Stipsiczは Lefschetz fibration
のファイバー和により得られる Lefschetz fibrationの全空間は極小になると予想
し, 後に, Usherにより肯定的に証明された. 本講演ではこの逆が成り立たないこ
と, すなわち, 全空間が極小だがファイバー和分解されない (種数 2の)Lefschetz
fibrationが存在することを示す. 本研究はAnar Akhmedov氏 (ミネソタ大学)と
の共同研究である.


