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Constructions of hypergroups.
(ハイパー群の構成)

論文要旨

理学系研究科 情報数理科学専攻
釣井 達也

ハイパー群の概念は、1975年頃に C. F. Dunkl, R. I. Jewett, R. Spector達に
よってその公理が確立された。ハイパー群の概念は、群の概念を一般化したもの
であり、ハイパー群は様々なところに現れる。最も簡単な、群ではないハイパー
群は、正三角形の辺上の対称ランダムウォークを考えることで得ることができる。
また、ハイパー群は直交多項式とも密接な関係がある。例えば、第 1種チェビシェ
フ多項式から得られるハイパー群は、Z上のランダムウォークから得られるハイ
パー群と同型である。

ハイパー群の公理が確立されてから、ハイパー群の構造について多くの研究が
行われた。しかし、その構造については、低位数の場合に限ってもあまり多くのこ
とが知られているとは言い難い。低位数のハイパー群の構造については、2002年
にN. J. Wildbergerが位数 3のハイパー群の構造を決定し、2008年に市原亮、河
上哲が自明でない部分ハイパー群を持つ位数 4のハイパー群の構造を決定したが、
それ以上のことは未だ解明されていない。

ハイパー群がどのように構成されるかを知ることは、ハイパー群の構造を知る
うえで非常に重要な問題である。そこで、本論文ではハイパー群の構成方法につ
いて、いくつかの方法について考察を行った。

第 1章と第 2章でハイパー群の基本的な概念を述べた後、第３章ではハイパー
群の拡大問題を解くことで得られるハイパー群について述べた。HとLをハイパー
群とする。このとき,

1 −→ H −→ K −→ L −→ 1

が exactであるとき、KをLのHによる拡大ハイパー群という。ハイパー群の拡
大問題とは、ハイパー群HとLが与えられたとき, 拡大ハイパー群Kの構造を全
て決定せよという問題である。この問題を解決する 1つの方法として、ハイパー
群の作用という概念を導入し、ハイパー群の拡大問題に応用した。

第 4章では、群やハイパー群の構造を q-変形することで、新しいハイパー群を
構成する方法について考察を行った。例えば、位数 2のハイパー群Zq(2) = {c0, c1}
の構造は,

c1 ◦ c1 = qc0 + (1− q)c1, (0 < q ≤ 1)

である. これは, q = 1のとき, 位数 2の巡回群Z2と同型であることから, 位数 2の
ハイパー群 Zq(2)は位数 2の巡回群 Z2をパラメータ qで q-変形したものだと解釈
することができる。この発想を用いて、まず最初に有限群と有限ハイパー群に対
して、その q-変形から得られるハイパー群の考察を行った。その結果、位数 6の群
でない非可換なハイパー群等、多くの新しいハイパー群を構成することができた。
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このことからも、群やハイパー群の q-変形はハイパー群の構造を理解するのにと
ても有効な方法であると言える。次に、可算離散可換ハイパー群に対しても同様
の議論を行った。特に、可算離散可換ハイパー群の場合は、q-変形 (deformation)
の定義が存在していなかったので、本章で新しく定義を与えた。ここでは、可算
離散可換ハイパー群の代表的な例である第 1種チェビシェフハイパー群と第 2種
チェビシェフハイパー群の q-変形を与えることができた。

第 5章では、コンパクト群とその部分群の包含関係から得られるハイパー群に
ついて論じた。Gをコンパクト群とし、Gの有限次元表現全体の集合を Repf(G)
とする. π ∈ Repf(G)の既約分解が

π ∼= m1π1 ⊕ · · · ⊕mlπl

となるとき、既約表現 πj の重複度mj を [π : πj]で表す。コンパクト群Gに対し
て、G0をGの部分群とし、それぞれの既約表現の同値類全体の集合 Ĝ, Ĝ0で表
す。このとき、π ∈ Ĝ, τ ∈ Ĝ0に対して、

[indG
G0

: π] = [resGG0
π : τ ] (フロベニウスの相互律)

が成り立つ。この事実により、Ĝ ∪ Ĝ0を頂点とするフロベニウスグラフが自然に
得られる。このフロベニウスグラフに対して、表現の誘導と制限を活用すること
でハイパー群K(Ĝ ∪ Ĝ0)を構成することができた。

第 6章では、第 5章と同様の議論をコンパクトハイパー群H とその部分ハイ
パー群H0の対に対して行った。ここでも、第 5章と同様のハイパー群K(Ĥ ∪ Ĥ0)
を構成することができた。

第 7章では、第 5章と第 6章で行った議論をコンパクトでない群やハイパー群
の場合に対して行った。その結果、hyperfieldという概念を用いることで、可算離
散可換強ハイパー群H とH の閉部分ハイパー群H0で annihilatorがH のなかで
コンパクトなものに対して、K(Ĥ ∪ Ĥ0)の構造とその双対 K̂(Ĥ ∪ Ĥ0)の構造を明
らかにした。

最初に述べたように、位数 3のハイパー群の構造はN. J. Wildbergerによって
明らかにされた。その時に、すべての位数 3のハイパー群は可換ハイパー群であ
ることが明らかにされている。そこで、第 8章では、ハイパー群の可換性に着目
して議論を行った。その結果、位数 4以下のハイパー群はすべて可換であること
を示した。さらに、群の場合は、最も位数の低い非可換な群は 3次対称群で、その
位数は 6であるのに対して、ハイパー群では位数が 5の非可換なハイパー群が存
在することがわかった。
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学位論文審査結果の要旨

ハイパー群は群の概念を拡張したもので，その公理は 1975 年頃に確立されたが，
ハイパー群自身の構造についてはいまだに十分な解明がなされていない．有限ハイ
パー群の構造に関して，位数 3 のハイパー群の構造はすべて決定されているが，位
数 4 以上のハイパー群の構造はまだ完全にはわかっていない．ハイパー群がどのよ
うに構成されるか知ることはハイパー群の構造を解明するために重要である．また，
位数 3以下のハイパー群がすべて可換であることは知られているが，低位数のハイ
パー群の可換性についてはまだ十分に研究が進んでいない．なお，群においては，非
可換群の最低位数は 6である．本研究においては，ハイパー群の構成に関して，いく
つかの方法について考察するとともに，低位数の非可換なハイパー群の構成も行っ
ている．
本研究の主要な結果は以下の通りである．

1. ハイパー群 H と L からなる完全系列

1 −→ H −→ K −→ L −→ 1

に対して，ハイパー群の作用という概念を導入することにより，ハイパー群の
構成法を示した．

2. 有限ハイパー群の q-変形により，群ではない位数 6の非可換なハイパー群を
構成した．

3. 可換離散ハイパー群に対して，q-変形の概念を導入し，第 1種チェビシェフハ
イパー群と第 2種チェビシェフハイパー群に対する q-変形を与えた．

4. 局所コンパクト群とその部分群または局所コンパクトハイパー群とその部分
ハイパー群の対に関して，既約表現の同値類の集合を考察することにより，ハ
イパー群を構成した．

5. 位数 5の非可換なハイパー群を構成した．また，位数 4のハイパー群はすべて
可換であることを示した．

以上得られた成果は，ハイパー群の構造の解明と低位数のハイパー群の非可換性
についての研究に大きく貢献するものであり，今後，ハイパー群の構造とその非可
換性に関する研究において活用されることが期待される．
本委員会は当該論文が博士 (理学）の学位を授与するに相当すると判断した．

学位論文審査委員会
入江　幸右衛門
大内　本夫　（委員長）
丸田　辰哉
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