
行列の魅力 群の作用と表現

山下　博

要旨 行列という言葉から，皆さんは何を思い浮かべるでしょうか．なかには，「行列と
は数が四角の形に並んだもののことであって，行列の変形を使って連立一次方程式を解
くことができる」 数学 ということをご存知の方もいらっしゃるでしょう．
この講演では，行列の真の姿にせまります．「群の作用と表現」という現代数学にお

いて非常に大切な概念を鍵に，平面上の一次変換を表す行列たちが生き生きと活躍する
様子を解説します．
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この資料について

このノートは，「行列・一次変換」および「群の作用・表現」について，講義で扱う基
本的な事項を，教科書風に解説したものです．実際の講義では，限られた時間のなかで，
重要な概念，例，および考え方のポイントを，できるだけ単刀直入に説明することに重
きをおきます．また，講義の山場では，正則な一次変換のなす群の既約表現の構成・分
類に関して，より発展的な話もしたいと考えています．
予習や講座終了後の自学自習の際にも，このノートが少しでも皆さんのお役に立てば

幸いです．

記号と言葉の約束：ものの集まりのことを集合という．集合を構成する個々のものを，
集合の要素 あるいは元 とよぶ． が集合 の要素 元 であることを， で表す．
集合 の要素が必ず集合 の要素になっているとき， を の部分集合であるとい
い， あるいは と書く．集合 のなかで，条件 を満たす要素全体の
なす部分集合を，

は を満たす

のように表す．
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整数全体のなす集合を で表す．また，実数全体の集合を ，複素数全体を
と書く．ここに， は虚数単位である．

集合 の各要素 に対して 集合 のひとつの要素 を対応させる規則 のこ
とを， から への写像（対応 とよび，

と書く．とくに と が同じ集合のとき， を集合 上の変換ともいう．ま
た， が数のなす集合 例えば など のとき，写像 を 上の関数
とよぶことが多い．
写像 について， ならば必ず となるとき，

は一対一写像，あるいは単射であるという．また，任意の に対して，
となる が存在するとき， は上への写像，あるいは全射であるという．上への
一対一写像を全単射とよぶ．
ふたつの写像 に対して，

により定まる から への写像 を と の合成写像という．ここで，
とは，右辺 により左辺 を定義するという意味である．
集合 のふたつの要素 に対して， のある要素 を対応させる算法

のことを，集合 上の演算という．

行列とベクトル

この節では，行列とベクトルとは何かを一般的な立場から解説する．現代数学は，私
達がここで導入するベクトル空間と一次変換の概念の上に成り立っているといっても過
言ではない．

行列と列ベクトルの定義 と を自然数とする． 個の数
を下のように並べて得られる

を 行列 あるいは 行 列の行列 という． を の第 成分とよぶ．特
に のとき， を 次正方行列とよぶ．また， のとき， 行列

ただし

を 次の列 縦 ベクトルとよぶ．実数を成分にもつ 行列全体の集合を
で表す．特に のときは と略記する．また， 次列ベクト
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ルたちのなす集合 を単に と書くことにしよう

複素数を成分にもつ行列や列ベクトルについても，同様の記法
を用いることにする．

ベクトル空間と一次変換 実数を成分にもつ 次の列ベクトルの集合 に，
和とスカラー倍 定数倍 スカラー とは数のこと の操作を次のように定める

列ベクトル および に対して，

と の和

の 倍

この演算は次の性質を満たす．定義に従って自分で確かめてみよう 容易 ．

和の結合法則

和の交換法則

を満たす が存在する

ただし

ここで， では 零ベクトル とすればよい．

定義 ベクトル空間 一般に，ある集合 上に性質 を満たす加法
とスカラー倍 という 種類の算法が備わっている

とき， をベクトル空間とよぶ．ベクトルとは， の要素のことである．スカラー倍が
実数に対して定義されている場合に， を実ベクトル空間という．一方，スカラー倍が
複素数に対し定義されているとき， を複素ベクトル空間という．

例 実数を成分にもつ 次の列ベクトルのなす集合 は，ベクトルの各成分
の和およびスカラー倍の演算 により，実ベクトル空間になる．同様に， は複素
ベクトル空間になる． あるいは は数ベクトル空間とよばれ，ベ
クトル空間の最も基本的な例である．
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また，行列の集合 も，行列の各成分の和とスカラー倍により，ベ
クトル空間となる．

を任意の集合とする． から実数のなす集合 への写像 すなわち 上の実
数値関数

たち全体がつくる集合 は，関数の通常の和とスカラー倍により実ベクトル空間
になる．関数 と の和を

右辺の は での和

関数 の 倍 を

右辺の は での積

により定めるのである．全く同様に， 上の複素数値関数全体のなす集合 は
複素ベクトル空間になる．

ベクトル空間とは，和とスカラー倍の定義された集合のこと．

「ベクトル＝矢印」の先入観 数学 を捨てて一般化．

定義 実 複素 ベクトル空間 から への写像 が 条件

を満たすとき， を 上の一次変換，あるいは線形変換という． 上の一次変換全体の
なす集合を で表す．

一次変換 が 上の全単射であるとき， は 上の正則な一次変換であるとい
う．

上の一次変換とは一次関数 のことである．さらに， が
正則となるのは，グラフの傾き が でないときである．

一次変換とは，和とスカラー倍を保存する変換のこと．正比例の関数の一般化．

ベクトル空間や一次変換の概念を一般的に導入しておくことで，一見ベクトルや行列
とは無関係に思える関数空間 上の例 参照 や微分・積分なども，ベクトル空間
と一次変換の理論 線形代数学 の範疇で取り扱いが可能になる．こういった一般化・抽
象化は，初めて学ぶときには決して分かりやすいものではないが，修行を積んで慣れ親
しんでしまえばごく自然なものとなる．さらに，一般化の効用は絶大であり，線形代数
学は，現代数学のほとんどの分野の研究に欠かせない必須の基礎学問となっている．こ
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の講義で扱う群の表現は，ベクトル空間に群と呼ばれる代数系 第 節参照 が線形に
作用する話である．

平面上の一次変換と行列

この講義では，実数を成分にもつ 次正方行列

と 次の列ベクトル

を主として扱う． 次の列ベクトル は自然に 座標平面上の点 あるいは点の位
置ベクトル とみなすことができる．これにより，ベクトル空間 を 平面
と同一視する．

一次変換と行列との対応 平面 上の一次変換が 次の実正方行列と対応してい
る様子を観てみよう．そのため，

とおく．これらのベクトル をそれぞれ の基本ベクトルとよぶ．平面上の任意

の点 は，

と，基本ベクトルの「一次結合」にただ一通りの方法で書き表すことができる．
いま， が 上の一次変換であるとき，条件 より

となるから，写像 は， 点 の移り先で一意に定まってしまう．そこで，

とおき， 次正方行列 を

により定める．行列 は によって定まるので， と書くことにしよう．

逆に， 次正方行列 が任意に与えられたとき， および

を満たす 上の一次変換 が一意に定まることがわかる．
以上の議論をまとめて次の命題を得る．

命題 平面 上の一次変換の集合 と 次実正方行列全体 の間に
は，次により特徴づけられる全単射

がある に対応する行列を とするとき，



高校生のための数学春季講座 講義資料

上の命題に注意して， 次正方行列 と列ベクトル の積を次の

ように定める

定義 行列と列ベクトルの積

この定義をもとに命題 をみれば， 上の一次変換 とは，対応する行列
を列ベクトル の左から掛けるという操作に他ならないことがわかる

一次変換とは行列をベクトルに掛けること．

一次変換は必ず原点 を 自身に移すことに注意しよう．

例 原点 を中心とする角 の回転移動 は平面上の一次変換であり，対応
する行列は

で与えられる．
特に， のとき， は平面の任意の点をそれ自身に移す変換である．これを

上の恒等変換とよび，記号 で表す．恒等変換に対応する行列

を単位行列という．
原点をとおり， 軸の正方向とのなす角が である直線 に関する線対称移

動 は，行列

に対応する平面上の一次変換である．
でないベクトル が定める平行移動

は一次変換ではない．実際， は と異なる．

問 上の例で述べたことがらを確かめよ．
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一次変換の合成と行列の積 次に， と を 上の一次変換とし，対応する行列
を，それぞれ

とする．このとき， と の合成写像 も 上の一次変換
になる（定義 の条件を満たすことを確かめてみよう ．従って，命題 により，

なる行列 がただひとつ存在する．このとき，

命題 合成写像 に対応する行列 は，

により与えられる．

証明 命題 の対応 参照 により，行列 の第 列は，

また， の第 列は，

となる．

上の命題に着目して，今度は 次正方行列 と の積 を

次のように定める

定義 行列の積

このとき， に対応する行列は， に対応する行列 と に対応する行列 の積
になる 命題 ．言い換えれば，

が成り立つ．要するに，命題 での対応 をとおして，一次変換の合成が行列の積に
対応するように積を定義したのである．

一次変換の合成 行列の積
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命題 行列の積は結合法則を満たす．すなわち，行列 に対して，等式

が成り立つ．
を単位行列 例 参照 とするとき，

が任意の行列 に対して成り立つ．

証明 定義に従って直接計算すればよいが，一次変換との対応を踏まえて，次のよ
うに考えるとよい に対応する一次変換を，それぞれ とするとき，写像
の合成は，その定義 参照 より明らかに結合法則 を満た
す．この等式を対応する行列の方で見れば，結合法則 が得られる．

も，直接計算するか，あるいは に対応する一次変換が恒等変換であることに注
意して， と同様の考えで示すことができる．

問 行列 と について， が成り立つために

の成分 の満たすべき必要十分条件を求めよ． 答え

上の問からも分かるように，行列の積は一般に交換法則 を満たさない．
なるとき，行列 と は可換，あるいは交換可能であるという．

正則な一次変換・行列式

平面 上の一次変換 と，対応する行列

を考える．写像 の像

がどのような形であるかにもとづいて，一次変換たちを次の つのクラスにランク
づけしてみよう．

の場合．これは，対応する行列 が零行列

に等しいときである．

が原点をとおる直線の場合．これは， は零行列ではないが，

と のうちの少なくとも一方が，他方のスカラー倍となるときに起こる．

が平面全体になる場合．これが起こるのは， と のいずれの

一方も，他方のスカラー倍にはなり得ない場合，すなわち，このふたつのベクトルの成
分の比を考えれば， なるときである．
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定義 一次変換 が 上の全単射 上への一対一写像 であるとき， を正則な一
次変換といった 定義 参照 ．正則な一次変換に対応する行列を正則行列という．

例 で現れた回転移動 線対称移動 は正則な一次変換である．
次の定理は， が正則な一次変換になるのは，ちょうど，上のクラス分けにおける

の場合に一致することを主張している．

定理 行列 が定める平面 の一次変換 が 正則であるための必要十

分条件は，

が成り立つことである．このとき， の逆写像 に なる を対
応させる写像 は，行列

が定める一次変換である．

証明 が正則ならば，とくに の像 は 全体に一致し，したがって
となる 逆に， のとき， の行列を とすれば，

が成り立つことが直接の計算により確かめられる．従って， に対応する一次変換を
とすると，

を満たす．これより， は 上の全単射で， が の逆写像であることが分かる．

問 一般に集合 上の変換 が条件 を満たすとき， および はともに全
単射であることを示せ．

定理 行列 に関する次の 条件 は互いに同値である．

は正則行列．

なる行列 が存在する． このような を の逆行列とよび，
とかく
このとき， の逆行列 は に対してただひとつに定まり， により与えられ

る．

証明 定理 の主張とその証明における議論から容易に従う．

　



高校生のための数学春季講座 講義資料

逆行列の公式

定理 の条件 と が同値であることを用いて，次のことを示すことができる．

系 行列 と がともに正則であるとき，積 も正則行列であり，
が成り立つ．

正則行列 の逆行列 はまた正則であり， が成り立つ．

行列 に対し， を の行列式とよび，記号 で表す

行列の積と行列式の間には，次のような分かりやすい関係がある．

命題 ．

問 上の命題を証明せよ 直接計算で確かめてみよう ．

問 行列 について，積 が正則ならば， と はともに正則であることを
示せ．つまり，系 の逆も成り立つ．

が正則行列のとき，行列式 と の間には，

の関係がある．実際，命題 を用いて，

となるからである．
また，行列式は次のような幾何学的な意味をもつ．

命題 を正則行列とする．対応する一次変換 は，

を頂点とする面積 の正方形 を，

を頂点とする平行四辺形 に移す．さらに， の絶対値は，この平行四
辺形の面積に等しい．

証明 まず，正方形 は，

と表される．これを一次変換 で移して得られる集合 は， の線形性より，
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と書き表される．これは，平行四辺形 に他ならない．

点 をとおる直線 の方程式は であることに注意して，頂

点 から直線 への距離を求めると，

を得る．これに， を結んで得られる線分の長さ をかけることによ

り， の面積が得られ，それは に等しい．

上の命題から，正則行列について，

行列式は，一次変換の「符号つきの引き伸ばし倍率」を与えている

ことが分かる．なお，行列が正則でないときには，上の平行四辺形は線分につぶれてし
まって，その 面積 は になる．これは，正則でない行列の行列式が であることと
ちょうど合致している．

正則 定義 全単射 行列式が零でない

群の概念

群の定義 さて，平面 より一般に任意のベクトル空間でも同じ 上の正則な一
次変換全体のなす集合を

は正則

で表す． に対する下記の考察をもとに，群とよばれる最も基本的な代数系の概
念を導入しよう． のとき，合成写像 も正則であり， の要素で
ある． を簡単に と書くことにすると，集合 のなかで，合成写像を作る
という「積」演算

が定義される．さらに，この演算は次の性質をもつ．

　 に対し，結合法則 が成り立つ

　 を満たす

が存在する 　　　　　　　　　　　　

　任意の に対して，

　　を満たす が存在する 　　　　　　　　　　
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実際，結合法則 は写像の合成の定義から明らかである． の としては恒等変
換 をとればよい． の逆変換 は正則な一次変換であり， の の
条件を満たす．

定義 群 一般に，ある集合 上に演算 が定義されていて，上の条
件 それぞれ を で置き換えること 満たしているとき， は群で
あるという． の を群 の単位元とよぶ．また， に対して の を の
逆元とよび， のことを記号 で表す．

群には単位元と（各要素の）逆元がある

群 において，単位元はただひとつである．なぜなら， がともに に
おける の性質を満たすなら，

で とした

かつ，
で とした

から が従うからである． の逆元 が に対して一意に定まることも，
単位元の場合より少し難しいが，類似の考え方で示すことができる 問 ．

問 次のことを示せ．
とする． が を満たすならば である．

．

群 における演算が交換法則

を満たすとき， は可換であるという．

例 整数全体 （あるいは実数全体 複素数全体 は，数の加法を演算とし
て可換な群になる．単位元は の逆元は である．

零でない実数全体の集合 あるいは，零でない複素数全体の集合 は，数
の乗法を演算として可換な群になる．単位元は の逆元は である．

を空でない任意の集合とする． 上の全単射写像全体のなす集合 は，写
像の合成を演算として群になる．単位元は恒等写像 であり 逆写
像が逆元を与える． を集合 の置換群という．

ベクトル空間 定義 参照 は，ベクトルの加法 を演算として可換な群にな
る．

問 集合 が つ以上の要素をもてば，群 は可換にはならないことを示せ．

なお，群は図形の対称性を記述するという側面をもつ．空間内の図形 を考える．こ
のとき， を 自身に移す運動 回転移動と平行移動を繰り返して得られる変換 た
ち全体のなす集合 は，写像の合成により群になる．一般に， の形がいびつであ
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れば， は小さな群になる．一方，球面のように大きな対称性をもつ図形に対する
は，たくさんの変換を含む．

問 立方体 を不変にする回転全体のなす群は，いくつの変換からなるかを調べ
よ． 答え 個

部分群 群 の空でない部分集合 が，条件

ならば

ならば

を満たすとき， であり なぜか ， 上の積演算を に制限したものを考えれば，
も群の構造をもつことがわかる．このようにして得られる群 を の部分群という．

例 は の部分群である．
絶対値が の複素数全体のなす集合

は の部分群である． を一次元トーラス群 輪環群 という．

問 と が群 の部分群ならば，共通部分 も の部分群になること
を確かめよ．

を の部分群とする． に対して，集合

も の部分群である．これを示せ．

部分群，群のなかに群がある

同型 節で考察した 参照 は 上の一般線形群
とよばれる基本的だが大変重要な群の一例である．命題 で与えた一次変換と

行列との間の対応 は， のとき， と正則行列全体のなす集合

との間の全単射を与えている．この全単射は，厳密には写像 を に制限して得ら
れるものであるが，誤解を恐れず，再び と書くことにする．群 における積演算
を に移すことにより， に群の構造を定めることができる．命題 に
より，群 における演算は，行列の掛け算 定義 と一致する． を
上の 次一般線形群とよぶ．群 の単位元は単位行列 であり，
の逆元は の逆行列 のことである．
前段落の議論から明らかなように，正則な一次変換のなす群 と正則行列のな

す群 とは，厳密には異なるものであるが，その正体は同じものと思って良い．
繰り返しになるが，一次変換 に対して， を与える行列を と書けば，写像

は から への全単射を与え，積演算を保存している
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このことを，群 と は写像 によって同型であるといって，

と書く．
一次変換に関する定性的な議論をする際には，一次変換群 の方が取り扱い易

いことがあるが，具体的な計算や定量的な議論をする場合には，行列群 で考
えるのが断然便利である．両者は同型なわけだから，二刀流で，必要に応じて使い分け
ればいいのである．

問 上で説明した同型 の例を一般化して，ふたつの群 と
が同型であることをどのように定義するのが適切かを述べよ．
答え から への全単射 で， を満たすものが

存在するとき，群 と は同型であるといい， と書く．

同型とは，本質的には同じであること．

同型という概念は，群の場合に限らず，一般に，ある種の算法を備えた集合たちのな
す族 カテゴリー で自然に定義できる．すなわち，ふたつの集合の間に算法を保存する
全単射が存在するとき，ふたつの集合は同型であるという．

いろいろな一次変換群

この節では，一般線形群 の部分群の例をいくつか挙げよう．

例 特殊線形群 命題 および より，行列式が に等しい 次行列全体の
なす集合

は， の部分群であることがわかる． を 上の 次特殊線形群
とよぶ． をとおして に対応する一次変換全体のなす群を

と書く 上の特殊線形群

注意 行列は大文字 等を用いて表すのが一般的だが，群の要素として考える
際には，上式 のように小文字で表記することが多い．ここでも後者の慣例に従う．

例 直交群と回転群 例 で与えた原点の周りの角 の回転移動 ，
および，原点をとおる直線 に関する線対称移動 たちの作る集合

は の部分群をなす．実際，三角関数の加法公式を用いて対応する行列
参照 の積を計算すると，

がわかる．さらに，逆元については，回転移動や線対称移動の意味から，明らかに
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である． を平面 上の直交群 と呼ぶ．また，回転移動全体

は の可換な部分群をなす． を 上の特殊直交群 ，
あるいは回転群という．
一次変換に関する上の話を同型写像 をとおして行列の方に移

すと， と同型な群

を得る 上の 次直交群 ．同様に， と同型な群

を 上の 次特殊直交群という． に属する行列たちの行列式を調べて，

であることも直ちに分かる．

問 対応

によって，回転群 とトーラス群 例 参照 は同型であることを示せ．

例 放物型部分群 上の正則な一次変換で，基本ベクトル をそのスカラー倍
に移す やさしく言い換えると， 軸を 軸自身に移すといっても同じ もの全体のなす
集合は の部分群をなす．対応する行列たちのなす群は，

となる 行列の第 列は，基本ベクトル の移り先を表していることに注意 ．同様に，
基本ベクトル をそのスカラー倍に移すような正則一次変換のなす部分群は，

と同型になる． を の 標準的 放物型部分群とよぶ． と の共通部分

は の可換な部分群である 問 参照 ．

例 モジュラ群 集合

は の部分群をなす．これをモジュラ群とよぶ．これまでの例 で現れ
た の部分群たちは，いずれも「連続パラメータをもつ群」であった．しかし，
整数 が実数の集合 のなかで離散部分集合であること 平たく言えば，整数は実数直
線上に「ポツポツ」とならんでいるということ に呼応して，モジュラ群 は

の「離散部分群」になっている．

問 が の部分群であることを確かめよ．
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いろんな群を味わってみよう

群の作用と表現

集合 上の置換群 例 の各要素は，自然に に置換として「作用」し
ている．前節で扱った の部分群の各要素は，ベクトル空間 上の一次変換，あ
るいは 次正方行列として「表現」できる．これらの例をふまえて，群の作用と表現と
いう概念を定式化しよう．

群の作用と例

定義 作用 を群， を空でない集合とする． と に対して， の
要素 を対応させる算法が与えられていて，

が成り立つとき，群 は集合 に作用するという．このとき， を 集合とよぶ．

群 が集合 に作用するとき， を固定するごとに， 上の変換

が定まるが，上の条件 は， に関する条件

恒等変換

と同値になる．ただし， 合成写像 ．これより，作用の定義を
次のように言い換えることができる 群 が集合 に作用するとは， の各要素 に
対して，条件 を満たす 上の変換 が与えられているときをいう．

補題 群 が集合 に作用するとき， が定める変換 は 上
の全単射であり， が の逆変換を与える．

証明 とする． より，

が従う．これは， が全単射で， が の逆写像であることを示している．

例 平面 上の一般線形群 は，集合 に，

により自然に作用する．
群 は 次正方行列のなす集合 に，

により作用する 確かめてみよ ．ただし，右辺は行列の積である．

例 旗多様体 平面 内の原点 をとおる直線全体のなす集合を とする．
を 上の旗多様体とよぶ．平面上の正則な一次変換は，原点をとおる直線をまた原点
をとおる直線に移すから，群 は集合 に，
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により作用する．
単位円周

において， と原点に関して対称の位置にある の二点を同一視して
得られる集合を と書く．このとき，原点をとおる直線 は， と二点

で交わることに注意して， に の要素 を対応
させる．この写像は から への全単射を与える．これをとおして，群
の 上への作用を， に移すことができる．

に対して，原点をとおる傾き の直線を で表す．また， 軸を と
かく 傾き無限大 の直線 に無限大 を付け加えて得られる集合
を考えると，写像

は， から旗多様体 への全単射を与えることが分かる．この全単射をとおして，集

合 に群 を作用させよう． が定める行列を とする

と， の 上への作用は分数一次変換

により与えられる．実際，一次変換 は傾き の直線を傾き の直線に移すからで

ある．

旗多様体 原点をとおる直線

注意 なぜ を旗多様体と呼ぶのかを説明しよう．ここでは平面の場合を扱ってい
るが，空間 に対しても，理論上 と同じ役割をもつ類似物がある．この類似物とは，
空間 において，原点をとおる直線 と， を含む平面 のなす対 たち全体の
なす集合である．直線 を定めることは，原点を起点として空間内にポールを立てるこ
とと同じであり，さらに， を含む平面 を指定することは，ポール に ハタメカナ
イ 旗をつけることに相当する．つまり，空間 における旗多様体とは，実際に旗の集
合なのである．

例 虚部が正である複素数全体のなす集合を，

とかく．複素数平面で考えれば， は実軸の上部全体のなすの領域を表す． を複素
上半平面という．いま，特殊線形群 に属する行列

と上半平面の点 に対して，
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とおく．このとき，

から， の虚部も正であることが分かる．つまり， さらに，この対応

は群 の集合 上への作用を与えていることが分かる．つまり，特殊線形群は
上半平面に分数一次変換 により働いている．

注意 複素数平面のなかで，実軸 は上半平面 の境界にあたる．群 の
上半平面への分数一次変換による作用を，無限遠点 込みの境界 まで自然に延長す
ることにより得られるのが，旗多様体 への作用になっている．

旗多様体は上半平面の境界である．

等質空間 一般に，群 の集合 上への作用が推移的であるとは， の任意の
点が の作用で移りあうときをいう．つまり，任意の に対して， な
る が存在するとき， は に推移的に作用しているという．このとき，集合
を 等質空間とよぶ．詳しい説明は省略するが，群 が作用する任意の集合は， が
推移的に作用する部分集合 軌道 ある一点から の作用で移り得る要素全体のなす
部分集合 たちの互いに交わらない和に表すことができる．この意味で，推移的な作用
が基本的である．
例えば，例 で与えた の旗多様体上 への作用 は推移的である．なぜな

ら，原点をとおる直線を二本とったとき，回転移動により一方を他方に移すことができ
るからである．一方，例 で与えた作用 はともに推移的でない．実際，原点
，あるいは零行列 は， の作用で不動である．
いま，群 が集合 に推移的に作用していると仮定し， の一点 を固定す

る．このとき，作用の定義 より， を不動にする の要素全体のなす部分集合

は， の部分群になることが容易にわかる． を の における固定部分群という．

補題 の任意の点 とし， を なる の要素とする．このとき， を
に移す の要素全体のなす集合は

に等しい．

証明 のとき，

より，積 は を に移す．逆に， なる任意の に対して，

から， が分かる．ゆえに，
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この補題より， の各点 に対して， なる をひとつづつ選び，これ
を で表せば，群 は部分集合 たちの互いに交わらない和に表される
ことが分かる の要素を， をどの点に移すかにより分類している

空集合

このことが何を意味するかをさらに考えてみよう．そのために次の定義をする．

定義 剰余類空間 なるの の部分集合を， の による剰余類と
いう．剰余類たち全体がつくる集合

を の による剰余類空間という．剰余類空間 には，群 が

により推移的に作用している．

の要素 を任意にとるとき， とおけば，補題 から，
が分かる．従って，剰余類集合 は，

とも表され，さらに が相異なれば，対応する剰余類 と は の
要素として 異なっている．すなわち，対応

は， から への全単射を与える．
以上の議論を整理すると，次の定理が容易に得られる．

定理 を 等質空間とし，一点 の における固定部分群を で表す．
このとき，写像

は剰余類空間 から への全単射を与える．さらに，この写像は， および
への群 の作用と次の意味で可換である

この定理は， と が が作用する集合として同型であることを示している．

等質空間 固定部分群 による剰余類空間



高校生のための数学春季講座 講義資料

さて，上の結論をもとに，例 で与えた群の作用を再び扱う．特殊線形群
は上半平面 に分数一次変換により作用している．まず，行列

たちのなす集合 は， の部分群をなすことに注意する 確かめてみよう ． は の
岩澤部分群とよばれる．上半平面の点 虚数単位 に の要素を作用させ
ると，

となることから，写像

は， から への全単射を与える．特に， は 等質空間になる．また，点 の
固定部分群は回転群 例 参照 に等しいことも分かる 証明してみよう ．従っ
て，定理 から， の作用する集合としての同型

が得られる．さらに， と もあわせると次のことも分かる．

定理 岩澤分解 任意の に対して， および が一意
に存在して， と表される．

問 に対して， となる行列 と を

具体的に書き下せ．

一方，一般線形群 の旗多様体 への作用 例 参照 につ
いて， 軸 の における固定部分群は，例 で述べた放物型部分群
に一致する．作用は推移的であったから，定理 により，

が分かる．

群の表現 いよいよ真打に登場願おう．この講義の主題となる群の表現の概念を定
式化する．

定義 表現 を 集合とし， が定める 上の変換を とする．こ
のとき， が群 の 上への表現であるとは，

がベクトル空間であり，かつ，
が 上の一次変換である，

ときをいう．このとき， を 加群であるという．

言い換えれば，群 からベクトル空間 上の一次変換のなす集合 への写像
で，条件 を満たすものを， の 上への表現というのである．

補題 により， が の表現であるとき， 上の一次変換 は正則に
なる．
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表現とは，正則な一次変換による群の作用のことである．

第 節で述べたように，ベクトル空間上の一次変換は正比例関数の一般化であり，集
合上の変換としては，取り扱い易く，かつ興味深いものといえよう．良く分からない か
もしれない ものを，よりわかり易く面白いもので表したい．数学においても，これが
表現というものを考える動機のうちのひとつである．

例 例 で与えた一般線形群 のふたつの作用は表現である．ただし，
において， 次正方行列のなす集合 は，各成分の和とスカラー倍により，実ベク
トル空間とみなす． 成分は 個あるので， は と同型である．

例 とする．一般線形群 はベクトル空間 あるいは
でも同じ に，

により一次変換として作用する 命題 参照 ．この表現を で表す．

例 とする． に対して，

により，複素数 を定める．平面 上の回転群 はベクトル空間 に，

により一次変換として作用する 問 参照 ．この表現を と書く．

節で述べたように，群が作用する集合のなかでは，等質空間が基本的であった．
では，群の表現たちのなかで基本となるのはどのような表現だろうか？

定義 部分表現 を群 の実 複素 ベクトル空間 上への表現とする．いま，
の空でない部分集合 について，次の三条件を考える．

　ならば　

　ならば　

　ならば　

最初の二条件 を満たすとき，ベクトル における和・スカラー倍
を に制限して考えることによって， はベクトル空間になる 部分ベクトル空間 ．さ
らに最後の条件 を満たせば，群 の 上への作用は，部分ベクトル空間 を保
つ．上の三条件を満たす を， の 不変部分空間であるという．

不変部分空間 に対し，群 の 上への表現 は， への制限

によって， の 上への表現 を引き起こす．このようにして得られる を の部
分表現という．
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明らかに， 自身と零ベクトルのみからなる集合 は の 不変部分空間であ
る．つまり， の表現 は，常に部分表現 と をもつ．これらを， の自
明な部分表現という．

定義 既約表現 群 の 上への表現 が既約であるとは， の部分表現が自
明なものに限るときをいう．すなわち， の 不変部分空間が と のみに限る
とき， を の既約表現とよぶ．

注意 　抽象的な定義が続いたので注釈を加えよう．国語辞典を引くと，「入れ籠」
とは，「大きな箱や器の中に，それより一まわり小さくて同じ形のものを順々に入れてい
くこと．また，そのように細工された箱・器」とある．喩えて言えば，

部分表現とは，表現からなる「入れ籠」に入っている小さい方の表現

といえよう．そして，既約表現とは，表現の入れ籠でこれ以上小さくできない器に喩
えることができるだろう．どんどん表現を小さくしていって，これ以上小さくすると消
えてしまうという

表現の基本単位，それが既約表現である．

例 　例 で扱った表現の既約性を調べる．
一般線形群 の への自然な表現は既約である．これは，群

の作用により， の原点以外の任意の 点は互いに移りあうことから分かる．
の 上への表現 は既約でははい．実際， を単位行列とする

とき，

であるから， のスカラー倍全体 は の自明でない 不
変部分空間である．

例 任意の群 について， の あるいは 上の表現は既約であ
る．なぜなら， あるいは の部分ベクトル空間は と あるいは 自身に限
るからである．特に，例 および 例 の表現 は既約である．

では，群 が与えられたとき， の既約表現はどれぼどあるのだろうか．それらは
どのようにして作ることができるのだろうか．

群 の既約表現を分類・構成せよ．

これが群の表現の研究において，最も重要な研究課題のうちのひとつになる．こういっ
た問題を扱うには，

既約性はまずさておいても，興味ぶかい表現をたくさん作ること．
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作った表現が既約かどうかを調べること．既約でなければ，入れ籠のなかから既
約な部分表現をうまく取り出すこと．
上のプロセスで得られた既約表現たちのうち，本当に相異なるもの 同型でないも
の はどれほどあるか，また，既約表現は完全に尽くされているかを調べること．

というアプローチが有効であることが多い．
さて，例 および 例 で述べた旗多様体や上半平面への一次変換群の作用は，大

変興味深いのもであるが，残念ながらそのままでは表現にはならない．しかし，群の作
用から出発して，表現を新たに生み出す有効な手法がある 上記のアプローチの第 番
目にあたる ．そのアイデアをもっとも素朴な形で説明しよう．
いま， を群 が作用する集合とする．このとき， 上の複素数値関数全体が関数の

和とスカラー倍を演算としてつくる複素ベクトル空間 を考える 例 参
照 ． および に対して， 上の新たな関数
を，

により定める．

定理 群 が集合 に作用するとき，上の で定まる は の複素ベクト
ル空間 上への表現を定める．

作用から表現ができた！

注意 複素数値関数のかわりに実数値関数の空間 を扱っても，同様に実
ベクトル空間 上への の表現ができる．しかし，一般に，複素ベクトル空間
上への表現の方が， 上の表現にくらべてはるかに取り扱いやすい．これは， 上では，
代数方程式 二次方程式 三次方程式 が必ず解をもつという代数学の基本定理の
お陰である．

定理 の証明の方針 が作用の条件 を満たしていること，および，写像

がベクトル空間 上の一次変換の条件 を満たすことの二点を，定義式
に従って検証すればよい．詳細は読者に委ねる．

問 定理 を証明せよ．

上の定理を踏まえて例 や例 を考えれば，旗多様体や上半平面の上の関数空間に
一次変換のなす群の表現が得られることがわかる．講義では，特殊線形群
の場合に的を絞り， の連続な複素既約表現がどのように構成・分類できるかも述べて
みたい．


