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対称性とは何か？対称性とは何か？

•• 対称対称= Symmetry =Sym= Symmetry =Sym・・metrymetry
ギリシャ語ギリシャ語でで｢｢同じ尺度同じ尺度｣｣の意の意，転じて調和，転じて調和; ; 
均整均整((美美), ), 調和調和((美美).).



どのような形に, 調和と美を感じる
か？

• 左右対称
• 線対称
• 点対称
• 面対称
• 回転対称



左右対称＝真ん中の線に関する線対左右対称＝真ん中の線に関する線対
称称



線対称＝ある直線に関する対称変換で移線対称＝ある直線に関する対称変換で移
すす.  .  この対称変換で変わらない図形は線この対称変換で変わらない図形は線
対称性をもつという対称性をもつという. . 



回転対称性回転対称性==ある点に関する回転によっある点に関する回転によっ
て図形が変わらない時て図形が変わらない時, , 回転対称性を持回転対称性を持

つというつという..

円の中心に関するどんな回転でも変わら
ない



世の中には対称性があふれている？世の中には対称性があふれている？



対称性の背後に図形の移動対称性の背後に図形の移動
（＝変換）がある（＝変換）がある..

•• 左右対称性左右対称性 ==左右を入れ替えるという変換左右を入れ替えるという変換
で変わらないで変わらない

•• 線対称性線対称性==ある直線に関する対称変換で変ある直線に関する対称変換で変
わらないわらない

•• 回転対称性＝ある点の周りのある回転変換回転対称性＝ある点の周りのある回転変換
で変わらないで変わらない

•• 平行移動に関する対称性平行移動に関する対称性==あるベクトルにあるベクトルに
そって図形を平行移動する変換で変わらないそって図形を平行移動する変換で変わらない



対称性の作り方対称性の作り方

•• ある図形Ａを持ってきてある図形Ａを持ってきて, , 与えられた変換でＡ与えられた変換でＡ
を変換していきを変換していき, , 変換した図形全部をあわせ変換した図形全部をあわせ
た図形はその変換に関して対称性をもつた図形はその変換に関して対称性をもつ..



左右対称＝真ん中の線に関する線対左右対称＝真ん中の線に関する線対
称称



平行移動に関する対称性平行移動に関する対称性



平面における対称性平面における対称性

•• 平面図形の長さを変えない合同変換として平面図形の長さを変えない合同変換として,,
•• 平行移動平行移動(translation),(translation), 回転回転(rotation), (rotation), 反反
転（転（reflectionreflection）があります．）があります．



Fの字の合同変換の4つの基本パ
ターン

平行移動 反転＝ある直線に
関する折り返し

ずらして折り返す
縦の線の反転ののち
横の線の折り返し

回転
ある点の周りの
回転



これらの変換を使ってこれらの変換を使って,, Ｆの字を平面にＦの字を平面に22次元次元
的に対称に並べて色々なパターンを作って的に対称に並べて色々なパターンを作って
平面を埋めつくすことを考えると平面を埋めつくすことを考えると１７パターンが１７パターンが
ある．ある．



空間における対称性空間における対称性

• ３次元空間において, 長さを変えない合同変換を考える
と, 回転や反転および平行移動により生成されていることが
わかります．対称な空間図形としては正多面体が有名です
が, それらは,次のものに限ります.

• 正四面体
• 正六面体
• 正八面体
• 正十二面体
• 正二十面体
• 正多面体の模型：



原点を固定する原点を固定する, , 空間の長さと向きを変え空間の長さと向きを変え
ない変換全体は群をなすない変換全体は群をなす. 3. 3次直交群次直交群
O(3)O(3)
その中で、向きも変えないものがその中で、向きも変えないものが

ＳＯ（３）でこれらはＳＯ（３）でこれらは, 3, 3次の行列で表される次の行列で表される..







正四面体群は正四面体群は44次置換群全体ではな次置換群全体ではな
いい..











正多面体群は正多面体群は, , ＳＯ（３）の有限部分ＳＯ（３）の有限部分
群に対応していて群に対応していて, , 完全に分類できる完全に分類できる. . 



光学的異性体光学的異性体

•• 光学的異性体の発見光学的異性体の発見(19(19世紀のはじめ世紀のはじめ))
•• フランスのルイ・パスツールフランスのルイ・パスツール
•• 酒石酸は偏光を通すと偏光面を回転させる．光学的に活性酒石酸は偏光を通すと偏光面を回転させる．光学的に活性..旋光性をも旋光性をも
つつ..

•• ブドウ酸は偏光面を回転させないブドウ酸は偏光面を回転させない. . 旋光性をもたない旋光性をもたない..
•• 化学的な性質は全く同じ．化学的な性質は全く同じ．
•• ブドウ酸を顕微鏡でみると結晶の形が左向きと右向きのブドウ酸を顕微鏡でみると結晶の形が左向きと右向きの22種類があった．種類があった．
酒石酸は、片方の向きの結晶しかなかった．酒石酸は、片方の向きの結晶しかなかった．

•• ブドウ酸の中に含まれる酒石酸と向きが同じものと異なるものを顕微鏡ブドウ酸の中に含まれる酒石酸と向きが同じものと異なるものを顕微鏡
でよりわけた．でよりわけた．

•• より分けた二つのものは、化学的な性質は同じであった．より分けた二つのものは、化学的な性質は同じであった．
•• しかし、偏光を当てたときの偏光の回転がちょうど逆であったしかし、偏光を当てたときの偏光の回転がちょうど逆であった.. ((光学的光学的
異性体異性体))



野依良治名古屋大教授(当時）

• うまい触媒を使って、片方だけを作る方法を
開発した. －＞ 2001年度ノーベル化学賞
受賞



光学的異性体の存在と正四面体群光学的異性体の存在と正四面体群

•• 光学的異性体の存在は光学的異性体の存在は, , 結局偶置換と奇置結局偶置換と奇置

換の違い換の違い，，左手系と右手系の違いといっても左手系と右手系の違いといっても
良い良い..

•• 正四面体群は全て正四面体群は全て44次の置換のうち遇置換次の置換のうち遇置換
全体のなす群と同型であるから全体のなす群と同型であるから, , 回転の群で回転の群で

左手系と右手系が移りあわない事が問題な左手系と右手系が移りあわない事が問題な
のであるのである. . 



ガロア理論ガロア理論

•• 22次方程式には解の公式がある次方程式には解の公式がある. . 



33次方程式次方程式, 4, 4次方程式にも解の公式次方程式にも解の公式
も発見されていたも発見されていた. . 



しかししかし55次方程式の一般的な解の次方程式の一般的な解の

公式は知られていなかった．公式は知られていなかった．

•• ガロアは各方程式に対するガロア群を定義しガロアは各方程式に対するガロア群を定義し, , 
そのガロア群の言葉で方程式の解の様子が制そのガロア群の言葉で方程式の解の様子が制
御される理論を構成した御される理論を構成した..

•• これを用いてこれを用いて, , ガロアは、一般のガロアは、一般の55次方程式に次方程式に

対する解の公式が存在しないことを示した．対する解の公式が存在しないことを示した．

•• これはこれは, , 現代代数学の始まりとも言われる画現代代数学の始まりとも言われる画

期的な理論である．期的な理論である．



解と係数の関係解と係数の関係((対称式の理論）対称式の理論）

•• 方程式は、解の順番を知らない．方程式は、解の順番を知らない．

•• 便宜的に、解を便宜的に、解をαα、、ββ、、γγなどと呼んで、順番をつけている．などと呼んで、順番をつけている．

•• よって、方程式の係数は、解の順番を置換する操作に関してよって、方程式の係数は、解の順番を置換する操作に関して
不変なはずなので不変なはずなので, , 解の対称式で書けるはず．解の対称式で書けるはず．



数学者年表数学者年表(1600(1600--1900)1900)



オイラーはオイラーは1818世紀の数学を代表する世紀の数学を代表する..
しかししかし, , 最近に忘れられているのは残最近に忘れられているのは残
念である念である..オイラー全集を読もうオイラー全集を読もう. . 



オイラーが解いたバーゼル問題のオイラーが解いたバーゼル問題の
解の少しいい加減な証明は次の二つ解の少しいい加減な証明は次の二つ
の展開を見ることで得られるの展開を見ることで得られる..



超弦理論とミラー対称性超弦理論とミラー対称性

弦の理論とは弦の理論とは, , 素粒子が粒子でなく素粒子が粒子でなく, , 非常に小非常に小
さな弦になっているというアイデアであるさな弦になっているというアイデアである. . 
超対称性という別のアイデアがあり超対称性という別のアイデアがあり, , 超対称性超対称性
を持つ弦の理論が超弦理論であるを持つ弦の理論が超弦理論である..

電子電子, , ニュートリノニュートリノ,,ｸｵｰｸ、光子ｸｵｰｸ、光子, W, Z, W, Z粒子．グ粒子．グ
ルーｵﾝルーｵﾝ, , そして重力子など全ての素粒子を理そして重力子など全ての素粒子を理
解をできる理論の候補として挙げられている．解をできる理論の候補として挙げられている．



超弦理論では時空は超弦理論では時空は1010または１１次または１１次

元元

•• 時空は時空は 44次元＋次元＋66次元または次元または44次元＋次元＋66次元次元
＋＋11次元という分解を持っており次元という分解を持っており, 6, 6次元の部次元の部
分は大変体積が小さく分は大変体積が小さく, , 普通は観測できない普通は観測できない..

•• しかししかし, , そのその66次元の部分にカラビ・ヤオ多様次元の部分にカラビ・ヤオ多様
体Ｍという数学で有名な空間が出てくる体Ｍという数学で有名な空間が出てくる..



ミラーミラー((鏡）対称性予想鏡）対称性予想

•• カラビ・ヤオ多様体はカラビ・ヤオ多様体は, , 対をなして現れ対をなして現れ, , Ｍ，Ｍ，
Ｗをその互いの鏡パートナーとするＷをその互いの鏡パートナーとする.. このとこのと

き：き：

ＭのＡモデル型相関関数とＷのＢモデル型相ＭのＡモデル型相関関数とＷのＢモデル型相
関関数は等しい関関数は等しい..



ホモロジ－的ミラー対称性予想ホモロジ－的ミラー対称性予想

•• Ｍ，Ｗをミラーパートナーであるカラビ・ヤオＭ，Ｗをミラーパートナーであるカラビ・ヤオ
多様体とする多様体とする..

•• Ｍの層の成す導来圏とＭの層の成す導来圏と, W, Wのラグランジ部分のラグランジ部分

多様体から構成される深谷圏は圏同値であ多様体から構成される深谷圏は圏同値であ
ろうろう..

•• この予想が正しければ、最初のミラー対称性この予想が正しければ、最初のミラー対称性
予想も正しいであろう事が予想されている予想も正しいであろう事が予想されている. . 
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