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１．研究計画の概要 

本研究の目的は，有限単純群を自己同型群
に持つ代数構造（符号・格子・頂点作用素代
数）および，組合せ構造（グラフ・デザイン）
について，これらの相互の関連を重視しなが
ら研究を進め，新しい，もしくは既知の重要
な，代数構造・組合せ構造の構成（の簡易化）
を目指すことにある。さらに，代数構造・組
合せ構造の自己同型群の計算などを通して，
有限群の構成（の簡易化）を与え，群の性質
を研究することである。より具体的な目標と
して，次の３点について，連携研究者との討
論を繰り返しながら，理論的考察と計算機に
よる計算を交えて研究を進める。 
(1) Niemeier lattice と Leech lattice の
関係（埋め込みや隣接関係）の決定，および，
その応用。 
(2) 可移置換群が作用する自己双対・自己直
交符号の計算，その自己同型群の計算。 
(3) 強正則グラフとデザインについての実
例の計算，より広い範囲への拡張。 
 
２．研究の進捗状況 
(1) Leech lattice と Niemeier lattice に
ついて，どのような近傍関係にあるかという
問題について考察し，それぞれの Niemeier 
lattice が Leech lattice の m-neighbor 
になるような m の最小値を決定した。これ
は，Leech lattice のさまざまな構成法とも
関係する結果である。 
(2) 可移置換群の作用により不変な自己直
交符号の研究について，その最も重要な例の
ひとつである Hall-Janko 群に関する自己双
対符号の構成についての結果を完成させ，論
文をして出版された。さらに，より次数の高

い場合の計算を試みた結果，Rudvalis 単純
群の作用する４０６０次の置換表現から，３
つの自己双対符号が得られることがわかり，
符号の構造の研究等を開始した。以上は，連
携研究者の千吉良・原田との共同研究である。 
(3) 堀口直之（千葉大学研究生），中空大幸
（岡山大学博士研究員）の研究協力による，
ランク３のグラフとデザインに関する研究
については，以下の２件が完結し，共に論文
として出版された。 
①Suzuki graph の６６点の部分空グラフの
存在を示し，そこからユニタリ群が作用する
新しい３デザインができることを示し，具体
的な構成を与えた。さらに，その３デザイン
からの Suzuki graph の再構成を与えた。こ
の３デザインについては，Brouwer 氏の協力
もあって，簡明な形で記述することが出来た。
また，その一般化については，中空氏が研究
をまとめている。 
②長さ 24 の ternary code から得られる５
デザインと，Mathieu 群が作用する 1024 次の
グラフとの関連を見出し，上記の例と同様の
グラフの再構成を与えた。 
また関連する問題として，McLaughlin graph 
の幾つかの新しい構成法を，井上浩一（千葉
大学大学院）の協力の元で与えることが出来
た。 
 
３．現在までの達成度 
本研究の達成度としては， 
②おおむね順調に進展している。 

という評価を与えることとする。 
 
当初の研究目標の各項目について，順調に

進展があり，成果を得ている。特に Rudvalis 



群が作用する自己双対符号の存在は，申請時
の想定を上回る成果である。この群は，これ
までの研究成果の少ない対象であり，インパ
クトの大きい結果であると言える。また，
Suzuki graph の再構成と，そこに現れる新
しい３デザインの発見は，非常に重要なもの
であったと思うが，A.E.Brouwer 氏にの協力
を得ることで，極めて洗練された３デザイン
の記述を得ることができ，研究協力者の中空
氏による一般化を得たことも望外の成果で
あった。以上の成果は，当初の計画以上に進
展していると言える。 

一方で，Rudvalis 群の符号については，そ
れ以上の研究が進んでいない難しい問題で
ある。また，格子と群に関する問題として，
Thompson 群 が 作 用 す る Thompson-Smith 
lattice の研究を始めたが，今のところ目立
った成果を得てはいない。以上を総合して，
②という評価を与えた。 
 
４．今後の研究の推進方策 
(1) Rudvalis 群の置換表現における固定部
分群はTits群であり，これはF4型のリー型の
群と関係している。またThompson群について
は，E8型のリー環との関係が重要である。こ
うしたリー群・リー環についての研究協力を，
新たに連携研究者として参画してもらう安
部利行氏（愛媛大）に依頼し，研究の進展を
図りたい。 
(2) これ以外の課題となる Leech lattice 
に関する問題や，グラフとデザインに関する
問題については，現在の体制の中で順調に進
展しているので，昨年度までと同様の方針で
進めてゆく。特に，McLaughlin graph の構
成問題や，Leech lattice の構成問題につい
ては，計算機による試行錯誤を繰り返しなが
ら議論を続けてゆく考えである。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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