
研究集会「結び目の数学 VI」

日本数学会トポロジー分科会・トポロジープロジェクトの一環として 2013年度科学研究費
補助金（基盤研究（Ａ））「結び目理論研究とその応用」（研究代表者：河内明夫，課題番号
24244005）2013年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））「結び目と 3次元多様体のトポロ
ジー」（研究代表者：大槻知忠，課題番号 24340012）の援助を受け，標記の研究集会を下記
のように開催いたします。

世話人：市原 一裕，茂手木 公彦（日本大学文理学部）

日時：2013年 12月 18日 (水) 14:00ー 21日 (土) 12:40

会場：日本大学文理学部 百周年記念館 国際会議場
（156-8550 東京都世田谷区桜上水 3－ 25－ 40）

プログラム
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櫻井 みぎ和 望月 厚志 渡邊 真悟
12:10 – 12:40 12:10 – 12:40 12:10 – 12:40

高岡 邦行 岡崎 建太 吉田 はん
14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30

村上 雅彦 橋爪 惠 伊藤 昇
14:40 – 15:10 14:40 – 15:10 14:40 – 15:10

堀内 澄子 芦原 聡介 瀧村 祐介
15:40 – 16:10 15:40 – 16:10 15:40 – 16:10

増田 優祐 松崎 尚作 太田 沙樹
16:20 – 16:50 16:20 – 16:50 16:20 – 16:50

舟橋 泰紀 三浦 嵩広 河村 建吾
17:00 – 17:30 17:00 – 17:30 17:00 – 17:30

正井 秀俊 伊藤 哲也 門上 晃久

懇親会：12月 20日（金）18:00 –

カフェテリア「チェリー」（日本大学文理学部キャンパス 第 2体育館 2階）



アブストラクト

12月 18日（水）

14:00 – 14:30

村上 雅彦（日本大学文理学部情報科学研究所）
On computation of HOMFLY polynomials of Montesinos links

We propose an algorithm to compute the HOMFLY polynomial of a Montesinos

link with n crossings in O(n3) time.

14:40 – 15:10

堀内 澄子（東京女子大学現代教養学部）
A lattice of virtual knots by crossing changes

（大山 淑之氏（東京女子大学）との共同研究）

Rnの格子点を vertexとし, Rnでのユークリッドの距離が 1の 2点を edgeで結んだ
無限グラフをn次元格子グラフと呼ぶ. (virtual) knot diagramにおける local move

M により, 2つの（virtual) knot K1, K2が移り合うとき, 移り合うために必要な
local move M の最小回数を dM(K1, K2)で表わす. (virtual) knotの local move M

によるn次元格子とは, vertexが (virtual) knotを表わし, 2つの vertexのグラフで
の距離が dM に一致する n次元格子グラフのこととする. ここで, vertexのグラフ
での距離とは, 2つの vertexを結ぶ最短 pathの edge数を意味する. crossing change

によって移り合う virtual knotの集合において, 以下の結果を示す. 任意の自然数
N に対して, virtual knotの crossing changeによるN 次元格子が存在する.

15:40 – 16:10

増田 優祐（神戸大学大学院理学研究科）
仮想結び目の図式とデーン表示群

古典的結び目の群は、Wirtinger 表示だけでなく、Dehn表示群ももつ。この講演
では、仮想結び目の図式に対してDehn表示をもつ群を定義し、その幾何的な解釈
を与える。

16:20 – 16:50

舟橋 泰紀（神戸大学大学院理学研究科）
2橋結び目のOU列について

結び目の図式を一周すると、交点の上下の情報から文字O（上交点）と U（下交
点）の列が得られる。この研究では、与えられた 2橋結び目に対して、その 2橋図
式から得られるOU列の集合を、結び目の判別式などを用いて決定した。

17:00 – 17:30

正井 秀俊（東京工業大学大学院情報理工学研究科）
双曲３次元多様体上の通約な fibration の個数について



Thurston の仕事により，ベッチ数が２以上の双曲３次元多様体は fibered であれ
ば無限後の相異なる fibrationを持つ事が知られている．本講演では１つの多様体
上の fibration 間でCalegari-Sun-Wangにより定義された fibration に対する通約関
係がどの程度成り立つかについて議論する．



12月 19日（木）

10:00 – 10:30

大場 貴裕（東京工業大学大学院理工学研究科）
Stein fillings of homology spheres with planar open books

コンパクト Stein曲面の境界には contact構造が自然に現れ, その contact構造を
supportする open bookを考えることができる. 本講演では, ある Stein曲面の境界
が homology sphereであり, かつその contact構造が planar open bookに support

されるための 1 つの必要十分条件を写像類群の言葉で与える. さらに, Mazur多様
体を Stein fillingとしてもつ homology sphereの存在についても紹介する.

10:40 – 11:10

佐藤 光樹（東京学芸大学大学院　教育学研究科）
Non-orientable genus of a knot in punctured CP 2

Let K be a knot in ∂(CP 2 \ B̊4) and F ⊂ CP 2 \ B̊4 a smoothly embedded nonori-

entable surface with boundary K. We prove that if represents zero in H2(CP 2 \
B̊4, ∂(CP 2 \ B̊4); Z2), then b1(F ) ≥ −σ(K)

2
+ d(S3

1(K))− 1, where d(S3
−1(K)) is the

Heegaard Floer d-invariant of the integer homology sphere given by 1 surgery on

K. In particular, if K is
n

#942, then the minimal first Betti number of such surfaces

is equal to n − 1.

11:30 – 12:00

櫻井 みぎ和（東京女子大学大学院理学研究科）
A polynomial invariant and the forbidden move of virtual knots

Satoh and Taniguchi introduced a numerical invariant called an n-writhe and we

can define a polynomial invariant by using the n-writhes. In this talk, we provides

the difference of the values obtained from the polynomials between two virtual

knots which can be transformed into each other by a single forbidden move. As

a result, we make it possible for many virtual knots to determine the unknotting

numbers by forbidden moves.

12:10 – 12:40

高岡 邦行（早稲田大学大学院教育学研究科）
ＬＲ数３の平面閉曲線の決定

有限個の横断的な２重点のみを持つ向き付けられた平面閉曲線に対して、その曲
線上を向きに沿って辿ったときに現れる各２重点に、その交差の方向に従って、文
字Ｌ (Left)と文字Ｒ (Right)を対応させることで、２重点の個数とそれぞれ等しい
ＬとＲの巡回的文字列が得られる。その文字列中の部分列ＬＲの個数を平面閉曲
線のＬＲ数と呼ぶことにする。今回ＬＲ数が３以下である平面閉曲線を決定出来
たのでこれについて報告する。



14:00 – 14:30

橋爪 惠（奈良女子大学大学院人間文化研究科）
同じ射影図を持つリンクダイアグラムの集合の領域交差交換による同値類について

2010年，清水氏らによって領域交差交換と呼ばれる，classicalな link diagramに
おける局所変形が定義された．ここで同じ射影図をもつリンクダイアグラムの集
合 {Di}に対してDiとDjが領域交差交換で移り合うとき，同値であるという同値
関係を入れる．今回の講演ではこの同値関係による同値類について得られた結果
を報告する．

14:40 – 15:10

芦原 聡介（広島大学大学院理学研究科）
基本カンドルが同型な ribbon 2-knot/torus-knotの基本バイカンドルについて

基本カンドル, 基本バイカンドルは結び目や曲面結び目の不変量である. 基本カン
ドルよりも基本バイカンドルの方が（曲面）結び目の強い不変量であるかどうか
は知られていない. この講演では, ２つの ribbon 2-knot/torus-knotの基本カンド
ルが同型ならば, それらの基本バイカンドルは同型であることを示す. また ribbon

2-knot/torus-knotの基本カンドルから基本バイカンドルを得る対応を与える.

15:40 – 16:10

松崎 尚作（早稲田大学大学院教育学研究科）
成分平面的絡み目の平面数について

各成分がある平面に含まれている絡み目を成分平面絡み目と呼び、成分平面絡み
目と同値な絡み目を成分平面的絡み目と定義する。成分平面絡み目を含む平面の
最小数をその成分平面絡み目の平面数と呼び、成分平面的絡み目に対して、それ
と同値な成分平面絡み目の平面数の最小値をその成分平面的絡み目の平面数と定
義する。いくつかの自明な結び目からなる絡み目が成分平面的絡み目かどうかに
ついて考察する。また成分平面的絡み目の平面数について考察する。

16:20 – 16:50

三浦 嵩広（神戸大学大学院理学研究科）
On relationships between canonical genus and flat Seifert surfaces for knots

The canonical genus of a knot is defined as the minimal genus of all surfaces

obtained by applying Seifert’s algorithm to diagrams of the knot. It is known that

the half of the highest degree on z of the HOMFLY polynomial gives a lower bound

of the canonical genus. (Morton’s inequality) The flat Seifert surface is defined as a

surface obtained by applying Seifert’s algorithm to a diagram which has no nested

Seifert circles. It is known that any knot K has a flat Seifert surface F . In this

talk, we study sufficient conditions that the canonical genus of K is equal to the

genus of F , by using Morton’s inequality.



17:00 – 17:30

伊藤 哲也（京都大学数理解析研究所）
Introduction of knot framing function

Greene-Wiest introduced an invariant of knot, called a knot framing function. In

this talk, first we give an overview of this apparently less-known but stimulating

invariant. Then we show that the knot genus gives a lower bound of the knot

framing function. We present several research directions which can be attacked by

young graduate students.



12月 20日（金）

10:00 – 10:30

下田 真寛（神戸大学大学院理学研究科）
自明な結び目が 2-隣接である結び目について

一回の交差交換で移り合う結び目K, Jに対して、Kが Jに n−隣接であるという
関係がAskitasとKalfagianniによって定義された。自明な結び目に n-隣接である
結び目については研究されているが、逆に、自明な結び目が n-隣接である結び目
についてはあまり研究されていない。この研究では、自明な結び目が結び目Kに
2-隣接であるための必要条件を、Kの判別式を用いて与える。

10:40 – 11:10

堀 光則（広島大学大学院教育学研究科）
Negative twist knotの５重分岐被覆空間に対する L空間予想について

Negative twist knotの５重分岐被覆空間が L空間であることを示す。

11:30 – 12:00

望月 厚志（京都大学数理解析研究所）
open book分解をもつ 3次元多様体の量子 SO(3)不変量について

任意の閉 3次元多様体は open book分解により表示できることが知られている．こ
の講演では，種数 1の open book分解により表示される 3次元多様体に関する量
子 SO(3)不変量の例の計算結果について述べる．

12:10 – 12:40

岡崎 建太（京都大学数理解析研究所）
レンズ空間の E6 状態和不変量について

状態和不変量とは単体分割表示に基いて定義される 3次元多様体の位相不変量で
ある。TuraevとViroは状態和不変量を量子群の表現の 6j記号を用いて定義した。
Ocneanuはこの構成を、部分因子環の 6j記号を用いたものに一般化した。本講演
ではE6型部分因子環から定まる状態和不変量（E6状態和不変量）のレンズ空間の
値をすべて計算する。計算には発表者が構成したE6線型スケイン理論を用いる。
E6線型スケインとはある平面グラフから定義されるベクトル空間であり、これを
用いてE6状態和不変量を初等的に再構成することができる。

14:00 – 14:30

伊藤 昇（早稲田大学高等研究所）
(1,2) homotopy on knot projections

（瀧村祐介氏（早稲田大学大学院教育学研究科）との共同研究）

球面上の knot projection における、射影された Reidemeister move 1,2 を考え、
この局所変形で２つの knot projections が移り合うための必要十分条件を得たの
で、 報告する。



14:40 – 15:10

瀧村 祐介（早稲田大学大学院教育学研究科）
Strong and weak (1,3) homotopies on knot projections

(伊藤昇氏 (早稲田大学), 谷山公規氏 (早稲田大学)との共同研究 )

球面上の knot projection における、射影された Reidemeister move1, strong3,

weak3 を考え 、この局所変形で２つの knot projections が移り合うための条件
をいくつか得たので、報告する。

15:40 – 16:10

太田 沙樹（奈良女子大学大学院人間文化研究科）
結び目のCharacter varietyにおけるQ条件と bifurcation locus

本講演では代数的２橋絡み目群の SL(2,C)-character varietyについて考えます。一
般の SL(2,C)-character varietyにおいて、bifurcation current と呼ばれるものが
Deroin-Dujardinによって近年導入されています。これはランダムなメビウス変換
の積を考えることにより近似可能であることが知られています。本講演ではこれら
の計算を上記結び目の character varietyについて行うとともに、Bowditchによっ
て導入されたQ条件との比較も行います。

16:20 – 16:50

河村 建吾（大阪市立大学大学院理学研究科）
Tabulation of the clasp number of prime knots with up to 10 crossings

（門上晃久氏（華東師範大学）との共同研究）

Any knot in the 3-sphere bounds a clasp disk that is an immersed disk whose

singularity set consists of only clasp singularity. Then we can define a knot in-

variant called the clasp number. Let g(K), u(K) and c(K) denote the genus, the

unknotting number and the clasp number of a knot K respectively. In 1974, T.

Shibuya proved that the genus and the unknotting number are lower bounds of the

clasp number, that is, max{g(K), u(K)} ≤ c(K). We call the inequality Shibuya’s

inequality. In this talk, we introduce the tabulation of the clasp number of prime

knots with up to 10 crossings. In particular, we show that a certain knot does

not hold the equality of Shibuya’s inequality by using a characterization of the

Alexander invariant via the clasp disk introduced by K. Morimoto. This is a joint

work with T. Kadokami.

17:00 – 17:30

門上 晃久（華東師範大学数学系）
Handlebody presentation of a clasp disk and its inducing invariants

（河村建吾氏（大阪市立大学）との共同研究）

3 次元球面内の knot を境界とする singular disk で、singularity として clasp sin-

gularity のみを持つものを clasp disk という。任意の knot は clasp disk を（無数



に）張る。clasp disk の正則近傍は 3 次元球面内に埋め込まれた handlebody とな
る。その handlebody の境界に、clasp の近傍を除いて、元の knot を乗せること
ができる。clasp の近傍にある一定の操作を施すことにより、handlebody とその
境界の loop 達の対を得る。これを clasp disk の handlebody presentation という。
講演では、この表示の基本性質と、表示が誘導する不変量を定義する。



12月 21日 (木)

10:00 – 10:30

澤 祐太朗（神戸大学理学研究科数学専攻）
最小交点数より 1大きい clock numberをもつ結び目について

結び目に対して、clocked stateから counterclocked stateまでの距離に 1加えたも
のの最小値を clock numberと呼ぶ。clock numberは結び目の最小交点数以上であ
ることが証明されており、それらが一致するのは二橋結び目のみであることも知
られている。本講演では、最小交点数より 1大きい clock numberをもつ結び目に
ついて紹介する。

10:40 – 11:10

船越 紫（奈良女子大学大学院人間文化研究科）
Unknotting operations for fibered knots and pseud-fiber surfaces

In [Ko], it is shown that the unknotting operations for unknotting number 1 fibered

knots are realized by twists on fiber surfaces, which produce pre-fiber surfaces. In

this talk, we propose a formulation generalizing the result for fibered links with

unknotting number s ≥ 2, that is, ascending sequence of pseudo-fiber surfaces.

[Ko] T.Kobayashi, Fibered links and unknotting operations, Osaka J. Math. 26(1989),

699–742

11:30 – 12:00

渡邊 真悟（明治大学大学院理工学研究科）
トーラス絡み目のゲーリッツ不変量

トーラス絡み目 T (q, r)のゲーリッツ不変量を計算して，トーラス絡み目に関する
他の不変量との比較を考えてみました．

12:10 – 12:40

吉田 はん（群馬工業高等専門学校一般教科（自然））
Commensurability of hyperbolic links

2つのhyperbolic 3-manifolds M1, M2がcommensurableならば vol(M1)
vol(M2)

∈ Q, cuspvol(M1)
vol(M1)

=
cuspvol(M2)

vol(M2)
, invariant trace field ，cusp parameter が同じであることが知られてい

る．この講演では volume, cusp volume, invariant trace field, cusp parameter が同
じであるが，互いに commensurableでない任意有限個の hyperbolic manifolds が
存在することを示す．


