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概 要

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. 素な結び目においては, 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. 本論では, 最小交点数より1
大きい clock numberをもつ素な結び目について紹介する.

1. Clock Theorem

この章ではClock Theorem(Kauffman[1])を紹介する.

1.1. 準備

はじめにClock Theoremを紹介するにあたって, 必要な用語と記号を準備する. 記号や
用語は概ねKauffman([1])によっているが, universeの定義で starの配置を要求してい
ることと, S±を導入した点が異なる.

定義 1.1. 結び目や絡み目の交差情報のない射影図に対して, star 2つを隣り合う領域
につけたものをuniverseという. ただしこの定義にある射影図は, 横断的な 2重交点
以外に交点をもたない連結なものとする. universeにおいて, 曲線どうしの交点を頂点,

頂点から頂点までの曲線を辺という. 領域が隣り合うとは, 領域どうしが辺を介して隣
り合うことを意味する.

注意 . 一般に, 交差情報のない射影図に対して, starのつけ方は一意に決まらない.

注意 . 頂点が1つもない場合には, その1つの単純閉曲線自体を辺と呼ぶ.

例 . 次の2つの図1, 2はどちらもfigure-8 knotのuniverseの例である.

図 1 figure-8 knotのuniverse
図 2 figure-8 knotのuniverse

定義 1.2. universeの各頂点に対してまわりの4つの領域の1つを選択し,そこにmarker

をつけたものを stateという. ただしmarkerは, starのない各領域にはちょうど1つ入
り, starのある領域には入らないように配置するものとする.

注意 . 一般に, あるuniverseに対して stateはいくつか存在する.



例 . 次の図3, 4はどちらも図1のuniverseから作られる stateの例である.

図 3 図1のuniverseから作られる state 図 4 図1のuniverseから作られる state

次の命題により stateはうまく定義できていることがわかる.

命題 1.1. 任意のuniverseに対して領域の数は頂点の数より2多い.

証明. 頂点の数, 辺の数, 領域の数をそれぞれV , E, Fと書く. 球面のオイラー標数は2

であるから V −E + F = 2 である. 一方, universeにおいては, ひとつの頂点に対して
辺が4つずつつながっているので 4V = 2E である. この式を用いて上式のEを消去す
ると F = V + 2 が得られる.

定義 1.3. universe Uに対して, Uから作られる stateの集合をδ(U)と書く.

例 . 図 1のuniverse Uから作られる stateは次の 5つである. よって, Uに対する δ(U)

はこれら5つの stateを元とする集合である. S+, S−については定義1.5のものである.

S+ 

S- 

図 5 図1のuniverse Uから作られる5つの state

定義 1.4. stateの一部において, 図6のようにmarkerをつけ換える操作をstate trans-

positionという. この操作のうち, 2つのmarkerを時計回りに動かす操作をclockwise



transposition, 2つのmarkerを反時計回りに動かす操作をcounterclockwise trans-

positionという. 図6では,上の図から下の図へのmarkerのつけ換えがclockwise trans-

position, 下の図から上の図へのmarkerのつけ換えが counterclockwise transpositionを
表している.

    clockwise
transposition

counterclockwise  
    transposition

図 6 state transpositionを行う stateの一部

注意 . state transpositionを行ったあとも starの位置は変わらず, markerは starのない
各領域にちょうど1つ入っている.

例 . 次の図 7は state transpositionの一例である. transpositionに用いている 2つの
makerを青色で表している.

clockwise 
transposition

counterclockwise 
transposition

図 7 state transposition



定義 1.5. 　 counterclockwise transpositionを行うことができない stateを clocked

stateといい, S+と書く. clockwise transpositionを行うことができない stateをcoun-

terclocked stateといい, S−と書く.

例 . 次の図は clocked state, counterclocked stateの一例である.

S+

図 8 clocked state

S−

図 9 counterclocked state

1.2. Clock Theorem

ここまでの定義を用いてClock Theoremの内容を述べる.

定理 1.1 (Clock Theorem). 　
universe Uを固定する. この時, δ(U)に対して次の1, 2, 3が成り立つ.

1. clocked state, counterclocked stateがそれぞれ一意に存在する.

2. 任意の stateは,

(a) 有限回の clockwise transpositionを行うことにより counterclocked stateに
移り変わる.

(b) 有限回の counterclockwise transpositionを行うことにより clocked stateに
移り変わる.

3. 一般にclocked stateから他の stateへのclockwise transpositionの列は一意に定ま
るとは限らないが, clockwise transpositionの回数は一定である.

Clock Theoremから, 次の定義 1.6の半順序関係“ ≧ ”によって δ(U)が lattice構
造を持つことがわかる.

定義 1.6. state S, S ′に対して, Sが有限回の clockwise transpositionによりS ′に移り
変わるとき, S ≧ S ′ と定める.

定義 1.7. 本論文では, δ(U)のHasse図をstateによる latticeといい, 単に latticeとい
う. latticeでは,次の図10の例のように,各 stateに対して1度のclockwise transposition

で移り変わる stateを下に書いてつなぐ.



ある 1カ所で
clockwise 
transposition

ある 1カ所で
counterclockwise 
transposition

図 10 state同士のつなぎ方

例 . 図5の δ(U)に対する latticeは次のようになる. 右上の図形は latticeの形を表して
いる.

S+ 

S- 

図 11 図5の δ(U)に対する lattice



注意 . 一般に, latticeは平面グラフになるとは限らない.

2. Clock Number

この章では阿部 ([3])が定義したClock Numberと, それに関する定理を紹介する.

本論では結び目Kについて, 最小交点数を c(K), 橋指数を b(K)と書く.

2.1. clock numberの定義

Clock Theoremから次のように latticeの段数を定義することができる.

定義 2.1. universe Uを固定すると, Uから作られる stateの集合 δ(U)が定まる. Clock

Theoremから, δ(U)には clocked state S+と counterclocked state S−がそれぞれ一意に
存在し, S+からS−までの clockwise transpositionの回数が一意に決まる. このS+から
S−までの clockwise transpositionの回数に1を加えたものをuniverse Uによって定ま
る latticeの段数といい, p(U)と書く.

例 . 図12の latticeの段数p(U)は3+1 = 4である. 図からわかるようにp(U)は“ lattice

の見かけの段数”と等しい.
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図 12 図1のuniverse Uから定まる latticeの段数 p(U)

この latticeの段数を用いて clock numberを定義する.

定義 2.2 (Clock Number). Kを結び目とする. Kのすべてのuniverseについて lattice

の段数を考え, その最小値をKのclock numberといい, p(K)と書く.

注意 . universeの定義から, 絡み目についても clock numberを考えることは可能であ
るが, 本論文では結び目についてのみ考えるものとする.



2.2. clock numberに関する既存の結果

定理 2.1 ([3]). Kを素な結び目とする. このとき, p(K), c(K)の間に次の不等式が成り
立つ.

p(K) ≧ c(K)

定理 2.2 ([3]). Kを素な結び目とする. このとき, 次の2つは同値である.

1. p(K) = c(K)

2. b(K) = 2

定理2.1を用いることにより, clock numberを求めることができる例を挙げる.

例 . figure-8 knot

figure-8 knotの最小交点数は4であるので, 定理2.1より clock numberは4以上である.

また, figure-8 knotのuniverseとして図1のuniverse Uがとれるから, 図12よりUによ
る latticeの段数は 4である. したがって, clock numberが 4以下であることもわかる.

ゆえに, figure-8 knotの clock numberは4である.

3. 最小交点数より1大きいclock numberを持つ結び目
前の章の内容から, 素な結び目Kの clock number p(K)は最小交点数 c(K)によって
p(K) ≧ c(K)という下からの評価を得ることができており, さらにp(K) = c(K)となる
同値条件もbridge indexによって与えられている. そこでこの章ではp(K) = c(K) + 1

となる素な結び目Kに注目する.

本論の主定理として, p(K) = c(K) + 1となる素な結び目Kの存在に関する定理 3.1

を示す. 定理の内容と証明を書く前に, 系3.1と命題3.1を準備しておく.

前の章の定理2.1と定理2.2から次の系3.1がわかる.

系 3.1. Kを素な結び目とする. このとき, 次の2つは同値である.

1. p(K) ≧ c(K) + 1

2. b(K) ≧ 3

命題 3.1. 次の図13のuniverse Uに対して,

p(U) = 2
n∑

k=1

ak − a1 − an − n+ 2

が成り立つ. ただしaiは左から i番目の柱の頂点の数を表すものとする.



図 13 universe U

証明. clocked stateからcounterclocked stateまでのclockwise transpositionの流れは次
の図 14のようになる. この図 14では clockwise transpositionの詳細すべてを取り上げ
ているわけではなく, 3つにわけて記載している. 各 stateを次の stateに変形するため
には, 青色の辺をはさんだ2つのmarkerで clockwise transpositionを行えばよい.

S+ : clocked state S- : counterclocked state 

(A)

(B)

(C)

図 14 clockwise transpositionの流れ

図14の矢印 (A), (B), (C)における transpositionの回数はそれぞれ次のようになる.



(A)
n−1∑
k=1

(ak − 1) (B) n− 1 (C)
n∑

k=2

(ak − 1)

よってp(U)はこれらを足しあわせ1を加えたものなので, 次のように計算できる.

p(U) =
n−1∑
k=1

(ak − 1) + (n− 1) +
n∑

k=2

(ak − 1) + 1

=
n−1∑
k=1

ak − (n− 1) + (n− 1) +
n∑

k=2

ak − (n− 1) + 1

= 2
n∑

k=1

ak − a1 − an − n+ 2

それではこの章の本題である定理3.1の内容を紹介し, 証明を行う.

定理 3.1. 次の2つを満たす素な結び目Kは無限に存在する.

1. p(K) = c(K) + 1

2. b(K) = 3

証明. 3以上の奇数a, bに対して, K = P (a, b, 2)が b(K) = 3かつp(K) = c(K) + 1を満
たすことを示す. ただし, P (a, b, 2)は次の図 15のような pretzel knotを表し, a, b, 2は
それぞれ右側, 左側, 中央の柱の頂点の数を表しているものとする.

図 15 P (a, b, 2)が表すpretzel knot

(I) b(K) = 3を示す.

[4]より b(K) ≧ 3であり, 図15の射影図から b(K) ≦ 3がわかる. よって b(K) = 3

が得られる.

(II) p(K) = c(K) + 1を示す.

(i) p(K) ≧ c(K) + 1を示す.

[5]からKは素な結び目であり, (I)よりb(K) = 3なので, 系3.1からp(K) ≧
c(K) + 1が得られる.



(ii) p(K) ≦ c(K) + 1を示す.
Kはalternating knotなので, [2]か
ら c(K) = a+ b+2である. ここで
図16のuniverse UはKのuniverse

であるから, 命題3.1より

p(K) ≦ p(U)

= 2(b+ 2 + a)− b− a− 3 + 2

= 2b+ 4 + 2a− b− a− 3 + 2

= a+ b+ 2 + 1

= c(K) + 1

が得られる.
図 16 P (a, b, 2)のuniverse U

(i), (ii)よりp(K) = c(K) + 1が得られる.

c(K) = a+ b+2より, b(K) = 3かつp(K) = c(K) + 1となる結び目Kを無限に構成す
ることができる.

最後に, 素な結び目Kの clock numberが最小交点数より 1大きくなるための必要条
件を紹介し, 本論を終える.

定理 3.2. Kを素な結び目とする. このとき, p(K) = c(K) + 1ならば b(K) = 3である.

この定理3.2の証明は修士論文 ([6])を参照のこと.
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