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アブストラクト

12月 20日 (月)

13:00 – 13:20

村上 雅彦（日本大学文理学部情報科学研究所）
On computation of HOMFLY-PT polynomials of 2-bridge diagrams

We propose an algorithm to compute the HOMFLY-PT polynomialof a 2–bridge diagram

with n crossings in O(n3) time.

13:30 – 14:00

井戸 絢子（奈良女子大学大学院人間文化研究科）
On Reeb graphs derived from Heegaard splittings with distance 2g

Let P , Q be genus g Heegaard surfaces of an irreducible 3-manifold. Johnson and Li

introduced a method for giving an estimation of the Hempel distance of P via genus of

Q (which was originally proved by Scharlemann-Tomova) by using a horizontal arc in the

Rubinstein-Scharlemann graphic derived from P and Q. They show that if d(P ) > 2g,

then P and Q are isotopic. In this talk, we study about the case when d(P ) = 2g, in

fact, we show that Q can be isotoped a position with a ”nice” Reeb graph derived from

the horizontal arc. And as an application, we give an alternative proof of a result of

Berge-Scharlemann.

14:05 – 14:35

岡崎 真也（大阪市立大学大学院理学研究科）
On a Heegaard surface homeomorphism obtained by bridge position of a knot

For a knot in bridge position of the three sphere, we have a Heegaard splitting of the three

sphere such that the knot is included standardly in one of the Heegaard handlebodies.

Then we obtain a Heegaard splitting of the zero surgery manifold along the knot from

the Heegaard splitting of the three sphere. We considered how a Heegaard surface home-

omorphism of this Heegaard splitting of the zero surgery manifold is obtained from the

Heegaard splitting of the three sphere by the zero surgery of the knot. We showed that a

Heegaard surface homeomorphism is represented by a certain product of the generators

of the mapping class group of the Heegaard surface. In this talk, We consider properties

of this Heegaard surface homeomorphism.



14:40 – 15:10

佐藤 匡（東京工業大学大学院理工学研究科）
On the Conway potential function introduced by Kauffman

多変数 Alexander polynomialの正規化として知られる Conway potential functionについ
て主に二つのことを説明します. まず, Kauffman が「FORMAL KNOT THEORY」で紹
介した potential function の定義が, 確かに link の不変量であることを示し, その後, その
定義と Hartley の定義が一致していることを, J. Murakami の結果を用いて証明します.

15:30 – 16:00

阿部 由紀子（東京工業大学大学院理工学研究科）
The clock number of a knot

本講演において、まず Kauffman の ”Formal Knot Theory” にしたがって、結び目の図か
ら得られる連結な state の集まりを考える。それを用いて結び目に対し clock number と
いう概念を定義する。主定理として、ある結び目の clock number が最小交差数と一致す
るとき、その結び目は二橋結び目であることを示す。

16:05 – 16:35

北澤 直樹（東京工業大学大学院理工学研究科）
Surgeries on stable maps between low dimensional manifolds

One of the methods of studying the topology of manifolds is, to use functions which have

good properties (about singularities), which is called Morse theory. The theory has been

useful in studying manifolds. Recently, generalization of Morse theory is actively studied;

we take general Euclidian spaces or more generally, general manifolds as the target. In

the theory, stable maps, which are natural generalization of Morse functions, are essential.

Stable maps exist plentiful in good pairs of dimensions including pairs of low dimensions

([1]). However it is very difficult to construct examples of stable maps whose singularities

are clear except trivial ones (Ex.section 6 [2]). We introduce a basic operation called

surgery to construct new stable maps from a few ones. In singularity theory, it is im-

portant to classify maps modulo equivalence relations and we can introduce equivalence

relations naturally from the operation. It is also important to get information of not only

maps but also source manifolds considering the idea of Morse theory that studying the

source manifolds from singularities of good maps. Then, in this talk, we study about sta-

ble maps and surgeries in the cases pairs of dimensions are (3,2) or (4,3), both of which are

higher versions of (2,1), which is in the region of classical Morse theory. The operations

are defined for any pairs of dimensions, and in low dimensions, there often appears theory

of knots and low dimensional manifolds. We also think about some further applications.

[1]M.Golubitsky and V.Guillemin, Stable Mappings and Their Singularities, Graduate

Texts in Mathematics(14), Springer-Verlag(1974).

[2]O.Saeki, Topology of Singular Fibers of Differentiable Maps, Lecture Notes in Mathe-

matics(1854), Springer(2004).



16:45 – 17:15

谷口 里奈（奈良女子大学大学院人間文化研究科）
primitive stableの判定アルゴリズムとその応用

メビウス変換群に対して、Minskyは primitive stableと呼ばれる条件を定義している。ま
たMinskyは、Moriahと共に primitive stableと結び目の関係性について研究を行ってい
る。primitive stableの性質を調べるにあたって、与えられた変換群が primitive stableか
どうかを判定するアルゴリズムは非常に重要となってくるが、それはまだ知られていな
い。そこで今回、primitive stableの判定アルゴリズムを 2元生成の場合において提案す
るとともに、それを使用して primitive stableの性質について計算機実験を行った結果を
報告する。

17:20 – 17:50

森 さなえ（奈良女子大学大学院人間文化研究科）
Hyperbolic Coxeter group の growth functionについて

２次元、３次元の hyperbolic Coxeter groupの growth functionに関してはすでに詳細な
研究が行われているが、４次元以上についてのものについてはあまり知られていない。本
研究ではKellarhals,Perrenの recursion formulaと Steinberg’s formulaを元に、計算機で
高次元 hyperbolic Coxeter group の growth functionを計算するアルゴリズムを実装した。
その計算結果を報告する。



12月 21日 (火)

10:00 – 10:30

清水 理佳（大阪市立大学大学院理学研究科）
The span of the warping polynomial of a knot diagram

The warping degree of an oriented knot diagram with a base point represents how distant

a diagram is from a monotone diagram. We define the warping polynomial of an oriented

knot diagram via the warping degrees. In this talk, we discuss the span of the warping

polynomial. For example, a knot diagram with one or more crossing points is alternating

if and only if the span is one.

10:35 – 11:05

芦原 聡介（広島大学大学院理学研究科）
曲面絡み目のバイカンドルと ch-ダイアグラム

有向曲面絡み目のダイアグラムにおいて、ダイアグラムの各セミシートにラベルを付け
てそれらを生成元とし、二重点曲線に沿って関係式を入れることで、曲面絡み目のバイカ
ンドルが定義される。一方、任意の曲面絡み目は ch-ダイアグラムというマーカー付き絡
み目ダイアグラムで表すことができる。この講演では、曲面絡み目のバイカンドルをその
ch-ダイアグラムから求める方法を紹介する。

11:15 – 11:45

野坂 武史（京都大学数理解析研究所）
曲面結び目のカンドルホモトピー不変量について

有限なカンドルに対し, まず曲面結び面のカンドルホモトピー不変量を定式化した。その
不変量は、カンドルの分類空間の３次ホモトピー群に値を持ち、またカンドルコサイクル
不変量の普遍不変量である。本研究では、その空間の有理ホモトピー群を決定した。次
に、レギュラーアレクサンダーカンドルに対し, ３次ホモトピー群を決定付けた。系とし
て, カンドルコサイクル不変量やカンドルホモロジー群に応用を得た。またこの手法を使
い、２次ホモトピー群をも計算した。



11:50 – 12:10

阿部 翠空星（京都大学数理解析研究所）
有限体上の Alexander quandle の 4-cocycle について

quandleの非自明な 3-,4-cocycleが具体的に与えられると、surface linkの quandle (shadow)

cocycle 不変量が定義できるため、quandle の 3次と 4次の cohomology 群を決定するこ
とは重要である. 有限体上の Alexander quandle の 2次と 3次の cohomology 群は、co-

cycle を多項式で表し cocycle 条件を正標数上の或る線型微分方程式に書き直すことによ
り、望月拓郎氏によって決定されている. また、奇素数位数の quandle のすべての次数の
cohomology 群は野坂武史氏により決定されている.

本講演では、望月氏の方法を 4次に拡張することによって、有限体上の　 Alexander

quandle の多くの非自明な 4-cocycle を具体的に表示する. とくに、そのような quandle

の 2次の cohomology 群が 0のとき、4次の cohomology群を決定する.

13:45 – 14:15

合田 洋（東京農工大学大学院工学研究院）
(1,1)-knot の unknotting tunnel について
（林 忠一郎氏（日本女子大学）との共同研究）

unknotting tunnel に関する様々な研究を特に (1,1)-分解の観点から検討します．具体的に
は，以下の結果と我々の結果の関連をお話しする予定です．
・Boileau-Rost-Zieschang によるトーラス knot の unknotting tunnel の決定分類
・森元-作間による satellite knot の unknotting tunnel の研究
・森元-作間-横田 knot の発見
・ヘガード分解の Rubinstein-Scharlemann graphics

・小林による 2-bridge knot の unknotting tunnel の決定分類
・斎藤による (1,1)-knot の Heegaard distance の研究
・Scharlemann-Tomova, Johnsonによる Heegaard distance の unknotting tunnel への
応用
・Cho-McCulloughによる unknotting tunnel の depth

・古宇田による unknotting tunnel の complex

・石原による unknotting tunnel の depth の計算結果

14:20 – 14:50

張 娟姫（広島大学大学院理学研究科）
Bridge numbers of links and minimal numbers of meridian generators of link groups

It is a well known fact that if the link has an n-bridge presentation then its group can

be generated by n meridians. It is also known that the convers is true for n = 1 or 2. In

this talk, we show that the converse is also true for n = 3 provided that the link is an

arborescent link.



15:05 – 15:35

鮑 園園（東京工業大学大学院理工学研究科）
H(2)-unknotting operation and Heegaard Floer homology

H(2)-unknotting operation of a link was first studied by Lickorish, and its formal definition

was introduced by Hoste, Nakanishi and Taniyama. In this talk, we first review in brief

the studies so far related to this operation. After that, we introduce an obstruction for a

knot to having H(2)-unknotting number one. This obstruction is derived from Heegaard

Floer homology theory. Examples are also given to show its superiority, compared with

other methods.

15:40 – 16:10

岡崎 建太（京都大学数理解析研究所）
レンズ空間のスピン精密化Reshetikhin-Turaev SU(2) 不変量について

In 1991, the Reshetikhin-Turaev G invariants of closed oriented 3-manifolds are defined

for semisimple Lie group G. At even roots of unity, and for G = SU(2), these invariants

can be refined by spin structures or first cohomology classes. For lens spaces, these refined

invariants associated with the first cohomology classes have been calculated.

In this talk, we derive the explicit formulae for the spin refined Reshetikhin-Turaev

SU(2) invariants of lens spaces. By using this result, we also calculate the spin refined

Turaev-Viro invariants of lens spaces.

16:15 – 16:45

福永 知則（北海道大学大学院理学院）
Homotopy classification of monoliteral phrases with four or less letters

V.Turaev は 2005年頃, 語のホモトピー理論を導入した. これは, virtual knot や virtual

stringなどを Gauss codeの視点から一般化したものと思うことができる. 語のホモトピー
理論の基本的な問題として, ナノワード及びナノフレーズのホモトピーによる分類問題が
考えられる. 本講演では、monoliteral phrase と呼ばれるクラスのフレーズのうち, 文字
数が 4以下のものについての分類結果を紹介したいと思う. 時間があれば, 分類のために
構成した, 新しいナノフレーズのホモトピー不変量についても紹介したいと思う.

16:55 – 17:25

佐藤 友美（東京女子大学大学院理学研究科）
不足度 2の有限表示群のAlexanderイデアルについて

不足度 1の有限表示群の無限巡回群への準同型に関するAlexander行列の 1番初等イデア
ルは, 常に単項イデアルとなることが知られている. 一方, 不足度が 2の場合, 1番初等イ
デアルは (0)で, 2番初等イデアルは単項イデアルとは限らない. 今回, 不足度 2の有限表
示群のAlexander行列の 2番初等イデアルの生成元について調べた結果を報告する.



17:30 – 18:00

伊藤 哲也（東京大学大学院数理科学研究科）
A remark on Alexander criterion of bi-orderability

Clay-Rolfsenは Alexander polynomialを用いて fibered 3-manifold groupが bi-orderable

になるための一つの必要条件を与えた。一般に、Alexander polynomialを用いた議論は
(有限群表現についての)twisted Alexander polyonimialを用いる事により（時に、必要十
分条件を与えるほどに）強力になる事が多い。この講演では、これまでの多くのAlexander

polynomialの応用とは異なり、Clay-Rolfsen obstructionは twisted Alexander polynomial

を用いても強力にならないという事を示す。これは、bi-ordered groupの (meta)abeilanな
情報が有限被覆をとっても増えないという事を意味している。



12月 22日 (水)

10:00 – 10:30

堀内 澄子（東京女子大学大学院理学研究科）
Intersection of two spheres in the metric space of knots by Cn-moves

(joint work with Yoshiyuki Ohyama (Tokyo Woman’s Christian University))

A local move called a Cn-move is closely related to Vassiliev invariants. If two knots K

and L are transformed into each other by Cn-moves, a Cn-distance between K and L

is the minimum number of times of Cn-moves needed to transform K into L and it is

denoted by dCn(K, L). In this talk, we show that for any pair of knots K1 and K2 with

dCn(K1, K2) = 1 and for any given natural number m, there exist infinitely many different

knots Jj(j = 1, 2, . . .) such that dCn(K1, Jj) = dCn(Jj, K2) = 1 and they have the same

Vassiliev invariants of order less than or equal to m as K1.

10:35 – 11:05

内田 吉昭（神戸薬科大学薬学部）
Delta-unknotting operations and x-unknotting operations

Delta-unknotting operation changes the second coefficient of Conway polynomial ±1.

And Delta-unknotting operation is realized by two x-unknotting operations. Now we will

consider the second coefficient of Conway polynomial of the knot obtained only one x-

unknotting operation.

11:15 – 11:45

中村 伊南沙（京都大学数理解析研究所）
Quandle cocycle invariant of a certain T 2-link

We consider a surface link which is presented by a simple branched covering over the

standard torus, which we call a torus-covering link. A torus-covering T 2-link is determined

from two commutative classical m-braids, which we call basis m-braids, and we denote by

Sm(a, b) the torus-covering T 2-link with basis m-braids a and b. In this talk we present

the quandle cocycle invariant of Sm(b, ∆2n), by using the quandle cocycle invariants of

the closure of b, where ∆ is a half twist of a bundle of m parallel strands.

11:50 – 12:20

矢口 義朗（広島大学大学院理学研究科）
Hurwitz同値の分類による２次元ブレイドの無限型不変量

Hurwitz同値とは，群Gの n個の直積Gnの中で定義されるもので，トポロジーや代数幾
何などの分野への応用がある。本講演では，Gが Smと Zmの半直積のときのG4におけ
るHurwitz軌道分解について，得られた結果を述べる。但し，Smはm次対称群であり，
Zmは無限巡回群 Zのm個の直積とする。さらにこの結果を，４つの分岐点をもつ２次
元ブレイドの分類に応用することについて述べる。



13:45 – 14:15

Yo’av Rieck（University of Arkansas）
The Link Volume of 3-manifolds

(joint work with Yasushi Yamashita (Nara Women’s University))

It is well known that every closed orientable 3-manifold M is the branch cover of S3,

branched along a hyperbolic link. We wish to ask how efficient this representation is. For

a given branched cover M → S3, branched along a hyperbolic link L and of degree p,

we assign the complexity pV ol(S3 − L). We then define the link volume of M (denoted

LV (M)) to be the most efficient way of presenting M , that is,

LV (M) = inf{ p V ol(S3 − L) },

where the infimum is taken over all possible branched covers M → S3.

In this talk we will described the basic facts about the link volume. Most importantly,

we observe that for a hyperbolic manifold M , LV (M) > V ol(M). We then state a

structure theorem for manifolds of bounded link volume, which leads us to the conjecture

that, generically, LV (M) >> V ol(M). Finally, we will state a theorem about Dehn

fillings, showing that the link volume of a filled manifold is bounded above in terms of

the complexity of the slope filled (this complexity will be defined in the talk).

14:20 – 14:50

大城 佳奈子（広島大学大学院理学研究科）
On pallets for coloring invariants of spatial graphs

A Fox p-coloring for a spatial graph diagram is an assignment of an element of Zp =

{0, · · · , p−1} to each arc. At each crossing, the well-known coloring condition is satisfied.

An n-pallet of Zp is a subset of (Zp)
n satisfying some condition. It gives a coloring

condition for n-valent vertices. In this talk, we consider what kind of pallets can be

obtained for some integers p ≥ 3 and n ≥ 2.

15:10 – 15:40

岡本 美雪（日本工業大学工学部）
完全 3部グラフ K3,3,3 の 3-絡み目射影内在性について
（小林一章氏との共同研究）

グラフが 3-絡み目射影内在であるとは, グラフの S2への任意の正則射影に関する S3への
持ち上げにおいて非分離な 3-絡み目が存在することを言う. 本講演では, K3,3,3 が 3-絡み
目射影内在であることを示す.



15:45 – 16:15

櫻井 みぎ和（東京女子大学大学院理学研究科）
A new invariant for virtual knots and forbidden moves

It is known that any virtual knot can be deformed into a trivial knot by a finite sequence

of forbidden moves. In this talk, we define a new invariant p(K) for virtual knots and

give the difference of the values of p(K) between two knots which can be transformed into

each other by a single forbidden move.

16:20 – 16:50

今別府 孝規（広島大学大学院理学研究科）
仮想結び目のチェッカーボード彩色について

仮想結び目のダイヤグラムにもチェッカーボード彩色を定義することができる。仮想結び
目がチェッカーボード彩色可能なダイヤグラムを持つ時、その仮想結び目はチェッカーボー
ド彩色可能であるという。この講演では仮想結び目が彩色可能かどうかの判定に有効な不
変量を紹介し、それらを用いた 4交点以下の仮想結び目の判定結果も述べる。

17:00 – 17:30

下川 航也（埼玉大学大学院理工学研究科）
The XerCD-FtsK system unlinks replication catenanes in a stepwise manner

(joint work with Kai Ishihara, Ian Grainge, David J. Sherratt, and Mariel Vazquez)

Replication of circular chromosomes requires unwinding of the DNA and results in the

formation of DNA links. In Escherichia coli, error-free unlinking is required to ensure

proper segregation at cell division and stable plasmid inheritance, thus highlighting the

importance to characterize the topological mechanism of DNA unlinking. The site-specific

recombination system XerCD mediates sister chromosome unlinking in TopoIV deficient

cells. This reaction is activated at the division septum by FtsK, a powerful DNA translo-

case, which coordinates the last stages of chromosome segregation.

We here study the topological mechanism of DNA unlinking by the XerCD-FtsK system

using knot theory and computer simulations. We use the tangle method to find possible

topological pathways of DNA unknotting and unlinking by site-specific recombination on

small substrates. When assuming that the enzymes systematically reduce the topological

complexity of the substrates, we provide rigorous proof that there is only one possible

unlinking pathway. For example the XerCD-FtsK system unlinks 6-crossing catenanes in

a stepwise manner, converting the 6-cat into a 5-knot, into a 4-cat, into a 3-knot etc…
until reaching the unlinked state. We also present a preliminary computer model of DNA

recombination.



12月 23日 (木)

10:00 – 10:30

小谷 賀子（奈良女子大学大学院人間文化研究科）
Taming essential tori in link exteriors

KをK1を comoanionとする satellite結び目，その indexを kとすると bridge indexに関
して b(K) ≥ k · b(K1)が成り立つという Schubertの定理 (1954)の現代的な証明が Schul-

tens(2003)によって与えられている．本講演では Schultensの証明のアイデアを絡み目に
適応して得られる結果について紹介し，その応用 (L = K1 ∪K2の bridge numberとLに
おいてK1がminimal bridge presentationにあるという制限の下での Lの bridge number

について)を報告する．

10:35 – 11:05

門田 直之（大阪大学大学院理学研究科）
genus-2 Lefschetz fibrationの singular fiberの最小本数について

低空間が種数 hの向き付け可能な閉曲面であるような genus-2 Lefschetz fibrationの sin-

gular fiberの最小本数は 5本から 8本であることが知られている. Korkmazは h ≥ 6のと
き 5本であることを示した. 本講演では h ≥ 3で 5本とできることを示し，h = 1, 2のと
きについての考察も紹介する.

11:15 – 11:45

八木 潤（高知大学大学院総合人間自然科学研究科）
The primeness of almost alternating link diagrams

As one of the basic questions in the knot theory, it is interesting to know criterions for

the splittability and the primeness of a link represented by a diagram. In the case of

alternating links, Menasco showed that we can determine from the alternating diagram

whether a link is splittable or prime. Adams asked when an almost alternating link is

splittable or prime. For links represented by almost alternating diagrams, Tsukamoto and

Hirasawa studied whether they are splittable or not. By using techniques introduced by

Menasco and Tsukamoto, we determine the primeness of a link with an almost alternating

diagram.

11:50 – 12:20

花木 良（奈良教育大学教育学部）
Trivializing number of knots

結び目に対して自明化数を定義し，考察を行う．この自明化数は結び目解消数と種数を上
から評価する．正結び目の自明化数は，その結び目解消数の 2倍になるという予想を紹介
し，部分的な解答を与える．


