
研究集会「結び目の数学 III」
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、2010年度科学
研究費補助金 (基盤研究 (A))「結び目理論研究」（研究代表者：河内明夫（大阪市立大学）
研究課題番号：21244005）、2010年度科学研究費補助金 (基盤研究 (A)) 「クライン群と
タイヒミュラー空間の大域幾何的研究」（研究代表者：大鹿健一（大阪大学大学院）研究
課題番号：22244005）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。

日時：2010年 12月 20日 (月) 13:00ー 23日 (木) 12:20

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
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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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）

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

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

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

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

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

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



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))

10:35 – 11:05

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

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

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

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))

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

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）

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

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

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)

18:00 –

懇親会
（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））



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

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

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

11:50 – 12:20

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

世話人： 市原 一裕（日本大学文理学部）
茂手木 公彦（日本大学文理学部）


