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概 要
Cn-moveと呼ばれる local moveはVassiliev invariantと密接な関係

がある. knot K と Lが有限回の Cn-moveで互いに移り合うとき, K
から Lを得るために必要な Cn-moveの最小回数を Cn-distanceとい
い, dCn(K,L)と表す. 本研究では, dCn(K1,K2) = 1を満たすような
oriented knot の任意の組K1, K2 と, 任意に与えた自然数mに対し
て, dCn(K1, Jj) = dCn(Jj ,K2) = 1を満たし, かつ, oreder m以下の
Vassiliev invariantがK1とすべて一致するような無限個の異なるknot
Jj (j = 1, 2, . . .)が存在することを示す. 　

1. Introduction

Definition 1.1. nを自然数とし, vを abelian groupに値をとる knot invariant

とする. このとき, vは次の式で singular knotの invariantに拡張できる:

v
( )

= v
( )

－ v
( )

. (1)

singular knotとは，immersion f : S1 → R3のことであり，singularityはdouble

pointのみとする. double pointはflat vertexとして取り扱う.

n+1個のdouble pointを持つ singular knot Kn+1に対して

v(Kn+1) = 0 (2)

であり, かつ v(Kn) ̸= 0となるKnが存在するとき, vを order nのVassiliev

invariantであるといい, vnで表す.

図 1のような local moveを standard Cn-moveと呼ぶ. C1-moveは通常の
crossing change (図 2)として定義する. また, C2-moveはDelta move (図 3)と同
値なmoveである.

oriented knot KとK ′が互いに有限回の standard Cn-moveで移り合うとき, そ
れらはCn-equivalentであるという. Vassiliev invariantと standard Cn-moveの関
係として以下の theoremが知られている.

Theorem 1.2 ([4],[6]). 2つのknot K, K ′がCn+1-equivalentである必要十分条
件はK, K ′のorder n以下のVassiliev invariantがすべて一致することである.



図 1 : standard Cn-move

図 2 : crossing change

図 3 : Delta move

ΓをR3のすべてのknotの集合におけるCn-equivalence classとする. このとき,

dCnは距離の公理を満たし, (Γ, dCn)は距離空間となる.

本原稿ではdC1をdG, dC2をd∆と表すことにする.

dCn(K1, K2) = 1を満たすようなoriented knotの任意の組K1, K2に対して, K1

を中心とする半径１の sphereと, K2を中心とする半径１の sphereの交差部分に
ついて考える (図4).
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Hirasawa-Uchida[7]のGordian complexの結果, またはUchida[17]の寄り道交
差交換の結果より, crossing change (C1-move)について次の theoremが成り立つ.

Theorem 1.3 ([7],[17]). dG(K1, K2) = 1 を満たすような oriented knotの任意
の組K1,K2に対して, dG(K1, Jj) = dG(Jj, K2) = 1を満たすような無限個の異な
るknot Jj (j = 1, 2, . . .)が存在する.

図 5

Delta move (C2-move)については、以下のpropositionが得られる.

Proposition 1.4. d∆(K1, K2) = 1を満たすような oriented knot の任意の組
K1, K2に対して, d∆(K1, K

′) = d∆(K
′, K2) = 1を満たすようなknot K ′は存在し

ない.

Proposition 1.4の証明にはOkada[14]の結果を用いる.

Taniyama[15]により, Delta moveについては次の theoremが成立する.

Theorem 1.5([15]). d∆(K1, K2) = 1を満たすような oriented knotの任意の組
K1, K2に対して, d∆(K1, J1j) = d∆(J1j, J2j) = d∆(J2j, K2) = 1 を満たす無限個の
異なるknotの組 (J1j, J2j) (j = 1, 2, . . .)が存在する.

図 6



nが3以上のCn-moveについては, 以下の theoremが成り立つ.

Theorem 1.6. dCn(K1, K2) = 1を満たす oriented knot の任意の組K1, K2と
任意に与えた自然数mに対して, 次を満たすような無限個の異なる knot Jj (j =

1, 2, . . .)が存在する.

(1) dCn(K1, Jj) = dCn(Jj, K2) = 1 (j = 1, 2, . . .),

(2) vi (i = 1, 2, . . . ,m)に対して, vi(Jj) = vi(K1) (j = 1, 2, . . .).
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2. Theorem 1.6の証明のための準備

Definition 2.1 ([3]). n個の double pointをもつ singular knotをKnで表す. n

個の double pointの immersion f : S1 → R3 の preimageを考える. S1上, その
preimageの対となる2点をchordで結んだgraphをorder nのchord diagramと
呼ぶ. order nのchord diagramの生成する加群において図9の関係を4T relation

と呼ぶ.

図 8 : order 2の chord diagram

図 9 : 4T relation



Vassiliev invariantの定義により, vn(K
n)の値は n個の double pointの位置に

よって決まる. すなわち, chord diagramによって決まることになる. chord diagram

のVassiliev invariantの値を，そのchord diagramをもつ singular knotのVassiliev

invariantの値として定義する.

Jacobi diagramは chord diagramの一般化である.

Definition 2.2 ([1]). order nのJacobi diagram Gとは2n個のvertexをもつ
trivalent graphであり, G は subgraphとして circleを持ち, それを external circle

と呼ぶ. それ以外の部分を internal graphと呼ぶ. Gはさらに次の条件を満たす:

• external circleのみに向きが付いている,

• internal graph のdegree 3の各vertexには，接続する edgeに cyclic orderが
付いている.

order nの Jacobi diagramの生成する加群において，図 11の関係式を STU

relationと呼ぶ. AS relation, IHX relationはSTU relationにより生成できる.

図 10 : Jacobi diagram

図 11



order nの chord diagramの生成する加群を 4T relationで割った群をAnとし,

order nの Jacobi diagramの生成する加群を STU relationで割った群をBnとす
る. このとき, AnとBnは同型となる. chord diagramに対するVassiliev invariant

の値は, Jacobi diagramに対するVassiliev invariantの値へ線形に拡張される. す
なわち, Jacobi diagramは, STU relationにより chord diagramの一次結合で表
される. Jacobi diagramのVassiliev invariantの値は, chord diagramのVassiliev

invariantの値のその一次結合の値として定義される.

one-branch tree diagramはJacobi diagramの特別な場合である.

Definition 2.3 ([11]). internal graphがstandard n-treeに(vertexのcyclic order

を保って)同型であるJacobi diagram Gをorder nのone-branch tree diagram

と呼ぶ. standard n-treeとは図12のようなgraphである.

図 12 : standard n-treeとorder 4のone-branch tree diagram

external circle上の vertexに反時計回りに 0から nまでの番号をつける. ただ
し, internal graph(standard n-tree)の label 0のbranchに対応する external circle

上の vertexには 0をつける. internal graph(standard n-tree)の branchの label i

(i=1,· · ·,n)に対して external circleの vertexの番号 σ(i) を対応させると, n次対
称群Snの元σが得られる. 逆にSnの元σを与えると, one-branch tree diagramが
唯一つに決まる. one-branch tree diagramをσ ∈ Snを用いてTσで表す.

1回の standard Cn-moveを施したときのorder nのVassiliev invariantの変化量
について, Ohyama-Tsukamoto[12]により次の theoremが示されている.

Theorem 2.4 ([12]). KとK ′を oriented knotとし, K ′はKに 1回の standard

Cn-moveを施すことによって得られるものとする. このとき,

vn(K)− vn(K
′) = ±vn(Tσ).

Tσは施した standard Cn-moveに対応するorder nのone-branch tree diagram.



Theorem 2.4におけるTσは, standard Cn-moveにおけるarc 0からnのknot K

上の位置によってのみ決まる. さらにTheorem 2.4の等式の右辺の符号は施した
standard Cn-moveのarc 0からnのorientationによって決まる.

knot KのConway polynomialの znの係数はorder nのVassiliev invariantであ
ることが知られている.

次の lemmaがOhyama-Yamada[13]により示されている.

Lemma 2.5([13]). m′を 4以上の偶数の自然数とし, am′をConway polynomial

の zm
′
の係数とする. AS relationにより, σ(m′ − 1) < σ(m′) を満たすorder m′の

one-branch tree diagramを Tσで表す. このとき, am′(Tσ) = ±2 である必要十分
条件はσがσ(m′ − 1) < σ(1) < σ(m′)を満たすことである.

図 13

Cn-moveはCn-link modelと呼ばれる linkとのband sumとして表される. stan-

dard Cn-moveは次のmoveと同値である.

図 14

standard Cn-moveのCn-link modelは以下の linkである.

図 15



standard Cn-link modelと standard Cm-link modelの bandの交差交換におけ
るVassiliev invariantの変化量について, 以下の theoremが示されている.

Theorem 2.6([8]). KとLを以下の local moveにより移り合うoriented knotと
する. このとき,

vm+n+1(K)− vm+n+1(L) = ±vm+n+1(Tσ).

ここで, Tσはorder m+ n+ 1のone-branch tree diagramである.

01m0 01m0n n

K L

Cn-link model

standard standard

Cn-link model

図 16

Theorem 2.6のmoveは standard Cn-link modelの band 0で standard Cm+1-

moveを 2回施しているmoveと見ることができるが, standard Cn-link modelと
standard Cm-link model の bandの交差交換と同値な moveである. standard

Cn-link modelと standard Cm-link modelのbandの交差交換が standard Cm+n+1-

moveで実現できることはTaniyama-Yasuhara[16]においても示されている.

3. Theorem 1.6の証明

K1は, Cn-link model Aを取り除くとK2の diagramになるような knot diagram

を持っている.

012n

C link modeln - A
K1

図 17



nが 3以上の場合において, 図 18のようなCn-move前後で knot typeを変えな
いCn-moveが存在する ([12]).

図 18

このmoveのband 0と1のところに, band 0と1の上の部分のフックと打ち消す
ような交差点の上下のフックを加えておく. フックを加えたのものも, Cn-move前
後で trivial knotになることに変わりはない. よって, 図17のK1のknot diagram

を次のように表すことができる. 　

C link modeln - A

K1

b

b

b
0

１

ｎ

B

b 0

b１

bｎ

図 19

K1上で同じ link modelに接続しているbandの順番は変えることは出来ないが,

Cn-link model Aに接続している band b′k (k = 0, 1, . . . , n)とBに接続している
band bi (i = 0, 1, . . . , n)の順番は, bandをK1に沿って slideさせることにより変
えることができる. したがって, band b′n−1が b0と b1の間に存在し, Cn-link model

Aの他のbandがBのbandの間に存在しないようにできるので, そのようにband

の順番を入れ換えておく.

m′をm′ > m + nを満たすような偶数の自然数とする. このとき, 次のような
knot diagramを考える.
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図 20

図 20の knot diagramはCn-link model Aを取り除く（Aの赤丸でCn-moveを
行う）とK2になり, Bを取り除く（Bの赤丸でCn-moveを行う）とK1になる.

次に, 図20の赤い点線の四角のところを j回巻き付ける. このknotをJjとする.

A

B

01 m’-1m’ m’-n

j times

J j

n

図 21

JjはAにCn-moveを施すとK2に, BにCn-moveを施すとK1になることを保っ
ている. 図 21の knot diagramは, K1に standard Cm′−n-moveを 2j回施すこと
により, 得られると考える事ができる. m′ − n > mとTheorem 1.2より, Jj と
K1の order m以下のVassiliev invariantの値はすべて一致する. Theorem 2.6よ
り, vm′(Jj+1) − vm′(Jj) = ±vm′(Tσ)である. また, Lemma 2.5より, am′(Jj+1) −
am′(Jj) = ±2となる. 従って, Jj � Jk (j ̸= k, j, k = 1, 2, . . .).
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