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�小林一章氏との共同研究�

グラフの内在的性質に関する研究としては� ����	
������ ���による完全グ

ラフの結び目内在性や絡み目内在性の研究がまず挙げられるであろう� グラフ�

が結び目内在であるとは�の任意の空間グラフ ��が �非自明な結び目�を含む場

合を� グラフ�が絡み目内在であるとは�の任意の空間グラフ ��が �非分離な� �

成分の絡み目�を含む場合を言う� 結び目内在性に関しては ��� �� �� ��において

結び目内在グラフが複数明らかになっている� また� 絡み目内在性に関してはそ

の極小グラフ集合が完全に決定されている�

絡み目内在性の成分数に関する自然な一般化も試みられており� 任意の空間グ

ラフ ��が �非分離な� �成分の絡み目�を含むグラフ �を ��絡み目内在であると

いい� ���では ��絡み目内在グラフの一例が明らかになっている� また� 完全グラ

フに関しては���は ��絡み目内在性であるが� 完全グラフ��は ��絡み目内在性

ではないことが ���において示されている�

グラフの結び目内在性や絡み目内在性から派生した概念として� 結び目射影内

在� 絡み目射影内在 ���と言われる内在的性質がある�

グラフ�が結び目射影内在であるとは� �の球面への任意の填め込み�からの

空間への持ち上げを考えるとき� その中に �非自明な結び目�を含むものが存在す

る場合を言う� 非自明な結び目の代わりに �非分離な� �成分の絡み目�を含む場

合� グラフ�は絡み目射影内在であるという�

この内在的性質について成分数に関する一般化��絡み目射影内在性というもの

を考えるのは自然なことと言える� すなわち� グラフ�が ��絡み目射影内在であ

るとは� �の球面への任意の填め込み �からの空間への持ち上げを考えるとき�

その中に �非分離な� �成分の絡み目�を含むものが存在する場合を言う�

当然のことながら ��絡み目射影内在グラフは ��絡み目内在ではないため� ��絡

み目内在ではない��が ��絡み目射影内在性を有するか否かは自然な問題となる�

この問題については� 小林一章氏との共同研究により� ��は ��絡み目射影内在で

あるという結果が得られ� 研究集会 �結び目の数学������年 ��月� 東京女子大学�

において報告させていただいた�

そこで本稿では� 具体的にどのようなグラフが��絡み目射影内在性を有するか

を調べ� 得られた結果を紹介する�

定理 � ������は ��絡み目射影内在である�



定理 � の証明概略 ������の球面への任意の填め込み������には� 下図のような

��サイクル �個の填め込み����が含まれることを示す�

������の �つの頂点集合を � � ���� ��� ���� � � �	�� 	�� 	��� 
 � ���� ��� ���と

する� ������の部分グラフ����として� �� � ����� �� � ���� � �� � ����の �

つを考える�

������の球面への任意の填め込み ������における��� ��� ��には� ����の非平

面性より� それぞれに非隣接 �辺による交差が少なくとも �つ存在する� その �つ

の交差を生成する非隣接 �辺のあり方が

という場合を除いて� ����が含まれることが分かる�

上図の場合は� 新たな頂点集合� � ���� ��� 	��を用いて� 完全 �部グラフ�� �

����を考える� ������における��には� ����の非平面性より� 非隣接 �辺による

交差が少なくとも �つ存在する� このとき� �つの交差を生成する非隣接�辺のあ

り方は下記の ��パターンのいずれかとなる�

※1



※2

※ �と※ �の場合を除いて� ����が含まれることが分かる�

残った �つのパターン※ �� ※ �に関しては� 新たな頂点集合 � �	�� ��� ���を

用いて� �つ目の完全 �部グラフ�� � ���� を考える� すると� いずれの場合も�

��� ��のそれぞれに存在が保証される交差 �つを生成する非隣接 �辺のあり方か

ら����が含まれることが分かる�

�

定理 � より� �を �以上の自然数とするとき� ������は ��絡み目射影内在である

かという問題が考えられるが� これに関しては下記までしか判明していない�

定理 � �を �以上の自然数とするとき� ����������は ��絡み目射影内在である�

定理 � の証明概略

����������の球面への任意の填め込み����������には� 下図のような ��サイクル

あるいは ��サイクル �個の填め込み� ����が含まれることを� �に関する帰納法

で示す�

�� �個のサイクル

��� ��������の球面への任意の填め込み��������に� ����が含まれることを示す�



�������� の �つの頂点集合を� � � ���� ��� ��� ���� � � �	�� 	�� 	�� 	���


 � ���� ��� ��� ���� � � ����とする� さらに� �� � ���� ��� ���� �
� �

�	�� 	�� 	��� 

� � ���� ��� ���とおき� �������� の部分グラフ������ として

�� � ���������を考える�

定理 � の証明より� ��������の球面への任意の填め込み��������における

�� には����が含まれる�

�つのサイクルのうち� 青色サイクル �つと赤色サイクル �つに注目す

ると� そのあり方は �対称性を考慮にいれると�下図のように考えても一般

性を失わない�

つぎに� 新たな頂点集合 � ���� 	�� 	��� � � ���� ��� ���を用いて� 完

全 �部グラフ�� � ���� を考える� ��������における��には� ����の非平

面性より� 非隣接 �辺による交差が少なくとも �つ存在する� このとき� �

つの交差を生成する非隣接 �辺のあり方は下記の �パターンのいずれかと

なる�

いずれの場合にも�下図のように� ����を含んでおり� � � �のときに成り

立つことが分かる�

��� � � �のとき� �	�	�	�	��の球面への任意の填め込み�	�	�	�	��に� ���� が含ま

れると仮定して� �
���������������
の球面への任意の填め込み�	���	���	���	��



を考える� ���の場合と同様にして� ���� ��が含まれることを示すことが

でき� � � �� �のときも成立することが分かる�

�
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