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1. Introduction and Main result

L ⊂ S3を linkとし、L̃ ⊂ S2をLの diagramとする。特に、diagramを含む S2を
projection sphere Sという。Alternating diagramとは、各成分を辿ると各交点が上下
交互に現れる diagramのことであり、そのような diagramを持つ linkを alternating

linkという。また、almost alternating diagramとは、どこか 1交点の交差交換（その
交点を dealternatorという）を行うことで alternating になる diagramのことで、そ
のような diagramを持つ non-alternating linkを almost alternating linkという。本
講演では、alternating linkと almost alternating linkの splittabilityと primenessに
関する結果を紹介する。最初に、必要とされるいくつかの定義を与えておく。

Definition 1 (Connected)

S上で L̃を分離する S − L̃内の単純閉曲線が存在しないとき、L̃は connectedで
あるという。
Definition 2 (Prime)

L̃は connectedであり、S上の単純閉曲線Cで L̃とちょうど 2点で交わり、S −C

のどちらの領域にも L̃の交点が含まれるものが存在しないとき、L̃は primeである
という。
Definition 3 (Reduced)

Prime, almost alternating diagram L̃が以下のいずれの diagramでもないとき、L̃

は reducedという。（ここで ∗は dealternatorを表す）。
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Definition 4 (P-diagram)

Composite link Lが以下のdiagramを持ち，·の位置がLとあるdecomposing sphere

との交点に対応するとき，この diagramを P -diagram という。

                                                                                                                                

  

   *

Alternating linkの splittabilityと primenessについては、1984年にW.Menascoに
よって決定されている。

Theorem 1 (Menasco[2]). Link Lが connected, alternating diagramを持つならば、
Lは non-splittableである。

Theorem 2 (Menasco[2]). Link Lが connected, prime, alternating diagramを持つ
ならば、Lは primeである。

この定理は、alternating linkが non-splittableまたは primeであるための必要十分
条件を与えていることが分かる。即ち、alternating linkの場合は、alternating diagram
の性質とその linkの性質が対応している。Almost alternating linkの splittabilityに
ついては、2000年にM.Hirasawaによって部分的な解決が与えられた [1]。そして、
2004年にT.TsukamotoによってW.Menascoの手法を用いて、次の定理が示された。

Theorem 3 (Tsukamoto[3]). link Lがconnected, prime, reduced, almost alternating

diagramを持つならば、Lは non-splittableである。

T.TsukamotoとW.Menascoの手法を用いることで、primenessに関して次の結果
を得た。

Theorem 4. Composite link Lが connected, prime, reduced, almost alternating

diagram L̃を持つならば、L̃は P -diagramである。

この結果を用いて、次の系を得ることができる。

Corollary 5. L1, L2がprimeな almost alternating linksならば、L1♯L2は 2-almost

alternating linkである。

以降では、W.MenascoとT.Tsukamotoの手法を用いることで、主定理が導かれる
ことを見ていく。



2. The basic method

Lは、Theorem 4の仮定を満たすP -diagramでない diagramを持つ linkとし、di-

agramの各交点に ball （crossing ballと呼ぶ）を挿入し、B = {Crossing balls}と
おく。
ここで、projection sphereをSとおくとS3− (S ∪ (

∪
B))は 2つの ball B+, B−に

なり、その境界をそれぞれ S+, S−とおく。また、S±で S+または S−を表すことに
する。Lを isotopy で S+ ∪ S−上に移動し、Lの decomposing sphere F を S+ ∪ S−

に対して一般の位置にあるようにとると、S±とF の交わりはいくつかの単純閉曲線
である。Crossing ballの境界を bubbleと呼ぶことにすると、F に対して次の主張が
成り立つ。

Proposition 6 (Menasco[2]). F をうまく作り変えることで、F ∩ S±内の各単純閉
曲線Cは以下の条件を満たすようにできる。

(1) CはB− ∩ F またはB+ ∩ F 上の discを張る

(2) Cは少なくとも一つの bubbleを通る

(3) Cは 1本以上の弧で bubbleと交わることはない

W.Menascoは、この性質と alternating diagramの性質を用いて F ∩ S±の性質を
調べた。しかし almost alternating diagramの場合は、dealternatorを通る単純閉曲
線がいくらでも取れてしまうため、一般に F ∩ S±の性質を特徴づけることは難し
い。そこで、F とS±の交わりの様子をF 上の交差グラフGに対応させることで（即
ち、頂点をF ∩ (

∪
B)の discまたはF ∩Lの点、辺をF ∩ (S± − (

∪
B))の arc、面を

F − (S± ∪ (
∪

B∈B
B))の各成分に対応させる）グラフの議論として扱うことを考える。

特に、Gの 2連結部分グラフを blockといい、その blockの全ての facesの境界に対
応する S±上の arcsを configurationという。F が decomposing sphereであることか
ら、F ∩ Lの点に対応する頂点（これを vpと書く）は 2つであることに注意してお
く。このとき、各 faceに i− 4（iはその faceの頂点の個数）のweightを課すと、オ
イラーの公式を用いることで次の等式を得る。

Lemma 7.
∑

(i− 4)f(i) = −4

従って、Gのweightは負になることから、Gは 2-faceを持たなければいけないこ
とが分かる。

3. The weight of G

以降では、2-faceの周りにある facesの様子を見ることで、Gの weightを評価す
る。B±内の頂点を共有する 2つの 2-faces からなる subgraphを Z ′±とおき、他の
2-faceと頂点を共有しないB±内の 2-faceを Y ′±とおく。



Theorem 4の仮定を満たす P -diagramでない diagramの中で、交点数が最小のも
のを考える。まず、次の Lemmaを用意しておく。

Lemma 8. (Tsukamoto)

もし、以下のいずれかの diagram L̃が得られれば、Theorem 4の仮定を満たす L̃

よりも交点数の少ない P -diagramでない diagramを得ることができる。

I

  

   *

II

  

   *

III

  

   *

Y ′±またはZ ′±のそれぞれと edgesを共有する 2枚の faces (i-face, j-face (i, j ≥ 4)

を考える。このとき、そのような facesと Y ′± (resp. Z ′±)からなる block B±
Y ′ (resp.

B±
Z′)に対し、B±

Y ′ (resp. B
±
Z′)が vpを含まないときはときは Y ±

i,j-(resp. Z
±
i,j-)blockと

いい, B±
Y ′ (resp. B±

Z′)が vpを一つだけ含んでいるとき Ẏ ±
i,j-(resp. Ż±

i,j-)block、vpを
２つ含んでいるときは Ÿ ±

i,j-(resp. Z̈
±
i,j-)blockという。

B±
Y ′またはB±

Z′の weightが非負なら、それらの 2枚の facesから Y ′±またはZ ′±へ
weightsをdischargeしておく。B±

Y ′またはB±
Z′の weightが負であるblockは standard

positionにおいて考えていることから Y ±
4,4-block, Z

±
4,6-block, Ż

±
4,6-block, Z̈

±
4,6-blockま

たは Z±
4,4-blockとなる（図 1参照）。ここで、黒の頂点は dealternatorに対応する頂

点を表すものとする。

vp
vp vp

vp

vp

図 1: Y ±
4,4-block, Z

±
4,6-block, Ż

±
4,6-block, Z̈

±
4,6-blockまたはZ±

4,4-block

Gのweightが負であることから、Gはこの中のいずれかの blockを持つことが分
かる。
Gが Ż+-blockと Z+-blockを持つが Y +-blocksと Z̈+-blocksを持たない場合を考

える。Ż+-blockまたはZ+-blockをZ-blockと呼ぶ。まず、図 2の lまたは rの edge



を共有する faceを持つ blockを考える（このような blockは、それぞれZ-blockにCl-

隣接またはCr-隣接であるという）。∗で lまたは rを表すとする。

l r

図 2: 隣接関係

Y ∗,·
i,j -blocks (resp. Y

·,∗
i,j -block)で、i-faceが Z-blockにC∗-隣接であり（resp. C∗-隣

接でない）、j-faceはZ-blockにC∗-隣接である（resp. C∗-隣接でない）Y −
i,j-blocksを

表す。他の blocksの表記も、同様に定義する。また、Y ∗,∗
i,j -blocks, Ẏ ∗,∗

i,j -blocks, Ÿ ∗,∗
i,j -

blocksで Y −
i,jの i-faceと j-faceの両方が、Z-blocksにC∗-隣接である状況を表すとす

る。また、その他の blocksの表記も同様に定義する。Z-blockに C∗-隣接であるが、
Y ′−とZ ′−を持たない blockをX∗

i -blockという (i≥4)。Z-blocksの 4-facesの境界に
対応する loopsは、全て同じ bubbleを通ることから各 faceは高々一つの Z-blockに
しかC∗-隣接できないことが分かる。従ってC∗-隣接である blockは、Y ∗,·

i,j , Ẏ
∗,·
i,j , Ÿ

∗,·
i,j ,

Y ·,∗
i,j , Ẏ

·,∗
i,j , Ÿ

·,∗
i,j ,Y

∗,∗
i,j , Ẏ ∗,∗

i,j , Ÿ ∗,∗
i,j , Z∗,·

i,j , Ż
∗,·
i,j , Z̈

∗,·
i,j , Z

·,∗
i,j , Ż

·,∗
i,j , Z̈

·,∗
i,j , Z

∗,∗
i,j , Ż

∗,∗
i,j 、Z̈∗,∗

i,j , X
∗
i の

いずれかの typeになる。このとき、以下の Lemmaを得ることができる。

Lemma 9. (1) 4-faceは任意の Z-blockにC∗-隣接できない。

(2) Z−, Ż−または Z̈−の typeのいずれの blockの 6-faceも、任意のZ-blockにC∗-

隣接できない。

(3) Z−
6,6, Ż

−
6,6または Z̈−

6,6の typeのいずれの blockの 6-faceも、任意の Z-blockに
C∗-隣接できない。

Proof. (1) グラフとして

(i) (ii)

を得る。このとき、(i)はProposition 6-(3)に反し、(ii)は次の configurationを得る。



このとき、Lemma 8の diagram IIを得る。従って、diagramのminimalityに反
する。
(2) グラフとして

(i) (ii) (iii) (iv)

のいずれかを得る。(i)と (ii)は Proposition 6-(3)と minimality IIに反し、(iii),

(iv)のときは次の configuration (a), (b)または (c)を得る。

(a) (b) (c)

このとき (a), (b), (c)のいずれの場合も、Lemma 8の diagram IIIが得られるの
で、diagramのminimalityに反する



(3) (2)と同様に議論すれば、グラフとして

vζ

vζ Case 1 vζ

vζ

Case 2

vζ
vζ

Case 3

を得る。
Case 2のときを考えると、configurationとして以下の (i)または (ii)を得る。

(i) (ii)

(i)は diagramの primenessに反し、(ii)はProposition 6-(3)に反する。その他の場
合も、同様に議論できる。

次に、Z-blocksにC∗-隣接である block BZとそのZ-blocksのweightsの和を考え、
それが負になる blocksを調べる。BZがX∗

i のとき、そのweightsの和は非負である
ことに注意しておく。以下の表と Lemma 9を用いることで、負の weightを持つよ
うな blockは Y ∗,·

6,4 , Ẏ
∗,·
6,4 , Y

∗,∗
6,6 , Ẏ

∗,∗
6,6 , Z

∗,·
8,4, Ż

∗,·
8,4, Z̈

∗,·
8,4, Z

∗,∗
8,6 , Ż

∗,∗
8,6 または Z̈∗,∗

8,6 の typeの
blocksになることが分かる。

i+j=8 (i, j)=(4, 4)

i+j=10 (i, j)=(6, 4), (4, 6)

i+j ≥ 12 非負

Y ∗,·
i,j -, Ẏ

∗,·
i,j - or Ÿ

∗,·
i,j -block

i+j=8 (i, j)=(4, 4)

i+j=10 (i, j)=(6, 4), (4, 6)

i+j ≥ 12 非負

Y ·,∗
i,j -, Ẏ

·,∗
i,j - or Ÿ

·,∗
i,j -block



i+j=8 (i, j)=(4, 4)

i+j=10 (i, j)=(6, 4), (4, 6)

i+j=12 (i, j)=(6, 6), (4, 8), (8, 4)

i+j ≥ 14 非負

Y ∗,∗
i,j -, Ẏ ∗,∗

i,j - or Ÿ ∗,∗
i,j -block

i+j=8 (i, j)=(4, 4)

i+j=10 (i, j)=(6, 4), (4, 6)

i+j=12 (i, j)=(6, 6), (4, 8), (8, 4)

i+j ≥ 14 非負

Z∗,·
i,j -, Ż

∗,·
i,j - or Z̈

∗,·
i,j -block

i+j=8 (i, j)=(4, 4)

i+j=10 (i, j)=(6, 4), (4, 6)

i+j=12 (i, j)=(6, 6), (4, 8), (8, 4)

i+j ≥ 14 非負

Z ·,∗
i,j -, Ż

·,∗
i,j - or Z̈

·,∗
i,j -block

i+j=8 (i, j)=(4, 4)

i+j=10 (i, j)=(6, 4), (4, 6)

i+j=12 (i, j)=(6, 6), (4, 8), (8, 4)

i+j=14 (i, j)=(4, 10), (6, 8), (8, 6)

i+j ≥ 16 非負

Z∗,∗
i,j -, Ż

∗,∗
i,j - or Z̈

∗,∗
i,j -block

そこで、負のweightを持つ blocksの type分けをしておく。

Type II Y l,r
6,6 , Ẏ

l,r
6,6 , Ÿ

l,r
6,6 , Y

r,l
6,6, Ẏ

r,l
6,6, Ÿ

r,l
6,6, Z

l,r
8,6, Ż

l,r
8,6, Z̈

l,r
8,6, Z

r,l
8,6, Ż

r,l
8,6または Z̈r,l

8,6

Type I それ以外

更に、次のような隣接関係を定義しておく。
Definition

(A) f (a) ∂f

Z-blockが facefにDl-隣接であるとは、(A)の configurationが (a)になっているこ
とである。特に、(a)をHlという。



(B) f (b) ∂f

Z-blockが facef にDr-隣接であるとは、(B)の configurationが (b)になっている
ことである。特に、(b)をHrという。このとき、次の Lemmaが成り立つ。

Lemma 10. Z-blockに Cl-(resp. Cr-)隣接である Type I の block Bに対して、そ
の Z-blockはBの faceにDl-(Dr-)隣接である。

Proof. Ẏ l,·
6,4-blockの場合を考える。このとき、グラフとして

(i) (ii)               (iii)              (iv)          

を得る。(i)のとき、以下の configurationを得る。



このとき Ẏ l,·
6,4-blockは vpを一つ含むことから、次の 3つの場合がある。

I II III

Iは diagramの primenessに反し、IIは proposition 6-(3)、IIIは Lemma 8内の
diagram IIを得るので diagramのminimalityに反する。(ii), (iii), (iv)も同様である。
他の blocksに対しても、同様に示せる。

Y l,l
6,6, Y

r,r
6,6 , Z

l,l
8,6, Z

r,r
8,6のweightはそれぞれ 2だから、Dl-またはDr-隣接していない

Z-blockにweightを 2 dischargeする。Gのweightは負であることから、type I, Type
IIの blocksを vertices、Z-blocksを edgesと見なすことで、finite pathを得ることが
できる。

Cl
ClCl Cl

ClCr
CrCr Cr

Cr

しかしHlとHrは共存できないので、そのような pathは描けないことが分かる。
従ってこの場合、Gのweightは非負になる。その他の場合も同様の議論ができるの
で、Gのweightは非負になる。
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