
研究集会「 結び目の数理 V 」

日本数学会トポロジー分科会トポロジー連絡会議・トポロジープロジェクトの一環として，標記の
研究集会を以下の日程で開催致します。なお，本研究集会は

• 2022年度科学研究費補助金（基盤研究（A））「３次元双曲多様体上の量子トポロジー」（研究代
表者：大槻知忠、課題番号 21H04428）

• 2022年度科学研究費補助金（基盤研究（B））「グラフィクスとカンドル理論の観点からの 4次元
トポロジーの研究」（研究代表者：鎌田聖一、課題番号 19H01788）

によって推進されています。

世話人：市原 一裕，松土恵理，茂手木 公彦（日本大学文理学部）

日時：2022年 12月 21日 (水) 14:00–24日 (土) 12:55

会場：日本大学文理学部 百周年記念館 国際会議場
（東京都世田谷区桜上水 3－ 25－ 40）

プログラム

12月 21日（水） 12月 22日（木） 12月 23日（金） 12月 24日（土）
10:30 – 10:55 10:30 – 10:55 10:30 – 10:55

森 祥仁 松村 美波 開 萌実
10:55 – 11:20 10:55 – 11:20 10:55 – 11:20

高橋 夏野 金 云峰 瀬川 理奈
11:30 – 11:55 11:30 – 11:55 11:30 – 11:55

若槇 洋平 新井 克典 山口 貢輝
11:55 – 12:20 11:55 – 12:20 11:55 – 12:20

磯島 司 清水 達郎 米澤 康好
14:00 – 14:25 12:30 – 12:55 12:30 – 12:55 12:30 – 12:55

松土 恵理 戸川 千春 北野 晃朗 合田 洋
14:30 – 14:55 14:30 – 14:55 14:30 – 14:55

山岸 凱司 米村 拳太郎 舘野 荘平
14:55 – 15:20 14:55 – 15:20 14:55 – 15:20

沢辺 俊 酒井 花音 姫野 圭佑
15:30 – 15:55 15:30 – 15:55 15:30 – 15:55

大森 源城 高野 暁弘 柳田 幸輝
15:55 – 16:20　 15:55 – 16:20 15:55 – 16:20

斎藤 圭真 吉田 建一 石川 勝巳
16:30 – 16:55　 16:30 – 16:55 16:30 – 16:55

市原 一裕 廣瀬 進 門上 晃久



アブストラクト

12月 21日 (水)

14:00 – 14:25 松土 恵理（日本大学）
R-palette graphs and minimum numbers of colors for Dehn colorings

（大城佳奈子氏（上智大学）と山岸凱司氏（上智大学）との共同研究）
Dehn p-彩色は結び目図式の領域に対する彩色の１つである。本講演では、奇素数 pに対し
て任意のDehn p-彩色可能な結び目図式に表れる色数の最小値に対して評価を与える。ま
た、パレットグラフを用いて実際に図式上に表れる色の候補の決定方法について紹介する。
この研究は、大城佳奈子氏（上智大学）と山岸凱司氏（上智大学）との共同研究である。

14:30 – 14:55 山岸 凱司（上智大学）
The minimum numbers of Dehn colors and local biquandle cocycle invariants

（松土恵理氏（日本大学）と大城佳奈子氏（上智大学）との共同研究）
Dehn p-coloring は結び目図式の領域に対する、coloringの手法の一つである。本講演では、
p ≤ 25なる各奇素数 pについて、結び目のminimum number of Dehn p-colors の局所バイ
カンドルコサイクル不変量を用いた評価方法について紹介する。特に、ある pにおいて、
minimum number of Dehn p-colorsで区別される二つの結び目が存在することを示す。こ
の研究は、松土恵理氏（日本大学）と大城佳奈子氏（上智大学）との共同研究である。

14:55 – 15:20 沢辺 俊（早稲田大学）
On the potential function of the colored Jones polynomial

体積予想の根拠として，横田佳之氏の研究に端を発する色付き Jones多項式のポテンシャ
ル関数と結び目補空間の幾何構造との対応が知られている．本講演ではこれに関連して色
付き Jones多項式の，カラーに対応するパラメータも持ったポテンシャル関数について考
察する．これが導く結び目補空間の完備とは限らない双曲構造や，カラーに対応するパラ
メータでの偏微分の幾何学的な意味，A多項式やAJ予想等の関連するテーマを説明する．

15:30 – 15:55 大森 源城（東京理科大学）
A finite presentation for the balanced superelliptic handlebody group

（吉田勇耶氏（フューチャーアーキテクト株式会社）との共同研究）
GhaswalaとWinarskiによって導入された balanced superelliptic（以下BS）回転と呼ばれ
る有向閉曲面上の周期的写像がある．この写像が生成する有限巡回群の写像類群における
正規化群をBS写像類群と呼ぶ．BS写像類群の有限表示は，講演者と東京理科大学の廣瀬
氏によって与えられている．本講演では，BS写像類群とハンドル体群の共通部分となる
BSハンドル体群の有限表示について解説する．

15:55 – 16:20 斎藤 圭真（神戸大学）
２次元結び目の正則射影図の自己交差集合について
（佐藤進氏（神戸大学）との共同研究）

４次元ユークリッド空間に埋め込まれた２次元球面を２次元結び目という. ２次元結び目
は射影図で表され, その２重点, ３重点, ブランチ点の集合を自己交差集合という. ２次元



結び目Kのすべての射影図にわたる３重点の個数の最小値をKの３重点数といい, 特にブ
ランチ点を持たない射影図（正則射影図）にわたる３重点の個数の最小値をKの正則３重
点数という. ２次元結び目K の３重点数が４であるための必要十分条件はK が 2-ツイス
トスパン三葉結び目とリボンコンコーダントであることが知られている. 本講演では特に
「正則３重点数が４である２次元結び目は存在しない」ことの証明を簡明にする研究過程に
おいて得られた, ２次元結び目の正則射影図に関するいくつかの性質について紹介する. 本
研究は佐藤進氏（神戸大学）との共同研究である.

16:30 – 16:55 市原 一裕（日本大学文理学部）
Constructing Goeritz matrix from Dehn coloring matrix

（堀内柾希氏，吉田壮太氏（福島県立福島高等学校），松土恵理氏（日本大学）との共同研究）
In this talk, I will report an algorithm to construct a Goeritz matrix from a Dehn Coloring

matrix for a knot.



12月 22日 (木)

10:30 – 10:55 森 祥仁（東北大学）
色付き Jones多項式とADO不変量

Costantino, Geer, Patureau-Mirand は結び目に対するAkutsu̶Deguchi̶Ohtsuki 不変量
の留数が色付き Jones 多項式 で与えられることを証明した. この関係式から結び目に対す
るWitten̶Reshetikhin̶Turaev不変量と Costantino̶Geer̶Patureau-Mirand不変量の
関係式が証明される. しかし定理の仮定である「結び目」を「絡み目」に変更すると留数が
消えてしまうので関係式を導出できない. 今回の講演では Hopf 絡み目が tree 状に絡まっ
た絡み目（plumbed グラフで表せる絡み目）に対する先行研究の一般化を紹介する.

10:55 – 11:20 高橋 夏野（大阪大学）
コルクのトライセクション種数

トライセクションとは、4 次元多様体を 3 つのハンドル体に分解する概念である。4 次元
多様体にトライセクションの構造を与えることにより、トライセクション種数と呼ばれる
不変量が定義される。これは 3 次元多様体に対する Heegaard 種数の 4次元における類似
概念であると捉えることができる。本講演では、コルクと呼ばれる可縮な 4 次元多様体に
対してトライセクション種数を決定し、最小種数の相対トライセクションを構成する。さ
らに、コルクの切り貼り操作によって得られるエキゾチック対の相対トライセクション図
式を与える。

11:30 – 11:55 若槇 洋平（大阪大学）
第 2 Betti 数 9 の有理曲面のコルク

任意の単連結閉 4 次元多様体のエキゾチック（同相だが微分同相でない）対 (X,Y ) に対
して，X と Y はコルクと呼ばれるある部分多様体の切り貼り操作により互いに移り合う
ことが知られている．一方で，第 2 Betti 数が小さい単連結閉 4 次元多様体の微分構造を
変えるようなコルクの具体例はあまり知られていない．例えば，CP2#kCP2(k ≥ 2) のエ
キゾチック微分構造の構成は知られているが，具体的なコルクが見つかっている最小の k

の値は k = 9 である．本講演では，CP2#8CP2 の微分構造を変えるコルク（とその切り貼
り操作）の具体例を与えることができたので，これを紹介する．

11:55 – 12:20 磯島 司（東京工業大学理学院）
Gluck twistにより得られる４次元球面の trisection

（小川将輝氏（埼玉大学大学院理工学研究科）との共同研究）
GayとKirbyにより導入された４次元多様体の trisectionとは、４次元多様体を３つの４次
元の１ハンドル体に分解することをいう。trisectionによる分解の様子は trisection図式と
呼ばれる、Heegaard図式の類似である図式により表現出来る。本講演では、spunトーラス
結び目に沿ったGluck twistにより得られる４次元球面の無限個の trisection図式を構成す
る。また、そのように構成した trisection図式の standardnessに関する結果を紹介する。

12:30 – 12:55 戸川 千春（九州大学大学院数理学府）
ベクトル空間上のカンドル双線型形式を用いた有向結び目のカンドル彩色



有向結び目はカンドル彩色により色付けが可能であり、その彩色数は有向結び目の不変量
になることが知られている。本講演では、与えられたカンドルXから、ベクトル空間上の
X双線型形式を用いて新たなカンドルを構成し、それに関する彩色を調べ、もとのカンド
ルXによる彩色との関係について考察する。

14:30 – 14:55

米村 拳太郎（九州大学）
球面カンドルの埋め込みと結び目の不変量

カンドルは 1982年にD.Joyceと S.V.Matveevによって独立に定義された代数系です。さら
に近年、K.Ishikawaによって、smooth quandleと呼ばれる多様体構造を備えたカンドルが
定義されており、等質空間と深い関係を持っています。この講演では、smooth quandleの
Lie群への埋め込みに関する問題を紹介し、球面カンドルと呼ばれるカンドルの埋め込みと
結び目の不変量への応用に関する話をします。

14:55 – 15:20 酒井 花音（早稲田大学大学院教育学研究科）
link (m,n)-mosaicの総数とその拡張

11種類の模様のついた正方形を， m × n の長方形状に並べて link diagramとなるように
したものを，link (m,n)-mosaicという．S. Oh, K. Hong, H. Lee, H.J. Leeは一般のm, n

に対して，link (m,n)-mosaic の総数を与える公式を見つけた．本講演ではこの拡張とし
て，mosaicの辺を貼り合わせてトーラスなどの曲面を作ったとき，その上に実現される link

mosaic の総数を求める方法を紹介する．

15:30 – 15:55 高野 暁弘（東京大学）
Virtual Thompson’s group

（児玉悠弥氏（東京都立大学）との共同研究）
Jonesは 2017年, Thompson群F の元から絡み目を構成する方法を提唱し, 全ての絡み目が
F の元から得られることを示した. 本講演では, F を部分群として含む群 V F を新たに定義
し, 絡み目の一般化である仮想絡み目が, 全て V F の元から得られることを紹介する.

15:55 – 16:20 吉田 建一（お茶の水女子大学）
3次元多様体上の穴あき錐構造

錐多様体を一般化することにより、3次元多様体上の穴あき錐構造を導入する。錐多様体と
同様に、穴あき錐構造に対してホロノミー表現が定義できる。表現に沿って穴あき錐構造
を変形することができて、特異集合の交差を回避することができるようになる。また、トー
ラス上の絡み目から得られる穴あき錐構造の例も紹介する。

16:30 – 16:55 廣瀬 進（東京理科大学理工学部）
3次元多様体の 2重分岐被覆となる曲面束の擬アノソフモノドロミーのエントロピーについて
（金英子氏（大阪大学全学教育推進機構）との共同研究）

任意の向き付け可能閉 3次元多様体の 2重分岐被覆として円周上の曲面束が現れることが
作間氏により示されており、さらに Brooks氏によりその曲面束のモノドロミーとして擬ア
ノソフ同相写像が現れることが示されている。この講演では、3次元球面の 2重分岐被覆と
なっている 3次元多様体について、その 2重分岐被覆として現れる曲面束の擬アノソフモ
ノドロミーのエントロピーについて得られたことを報告する。



12月 23日 (金)

10:30 – 10:55 松村 美波（名古屋市立大学）
An n-writhe of a twisted knot

twisted linkは virtual linkの拡張した概念で、2008年に Bourgoinによって導入された。
virtual link diagramは向き付けられた閉曲面上の link diagramとして実現されるが、twisted
link diagramは (向き付けられているとは限らない)閉曲面上の link diagramとして実現さ
れる。一方 n-writheは S. SatohとK. Taniguchiによって導入された virtual knotの不変量
である。本講演では twisted knotに n-writheを導入し、その具体例を紹介する。

10:55 – 11:20 金 云峰（名古屋市立大学）
twisted link の pseudo Goeritz matrix

twisted link theory は virtual link theory の拡張であり、virtual link diagram の pseudo

Goeritz matrix の絡み目不変量は virtual link の不変量である。本講演では、twisted link

の pseudo Goeritz matrix を定義し、その性質について発表する。

11:30 – 11:55 新井 克典（大阪大学）
有向空間曲面図式の彩色に関する groupoid rackの普遍性について

有向空間曲面は S3 に埋め込まれた境界付き有向コンパクト曲面であり, S.Matsuzaki 氏に
よって有向空間曲面図式とそのReidemiester 変形が導入された. 本講演では有向空間曲面
図式と Reidemeister 変形に対応する公理を持った代数系である groupoid rack を紹介し,

groupoid rack が有向空間曲面図式の彩色に関して普遍的な代数であることを述べる.

11:55 – 12:20 清水 達郎（東京電機大学）
Morse-Smale複体の diagrammaticな計算法

M を S3内を結び目 kでDehn手術して得られる３次元多様体とする．kの結び目図式から
派生するいくつかの図を用いて，あるチェイン複体を組み合わせ的に構成する方法を紹介
する．このチェイン複体はＭの上のあるMorse関数の局所系係数Morse-Smale複体になっ
ており，得られたチェイン複体の情報をもとにReidemeister torsion等を計算することがで
きる．

12:30 – 12:55 北野 晃朗（創価大学）
Morse-Smale flowを用いたReidemeister torsionのトーラス和公式について
（清水達郎氏（東京電機大学システムデザイン工学部）との共同研究）

向き付け可能な 3 次元閉多様体 M とその基本群 π1(M) のリー群 G への線型表現 ρ :

π1(M) → G(及びG自身の線型表現) に対して, Chern-Simons摂動理論の枠組みから, ある
位相不変量 d(M,ρ)が Lescop, Shimizuらによって構成, 研究されている. 特に, ρが可換表
現の場合には, この不変量 d(M,ρ)は本質的にReidemeister torsionと一致することが証明
されている.　
この不変量の定義を境界付き多様体の場合に拡張することは, 興味深い問題であるがそれ
自体は未だ実行されていない. 一方で, Riedemeister torsionは 2次元トーラスを境界とす
る場合にも自然に定義され, 2つの境界付き多様体をトーラスで貼り合わせた場合, 和公式
が成り立つことが古典的に知られている.

本講演では, d(M,ρ)の境界付き多様体への拡張を念頭におき, Reidemeister torsion として
の d(M,ρ)の Morse-Smale flow を用いたトーラス和公式の証明について紹介する.



14:30 – 14:55 舘野 荘平（名古屋大学大学院多元数理科学研究科）
The Iwasawa Invariants of Zd

p-covers of links

In this talk, we will define the Iwasawa invariants of links and give two asymptotic formulae

for the first homology groups of Zd
p-covers of links in rational homology 3-spheres, which

are generalizations of the Iwasawa type formulae proven by Hillman-Matei-Morishita and

Kadokami-Mizusawa. We will also provide examples of these formulae. Moreover, when

d = 2, considering the twisted Whitehead links, we will explain that Iwasawa µ-invariants

can be arbitrarily large. This is a joint work with Jun Ueki.

14:55 – 15:20 姫野 圭佑（広島大学）
トーラス結び目群における generalized torsionの位数について

群の generalized torsionとは，いくつかの共役元の積で単位元を生成できる非自明な元のこ
とである。このとき，単位元を生成するために必要な共役元の最小個数を，その generalized

torsion の order という。一般に generalized torsion の order の決定は難しい。本講演で
は，torus knot group 内のいくつかの generalized torsion の order を決定できたのでそれ
を紹介する。議論には群の stable commutator length という道具を用いる。

15:30 – 15:55 柳田 幸輝（東京工業大学）
絡み目の parabolic Dijkgraaf-Witten不変量

Dijkgraaf-Witten不変量とは有向閉３次元多様体の不変量であった。これをもとに、本研
究では SL2Fq放物的表現を用い、絡み目の不変量となる parabolic DW 不変量を新たに定
義した。この不変量は、分岐被覆空間のテクニックまたは、カンドルコサイクルを用いる事
で、“部分的に”比較的容易に計算できる。本講演では、その定義と計算例を紹介する。加
えてKaruo氏が考案した reduced DW不変量は parabolic DW不変量から還元され、よっ
て任意の結び目に対し結び目図式だけで計算可能な事も紹介する。

15:55 – 16:20 石川 勝巳（京都大学数理解析研究所）
Torsions in Jacobi diagram spaces

Jacobi図の空間とはある種のグラフによって生成される加群・ベクトル空間であり、結び目
の有限型不変量などと深い関わりを持つことが知られている。長らく（整係数の）開 Jacobi

図の空間には 3以上の位数を持つ捩れ元が存在しないことが予想されていたが、今回、開
Jacobi図の空間には任意の奇素数を位数とする捩れ元が存在し、さらにその一部に対応す
る円周上の Jacobi図の空間の元が対合射に対して非自明に振る舞うということが確かめら
れた。本講演ではこのような例を具体的に与えるとともに、関連するトポロジーの問題や
期待される事柄についてお話ししたい。

16:30 – 16:55 門上 晃久（金沢大学）
The Ma-Qiu index and the Nakanishi index for a fibered knot are equal, and ω-solvability

結び目 K、結び目群 G(K) に対し、Ma-Qiu 指数とは、G(K) の交換子部分群を正規に生
成する元の最小数のことで、中西指数とは、K の結び目加群の生成元の最小数のことをい
う。それぞれ a(K),m(K)と表すと、m(K) ≤ a(K)は明らかだが、等号成立するときでも、
よく知られた他の不変量で上から評価して示すことしかできなかった。今回、K がファイ
バー結び目のとき m(K) = a(K) であることを直接示すことができた。実際は、群に ”ω-



可解性” という概念を導入して、群対に対して上記不変量を拡張して定義し、群対が ω-可
解のとき等号成立であることを示した。系として、9交点以下の素な結び目の Ma-Qiu 指
数を完全決定した。

12月 24日 (土)

10:30 – 10:55 開 萌実（名古屋市立大学大学院）
The virtual skein relations for a multivariable polynomial invariant under some conditions

Dye, Kauffman, Miyazawa が導入した virtual link の invariant である multivariable poly-

nomial は Jones polynomial の精密化である. Jones 多項式に関しては ,特別な条件下の
virtual skein relation が N. Kamada, Nakabo, Satoh によって示された. さらに異なる条件
での Jones 多項式の virtual skein relation が N. Kamadaによって示された. 本講演では,

multivariable polynomial の 2つの異なる条件下の virtual skein relation について報告する.

10:55 – 11:20 瀬川 理奈（東京女子大学）
On knots and links in a rectilinear spatial graph on 7 vertices in the Petersen family

Naimi–Pavelescu determined the number of nonsplittable links in a rectilinear spatial graph

of K3,3,1 by using oriented matroid theory. In this talk, we determine the number of

nontrivial knots and nonsplittable links in a rectilinear spatial graph of K3,3,1 and Q7 in

the Petersen family under some conditions by a topological way.

11:30 – 11:55 山口 貢輝（京都大学）
The 3-loop polynomial of knots obtained by plumbing the doubles of two knots

The 3-loop polynomial of a knot is a polynomial presenting the 3-loop part of the Kontse-

vich invariant of knots. In this talk, we calculate the 3-loop polynomial of knots obtained by

plumbing the doubles of two knots; this class of knots includes untwisted Whitehead dou-

bles. We construct the 3-loop polynomial by calculating the rational version of the Aarhus

integral of a surgery presentation. As a consequence, we obtain an explicit presentation of

the 3-loop polynomial for the knots.

11:55 – 12:20 米澤 康好（大阪公立大学 / Quantinuum K.K.）
Braid group actions from categorical Howe duality

I talk about categorical Howe dualities using a category of matrix factorizations (joint work

with Mackaay) and a bimodule category of deformed Webster algebras of type A (joint work

with Khovanov, Lauda and Sussan).

12:30 – 12:55 合田 洋（東京農工大学）
ファイバー結び目の体積表示
（森藤孝之氏（慶應義塾大学）との共同研究）

ベル多項式を用いて双曲ファイバー結び目の体積を表示します．


