
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。
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）

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）

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）

14:55 – 15:20

沢辺 俊（早稲田大学）
On the potential function of the colored Jones polynomial

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）

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）

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）



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

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

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

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）

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

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

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

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）

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

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）



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

10:55 – 11:20

金 云峰（名古屋市立大学）
twisted link の pseudo Goeritz matrix

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

11:55 – 12:20

清水 達郎（東京電機大学）
Morse-Smale複体の diagrammaticな計算法

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）

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

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

15:30 – 15:55

柳田 幸輝（東京工業大学）
絡み目の parabolic Dijkgraaf-Witten不変量

15:55 – 16:20

石川 勝巳（京都大学数理解析研究所）
Torsions in Jacobi diagram spaces

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



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

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

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

11:55 – 12:20

米澤 康好（大阪公立大学 / Quantinuum K.K.）
Braid group actions from categorical Howe duality

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（慶応大学）との共同研究）

世話人：市原 一裕，松土恵理，茂手木 公彦（日本大学文理学部）


