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1 定義および準備
仮想絡み目 diagram（virtual link diagram）とは 2次元球面 S2にはめ込まれた向きづ

けられたループの集合で，Kauffman によって導入された [1]．仮想結び目 diagram の各
交点には図 1に示すように正，負，仮想（virtual）のいずれかの情報がついており，正の交
点，負の交点を合わせて実交点と呼ぶ．仮想交点とは，上下の情報が無い交点で円周が付
加している．仮想絡み目 diagram の，図 2の (1)～(3)に示す Reidemeister move，(4)～
(7)に示す virtual Reidemeister moveで変形しあう diagram を仮想結び目として同値で
あるといい，この同値類を仮想絡み目（virtual link）という．ここで Reidemeister move，
virtual Reidemeister moveにおいて，diagramの向きは任意に与えて良い．Reidemeister

move，virtual Reidemeister move を合わせて generalized Reidemeister move と呼ぶ．
成分（ループ）の数が 1つのときを特に，仮想結び目（virtual knot）と呼ぶ．また，仮想
交差を持たない仮想絡み目 diagram を特に古典的絡み目（classical link）と呼ぶ．

正の交点 負の交点 仮想交点
図 1 交点の種類

仮想結び目 diagram のアーク（arc）上に図 3 に示す bar の情報がついたものを
twisted link diagram といい，Bourgoin によって導入された [2]．図 4 に twisted link

diagram の例を示す．2 つの twisted link diagram D, D′ が有限回の，図 2 の (1)～(3)

に示す Reidemeister move，(4)～(7)に示す virtual Reidemeister move，(8)～(10)に示
す twisted Reidemeister move で変形しあうとき，D と D′ はtwisted link として同値で
あるという．ここで twisted Reidemeister move において，diagram の向きは任意に定
まる．twisted link diagram の generalized Reidemeister move と twisted Reidemeister

moveによる同値類をtwisted link という．成分の数が 1つのときを特に，twisted knot

と呼ぶ．以下，結び目 (knot)を含めて絡み目 (link)と呼ぶことにする．
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仮想絡み目（または twisted link ）L の diagram D を交点，bar のない円周に general-

ized Reidemeister move (または generalized Reidemeister moveと twisted Reidemeister

move)で変形できるとき，L を自明絡み目（trivial link）という．

(1) (2) (3)

Reidemeister move I Reidemeister move II Reidemeister move III

(4) (5)

virtual Reidemeister move I virtual Reidemeister move II

(6) (7)

virtual Reidemeister move III virtual Reidemeister move IV

(8) (9)

twisted Reidemeister move I twisted Reidemeister move II

(10)

twisted Reidemeister move III

図 2 Reidemeister move，virtual Reidemeister move，twisted Reidemeister move
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図 3 bar

図 4 twisted link diagramの例

2 仮想絡み目 の pseudo Goeritz matrix

diagram Dに対して，Dの実交点を含まないものをDのsemi-arcという．図 5のよう
に，実交点の周りの R2\Dの領域に対する numberingをfirst local region indexという．
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正の交点 負の交点
図 5 first local region index

ここで，仮想絡み目図式 Dの semi-arcを a1 · · · ar とする．Dのfirst pseudo Goeritz

matrix G1(D)を以下のように定める．

G1(D) =


p11 · · · p1r
...

...

pr1 · · · prr


ここで，pij は i ̸= j の時，ai と aj 間の領域の first local region index の合計であり，

i = j の時，-
∑
j,i ̸=j

pij で与えられる．

同様に，図 6 のように，実交点の周りの R2\D の領域に対する numbering を
second local region indexという．
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図 6 second local region index

ここで，仮想絡み目図式Dの semi-arcを a1 · · · arとする．Dのsecond pseudo Goeritz

matrix G2(D)を以下のように定める．

G2(D) =


p11 · · · p1r
...

...

pr1 · · · prr


ここで，pij は i ̸= j の時，ai と aj 間の領域の second local region index の合計であ

り，i = j の時，-
∑
k,k ̸=i

pik で与えられる．

　 n個の実交差を持つ diagramDのGoeritz matrix は，2n× 2nの正方整数行列になる．
図 7に semi-arcと，first local region index と second local region index を numbering

した例を示す．
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図 7 local region index の例

定理 1 (N. Kamada) [3] G1(D)と G2(D)のねじれ不変量は仮想絡み目の不変量となる．

3 主結果
twisted link diagramから仮想絡み目 diagramへの 2つの写像 f1，f2 を定義する．写

像 f1 によって正の交点 (または負の交点) は図 8(1)(または図 8(2)) に示すように 2 つ
の正の交点 (または負の交点) と 2 つの仮想交点に移される．仮想交点は図 8(3) に示す
ように 4 つの仮想交点に移される．semi-arc は図 8(4) に示すようにパラレルな 2 本の
semi-arcに移され，bar付きの semi-arcに関しては図 8(5)に示すように仮想交点を構成
するパラレルな arcに移される．写像 f2 では正の交点 (または負の交点)は図 9(1)(また



は図 9(2))に示すように 1つの正の交点，1つの負の交点，2つの仮想交点に移される．
仮想交点，semi-arc，bar付きの semi-arcは f1 と同様に図 8(3)，(4)，(5)に示すように
移される．
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図 8 f1 : {仮想絡み目 diagram} → {twisted link diagram}

f2 f2

(1) (2)

図 9 f2 : {仮想絡み目 diagram} → {twisted link diagram}

twisted link diagram Dにおける f1，f2 の像の例を図 10に示す．

D f1(D) f2(D)

図 10 twisted link diagram D，f1(D)，f2(D)の例

定理 2 G1(f1(D))と G2(f2(D))のねじれ不変量は twisted linkの不変量となる．



3.1 性質と具体例
図 11(1)(または図 11(2)) に示す diagram の変形を Kauffman flype (または switch

flype)という．

(1) (2)

Kauffman flype switch flype

図 11 Kauffman flypeと switch flype

命題 3 twisted link diagram D と Kauffman flype (もしくは switch flype) で移りあ
う twisted link diagram D′ を考える．この時，G1(f1(D))(もしくは G2(f2(D))) と
G1(f1(D

′))(もしくは G2(f2(D
′))のねじれ不変量は同値になる．

twisted link の不変量として仮想絡み目の不変量を拡張した，鎌田直子教授が定義した
多項式不変量 [4]と JKSS不変量 [5]がある．図 12に示す diagram [6]は多項式不変量の
値がどちらも −(A4 + 1)(A10 −A6 −A4 +A2 + 1)A4 になり，JKSS不変量の値がどちら
も 0になるのでそれらの不変量では区別できない．

380 381

図 12 twisted llinkの Goeritz不変量による識別例

これら２つの second pseudo Goeritz matrixを考えると，G2(f2(380))の絡み目不変量
は (4，4)になり，G2(f2(381)) の絡み目不変量は (12，12)になる．したがってこの 2つ
の diagramを区別することができる．

b1 · · · bk を twisted link diagram Dの barとする．Dを y軸の左側に置き，Dの任意
の 2つの barの y 座標が同じにならないように変形する．この時，任意の 2つの barに
おいて，barを通る x軸に平行な直線が同じにならないようにする．図 13のようにDの
y 軸対称の diagramの実交差をすべて交差交換して得られた diagramを s(D)とする．
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図 13 D と s(D)

x軸に平行な直線を l1 · · · lk とする．ここで，liが biと s(bi)を含むとする．Dと s(D)

の N(li)の近傍を図 14のように変形する．
y y

D s(D) D̃

図 14 ダブルカバーリング diagram の変形

このようにして得られた diagram D̃ を D のダブルカバーリング diagram[?] という．
ダブルカバーリング diagramの例を図 15に示す．

y

図 15 ダブルカバーリング diagram の例

ここで，twisted linkとして同値な twisted link diagram D1，D2 に対して，次の定理
が成り立つ．

定理 4 [7] twisted link diagram D1，D2のダブルカバーリング diagram を D̃1，D̃2とす
る．このときD1，D2 が twisted linkとして同値ならば，D̃1，D̃2 は仮想絡み目として同
値である．

また，twisted link diagram Dの G1(f1(D))（もしくは G2(f2(D))）のねじれ不変量に
ついて次のことが言える．



注意 5 twisted link diagram Dの G1(f1(D))（もしくは G2(f2(D))）のねじれ不変量は，
D のダブルカバーリング diagram D̃ の G1(D̃)(もしくは G2(D̃) のねじれ不変量と同じ
値になる．
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