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概 要
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。

1. 定義および準備
1.1. 絡み目, 交点符号和
1999年にKauffmanによって仮想絡み目diagram (virtual link diagram)が導入され
た [1]. この仮想絡み目 diagramはR2平面上にはめ込まれた円周の集合であり,各交点に
おいて正,負,仮想(virtual)(図 1)のいずれかの情報をもち,またこの交点は2重点のみで
あり横断的である. 正の交点, 負の交点のことを合わせて実交点 (classical crossing),

上下の情報がない, 小さな円で囲まれた二重点を仮想交点 (virtual crossing)という.

また,仮想交点を持たない仮想絡み目 diagramを特に古典的絡み目diagram (classical

link diagram)という.

正の交点 負の交点 仮想交点

図 1: 交点

仮想絡み目 diagram の 2つの実交点の間にある成分のことをarcという. また,図 2

に示すようなものをbarという. 仮想絡み目 diagram の各 arc 上に bar の情報を付け
てもよいものを twisted link diagramという. twisted link diagram の例を図 3に示
す. twisted link diagram は2008年にBourgoin によって導入された [2].

図 2: bar

図 4の局所的な diagram の変形をReidemeister move(R moveI, II, III), Vir-

tual Reidemeister move(VR moveI, II, III), Twisted Reidemeister move(TR

moveI, II, III, IV)という.
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図 3: twisted link diagram の例

R move I R move II R move III

VR move I VR move II

VR move III VR move IV

TR move I TR move II TR move III

図 4: Reidemeister move, Virtual Reidemeister move, Twisted Reidemeister move

2つの仮想絡み目 diagram が有限回のR move，VR moveで移り合うとき，その2つ
の仮想絡み目 diagram は仮想絡み目として同値であるという．R move, VR move 下
での仮想絡み目 diagram の同値類を仮想絡み目という. 成分（円周）の数が 1つの仮
想絡み目を特に, 仮想結び目という.

2つの twisted link diagram が有限回のR move, VR move, TR moveで移り合うとき,

その 2つの twisted link diagramは twisted link として同値であるという. R move,

VR move, TR move 下での twisted link diagram の同値類を twisted linkという. 成
分の数が1つの twisted linkを特に, twisted knotという.

γを実交点 とする. このときγの 符号（ε(γ)と書く）はγが正の交点のとき, ε(γ) =



+1, γが負の交点のとき, ε(γ) = −1とする. knot diagram のすべての交点の符号の和
を交点符号和 (writhe)という.

1.2. 仮想結び目 diagram のn-writhe

D を向き付けられた仮想結び目 diagram とする. γi をD の実交点とする. 図5に示す
ようにD の各γi の上交点をPi, 下交点をQi とする. Pi の符号を ϵ(Pi) = −ε(γi), Qi の
符号を ϵ(Qi) = ε(γi)とする.

上交差 下交差

図 5: 上交点と下交点

Pi から出発してQi に戻ってくるまでに通った符号 ϵ(Pi), ϵ(Qi)の和を index Ind(γi)

とする. ただし, ϵ(Pi), ϵ(Qi) は除くことにする. 整数nに対して, Ind(γi)=n となるよ
うな実交点の符号の和をn-writhe Jn(D) とする.

Jn(D) :=
∑

Ind(γi)=n

ε(γi) (n ̸= 0)

定理 1.1 (S. Satoh, K. Taniguchi [4]). D とD′ が有限回のReidemeister move によっ
て移り合うとき, 任意のn ̸= 0 に対してJn(D) = Jn(D

′).

2. 主結果
2.1. bar の数が奇数個である twisted knot diagram のn-writhe

D をbar の数が奇数個の向き付けられた twisted knot diagram とする. γi をD の実交
点とする. γi からスタートして γi を一度も通らずに γi に到着する arc で, bar の数が
偶数個あるものを γi の even arc, 奇数個あるものを γi のodd arc と呼ぶ. また交点
を構成する arc でその交点 c を構成する部分を cp-arc という. また, cp-arc を要素と
する集合CL(γi), CR(γi) を次のように定義する. 図6と 7において交点の上下はどちら
でもいい.

CL(γi) := {Aj | γi の even arc上の実交点の cp-arcで, 図6に示す太線のarc }

図 6: Aj

CR(γi) := {Aj′ | γi の even arc上の実交点の cp-arcで, 図7に示す太線のarc }



図 7: Aj′

cp-arc Ajに対してr(γi, Aj)をγiのeven arc上でAj にさしかかるまでに出会ったbar

の数とする.

ここで, γi の index Ind(γi) を次のように定める.

Ind(γi) :=



∑
Aj∈CL(γi)

(−1)r(γi,Aj) −
∑

Aj′∈CR(γi)

(−1)r(γi,Aj′ )(even arcがγiの上交差から始まる )

−

( ∑
Aj∈CL(γi)

(−1)r(γi,Aj) −
∑

Aj′∈CR(γi)

(−1)r(γi,Aj′ )

)
(even arcがγiの下交差から始まる )

このときn-writhe Jn(D) を次のように定める.

Jn(D) :=
∑

Ind(γi)=n

ε(γi) (n ̸= 0)

定理 2.1. Jn(D)はbar の数が奇数である twisted knot の不変量である.

3. 具体例
図8の319, 320, 322は参考文献 [3]のTable3 の twisted knot diagramである.
319, 320, 322の twisted Jones polynomial[2]を求めると, どのdiagramも

322320319

図 8: 319, 320, 322

VD = (A4 + 1)M{(A−2 + 2A−6 +A−10)M2 + (−2A−2 − 2A−6 −A−10)}

となり, 値が一致する.

ここで, 319, 320, 322のn-writhe を計算する.

319のn-writhe none

320のn-writhe J2(D) = 1 , J−2(D) = 1



322のn-writhe J2(D) = 0

よって, 3つの twisted knot diagram は n-writheで区別された.

4. double covering diagram

4.1. 定義
D をbar b1, . . . , bm をもつ twisted link diagram とする. twisted link diagramの集合か
ら仮想絡み目 diagramの集合への写像φ を以下で定義する.

φ : {twisted link diagram} → {仮想絡み目 diagram}

図 9のように, D は y軸の左側におく. b1, . . . , bm は互いに異なる y座標の値を持つ
ようにおく. s(D) をD の全て実交点の上下を入れ替えて, y 軸対称にしたdiagram と
する. biに対応する s(D) のbar を s(bi) とする. また, h1, . . . , hm をx 軸に平行な直線
とし, hiは bi と s(bi) を含むものとする. 図9にD と s(D)の例を示す.

D s(D)

h1

h2

b1

b2

s(b1)

s(b2)

図 9: D と s(D)

hi の近傍を図10のように置き換える.

hihi

D s(D)

bi s(bi)

図 10: hi近傍の置き換え

このようにして得られた仮想絡み目 diagramが写像φの像であり, double covering

diagramという. 図 11は図 9の twisted link diagramのdouble covering diagram の例
である.

定理 4.1 (N. Kamada, S. Kamada, [5]). D,D′ をtwisted link diagramとして. φ(D), φ(D′)

をD,D′ の double covering diagram とする. このとき, D とD′ が twisted link として
同値ならば, φ(D) とφ(D′) は仮想絡み目として同値である.

定理2.2は仮想絡み目 の不変量 f について, D とD′ が twisted link として同値なら
ば f(φ(D)) = f(φ(D′))となることを意味する. したがって, 仮想絡み目の不変量 f に



D s(D)

h1

h2

Dのdouble covering diagram 

図 11: 図9の twisted link diagramのdouble covering diagram の例

対して twisted link の不変量f ◦ φ を得ることができる.

D のdouble covering diagram に対するS. Satoh, K. Taniguchi が定義したn-writhe

はD のn-writhe Jn(D)の2倍と一致する.
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