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平澤–内田 [4]によって定義された結び目のゴルディアン複体は，結び目の局所変形
と不変量を用いることにより一般的な形に拡張される．[6]では特に，デルタ変形とコ
ンウェイ多項式を用いて定義される単体的複体を考え，それがグロモフの意味で双曲
的になること，さらに実数直線と擬等長であることを示したので，ここに報告する．

以下，Kで3次元球面内の全ての結び目からなる集合を表す．まず結び目の局所変形
λが与えられたとき，2つの結び目KとK ′のλ-ゴルディアン距離 dλ(K,K ′)を，Kを
K ′に変形するために必要な局所変形λの最小回数と定義する．
局所変形として交差交換xを考えた dx は，単にゴルディアン距離と呼ばれ，長く研

究対象とされてきていた．平澤–内田 [4]はこの距離を用いて，ゴルディアン複体を定義
した．この一般化である単体的複体 λ-ゴルディアン複体 Gλ が，中西–大山 [9] によっ
て，次のように定義された．

• Gλの頂点集合（つまり0–単体）はK

• n+1個の頂点K0, . . . , Knにおいて，各 i 6= j ∈ { 0, . . . , n }に対して dλ(Ki, Kj) =

1 であるとき，K0, . . . , Knがn–単体を張る

このGxおよびGλの1–骨格を，それぞれゴルディアングラフ，λ-ゴルディアングラフと
呼ぶことにし，それぞれGxおよびGλで表すことにする．

Gλの各連結成分は，各辺の長さを1と定めることにより距離空間となり，とくに測
地空間（geodesic space）となることがわかる．そのような空間の大域的性質として，
特に興味深い研究対象となっているのがグロモフによって定義された双曲性 [3]である．
例えば，結び目のゴルディアン複体の双曲性に関して，次の事実が知られている．

Proposition 1 ([2, Theorem C]) ゴルディアングラフGxは双曲的でない．

さらにこの定理の拡張として，GC2n(n ≥ 2)は双曲的でないことが，堀内–大山によ
りアナウンスされている [5]．

一方，結び目の不変量を用いたλ-ゴルディアングラフの商空間を考えてみる．まず
結び目の不変量 ιにより自然に定義されるK上の同値関係∼ιに対して，結び目Kが代
表する同値類を [K]ιで表すことにする．Kι = { [K]ι |K ∈ K}とおくとき，(ι, λ)-ゴル
ディアン複体 Gλ

ι を次のように定義する．
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• Gλ
ι の頂点集合は Kι

• 各 i 6= j ∈ { 0, . . . , n }に対して，結び目の組Ki,j ∈ [Ki]ι，Kj,i ∈ [Kj]ι が存在し
てdλ(Ki,j, Kj,i) = 1を満たす時，n + 1個の頂点 [K0]ι, . . . , [Kn]ιはn–単体を張る

Gλ
ι の1–骨格をGλ

ι で表し，(ι, λ)-ゴルディアングラフと呼ぶことにする．再び，各辺の
長さを1と定めることにより，Gλ

ι は距離空間と見なされ，そのGλ
ι 上の距離dλ

ι を (ι, λ)-

ゴルディアン距離と呼ぶことにする．
ここで，結び目の局所変形として，[7]と [8]で独立に定義されたデルタ変形 ∆（図

1参照）を考え，結び目の不変量として [1]で定義されたコンウェイ多項式 ∇Kを考え
る．このとき，(∇, ∆)-ゴルディアングラフ G∆

∇ について，次が成り立つ（[6, Theorem

1.3]）．

Theorem 2 G∆
∇ は双曲的である．実際，G∆

∇ は実数直線 R と擬等長である．

さらに G∆
∇ は G∆

∇ と一致することがわかるので，G∆
∇ 自体も双曲的であり，実数直

線 R と擬等長であることがわかる．

図 1: デルタ変形
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