
研究集会「結び目の数学 VI」

日本数学会トポロジー分科会・トポロジープロジェクトの一環
として 2013年度科学研究費補助金（基盤研究（Ａ））「結び目理
論研究とその応用」（研究代表者：河内明夫，課題番号 24244005）
2013年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））「結び目と 3次元多
様体のトポロジー」（研究代表者：大槻知忠，課題番号 24340012）
の援助を受け，標記の研究集会を下記のように開催いたします。

日時：2013年 12月 18日 (水) 14:00ー 21日 (土) 12:40

会場：日本大学文理学部 百周年記念館 国際会議場
（156-8550 東京都世田谷区桜上水 3－ 25－ 40）

プログラム
12月 18日（水）

14:00 – 14:30

村上 雅彦（日本大学文理学部情報科学研究所）
On computation of HOMFLY polynomials of Montesinos links

14:40 – 15:10

堀内 澄子（東京女子大学現代教養学部）
A lattice of virtual knots by crossing changes

（大山 淑之氏（東京女子大学）との共同研究）

15:40 – 16:10

増田 優祐（神戸大学大学院理学研究科）
仮想結び目の図式とデーン表示群

16:20 – 16:50

舟橋 泰紀（神戸大学大学院理学研究科）
2橋結び目のOU列について

17:00 – 17:30

正井 秀俊（東京工業大学大学院情報理工学研究科）
双曲３次元多様体上の通約な fibration の個数について



12月 19日（木）

10:00 – 10:30

大場 貴裕（東京工業大学大学院理工学研究科）
Stein fillings of homology spheres with planar open books

10:40 – 11:10

佐藤 光樹（東京学芸大学大学院　教育学研究科）
Non-orientable genus of a knot in punctured CP 2

11:30 – 12:00

櫻井 みぎ和（東京女子大学大学院理学研究科）
A polynomial invariant and the forbidden move of virtual knots

12:10 – 12:40

高岡 邦行（早稲田大学大学院教育学研究科）
ＬＲ数３の平面閉曲線の決定

14:00 – 14:30

橋爪 惠（奈良女子大学大学院人間文化研究科）
同じ射影図を持つリンクダイアグラムの集合の領域交差交換による同値類について

14:40 – 15:10

芦原 聡介（広島大学大学院理学研究科）
基本カンドルが同型な ribbon 2-knot/torus-knotの基本バイカンドルについて

15:40 – 16:10

松崎 尚作（早稲田大学大学院教育学研究科）
成分平面的絡み目の平面数について

16:20 – 16:50

三浦 嵩広（神戸大学大学院理学研究科）
On relationships between canonical genus and flat Seifert surfaces for knots

17:00 – 17:30

伊藤 哲也（京都大学数理解析研究所）
Introduction of knot framing function



12月 20日（金）

10:00 – 10:30

下田 真寛（神戸大学大学院理学研究科）
自明な結び目が 2-隣接である結び目について

10:40 – 11:10

堀 光則（広島大学大学院教育学研究科）
Negative twist knotの５重分岐被覆空間に対する L空間予想について

11:30 – 12:00

望月 厚志（京都大学数理解析研究所）
open book分解をもつ 3次元多様体の量子 SO(3)不変量について

12:10 – 12:40

岡崎 建太（京都大学数理解析研究所）
レンズ空間の E6 状態和不変量について

14:00 – 14:30

伊藤 昇（早稲田大学高等研究所）
(1,2) homotopy on knot projections

（瀧村祐介氏（早稲田大学大学院教育学研究科）との共同研究）

14:40 – 15:10

瀧村 祐介（早稲田大学大学院教育学研究科）
Strong and weak (1,3) homotopies on knot projections

（伊藤 昇氏（早稲田大学），谷山公規氏（早稲田大学）との共同研究）

15:40 – 16:10

太田 沙樹（奈良女子大学大学院人間文化研究科）
結び目のCharacter varietyにおけるQ条件と bifurcation locus

16:20 – 16:50

河村 建吾（大阪市立大学大学院理学研究科）
Tabulation of the clasp number of prime knots with up to 10 crossings

（門上 晃久氏（華東師範大学）との共同研究）

17:00 – 17:30

門上 晃久（華東師範大学数学系）
Handlebody presentation of a clasp disk and its inducing invariants

（河村建吾氏（大阪市立大学）との共同研究）

18:00 –

懇親会（カフェテリア「チェリー」（日本大学文理学部キャンパス 第 2体育館 2階））



12月 21日（土）

10:00 – 10:30

澤 祐太朗（神戸大学理学研究科）
最小交点数より 1大きい clock numberをもつ結び目について

10:40 – 11:10

船越 紫（奈良女子大学大学院人間文化研究科）
Unknotting operations for fibered knots and pseud-fiber surfaces

11:30 – 12:00

渡邊 真悟（明治大学大学院理工学研究科）
トーラス絡み目のゲーリッツ不変量

12:10 – 12:40

吉田 はん（群馬工業高等専門学校一般教科（自然））
Commensurability of hyperbolic links

世話人： 市原 一裕（日本大学文理学部）
茂手木 公彦（日本大学文理学部）


