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概要

　結び目の図式を一周すると, 交点の上下の情報から文字 O(上交差)と U(下交差)の
列が得られる. この研究では, 与えられた2橋結び目に対して, その2橋表示から得られ
るOU列の集合を, 結び目の判別式などを用いて決定した.

1. はじめに
　有向結び目Kの正則図式Dの交点以外の箇所に基点 bをとり, 基点から向きにした
がって一周する. その過程で, 上交差を通過したときは文字Oを, 下交差を通過したと
きは文字Uを, 交差点を通過するごとに左から順に並べていく. この操作を基点に戻っ
てくるまで続けることによって得られる文字列をDの bにおけるOU列といい, W (Db)

と表す. また, Dの基点 bの一つ先の交差点を通過した箇所にある基点 b′から得られる
文字列W (Db′)は, W (Db)の先頭の文字が末尾に移動した文字列で, W (Db)とW (Db′)

は巡回的に見ると等しい文字列を表している. (詳しくは後の例 1を見て検証していた
だきたい.) このようにして,正則図式Dの全ての基点についてW (Db)を考えてみると,

すべての文字列は巡回的には等しいことがわかる. 以上から, 同じ図式から得られる
OU列は同じ文字列であるとしてよい.

定義 1 正則図式Dから得られるO(上交差)とU(下交差)からなる文字列を図式Dの
OU 列といい, W (D)とかく. また, a回の上交差 (下交差)が連続する箇所は, 必ず
Oa(Ua)とひとまとめにして表記する.

例 1 図1は31の図式Dから得られるOU列を表している. Dを赤で記した基点から図
のような向きに沿って一周するとOOUUOOUUとなる. しかし, 文字列には上交差, 下
交差が2回連続する箇所があるので, W (D)=O2U2O2U2となる.

図1.
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定義 2 有向結び目Kの正則図式Dから得られるOU列全体の集合を, W (K)と表す.

　文献 [2]により, 3交点以下の結び目のW (K)は完全に決定されている.それが下の定
理である.

定理 1 ([2]) W (K)を結び目の, W (U)を自明な結び目の, W (N )を非自明な結び目の,

W (T )を三葉結び目の正則図式から得られるOU列全体の集合とする.

(1) W (K)=W (U)
(2) W (K) ⊋W (N ) かつ, W (K)\W (N )={∅, OaUa,

OUaOa+b−1U b, OaUObUa+b−1,OUaOa+b−1UOcU2b+c−1, OUa+2b−1OaU2b+c−1U c}
(3) W (N )=W (T )

　ある結び目のW (K)を決定することは, Kの正則図式で交点数が最小の n橋表示を
決定することに関わってくる. そのため, 定理 1のように, W (K)を完全に決定するこ
とは一般に難しい.

　2章では本稿の主定理を説明する. 講演スライドは, 主定理を書き直した形があるの
で, 先にスライドを見てから2章以降を読むと理解が得やすいかも知れない.

2. 主定理について
　筆者は, まず 8の字結び目の２橋表示のOU列はどのようなものかを調べてみた. す
ると, 8の字結び目の 2橋表示が Schubertの表示のとき, 交点数が最小の 2橋表示であ
る,ということがわかった. そこから, すべての2橋結び目の2橋表示について同様のこ
とが成立すると予想し, 得られた結果が本稿の定理2である. まずは,主定理2を理解す
る上で必要な用語の表記と定義を説明をし, 主定理の証明の概略を行う.

定義 3 b(D)をDの最長上道の本数とする. b(D)=nのとき, Dはn橋表示という.

注 1 b(D)=nであることは, W (D)=Oa1U b1Oa2U b2…OanU bn (a1, b1,…, an, bn＞0)とな
ることである.

例 2 図2の正則図式DのOU列は, W (D)=O3U3O3U3O3U3であり, b(D) = 3である.

図2.

定義 4 Kのn橋表示の図式Dから得られるOU列全体の集合を, Wn(K)と表す.



定義 5 結び目KのAlexander多項式∆K(t)に, t=−1を代入したものの絶対値をKの
判別式といい. det(K)と表す. （文献 [3]の定義を参照）

定理 2 (主定理) 2橋結び目Kに対して, W2(K)={ OpU qOrU s | p, q, r, s ≥ det(K)−1}.

定理 2は, 3つの補題を導入することにより証明が完成される. まずは証明の概略を
示し, 証明に用いた3つの補題の内容を紹介する.

　 step 1.

W2(K)⊂{ OpU qOrU s | p, q, r, s ≥ det(K)−1}について.

　補題1を用いればわかる.

　 step 2.

W2(K)⊃{ OpU qOrU s | p, q, r, s ≥ det(K)−1}について.

　補題2と補題3より, 任意の2橋表示は, 交点を減らすようなライデマイスター移動 I,

IIを有限回施せば, Schubertの表示に変形できる. KのSchubertの表示の最長上道にあ
る上交差の個数は c(D)

2
=det(K)− 1である. よって, p, q, r, s≥ c(D)

2
=det(K)− 1である.

定義 6 2橋結び目Kの2橋表示Dに対して, X, Y をDの最長上道とし, その近傍∂X,

∂Y を図 3の灰色部分のように定める. D∩∂Xに図 3のように x1,x2,. . .,xn,. . .,x2nをと
り, 同様に, D∩∂Y に図 3のように y1,y2,. . .,yn,. . .,y2nをとる. AをD ∩ (S2 − (X ∪ Y ))

なる, Dの成分である弧とする. 任意のAに対して, ∂A={xk, yk+β}であるとき, Dを
KのSchubertの表示といい, S(α, β)と表す (mod 2n).

図３. 図4.

例 3 図4はS(5, 2)なる図式 (41のSchubertの表示)である.



定義 7 V1, V2 をOとUからなる文字列とする. 正則図式D, D′に対して, W (D)=V1V2

であり,V1OUV2=W (D′)となるとき, W (D′)はW (D)から一回の expansionで得られ
た という.

命題 1 DをKの正則図式とする. OU列W (D), W (D′)に対して, W (D′)がW (D)か
ら一回の expansionで得られたならば, Kの正則図式D′が存在する.

　Dにおいて, V1の末尾の文字に対応する交差とV2の先頭の文字の間にある部分にお
いて, 交差図の右のようにライデマイスター移動 Iを行えば, W (D′)=V1OUV2を満たす
ような図式D′を得ることが可能であり, D′がKの正則図式であることは明らかである.

W (D′)=V1UOV2であるときも図の左のようにライデマイスター移動 Iを行えばよい.

図5.

補題 1 DをK の 2橋表示とする. W (D) = OpU qOrU s　ならば, p′≥p, q′≥q, r′≥r,

s′≥sに対して, W (D′)=Op′U q′Or′U s′を満たすようなKの2橋表示D′が存在する.

　 p′ − p=l1, q
′ − q=l2, r

′ − r=l3, s
′ − s=l4とする, p + r=q + s, p′ + r′=q′ + s′より

l1 + l3=l2 + l4である. l1, l2, l3, l4の中で l1が最小, l3が最大としても一般性を失わない.

W (D)に l1回の expansionを行うと, W (D1)=Op′U qOrU s+l1を得る. W (D1)に l2回の
expansionを行うと, W (D2)=Op′U q′Or+l2U s+l1を得る. W (D2)に l3 − l2回の expansion

を行うと, W (D3)=Op′U q′Or′U s+l1+l3−l2 . l4=l1 + l3 − l2であるから, s+ l1 + l3 − l2=s′

である. W (D3)=Op′U q′Or′U s′である. W (D)はW (D′)から有限回の expansionによっ
て得られるので, 命題 1を有限回用いれば, 条件を満たすようなKの 2橋表示は存在す
る.

補題 2 Dを2橋結び目Kの2橋表示とする. DがKのSchubertの表示S (α, β)ならば,

(1) det(K)=α, かつ, (2) W (D)=Oα−1Uα−1Oα−1Uα−1をみたす.

　 (1)について　D=S (α, β)ならばαは結び目 2橋結び目Kの判別式である. (∵文献
[3]を参照)

　 (2)について　D=S (α, β) ⇒ Dの 2本の最長上道はα − 1回の上交差をもつ. 同様
に, Dの最長下道もα − 1回の下交差をもつ. さらに,OとUが同数なので, W (D)の右
肩の指数はすべて一致する. よって, W (D)=Oα−1Uα−1Oα−1Uα−1.



補題 3 2橋結び目Kの2橋表示D0, D1, . . . , Dnに対して, 以下が成り立つ.

D0がSchubertの表示でないならば, DnはKのSchubertの表示であり, Di+1はDi

から交点数を減らすライデマイスター移動で得られる. (0≤i<n)

X,Y をD0の最長上道とし, その近傍∂X, ∂Y を図6の灰色部分のように定める.

D0∩∂Xに図6のようにx1,x2,. . .,xn,. . .,x2nをとり, D0∩∂Y に図6のように y1,y2, . . .,

ym,. . .,y2mをとる.

図6.

　AをD∩ (S2− (X ∪Y ))なる, Dの弧とする. Schubertの表示ならば, ∂A={xk, yk+β}
なのでD0において ∂A⊂∂X または, ∂A⊂∂Y である. ∂A⊂∂XなるAが存在するなら
ば, innermostな弧に交点を減らすようなライデマイスター移動 Iか,ライデマイスター
移動 IIを１回施すことで, D1が得られる. ∂A⊂∂Y なるAが存在する場合も同様の操
作を行う. Diにおいて ∂A⊂∂X または, ∂A⊂∂Y ならば, innermostなAに対して, こ
の操作をつづける. 結び目の交点数は有限であるから操作を繰り返せば, Dnにおいて
∂A⊊∂Xかつ, ∂A⊊∂Y となる. 以上より, D0は交点数を減らすようなライデマイスター
移動だけを用いてDnに変形することができた.

3. W (K)の分類
　主定理から判別式の異なる 2橋結び目のOU 列は集合として一致しないことがわか
る. しかし, それだけでは結び目の判別式が等しい結び目のOU列の集合は一致するの
か？という疑問は解消されない.

　例えば, W2(41)=W2(51) だが, W (41)=W (51)となるのか？ということである.

補題 4 c(K)をKの最小交点数とする. c(K1)̸=c(K2) ならば, W (K1)̸=W (K2) である.

例 4 W=OUOUOUOU に対して, W∈W4(41), かつ, W ̸∈W4(51)である. よって,



W (41)̸=W (51)である.

系 1 交点数が7以下のすべての結び目のW (K)は集合として一致しない.

　定理2と補題4より, 直ちにわかる.

　やや大雑把な分類にはなるが, 7交点までの結び目のOU列の集合はすべて異なると
いうことが分かった. しかし, 8交点では, 2橋表示を持たない結び目が現れるだけでな
く, 判別式の値が等しい 8交点の結び目も存在する. したがって, 本稿の結果は８交点
以上においては効力が弱まる. また, W (41)とW (51)の間に包含関係が成り立つか?と
いう問題は解決できなかった. ある結び目のW (K)を決定することはとても困難だが,

今回のように不変量に関連付けてある種の結び目の族の表示に対して決定することは
十分に可能だと思う. 例えば, (p, q)トーラス結び目の標準的図式についてWn(K)を決
定することはあまり難しくないであろう. 以上のようなことが, 今後の課題として考え
られる.
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