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Knot framing functionは [GW]で導入された結び目の張る円板のgeometric intersec-

tionにより定義される幾何的な不変量であり、Dehnの補題と関連した興味深いもので

ある。しかしながら、導入されて以来新しい研究は行われておらず、多くの関連した

問題が手つかずのまま残っている。ここでは、Knot framing functionについての基本

事項と（比較的手の付けられそうな物も含めた）いくつかの未解決問題について簡単

に述べる。

1. 定義と基本性質

S3 内の knot K を写像 K : S1 → S3 と見る。D2 から S3 への（滑らかな）写像で

D : D2 → S3で次の二つの条件を満たすものをKのCompressing Discと呼ぶ。

1. Dの境界への制限D|∂D2 : S1 → S3は結び目の定める写像Kと一致する。

2. 円板の内部 Int(D2)のDによる像は結び目Kと横断的に交わる。

S3が単連結であることから、すべてのKnotに対してCompressing Discが存在する。

そこで、どれだけ良い (単純な)Compressing Discが取れるかにより、その結び目の複

雑さを図ることを考える。

Definition 1. knot Kに対して、整数から非負整数への関数nK : Z → Z≥0を

nK(k) = min{#Int(D) ∩K |Dは compressing disc, i(Int(D), K) = k}

により定義し、Kの framing functionと呼ぶ。また、knot Kの complexity L(K)を

L(K) = min
k∈Z

nK(k) = min{#Int(D) ∩K |Dは compressing disc}

により定義する。ここで、#Int(D) ∩ Kと i(Int(D), K)はそれぞれ IntDとKの geo-

metric intersection numberとalgebraic intersection numberを表す。

定義から簡単に分かる性質をまず列挙しよう。

Lemma 1. (i) nK(k) ≥ |k|.

(ii) nK(k + 1) ∈ {nK(k) + 1, nK(k)− 1}.

(iii) KがampichiralならばnK(k) = nK(−k).

これらの性質から特に次の不変量が定義できる。

Proposition-Definition 1. ν(K) = limk→∞
nK(k)−nK(−k)

2
∈ Zとなる。この極限ν(K)

をKのnatural framingと呼ぶ。

2010 Mathematics Subject Classification: 57M25,57M27
キーワード：knot framing function, Dehn’s lemma
∗〒 606-8502 　京都府京都市左京区追分町　京都大学数理解析研究所
e-mail: tetitoh@kurims.kyoto-u.ac.jp
web: http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~tetitoh/



(i),(ii)から、十分に大きなkについてnK(k+1) = nK(k)+1, nK(−k−1) = nK(−k)+1

なので、十分大きなkについてnK(k) = |ν(K)|+ |k−ν(K)|と書ける。Natural framing

ν(K)は framing function nKの (large scaleでの)対称軸の位置に他ならない。

Example 1. Figure-Eight KnotKのFraming function nKを次のようにして決定でき

る。Kは amphichiralなので (iv)より k ≥ 0について nK(k)を決定すればよい。Kの

compressing disc としてちょうどひとつの clasp singularityを持つようなもの（Clasp

Disc）Dが見つかる（図 1）。

図 1: Figure-Eight knotの comporessing Disc

D と K の交差の符号は共に正になるので、nK(2) ≤ 2が分かるが、上の (i)より

nK(2) ≥ 2なので、まずnK(2) = 2となることが分かる。すると、(ii)よりnK(3) = 1

または3であるが、(i)よりnK(3) ≥ 3であることから、nK(3) = 3となる。以下、同様

の議論でnK(k) = k (k ≥ 2)が分かる。また、nK(1) = 1または3であるが、nK(1) = 1

とすると、Kとそのメリディアンが等しいことになり矛盾するので、nK(1) = 3。最後

にnK(0) = 2または 4であるが、この段階ではどちらかまだ分からない ([GW]では未

決定であった)。後に述べるTheorem 2より、nK(0) = 4と分かる。

ここで見たように、nK(0)を決定することは他の値に比べ難しい。

2. nK(k)と基本群

Knot framing function nK(k)の値は、結び目群の length functionとして理解できる。

GK = π1(S
3 −K)を結び目Kの結び目群とし、meridianを表す元µ ∈ GKをひとつと

る。Mをµまたはµ−1と共役なGKの元全体とする。Mは（up to free homotopyで）

meridianの表すGKの元全体であり、µの取り方によらない。MはGKの生成系となっ

ていることに注意する。

Theorem 1. [GW, Lemma 4.1] k ∈ Zに対して、lK ∈ GKを lk(K, lK) = kとなるよ

うにとったKの longitude lkの表す元とする (l0はprefered longitudeに他ならない)。こ

の時、nK(k) = ℓM(lk)が成り立つ。ここで ℓM : GK → Z≥0は生成系Mについての

length function（llをMの元の積としてあらわすときに必要なMの元の個数の最小

値）である。

3. nK(0)の評価

Kの適当な compressing discを具体的に構成することにより、nK(k)の上からの評価が

得られる。これに対して、自明な下からの評価式Lemma 1(i)以外の非自明な下からの

評価式を得ることは難しい。nK(0)については、結び目の種数を用いた次の評価式が得

られる。



Theorem 2. [I] g(K)をKの種数とすると、nK(0) ≥ 2g(K)が成り立つ。また、Kが

自明な結び目でなければ常にnK(0) ≥ 4となる。

証明はGabaiの結果 [Ga, Ga2]および3次元 (Haken)多様体の centralizerの構造定理

を用いる。よく知られたDehnの補題は、nK(0) = 0ならばKがunknotであることを

主張している。上の定理は、Dehnの補題の仮定をnK(0) ≤ 2の形に弱めることができ

ることを示している。このように、framing function nKの下からの評価を考えること

はDehnの補題の拡張・一般化を調べることと関連し、非常に興味深い問題となる。

4. 問題集

Knot Framing functionは現在までほとんど研究されていないため、多くの問題が手付

かずのまま残っている。ここではいくつかの問題を挙げるにどどめる。

Conjecture 1. S3内の結び目Kについて次が成り立つ

1: nK(0) ≥ 4g(K)　 (Stronger conjecture 1′: nK(0) = 4g(K))

2: Kがnon-satelliteであれば、ν(K)は常に偶数である。

1′はおそらく正しくないだろうが、適当な条件 (例えばKがfibered knotであるなど）

があれば正しいのではないだろうか？(nKの正確な値はほとんど計算されていないた

め、Conjectureの反例を見つけることがそもそも興味深い。)

Question 1. Natural framing ν(K)の（候補）の表を9,10,11交点の結び目について作

成せよ。(8交点以下については [GW]に（不完全な）表がある)

Question 2. 2-bridge knot Kについてν(K)あるいはnK(k)を調べよ。

Clasp discは compressing discの最も単純なものであり、多くの場合nK(k) = |k|と
なるclasp discを具体的に構成することがnKおよびν(K)の計算の最初のステップにな

る。よって、Clasp discでは無いような良い compressing discを探すことは興味深い。

Question 3. 適当な結び目の属K1, K2, . . .に対してClasp discでないようなnK(k)を

実現する compressing discを具体的に（幾何的に）構成せよ。

Question 4. nK(k)の非自明な（上からあるいは下からの）評価を与えよ。特に、他

の結び目の不変量との関連を調べよ。

結び目の signature σ(K)とν(K)は（異なる例が多数知られているが）比較的良く似

た性質を持っていることが観察されている。

Question 5. どのような結び目に対して σ(K) = ν(K)となるだろうか？特に、差

|σ(K)− ν(K)|について調べよ。
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