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1. 動機
結び目ダイアグラムの交点に着目する際,交点のover/under crossing, left/right cross-

ing, positive/negative crossingの3通りの着目の仕方がある. 佐藤-比嘉-中西-山本は,結
び目ダイアグラムの over/under crossingの情報に着目してOU文字列を定義し, trefoil

のダイアグラムのOU文字列がどのような文字列になるか, 加えてOU文字列の応用に
ついて研究した [1]. 本稿では交点の left/right crossingに着目し, その情報から得られ
る文字列について考える. その性質上, 交点の上下の情報は必要ないので, 結び目ダイ
アグラムではなく, 平面閉曲線を考える.

2. 準備
文字Lと文字Rを同数個並べて出来る巡回的文字列をLR語という. LR語を次のよ

うに平面閉曲線と対応させる.

P を横断的な 2重点のみを持つ, 向き付けられた球面S2上の向き付けられた閉曲線
とする. Pの各2重点に着目すると, その通過の仕方から, 次の2つの場合に分けて考え
ることが出来る.

L (Left)

...
...

R (Right)

左の 2重点の場合に文字Lを, 右の 2重点の場合に文字Rを対応させる. P 上に基点
をとり, 基点から向きに沿ってPを一周すると, 1つの2重点を2回通過するが, そのう
ち 1回はL, 1回はRに対応することに注意する. すると各 2重点の情報からLR語が得
られる. これをPのLR語といい, wPで表す. 以下では, 横断的な2重点のみを持つ, S2

上の向き付けられた閉曲線のことを, 単に, 平面閉曲線と呼ぶことにし, 平面閉曲線を
S2上の向きを保つ自己同相写像の範囲で考える.

例 2.1. 図の左の平面閉曲線のLR語はRLRLRL, 右の平面閉曲線のLR語はLLRRLR

である.
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P と 2点のみで横断的に交わるS2上の任意の単純閉曲線Cに対して, Cによって切
り取られたPの部分曲線が存在して, その曲線が単純弧であるとき, Pはprimeである
という.

平面閉曲線PのLR語wPに含まれる部分文字列LRの個数を, Pの LR数と呼ぶこと
にする. wP は巡回的文字列であるので, wP に含まれる部分文字列LRの個数とRLの
個数は等しいことがわかる. 平面閉曲線のLR数に関して, 次が成り立つ.

補題 2.2. P1, P2を平面閉曲線とし, P1のLR数をm, P2のLR数をnとする.このとき,

P1とP2の合成P1#P2のLR数はm + n + 1, m + n, または m + n − 1のいずれかで
ある.

さて, 任意の平面閉曲線P に対して, 交点の情報から一意にLR語が定まるが, 逆に
LR語が与えられたときに, P のLR語がそれに一致するようなP が存在するかという
問題が考えられる. 次が成り立つ.

命題 2.3. 任意のLR語wに対して, wP = wとなる平面閉曲線Pが存在する.

よって, 任意のLR語に対して, PのLR語がそれに一致するようなprimeなPが存在
するかという問題が考えられるが, これは成り立たない (たとえば、定理2.4.).

この報告では, 平面閉曲線のLR数を用いて, LR数が3以下の平面閉曲線についての
特徴付けを試みた.

ただし, LR数が2以下の平面閉曲線に関しては, 以下のことがわかっている.

定理 2.4. Pを平面閉曲線とする. 次は同値である.

(1) (PのLR数 )= 1

(2) Pは以下の平面閉曲線のどれか.

, , ,

•  •  •

特に, primeな平面閉曲線は, 交点数が 1の平面閉曲線 (一番左の平面閉曲線 )のみで
ある.

定理 2.5. Pをprimeな平面閉曲線とする. 次は同値である.

(1) (PのLR数 )= 2

(2) Pは以下の平面閉曲線のどれか.

, ,

•  •  •



補題 2.2, 定理 2.5より, LR数が 2のprimeでない平面閉曲線の構成方法は, 次の 2種
類あることがわかる.

(1) (LR数が1の平面閉曲線 ) # (LR数が1の平面閉曲線 ),

(2) (LR数が1の平面閉曲線 ) # (LR数が2のprimeな平面閉曲線 ).

下に例を挙げる. 図の左の平面閉曲線は (1)の例, 右の平面閉曲線は (2)の例である.

3. 主結果
S(P )を平面閉曲線PのSeifert circlesの集合とし, I+(S(P)), I−(S(P))を次で定める.

I+(S(P)) := {γ ∈ S(P) | γ : a clockwise inner-most circle.},
I−(S(P)) := {γ ∈ S(P) | γ : an anti-clockwise inner-most circle.}.
また, c(γ)をγの2重点の個数とし, ic+(P ), ic−(P )を次で定める.

ic+(P ) :=
∑

γ∈I+(S(P))

c(γ), ic−(P ) :=
∑

γ∈I−(S(P))

c(γ).

このとき, 次の補題が成り立つ.

補題 3.1. Pを平面閉曲線とする. (PのLR数 ) ≥ max {ic+(P ), ic−(P )}.

Seifert circlesが同心円状に並んでいるとき, その平面閉曲線を同心円状閉曲線と呼ぶ
ことにする.

次が今回の主定理である.

定理 3.2. LR数が3以下の素な平面閉曲線は同心円状閉曲線である.

証明は定理2.4, 補題 3.1を用いる.

以下にLR数が3であるprimeな平面閉曲線の例を挙げる.



補題2.2, 定理3.2より, LR数が3のprimeでない平面閉曲線の構成方法は次の4種類
あることがわかる.

(1) (LR数が1の平面閉曲線 ) # (LR数が1の平面閉曲線 ),

(2) (LR数が1の平面閉曲線 ) # (LR数が2の平面閉曲線 ),

(3) (LR数が2の平面閉曲線 ) # (LR数が2の平面閉曲線 ),

(4) (LR数が1の平面閉曲線 ) # (LR数が3のprimeな平面閉曲線 ).

以下は, LR数が3であるprimeでない平面閉曲線の例である.

図 1: 左は (1)の例, 右は (2)の例.

図 2: 左は (3)の例, 右は (4)の例.
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