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1. Introduction

離散数学の一分野であるグラフ理論の主な研究対象であるグラフとは，頂点集合と呼
ばれる集合 V と辺集合と呼ばれる V の要素の組の集合Eとの順序対 (V,E)のことで
す。様々な分野において，特に応用数学において，このようなグラフは非常に有効に
使われ研究されてきています。なお本稿では，グラフは全て有限グラフかつ単純グラ
フと仮定します。（有限グラフとは，頂点集合および辺集合が有限集合であるグラフの
こと。単純グラフとは，ループ（{v, v}の形の辺）はもたず，辺集合が多重集合でない
（つまり，同じ端点を持つ異なる辺は持たない）グラフのこと。）
このようなグラフは，抽象グラフとも呼ばれ，代数的もしくは概念的な対象物です
が，それぞれ頂点v ∈ V を0次元胞体，辺 e ∈ Eを1次元胞体とみなすことで，幾何的
な対象と自然にみなすことができます。そこで以降では，抽象的なグラフと，そのよ
うにして得られる幾何的対象物（1次元胞体複体）を同一視して話をしていきます。

さて，結び目理論における結び目とは，もちろ
ん 1次元円周 S1から 3次元ユークリッド空間 R3

（もしくは，3次元球面 S3への埋め込み写像の像
（もしくは，その埋め込み写像）のことです。その
ような結び目を研究するのが結び目理論です。
ここで S1は 1次元多様体であり，1次元胞体複

体の構造を持ちうるので，特にグラフの一種だと
思うことができます。したがって，結び目の拡張と
して，グラフからR3への埋め込みを考え，それを
研究することができます。このようなグラフから
R3への埋め込みの像（もしくは，その埋め込み）
が 空間グラフ です。

図 1: 空間グラフの例

空間グラフについての研究は，結び目理論や抽象的なグラフ理論との関連だけでな
く，さらには，分子生物学や高分子化学との関連もあって，盛んに研究が進められて
います。例えば，参考文献として [FMMNN]を挙げておきます。

上記の概説論文の中でも，結び目理論との関連から，特に取り上げられているのが，
グラフの結び目内在性という概念です。
定義 1. グラフGが結び目内在的（intrinsically knotted）であるとは，GからR3への
任意の埋め込みに対して，その像が非自明な結び目を含むという性質をGがもつこと。
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例えば，図 1の空間グラフは，非自明な結び目（三つ葉結び目）を一部として含ん
でいます。しかし，他の埋め込みについてどうかはすぐにはわかりません。
実際，Conway-Gordonによる先駆的な論文 [CG]以来，グラフの結び目内在性につ
いては，数多くの研究がなされてきていますが，いまだに，与えられたグラフが結び
目内在的であるための必要十分条件は与えられていません。そこで少し視点を変えて，
次のような問題を考えることにします。

問題 1. “ランダム”に選んだグラフは，結び目内在的であるか？

この問題に取り組むために，まず「ランダムなグラフ」とはどういうものか考えて
いきます。

2. Random Graph

「ランダムグラフ」は，Erdős-Rényiによる論文 [ER]で，初めて導入されたと言われて
います。以来，非常に様々な面から，多くのモデルが考えられ研究がなされてきてい
ます。プレプリント [IM]においては，その中でも以下の４つのモデルについて研究を
進めました。
以下では，グラフGの頂点の個数 |V (G)|をnとし，頂点数nの完全グラフ（任意の
２頂点が辺で結ばれているグラフ）の辺の数

(
n
2

)
をNで表すことにします。

Model 1 (Erdős-Rényi [ER]) 頂点数 nで辺数Mのラベル付きグラフの集合を考え，その
中から一つをランダムに選ぶ（ラベル付きというのは，各頂点にラベルがついて
いるということを意味する）。そのようなグラフは

(
N
M

)
個あるので，ある特定の

グラフが選ばれる確率は
(
N
M

)−1となる。

Model 2 (Gilbert [G]) n個の頂点に対して，可能な辺はN本ある。それらの各々に対して，
独立に確率pで辺を選ぶことによって，ランダムなグラフを作る。

Model 2.5 Model 2 において p = 1
2
とする。このとき，頂点数nのラベル付きグラフが等確

率で選ばれることになる。そのようなグラフは 2N個あるので，ある特定のグラ
フが選ばれる確率は2−Nとなる。

Model 3 (Unlabelled version of Model 2.5) 頂点数nのラベルなしのグラフの個数をΓnと
する。そのようなグラフの集合からグラフをランダムに選ぶ。このとき，ある特
定のグラフが選ばれる確率はΓ−1

n となる。

このような設定のもとで，改めて次の問題を考えます。

問題 2. 上記のモデルにおいて，ランダムに選ばれたグラフは結び目内在的であるか。

実際，得られた結果は，簡単にいうと次のようになります。まずModel 2.5 および
Model 3 において，ある定数 nIK が存在して，n ≥ nIKのとき，ランダムなグラフが
結び目内在的となる確率は 1

2
以上になる（つまり，考えている頂点数nのグラフの集合

の過半数が結び目内在的である）。さらに，1～4のすべてのモデルにおいて，頂点数を
限りなく増やしていくとき，ランダムなグラフが結び目内在的である確率は 1に収束
する。



3. Results

以下，得られた結果の一部の証明の概略を説明します。次の命題が証明の鍵となります。

命題. 頂点数 |V (G)| = n ≥ 7で辺数 |E(G)| ≥ 5n − 14のグラフGは結び目内在的で
ある。

Proof. [M]より，|V (G)| = n ≥ 7かつ |E(G)| ≥ 5n− 14を満たすグラフGは，グラフ
マイナーとして7頂点完全グラフK7を含む（グラフマイナーについては，ここでは省
略。大雑把に言えばトポロジカルにK7と同型な部分グラフを含むということ）。[CG]

により，K7は結び目内在的であるので，Gも結び目内在的であることがわかる。

3.1. 結果 1

定理 1. Model 2.5 および Model 3 において，ある定数 nIK が存在して，n ≥ nIKの
とき，ランダムなグラフが結び目内在的である確率は 1

2
以上になる（つまり，考えてい

る頂点数nのグラフの集合の過半数が結び目内在的である）。

実際，以下の証明では 13 ≤ nIK ≤ 18が示されます（下限については [PP2]を参照）。
しかし，nIKの正確な値はまだ決定できていません。

以下では，モデル 2.5 について，定理 1の証明を与えます。
n ≥ 18として，頂点数nのグラフGとその補グラフGを対にして考えます。このと
き，少なくともいずれかは，1

2

(
n

2

)
=

n(n− 1)

4
本の辺を持ちます。すると，n ≥ 18よ

り， n(n− 1)/4 > 5n− 14となるので，命題より，GまたはGが結び目内在的である
ことがわかります。
したがって，モデル 2.5 について，n ≥ 18のとき，考えている頂点数nのグラフの
集合の過半数が結び目内在的である，つまり，ランダムなグラフが結び目内在的であ
る確率は 1

2
以上になることがわかりました。

3.2. 結果 2

定理 2. 1～4のすべてのモデルにおいて，頂点数を限りなく増やしていくとき，ランダ
ムなグラフが結び目内在的である確率は 1に収束する。ただし，モデル 1については，
M/N = p > 0となるような正数pが存在することを仮定する。

ここでは，モデル 2 について，定理 2の証明の概略を与えます（モデル 2.5 のみに
ついては，もっと初等的に証明ができます）。

モデル 2 において，0 < p ≤ 1とします。このとき，ランダムなグラフが結び目内在
的でない確率は，命題より，辺数が5n− 15以下のグラフが選ばれる確率以下になりま
す。したがって，次が成り立ちます。

Prob(G not IK) ≤ Prob(∥G∥ ≤ 5n− 15)

=
5n−15∑
k=0

(
N

k

)
pk(1− p)N−k ≤ e−2t2N .

最後の不等号は，よく知られている Hoeffdingの不等式 [H]を適用しました（t = p −
(5n− 15)/Nとして）。これより，頂点数nを限りなく増やしていくとき，ランダムな
グラフが結び目内在的である確率は1に収束することがわかります。
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[ER] P. Erdős, A. Rényi. On random graphs. I. Publ. Math. Debrecen 6 (1959) 290–297.

[FMMNN] E. Flapan, T.W. Mattman, B. Mellor, R. Naimi, R. Nikkuni, Recent developments
in spatial graph theory, in Knots, links, spatial graphs, and algebraic invariants, 81–102,
Contemp. Math., 689, Amer. Math. Soc., Providence, RI.

[G] E.N. Gilbert. Random graphs. Ann. Math. Statist. 30 (1959) 1141–1144.

[H] W. Hoeffding. Probability inequalities for sums of bounded random variables.
J. Amer. Statist. Assoc. 58 (1963) 13–30.

[IM] K. Ichihara and T.W. Mattman. Most graphs are knotted. Preprint, arXiv:1811.09726.

[M] W. Mader. Homomorphiesätze für Graphen. Math. Ann. 178 (1968) 154–168.

[PP2] A. Pavelescu and E. Pavelescu. The complement of a NIL graph with thirteen vertices
is IL. (Preprint) arXiv:1810.11113


