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1. 導入と主結果
本稿では球面曲線として 1次元球面の 2次元球面へのはめ込みを扱

う．任意の２つの球面曲線は deformations of type RI，RII，RIIIと呼
ばれる局所変形と ambient isotopyの有限列で移り合うことが知られて
いる（図 1）．本稿では特に deformations of type RI，RIIIに注目する
（[7, 3, 4, 1]も参照のこと）．

図 1. Deformations of type RI, type RII, and type RIII

具体的には球面曲線と deformations of type RI，RIIIから誘導される
複体を考え，その構造を調べる（[5]も参照のこと）．この構造を知る
にあたって，0-単体同士の距離（最短パスの 1-単体の数）を結び目等
から評価する．

Cを球面曲線の ambient isotopy classの集合とする．
定義 1. v, v′ ∈ Cとする．v, v′の表現 P, P ′ で deformation of type RI
と ambient isotopyで移り合うとき，v, v′は RI-equivalentであるとい
い，v ∼RI v

′で表す．
記号 1. C̃をC/ ∼RIとし，任意の球面曲線Pを含む C̃の元を [P ]と書く．
定義 2. 球面曲線と deformations of type RI,RIIIによって誘導される
複体 K̃3を次で定義する．

• 0-単体全体の集合は C̃に対応する．
• 0-単体 v, v′(∈ C̃)に対して，vと v′の間に 1-単体をおく必要十分
条件は v, v′の表現 P, P ′が何回かの deformation of type RI（0
回も含む）とちょうど１回の RIII, ambient isotopyで移り合う
こと．

記号 2. K̃3 の 0-単体 v, v′ に対して v, v′ の表現 P, P ′ とする．P から
P ′へ移るときの deformations of type RIIIの最小数を d3([P ], [P ′])と書
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く．ここで，球面曲線P, P ′が deformations of type RIとRIII, ambient
isotopyで移りあわないとき，d3([P ], [P ′]) = ∞と定める．

記号 3. P を球面曲線とする．P の各二重点に上下の情報を付加して得
られるダイアグラムをDP で表す．交代的な結び目のダイアグラムDP

をダイアグラムに持つ結び目をKalt(P )と書く．

このKalt(P )の概念は [4]に用いられていることを注意しておく．

記号 4. Kを結び目とする．このときKの（３次元）genusを g(K)と
書くことにする．

これらの記号の下，次が得られた．

結果 1. P, P ′を球面曲線とする．このとき，
d3([P ], [P ′]) ≥ |g(Kalt(P ′))− g(Kalt(P ))|.

次に，球面曲線 P, P ′に対して長さ d3([P ], [P ′])を実現するパスの中
の 1-単体に対応する deformation of type RIIIの構成を考える．

定義 3. 向きのついた球面曲線を考え，図 2の左の変形を deformation
of type strong RIII，右の変形を deformation of type weak RIIIと呼ぶ．
特に，deformation of type strong RIIIに関して，その変形に対応する
コード図は図 3のようになるが，この左から右へのコード図の変化に
対応する変形を deformation of type negative strong RIIIと呼ぶ．

↔
strong RIII weak RIII

↔

図 2. Deformations of type strong RIII and weak RIII

↔
strong RIII

図 3. Chord diagram of deformation of type strong RIII

記号 5. K を結び目とするとき，K の Conway多項式の 2次の係数を
a2(K)と書くことにする．

記号 6. P を球面曲線とする．各二重点が正交点である結び目のダイア
グラムDP をダイアグラムに持つ結び目をKpos(P )と書く．
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このKpos(P )の概念は [3]に用いられていることを注意しておく（[8]
も参照のこと）．

記号 7. K,K ′を結び目とする．K からK ′を∆-moveの列で得る∆-
Gordian distanceを d∆(K,K ′)とかく．ここで，K,K ′が∆-moveとダ
イアグラムのライデマイスター移動，ambient isotopyで移りあわない
とき，d∆(K,K ′) = ∞と定める．

これらの概念・記号を用いて，次が得られた．

結果 2. P, P ′を球面曲線とする．P, P ′がdeformations of type RI,RIIIと
ambient isotopyで移りあうとき，長さ d3([P ], [P ′])を実現する任意のパ
スに含まれる deformations of type strong RIIIに対応する数を h(P, P ′)
と書くことにする．このとき，

h(P, P ′) ≥ d∆(K
pos(P ), Kpos(P ′)).

特に，P ′がP から deformations of type RIとweak RIII, negative strong
RIIIで得られるとき，
h(P, P ′) = d∆(K

pos(P ), Kpos(P ′)) = |a2(Kpos(P ′))− a2(K
pos(P ))|.

注意 1. 結果 2の最後の等式は複体 K̃3の大きさを概算することに有効
であると考えている．また，この等式から∆-Gordian複体との直接的
な関わりも見えるのでさらに調べていきたいと考えている．

Kを結び目とする．u∆(K)をKの∆-unknotting numberとする．こ
のとき，結果 2の系として次が得られる．

系 1. Pを球面曲線とする．単純閉曲線を○とかく．Pがdeformations
of type RI,RIIIと ambient isotopyで ○ に移るとき，長さ d3([P ], [○])
を実現する任意のパスに含まれる deformations of type strong RIIIに対
応する数を h′(P )と書くことにする．このとき，

h′(P ) ≥ u∆(K
pos(P )).

特に，○がP から deformations of type RIとweak RIII, negative strong
RIIIで得られるとき，

h′(P ) = u∆(K
pos(P )) = a2(K

pos(P )).

2. 結果の証明
この章では結果の証明をする．まず見通し良く証明する為に鍵とな

る局所変形を導入する．

定義 4. 図 4の局所変形を deformation of type αと呼ぶ．特に，左か
ら右の変形を deformation of type α+を右から左の変形を deformation
of type α−と呼ぶ．
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アークに 1辺形を持たないちょうど 3交点をもつ球面曲線の，half
twistをm回したバンド和の射影図を導く局所変形を deformation of
type β+(m)，バンド和を取り除くような変形を deformation of type
β−(m)と呼ぶことにする．これらの総称として deformation of type β
と呼ぶ（図 5参照）．

→

→
α
-

α
+

図 4. Deformation of type α

→
→

β-(2)

β+(2)

図 5. Deformation of type β(2)

定義 5. 球面曲線 P が 1辺形を持たないとき，P はRI-minimalである
という．

RI-minimalな球面曲線に関して，[3]により次のような事実が知られ
ている.

事実 1. 任意の球面曲線 P に対して，deformation of type RIを繰り返
し用いることで RI-minimalな球面曲線が ambient isotopyを許した下
で一意に定まる．
記号 8. P から得られるRI-minimalな球面曲線を reduced(P )と書く．
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これらの新たな局所変形を用いて次のことが分かっている．

定理 1 ([2]). P, P ′を球面曲線とする．P とP ′が何回かの deformations
of type RIとちょうど 1回のRIII, ambient isotopyで移り合う必要十分
条件は reduced(P )と reduced(P ′)が 1回の deformation of type RIIIま
たは 1回の deformation of type αまたは 1回の type deformation of type
βのいずれかで移る．

球面曲線 P に対して，事実 1より，reduced(P ) ∈ [P ]. このことを
用いて，次の複体を考える．

定義 6. 球面曲線の局所変形 deformation of type RIII, α, βを用いて複
体 K̃3αβを次で定義する．

• 0-単体 vはその表現 P から得られる reduced(P )を対応させる．
• 0-単体 v, v′に対して，vと v′の間に 1-単体をおく必要十分条件
は v, v′の表現 P, P ′から得られる reduced(P ), reduced(P ′)が 1
回の deformation of type RIIIまたは 1回の deformation of type
αまたは 1回の deformation of type βと ambient isotopyで移
り合うこと．

記号 9. K̃3αβの 0-単体 v, v′に対して v, v′の表現P, P ′とする．v, v′間の
最短パスの 1-単体の数を d3αβ(reduced(P ), reduced(P ′))と書く．ここ
で，球面曲線P, P ′がdeformations of type RIIIとα, β, ambient isotopy
で移りあわないとき，d3αβ(K,K ′) = ∞と定める．

K̃3と K̃3αβの定義から，次の事実が得られる．

事実 2. P, P ′を球面曲線とする．このとき

d3αβ(reduced(P ), reduced(P ′)) = d3([P ], [P ′]).

この事実より，結果 1において，d3([P ], [P ′])を評価しているが，代
わりに d3αβ(reduced(P ), reduced(P ′))を考えても良い．そこで，defor-
mations of type α, β,RIIIの各々について次の補題 1, 2, 3を考える．

Deformation of type αに関して次のことが分かる．

補題 1. Deformation of type α+はdeformations of type β+(1),RIII, β−(0)
で構成されている．

証明は図 6より明らかである．
次に deformation of type β+について次が得られる．

補題 2. 球面曲線 P, P ′に対して，P ′が P から 1回の deformation of
type β+で移るならば，

g(Kalt(P ′))− g(Kalt(P )) = 1.
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→
α+

→

→
β(1)+ β(0)

→
RIII

-

図 6. α consists of β(1)+,RIII, β(0)−.

Proof. deformation of type β+の定義より，Kalt(P ′)はKalt(P )に三葉
結び目のバンド和なので，genusが 1増える．

□

次に deformation of type RIIIについて調べる．

補題 3. P, P ′球面曲線とする．P と P ′が 1回の deformation of type
strong RIIIで移り合うとする．このとき，

|g(Kalt(P ′))− g(Kalt(P ))| = 0または 1.

P と P ′が 1回の deformation of type weak RIIIで移り合うとする．こ
のとき，

|g(Kalt(P ′))− g(Kalt(P ))| = 0.

Proof. DP にザイフェルトのアルゴリズムを施して得られるザイフェ
ルトサークルの数を s(P )，P の二重点の数を n(P )，χ(P )を P のオイ
ラー標数とする．つまりχ(P ) = 1− 2g(Kalt(P )). また，オイラー標数
は χ(P ) = s(P )− n(P )ともかける．よって，

g(Kalt(P ′))−g(Kalt(P )) =
χ(P )− χ(P ′)

2
=

s(P )− s(P ′)− n(P ) + n(P ′)

2
.

ここで，P と P ′ は deformation of type RIIIで移り合うので n(P ′) =
n(P )であるから，

|g(Kalt(P ′))− g(Kalt(P ))| =
|s(P )− s(P ′)|

2
.

さらに，P とP ′が 1回の deformation of type strong RIIIで移り合うと
する．このとき，P と P ′は deformation of type strong RIIIが施され
るところのみ異なるからP とP ′に各々ザイフェルトのアルゴリズムを
施しても局所変形を施すところ以外は同じである．そのことに注意す
るとザイフェルトサークルのつながり方は二種類あり |s(P ′)− s(P )| =
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0または 2と分かる（図 7参照）．よって，|g(Kalt(P ′))−g(Kalt(P ))| =
|s(P )− s(P ′)|

2
= 0または 1.

また，P と P ′が 1回の deformation of type weak RIIIで移り合うと
する．このとき，前と同様の議論より s(P ′) − s(P ) = 0がわかる（図

8参照）から，g(Kalt(P ′))− g(Kalt(P )) =
s(P )− s(P ′)

2
= 0.

↔↔

図 7. |s(P ′)− s(P )| = 0 or 2.

↔

図 8. |s(P ′)− s(P )| = 0.

□
これらの補題を用いて結果 1を示す．まず，PからP ′へdeformations

of type RI,RIIIで移らないとする．このとき d3([P ], [P ′]) = ∞となるの
でd3([P ], [P ′]) ≥ |g(Kalt(P ′))−g(Kalt(P ))|は明らか．次にPからP ′へ
deformations of type RI,RIIIで移るとする．事実 1より，deformation of
type RIを繰り返し施すことで P, P ′は各々reduced(P ), reduced(P ′)に
できる．また，deformation of type RIを何回施してもgenusは変わらな
いから，P0 = reduced(P ), Pm = reduced(P ′)とすると |g(Kalt(P ′)) −
g(Kalt(P ))| = |g(Kalt(Pm)) − g(Kalt(P0))|. さらに，P0から Pmへは，
deformations of type RIII, α, βで移る．これは定理 1を繰り返し適応す
ることでわかる．補題 1, 2, 3から，deformations of type RIII, α, βの
いずれでも genusは高々1しか増えないことにも注意すると

|g(Kalt(Pm))− g(Kalt(P0))| = |
m∑
i=1

(g(Kalt(Pi))− g(Kalt(Pi−1)))|

≤
m∑
i=1

|g(Kalt(Pi))− g(Kalt(Pi−1))| ≤ d3αβ(P0, Pm).

事実 2を用いると，
|g(Kalt(P ′))− g(Kalt(P ))| ≤ d3αβ(P0, Pm) = d3([P ], [P ′]).
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よって，結果 1が示せた．
次に，結果 2を示す．その為に必要となる概念を準備する．

定義 7. v, v′ ∈ Cとする．v, v′の表現 P, P ′ で deformations of type RI
とweak RIII，ambient isotopyで移り合うとき，v, v′は (RI,weakRIII)-
equivalentであるといい，v ∼1,w3 v

′で表す．

記号 10. C(1,w3)を C/ ∼1,w3とし，任意の球面曲線 P を含む C(1,w3)の
元を [P ]1,w3とかく．
このとき次の複体を考える．

定義 8. 球面曲線と deformations of type RI, weak RIII, strong RIIIに
よって誘導される複体K(1,w3)

s3 を次で定義する．
• 0-単体全体の集合は C(1,w3)に対応する．
• 0-単体 v, v′(∈ C(1,w3))に対して，vと v′の間に 1-単体をおく必要
十分条件は v, v′の表現P, P ′が何回かのdeformations of type RI
とweak RIII（0回も含む）とちょうど１回の strong RIII, ambient
isotopyで移り合うこと．

記号 11. K(1,w3)
s3 の 0-単体 v, v′ に対して，v, v′ の表現 P, P ′ とする．

P から P ′ へ移るときの deformations of type strong RIIIの最小数を
ds3([P ]1,w3, [P

′]1,w3)と書く．ここで，球面曲線P, P ′が deformations of
type RIとweak RIII strong RIII, ambient isotopyで移りあわないとき，
ds3([P ]1,w3, [P

′]1,w3) = ∞と定める．
この複体の 0-単体同士の距離 ds3([P ]1,w3, [P

′]1,w3)について次のこと
が分かる．
補題 4.

h(P, P ′) ≥ ds3([P ]1,w3, [P
′]1,w3).

証明は ds3([P ]1,w3, [P
′]1,w3)の定義より明らか．

また，Conway多項式に関して [6]の中で次のことが示されている．
事実 3 ([6]). 結び目K,K ′に対して，K ′がKから 1回の∆-moveで得
られるならば，|a2(K ′)− a2(K)| = 1.

更に，次も得られる．
事実 4. d∆(K,K ′) ≥ |a2(K ′)− a2(K)|．
この事実 3と ds3([P ]1,w3, [P

′]1,w3)の定義から次が言える．
補題 5. ds3([P ]1,w3, [P

′]1,w3)を実現する P から P ′への列に含まれてい
る deformations of type strong RIIIが全て negativeであるならば，

ds3([P ]1,w3, [P
′]1,w3) ≥ |a2(Kpos(P ′))− a2(K

pos(P ))|.
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更に，[9]の中で次のことが示されている．

事実 5 ([9]). K を結び目，ĠK をK の基点付きコード図，

→→
をちょ

うどこの形をした ĠKの部分コード図とする．また ⟨

→→
, ĠK⟩で →→に現れる 2本のコードの signの積の足し合わせを表すことにする．こ

のとき，a2(K)は次式で表される．

a2(K) = ⟨

→→
, ĠK⟩.

これらのことを用いて結果 2の証明を始める．h(P, P ′)の定義を思
い出すと，Kpos(P ), Kpos(P ′)間の（正交点３つによる）∆-moveに対応
するKpos(P )からKpos(P ′)へのパスは h(P, P ′)回の∆-moveが現れる
から，
(1) h(P, P ′) ≥ d∆(K

pos(P ), Kpos(P ′)).

次に事実 5より，１回の deformation of type negative strong RIIIは
部分コード図

→→
の ĠK をちょうど１個増やす．よって，h(P, P ′)回

の deformations of type strong RIIIが全て negativeならば，h(P, P ′) ≤
|a2(Kpos(P ′))− a2(K

pos(P ))|. このことと補題 4，5をあわせて次が得
られる．

|a2(Kpos(P ′))− a2(K
pos(P ))| ≥ h(P, P ′)

≥ ds3([P ]1,w3, [P
′]1,w3) ≥ |a2(Kpos(P ′))− a2(K

pos(P ))|.
よって，

h(P, P ′) = |a2(Kpos(P ′))− a2(K
pos(P ))|.

この等式に加えて，(1)と事実 4より，
h(P, P ′) ≥ d∆(K

pos(P ), Kpos(P ′)) ≥ |a2(Kpos(P ′))− a2(K
pos(P ))|

だから，
h(P, P ′) = d∆(K

pos(P ), Kpos(P ′)).

以上をまとめて，
h(P, P ′) = d∆(K

pos(P ), Kpos(P ′)) = |a2(Kpos(P ′))− a2(K
pos(P ))|.
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