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Abstract. K2K is a software to handle knots and their invariants. This
software can display a knot by a cannonical way from its diagram, and
it can compute a quantum invariant of a knot related to the HOMFLY
polynomial of the three-parallel of the knot. Some applications of the
above two significant points of K2K are given.
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序

結び目理論の研究を支援するために作られた K2K と名付けられたシステムを使った２，３

の応用について解説する。K2K は奈良女子大学の落合豊行氏が開発しているもので，以前

から開発を続けていた KnotTheorybyComputer の計算エンジンを数式処理システムの

Mathematica から使えるようにしたものである。結び目理論研究支援システムはこれ以外

にもいくつか作られている。ひとつはこのシンポジウムでも講演された児玉宏児氏による，

結び目の様々な不変量を計算するシステムである。これを用いて，結び目の様々な多項式不

変量や，基本群についての情報を得ることができる。また，J. Weeks による SnapPea も有

名である。これは特に双曲構造の研究のために特化したシステムで，結び目の補空間に関す

る，双曲幾何に関連した様々な性質を調べることができる。

K2K やその元になっている KnotTheorybyComputer も，結び目の不変量などを調べ

て研究に役立てようとして作られたものであるが，他のシステムと比べて次のような特徴が

ある。

ひとつは，結び目のきれいな図が描けることである。山田修司氏により，結び目をあらわ

すデータから，結び目の射影図を描くアルゴリズムが構成されており，これを実装すること

で射影図をきれいな図に整形できるようになっている。

もうひとつの特徴は，ある高次の量子不変量が計算できることである。５本以下の紐であ

らわされる組み紐表示をもつ結び目について，SL(4, C) の (2,1) 型のヤング図形（分割）で

あらわされる表現に対応する量子不変量が求められる。この不変量は，ジョーンズ多項式な

どでは区別できないミュータントな結び目を区別するなど，不変量として優れた特徴を持っ
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ている。これは結び目の３重平行化からも計算できる不変量であり，他のソフトを用いても

原理的には計算可能である。しかし，このソフトでは文献[4] で提唱された W-グラフによる

岩堀-ヘッケ環の表現の構成法を用いた効率のよい計算法を実装し，大変高速に計算できるよ

うになっている。

ここでは，この２つの特徴それぞれの応用について紹介する。

1. 結び目を描く

まず，結び目を描くことに関して，K2K がどのように使えるかを紹介するが，その前にま

ずコンピュータで結び目を描く方法についていくつか紹介しよう。

a. ペイントソフトによる描画

最初の方法はペイントソフトにより，紙や黒板に描くのと同様にして描くというものであ

る。非常に簡単なお絵描き用のソフトでも上手にマウスを使えればなんとか結び目の絵を描

くことができる。しかし，どうしてもフリーハンドで描いたようになってしまい，例えば，

対称性のある結び目をその対称性がきちんと表現されるように描くことは難しい。また，あ

とから上手に修正することも難しい。

Figure 1. ペイントソフトによる例

b．ドローソフトによる描画

ペイントソフトが単に点の集合として図をあらわすのに対し，ドローソフトでは直線や曲

線を線として扱うことができる。従って，一度描いたものでも後から線として修正できるた

め，大変便利である。ちょっとした高級ワープロソフトなどにはドローツールも備わってお

り，結構楽しめるものである。

ただ，簡単なドローソフトでは，単に結び目の図を黒板や紙に書くのと同じように描くの

には十分なものの，ちょっと凝った表現をしようとしてもなかなか難しい。そこで登場する

のが Illustrator である。Illustrator を用いてどのような結び目の図が描けるか２，３の例

を紹介する。



Figure 2. ドローソフトによる例

c. Illustrator による描画

(i) ペンツールによる描画

Illustrator ではペンツールを用いて曲線を描く。曲線を描くにあたって，まず曲線の通る

点を指示し，さらに，その点からハンドルと呼ばれる，曲線の接する方向を指示するベクト

ルを指示する。このベクトルは，単に接線の方向を表すだけでなく，その長さにより，曲線

の曲がり方を調節できる。ペンツールに習熟すれば，様々な曲線からなる図を自由に描ける

ようになる。結び目を描くのもペンツールだけを用いても十分可能であるが，交点を表す方

法や，紐を紐らしくするテクニックがいくつかあるので，以下それらについて紹介しよう。

Figure 3. ペンツールによる例

(ii) はさみツール

結び目を描くとき，紙などに描くようにペンツールで描いてもよいのだが，すべてを一本

の線で描いておいてから交点の下側の部分をはさみツールで切り取ると，交点のところでの

紐のつながり具合が自然になる。ただ，この方法だと，後から修正するときに，つながり具

合が自然に見えるように保つことが難しい。



Figure 4. はさみツールによる例

(iii) 白い線の使用

Illustrator でみる線の交点は，黒い線で見る限り重なっているように見えるが，実は線が

どのように重なっていて，どれが手前にあるかといった情報がきちんと扱われている。この

ことをうまく使うと，交点の所で線を切り取らなくても交点を表現することができる。一つ

の方法は，紐を表す線の後ろに，少し太い白い線を描いておくものである。

具体的には次のようにする。まず，１本の線で結び目を描く。それから，はさみツールで

交点と交点の間に一つずつ切りこみを入れる。いくつかに分割された線１本１本に対し，次

の操作をして後ろに白い線を描く。

1. 線を複製する。

2. 線を太くし，白くする。

3. この白い線を元の線の場所に移動する。

4. 配置メニューでこの線を元の線の背面に置く。

5. この線と元の黒い線とをグループ化する。

各線に対しこの操作を行った後で，交点での前後関係が望むものになるよう，いくつかの部

分を配置メニューを用いて前後に置きなおす。以上の方法で，交点の所で下にある線が，上

にある線の白い部分で覆い隠されて，普通の結び目の図のようになる。

このようにして描いた図でも十分わかりやすいが，紐を紐らしく表現するためにもう少し

工夫することもできる。

(iv) ブレンドツールの使用

結び目の紐を立体的な太さのあるものとして表現するのにブレンドツールが使える。まず

(iii) と同様にして，白と黒を逆にしてみる。さらに，途中白い線と黒い線をグループ化する

代わりにこの２つの線をブレンドしてみる。これはオブジェクトメニューの中のブレンドと

いうコマンドを使う。そして，最後に上下関係を正しく調節すると図のように立体的な表現

ができる。



Figure 5. 白い線を用いた例

Figure 6. ブレンドツールを用いた例

(v) ブラシツールの使用

一方，結び目の紐をより紐らしく見せるのにブラシツールを用いることもできる。Illustrator
には紐を描くためのブラシが用意されている。これを使うと，線が紐のように表現されるの

である。まず最初に結び目をペンツールで描き，できた線に紐のブラシツールを適用し，線

を何箇所かで切って上下関係を調節するといかにも紐で結び目を作ったような図になる。た

だ，このままだと，線で切れ目を入れたところが丸く表現されてしまい，変である。そのた

めに，ブラシを修正する必要がある。これは，次のようにすればよい。

1. ブラシツールウィンドウが表示されていないときはウィンドウメニューから「ブラシの

表示」を選んで表示させる。

2. ブラシの中から紐ブラシを選択し，三角矢印の所でブラシの複製を選ぶ。（Illustrator
9.0 には紐ブラシがないため，Illustlator 8.0 のブラシライブラリを使う必要がある。

これはウィンドウメニューから「ブラシライブラリ」を選んで，Illustrator 8.0 のブラ

シツールを読み込むことで使用可能となる。

3. 複製されたブラシをダブルクリックして端点のパターンを「なし」にする。

このようにして作ったブラシを適用することで紐で作ったような結び目となる。



Figure 7. ブラシツールを用いた例

d. K2K を用いた描画

ここまでの方法では，もとになる結び目の図はペンツールなどを用いて手で描いていた

が，これでは，例えば，対称性のある図をきちんとその対称性を表すようにきれいに描く

ことが難しい。これに対し，きちんと計算をしてきれいな図を描くためのプログラムがい

くつかある。ひとつは，空間中の結び目に対し，ある種のエネルギーを定義し，そのエネ

ルギーが最小になる安定な状態を求めるものである。この手法は計算量が多く，また，エ

ネルギーが極小になる状態が複数ある可能性もあって，実際の計算は大変である。一方，

K2K では，結び目そのものの安定点を求めるのではなく，結び目の図に対して，ある種の安

定な状態を求めている。２次元球面S2 上に結び目の図が与えられたとき，その図における交

点と，交点と交点をつないでいる線の中点とが適当に球面上のゴム紐のようなもので結ばれ

ていると考えて，このゴム紐でできた網が安定になる状態を求めるのである。そして求まっ

た点を滑らかに結び，交点での上下をわかるようにして，Figure 8 のように結び目を描く。

さらに，OpenGL の機能を用いて，Figure 9 のように描くこともできる。

Figure 8. K2K で ShowKnotfromPdata を用いた例

このように K2K で描かれた図を元に，Illusutrator でペンツールでトレースして前述の

テクニックを用いて描きなおせば，かなりきれいに，紐らしく描くことができる。



Figure 9. K2K で ShowKnotbyOpengl を用いた例

e. K2K から 3D ソフトへ

さて，K2K では，結び目の様々なデータが Mathematica で扱えるようになっており，

さきの ShowKnotfromPdata という関数ではMathematica のグラフィックスの機能を用

いて結び目を図示するようになっている。ここで使われているデータを 3D グラフィックス

ソフトに受け渡すことにより，さらに様々な加工が可能になる。

3D ソフトで結び目のデータを取り込むためには，そのソフトで読み込むことのできる形式

でファイルを用意する必要がある。いくつかのソフトを調べたところ，DXF と呼ばれる形式

がほとんどすべての3D グラフィックスソフトでサポートされていることがわかった。この形

式は，実際にはテキストとしてデータが書かれており，中身を調べてみると，曲線のデータ

の表し方がわかる。いくつかのコマンドと供に３次元の座標データが記述されているのであ

る。そこで，Mathematica で結び目の座標データを DXF ファイル形式で書き出すプログ

ラムを作り，3D ソフトで取り込めるようにしてみた。実際のプログラムは次のものである。

DXFfromPdata[pdata_List] :=
Block[
{mm, aa, outf},
Install["DrawKnot"];
mm = GetDrawData[pdata[[2]], pdata[[1]]];
Uninstall["DrawKnot"];
outf = InputString["output faile name = "];
strm = OpenWrite[outf];
WriteString[strm, "0\n"]; WriteString[strm, "SECTION\n"];
WriteString[strm, "2\n"]; WriteString[strm, "ENTITIES\n"];
WriteString[strm, "0\n"]; WriteString[strm, "POLYLINE\n"];
WriteString[strm, "8\n"]; WriteString[strm, "0/Closed Line\n"];
WriteString[strm, "66\n"]; WriteString[strm, "1\n"];



WriteString[strm, "70\n"]; WriteString[strm, "9\n"];
For[i = 1, i <= Length[mm[[1]]], i++,

WriteString[strm, "0\n"]; WriteString[strm, "VERTEX\n"];
WriteString[strm, "8\n"]; WriteString[strm, "0/Closed Line\n"];
WriteString[strm, "10\n"];
WriteString[strm, 100*Chop[mm[[1, i, 1]]]];
WriteString[strm, "\n"];
WriteString[strm, "20\n"];
WriteString[strm, 100*Chop[mm[[1, i, 2]]]];
WriteString[strm, "\n"];
WriteString[strm, "30\n"];
WriteString[strm, 100*Chop[mm[[1, i, 3]]]];
WriteString[strm, "\n"];
WriteString[strm, "70\n"]; WriteString[strm, "32\n"];];

WriteString[strm, "0\n"]; WriteString[strm, "SEQEND\n"];
WriteString[strm, "0\n"]; WriteString[strm, "ENDSEC\n"];
WriteString[strm, "0\n"]; WriteString[strm, "END\n"];
Close[strm];
]

結び目のデータを pdata というパラメータで受け取り，K2K の関数 DrawKnot を用い

て結び目を表示するための座標データを受け取る。このデータはmm という配列に入ってい

るので，これを DXF の形式でファイルに書き出すのである。このようにして作ったファイ

ルを 3D ソフトで読み込むと，太さをつけるなどして自由に表示できる。次の図はShade で

「掃引（円）」というコマンドを使って太さをつけたものである。実際には取り込んだデータの

ノードをすべて選んでツールメニューの変更の「スムーズ」を選んでデータを滑らかにしてか

らスクリプトメニューの「掃引（円）」をおこない，さらにオリジナルの芯をあらわすデータ

（これはある面をあらわしている）を delete してからレンダリングしたものである。

Figure 10. Shade を用いた例



なお，講演後に，Mathematica や Maple そのものに，3D グラフィックスを DXF ファ

イルに変換するためのパッケージがあることを知った。このパッケージを用いると，次のよ

うにして 3D データを変換することができる。

ShowKnotfromPdata1[pdata_List, s_:7, opts___] :=
Block[
{mm, aa},
Install["DrawKnot"];
mm = GetDrawData[pdata[[2]], pdata[[1]]];
Uninstall["DrawKnot"];
aa = Table[

ParametricPlot3D[
framing[mm[[h]], i, t], {i, 1, Length[mm[[h]]]}, {t, 0, 1},
PlotPoints -> {Length[mm[[h]]], s},
DisplayFunction -> Identity], {h, 1, Length[mm]}];

Show[aa, opts, DisplayFunction -> $DisplayFunction, Ticks -> None,
ViewPoint -> {0, 0, 4}, Boxed -> False, Axes -> False]

]

WriteDXF["testfile.DXF", ShowKnotfromPdata1[pdata]]
　　　　 ファイル名　　　　　　 結び目のデータ

ここで ShowKnotfromPdata1 は K2K での ShowKnotfromPdata で，最後に 3D デー

タが残るようにセミコロンを取り除いたもので， WriteDXF という関数は Mathematica
のフォルダの中の AddOns の中の StandardPackages の中の DXF.m というパッケー

ジに定義されている。これを用いると太さのある結び目のデータが DXF ファイルとして

testfile.DXF に出力されるが，面がスムーズにならないなど，そんなにはきれいにはならな

い。

Figure 11. Mathematica のパッケージを用いた例



2. 高次の量子不変量を用いた応用

2.1. ミュータントな結び目の有限型不変量. ２つの結び目 K1, K2 について，K1 が２つの

2-タングルを組み合わせてできていてその一方を 180 度回転したものが K2 となっている

とき，K1, K2 は互いに ミュータント であるという。K2K を用いると高次の量子不変量

が具体的に計算できる。Jones 多項式，HOMFLY 多項式，Kauffman 多項式，あるいは

colored Jones 多項式といった量子不変量は２つの互いにミュータントな結び目を区別する

ことができないが，K2K で計算できる高次の量子不変量は多くのミュータントな結び目を区

別できる。さらに，この不変量をx − 1 で展開すると d 次の項の係数は次数 d の有限型不変

量となる。このことから，２つのミュータントな結び目に対して，有限型不変量がどのよう

な関係にあるかを調べることができる。このような研究はすでに Morton ら（文献 [3]）
によってなされており，次数10 以下の有限型不変量は互いにミュータントな結び目に対して

は一致することが予想されている。K2K の ThreeParallelPolynomialInvariant という関

数を用いると５本以下の紐からなる組み紐を閉じて得られる場合について，この予想を簡単

に確かめることができる。また，次数が11 次以上の有限型不変量までが一致するような２つ

の結び目の例を探すのにも有効である。

2.2. 結び目の組み紐指数の評価. 平行化した結び目のHOMFLY 多項式を用いて結び目の組み

紐指数の評価ができることがMorton によって指摘されている。Morton と Franks-Williams
[2] による評価を使うのである。結び目の３重平行化の HOMFLY 多項式を計算するに必要

な組み紐群の表現はすでにすべて構成してあるということなので，これらを組み合わせて３

重平行化について計算できるようにすることで，まだ組み紐指数の決定されていない結び目

についてよりよい評価が得られる可能性がある。K2K で３重平行化の HOMFLY 多項式が

計算できるようになることを期待している。
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