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研究成果の概要（和文）： 

 
ハンドル体結び目とは、３次元球面に埋め込まれたハンドル体のことです。二つのハンド
ル体結び目は３次元球面のイソトピーで移りあうときに同値であると定義します。ハンド
ル体結び目は結び目の自然な一般化であり、空間グラフや３次元多様体と関係が深い研究
対象です。研究成果は次にあげる通りです。補正山田多項式を定義しました。カンドル彩
色不変量を用いてハンドル体結び目の既約性を判定する方法を開発しました。空間３価グ
ラフ全体に対してＩＨ複体の構造を与え、ＩＨ距離を不変量を用いて評価しました。 
 
 

研究成果の概要（英文）： 
 
A handlebody-knot is a handlebody embedded in the 3-sphere. Two handlebody-knots are 
equivalent if one can be transformed into the other by an isotopy of the 3-sphere. A 
handlebody-knot is a natural generalization of a knot, and is closely related to a spatial 
graph and a 3-manifold. The results of this study are as follows: I defined a normalized 
Yamada polynomial. I provided methods to detect the irreducibility of a handlebody-knot 
by using quandle coloring invariants. I introduced the IH-complex on the set of spatial 
trivalent graphs, and evaluated the IH-distance by using invariants. 
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ハンドル体結び目とは、３次元球面に埋め込
まれたハンドル体のことです。二つのハンド
ル体結び目は３次元球面のイソトピーで移
りあうとき、つまり連続的に一方を他方に変
形できるとき、同値であると定義します。結
び目（円周の埋め込み）は、正則近傍をとる
ことで、種数１のハンドル体結び目に対応し
ます。したがって、ハンドル体結び目理論は、
種数に関する結び目理論の自然な一般化に
なっています。 

 

ハンドル体結び目は通常の結び目の自然な
一般化である一方、空間グラフの正則近傍と
しての顔も持ちます。また、ハンドル体は３
次元多様体論の基本的な対象です。これらの
ことより、ハンドル体結び目は他の研究対象
との関係が期待されていました。 

 

研究開始当初のハンドル体結び目理論の研
究状況は、ようやく基本変形が与えられたと
ころでした。つまり、ハンドル体結び目理論
の創生期であり、したがってハンドル体結び
目を扱うための道具は十分に揃っていませ
んでした。 

 

そして、そのように十分に道具が揃っていな
い中、６交点までのダイアグラムを持つハン
ドル体結び目の表が作成されているところ
でした。 

 

 

２．研究の目的 

 

本研究の目的は、大きく分けると次にあげる
三つになります。  

 

(1) 研究開始当初に、作成中であったハンド
ル体結び目の表には、区別できていない
ハンドル体結び目の組がいくつかあり
ました。これらの組を区別する方法を開
発することが、本研究の一つの目的でし
た。 

 

(2) ハンドル体結び目理論は結び目理論の
一般化であるというだけではなく、他の
様々な対象と関連があることが期待さ
れていました。ハンドル体結び目とそれ
らの対象との関係を明らかにすること
が、本研究の一つの目的でした。 

 

(3) 前項で述べたようにハンドル体結び目
の研究は他の研究対象と関連が期待さ
れていました。したがって、研究会など
を開催し、他の研究者との連携を密にし
て、他の研究との関連の中でハンドル体
結び目理論を発展させていくことが、本
研究の一つの目的でした。 

 

 

３．研究の方法 

 
(1) 結び目に対して定義されている量子不

変量やカンドルコサイクル不変量など
の結び目の判別能力の高い不変量の構
成を、ハンドル体結び目に対して見直す
ことでハンドル体結び目の表の区別で
きていない組を区別する方法の開発を
目指しました。 

 
(2) ハンドル体結び目を３次元多様体論の

観点から見ることで、ハンドル体結び目
のスパインに惑わされない、ハンドル体
結び目それ自体の性質を扱い、その応用
を得ることを目指しました。 

 
(3) 任意のハンドル体結び目は空間３価グ

ラフの正則近傍として得られることに
着目し、ハンドル体結び目の観点から空
間グラフ全体の構造を明らかにするこ
とを目指しました。  

 
 
４．研究成果 
 
(1) 円周２重被覆を持つ３価グラフの空間

埋め込みに対して、補正山田多項式を定
義しました。 
 
ハンドル体結び目は、空間３価グラフの
ＩＨ変形による同値類であることが分
かっていますが、さらに、橋を持たない
３価グラフの空間埋め込みのＩＨ変形
による同値類であることも分かってい
ます。 
 
橋を持たない３価グラフは円周２重被
覆を持つことが予想されているので、円
周２重被覆を持つ３価グラフの空間埋
め込みの不変量であって、ＩＨ変形で不
変であるものは、円周２重被覆の予想の
もとで、ハンドル体結び目の不変量にな
ります。 
 
空間グラフの不変量である山田多項式
は基本変形に対して完全には不変でな
く，単元分のずれがあります。ハンドル
体結び目の不変量を定義する上ではこ
のずれが障害になります。 
 
研究成果は、ハンドル体結び目の不変量
を定義するために山田多項式に適切な
補正を与えたこと、特に、次を示したこ
とです。 
 



 

 

① 円周２重被覆に付随するすべての
円周のねじれ数を足し合わせたも
のを、単元の指数に入れて、山田多
項式に掛け合わせることで補正山
田多項式が定義できる。特に、補正
山田多項式はすべての基本変形に
対して完全に不変である。 
 

(2) カンドル彩色不変量を用いてハンドル
体結び目の既約性を判定する方法を開
発しました。 
 
３次元球面に埋め込まれたハンドル体
結び目のハンドル体と本質的円板で交
わる球面が存在するとき、ハンドル体結
び目は可約であるといいます。ハンドル
体結び目は可約でないときに既約であ
るといいます。 
 
ハンドル体結び目が可約であることは
実際に分解球面を見つけることで示す
ことができますが、ハンドル体結び目が
既約であることは分解球面の存在を仮
定して矛盾を導く必要があります。 
 
一方、カンドル彩色不変量は、カンドル
とよばれる代数によるダイアグラムの
彩色数のことです。カンドルは結び目の
基本変形に動機づけられた公理によっ
て定義されますが、これを修正すること
で、ハンドル体結び目に対してもカンド
ル彩色不変量を定義することができま
す。 
 
研究成果は、ハンドル体結び目の表を作
成するときにも重要である既約性とい
うハンドル体結び目の性質をカンドル
彩色不変量を用いて捉えるのに成功し
たこと、特に、次を示したことです。 
 
① トンネル数１の可約なハンドル体

結び目のカンドル彩色数の各多重
度は、彩色に用いるカンドルのタイ
プによって割り切れる。 
 

② 種数１のハンドル体結び目との円
板和によって得られる可約なハン
ドル体結び目は非自明なカンドル
彩色を持つ。 
 

(3) 空間３価グラフ全体に対してＩＨ複体
の構造を与え、空間グラフの間のＩＨ
距離を不変量を用いて評価しました。 
 
ハンドル体結び目と空間グラフをつな
ぐキーワードは近傍同値です。空間グ
ラフを近傍同値で考えたものがハンド

ル体結び目になります。 
 
ＩＨ複体においてＩＨ変形で移りあう
空間グラフは１単体でつながるので、
ＩＨ複体の連結成分の一つ一つがハン
ドル体結び目に対応します。 
 
空間グラフが“自明である”または“最
も簡単である”ことを定義することは
空間グラフ理論において基本的な問題
の一つです。空間グラフが自明なハン
ドル体結び目を表すことは、空間グラ
フが“自明である”または“最も簡単
である”ための必要条件の一つになり
ます。 
 
よって、自明ハンドル体結び目に対応
する空間グラフの属するＩＨ複体の連
結成分の形を知ることが空間グラフの
自明性を定義する上で重要になります。 
 
研究成果は、ＩＨ複体の形を知るため
に、ハンドル体結び目の不変量を用い
てＩＨ距離を評価する方法を開発した
こと、特に、次を示したことです。 
 
① 二つの空間３価グラフの間のＩＨ

距離は、フィボナッチ数によって上
からおさえられる任意の関数を用
いて、ある不変量の値が一致するフ
ロー付空間３価グラフの関数の差
の最小値を用いて下から評価でき
る。 
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