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研究成果の概要（和文）：結び目をキーワードに、関連する物理・化学・生物を視野に入れて、数学全般の発展
を促すべく活動してきた。大阪市立大学数学研究所を活動拠点に置き、東アジアの8つの研究所との研究協力協
定に基づき、アジアとの研究ネットワークの構築を目指し、活動した。ソウル国際数学者会議の結び目理論サテ
ライト国際会議等、種々の国際会議や国内定期会合への参加支援を行った。これらの会議を通して、研究計画従
事者を始めとした多数の結び目関連研究者達により、数多くの重要な研究成果が得られた。結び目理論を応用し
た「領域選択ゲーム」の特許取得2件や研究代表者による2次元リボン結び目の45年間の懸案問題の解決などの業
績も含まれる。

研究成果の概要（英文）：Using the knot as a key word, we have been working to encourage the 
development of mathematics in general, with a view of the related physics, chemistry and biology. 
Based on Osaka City University Mathematics Research Institute as an activity base and based on 
research cooperation agreements with 8 institutes in East Asia, we aimed to build a research network
 with Asia. We supported participation in many international or domestic regular meetings such as 
the satellite knot theory international conference of the Seoul International Congress of 
Mathematicians. Throughout these meetings, numerous important research results were obtained by a 
number of knot related researchers including research planning workers, which include research 
achievements obtaining two patents on the game "Region Select" applying the knot theory and solving 
a pending issue of 45 years of a ribbon 2-knot by the research representative.

研究分野： 位相幾何学

キーワード： 結び目理論　トポロジー　物理 　化学 　生物
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
結び目理論と関係する学問分野は、位相幾何
学、微分幾何学、双曲幾何学、函数論、可積
分系、数論など現代数学のほとんどの最先端
学問分野である。それは量子統計力学やソフ
トマタ―物理、ポリマーネットワークや高分
子合成、環状 DNAや狂牛病のプリオンの研究
等、物理、化学、生物学とも関連する広領域
研究としての側面も持つ。他にも、結び目理
論を応用したゲームなど、多様な応用的側面
も持ち始めており、科学研究が細分化し横断
的な分野が少ない中で、科学を俯瞰する上か
らも結び目理論は貴重な分野となっている。 
 

２．研究の目的 
この研究計画の目的は、結び目をキーワード
として、（物理、化学、生物学とも関連する）
トポロジー（位相幾何）に重きを置いた結び
目の数学理論研究を、21 世紀 COEの事後評価
(事前開示)で「設定された目的は十分達成さ
れた」との総合評価を受けた大阪市立大学数
学研究所(OCAMI)の 21世紀 COE活動とその後
の活動実績を基に、全国規模でハイレベルに
繰り広げようということである。 
 
３．研究の方法 

結び目理論と関係して、広範ないろいろな研
究分野の中で個別的に進展が図られてきた
研究を、研究代表者、研究分担者、連携研究
者と連絡を取りながら、結び目をキーワード
として、トポロジーに力点を置き、関連する
物理・化学・生物を視野に入れながら、数学
全般の発展を促す計画である。また、数学研
究所を活動拠点に置き、第一線の研究者及び
将来有望な若手研究者の招聘によって、また
東アジアの８つの研究所と締結した研究協
力協定に基づいた教育研究交流活動を基盤
として、アジアとの研究ネットワークを構築
する計画である。 
 

４．研究成果 
(1)H24年度の成果 
OCAMI、慶北国立大学、釜山国立大学合同の
第 6 回大学院学生ワークショッ プは第 4 回
KOOK-TAPU 合同セミナーとの同時開催により
釜山国立大学で開催された。Intelligence of 
Low-dimensional Topology(ILDT)が OCAMI 後
援で、京都大学数理解析研究所(RIMS)で開催
された。2012 琉球結び目セミナーは那覇市ぶ
んかテンブス館 3階会議室で開催された。10
月 12～14 日東北結び目セミナーが山形大学
小白川キャンパスで開催された。４次元トポ
ロジーは広島大学理学部で開催された。結び
目の数学 Vは早稲田大学早稲田キャンパスで
開催された。日本・中国・韓国の国際会議第
9 回結び目と関連分野の東アジアスクールは
東京大学数理科学研究科で開催された。研究
集会 E－KOOKセミナーは大阪市立大学学術情
報センター10 階で 開催された。トポロジー
新人セミナー(佐賀県唐津市ちか崎別館で開

催)およびフルビッツ作用(群馬大学開催)へ
の参加支援も行った。これらの会議を通して
研究代表者・研究分担者、連携研究者をはじ
めとした多数の結び目関連研究者、トポロジ
ー関連研究者の数多くの研究成果の発表が
行われた。本年度の研究計画はこのように実
行された。研究代表者・分担者は結び目の局
所変形、空間グラフ、曲面結び目、キャンド
ル、 3 次元多様体の数え上げ等で多くの新知
見を得た。結び目理論を応用した量子スイッ
チシステムに関しての特許申請も行った。 
 
(2)H25年度の成果 
OCAMI・慶北国立大学・釜山国立大学合同第 7
回大学院学生ワークショップは 第 5 回
KOOK-TAPU 合同セミナーとの同時開催により
大阪市立大学で開催された。島根大と大阪市
立大主催の位相数学・微分幾何学国際会議兼
第 6 回日本-メキシコ位相数学合同シンポジ
ウムが島根大 学総合理工学部で開催された。
東北結び目セミナーが東北大学片平キャン
パスで開催された。4 次元トポロジーは広島
大学理学部で開催された。結び目の数学 VI
は日本大学文理学部百周年記念館で開催さ
れた。トポロジー新人セ ミナー(和歌山市潮
風荘開催)およびフルビッツ作用(群馬大学
開催)への参加支援も行った。これらの会議
を通して研 究代表者や連携研究者をはじめ
とした多数の結び目関連研究者やトポロジ
ー関連研究者が数多くの研究成果の発表を
行った。OCAMI 後 援で ILDT が RIMS で開催さ
れた。本年度の研究計画はこのように実行さ
れた。研究代表者は無限巡回基本群を持つ 4
次元多様体の位相分離問題を解決し、その帰
結として曲面結び目の位相的自明予 想を肯
定的に解決した論文を出版した。またすべて
の 3次元有向連結多様体が埋め込まれるよう
な 4 次元多様体(3 次元多様体の 4 次元宇宙)
の分類関連論文 2編と絡み目のはめ込み同境
に関する論文１編を書いた。領域選択ゲーム
関連の結び目理論の解説書(共著)結び目理
論とゲーム(朝倉書店 2013)を出版した。 
 
(3)H26年度の成果 
大学院学生、PD研究員(数学研究所員)に、国
内・海外研修の機会を提供する等、国内外の
研究者の活躍を積極支援し、特に次のような
国際会議への参加支援を行った。大阪市立大
学数学研究所・慶北国立大学・釜山国立大学
合同の第 7回大学院学生ワークショップと第
5回 KOOK-TAPU合同セミナー(韓国数理科学国
立研究所(NIMUS)での同時開催)。結び目理論
に関する国際数学者会議のサテライト国際
会議(韓国釜山開催)。結び目理論に関する東
アジアセミナー(中国上海開催)。また、種々
の国内の定期会合(KOOK セミナー、ILDT、ト
ポロジー新人セミナー、4次元のトポロジー、
東北結び目セミナー、結び目の数学等々)へ
の参加支援を行った。研究代表者の業績とし
て、無限巡回基本群を持つなめらかな 4次元



多様体は位相的に分離するという予想の解
決などの進展があった。 
 
(4)H27年度の成果 
大学院学生、PD研究員(数学研究所員)に、国
内・海外研修の機会を提供する等、国内外の
研究者の活躍を積極支援し、特に次のような
国際会議への参加支援を行った。OCAMI・慶
北国立大学・釜山国立大学合同の第 9回大学
院学生ワークショップと第 7回 KOOK-TAPU合
同セミナー(大阪市立大学開催)。結び目理論
に関する東アジアセミナー(大阪市立大学開
催)。また、種々の国内の定期会合(KOOK セミ
ナー、ILDT、トポロジー新人セミナー、4 次
元のトポロジー、東北結び目セミナー、結び
目の数学等々)への参加支援を行った。研究
代表者の業績としては、45年間の懸案問題で
あった，リボン曲面結び目のなめらか自明予
想の解決などの進展があった。 
 
(5)H28年度の成果 
大学院学生、PD 研究員(数学研究所員)に国
内・海外研修の機会を提供する等、国内外の
研究者の活躍を支援し、特に次のような国際
会議への参加支援を行った。OCAMI・慶北国
立大学・釜山国立大学合同の第 10 回大学院
学生ワークショップと第 8回 KOOK-TAPU合同
セミナー同時開催(韓国釜山国立大学開催)。
結び目理論に関する東アジアセミナー(東京
大学開催)、KOOK-TAPU Workshop of Knots in 
Tsushima Island。種々の国内の会合(KOOK セ
ミナー、トポロジー新人セミナー、ブラシュ
ケ積の小会合、拡大 KOOK セミナー、結び目
の数学、4 次元のトポロジー、東北結び目セ
ミナー、 微分トポロジー１７等々)への参加
支援を行った。結び目の数学教育の研究報告
書(共編)も出版した。研究代表者は、昨年度
出版の 45年間の懸案問題解決(リボン曲面結
び目のなめらか自明予想解決)の論文の補足
論文と曲面隣接空間グラフ理論を出版した。 
 
この研究計画により、日本の結び目理論は、
世界に認知され、将来に渡って、アジアとの
研究ネットワークを確立することができた。 
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