研究集会「拡大ＫＯＯＫセミナー２０１７」
2017 年 8 月 28 日 (月)〜 8 月 30 日 (水)
〒 535-8585 大阪府大阪市旭区大宮 5-16-1
大阪工業大学 大宮キャンパス 121 教室

日本数学会トポロジー連絡会議のトポロジープロジェクトの一環として，標記の研究集会を開催致します．

世話人： 塚本達也 (大阪工業大)

岸本健吾 (大阪工業大)

プログラム
第1日

8 月 28 日 (月)

10:00〜10:30 茂手木 公彦 （日本大学 文理学部）
Normal closures of slope elements in knot groups and the peripheral Magnus property
(伊藤哲也氏 (大阪大学)，寺垣内政一氏 (広島大学) との共同研究)
10:40-11:10

秋吉 宏尚（大阪市立大学大学院 理学研究科）
Finiteness of Ford and Dirichlet domains for 3-dimensional cone hyperbolic manifolds

11:20-11:50

瀧村 祐介（学習院中等科）
A pre-order of chord diagrams on knot projections

13:30-14:00

鄭 仁大（近畿大学 理工学部）
Amphicheiral 3-manifolds not coming from amphicheiral null-homologous knot complements
(市原一裕氏 (日本大学)，谷山公規氏 (早稲田大学) との共同研究)

14:10-14:40

滝岡 英雄（大阪市立大学 数学研究所）
自明な (2, 1) ケーブル Γ 多項式をもつ結び目の無限族について

14:50-15:20

石川 勝巳（京都大学 数理解析研究所）
Hoste’s conjecture for the Alexander polynomials of the 2-bridge knots

15:40-16:10

岡崎 真也（大阪市立大学 数学研究所）
Seifert complex for handlebody-knots

16:20-16:50

金信 泰造（大阪市立大学大学院 理学研究科）
自明なアレキサンダー多項式をもつ 2 次元リボン結び目のある無限族の分類

第2日

8 月 29 日 (火)

10:00〜10:30 安原 晃（津田塾大学）
Arrow calculus for welded and classical links
(Jean-Baptiste Meilhan (University of Grenoble Alpes) との共同研究)
10:40-11:10

和田 康載（早稲田大学大学院 教育学研究科）
交差の多重化から得られるウェルデッド絡み目の不変量

11:20-11:50

阿部 翠空星（神奈川工科大学）
種数 2 のハンドル体結び目の摂動的不変量

13:30-14:00 伊藤 哲也（大阪大学 理学研究科）
On LMO invariant constraints for cosmetic surgery and other surgery problems
for knots in S 3
14:10-14:40 直江 央寛（東北大学大学院 理学研究科）
On corks with low shadow complexity
14:50-15:20 井上 歩（愛知教育大学）
ファイバー結び目の結び目カンドル
15:40-16:10 阿蘇 愛理（首都大学東京大学院 理工学研究科）
The twisted Alexander polynomials of (−2, 3, 2n + 1)-pretzel knots
16:20-16:50 佐藤 進（神戸大学 理学部）
A set of local moves generating the writhe polynomial
17:00-17:30 森元 勘治（甲南大学 知能情報学部）
On 2-component links with genus two Heegaard splittings
——————— 懇親会 ———————

第3日

8 月 30 日 (水)

10:00〜10:30 寺垣内 政一（広島大学大学院 教育学研究科）
３次元多様体の基本群に含まれる共役ねじれ元と両側不変順序
(茂手木公彦氏 (日本大学) との共同研究)
10:40-11:10

市原 一裕（日本大学 文理学部）
Chirally cosmetic surgeries and Casson invariants
(伊藤哲也氏 (大阪大学), 斎藤敏夫氏 (上越教育大学) との共同研究)

11:20-11:50

松土 恵理（日本大学大学院 総合基礎科学研究科）
Minimal coloring numbers of Z-colorable links

13:30-14:00

小林 雅子（佛教大学 教育学部）
Cylinder braid について

14:10-14:40

河村 建吾（大阪市立大学 数学研究所）
On triple point numbers of immersed surface-knots

14:50-15:20

中村 拓司（大阪電気通信大学 工学部）
Pass moves for welded knots

