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1 序文

3次元球面 S3 内に埋め込まれた連結閉曲面の外部の連結成分は（アレクサンダー双対定理

より）2つあるが，各連結成分は，あるハンドル体結び目の外部に同相であることが Fox [2]

によって示されている．一方，S3 内の連結閉曲面で，外部の各連結成分がどちらもハンドル

体に同相でないものが存在する．その様な閉曲面を “bi-knotted”であると呼ぶことにする．

本稿では種数 2の “素”で bi-knottedな曲面の外部の 2つの連結成分に対して，それらと

同相な外部を持つハンドル体結び目対は，一方は既約であり，もう一方は可約であることを

示す．さらに，2つの種数 2のハンドル体結び目がある条件を満たす場合，それらをハンド

ル体結び目対に持つ素で bi-knottedな曲面を構成する．

2 S3 内の曲面

以下，S3 内の曲面とは，S3 内に埋め込まれた，向きづけ可能連結閉曲面とする．

定義 2.1. F を S3 内の曲面とする．F の外部（すなわち，F の正則近傍の補空間の閉包）の

連結成分を VF，WF とする．

(1) VF，WF がともにハンドル体に同相であるとき，F は unknottedであるという（図

1参照）．

(2) F が unknottedでないとき，F は knottedであるという（図 2参照）．

(3) VF，WF がともにハンドル体に同相でないとき，F は bi-knottedであるという（図

3参照）．

図 1 Unknottedな曲面の例 図 2 Knottedな曲面の例 図 3 Bi-knottedな曲面の例
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注意 2.2. 曲面 F の種数が 0の時は，F は常に unknottedである．また，bi-knottedな曲

面の種数は 2以上である．これらは Alexander [1]の結果から従う．

定義 2.3. S3 内の曲面 F1, F2 が S3 のイソトピーで互いに移り合うとき，F1, F2 は同値であ

るといい，F1
∼= F2 と表す．

S3 内の unknottedな曲面の同値性については次のWaldhausenの結果がある．

定理 2.4 (Waldhausen [10]). 2つの unknottedな曲面は，同じ種数を持つならば互いに同値

である．

また，knottedだが，bi-knottedでない曲面 (つまり，外部の連結成分がハンドル体に同相

なものと，そうでないものからなる曲面)の同値性については，ハンドル体結び目理論に帰着

される．したがって，ここでは bi-knottedな曲面に焦点を当てて考察する．

定義 2.5. S3 内の 2 つの曲面 F1, F2 に対して，ある S3 内の 3 次元球体 B3 であって，

F1 ⊂ intB3 かつ F2 ⊂ S3 \B3 を満たすものが存在するとき，F1, F2 を（ある自然な条件を

満たす）S1 × [−1, 1]で「つないで」得られる曲面のことを F1 と F2 のイソトピー和と呼び，

F1♯F2 と表す（図 4参照）．

図 4 曲面のイソトピー和

イソトピー和の詳しい定義は [8]を参照されたい．

定義 2.6. 曲面 F が F1♯F2♯ · · · ♯Fk （各 Fi は曲面）と同値であるとき，F1♯F2♯ · · · ♯Fk を F

の分解と呼ぶ．さらに，F ( ̸∼= S2)の任意の分解 F ∼= F1♯F2 に対して，F1 または F2 が S2 と

同値であるとき，F は素であるという．

2



図 3は素ではない bi-knottedな曲面の例である．S3 内の素でない種数 2の曲面の同値性

については，イソトピー和を取る各成分が種数 1の曲面であるので，（アレクサンダーのトー

ラス定理 [1]より）通常の結び目理論に帰着できる．したがって，bi-knottedな曲面の中で

も，素な曲面に注目して考えたい．種数 2の素で bi-knottedな曲面の例としては「本間の例」

（図 5参照）がある．

図 5 素で bi-knottedな曲面の例 (Honma [3])

3 ハンドル体結び目

S3 内に埋め込まれたハンドル体のことをハンドル体結び目と呼ぶ．2つのハンドル体結び

目が S3 のイソトピーで互いに移り合うとき，それらは同値であるという．S3 内に標準的に

埋め込まれたハンドル体と同値なハンドル体結び目を自明なハンドル体結び目（図 6 参照）

といい，自明なハンドル体結び目と同値でないハンドル体結び目を非自明なハンドル体結び

目（図 7参照）という．

図 6 自明なハンドル体結び目の例 図 7 非自明なハンドル体結び目の例

ハンドル体結び目と空間グラフの間には非常に良い関係がある．例えば，空間内のハンド

カフグラフ（図 8参照），θグラフ（図 9参照）の正則近傍は種数 2のハンドル体結び目であ

り，さらに任意の種数 2のハンドル体結び目はある空間内のハンドカフグラフ，またはθグ

ラフの正則近傍となる．
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図 8 ハンドカフグラフ 図 9 θグラフ

ハンドル体結び目理論に関する詳しい内容は [4, 5]等を参照されたい．ここでは必要な定

義のみを行う．

定義 3.1. (1) ハンドル体結び目 H に対して，S3 内のある 2次元球面 S2 で，H ∩ S2 が

H に適切に埋め込まれた，ちょうど 1つの本質的な 2次元円板となるものが存在する

とき，H は可約であるという（図 10参照）．

(2) ハンドル体結び目 H が可約ではないとき，H は既約であるという（図 11参照）．

図 10 可約なハンドル体結び目の例 図 11 既約なハンドル体結び目の例

次の補題は定義からただちに従う．

補題 3.2. H をハンドル体結び目とし，∂H をH の境界とする．このとき，H が既約である

ことと，∂H が素な曲面であることは同値である．

4 Foxの定理と曲面のハンドル体結び目対

S3 内の曲面とハンドル体結び目は，次の Foxの定理によって関係づけられる．

定理 4.1 (Fox [2]). M は S3 の連結かつコンパクトな 3次元部分多様体で，M の境界は連

結かつ空でないとする．このとき，あるハンドル体結び目H で，S3 \ intH ≈ M（同相）と

なるものが存在する．
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したがって，S3 内の曲面 F に対して，その外部の連結成分を VF ,WF とおくと，Foxの

定理から，あるハンドル体結び目HV ,HW で，S3 \ intHV ≈ VF，S3 \ intHW ≈ WF を満

たすものが存在する．

定義 4.2. 上の (HV ,HW )を曲面 F のハンドル体結び目対と呼ぶ．

注意 4.3. 1つの曲面に対応するハンドル体結び目対は一般に一意的ではない．ハンドル体結

び目には，互いに同値ではない（S3 のイソトピーで移り合わない）が，外部が同相になる例

が存在する [6]．

S3 内の曲面のハンドル体結び目対に対して，以下のことは定義からただちに導かれる．

補題 4.4. F を S3 内の曲面とし，F のハンドル体結び目対を (H1,H2)とする．

(1) F が unknottedならば，H1,H2 はともに自明なハンドル体結び目である．

(2) F が knottedならば，H1, H2 のうち，少なくともどちらか一方は非自明なハンドル体

結び目である．

(3) F が bi-knottedならば，H1,H2 はともに非自明なハンドル体結び目である．

ここでの考察の主な対象であった素で bi-knottedな曲面については，種数 2の場合に関し

て次の命題が得られる．

命題 4.5. F を S3 内の種数 2の曲面とし，そのハンドル体結び目対を (H1,H2)とする．F

が素で bi-knottedな曲面ならば，H1 とH2 のうち，どちらか一方は既約であり，もう一方は

可約である（図 12参照）．

図 12 素で bi-knottedな曲面のハンドル体結び目対の例

命題 4.5は次の津久井康之氏の定理とその系を用いるとすぐに示せる．

定理 4.6 (Y.Tsukui [9]). F を S3 内の種数 2の曲面とし，その外部の連結成分をそれぞれ

VF ,WF とする．F が素な曲面であることの必要十分条件は，π1(VF )と π1(WF )のどちらか
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一方が自由積に関して分解されないことである．

定理 4.6と補題 3.2から，次の系 4.7はただちに導かれる．

系 4.7. H は種数 2のハンドル体結び目とする．H が既約であることと，π1(S
3 \ intH)が

自由積に分解されないことは同値である．

5 主定理

まず，主定理を述べる準備をする．S3 内に埋め込まれたハンドカフグラフの “鎖”の部分

を忘れると，2成分絡み目が得られる．K を S3 内に埋め込まれたハンドカフグラフとし，K

から得られる 2成分絡み目を L = L1 ∪ L2 とする．

定義 5.1. (1) L が自明な絡み目となるような K の正則近傍と同値なハンドル体結び目

を，性質 T̃を満たすハンドル体結び目と呼ぶ（図 13参照）．

(2) L1 または L2 が自明な結び目となるような K の正則近傍と同値なハンドル体結び目

を，性質 Tを満たすハンドル体結び目と呼ぶ（図 14参照）．

図 13 性質 T̃ 図 14 性質 T

ここまで S3 内の曲面（特に，素で bi-knottedな曲面）とそのハンドル体結び目対につい

て考察してきた．ここでは逆に，与えられたハンドル結び目対を素で bi-knottedな曲面で実

現できるか？という問題を考えてみる．以下で述べる定理がその問いに対する部分的解答で

あり，本稿の主定理である．

定理 5.2. (1) H1 を性質 T̃を満たす種数 2の既約なハンドル体結び目，H2 を非自明な種

数 2の可約なハンドル体結び目とする．このとき，種数 2の素で bi-knottedな曲面 F

で，F のハンドル体結び目対が (H1,H2)となるものが存在する.

(2) H1 を性質 Tを満たす種数 2の既約なハンドル体結び目，H2 を可約なハンドル体結び

目で，H2 = T1♮T2（T1 は非自明な結び目の管状近傍，T2 は自明な solid torus，T1♮T2

は T1 と T2 の S3 内での境界連結和）とする．このとき，種数 2の素で bi-knottedな
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曲面 F で，F のハンドル体結び目対が (H1,H2)となるものが存在する.

実際の構成方法と証明の概略を以下で簡単に説明する．ここでは (2)のみ説明するが，(1)

もほぼ同様である．

(2)の仮定より，ハンドル体結び目H1 は性質 Tを満たす．したがって，自明な結び目の部

分（L1 とする）を持つような，ある S3 内のハンドカフグラフ K の正則近傍が H1 である．

L1 が自明であることから，S3 内に埋め込まれた 2次元円板 D2 で，∂D2 = L1 となるもの

が存在する（図 15参照）．D2 の正則近傍を N(D2)とする（D2 と，K の L1 以外の部分と

の交差は横断的であるとし，N(D2)は十分小さくとるものとする（図 16参照））．

図 15 自明な結び目部分と D2 図 16 N(D2)

次に，3 次元球体 B3 内のトーラスといくつかの弧（α1, α2, . . . , αk とおく）を準備する

（図 17参照）．ここで，トーラスは “ほとんど”∂B3 と一致しており，H2 = T1♮T2 の T1 から

決まる非自明な弧に沿ったトンネルを持つ．弧 α1, α2, . . . , αk はそのトンネルに沿って平行

であり，弧の本数 k は intD2 とK との交差点の個数と一致させる．

図 17 B3内のトーラスと弧（右は真横から見た図）

次に，N(D2)と準備しておいた 3次元球体 B3 を “入れ替える”（ただし, ∂N(D2) ∩K =

∂B3 ∩ (α1 ∪α2 ∪ · · · ∪αk) となるようにする（図 18参照））．最後に，K の残りの部分と B3
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内の弧を太らせ，その境界の曲面を F とする．

図 18 N(D2)と B3 を “入れ替える”

次に上の F が素で bi-knottedであることを示す．構成の方法から，曲面 F の外部の連結

成分はそれぞれ，S3 \ intH1 と S3 \ intH2 に同相である．それらを VF ,WF とおく．仮定

より，H1 は種数 2の既約なハンドル体結び目であった．いたがって系 4.7より，π1(VF )は

自由積に関して分解されない．よって定理 4.6より，F は素な曲面である．

また，π1(VF )と π1(WF )はともに自由群ではないので，F は bi-knottedである． □

図 19 は主定理 5.2(2) の具体的な構成の例である．図が複雑になるので省略してあるが，

球体部分には（H2 = T1♮T2 の T1 から決まる）非自明な弧に沿ったトンネルが開いており，

この例では 2本の管がそのトンネルの中を平行に通っている．

図 19 具体的な構成の例
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