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Khovanov は 2000 年に [1] において Jones 多項式の圏論化である絡み目のホモロジー理論 (現在は

Khovanov ホモロジーと呼ばれる)を構成した. その後 Rasmussen が [4] において Khovanov ホモロジーの

変種である Q 上の Lee ホモロジーを用いて結び目不変量 s(K) を定義した. この不変量の特徴として, S3 に

おける knot concordance 群から 2Z への準同型であること, 結び目の slice genus の下界を与えること, そし

て positive knot に関しては等号を成立させることが挙げられる. これらのことからミルナー予想の別証明が

得られる. s-不変量はそれまでゲージ理論による証明しか知られていなかった 4次元トポロジーに関する重要

な事実を, はじめて純粋に組合せ的な議論によって得たことで大きく注目された.

s(K)の well-definedness は Lee ホモロジーにおける “canonical generators” の不変性に基づく. これら

は Lee が [3] において構成したもので, (図式に対する) Lee ホモロジー群の生成系を成し, さらに Rasmussen

が Reidemeister 移動によって (単元倍を除いて)不変であることを示したものである.

Khovanov は [2] において Khovanovの理論, Leeの理論, そしてその他の変種の理論を統一する枠組みを

提案した. 可換環 R 内の二つの要素 h, t から定まる 2次多項式 X2 − hX − t と, A = R[X]/(X2 − hX − t)

で定義される Frobenius 代数を考察する. オリジナルの理論における構成を A を用いて行うことで R, h, t か

ら定まる絡み目のホモロジー理論が得られる. さらに Mackaay, Turner, Vaz が [5] において行った考察によ

り, この 2次式が 1次式の積に分解するとき Lee 類も一般化できることが分かる. この 2次式の二つの根の差

c が対応する (図式の)ホモロジー群を決定する.

一般に c が可逆の場合, Lee の理論はそのまま一般化される. 我々は c が可逆でない場合に注目する. R

は整域であるとして、まず絡み目図式 D に対する (torsion を無視した) Lee 類の c による最大の可除性

kc(D;R) を定義する. この量の Reidemeister 移動による変化を調べることで, 次の絡み目不変量が得られる:

主定理 1. 絡み目 L に対して, その任意の図式 D を用いて

s′c(L;R) = 2kc(D;R)− r(D) + w(D) + 1

で定義される量は L の不変量である. ここで r(D) は D の Seifert 円周の個数, w(D) は D の writhe で

ある.

さらに s′c の絡み目間のコボルディズムに対する挙動を調べることで, s′c(L) が Rasmussen の s-不変量と

共通の性質を持つことが示される.

主定理 2. 絡み目 L に対して, s′c(L;R) は concordance 不変である. また結び目 K に対して, その slice

genus を g∗(K) とすると
|s′c(K;R)| ≤ 2g∗(K)
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が成り立つ. 特に K が positive knot の場合は等号が成立する.

これらのことから再びミルナー予想の別証明が得られる. 次に R が一変数多項式環 Q[h] で c = h の場合

を考える (これに対応するホモロジー理論は Q 上の bigraded Bar-Natan 理論と呼ばれるものである). この

とき s′h は s-不変量と結び目の不変量として一致する:

主定理 3.
s′h(K;Q[h]) = s(K).

従って s′c は結び目に対する Rasmussen 不変量の拡張を与える. この定理は, Lee 類を正規化したホモロ

ジー類 [ζ(D)] を構成し, それらが Reidemeister 移動によってちょうど一対一に対応することから証明され

る. 従ってこのホモロジー類は結び目 K の不変量で [ζ(K)] と書くことができる. 実はより強く次のことが言

える:

主定理 4. [ζ(K)] は concordance 不変である.

主定理 3 より [ζ(K)] を用いた s-不変量の特徴付けも得られる:

主定理 5.
s(K) = qdeg[ζ(K)]− 1.

このことは s が concordance 不変である事実を反映している. 以上の議論は R = Q[h] の場合だけでなく,

標数が 2 でない任意の体 F に対する (R, c) = (F [h], h) および Z 上の Lee 理論 (R, c) = (Z, 2) に対しても
成り立つ. これらのケースでは対応するホモロジー理論 (mod torsion) が結び目とその間のコボルディズムに

関して関手的であることも示される.

執筆の時点では 主定理 3 が絡み目 L に対しても成り立つか, また s と異なる不変量を与える (R, c) が存

在するかどうかは分かっていない. また [ζ(K)] の幾何的な解釈は今後の課題である.
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