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1. はじめに

以下, 多様体およびその間の写像はすべて滑らかであるとし, ホモロジーはすべて整係

数とする.

M を向きづけられた閉3 次元多様体とすると, Giroux[G] はM の接触構造のアイソ

トピー類と, Mのオープンブックをpositive stabilizationという操作で同一視して得ら

れた同値類の間に一対一の対応があることを示した. この対応では, 接触構造に対して

サポーティングオープンブックと呼ばれるオープンブックが一意に定まることを主張

しているが, このサポーティングオープンブックを用いた接触構造の研究がさかんに行

われている.

Loi-Piergallini[LP]らとAkubulut-Ozbagci[AO]らはオープンブックでモノドロミー

が正のDehnツイストに分解できるものを与えれば,これにサポートされるStein fillable

な接触構造が存在することを示した. また, 逆に Stein fillableな接触構造を与えれば,

これをサポートするオープンブックでモノドロミーが正のDehnツイストに分解でき

るものの存在も示している. planarなクラスに関してはさらにWendl[W]により, Stein

fillableな接触構造に対するサポーティングオープンブックが planarであるとき, その

モノドロミーは必ず正のDehnツイストに分解できることが示されている. 　

以上から Stein fillableな接触構造をサポートするオープンブックのモノドロミーに

は, ページが planarであるときは非常にいい性質をもつことが分かる. また, モノド

ロミーの正のDenhツイストによる分解を与えればpositive allowable Lefschetzファイ

バー空間 (PALF)が定まるため, Stein fillableな接触構造を知るには, PALFの研究も大

きな手掛かりとなることが分かる. ここではこれらの対応を用いて, ページがplanarで

あるときの接触ホモロジー3球面についての特徴付けを行う.

2. Lefschetz ファイバー空間

まず, Lefschetzファイバー空間についての復習をする. 詳しい解説は [GS, chapter 8]を

参照して欲しい.

定義 2.1. Xを向きづけられた4次元多様体とする. 写像f : X → D2がLefschetzファ

イバー空間であるとは, 次の条件を満たすことである:

i). fは有限個の臨界値 b1, . . . , bm ∈ IntD2を持ち, 各特異ファイバー f−1(bi)にはた

だ一つの臨界点piが存在する；

ii). fのf−1(D2 − {b1, . . . , bm})への制限はファイバーバンドルである；
iii). 各 pi, biの周りでこれらを中心とする局所複素座標 (z1, z2), wが存在して, fは局

所的にw = f(z1, z2) = z21 + z22と表示される（このとき局所複素座標はX,D2の

向きと両立するものとする）

∗〒 152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1 東京工業大学　大学院理工学研究科
e-mail: oba.t.ac@m.titech.ac.jp



条件の iii)から, 特異ファイバーは正則ファイバーの中のある単純閉曲線をつぶすこ

とで得られていることが知られているが, この単純閉曲線のことを消滅サイクルと呼ぶ.

定義 2.2. Lefschetzファイバー空間f : X → D2がpositive allowable Lefschetzファ

イバー空間 (PALF)であるとは, 正則ファイバーが境界付きの曲面で, すべての 消滅

サイクル がホモロジカルに非自明であるときをいう.

PALFの全空間Xのハンドル分解について考える.ここではファイバーはn個穴あき

の2次元円盤Dnのみを考える. このときハンドル分解は次のようになることが知られ

ている:

(Dn ×D2) ∪ (
∪m

j=1 h
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j ) ≈ (h(0) ∪ (
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i )) ∪ (
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(2)
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ただし, h(k)は 4次元の k-ハンドルであり, 2-ハンドルは各特異点に対する消滅サイク

ルに沿って (−1)フレーミングで貼りつけらている.

{C1, C2, . . . , Cn}をH1(Dn)の自然な基底とする. 消滅サイクルはDnの単純閉曲線で

あるのでそのホモロジー類は向きをうまく選ぶと,
∑n

i=1 εi Ci(ただし, εi ∈ {0, 1}) とな
ることが分かる. さらにH1(X) ∼= H1(Dn)/⟨消滅サイクル ⟩であるので, 結局H1(X)を

決定するには, 成分が0と1のみからなる行列, すなわち (0, 1)行列AのSmith標準形を

決定すればよいことになる.

3. 主結果

Xj1,j2,...,jnをXの部分多様体 (h(0) ∪ (
∪n

i=1 h
(1)
i )) ∪ (

∪n
k=1 h

(2)
jk
)とする.

定理 3.1. f : X → D2 をファイバーが Dn でモノドロミーが (t1, t2, . . . , tm)である

PALFとし, 全空間XがH1(X) = 0を満たすとする. H1(Xj1,j2,...,jn) = 0なる部分多様

体Xj1,j2,...,jn が存在するならば, ∂Xがホモロジー球面であることとm = nであること

は必要十分である.

定理3.1の証明の概略. ∂Xがホモロジー球面になるときの条件を考察する. まず, ∂X =

∂X ′でありH1(X
′) = 0を満たす 4次元多様体X ′をXの 1-ハンドルのコアに沿って手

術することで構成する. X ′の交差形式QX′はH2(X
′)の基底をうまく選べば先の (0, 1)

行列Aを用いて (
−Im

tA

A O

)
と表せる. 一般に, 境界付き4次元多様体の1次元ホモロジー群が自明である場合, その

境界がホモロジー球面であることと, その4次元多様体の交差形式がユニモジュラーで

あることは同値である. したがって, ∂Xがホモロジー球面であるかどうかは, QX′が

ユニモジュラーであるかどうかを判定すればよいことになる.

実際, |detQX′|を計算すると以下のようになる:

|detQX′|

{
= 1 if m = n

> 1 if m > n .

これより定理が従う.

さらに Živković[Ž]による (0, 1)行列の分類を用いて以下の系を得ることができる.



系 3.2. n = 1, 2, 3, 4とし, f : X → D2をファイバーがDnでモノドロミーが(t1, t2, . . . , tm)

である PALF とする. このとき, ∂X がホモロジー球面であることと m = n かつ

H1(X) = 0であることは必要十分である.

初めに述べた Stein fillableな接触構造とPALFおよびオープンブックとの関係を用

いれば, 系3.2を次のように言い換えることができる.

系 3.3. n = 1, 2, 3, 4とし,接触多様体 (M, ξ)の接触構造は Stein fillableであり, かつ

オープンブック分解 (Dn, φ)にサポートされているとする. このとき, Mがホモロジー

球面であることと, φが正のDehnツイストn個に分解されかつこの分解から定まるコ

ンパクトStein曲面XがH1(X) = 0を満たすことは必要十分である.

これらの定理と系を用いてつぎの命題を得ることができる.

命題 3.4. 種数 0のPALFを許容するMazur type多様体をStein fillingとして持つ接触

ホモロジー球面が無限個存在する. ただし, 4次元多様体がMazur typeであるとは, コ

ンパクト, 連結, 可縮, 向き付け可能 4次元多様体で, 0, 1, 2-ハンドルを 1つずつ持つハ

ンドル分解を持ち, 境界がS3ではないものをいう.

命題3.4の証明. fn : Xn → D2(n > 2)を図 1のような消滅サイクルをもつファイバー

がDnであるPALFとすると, 定理から∂Xnはホモロジー球面であることが分かる.
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図 1: fn : Xn → D2 の消滅サイクル

このとき全空間XnのKirby図式は図2の左図のようになり, Kirby計算をすることで

右図が得られる（Kirby図式, Kirby計算については [GS, section 4, 5, 8]を参照せよ）.

この図式から単連結であることが分かり, さらにホモロジーが1点と同型であることか

らWhiteheadの定理を用いると可縮であることが分かる.
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図 2: XnのKirby図式



あとは境界がS3に微分同相でないことを示せばXnがMazur typeであることが分か

る. これを示すために, 先ほどのKirby図式を3次元多様体の図式とみなすと, Kirby計

算やRolfsen moveをすることで図 3の右図のようになる (Rolfsen moveについては [R,

chapter 9]を参照せよ).
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図 3: ∂Xnの図式

∂Xnは結び目の
1

n− 2
-手術で得られることがわかり, ∂XnのCasson不変量を手術公式

を用いて計算すると, 2(n − 2)になる. S3のCasson不変量は 0であることから ∂Xnは

S3と微分同相でなく, とくに ∂Xn ̸≈ ∂Xn′ (n ̸= n′)である (Casson不変量は [S]を参照

せよ). よって, XnはMazur typeである.

あとは PALFと Stein fillableな接触構造およびオープンブックの対応を用いると,

{∂Xn}が主張を満たす無限列であることが分かる.

謝辞
研究集会「結び目の数VI」での講演の機会を与えてくださった日本大学の茂手木公彦

先生, 市原一裕先生には心より深く感謝を申し上げます. また, 本研究を進める上で多

くの助言をしてくださった指導教官の遠藤久顕先生と, 研究の初期段階で有益な議論を

させていただいたハンドルセミナーの参加者の皆さまにもこの場を借りて感謝を申し

上げます.

参考文献

[AO] S. Akbulut and B. Ozbagci, Lefschetz fibrations on compact Stein surfaces, Geometry
& Topology 5 (2001), 939-945.
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