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概 要
本研究は林忠一郎氏（日本女子大学）との共同研究です．本講演で

は，unknotting tunnelに関する様々な研究を特に ��� ��-分解の観点から
検討しました．具体的には，以下の結果と我々の結果の関連を主に報
告しました．

� Boileau-Rost-Zieschangによるトーラス knot の unknotting tunnel
の決定分類

� 森元-作間による satellite knotの unknotting tunnelの研究

� 森元-作間-横田 knotの発見

� ヘガード分解の Rubinstein-Scharlemann graphics

� 小林による 2-bridge knotの unknotting tunnelの決定分類

� Scharlemann-Tomova, JohnsonによるHeegaard distanceの unknot-
ting tunnelへの応用

� Cho-McCulloughによる unknotting tunnelの depth

� 古宇田による unknotting tunnelの complex

� 石原による unknotting tunnelの depthの計算結果

このレポートは詳細を省き，どういう背景でどういう考察をしたか　と
いう事を中心に書かせて頂きます．詳細は参考文献をご参照ください．

1. ��� ��-tunnelと unknotting tunnel
� を閉３次元多様体，� をその中の結び目とします．このとき，組�����が以下
の条件を満たす分解 ����� � ���� ����� ���� ���をもつとき，� を ��� ��-knot

と呼び，この分解を ��� ��-分解と言います．

(1) ��� �� は solid torus;

(2) ���� はそれぞれ ��� �� に properly embeddedされた trivial arc (���に平
行な arc）．

例えば，トーラス結び目，２橋結び目などが ��� ��-knotになることが知られて
います．図1の ��� �� のようにこの ��� ��-分解を与える arcを ��� ��-tunnelと言い
ます．
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図 1: ��� ��-分解

一方，� を � �� � �� を満たす arcとします．� � ������ � ��が種数２の
handlebodyとなるとき，この � を� の unknotting tunnelと言います．この arcを
持つ結び目は tunnel number one knotと呼ばれます．
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図 2: unknotting tunnel

さらに，��� ��-tunnelは unknotting tunnelになることが示せるので，��� ��-knot
は tunnel number one knotであることが分かります．

1980年代から 90年代，三次元球面内のいくつかの結び目の unknotting tunnel
について以下のことが知られていました．

定理 1.1 ([1], [15]) トーラス結び目は多くとも３つの unkntting tunnelを持つ．そ
のうち２つは ��� ��-tunnel であり，残りの一つは ��� ��-tunnel でない unknotting
tunnelである．

図３では ��� 	�-タイプのトーラスknotをそれがのるトーラス（茶色）付きで描
きました．一般に赤，青，緑で描いた arcが unknotting tunnelになります．赤，青
はトーラスが切り取る solid torus の core を通ります．そして，この茶色のトー
ラスが ��� ��-分解を与えるトーラスになります．緑の arcが ��� ��-tunnelでない
unknotting tunnelです．これは，（結び目を動かすことなしに）トーラスの上にのっ
ていることに注意して下さい．

定理 1.2 ([12]) ２橋結び目は (up to homeo.で) 多くとも４つの unknotting tunnel
を持つ．それらはすべて ��� ��-tunnelである．

定理 1.3 ([16]) satellite knotは (up to homeo.で)多くとも４つの unknotting tunnel
　を持つ．それらは，すべて ��� ��-tunnelである．



図 3: トーラスknotの unknotting tunnel

satellite knot について，up to isotopy では一般に無限個の ��� ��-tunnel を持ち
ます．
当時，unknotting tunnelを持つ結び目はこれらのように必ず ��� ��-tunnelも持つ

ような例ばかりだったので，そうでないもの，すなわち，tunnel number one knot
だけれども ��� ��-knotでないようなものが存在するか？というのが一つの問題で
した．その解答を作間-森元-横田が与えました．図のようにタイプ ��� 	�のトー
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図 4: MSY��� 	
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ラス結び目を 
-half twistsして得られるものをMSY��� 	
 
�と書くことにすると，
MSY��� ��� ���� � �� � �� が tunnel number one だけれども，��� ��-knotにな
らないことが [17]において示されています．
そして，‘thin position’を使ったテクニックによって次が示されました．

定理 1.4 ([6]) 任意の unknotting tunnel は最小橋指数を与える球面の上に isotopy
でのせることができる．

約１０年ほど前にトーラスknotの場合や定理1.4といった結果をふまえて，林さ
んと私は ��� ��-knot � に対して，「もし� が ��� ��-tunnelでない unknotting tunnel



� を持てば，� は ��� ��分解を与えるトーラスの上に isotopyでのせられるのでは
ないか？」という問題を考えました．得ました結果は以下です．

定理 1.5 ([4, 5]) If � �� �, one of the following conditions holds:
(1) � is a ��� ��-tunnel;
(2) � may be isotoped into � fixing the knot �;
(3) � is an ‘almost’ satellite knot.

� という未定義語については次章で説明します．almost satellite knot について
は省略しますが，これに対する unknotting tunnelについては定理 1.3といくつか
の考察 [4, 7, 8, 9]によってどのようなものかわかっています．ですので，� �� �の
条件付きで目的が達成されたことになります．�の条件が無い場合はどのような
状況になるかも解析をしたのですが，きれいな結果を得ることはできませんでし
た．詳細は論文 [4, 5]をご参照頂けたらと思います．

2. Rubinstein-Scharlemann，小林－佐伯の結果
Rubinstein-Scharlemann[18]の結果を大雑把に述べますと，３次元多様体� が２
つのへガード分解: � � �� �� �� � � �� �をもつとき，そのへガード曲面�

と  の交わりは，��  両方で essentialになる simple closed curveの（空でない）
集合に出来る　というものです．小林-佐伯 [13]は，これを絡み目を含む３次元
多様体バージョンにしました．それを我々の問題に焼きなおすと次のようになり
ます：�����が ��� ��-分解 ���� ��� �� ���� ���，および unknotting tunnel に付
随する種数２のへガード分解：��� ���� ��� ��を持つとすると，そのへガード
曲面 � と  の交わりは，��  両方で �-essentialになる simple closed curveの
（空でない）集合に出来る．定理 1.5ではこの交わりの simple closed curveの最少
本数を �としています．

3. Songの例
定理 1.5 を得ることには得たのですが，そもそもの問題「もし ��� ��-knot � が
��� ��-tunnelでない unknotting tunnel � を持てば，� は ��� ��分解を与えるトーラ
スの上に isotopyでのせられるのではないか？」に関して，トーラスknot以外にこ
れを満たすものが存在するのか？　ということもわかりませんでした．しかし，当
時よく研究連絡を取り合っていた韓国，Pukyong National UniversityのHyun-Jong
Song先生が次の例はどうかと教えてくれました．（図5）
この結び目はMSY(5,7;2)です．MSY��� 	
 
�は tunnel number oneだけれども，

��� ��-knotにならない例を与えていたのですが，その為にはしかるべき条件を満
たさねばならず，この結び目はそれを満たさないので ��� ��-knotになってしまい
ます．実際，図の �� は ��� ��-tunnelになります．また，SnapPeaによるとこの結
び目は双曲的（つまりトーラス結び目ではない）でした．�� が unknotting tunnel
だけれども，��� ��-tunnel にならない候補なのですが，それを示さねばなりませ
ん．unknotting tunnelであることはへガード分解の基本的なテクニックによって
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図 5: MSY��� �
 ��

わかります．��� ��-tunnelでないことを示すために次の命題を使ってはどうかと
なりました．

命題 3.1 ([16]) ���を�-グラフとみなし，��� ��をそのconstituent knotとする．こ
のとき，�が�の ��� ��-tunnelを決定する必要十分条件はcl�� �������，cl�� �

������の少なくとも一つが solid torusになることである．

これを図の ��に適用することを考えます．MSY��� �
 ��� ��の2つのconstituent
knotは trivial knotにはならないので，これは ��� ��-tunnelでないと示せたと思い，
めでたしめでたし　としていました．しかしながら，��� ��-tunnelであってもそ
れを isotopyで滑らせて複雑にしたら constituent knotは複雑な結び目になります．
つまり，この命題のこのような使い方は間違った使い方だったのです．ちなみに��

が ��� ��-tunnelであることはこの命題からわかります．これは正しい使い方です．

4.最近の研究
この例に関する考察がそこで止まってしまい何年も過ぎてしまいました．しかし，
一方で unknotting tunnelに関する研究は様々な研究者によって進みました．特に
unknotting tunnelの不変量に注目しましょう．Cho-McCullogh[2, 3]による ‘depth’,
Johnson[11]による ‘distance’，古宇田 [14]による ‘t-distance’などが定義されまし
た．以下，結び目� の unknotting tunnel � に対して，distanceを dist(� )，depthを
depth(� )と書くことにします．詳細は省きますが，一般に次のことが知られてい
ます．

命題 4.1 (1) depth��� � ��� � is a ��� ��-tunnel．

(2) dist���� � 	 depth���.

そして，Scharlemann-Tomovaの結果 [19]を利用することで Johnson が次の定
理を得ました．



定理 4.2 [11] dist��� 
 � �� � は� の (up to isotopy で) ユニークな unknotting
tunnelである．

さらに，

定理 4.3 [11]任意の自然数�に対して，dist��� � �を満たす unknotting tunnel �
が存在する．

これらの結果を鑑みると，１０年程前とは違い，tunnel number one knotだけれ
ども ��� ��-knotでないものが一般的であるような印象になってしまいました．そ
して，例えば，dist��� 	 �となる unknotting tunnelを持つ結び目はどのようなも
のなのでしょうか．
石原 [10]は, depthを計算するアルゴリズムを与え，（私の）懸案だったMSY��� �� ��

の unknotting tunnel �� の depthが２であることを示しました．命題 4.1 (1)から，
�� はやはり ��� ��-tunnelでないことがわかりホッとしました．
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