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1. 導入
次の操作を 3次元多様体M 内の結び目Kに沿ったデーン手術とよぶ；「Kの開
管状近傍をMから取り除き，ソリッドトーラスを（元とは異なるように）埋め
戻す．」

S3 \ Kに有限体積完備双曲構造が入る S3内の結び目Kを双曲結び目という．
S3内の双曲結び目に沿ったデーン手術により非双曲的多様体が生成されること
は非常に特異な現象であり，例外手術とよばれ，低次元トポロジーにおける重要
な研究対象となっている．実際，Thurstonの双曲デーン手術定理 [10, Theorem

5.8.2]から，S3内の各双曲結び目に対して，例外的手術は高々有限個であること
が知られている．

Thurston [10, section 6, question 1]によって提唱され，近年Perelman[7, 8, 9]

によって肯定的に解かれた「幾何化予想」の帰結から，例外的手術は生成される
多様体のタイプによって，可約手術 (可約な多様体を生成），トロイダル手術（ト
ロイダルな多様体を生成），ザイフェルト手術（ザイフェルト多様体を生成）に
分類される．
一方で，この分類は互いに排他的でないことが知られている．実際，トロイダ
ルザイフェルト手術 (トロイダルなザイフェルト多様体を生成する手術)を許容す
る双曲結び目の無限列が存在する [5, Proposition 4.5(1), (3)], [3].

そこで，例外的手術を上記の3つのタイプに分類したとき，それらの共通部分
を調べることは興味深い問題となる．

2. 主結果
本発表では，論文 [4]で得られた，3次元球面 S3内のモンテシノス結び目に沿っ
たトロイダルザイフェルト手術の決定について報告する．ここでモンテシノス結
び目とは，ここで，図 1のように有理タングルを並べて作られた図式で表される
結び目のことである．

定理 1 ([4, Thoerem 1.1]). S3内のモンテシノス結び目に沿ったトロイダルザイ
フェルト手術は, 三葉結び目31に沿った0-手術のみである.
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図 1: 3つの有理タングル1/2, 1/3, −2/3から構成されるモンテシノス結び目．

注意 2. 三葉結び目31はトーラス結び目なので，定理1より，S3内の双曲モンテ
シノス結び目はトロイダルザイフェルト手術を許容しないことがわかる．
又，どのモンテシノス結び目が双曲結び目であるかは，既に知られている [6],

[1, 2]．実際，(2, p)型トーラス結び目と，(3, 4)型トーラス結び目，(3, 5)型トー
ラス結び目のみが，双曲的でないモンテシノス結び目である．

注意 3. モンテシノス結び目は可約手術を許容しない [11]ので，例外的手術の 3

タイプの共通部分は全て決定されたことになる．
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