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ヒーガード分解とは閉 3次元多様体の二つのハンドル体の組への分解のことである．
ヒーガード分解は Heegaard により先駆的に研究され（[5]），Moise により任意の向き
付け可能閉3次元多様体に対し存在することが示された（[8]）．さらにその後，いくつ
かの研究により，3次元多様体の特徴的な性質がヒーガード分解の性質として反映され
ることが示された．例えば Haken により，可約3次元多様体の任意のヒーガード分解
は可約となることが示され（[4]），Casson-Gordon により，既約非ハーケン多様体の
既約ヒーガード分解は強既約となることが示されている（[3]）．
これらの研究を動機として，Hempelは，今日ではヘンペル距離と呼ばれるヒーガー

ド分解の非負整数値不変量を導入した（[6]）．これは上記のヒーガード分解の可約性，
既約性，強既約性の概念の自然な一般化と見なせるものであり，導入以来，非常に多
くの研究がなされてきている．
それらの研究の中で，十分に高いヘンペル距離を持つヒーガード分解は様々に良い性

質を持つ，ということが示されてきた．従って（十分に）高いヘンペル距離を持つヒー
ガード分解がいつ存在するか，は自然に考えられる興味深い問題となる．実際，Hempel

は，任意に与えられた正数以上のヘンペル距離を持つ種数 g ≥ 2のヒーガード分解を
許容する多様体が存在することを示している（[6]）．（ヒーガード分解の種数とは分解
されたハンドル体の種数のこと）

さて一方で，3次元多様体内の結び目・絡み目に対する，ヒーガード分解の自然な一
般化として，橋分解が考えられる．ここで 3次元多様体M内の絡み目Lの (g, b)-橋分
解とは，種数 gのハンドル体とそれに埋め込まれた自明な弧たちへの多様体対 (M, L)

の分解のことである．
この絡み目の橋分解に関しても，ヘンペル距離の概念は自然に拡張され，上記の

Hempel結果に対応して，Blair-Tomova-Yoshizawaは，任意に与えられた整数の組 b, g, n

に対して，n以上のヘンペル距離の (g, b)-橋分解を持つ絡み目を含む3次元多様体が存
在することを示している（[1]）．
この結果から「与えられた 3次元多様体内に任意に高いヘンペル距離の橋分解を持

つ絡み目（結び目）は存在するか」という問題が自然に考えられる．実際には彼らの
結果以前に，斎藤が，種数 1のヒーガード分解を持つ任意の多様体内にいくらでも高
いヘンペル距離の (1, 1)-分解を持つ結び目が存在するということを示していた（[9]）．
今回，以下のように，この問題を肯定的に解決することができたので報告する（[7]）．
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定理 1 任意に与えられた向き付け可能閉 3次元多様体Mと種数 gのヒーガード分解，
および，任意に与えられた正の整数 b, n（ただし (g, b) = (0, 1), (0, 2)は除く）に対し，
（与えられたヒーガード分解に対して）n以上のヘンペル距離の (g, b)-分解を持つ結び
目がM内に存在する．

注意 1 ここで結び目の (g, 0)-分解とは，結び目外部空間のヒーガード分解のことであ
り，その場合の結果は Campisi-Rathbun によって既に得られていた（[2]）．また，除
外されている (g, b) = (0, 1), (0, 2) の場合は，そもそも橋分解のヘンペル距離が well-

defined でない．ただし，(0, 2)-分解に対しては，適切に定義を変更することで，同様
の結果が得られることがわかっている．またさらに定理において，結び目でなく成分
数が2以上の絡み目としても同様の結果を得ることが出来る．

さらに，この定理の系として，斎藤が [10] で定義した 3次元球面内の結び目の新し
い不変量 meridional destabilizing number に関して，以下の系を得ることができる（詳
細は省略）．

系 1 任意の整数 t ≥ 1 と m ≥ 0（ただし m ≤ t + 1）に対して，3次元球面内の結び
目でトンネル数が t であり，meridional destabilizing number が m であるものが存在
する．
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