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本発表では，3次元球面 S3 内の交代モンテシノス結び目に沿ったザイフェル

ト手術に関して得られた結果を報告する．S3 内の結び目に沿ったデーン手術で

ザイフェルト多様体が得られるものをザイフェルト手術と呼ぶ．特に，生じるザ

イフェルト多様体がトロイダルな場合はトロイダルザイフェルト手術と呼ぶ．

次の定理 1は，交代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
を決定している．

定理 1. K を S3 内の交代モンテシノス結び目とする．K(r) がトロイダルザ
イフェルト多様体であるなら，K = 31 かつ r = 0，又は K = T2,p#T2,q かつ

r = 2(p+ q)である．ここで，T2,x は (2, x)-トーラス結び目を表し，|p|, |q| ≥ 3．

モンテシノス結び目に沿ったザイフェルト手術でまだ決定されていないもの

は，長さが 3の双曲モンテシノス結び目に沿ったそれのみである (cf. [5], [20])．
定理 1と [20], [8]より，これらに沿ったザイフェルト手術で得られた多様体の底
曲面は 2次元球面で，3本の特異ファイバーを持つとしてよい．

定理 2. 長さが 3の双曲交代モンテシノス結び目がザイフェルト手術をもつなら
ば，それは (a, b, c)-プレッツェル結び目 (a < b < cは奇数)で，a = 3, 5である．
手術スロープ r は (1)又は (2)を満たす整数である:

(1) a = 3のとき，1 ≤ |r| ≤ 8．このときさらに 11 ≤ bなら，1 ≤ |r| ≤ 3．
(2) a = 5のとき，|r| = 1．

注意. 定理 2 の条件を満たす (a, b, c)-プレッツェル結び目と手術スロープ r に

沿ったデーン手術で，ザイフェルト手術となるような例は見つかっていない．

定理 1は，[14], [19], [17], [9]で得られた結果を用いることで証明される．
定理 2の証明で鍵となった結果を以下に挙げる：

• モンテシノス結び目の外部空間内の本質的ラミネーションの構成 [6]．
• ザイフェルト多様体内の本質的ラミネーション [4]．
• 交代結び目の例外的デーン手術のスロープの制限 [7] (cf. [13])．
• 周期的結び目に沿ったザイフェルト手術 [15], [16]．
• モンテシノス結び目の交代化数 [2]，交代化数の評価と計算 [1], [18], [10]．



• 双曲的デーン手術に関する “6-定理” [3], [12]．
• ザイフェルト手術と結び目のファイバー性との関連 [9]．

定理 2の証明において結び目の交代化数 [1], [11]を用いたが，この方法を用い
ることでモンテシノス結び目以外のクラス（強可逆的であることが必要）のザイ

フェルト手術の研究にも今後応用できる可能性があると考えられる．
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