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向き付けられた3次元多様体Mが向きを逆転する自己同相写像φを許容するとき, M

はアキラル (achiral)であるという. アキラルな多様体M内の結び目Kがφ(K)とM内
でアイソトピックであるとき, Kはもろて型であるという.

3次元双曲多様体全体のうち, 少なくとも双曲体積が小さいうちでは, アキラルなもの
は極めて散発的に現れる. 実際, magic manifoldのデーン充填で得られるカスプをもつ
アキラルな双曲多様体は, 8の字結び目の補空間とその sibling, および (10, 3)型 2-橋絡
み目の補空間の 3つしかない [3, Proposition 2.9]. それらの中でも, figure-eight sibling

の向きを逆転する自己同相写像hだけが次の特殊な性質をもつ：

figure-eight siblingのスロープγで, ∆(γ, h(γ)) = 1となるものが存在する 1.

これは零ホモロガスなもろて型結び目の補空間, 特にS3内のもろて型結び目の補空間
の向きを逆転する自己同相写像φは満たさない性質である. 実際, 零ホモロガスなもろ
て型結び目Kの補空間に対して, 標準meridian-longitude系を用いてスロープをp/qと
表すと, φ(p/q) = −p/qとなり, ∆(p/q,−p/q) = 2|pq|でこの値は常に偶数となる.

このことから, 散発的にしか現れないアキラルな双曲多様体の中でもfigure-eight sib-

lingは特殊であるといえる. そこで, この特殊な性質を満たす (figure-eight sibling以外
の)アキラルな多様体の存在を問うことは自然であり, それに対して次の結果を得た.

定理 1 ([2]). どんなアキラルな 3次元多様体内の零ホモロガス結び目の補空間にも同
相にならないような, カスプを1つもつアキラルな双曲3次元多様体が無限に存在する.

証明の概略. 整数n ̸= 0, 1に対して, 図 1のようなタングルTnを考え 2, Tnの 2重分岐
被覆空間をMnとすれば, Mnは境界がトーラスの向き付けられたコンパクト 3次元多
様体となり, その内部 intMnが定理1の主張を満たす多様体である.

Mnがアキラルであることは, Tnのπ/2-回転と全ての交点の上下を逆にするような鏡
映との合成の持ち上げがMnの向きを逆転する自己同相写像hとなることから分かる.

Mnがどんなアキラルな多様体内の零ホモロガス結び目の補空間にも同相にならな
いことは, 図 1の単純閉曲線 µ, λの原像で代表される ∂Mnのスロープ µ̃, λ̃に対して,

h(µ̃) = λ̃と∆(µ̃, λ̃) = 1 が成り立つことから分かる.

Mnの内部が双曲的であることは, Matignonによるレンズ空間内の非双曲結び目の矯
飾的 (cosmetic)デーン手術の分類 [4]から従う.
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1∆はスロープの代表元の幾何的交差数の最小値. スロープ間の距離と呼ばれる.
2Tnの構成は [5, Figure 1.2]で導入された 2成分絡み目の構成に基づく.



n
...

n
· · ·

n
· · ·

n...

µ

λ

タングルTn

図 1: 4箇所のn回半捻りはn ≥ 0のときは図の通り. n < 0の場合は逆の半捻り.

注 2. Mnは (n4 − 2n3 + 2n2 − 2n+ 1, n3 − 2n2 + n− 1)型レンズ空間内のある結び目
の外部空間であり, 図2のようなデーン手術表示をもつ.
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図 2: Mnのデーン手術表示. 整数がついていない成分が境界トーラスを表す.

注 3 ([2, Section 5 参照]). Mnはあるアキラルな3次元多様体内の零ホモロガスでない
もろて型結び目の補空間としては実現される.

また, 定理1の系として, 矯飾的デーン充填に関する問題 ([1, Question 4.1])の肯定的
解決を得る.

系 4 ([2]). スロープ間の距離が1である対掌矯飾的 (chirally cosmetic)デーン充填を許
容するアキラルな双曲3次元多様体が無限に存在する.
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