
HEEGAARD GRADIENT OF SEIFERT FIBERED 3-MANIFOLD

市原 一裕 (Kazuhiro Ichihara)

奈良女子大学理学部　日本学術振興会特別研究員 (PD)

Abstract. The infimal Heegaard gradient of a compact 3-manifold was defined and stud-

ied by Marc Lackenby in an approach toward the well-known virtually Haken conjecture.

In this article, we give an overview of his approach, and then, we consider the problem

which (collection of finite covers of) Seifert fibered 3-manifold has zero Heegaard gradient.

本稿では、Lackenbyによる仮想ハーケン予想へのアプローチを概説し、発表の後半に述べ

た、ザイフェルト多様体のヒーガード・グラディエントに関する結果を報告する。

1. 仮想ハーケン予想

以下を通して、簡単のため、全ての３次元多様体および曲面は向き付け可能とする。また３

次元多様体論に関する基本的な定義・記号などは、例えば [6]、[8]、[16]を参照すること。

３次元多様体M に埋め込まれた任意の２次元球面が、M 内の３次元球体の境界であるとき、

M は既約であるといい、さらに、M が圧縮不可能閉曲面を含むとき、M はハーケン多様体で

あるという。

ハーケン多様体に関しては、周辺構造を保つ基本群の同型が同相を導くこと (位相幾何的剛性

定理[20])、さらに、幾何構造を許容する多様体への標準的分解が存在すること (幾何化定理[19]、

詳しい証明は [9]、[17]参照)、など３次元多様体論における非常に重要な結果が示されている。

これらの位相幾何的剛性定理、幾何化定理は、無限基本群を持つ全ての既約３次元多様体に

ついて成立する、と予想されている [10, Problem 3.1, 3.45]。しかし、残念ながら、無限基本群

を持ち既約ではあるが、圧縮不可能曲面を含まない多様体も数多く存在する。例えば、３次元

球面 S3 内の２橋結び目に沿ったデーン手術で得られる多様体が、その例である ([4]、[5])。

近年、そのような非ハーケン多様体の中でも、有限次被覆空間としてハーケン多様体を持つ

仮想ハーケン多様体(virtually Haken manifold)に対しては、幾何化定理、またその系として、

位相幾何的剛性定理が成り立つことが証明された (最終的には [3])。

これによって、次の予想が正しければ、前述の位相幾何的剛性定理、幾何化定理が、無限基

本群を持つ全ての既約３次元多様体について導かれることとなった。

仮想ハーケン予想 (Virtually Haken conjecture) ([10, Problem 3.2]). 全ての無限基本群を

持つ既約３次元多様体は仮想ハーケン多様体である。



この予想は、少しづつ様々な方法で部分的に解決されてきた。特に、最近では、８の字結び目

に沿ったデーン手術で得られる多様体に関する完全解決 [2]、や、ツイスト結び目に沿ったデー

ン手術で得られる多様体に関する部分的解決 [15]、などが得られている。

2. Lackenbyのアプローチ

プレプリント [11]、[12]において、Marc Lackenbyは、３次元多様体のヒーガード分解を用

いた、双曲多様体に関する仮想ハーケン予想に向けての新しいアプローチを提起した。ここで

は、そのアプローチを概観する。

まず、その前に定義と記号を準備しておく。コンパクト３次元多様体M のヒーガード分解

とは、埋め込まれた閉曲面によるM の２つの圧縮体 (compression bodies)への分解のことで

あり、その閉曲面をヒーガード分解曲面という。よく知られているように、全てのコンパクト

３次元多様体はヒーガード分解を許容する。従って、コンパクト３次元多様体M に対し、M

のヒーガード分解曲面の種数の最小値 g(M)はいつでも存在し、これをM のヒーガード種数と

いう。

以下では、３次元多様体の被覆写像・被覆空間を考えるので、種数ではなく、オイラー標数

を考える方が便利になる。そこで、Lackenbyに従い、コンパクト３次元多様体M のヒーガー

ド分解曲面のオイラー標数の符号を反対にしたものの最小値 χh
−(M)を考え、これをM のヒー

ガードオイラー標数ということにする。つまり χh
−(M) = 2g(M)− 2である。

さて、有限体積３次元双曲多様体をM とする。まずM の有限次被覆空間の (無限)集合を

考える。一般の３次元多様体に関しては、そもそも有限次被覆空間が存在するかさえ自明では

ない。しかし、任意の３次元双曲多様体の基本群は、無限群でかつ剰余有限 (residually finite)

であり、これにより、無限個の有限次被覆空間を許容することが容易に分かる。

また、M の有限次正規被覆空間を全て集めた集合MRは、格子になる。ここで、コンパクト

３次元多様体M の有限次被覆空間の (無限)集合M = {Mi → M}に対し、その任意のMの元

の組Mj → M、Mk → M に対して、さらにMj、Mkを有限次数で被覆するMの元Ml → M

が存在するとき、Mは格子である、という。

次に、考えている集合MR に対し、それらの元のヒーガードオイラー標数と被覆次数の比

の極限、ヒーガード・グラディエントを考える。

定義 (ヒーガード・グラディエント (Heegaard gradient)). コンパクト３次元多様体M に対し、

有限次被覆空間の (無限)集合M = {Mi → M}を考える。各被覆写像Mi → M の被覆次数を

di とする。このとき、

HG(M) = inf
i

χh
−(Mi)
di

をMのヒーガード・グラディエントと呼ぶことにする。



定義から容易に分かるように、コンパクト３次元多様体M が、HG(M) < 0となる有限次

被覆空間の集合Mを持つための必要十分条件は、M が S3 によって有限次被覆されることで

ある。従って、π1(M)が無限群の場合、とくに、M が双曲多様体の場合は、任意の有限次被覆

空間の集合Mに対し、HG(M) ≥ 0である。

つまり、以下の二つの場合に分けて考えれば良い。

2.1. HG(MR) > 0の場合.

次が [11]の主定理である。

定理 (Theorem 1.7, [11] ). コンパクト３次元多様体 M に対し、有限次正規被覆空間の格子

M = {Mi → M}が存在して、次を満たすならば、M は仮想ハーケン多様体。

• HG(M) > 0。

• M の基本群 π1(M)は、有限指数正規部分群の集合 {π1(Mi)}に関して、性質 (τ)を持

たない。

有限生成群の性質 (τ)は、もともと幾何的群論もしくは離散幾何解析において、定義された

[14]。ここでは、その定義や関連する結果について詳しくは述べないが、実際、次のことが予想

されている。

予想 (Conjecture 4.2 [13]). SO(n, 1)、(n ≥ 2)、の任意の離散部分群は、その全ての有限指数

正規部分群からなる集合に関して、性質 (τ)を持たない。

従って、この予想が正しければ、M が双曲多様体で、MR がその有限次正規被覆空間すべ

てからなる格子の場合、上の定理の二つめの仮定は自動的に満たされ、HG(MR) > 0のとき、

M は仮想ハーケン多様体となる。

2.2. HG(MR) = 0の場合.

まず、コンパクト３次元多様体M に対し、HG(M) = 0となる有限次被覆空間の無限集合

Mの例を考えてみる。例えば、M を円周 S1上の曲面束とし、Mi → M を S1方向の i次巡回

被覆とすると、M = {Mi → M}のヒーガード・グラディエントHG(M)は 0になる [11]。従っ

て、M が仮想曲面束ならば、つまり、S1上の曲面束によって有限次被覆されれば、HG(M) = 0

となる有限次被覆空間の無限集合Mが存在する。

これに基づいて Lackenbyは、双曲多様体に関して次を予想した。

ヒーガード・グラディエント予想 (Heegaard gradient conjecture). ３次元双曲多様体M

に対し、そのすべての有限次被覆空間の集合をMとする。このとき、HG(M) = 0となる必

要十分条件は、M が仮想曲面束であること。

従って、HG(MR) = 0の場合、M ⊃ MR かつ HG(M) ≥ 0より、HG(M) = 0であり、

ヒーガード・グラディエント予想が正しいとすると、M は仮想曲面束、とくに、仮想ハーケン

多様体となる。



以上より、もしヒーガード・グラディエント予想と節 2.1の性質 (τ)に関する予想が正しけ

れば、双曲多様体に関する仮想ハーケン予想は肯定的に解決される。

3. ザイフェルト多様体のヒーガード・グラディエント

前節のヒーガード・グラディエント予想の解決に向けて、まず例として、双曲多様体とは限

らないコンパクト３次元多様体M で考えてみる。

実際、Lackenby は [11] で、閉可約３次元多様体については、同様のことが成り立つこと

を示した。つまり、M を閉可約３次元多様体、M をそのすべての有限次被覆空間の集合と

したとき、HG(M) = 0 となる必要十分条件は、M が仮想曲面束であること (実際、M ∼=
S2 × S1 or RP 2#RP 2 )、を示した [11, Proposition 1.14]。

これを踏まえて、プレプリント [7]では、ザイフェルト多様体のヒーガード・グラディエン

トを研究した。得られた結果は次のようなものである。

定理 1 ([7, Theorem 1]). M をコンパクトなザイフェルト多様体、Mをそのすべての有限次被

覆空間の集合としたとき、HG(M) = 0となる必要十分条件は、M が仮想曲面束であるか底空

間が S2 でない仮想円周束であること。

実は、コンパクトなザイフェルト多様体はすべて仮想曲面束であるか仮想円周束であり (例

えば [18]参照)、M が仮想曲面束であるか底空間が S2 でない仮想円周束であることは、M の

基本群が無限群であることと同値である。M が仮想曲面束でなく底空間が S2の仮想円周束の

場合、つまり、M の基本群が有限群の場合、M は球面幾何構造を許容し、とくに、S3で有限

次被覆される。前述のように、この場合、HG(M) < 0となるので、次が系として得られる。

系. 任意のコンパクトなザイフェルト多様体M に対し、そのすべての有限次被覆空間の集合

Mのヒーガード・グラディエントHG(M)は非正。

次に、与えられた多様体のすべての有限次被覆空間の集合ではなく、その部分集合のヒーガー

ド・グラディエントがいつ０になるか？　という問題を考える。

例えば、前述のように、S1上の曲面束に関し、S1方向有限次巡回被覆空間の集合のヒーガー

ド・グラディエントは 0になるが、一方で、そのファイバー方向有限次被覆空間の集合に対し

ては、ヒーガード・グラディエントは 0にならないことが容易に分かる。実際、Lackenby は次

を得ている:　有限体積３次元双曲多様体をM、Mi → M を、H2(M,∂M)の非自明な元の双

対として得られる、次数 iの巡回被覆空間とする。この被覆空間の集合をM = {Mi → M}と
したとき、HG(M) = 0となる必要十分条件は、M が曲面束で zがそのファイバー曲面の代表

元であること ([11, Theorem 1.10])。

上記の問題に対して、プレプリント [7]で得られた、ザイフェルト多様体に関する結果が次

である。



定理 2 ([7, Theorem 2]). 底軌道体のオイラー標数が 0でない閉ザイフェルト多様体M の有限

次被覆空間の集合をM = {Mi → M}とする。このとき、HG(M) = 0となる為の必要十分条

件は、Mi → M が導く、それぞれの正則ファイバー間の被覆写像の被覆次数 mi の集合 {mi}
が有界でないこと。

ここで、「底軌道体のオイラー標数が 0」という条件は、M が許容する幾何構造が Nilであ

ることと同値である。このときは、M は仮想曲面束でも仮想円周束でもあるので、例外的な取

り扱いが必要になるわけである。

本稿では、これらの定理の証明は省略する。詳細は、プレプリント [7]を参照のこと。

4. 強ヒーガード・グラディエント

プレプリント [11], [12]における、ヒーガード分解を用いた仮想ハーケン予想へのアプロー

チの出発点は、Casson-Gordonによる次の定理である：　コンパクト既約３次元多様体M が、

既約かつ弱可約ヒーガード分解を許容するならば、M はハーケン。

実際、[11]の主定理の証明では、Casson-Gordonの定理の拡張が重要な鍵となっている。

ここで、コンパクト３次元多様体内のヒーガード分解曲面 Sの、両側における圧縮円盤の組

で、その境界が一致するものがとれるとき、S (またはその分解)は可約である、という。そう

でない場合、S (またはその分解)は既約であるという。例えば、既約３次元多様体の最小種数

ヒーガード分解曲面は、いつでも既約になる。さらに、Sの両側における圧縮円盤の組で、その

境界が互いに交わらないものがとれるとき、S (またはその分解)は弱可約である、という。そ

うでない場合、S (またはその分解)は強既約であるという。すぐ分かるように、可約ヒーガー

ド分解 (曲面)は弱可約であり、従って、強既約ヒーガード分解 (曲面)は既約となる。

さて、前述の Casson-Gordonの定理は、ヒーガードオイラー標数を用いると、次のように

書き換えることができる: コンパクト３次元多様体 M の強既約ヒーガード分解曲面のオイ

ラー標数の符号を反対にしたものの最小値 χsh
− (M)をM の強ヒーガードオイラー標数とする。

ただし、M が強既約ヒーガード分解を許容しないときは、χsh
− (M) = ∞とする。このとき、

χsh
− (M) > χh

−(M)ならば、M はハーケン。

これにより、コンパクト３次元多様体の有限次被覆空間の集合に対するヒーガード・グラディ

エントも、強既約ヒーガード分解に限って考えることに意味が生じる。実際、次の定義を考える。

定義 (強ヒーガード・グラディエント (Strong Heegaard gradient)). コンパクト３次元多様体

M に対し、有限次被覆空間の (無限)集合M = {Mi → M}を考える。各被覆写像Mi → M の

被覆次数を di とする。このとき、

SHG(M) = lim inf
i

χsh
− (Mi)

di

をMの強ヒーガード・グラディエントと呼ぶことにする。



すると、この定義より、直ちに次が従う: コンパクト３次元多様体M の有限次被覆空間の

(無限)集合Mに対し、SHG(M) > HG(M)ならば、M は仮想ハーケン。

またこれにより、プレプリント [11]の主定理の系として、次が得られる。

系. コンパクト３次元多様体M に対し、有限次正規被覆空間の格子M = {Mi → M}が存在
して、次を満たすならば、M は仮想ハーケン多様体。

• SHG(M) > 0。

• M の基本群 π1(M)は、有限指数正規部分群の集合 {π1(Mi)}に関して、性質 (τ)を持

たない。

Proof. 前述のように、SHG(M) > HG(M)ならば、Mは仮想ハーケン。SHG(M) = HG(M) >

0ならば、プレプリント [11]の主定理を適用すれば良い。 ¤

この強ヒーガード・グラディエントに関して、Lackenbyは次を予想した。

強ヒーガード・グラディエント予想 (Strong Heegaard gradient conjecture). ３次元双

曲多様体M に対し、そのすべての有限次被覆空間の集合をMとする。このとき、いつでも

SHG(M) > 0が成立。

ここで、M の有限次正規被覆空間を全て集めた集合MRは、M のすべての有限次被覆空間

の集合Mの部分集合であり、SHG(MR) ≥ SHG(M)となる。従って、上記の系と 2章の説

明により、もし強ヒーガード・グラディエント予想と節 2.1の性質 (τ)に関する予想が正しけ

れば、双曲多様体に関する仮想ハーケン予想は肯定的に解決される。

さて、上記の強ヒーガード・グラディエント予想に関して、Lackenbyは次を得ている: 有限体

積３次元双曲多様体をM、Mi → M を、H2(M, ∂M)の非自明な元の双対として得られる、次数

iの巡回被覆空間とする。この被覆空間の集合をM = {Mi → M}としたとき、SHG(M) > 0

が成立 ([11, Theorem 1.8])。これはつまり、S1上の曲面束の S1方向有限次巡回被覆空間の集

合に関して、前述のように、そのヒーガード・グラディエントは 0となるが、その強ヒーガー

ド・グラディエントは 0にならない、ということを示している。

一方で、プレプリント [7]では、次を示すことができた。

命題 ([7, Proposition 1]). コンパクトなザイフェルト多様体が ˜SL(2,R)-構造を許容するなら

ば、そのすべての有限次被覆空間の集合Mの、強ヒーガード・グラディエントは 0。

従って、強ヒーガード・グラディエント予想は、ザイフェルト多様体に関して成立しないこ

とがわかる。しかもこの場合は、SHG(M) = HG(M) = 0であり、そのような多様体はハー

ケンであるにも関わらず、Casson-Gordonの定理、および、そのヒーガード・グラディエント

への拡張を用いては、ハーケンであることを示せない例となっている。



お詫びと訂正

最後に、研究集会での発表に関するお詫びと訂正をさせて頂きます。

研究集会「結び目と多様体の幾何と代数」において、次の結果をアナウンスしましたが、実

は、その後、証明にギャップが見つかり現在まで解消できていません。

M をヒーガード種数が２以上の既約閉非ハーケン３次元多様体とする。この

時、M の有限次被覆空間の無限集合M = {Mi → M}で、正のヒーガード・
グラディエントを持つものが存在すれば、M は仮想的ハーケンである。

軽はずみに発表をしてしまったことをお詫びすると共に、ここに訂正いたします。
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Société Mathématique de France, Paris, 2001.

18. P. Scott. The geometries of 3-manifolds. Bull. London Math. Soc. 15 (1983), no. 5, 401–487.



19. W. P. Thurston. Three dimensional manifolds, Kleinian groups and hyperbolic geometry. Bull. Amer.

Math. Soc. 6 (1982), 357–381.

20. F. Waldhausen. On irreducible 3-manifolds which are sufficient large. Ann. of Math. 87 (1968), 56–88.

630–8506 奈良市北魚屋西町　奈良女子大学理学部情報科学科, 日本学術振興会特別研究員 (PD). JSPS research

fellow, Department of Information and Computer Sciences, Faculty of Science, Nara Women’s

University, Kita-Uoya Nishimachi, Nara 630-8506.

E-mail address: ichihara@vivaldi.ics.nara-wu.ac.jp


