
LENS SPACES WHICH ARE UNOBTAINABLE BY SURGERY ONKNOTS
斎藤 敏夫 (大阪大学大学院理学研究科)(市原一裕氏 (大阪産業大学教養部)との共同研究)1. 研究の背景と主結果

向き付け可能閉 3次元多様体M 内の結び目Kに沿ったp=q-手術とは次のような操
作のことをいう．

「結び目K の外部空間 E(K;M)の境界 �E(K;M)に沿ってトーラス体 �V を �m =p[m℄ + q[`℄ (ただし，p; qは互いに素な整数)となるように貼り付ける．ここで， �mは�V のメリディアン，fm; `gはK の �E(K;M)における標準的なメリディアン-ロンジ
チュードシステムである．」

特に，3次元球面 S3内の自明な結び目に沿った p=q-手術によって得られる 3次元多
様体をレンズ空間といい，L(p; q)で表される．レンズ空間は非自明な結び目に沿った
手術によっても生じることがある．そこで，次のような問題がごく自然に考えられる．

問題 1.1. S3内の非自明な結び目の手術によって得られるレンズ空間をすべて決定せよ．
この問題に対して，トーラス結び目の場合は，Moser [5℄により完全に解決されてい

る．また，サテライト結び目の場合も，Bleilar-Litherland [2℄，Wang [7℄，Wu [8℄らに
よって解決済みである．よって，双曲結び目の場合のみが未解決となっている．レンズ

空間を生む手術を許容する双曲結び目に関しては，Gordonによる予想が有名である．
予想 1.2 (Gordon). 双曲結び目の手術によりレンズ空間が生じたならば，その結び目
は doubly primitiveな結び目であり，その手術方法は Bergeが見つけた方法であろう(f. [4, Problem 1.78℄)．
ここで，doubly primitiveな結び目とは以下で定義される結び目をいう．

定義 1.3. (V1; V2;S)を S3の種数 2のヘガード分解とし，�をヘガード曲面 S上の単純
閉曲線とする．�がハンドル体 V1，V2それぞれの基本群の自由生成元を表していると
き，�は doubly primitiveであるという．S上の doubly primitiveな閉曲線にイソト
ピックであるような S3内の結び目を doubly primitiveな結び目という．K を doubly primitiveな結び目とすると，定義 1.3の条件を満たすように，K をヘ
ガード曲面S上にのせることができる．このとき，Kの正則近傍N(K;S3)の境界であ
るトーラスとヘガード曲面 Sとの交わりは互いにイソトピックな 2本の単純閉曲線に
なる．このイソトピー類を surfae slopeという．予想 1.2内に書いた「Bergeが見つけ1
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Figure 1. ここで, t0u2 は t2の �V1上への射影である.
た手術方法」とは，surfae slopeによる手術をいう．ここでは，この手術方法をBerge
の手術とよぶことにする．Bergeの手術が整数係数手術であることは明らかであろう．
本稿では，以下に述べる寺垣内氏の予想に関する部分的解決を与える．

予想 1.4 (寺垣内). トーラス結び目でない結び目の手術により，クラインボトルを含
むようなレンズ空間は生じないであろう．

定理 1.5. doubly primitiveな結び目のBergeの手術に対しては，予想 1.4は正しい．2. 定理 1.5の証明の概略
定理 1.5を証明するために，双対結び目という概念を用いる．ここで，双対結び目と

は次のように定義される結び目である．Kを 3次元多様体N の結び目とし，N 0をK
に沿った手術で得られる多様体とする．つまり，N 0 = E(K;N) [ �V ( �V はトーラス体)
である．このとき，トーラス体 �V の中心線K� � N 0をKの双対結び目という．これら
の結び目の間の重要な関係は，補空間が互いに同相 (つまり，E(K;N) �= E(K�;N 0))
となることであろう．このことから，K� � N 0はもとの多様体N を生むような手術を
必ずもつことになる．特に，N 0がK � N に沿った整数係数手術により得られたなら
ば，K� � N 0に沿った整数係数手術でN を生成するものが存在することになる．K � S3をdoubly primitiveな結び目とすると，Bergeの手術によりレンズ空間L(p; q)
が得られることは先述の通りである．このとき，L(p; q)におけるK の双対結び目は，Bergeによって見事に特徴付けされている．それはつまり，以下のように定義される結
び目である．

定義 2.1. V1を S3内に標準的に埋め込まれたトーラス体とし，fm1; `1gを V1の標準的
なメリディアン-ロンジチュードシステムとする．V1にトーラス体V2を，V2のメリディ
アンm2が �V1上で p[`1℄ + q[m1℄となるように貼り付けると，レンズ空間 L(p; q)が得
られる．m1とm2との間の p個の交点に P0; P1; : : : ; Pp�1と順にラベルを付けておく．0 < u < pを満たす整数 uに対して，mi (i = 1; 2)を境界とするメリディアンディスク
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内でP0と Puを結ぶ単純閉曲線を tui とする．このとき，tu1 [ tu2 はレンズ空間L(p; q)内
の単純閉曲線,すなわち，結び目になる．この結び目をK(L(p; q); u)で表す．
結び目K(L(p; q); u)とK(L(p; q); p� u)がイソトピックであることは定義から明ら

かであるので，1 � u � p=2と仮定できることに注意されたい．
定理 2.2 (Berge [1℄). K � S3を doubly primitiveな結び目とし，Bergeの手術により
得られるレンズ空間をL(p; q)とする．このとき，L(p; q)におけるKの双対結び目は，0 < u < pを満たすある整数 uを用いて，K(L(p; q); u)と表せる．
双対結び目の性質から，定理2.2内のK(L(p; q); u)はS3を生成するような整数係数手

術をもつことになる．しかしながら，任意に与えられたp; q; uに対して，K(L(p; q); u)がS3を生成するような手術をもつわけではない．与えられたp; q; uに対して，K(L(p; q); u)
が S3を生成するような整数係数手術をもつための必要条件は，たとえば [6℄で与えら
れている (f. 定理 2.6)．
今回は，この双対結び目の性質を利用することにより，定理 1.5を証明する．そのた

めに，次を準備する．

定義 2.3. 有限数列 fujg1�j�pがK(L(p; q); u)の基本列であるとは，任意の jに対して，0 � uj < p，かつ，uj � qj (mod p)を満たすときをいう．また，uj = uを満たす自然
数 jを	p;q(u)で表す．さらに，次の集合の要素の個数を�p;q(u)で表す：fuj j 1 � j < 	p;q(u); uj < ug．
与えられた表記K = K(L(p; q); u)に対して，Kの基本列は唯一に定まることに注意

しておく．

例 2.4. K(L(16; 7); 3)の基本列は次の通りである：fujg1�j�16 : 7; 14; 5; 12; 3; 10; 1; 8; 15; 6; 13; 4; 11; 2; 9; 0．
よって，u = 3に対しては，	16;7(3) = 5，�16;7(3) = 0である．
また，次のことが容易に分かる．

補題 2.5. 結び目K = K(L(p; q); u)に対して，�p;q(u) = 0ならば，K はレンズ空間L(p; q)の種数 1のヘガード曲面に (イソトピーで)のせることができる．
以下の定理は，与えられた p; q; uに対して，K(L(p; q); u)が S3を生成するような整

数係数手術をもつための必要条件を与えている．

定理 2.6 ([6℄). 結び目K(L(p; q); u)がS3を生成するような整数係数手術をもつならば，
次が成立する： p � �p;q(u)� u �	p;q(u) = �1; �1� p．
定理1.5の証明の概略． まず，クラインボトルを含むようなレンズ空間はL(4n; 2n�1)
に限ることに注意しておく．よって，以下ではレンズ空間L(4n; 2n�1)の場合を考える．K � S3を doubly primitiveな結び目とし，Kに沿ったBergeの手術によりレンズ空
間L(4n; 2n�1)が生成されたとする．このとき，定理 2.2により，KのL(4n; 2n�1)に
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おけるKの双対結び目K�はある自然数 u (1 � u < 4n)に対して，K(L(4n; 2n�1); u)
と表せる．先述の注意により，1 � u � 2nと仮定してよい．また，K�は 3次元球面
を生成する整数係数手術を許容するので，定理 2.6により，4nと uは互いに素，すな
わち，uは奇数である．定理 1.5を証明するために，K�の基本列 fujg1�j�4nの部分列fujg1�j�2n�1を考える．この部分列 fujg1�j�2n�1の各項はuj = � 2n� j if j : odd4n� j if j : even
である．uj = uを満たす自然数 jをmとする．つまり，	4n;2n�1(u) = mとする．自
然数 uは 2nより小さい奇数なので，部分列 fujg1�j�2n�1は自然数 uを含むことが分か
る．その他，部分列 fujg1�j�2n�1は次のような特徴をもっている．� 奇数項には奇数，偶数項には偶数が並んでいる．� 奇数項 (偶数項)のみを取り出した部分列は単調減少列である．� 「偶数の最小値」は「奇数の最大値」よりも大きい．
これらより，1 � j � mを満たす j に対して，uj > uが成立する．したがって，�4n;2n�1(u) = 0，すなわち，補題 2.5によりKは L(4n; 2n� 1)の種数 1のヘガード曲

面にのせることができる．

以上より，doubly primitiveな結び目がトーラス結び目でなければ，Bergeの手術に
よりクラインボトルを含むようなレンズ空間は生じない． �
例 2.7. さらなる議論を重ねることにより，「クラインボトルを含むようなレンズ空間
を生成するBergeの手術」を許容する doubly primitiveな結び目は，(�5; 3)-トーラス
結び目，または (�7; 3)-トーラス結び目に限られることを示すことができる．例えば，(5; 3)-トーラス結び目Kに沿った (�16)-手術により，クラインボトルを含むレンズ空
間 L(16; 7)が得られる．例 2.4で紹介した結び目K(L(16; 7); 3)は，L(16; 7)におけるKの双対結び目になっている． 3. アルゴリズム
この章では，与えられた互いに素な自然数 p; q (q < p) に対して，レンズ空間L(p; q)

が S3内の doubly primitiveな結び目に沿ったBergeの手術により得られるか否かを判
定するアルゴリズムを紹介する．この問題を双対結び目の観点から述べると次のよう

になる：与えられた互いに素な自然数 p; q (q < p) に対して，「K(L(p; q); u)が S3を生
成するような手術を許容する」ような自然数 u (0 < u < p)が存在するか否かを判定す
るアルゴリズムを紹介する．

議論を簡単にするため，以下では uを固定して考える．Step 1. 与えられた p; qに対して，2橋絡み目 S(p; q)を用意する (Figure 2)．Step 2. u番目の高さにおいて，Figure 3のような 2種類のバンドを貼り付けること
により，3橋絡み目K0，K1を得る．Step 3. Step 2で得た 3橋絡み目K0，K1のいずれかが自明な結び目になるかを判定
する．
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与えられた 3橋結び目が自明であるかを判定するアルゴリズムは，本間-落合 [3℄によ

り与えられていることを注意しておく．

結論． K(L(p; q); u)が S3を生成するような手術を許容するための必要十分条件は，K0，K1のいずれかが自明な結び目となることである．Referenes[1℄ J. Berge, Some knots with surgeries yielding lens spaes, unpublished manusript.[2℄ S. Bleiler and R. Litherland, Lens spaes and Dehn surgery, Pro. Amer. Math. So. 107 (1989),1127{1131.[3℄ T. Homma and M. Ohiai, On relations of Heegaard diagrams and knots, Math. Sem. Notes KobeUniv. 6 (1978), 383{393.[4℄ R. Kirby, Problems in low-dimensional topology, Geometri topology, AMS/IP Stud. Adv. Math.,2.2, (Athens, GA, 1993), (Amer. Math. So., Providene, RI, 1997), 35{473.[5℄ L. Moser, Elementary surgery along a torus knot, Pai� J. Math. 38 (1971), 734{745.[6℄ T. Saito, Dehn surgery and (1,1)-knots in lens spaes, preprint, Researh Reports in Mathmatis,Osaka University, OSAKAU-RRM 05-01.[7℄ S. Wang, Cyli surgery on knots, Pro. Amer. Math. So. 107 (1989), 1091{1094.[8℄ Y. Q. Wu, Cyli surgery and satellite knots, Topology Appl. 36 (1990), 205{208.Department of Mathematis, Graduate Shool of Siene, Osaka University,Mahikaneyama 1-16, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japane-mail: saito�gaia.math.wani.osaka-u.a.jp


