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概 要

本稿では，S3内の結び目Kを境界にもつnCP 2 − B̊4内の向き付け不可能曲
面F について考察し、F がnull-homologousな場合に得られた不等式

β1(F ) ≥ −σ(K)

2
+ d(S3

−1(K))− n

およびその応用よって得られた結果ついて紹介する。

1. 結び目の向き付け不可能4次元種数とその拡張
本稿を通して，categoryは smooth categoryを仮定する．また4次元多様体は全て単

連結で向き付け可能，かつ向き付けられているもののみを考え，曲面はコンパクトな
もののみを考える．さらに，Mを 4次元閉多様体とするとき，Mから 4次元開球体を
取り除いた空間をpuncMと表し，Mをn個連結和した多様体をnMと表す．

結び目Kの向き付け不可能 4次元種数 γ4(K)とは、Kを境界にもつB4内の向け付
け不可能曲面の1次ベッチ数の最小値のことをいう．γ4(K)については，[2]， [3]，[5]，
[12]，および [13] において研究が行われてきた．本節では，γ4(K)の定義を次のように
拡張する．

定義 Mを4次元閉多様体，Kを∂(puncM)内の結び目とする．このとき，γM(K)お
よびγ0

M(K)を以下のように定義する．

γM(K) = min

{
β1(F )

∣∣∣∣∣ F：puncM内の向き付け不可能曲面∂F = K

}

γ0
M(K) = min

β1(F )

∣∣∣∣∣∣∣∣
F：puncM内の向き付け不可能曲面
∂F = K

[F, ∂F ] = 0 ∈ H2(puncM, ∂(puncM);Z2)


定義から，任意のKとMに対して以下の4つの関係式がなりたつことは容易に確かめ
られる．ただし，Oは自明な結び目を，KはKの鏡像を表す．

1. γ4(K) = γS4(K) = γ0
S4(K)

2. γM(O) = γ0
M(O) = 1

3. γM(K) ≤ γ0
M(K) ≤ γS4(K)

4. γM(K) = γ−M(K)
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図 1: (−2k, 2k − 1)-トーラス結び目 T−2k,2k−1 については，γS4(T−2k,2k−1) = k − 1，
γ0
CP 2(T−2k,2k−1) = 1となることが知られている．

2. 問題の提示と主結果
本節以降では，次の問題について考察する．

問題 1 γMおよびγ0
Mは任意に大きい値をとり得るか？

この問題の解答はMの選び方に依存する．例えば，鈴木氏は [11] において，任意の結
び目KがpuncS2×S2およびpuncCP 2#CP 2内の円板の境界になることを示している．
このことから，γS2×S2(K) = γ

CP 2#CP 2(K) = 1が任意のKについて成り立つことがわ
かる．
一方で，2012年にBatson氏は [2]の中で次の定理を用いて γS4におけるこの問題を

肯定的に解決した．

定理 1 (Batson,[2]) K ⊂ S3を結び目とする．このとき，次の不等式が成り立つ．

γS4(K) ≥ −σ(K)

2
+ d(S3

1(K))

ここで，σ(K)はKの符号数，d(S3
1(K))はKに沿った1-surgeryにより得られる3次元

多様体のd不変量を表す．

d 不変量はHeegaard Floer homologyから得られる有理係数ホモロジー球面の不変量
であり，Ozsváth氏とSzabó氏 [6]によって定義されている．Batson氏の結果より以前
は3より大きいγS4を持つ結び目が発見されていなかったことを考えると，この定理は
向き付け不可能種数の研究に飛躍的な進歩をもたらしている．
本研究では，定理１を次のようにγ0

nCP 2に拡張した．

定理 2 K ⊂ ∂(punc(nCP 2))を結び目とする．このとき，次の不等式が成り立つ．

γ0
nCP 2(K) ≥ −σ(K)

2
+ d(S3

1(K))− n

定理2を用いることで，γ0
nCP 2の場合において問題１の肯定的解決が得られた．

定理 3 任意の自然数kについて，γ0
nCP 2(K) = k をみたすような結び目Kが存在する．

実際，kに対してRolfsen table[9]の 942という結び目を (n + k)個だけ連結和した結
び目をKとすれば定理3は示されることがわかる．このとき，σ(K)は容易に計算でき
るが，d(S3

1(K))の計算のためには工夫を要している．



図 2: 942はB4内でMöbius bandを張る
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図 3: 942はpuncCP 2内で円板を張る

3. 証明の概要
本節では，定理2の証明の概要を紹介する。まず，定理2の証明のために次の補題を

証明した．

補題 4 K ⊂ ∂(punc(nCP 2))を結び目，F ⊂ punc(nCP 2)をKを境界にもつ向き付け
不可能曲面とする．このとき，次の不等式が成り立つ．

β1(F ) ≥ e(F )

2
− 2d(S3

−1(K))

ここで，e(F )はFの法オイラー数を表す．

この不等式はBatsonが [2]でγS4の場合において示した不等式とまったく同じもので
ある．また，この不等式自体はγnCP 2の lower boundにもなっている．しかし，e(F )が
F の選び方に依存するためこのままでは種数を評価することができない．そこで我々
は次の定理を用いた．

定理 5 (Yasuhara, [13] ) M を 4次元閉多様体，K ⊂ ∂(puncM)を結び目，F ⊂
puncM を K を境界にもつ向き付け不可能曲面とする．このとき，[F, ∂F ] = 0 ∈
H2(puncM, ∂(puncM);Z2) ならば，次の不等式が成り立つ．

β2(M) + β1(F ) ≥
∣∣∣∣∣σ(K) + σ(M)− e(F )

2

∣∣∣∣∣
ただし，σ(M)はMの符号数を表す．

この定理をnCP 2に適用し，e(F )の項を削除することで定理 2の不等式が得られる．
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