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§ 1. Introduction 

与えられた多様体 MTh の位相的性質を調べる方法はいろいろ知られて

いるが、その上の Morse 関数 f:MTh - R を使う方法もそのうちのーつ

である。Morse 関数の特異点（ critical point ）の近くでの構造を調べる

ことにより、M'がcw複体のホモトピー型を持つこと、handle 分解を

持つこと、Betti 数に関する Morse の不等式、等々が得られる。 ここで重

要な事実は、どんな ca’級関数 g: Mn -+ R も Morse 関数 f:M' -' B. 

で近似でき、従ってどのような多様体も Morse 関数を持つ、ということ

である0 

関数は、値域がR の Caつ級写像とも思えるが、では、この代わりに、 

平面 B.2 を考えたらどうなるであろうか？実は、この状況で Morse 関数

に対応するのが、表題にある stable map（安定写像）である。本稿の最

初の目的は、3次元多様体、及びその中の絡み目を、平面への安定写像を

使って調べることにある0 

―方、写像の理論においては、（性質の良い）写像の分類、あるいは、 

ニつの写像が与えられた時にその二っがどのくらい違うのか、といったこ

とが問題になる。ここでは、3 次元多様体論や絡み目の理論が、こういっ

た問題に大いに役に立っ、ということにも触れてみたい。 

余談になるが、低次元多様体や絡み目を、写像理論の観点から研究し

ている人は現在あまりいない。そこで、参考文献の欄に、できるだけ多く

の文献を載せるようにしたので、是非参考にして頂きたい。 

なお、[T町や［HNT］の結果は、谷山氏、安原氏に教えて頂いた。両

氏には、感謝の意を表したい。 

§ 2. Stable map とは何か？ 	 , 

以下、M3 を、（必ずしも orientable とは限らない）smooth closed 
3-mani釦ld とする。 
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Definition 2.1. Caユ級写像 f:M3 → R2 が stable map（安定写

像）であるとは、次の（I),(II）が満たされる時を言う。 

(I) Local conditions: 
VPEM3 に対し、 

3(u,z,y) : local coordinate centered at p と 

ョ（X,Y):local coordinate centered at f(p) 
があって、 

(a)XoI=tL,YoI=x 	い：regnair point) or 
(b) X o f = u, Y o I = z2 + y2 	(p : definite fold point) or 
(c) Xof = u,Yof= z2 -y2 	(p : indefinite fold point) or 
(d)Xof=u,Y。I=y2+ux ーエ3 	(P: cusp point) 
を満たす。 

(II) Global conditions: 
(a) f I(S(f) - {cusp points}) は immersion with normal crossings (こ
で、S(f) = {p E M3lrankち<2｝はIの singular set と呼ばれる）。 

(b)与 E M3: cusp point に対し、f1l(f(p)) n 5(1) = {p｝が成り立っ。 

Remark 2.2. Stable map f:M3 → R2 の singular set S(f）は、 

M3 内の（ non-singular な）コンバクト 1次元部分多様体（つまり絡み

目）になる。（図1参照。） 

安定写像 f:M'3 -. R2 の、特異点のまわりでの局所的な状況につ

いては図1を、大域的な状況については図2 を参照。 また、f の［egular 
fiber は常に、有限個の Sl の disjoint union であるが、singular fiber は

図3 にあるような形をしたもの（または Si）の有限個の d司oint union で

ある。（ただし、一つの singular fiber は、高々二っの singular points し

か持たない。これは、‘obal conditions (a), (b）により、引S(f）が triple 
p oin‘を持たないことによる。） 

Fact 2.3. (1）任意の smooth map g : M3 - R2 は、ある安定写像 

f: M3 - R2 で近似できる（例えば、[MaV月参照）。ここで、「近似」と

いうのは、写像空間 C00(M3,R2) = {g : M3 - R2Ig は smooth map } 
の（ Whitney) C。つ-topo1ogy に関して、と言うことである。（この位相

に関しては、たとえば、IGG. NFl を参照D 
(2) Smooth map f: M3 - It2 が stable ならば、f に「近い」写像 

h: M3 → R2 は f と同じ topological type を持っ。っまり、図式 
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M3 ユ→ M3 

fI 	Ih 

R2 ど→ R2 

を可換にするような微分同相写像屯 P が存在する。(「 Stable 」という言

葉は、ここから来ている。）実は、本来安定写像は、（次元にかかわらず） 

この性質を持っものとして定義され、上の Definition 2.1 は「定理」なの

であるが、正確な定義が繁雑になるため、ここでは天下り的に Definition 

2.1 のように定義した（ [Li, L3］参照）。 

Example 2.4. (1)r: R4 - R2 を ir(zi,z2,r3,z4) = (zl,z2) で

義される standard projection とし、元＝司s3:53 ._ R2 (53 は R4 の 

unit sphere ）とすると、たは stable で、S(たX=｛エ3 = ェ‘ = o}）は s3 
内の trivial knot になって現れる。 

(2) h :s 3 → 52 を Hopf fibration . ir : it3 - R2 を standard 

projection とし、g = (r呼）o h: S3 - Rユとすると、h は stable でな

い。というのは、singular set S(g）が s3 内の torus になってしまう（図 

4 参照）からである（ stable map の singular set は絡み目になることを

思い出して欲しい）。しかし、g に「近い」stable map f として、singular 
set S(f）が 2-component trivial link になるものが作れる。 

(3）その他、S3 から平面への安定写像の様々な例が、[B］で構成され

ている0 

§ 3. Stable map と 3-manifold topology 
平面への安定写像を使って3 次元多様体を調べる試みは、Burlet と de 

Rham によって、70 年代半ばに初めて行われた。 

Theorem 3.i(Burler-de Rham [BdR], 1974). Smooth closed 3-

mani釦ld M3 に対し、安定写像 f:kf3 -+ R2 でその singular set S(f）が 

definite fold point のみよりなる（く→ singular fiber は「 1点型」のみ） 

もの（このような stable map f を special と言う）が存在するための必要

十分条件は、y3 が、s3, trsl xs 2, (Jr_151 x 52)l(51 52) (r = 1,2,・・・） 

(S収s2 は、Sl 上の non-orientable 52-bundle ）のいずれかと微分同相

となることである0 

ここで、どんな安定写像 f:M3 - R2 も definite fold point を特異

点に持っことに注意する。 
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上の定理は、ある意味で、special な安定写像があまりない、というこ

とを示唆している。もう少し広いクラスを考えると、次が成り立っ。 

Theorem 3.2([Sae3J). Smooth closed orientable 3-manifold M3 に 

対し、安定写像 f:M3 -. 	で singular fiber が「 1点型」 と「 8 の字 

型」のみのもの（このような f を simple と言う）が存在するための必要

十分条件は、M3 が graph manifold となることである。 

(Graph manifold については、pa, JS, J0, Mo, N, R, Sc, W］等

を参照。） 

もう少し（ある程度 reasonable に）クラスを広げることはなかなか難

しい0 理由は次の定理による。 

Theorem 3.3(Levine [Li], 1965). E意Q smooth closed orientable 

3-manifold M3 に対し、安定写像 f:M3 -+ で、cusp point を持たな

いものが存在する0 

§ 4. Stable map を使った link の研究 

古典的な結び目理論においては、R3 内の結び目や絡み目を研究する

のに、projection R3 - K2 を使うことが多い。 ここでは、この代わりに、 

stable map を使って、一般の 3 次元多様体内の結び目や絡み目を調べら

れないか、について考えてゆこう。 

Deftuition 4.i([Sae3, Sae6】). f: M3 -+ K2 を安定写像をとし、L 
を M3 内の絡み目とする。 このとき、l が f-trivial であるとは、l を必

要なら isotopy で動かして、月l が embedthng かつ 1(L) ri f(S(f)) = 0 

となることである 0 

Example 4.2．安定写像た＝司S3:S3 → R2 を Example 2.4 (1) 

で作ったものとする（ir: R4 -' 	は standard projection)。この f に 

対し、次が成り立つ。 

f-trivial knot 片 trivial knot. 

f-trivial link 什＝ trivial link（逆は不成立）. 
（実は、もう少し広い class の stable maps f についてこれが言える。く 

わしくは、[Sae6］を参照。） 
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Proposition 4.3([Sae3]). M3 内の任意の絡み目L は、適当な stable 
map f:M3 -R2 に対し、f-trivial になる。 

上の proposition を見る限りでは、我々の定義があまり意味のないも

ののように見える。しかし、安定写像のクラスを制限すると、たとえば次

のような結果も得られる。 

Theorem 4.4([Sae3]). M3 を smooth closed orientable 3-manifolds 
L を M3 内の絡み目とする。L が simple な安定写像 f:M3 -.+ R2 
(Theorem 3.2 と同じもの）に対して rtrivial となる必要十分条件は、l 
が graph]血k となることである。 

(Graph link については、[EN, N, U］等を参照。） 

§5. Link theory を使った stable map の研究 

Definition 5.1.j,g:M3 _, p12 をニつの stable maps とする。こ

のとき、f と g が right-left equivalent  （右左同値）であるとは、図式 

M3 』→ M3 

!l 	l9 
R2 土→ R2 

を可換にする微分同相写像屯P が存在することである（ f- Q11ogo重）。 

写像の理論において最も重要な問題のーつは、写像を右左同値で分類

することである。ここでは、この問題は難しすぎるので、もう少し弱い同

値関係を導入する。 

Definition 5.2([Sae3, Sae4])．安定写像 f と g が quasi-quiva.Ient  
であるとは、微分同相写像ゆ：M3 -i M3 で、f の各 fiber の各連結成分 

F に対し、重（F）が g のある五ber のある連結成分になるようなもの、が

存在することである。 

Remark 5.3. (1) Right-left equivalent ＝→ quasi-equivalent 。 

(2) Quasi-equivalence は、ある写像達の可換図式でも定義できる。詳 

しくは、[Sae3, Sae4］を参照。 
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以下で、安定写像を、quasi-equivalence で分類することについて考

えよう。安定写像 f:M3 -R2 に対し、L(f) := 5(f) Li R(f) (link 

associated with f）を次のように定める。S(f）は f の singular set で、 

R(f）は I の regular fibe［の連結成分いくつかの disjoint union である 

（正確な定義は省略。詳しくは、[Sae3］参照。感じとしては、f の regular 
五ber のすべての isotopy classes を寄せ集めたようなもの）。 

Theorem 5.4([Sae3]). M3 を smooth closed orientable 3-manifolds 

Lg : M3 -' R2 を、simple stable maps とする。このとき、f と g が 

quasi-equivalent であるための正」要十分条件は、associated links l(f）と 

l(9）が絡み目として（強い意味で）同値となることである。 

（正確な statement については、[Sae3］を参照。） 

Remark 5.5.f が simple ならば、その associated link l(f）は 

graph link になる。Graph liiib はある意味で、もうすでに分類されてい

る（ [EN, N] ）ので、simple stable maps の quasi-equivalence による分

類もできたことになる。 

ニっの安定写像が与えられたとき、たいていの場合、それらは右左同

値ではない。そこで、次に、与えられた二つの安定写像がどのくらい違う

のかを計る量（ bifurcation number と呼ばれる）について考えてみよう。 

Fact 5.6.Lg : M3 -' R2 を二っの stable maps とする。このとき、 

ョgeneric homotopy 五：M3 → B.2 (t E [0, 1]）で、九＝ Lh=g かつ、 

有限個の t を除き、五は stable map 、となるものが存在する。また、五

が stable にならない t のことをbifurcation point という。（上の事実、及

び、generic homotopy の正確な定義については、[Ch, ML1, ML2］等

を参照。） 

Definition 5.7([MPSae]). 二つの安定写像 f,g : M3 - B? に対

し、b(Lg)(E NU{0}）を、f と g を結ぶ generic homotopies の biー 

furcation points の最小個数、として定義する。 これを f と g の間の 

bifurcation number と言う。（図 5 参照。） 

ここでは、bifurcation number を、link theory を使って、下から評価

することを考えよう。そのために、まず、link theory の方でーつ言葉を

用意しておく。 
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Definition 5.8(band operation). lをM3 内の絡み目とし、b:Ix 

I→ M3(I=⑩ 1]）を、embedding で、b(IxI)flL = b(alx I）なるも

のとする。このとき、新しい絡み目 LIを、(L一 b(dlx I))ub(Ix ai）を 

smoothing したものとして作る。このとき、L'は、lから1回の band 

operation をして得られる、と言う。（図6 参照。） 

Lemma 5.9([Sae7]). L, L'を M3 内の二っの絡み目とする。このと

き、lに有限回の band operations を施してL'を得られるための必要十

分条件は、［L】2 =【Ll2 血坊(M3;Z2）となることである（ここで、［・］2 は 

Z2-homology class を表す）。 

（証明の概略） 

必要となるのは明らか。十分となることを示すには、まず、ムlIに

勝手に orientation を付け、[L] = [Lり E H1(M3沼）となるように band 

operation を施す。次に、て1(M3）の交換子に対応する band operation 

を施して、l と LI が freely homotopic になるようにする。 あとは各 

unknott血g operation を barは operation 2回で実現すれば良い。 

Definition 5.10. L,L'を M3 内の二つの絡み目で、国2 = [Ll2 in 

坊(M3;ム）なるものとする。このとき、β（l,lり(ENu{o}）を、lか

ら LIを得るのに必要な band operations の最小回数として定義する（β 

は hnk 間の距離になる）。 

Remark 5.11. L,L'を disjoint になるように M3 内に同時に実現

したときにできる絡み目は、M3内に埋め込まれた（ non-orientable かも

知れない）曲面を張る。β（L,r）は、こうしてできる曲面の Euler 数の絶

対値の最小数に一致する。L,L'が S3 内の絡み目のときには、これは谷

山ー安原（[T司）の定義したunoriented C-distance dc(ムlI）と完全に

―致する。 

Theorem 5.12(Thom [T}, 1955).f:M3 - R2 を安定写像とする

と、[S(f)]う = w2(M3) E 万2(M3; Z2）が成り立っ。ここで、[S(f)]三は、 

[S(f)]2 E 盾(M3;Zュ）の Poincar6 dual、lUュ(M3）は、M3 の second 

S tiekHYhitney class を表す。特に、1,g: M3 -. Rユを二つの安定写像

とすると、[5(1)]2 = [S(g)]2 in Hi(M3; Z2）が常に成り立っ。 

上の定理より、二っの安定写像 1,g:M3.Rユに対して、Definition 
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5.10 の意味でのβ(S(f),S(g)）が定義できることになる。 

Proposition 5.13.Lg: M3 -Rユをニつの安定写像とすると、 

b(Lg)とβ（s(f),S(g)）が常に成り立っ。 

（証明の概略） 

Bifurcation point で singular set の link type が変化するのは、図 

7' 図8 のニつの場合しかない（ [Ch,ML1, ML司を参照）。いずれ

の場合も、singular set の変化は、1回の band operation で実現できる。 

(Bifurcation point を通過しても、link type に変化が起こらないことも

あることに注意。）従って、求める不等式を得る。 

Problem 5.14．ー般の 3 次元多様体 M3 内の I血bL,L' ([U]2= 

[L'12EEl(M3.石））に対して、β（ムlI）を求めよ。（又は、上からの評

価、下からの評価を与えよ。） 

Remark 5.15. [T幻 において、L,L' が S3 内の結び目（つまり、 

ムU' がそれぞれ連結）の時には、 

Ie_(L) ー eP(L')I ノ。 , r rit 
I~P'～ノ了、ーノISβ（ムr) 

p1i 

となることが示されている（ここで、p22 は整数、e,(L), eP(Lりは 53 の、 

それぞれムU' に沿った p 重分岐被覆空間の zー係数 first homology group 
の生成元の最少個数）。この結果は、もう少しー般に、Z-homology 3-sphere 

内の絡み目についても成立する（詳しくは、[TY, HNT］を参照）。 

§ 6. Some invariants for links ins 3 via stable maps 

この section では、安定写像を使って、53 内の絡み目の不変量を定義 

することを考える。 

Lemma 6.1([Sae7]). U を smooth closed 3-manifold M3 内の絡み

目で、［L］う = w2(M3) in H2(M3;石）を満たすものとする（記号につい

ては、Theorem 5.12 を参照）。 このとき、安定写像 f:M3 -. R2 で、 

S(f)=L となるものが存在する。 

Le工nma 6.2([Sae6]). U を smooth closed 3-manifold M3 内の絡み

目とする。このとき、安定写像 f:M3 → R2 とその正則値 aER2 で、 
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l=f_1(a）となるものが存在するための必要十分条件は、lが orientable 

Seifert surface を M3 内に張ることである。 

Stable map 元：s3.-_ p2 をた＝司s3 で定義する。(7r : R4 -. R2 

は standard projection o Example 2.4 (1）を参照。） 

Definition 6.3([Sae6]).l を s3 内の絡み目とする。このとき、 

5(L) := min{b(f, fo)If :s3 -+ It2 stable s.t. 5(f) =z}, 

F(L):=min{b(f西）げ：s3 → It2 stable s.t．ョa E It2 regular vaiue 

with 11'(a) =l}, 

T(L):=rnin{b(f, fo)げ：s3 → R2 stable s.t. L は f-trivial} 

一と定義する。5(L), F(L),T(l）はlの血teger invaェiants になる。 

Proposition 6.4([Sae6]). S3 内の絡み目lに対し、次が成り立っ。 

(I) fi(L, trivial knot)S5(L). 

(2) S(L)=0 4＝か L は trivial knot。 

(3) F(L)=0く→ L は trivial knot 。 

(4) T(L) = 0く＝=lは trivial knot o （逆は不成立。） 

(5)S(L)と IL1I. 

(6)F(L)と IL1i. 

(7) S(n-component trivial link) = n - 1. 

(8) F(n-component trivial link) = n - 1. 

(9) F(L)=Iぐ→ L は 2-component trivial linkく＝中 5(L)=1. 

(10) 5(L) = 2, for the torus (3, 3n)-link L (nメ 0). 
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