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レンズ空間の Heegaard Floer 理論からの一般化である L-空間が重要な研究対象になってお
り、活発な研究がなされている。Hedden, Hom, Vafaee らによりケーブリング構成を含むい
くつかのサテライト構成に関して結果が得られており、サテライト結び目が L-空間手術を許
容すればコンパニオン結び目やパターン結び目も L-空間結び目でなければならないことが証
明されている。また、パターンはブレード状になっていることが Baker-Hom によって予想さ
れている。本研究でこの予想の解決を目標に Baker 氏(Univ. Miami)と共同研究を進めた。
これまでの研究では L-空間結び目の twist 族について研究を進め、L-空間結び目を無限個含
むような結び目の twist 族の特徴付けを中心に研究を進めてきた。本研究では、結び目の構成
法として twist と並んで重要なサテライト結び目の構成と L-空間手術の関係について考察を
進め、サテライト L-空間結び目のパターンがブレードであるという Baker-Hom の予想を目
指して研究を進めた。Hom の結果から、この予想の解決に L-空間結び目の twist 族の特徴付
けが深く関わっていることが示唆されており、本研究では Baker 氏(Univ. Miami)との共同研
究で L-空間結び目の twist 族の精密な特徴付けを行なった。その応用として、上記予想を完
全に解決することができ、論文として発表した。また、サテライト L-空間結び目のパターン
結び目とコンパニオン結び目の種数に強い制限が付くことを証明した。

これまで継続的に進めてきた L-空間結び目の twist 族に関する研究が、サテライト L-空間結
び目の研究に綺麗な形で結びつき、理想的な形でサテライト L-空間結び目のパターンがブレ
ードであるという Baker-Hom の予想を解決することができた。L-空間結び目の twist 族に関
してはまだ未解決な問題が残っており、この解決に向けた研究は今後も進めていきたいと考
えている。

※この欄は，本報告書提出時点で判明している事項についてご記入ください。
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