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1. 概要
Thurston の仕事 [9]により, ベッチ数が 2以上の双曲 3次元多様体は fibered であれば
無限個の相異なる fibration を持つ事が知られている. 本講演では 1つの多様体上の
fibration 間で Calegari-Sun-Wang により定義された fibration に対する通約関係がど
の程度成り立つかについて議論する.

2. 定義
ここでは，曲面は全てコンパクトとする．曲面は境界を持つ事も考え，その上の同相
写像は境界の連結成分を置換する事も許す．曲面 F 上の自己同型写像とは，同相写
像 f : F → F の isotopy 類を指す．曲面と自己同型写像の (F, φ) について考える．
Calegari-Sun-Wang [1] によって曲面上の自己同型写像の間に通約という関係が定義さ
れた．まず始めに通約を定義するのに必要な被覆の概念を定義する．

定義 1 ([1]). (F̃ , φ̃) が (F, φ) を被覆しているとは，有限被覆 p : F̃ → F と φ̃, φ の代
表元 f̃ , f が存在しfp = pf̃ を満たすことをいう．

これにより，二つの自己同型写像が通約であるという事の定義ができる．

定義 2 ([1]). (F1, φ1) と (F2, φ2) が通約であるとは，(F, φi) の被覆 (F̃ , φ̃i) が存在し
(i = 1, 2), ある k1, k2 ∈ Z \ {0} について φ̃k1

1 = φ̃k2
2 を満たす事をいう．

共役な自己同形写像同士は互いに被覆し合っており，通約類上で被覆関係による順
序を考える際には同一視する必要がある．そのため，本報告では (F, φ) と書いて，共
役類を表す事にする．各 (F, φ) に対して，写像トーラス M(F, φ) は次のように定まる．

M(F, φ) = F × [0, 1]/(φ(x), 0) ∼ (x, 1).

共役な写像は同相な写像トーラスを与える事に注意する．

写像トーラスの幾何と曲面上の自己同形写像の分類
曲面上の自己同形写像のNeilsen-Thurston 分類を写像トーラスの幾何の言葉で記述す
ると次のようになる．

• (F, φ) は periodic ⇐⇒ M(F, φ) はSeifert fibered space.

• (F, φ) は reducible ⇐⇒ M(F, φ) は Toroidal 多様体.

• (F, φ) は pseudo-Anosov ⇐⇒ M(F, φ) は 双曲多様体．
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本報告では特にpseudo-Anosov, すなわち写像トーラスが 双曲多様体 となる場合につ
いて考える．本報告では双曲多様体は常に完備で有限体積を持つものとする．3次元
fibered 双曲多様体 M が与えられたとき，そのベッチ数が2 以上ならば，M は無限個
のfibration を許容する事 [9] が知られている．特に１つの orientable な多様体を固定
した時，その上の co-orientable な fibration で互いに通約な物の数について考察する．
この場合，各fibration に対して組 (F, φ) が定まる事に注意する．「個数を数える」とい
う問いを生む重要な系を導くのが次の定理である．

定理 1 ([1, 5]). M(F, φ) が双曲多様体 の時，通約類 [(F, φ)]は唯一の最小元（orbifold

になりうる）を持つ．

なお，ここで順序は被覆関係により定まる順序である．この定理は多様体が境界を持
たない場合にCalegari-Sun-Wang [1]によって示され，筆者によって境界がある場合にも
拡張された [5]. Mostow 剛性定理により，３次元双曲多様体（さらに一般に，orbifold）
間の有限被覆の関係は基本群の有限指数部分群の言葉で完全に記述できる事に注意す
る．有限生成群の固定された指数を持つ部分群の数は有限である事から，次の系が得
られる．

系 1. M(F, φ) が双曲多様体 の時，]{(F ′, φ′) ∈ [(F, φ)] | M(F ′, φ′) ∼= M(F, φ)} < ∞.

すなわち，一つの双曲多様体を固定した時その上のfibration で互いに通約となるもの
の数はいつでも有限である．

この報告では

N(F, φ) := ]{(F ′, φ′) ∈ [(F, φ)] | M(F ′, φ′) ∼= M(F, φ)}

と定義する．系1によりN(F, φ)について考える事は自然な問題となる．これまでに論
文 [5] において次のような結果を得ていた．

定理 2. M := M(F, φ) は双曲多様体 であるとする．さらに，M は hidden symmetry

を持たないとする．このとき，N(F, φ) = 1となる.

ここで，hidden symmetry とは，被覆をとる事で symmetry として現れるような
symmetry の事である．詳しい定義は [10] などを参照のこと．

定理 3. S3 \ 62
2 もしくは magic 多様体の各 fibration はその通約類において最小元で

ある．特に二つの多様体の全てのfibration (F, φ) に対して，N(F, φ) = 1である．ここ
で62

2 は Rolfsen の表での記号である．

注意 1. S3 \ 62
2 や magic 多様体は 算術的多様体と呼ばれるクラスに属し非常に多くの

hidden symmetry を持つ事が知られている．しかし，定理3 により，S3 \ 62
2 と magic

多様体には symmetry で移り合うfibration 以外に通約なものが無い事が分かる．従っ
て， hidden symmetry を持たないという条件は必要条件ではない．

この報告では次の定理の証明の概略をのべる．

定理 4 (主定理). 任意の与えられた自然数n に対して，ある (F, φ) で，N(F, φ) ≥ nと
なるものが存在する.



図 1: 通約なfibration の作り方

3. 主定理の証明の概略
基本的のアイデアを図3に示す．図3では各長方形は対辺を張り合わせる事により，トー
ラスを表している．紫と緑で書いた直線は傾きが同じであり，多様体の中の symmetric，
すなわち同じ組 (F, φ)に対応する，isotopicでないfibrationを模式的に表している．被
覆をとる事により，紫は一本の線に，緑は非連結な二本の線に持ち上がり，これはfiber

が異なるトポロジーを持つように持ち上がっている様子を模式的に表している．この
アイデアをホモロジー，コホモロジー上で計算で実現することにより結果を得ている．
任意の自然数nに対して上のアイデアを適用するためには，模式的にはn次元トーラ

スを考える必要がある．そのためベッチ数がn の多様体を考えるのが自然である．豊
富な対称性をもつ多様体を次のように構成する．

補題 1. Gを有限群とする．この時双曲有理ホモロジー 3-球面 M とその上の双曲 fibred

link L ⊂ M が存在して

• G は Mに自由に作用する,

• G は L の成分間に自由かつ推移的に作用する，すなわちLの各成分上にG の元
によるラベルづけで次を満たすものを見つける事ができる．

L =
⊔
g∈G

Lg, and ∀g, h ∈ G, h · Lg = Lhg. (1)

補題は次の３つの定理をあわせる事により従う．一つ目はHarer による次の定理で
ある．

定理 5 ([4]). M 滑らかな向き付け可能閉３次元多様体．π1(M) の元でfibered knot で
実現されるものの集合は交換子群 [π1(M), π1(M)] に完全に一致する．

２つ目は相馬によるものである.

定理 6 ([7], Theorem 1.). M を滑らかな向き付け可能既約な閉３次元多様体であると
する．この時Mの中の全てのfibered knot は双曲 fibered knot にhomotopic である．

最後に Cooper-Longによる豊富な symmetry を持つ有理ホモロジー球面の実現を
使う.

定理 7 ([2], Theorem 2.6.). G を有限群とする．このとき 双曲有理ホモロジー 3-球面
でG が自由に作用するものが存在する．

こうして得られた補題を用いて，symmetric ではあるが isotopic でないfibration を
n 個以上持つものを構成し，ホモロジー，コホモロジー上で丁寧な計算を行う事によ
り結果を得る．



また，主定理で得られた fibration らに対応する一次コホモロジーの元は全て同じ
fibered cone 上に載せる事ができる事が分かり，Fried [3] の結果によりそれらによ
る suspension flow で定まる多様体上の lamination（pseudo-Anosov 写像に付随する
(un)stable lamination を suspend する）は isotopic になる事も分かる．主定理はこの
lamination は豊富な”hidden symmetry” を持つ事を示しており，これらの性質も興味
深いと思われる．
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