双曲 3 次元多様体の通約可能性と体積
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1. 序
2 つの双曲 3 次元多様体 M1 , M2 が共通の有限被覆を持つとき M1 と M2 は commensurable(通約可能) という．この講演では以下の定理を示す．
Main Theorem. M1 , M2 を non-arithmetic orientable cusped hyperbolic 3-manifold
とする．
v0
0 < |vol(M1 ) − vol(M2 )| <
= 0.25 · · ·
4
ならば M1 と M2 は incommensurable. ここで v0 = 1.0149 · · · は regular ideal tetrahedron の体積．

2. 準備
non-arithmetic hyperbolic manifold について Margulis が以下のことを示している [2]．
Theorem 1. If non-arithmetic hyperbolic manifolds M1 and M2 are commensurable,
they cover a common orientable commensurator orbifold M0 .
Adams は体積が v40 より小さい orientable cusped hyperbolic orbifold を決定し, さ
らに Neumann と Reid はこれらの orbifolds が arithmetic であることを示した [1], [5].
よって以下のことが言える
Proposition 1. non-arithmetic orientable cusped hyperbolic orbifold の体積は

v0
4

以上．

3. Main Theorem の証明
M1 , M2 は non-arithmetic なので Theorem 1 より Pi : Mi → M0 は ni -fold covering と
なる M0 が存在する (i = 1, 2, n1 ̸= n2 )．よって
|vol(M1 ) − vol(M2 )| = |n1 vol(M0 ) − n2 vol(M0 )|
= |n1 − n2 |vol(M0 )
Proposition 1. より non-arithmetic orientable hyperbolic 3-orbifold の体積は
である．n1 ̸= n2 なので
v0
|vol(M1 ) − vol(M2 )| ≥
4
これは仮定に矛盾．

v0
4

以上

4. 応用
non-arithmetic nonorientable cusped hyperbolic oribifold の体積は
Theorem と同様にして以下のことが証明できる．
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なので，Main

Theorem 2. M1 , M2 を non-arithmetic nonorientable hyperbolic 3-orbifolds とする．
0 < |vol(M1 ) − vol(M2 )| <

v0
8

ならば M1 と M2 は incommensurable.
また，Marshall と Martin により closed orientable hyperbolic 3-orbifold の体積は
0.03905 . . . 以上と証明されているので [3]，Main Theorem と同様にして以下のこと
が証明できる．

Theorem 3. M1 , M2 を non-arithmetic orientable closed hyperbolic 3-manifold とする．
0 < |vol(M1 ) − vol(M2 )| < 0.03905 · · ·
ならば M1 と M2 は incommensurable.
任意の K > 0 に対して体積が K より小さい arithmetic hyperbolic 3-manifolds は
有限個であることが示されている．( Theorem 11.2. in [4].) よって cusped hpperbolic
3-manifold を Dehn surgery したときに arithmetic となるのは有限個だけである．Main
Theorem と Theorem 3 より以下のことが言える．

Corollary 1. cusped hyperbolic 3-manifold を Dehn surgery して得られる hyperbolic
3-manifolds の無限族は無限個の commensurability class を含む．
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