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3次元多様体Mに埋め込まれた連結な曲面Fを考える。Fは，圧縮不可能かつ境界
圧縮不可能であり，境界に平行な円板でも 3-球体の境界である球面でもないとき，本
質的である呼ばれる。本質的曲面は，3次元多様体研究の中で，長く重要な役割を果た
して来た。実際，ベッチ数が１以上の3次元多様体は本質的曲面を含み，特に２以上の
場合は無限個のイソトピー類を含むことが知られている。
一方，MをFで切り開いた多様体が本質的アニュラスAを含むとき，Fは cylindrical

と呼ばれる。[2]において Hassは，Mが 3次元閉双曲多様体であり，F が本質的であ
るとき，Mの双曲体積に比べてFの種数が十分大きいならば，Fは cylindrical となる
ことを示した。このことと，3次元閉双曲多様体内の与えられた種数以下の本質的曲面
のイソトピー類は高々有限個であること（[4]）をあわせると，3次元閉双曲多様体内に
は cylindrical でない（つまり acylindrical な）本質的曲面のイソトピー類は高々有限
個であることがわかる。
また，Hassの証明は3次元多様体の双曲構造を利用していたが，Eudave–Muñoz and

Neumann–Cotoは [1]において，Fの種数をg(F )とし，Mの四面体分割に必要な四面体
の最小数を t(M)としたとき，Fが本質的かつg(F ) ≥ t(M)+ 1ならば F は cylindrical

となることを，位相幾何的に（いわゆる normal surface theory をもちいて）示してい
る（ただし，四面体分割は，理想四面体，切頭四面体を許す）。
さらに，Fが cylindrical でアニュラス対 (A, ∂A)が対 (M, F )に埋め込まれていると

き，つまり，切り開かれる前のM内でみると ∂A の 2つの成分が交わらないとき，F

は strongly cylindrical と呼ばれる。Schleimerは [8] において，F が本質的であり，F

の種数が t(M)よりも十分に大きいとき，F は strongly cylindrical となることを示し，
後述のようにS1上のファイバー束構造に関する結果を得た。

本稿では，[3] で得られた，これらの結果の精密化である次の定理を報告する。

定理 1 ([3, Theorem 1]) Mを連結な 3次元多様体，t(M)をMの四面体分割に必要
な四面体の最小数，F をM内の連結な本質的閉曲面，g(F )をF の種数とする。もし
g(F ) ≥ 38t(M) ならば，F は strongly cylindrical 。

この定理の系として，やはり Schleimer によって得られた，3次元多様体のファイ
バー束構造に関する結果の精密化を，以下のように得ることができる。
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MをS1上のファイバー束構造を許容する3次元多様体とし，Fをそのファイバーと
する。つまり，MはF × [0, 1]のF × {0}とF × {1}を，F上の自己同相写像で貼り合
わせて得られているとする（このFの自己同相写像はモノドロミーと呼ばれる）。この
とき，F は必ず cylindrical となるが，一般には storongly cylindrical とは限らない。
しかし前記の定理より，もしFの種数が38t(M)以上であれば storongly cylindrical と
なる（ここで t(M)はMの四面体分割に必要な四面体の最小数）。もし F が strongly

cylindricalのとき，見つかる essential annulusをイソトピーで変形することにより，F

上の単純閉曲線であって，それ自身とF に関するモノドロミーの像が交わらないもの
が見つかる。従って，モノドロミーのF 上の曲線複体（curve complex）への作用は，
F が strongly cylindrical のとき，最小移動距離がたかだか１でることがわかる（曲面
上の曲線複体に関しては，ここでは省略。例えば，[7]を参照）。

このことと，前述の [4]の結果をあわせると，次が示される。

系 1 ３次元閉双曲多様体のS1上のファイバー構造で，連結なファイバー曲面F をも
ち，F の曲線複体へのモノドロミーの作用の最小移動距離は２以上であるものは，た
かだか有限個。
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