
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

ミラー対称性とリジッド幾何学

加藤, 文元

加藤, 文元. ミラー対称性とリジッド幾何学. 代数幾何学シンポジューム
記録 2005, 2005: 130-150

2005

http://hdl.handle.net/2433/214804



ミラー対称性とリジッド幾何学

加藤文元

　2005年度城崎代数幾何学シンポジウムでの筆者の講演に基づいて報告させて頂き
ます．講演のタイトルは「リジッド幾何学とその応用」という漠然としたものでした
が、内容を考えて上記のタイトルに変更致しました．また、講演で最も言いたかった
ポイントをより効果的にお伝えするため、実際の講演の時とは議論の構成をかなり変
えました．

　　　　　　　1．ミラー対称性についてのまったりとしたまとめ

　まず最初にミラー対称性に関するKontsevich｛10］、　Kontsevich－Soibelman［U∬12］、

Stm翻ngeFYau－Zasl◎wほ4］、深谷｛5］｛61、深谷◎ピ太田一小野【7］といった仕事につい

て非常に簡単にまとめてみたい．なにしろ筆者のダメダメな理解に基づいたまとめで
あるから、専門家にとっては思わず失笑を禁じ得ないものとなるに相違ないが、それ
でもこれをある程度書かないと話にならないので、ここは一念発起して恥を忍ぶ．

　1．1．ミラー対称性．とりあえずCalabi－Yau多様体の定義は「コンパクト連結向き

付け可能為次元可微分多様体でホロノミーがSU（n）に入るようなり一マン計量が存
在するもの」としておく．以下では〃ニ3とする．（M｛，Ω）をCalabi－Yau多様体とその

上の複素2形式Ω＝ω＋2π∨：fβでその実部ωが〃上にシンプレクティック構造を

定めるものの組とする．ミラー対称性とはこのような組と複素Calabi－Yau多様体との

間の対応

〈＊）　　　　　　　　　　　　　　　（ゐ4，Ω）←→（λ4㌧／〉

（ゾはCalabi－Yau多様体ル〆上の複素構造）のことであった．左辺がA模型側であり、

右辺がB模型側である．

　この対応を具体的に理解しようと思ったら、弦理論の言葉をある程度は使わなけ
ればならないようである．筆者は弦理論はよくわからないので、このあたりのことに
ついては簡単に触れる程度にしておく．いろいろなアプローチがあるのであろうが、

ここではD一ブレーンを主軸に考える。D一ブレーンとはtyρelst漁gという開いた弦の
運動の境界条件のことで、これをつの物理的実体と思ったものである．図茎では上
下の弧がブレーンを表す．弦はこれらの上に境界を保ちながら滑る，A模型とB模型
それぞれについて1玉ブレーンを書いてみると、大体次のようになる：

　（A）ラグランジアン部分多様体Lとその上の接続付きU（1）注束ヱでその曲率が
　　　2π百ぴに等しいものの組（ムヱ）（ただし、ここでU（1）のり一環は2π〉コ鼠

　　　　と同一視した）；

　　（B）正則ベクトル束などの連接層．

　1991Mα功θmα∫輌cびSμ勿εαC／o∬ψcα’ψη．　Primary　l　4G22，14J32；Secondary　32J25，14Jl5．

　砲ywo㎡∫⑭』＆Rigid　analytic　geome廿y，　B丘ational　geomet聯M加or　sy㎜e廿y．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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2 加藤文元

店街R至上 D－ブレーン、関いた弦とそのワ…ルドシート

ここで、（A）におけるむ(1）聞東は開いた弦の端点上に寵くゲ…ジの自密度を与える’罷
報である（とのことである）．非常にラフに言うと、ミラー対称性とは互いのD－ブレー
ンが対応関係にあるような対応（＊）のことである．

しかし、これらの聞の対応はそう簡単でない．大体、一つの（L,2）が連接層タに
ノt、ソチリ対応しているわけではなく、両者とも考える対象者もっと増やして三角圏の
聞の対応という形にしなければならない.B模型側は普i闘に噂来圏を考えればよい.A
模型側では上述のような制（L,.st）から作ったA°＂－圏Lag(M,.0.）（いわゆる「深谷圏」）
の導来圏をとる．

予想 l.l（ホモロジー約ミラー予想（Kontsevich[10])). 醤の向檀

ぴ（Lag(M,.0.））一 D~oh(Mγ）

が存在する．

これでは何のことかざっぱりわからないので、この対応（の極く一部）をもう少し
具体的に書いてみる（それでもまだよくわからない）．この予想はM側の情報（L,.:L')
に対してMす上の導来闘 D~oh(Mt,J十）の対象 6°(L,5L'） が対応することを主張している．
さらに、この対応によって次のような同型が存在する：

HF( (lo, .:L'o), (Li, 5L'1)) :: RH om（グ（Lo,.:L'o), 6°(L1, 5L'1)). 

ここで右辺はFloerホモ口ジ…ーというもので、ここではちゃんと定義を書かないので
あるがな5］等を晃よ）以後もちょくちょく出てくる．

1.2.ラ夕、ランジアンファイブ、レーションと SYZ-pict核問．それで註真誌的にミラー
(Mt：；；）を構成するためにはどのようにしたらよいのか．まず最拐；こするべきことは
Mすを作ることである．以下ではB=Oで考える．このとき A模型側のD－ブレーンと
して考える （L,.:L'）において、 rは平坦なU(l）・束である．ホモロジー的ミラー予想に
従えば、 M十各点pについてpでの摩天楼層めに対応して （L,.！£）があるはすである．
Strominger-Yau-Zaslow [14］に従えば、それらはいわゆる「特殊ラグランジアントー
ラス」というもので与えられる、とされている．

しかし、この特殊ラグランジアンというのもだいぶくせ者で、既にここにも問題
があるようだ．というのも、そもそもこの「特殊ラグランジアン」という概念そのも
のがシンプレクティック構造だけからで治決まらない．さらに、本当は豊富にあるべ
き特殊ラ夕、ランジアンが実際には誌とんど、見つかっていないという関題も島る．深谷
さんの話によれば、そもそも予想日ではすべてのラグランジアンに持してB模室開
のD・ブレーンが対応しているというのは顛持出来ないらしい．つまり、適当に良いラ
グランジアンを選ばなければならないのだが、それは深おさんによれば「Floerホモ
ロジーが定義できるようなうグランジアン」を考えるべ者で、あろう、とのことで、あっ
た．このあたりの事情も付け焼き刃では到底理解できない難しいものであるようなの
で、とりあえず「特殊ラグうンジアン」と言うかわりに「テキトーなラグランジア
ンlくらいでお茶を濁す．
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ミラ…対称性とリジッド幾何学 3 

実はこのようなテキトーなラグランジアント…ラスによる Mの大域的なファイブ
レーション（ただ、し特異ファイパーを許す）が存在することが予掛されている（cf.[11, 

Conj. l］）.この予想はMの上のケ…ラ一計量（適当に護素講造を考える）を0に近づけ
ていったときの崩壊のromov-Hausdorfflimit）と関わる徹分幾向学的な予想である．こ
の榔限として得られる n次元（突ですよ）多様体校Bとすると、求めるファイプレー
ションはM→Bという形で得られる．さらにBはいわゆる Mon併－Ampere多様体と
いうものであり、その接束 TBは整アフィン構造社持つ．つまり TBzなる（特異点在
持つ）局所系でファイパー毎に格子投与えているものがある.Mは高 TB/TBzと向型
であり、その各ファイパーがM の件のテキトーなラグランジアントーラスを与えて
いる．

さて、 Mの各ファイバーLを止めてその上の平坦U(l）軍束を動カ、すと M十のト…ラ
スが出来る．つまり、 BはMの上のテキトーなうグ、ランジアント…ラスのモジ、ュライ
空間なので、あったが、この上に各うグランジアン上の平坦U(l）側束のモジ、ュライ空聞
を考えると、これがとりもなおさずMtを与える、というわけである．トーラスとそ
の上の平理回り”東をスイッチする、というの諒一種のフーリこに変換であり、幾侍学
的には双対トーラスを考えることに対応している．従って、ミラ…M十は双対トーラ
スのファイブレ…ションとして実現される.Bの言擦で言うと、これは TBの双対であ
る余接束T官を TBzの双対で与えられる整アフィン構造T*Bzで制った商T*B/T*Bz
な考えることに他ならない．

以上より、嬰2に示したような美しい醤式が得られた．

TB/TBz = M 、 Mすね T*B/T*Bz

＼／  
B 

Fiou筏E2. SYZ-picture 

しかし、この pictureは非現実的である．つまり美しすぎる．実際には Mのテキ
ト…なラグランジアンによるファイプレーションは大抵特異ファイパーを持っている
から、上の図式はそのままでは当てはまらない．さらに状況を難しくしている（とい
うより、より本費約な）の詰量子嬬1£0)効果である．安富；こ考えれば、つまり Bの関

Bo上でファイブレーションが非特異としておいて、この上で双対をとって被素
構j践を入れて適当にコンパクト化すれば良いだろうと思ってしまうが、実はそれでは
だめである．このあたりのことは後で述べる．

1.3. Novikov環と極大逗化族としてのミラー．上でファイプレーションM→Bを
とるときに、ケーラー計量をOに近づけるという換作を在っていたことを患い出そう．
この極眼操作はミラーの憤jでは機議構造の退化に対応しているはずである．（より正
械にはB－場付きで幡限を考える．）縄際予想されていることは、これによってMtの極
大地化族が得られるべきであるということである．従って、ミラー対称性を上のよう
なSYZ-pictureで捉えるときには、常にミラーの側では極大退化族が自然に現れると
いうことを意識しながら議論するべきである．これよりわかるように、ここで鶴離に
しているミラー対称性の対象培、 A模型鶴と B模型隷各々のモジ、ュライ空罷の境界に
近い部分に限定している．完全に…般的なミラー対称性のpictureではないのでめる．
[11］の §2の記述社つらつらと眺めてみると、このあたりの状況の概念的な説明がな
されているようなのであるが、繁樹は理解していない．
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4 加藤文元

さて、ではどのようなベースの上で退化族は得られるべきなのであろうか．この
ことは後でリジ、ツド幾伺学との関わりを述べる上で特に鷺裂となってくるので、一応
の説明を試みる（嘘かもしれないが）．

この間いに答えようと，思ったら、上で、さぼっていた深谷閣の構成にある程度立ち
入らなければならないようである．漆谷醤Lag(M,Q）はいわゆるA＇°－醤というもので
あるべ正確に註 fフィルター待きA正富jであるjこの対象は適当に選迂れた（L,.!£)

の全体であるべ実誌これ誌嘘で、二つ詔だけで誌なくもっと付加構造をのせなけれ誌
ならない.） Xo = (Lo, .!£0）から X1= (L1,2Dへの射全体は

H州川1）エ EBHome(説 （p), 21 (p)) Rre A 
pE4JnL1 

で与えられる．ここで.！£（p）は複素直線束とみたrのpでのファイバーで、ある．（実は
これも不正確で、本当は上でさぼった付加構造から決まる次数付けを入れなければな
らない．さらに、実はAはアディックな位相環で、上の加群もフィルトレーション付
きで考え完備化しなければならない．）環Aは後で説明する．

A＝－冨の構造は各自然数k>Oに対して

Hom(xo,x1）毛主＇A.・・③AHom(xk-1,xk）③A Hom(xbxo) 

のA－双対の元mkを与えることで決まる．この元の決め方の数学的意味は（筆者に誌）
よくわからないので、弦の設葉で説明してみる（もっとわかりにくいかも知れないが）．
図3にk=4、つまりラグランジアンが5つある場合の悶栓鱒いた．各交点の近くで非

FIGURE 3.開いた弦の相互作用

常に短い弦を書く.mkはこの状況でのU(l）ーゲージのホ口ノミーである（各ラグラン
ジアン上では U(l）ー束の擁統から決まる平行移動を用いるトこれはしかし量子効果を
無視した言い方である．量子効果は弦とラグランジアンで閉まれた部分（図には適当
にスクリーントーンを貼った）の概正則円盤γ：Dzー→ Mのエネルギー

川 ＝Lγω

で決まる.(Mのω；こ適合した概護素構造；主連当Lこ決めておくjmkは上で述べたホロ
ノミー（これ誌単なる擦紫数〉を係数として

エG［γ

という票級数で与えられる.(Tはとりあえず形式的な変数ということにしておく．）た
だしここで、γは上のような概正則円盤を走る．もっと正確には点付き（図の場合は5点
付き）概正則円盤のモジュライ空聞を考えて、その上で考える命上で記述をさぼった
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ミラー対称性とリジ、ツド幾何学 5 

付加構造は、このそジュライ空間の向きと次元栓統制するための情報である．次数付
けの情報により、考えるべき状汎ではモジュライ空間の次元は0である．

これ詰物理的にはいくつか（鑓では5つ）の弦の相互作用ということで説窮出来る
代物である．だから、上で導入した積分は何らかの意味で径蕗積分として解釈出来る
のであろう．しかし、あまり余計なことを言うと化けの皮が剥がれそうなので、ここ
は黙っておくのが奥ゆかしい．

いずれにしても、上の状況が環Aとして何を考えるべきなのかを明らかにしてい
る．これは世に苦う Novikov環というものである：

A=  ｛かいんくんく→∞）
さて、問題はミラー Mtとしてどのようなベ…スの上の退化肱が考えられるべき

か、というものであった．上の考察でわかるように、予想 1.1の在辺はAという付鑓
環上の線型主題であるから、予想を信じれ迂右辺もそのようになる．これ誌考える Mす

が八上の多様体であるべきである、と考えるのが轍等であろう，つまり、ミラー観iJで
自然に考えられるべき退化族はSpecA上の多様休の族ということになる．

さて、この付倒環Aであるが、上にも述べたようにラグランジアンはすべて考え
るのではなく適当に選ぶのであるから、実際には指数としてすべての実数を考える必
袈はないようである．このあたりの事糧法かなり技宇詩的で筆者の手に余るので、あま
り詳しくは述べないのであるが、実際に培可葬f欝誌の語教を準｛諾すれば十分であるよ
うである．いずれにしても指数が離散的にとれるということは期待出来ないであろう
ι思われる．つまり、考えるべき付値環Aはどうしても Noether的ではないのであっ
て、このことは以下でリジッド幾例学の応用を考えるときの重現な技術的ポイントと
なる．

1.4. fミラーの構成ふで誌、以上を蕗まえてミラーである進化族Mtを構成する
ためのレシピ在、軽やかなタッチで描いてみよう．

これはパッチングで作られる．つまり M十の各点の近傍となるべき局所パッチを
作り、これを厳かに貼り合わせる．各点は摩天楼層という B模型側の D－ブレーン
で代表されるのであるから、局所パッチは対応する（L，£）の変形の局所モジュライ

として鐸られる泣ずである‘予翠 1.1の後に述べた詩型 HF1((L,£),(L，£））ミ
Ext1(6"(L, -2), t&'(L, £））を克ると、この右辺はとりもなおさず連機層の鶴の変形の一
次近傍を与えるのであるから、 ti.辺が考えるべきそジュライの擁空間である．このモ
ジュライ空間vft（ム.！£）は （L，£） に付随した日oer複体の変形の命西空間とし
られる．このような変形理論及び階害理論を徹底的に展開するのが［7］という大仕事
がやっている内容である．

もちろんこのパッチA't(L,2!）がA上有寵表示裂なスキームだったりしたら認は
ゆし分ないのであるが、実際にはそうはいかない（もちろんスキ…ムではない）．識は
もう少し「難しいJ空間である．どのようなカテゴリーに属するいかなる空間なので
あるかは後の考嬢にも関わる重要なポイントであるのだが、今のところはあまりはっ
きり述べたくない．

さて、もっと難しいの辻匙り合わせである．ここに泣量子効果からくる接雑な状
況がある．前欝で嶺子効果詰物理的には弦の梧2工作黒から生じると述べた．今一護こ
の問題に若干立ち退る必要がある．

前節にも述べたように、その相互作用は概正則円盤によって定量化される．前節
では点付き概正則円盤のモジュライが0次元となる場合のみを考えたが、ここではこ
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6 加藤文元

れが l次元（実ですよ）となる場合を考えなければならない．問題はこのモジ、ュライ空
間が一般にはコンパクトでないということで、その境界に0次元のモジ、ュライ空間が
現れるという点である．これはいわゆる「バブル」と呼ばれる無限次元の場の理論特
有の現象に関係している．モジ、ュライの境界においては円盤から複数の円盤がボコボ
コと現れる．これらは一つのラグランジアンにへばりつく円盤である．図4にその様
子を書いた．下の円盤は一つのラグランジアン（直線より下の部分）に、その境界がへ

FIGURE 4.バブ、ルとへばりつく円盤

ばりついている．
これを逆に考える．つまり M→Bのファイパーとして考えていたテキトーなラグ

ランジアンに何か概正則円盤がへばりついていると、そこで量子補正が生じるという
ことになる．というわけであるから、そのような円盤をすべて考える必要がある．こ
の「へばりつく」円盤はどのようにして生じるのだろうか．これは特異ファイバーの
特異点から生じる．つまり特異点からある決まった（概複素構造の取り方に依存する）
二つの方向に円盤は成長していく．図5では、二つの特異点から生じた円盤が重なっ

FIGURE 5.成長する円盤

て一つの円盤に成長していった様子を書いた．これはLというラグランジアンにへば
りついている．

さてこの成長の軌跡をBに落として観察すると、この軌跡はB上のアフィン構造
に対して直線を描く（図6）.この直線は各特異ファイパーの下の点から二つの方向に
どこまでも成長していく．するとどこかで二つの直線が交差するだろう．そうすると
また大変なことになる．これはMで考えると円盤が重なることに対応する（図5の知
き）．これは閉じた弦のcollisionである．そこからはなんと可算無限個の弦が飛び出す．
各エネルギーレベル（つまり Tの指数）を止めると、それ以下では有限個である．数学
的な議論について詳しくは［6］を見よ．

つまり、二つの直線が交差するとそこから無限個の同様な半直線がニョキニョキ
とのびる．それがまた他の直線と交差して新たに無限個の半直線を延ばし、そしてま
た…というゾ、ツとするような状況を全部考える．これをすべて考えた暁にはBが無限
個の直線達でメチャメチャに覆われている、という状況が見出せるであろう．
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ドJGURE6.成長の軌跡を与える

さて、ここで一度まったりと落ち着いて当初の問閥に腐ろう．貼り合わせで、あっ
た．二つのパッチを貼り合わせるときには、従って、その共通部分が跨いだ線の効果
を勘定に入れて貼り合わせなければならない．ということは、その変換関数内は T
に関する幕級数（つまり八の元）を係数とした幕級数で与えられるであろう．（少なくと
もそう期待されるだろうjここでようやく問題点を明らかにすることが出来る段階に
来たラフに言って次のJつの問題点がある：

(1）塞薮数f./Jijは何らかの意味でi畏束するだろうか？（してくれなぜれ迂冨る．）
(2）匙り合わせの！対立性誌大丈夫か？（つまり、コサイクル条件泣謁たされるの

か？）

どちらもヤパそうな問題なのであるが、（2）の方はまだなんとかなるかもしれない
らしい.[12］の §10には（かなり虫のよい仮定の下に）ぞれらしいことが書いてある．
しかし、筆者はまだよく瑚解していない．

(1）の方が深刻である．つまり「収束の問題」である．大体、これはおよそ「量子
なんとか」と呼ばれるもの栓扱うときには必然的に現れる問題で、その意味では非常
に本質的な問題であると設える．

2.何故ミラー対称性にリジ、ツド幾何学が使えるの台？

ょうやくこの種で一議詩いたいことについて議論出来るところまで来たそれは
「ミラー対称性へのりジ、ツド幾何学の1Z用j という意外であり魅力的でもある話題で
ある．そもそもこれは Kontsevichのアイデアであるらしい.[11］においてこれは示唆
されているが、アイデアそのものはもっと前からあった．そこで、まずこの節ではミ
ラー対称性にリジ、ツド幾何学が使える理由について、前節の議論を踏まえて解説して
みたい．大きく分けて瑚由はニつあると思われる．

2.1.理由その1：「収濃の問題」を回避する．最初の明由は前節最後に述べた「収
束の問題」に関わる．問閥点を明確にするため、簡単な例で考えよう．ミラー対称性
ではMγ という Calabi附 Yau多様体（の族）を作る、という目標がわかっているという状
態で、パッチを貼り合わせるという作業をする必要があった．簡単のため市1を作ると
いう呂標でパッチを貼るj という状況老設定しよう．ミラ…対称性ではAとして記述
のNov汰ov環という付嬉環そ考えるのであるが、これも欝単のため完藷護霊骨量環と
してしまおう．関えばAとしてC上の一変数形式幕級数環Cllt］を考えるのである．そ
の高体をKとする.Kj：のjplを貼り合わせで作る、ということを考えるのであるが、
さらに論点を明確にするため、そこから何とかしてCJ：のjplをつくるということも
念頭に置いておく．

一番簡単な方法はもちろん、二つのアフィンパ、ソチSpecK[x］とSpecK[w］をxw= 1 
という関係式で SpecK[x,x-1]= SpecK[w,w-1］に沿って貼り合わせるというやり方
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である．これだと C[t］上でも出来てしまうから、適当にrを特殊化してC上のJP'＇も出
来る．

しかし、これは虫がよすぎる．大体、これはxとかwといった「正しい」パラメー
ターの取り方が最初からわかっている人向けの作り方なんであって、そんな都合の良
いパラメーターが最初からとれてしまうのなら何も苦労はない．大抵はxとwとの聞
にもっと一般的な関係式しか得られないだろう．

状況によっては（そしてミラーの構成に出てくるような状況では）xがw lの栗級
数で表される、という位のことしかわからないかもしれない：

（＊＊） x= lン；（t)w-'

ここで左辺は IC[t][w-1］の元．適当な tの値によって右辺が収束するならまだ手の打
ちょうがあるだろうが、その手の収束はアプリオリにはわからないとする．

こんな時は一回、形式スキームの話にもっていくのがよい．まず、右辺がt－進位
相で収束することを示す．これは非アルキメデス的なので収束の判定は非常に楽であ
る．実際、 a;(t）のfに関するオーダーが（十分大きなtについて） iとともに増えて行け
ば良い．もし右辺がt－進位相で、収束しないなら（他にも方法はあるだろうが）サ、ソサと
あきらめて、パラメーターの取り方を最初から考え直すことをお勧めする．

というわけでい吋の右辺の票級数はK((wl》＝ A《w ＇》＠AKに入っていることと
なった．ここでA《w l》は多項式環A[w1］のt，進完備化で、ある．何しろ、向（t）のtに関
するオーダーはiとともに増えて行くのであるから、必要に応じてxとwを交換した
りすればい＊）の右辺はA《wl》に入っているとして良い．だからそう仮定してしまう．

もし a1(t）がAの可逆元ならば、 A《w l》でパラメーターを取り替えて x=w一lと
出来る．つまり t－進完備化までいけば「正しい」パラメーターにたどり着く．だから
後はこの関係式で二つの t－進形式スキーム SpfA（（ゆと SpfA《w》を SpfA((x, x一l》＝
SpfA《w,w今に沿って貼り合わせれば良いこうすると寸という形式スキームが
出来るから、これを代数化する．何しろ JP'＇なんだから仰々しいことを言う必要はない
が、適当に豊富な直線束をとってGrothendieckの存在定理でも使えば出来る．さらに
Artinの近似でもすると C上有限型のカテゴリーに持って行けて tに値が代入出来る
ようになる．そうなればちゃんと C上のJP'］が出来た．（＊＊）の右辺の普通のノルムでの
収束という難しい問題は見事に回避された．

これだけ見れば、収束を回避するのに形式スキームくらいのインフラがあれば十
分対応出来そうな気がする．確かに問題がこのレベルなら形式スキームで十分である．
しかし、上でαI(t）がAの可逆元としたことを思い出そう．もしこれがそうでないな
ら状況はもっと難しくなる．

というわけでa,(t）がAの可逆元でないとする．つまりそのくらい計算に使ってい
るパラメーターの選びが悪かったとする．やはり同様に A((wVで出来るだけ簡単な
式になるようにパラメーターを取り替えてx=t"w-1という形まで、は持っていける．簡
単のためn=lとしよう．

このときには SpfA《x》と SpfA《w》よりほかに、もう一つ SpfA《y,z))/(yz-t) = 

SpfA《t/z,z）） というアフィンパッチを用意する．そしてSpfA《x》と SpfA((y,z))/(yz-t) 
をxy= 1で、 SpfA《w》と SpfA((y,z》／(yz-t）をzw=Iでそれぞれ貼り合わせるので
ある．つまり、この場合はアフィンパッチが足りなかったのであった．この貼り合わ
せをして、後は上と同様にする．上の場合と異なる点は（t= 0としてみればすぐわか
るように）出来上がる族はJP'＇の自明な族ではなく、その中心ファイバーを一回ブロー
アップしたものになっているという点である．
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しかし、今の場合「アフィンパ、ソチが足りない」という事実にどうして気がつけ
るのだろうか．いや多分気づけるが、そのような可能性まで視野にいれてしかも収束
を回避するように貼り合わせなければならないというのはとても見通しの悪い作業で
ある．今の場合は何しろ相手が plだからそれほど大変でもなかったが、前節で述べ
たようなミラーのパッチのよう誌、それだけで非常に楼雑な状況で泣主おさら大変で
ある．

さちに言えば、上の二つの場合で註中心ファイバーの構造が異なっている．つま
りA上の族を構成する擦に不足のないパッチを用意するということは、ある程度中
心ファイバーの形を念繭；においてなされている、ということも言える．しかし、出発
点も到着点も一般ファイパ…のほうに興味があるので、あってみれば、パッチングもな
んとか一般ファイパーだけで、やりたいものである．形式スキームで議論することの弱
点は、中心ファイパーを常ι考－えなければならないということだ．それは当然で、何
しろ t－進形式スキームは f口 Oのところにしか点集合としてはサポートがないような
代物なんだから、これを考えないわけにはいかない．

そこで登場するのがリジッド幾何学の考え方である．これは実に調子が良い．
この場合のリジ、ツド幾何学の基本パッチは「アフィノイドJSpm k《x》と Spmk《w》

である．これら詰「半後；の関丹盤jである．（アフィノイドについては次の欝でもう少
し詳しい解説をするj掛えば、上の一番昌の状況x= w-1では、単にこの罷円撃二つ
をSpmK((x,xーヲ（これは「半窪1の丹麗J）に治って姑り合わせてリジッド空罷？？
を作る．これをリジッド版のGAGA存在定理でも使って代数化すれば望みのものが出
来る．（リジ、ツド幾何学というのは一種の解析幾何学という見方もあるので GAGAと
いう言い方をする．）ここで何も中心ファイバーのことを気にしなかったことに注意！
図7に、以上の操作をある非常に怪しい技術を用いて閉式化したものを示したしか

一一一－

目的RE7.円盤を貼ってplにする

し、何しろ非アルキメヂス的な世界の話なのであるから、この図を信じてはいけませ
ん．残念ながら正しい閲は脅けそうにない．現代のコンピューターグ、ラフィックスの技
術がまだそこまで到議してないのである．いや、そうではなくて人間の脳がまだそこ
まで進化していないのである．しかし、非アルキメヂス的な幾何学では円周とか閉円
盤はとても良い開集合なのである．だから、二つの閉円盤投円周で貼り合わせるなん
てのは、全然奇妙なことでもなんでもない．

二番呂の状況x= tw…l はどうだろうか.wのt－進ノルムが 1であるとき、 xのノル
ムはlltllく 1である．衿バ＝ x/tと見ると考えるべきパッチはSpmk《x/t）） とSpmK((w》
であるが、この話者のパッチ法円盤llx/tll三上つまり llxlls lltllというわ汁で、これ
は半径lltllの円盤を表している．これ詰先；まどの丹繋より小さいので、地方の円盤に
届いてない．だから、簡に円環（アニュラス）を挟まなければならない（図的．この円環
がとりもなおさずSpmk《y,z))/(yz-t) = SpmK((t/z，ゆというやつである．（円盤や円
環などの具体的なリジ、ツド控聞の例については、次節の最後に解説する．）

このようにリジ、ツド、幾何学を使うと収束を回避する貼り合わせが、形式スキーム
を用いた場合よりもはるかに見通しよく出来る．このことは前節のようなレシピでミ
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FIG四五 8.円盤と円環による南半球の分割

ラーM十を作るときの非常に有効な技術となり得ることは、以上の考察からわかると
思う．一言でまとめると、リジッド幾何学とは「形式スキームの生成ファイバ－~の
幾何学なのである．そのような幾何学であるからこそ、今の場合非常に有用なものと
なり得るのである．

2.2.理由その2：ファイブレーションM十→ Bが（多分）作れる．今まで述べた理
由だけなら、実は吉典的なTateのリジ、ツド幾向学［15］というものを捷うだ診でよい．
いや、もっと言えば、原理的には（技語的冨護法あったが）？彰式スキームだすでも荷
とかなるレベルの話である．しかし、もう一つの理由についてはそう泣いか主い.1) 

ジ、ツド幾何学も古典的なものだけではダメである．ましてや形式スキームだけでは話
にならない．

これはファイプレーションM十→ Bの構成に関わる.SYZ-pictureによればミラー
Mtは何らかの3次元（突ですよ）多様体B上のトーラスファイプレーションとして構
成されるべきで、あった．そして貼り合わせの量子変形を考えるときには、前節に述べ
たようにBの上の「線Jの蹄ぎを捉える必要があったつまり、貼り合わせという作
業においてファイプレーションMγ →Bを参照することは援護なのである．

ここでポイントなのは、 Bは実3次元の多様体であるということである．そんなも
のは代数幾何で詰どうしようもない．例えばがとかであるィw進形式スキームからが
への射を作るなんてのはとても正気の抄誌と誌患えない．

しかし、ワジ、ツド幾鰐学ではこれが何とかなりそうなのである．これをするには
古典的なTateのりジ、ツド犠何学でなく、例えばBerkovich空間［l］というものを使う，
この空間には「骨格」という概念があって、それへのレトラクションがある（注：レ
トラクションですよ）．この呼像をファイプレーションM十一→ Bの代わりにつかう、と
いうのがKontsevich-Soibelmanのアイデアである．

幾何学に現れる空間社大宮く「代数幾何的空間」と「微分幾何的空間」に分けれ
ば、リジ、ツド空間は前者に崩し、 Bは後者に属する．すなわち、 Mt→Bは代数幾何
的空聞から微分幾何的空間への写像である．このようなウルトラCが出来るというの
がリジッド幾何学の強みである．

2.3.接詩的問題1:Noetherなどの害密性条件がない．次に上記の二つの理由それ
ぞれについて主主技詩的諮難を挙げよう．どちらの内容も、ミラーに車用するべきワ
ジッド幾何学としては「Zariski欄 Riemann空題jを用いた場論［2][3][4］を使うのが最
も有効であろう、ということを示唆している．

まず、最初に理由 lにおける問題点について述べよう．そこでは SpfA《y,z))/(yz-
t) = Spf A《t/z,z））という形式スキームを考えたことを思い出そう．これは t－進形式ス
キームなのであるが、そうなのであってみれば環A((y,z))/(yz-t）はt－進位相で、完備で、
なければならない.A《y,z》は定義から A[y,z］のt－進完備化なのであるからもちろん
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完備である．つまり、問題はイヂアル（yz-t）が閉イデアルであるかどうかという点に
ある．

上では聾単のためA泣完構離散付鐘環とした．つまり Noether的でまうるとしていた．
このときは任意のイデアル（自動的に有罷生成）は簡である．これは有名なArtinぷees
の補題である．しかし、実際のミラーを構成する状況ではAはNovikov環で、これは
…般に Noetherianとは仮定できないので、あった．ここに Noether的であるとは限らな
い状況で形式スキ…ムの理論を展開する（例えばGFGAの存在定理とか比較定理とか
も含めて）必要性が生じるのである．これは［EGA］で誌なされていないことに注意．
（盤護法最近Noetherと詰程ちないスキームや彰式スキームに fこだわりjを持ってい
て、そのことによって多くの人々から変な百で見られているのであるが、その議弾性
はこんな所にもあるんですよ）

なるほどイデアルが聞かどうかが問題であるなら、ではその閉包をとってしまえ
ば良いではないか、と思われるかもしれない．でもそうすると出来上がったイデアル
は布限生或ではないかもしれない．すると位指約Lこ有思表示裂でないような形式ス
キ…ムを考えることになってしまうで誌ないか！これ泣恐ろしいことですよ！筆者は
そんなことは回雌することを強くお勧めする．

では、どうすれば良いのか.5誌は今の場合は大丈夫なのである．ここではAは商さ
lの完備付値環で品るということが効いている．実は高さ lという仮定も必要ないの
である．このあたりのことは［3］で踏ん張って証明されている．任意の高さの0・進完備
付鱒環でも安心して形式スキームの理論が構築出来るということはリジ、ツド幾何学に
とって非常に重要であるし、後ι述べるファイブレーションMt吋 Bの話にも大いに
関係していると思われる．

いずれにしても、特にミラー対称性なと、への応用を見据えた代数幾何学において
は「Noether的Jなどの有限性条件が仮定出来ないところでどこまで踏ん張れるか、
ということが重裂になってくると，思う．そして、形式スキームとかリジ、ツド幾何学と
いうインフラについて、そこまで踏ん張っているの泣多分今のところ［3］しかないと
つ．

2.4.技術的問題 2:M十→ Bがうまい具合いに出来ない．次に理由 2に挙げた
M十一→ Bというファイプレーションのリジ、ツド幾何学版についての問題点を述べる．
Kontsevich-Soibelmanの論文［12］においては、このファイブレ…ションは Berkovich
空関上の非アルキメデス的整アフィン講造というものを通して構成されているようで
ある．従って、非アルキメデス的整アフィン構造という概念が建設婚となってくるので
あるが、これが果たしてうまく作動するものであるのかどうかという素朴な疑問が
ある．

実際、アフィン構造とか射影構造とかいうものは一意化に関係した概念なのであ
るから、この概念はうまい一意化の存在と深く関わっていると思われる．例えば…次
元の場合の環象は次のようであると患われる．構内岳線Eを考えよう．もしEがbad
reductionを持つなら、これのリジッド解析空間£8llはTate曲織である．すなわち、何
らかのqε K(0 < llqllく 1）によって £8"= K* !cfという一意化栓持っている．このと
きιはKontsevich馴 Soibelmanの態昧での整アフィン構造が決まる．これは K*（コ《Jrm.K)

に自然に入っている整アフィン構造から決まるのである.(Tate曲練については次節最
後ι詳しく解説する．）

しかし Eがgoodreductionをもっとすると、上のような一議fとほ持たない．こ
れは £anの認容被穫で平面的（pl肌 ar）なものがとれないことに起因する．逆に t；が
Kontsevich-Soibelmanの意味での幣アフィン構i設を持つなら E加は局所的に平耐的と
なり、従って Tate曲線となってしまうような気がするのであるがこのあたりどうな
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のであろうか.[12］を見でみると一般種数の代数曲線やK3曲聞なんかでも出来ると
書いてあるが筆者にはまだよくわかつてない．

もちろん、今の場合は極大退化する K3曲面とかCalabi-Yau3-foldが問題なので、
この場合には少なくとも定義はうまく作動するかもしれない．しかし、極大退化をす
る4次出産互の場合に計算してみると、 Bとして考えるべき空舗は（本来球冨s2になる
べきだが）かなりたちの悪い単体的護捧に主っているようで、ある.[12］の併を見ると、
これについて荷か書いてあるのであるが、筆者に誌全くE禁解出来なかった．

しかし、 Berkovich空間を使わないで、リジッド空間の視覚化としての「正しいJ
空間である Zariski-Riemann空間［2][3］を使えば、このあたりの問題は解消されるの
かもしれない．まだきちんと根拠を示せる状態ではないが、 Zariski-Riemann空間くら
いの「進化した」リジ、ツド空間在使えば、ファイブレ…ションMt→Bのリジ、ツド幾
何学版について見通しが立つようになる可能性が高いと思う．

類題：リジ、ツド幾何的ラグランジアントーラスとは何か、という問題は面白いと
思う.Berkovich空間ではうまいファイプレーション Mt吋 Bは何とか作れても、こ
の問題に答えることはなかなか出来ないような気がするが．

3.リジッド幾樗学蓮遠或コース

では話蔀までの議論、持に fリジ、ツド幾何学を考える手当点j という援点在諮まえ
て、リジ、ツド幾何学について非常にまったりとした説明な試みる．

3.1.空間概念とその樹党化．説明のコンセプトを明らかにするため、まずスキー
ムの話をする．スキームとは仰であったか．多分一番多い替えは、それは代数の圏上
の集合に値を持つ（何らかの瀧味で『局所的に』表現可能な）凶手である、というもの
であろう．スキーム論とは少なくとも局所的には「式ヰ璃Jについて、その解を考え
る環を取り替える（基底変換）という操作で不変な情報を扱う学問である、と言える．
従って、函手としてのスキームという見方が一番しっくりくる．いわば、スキームと
は「式そのものを表す空間Jである．

一方、スキームは実際に局所環付空語で表現される．絡所的には環の素イデアル
を集めてZ邸主主if立梧をのせて、さらに罵需環の屠をのせるのである．

これらの二つの晃方、というか二面性老スキーム誌持っている．ここで筆者がとり
たいスタンスは、そもそもスキームとは「空爵概念j としては函手であり、その「視
覚化」が件の局所環付空間で与えられる、というものである．

視覚化をする必要性は、ぞれが目にも鮮やかに見えるが州き対象であるととによっ
て幾何学的作業における儲牒的な直観を確保できるということである．幾何の良いと
ころは、それが直観的であることであろう．この利点は何としてでも確保したい．そも
そも直観的であるからこそ局所的とか大域的とかいう概念が生まれるので、あって、こ
れを完全に環の言葉だけで述べるというのは（不可能ではないにしても）心理的に苦痛
を伴うある意味、この心理的効果の問題として視覚化の護按性は捉えられるべきで
あるべしかし、後で見るように、リジッド幾何学における樹党fとの重要性誌心理的な
ものに止まら主いのである．実強上にも述べたように、ファイプレーションMt→B
を作る上で不可欠なのであるから．）

もちろん弓晃覚｛ヒj という位だから、それ法位梧空拐で与えられるのが望ましい．
トポスでも同等のことは出来るという向きもあろうが、今問題なのはあくまで心理
的な問題であることに法斑．トポスが目に見える人には必離のないことかもしれない．
ここでちょっと歴史的なことに触れると、そもそも古典的なTateによるリジ、ツド幾何
学では、まさにこの「視覚化Jが抜けていたのである.Berkovich空間の理論は確か
に「視覚化」を目指したものであったが、スキームの時のような「正しい」視覚化は
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られていなかった（後述する）．正しい視覚化は麟原の理論［2)[3][4）と Huberの瑠論
[8］において初めて得られたのである．

いずれにしても、以下で；まこの f空欝概念j とそむ弓晃覚化j というコンセブト
でワジッド幾何学を説明したい．ラフに言って、説者は前節の理由 1「Ij叉束の問題を
聞漉する」に関わり、後者は理由2「ファイブレ…ションが作れるJに関わる．

3ム概念としての空間．まず例が空間概念なのかを説明する．これはスキームの場
合と同様、リジッド幾何学はどのような構造をどのような視点から扱う学問なのか、
という福本的な鵠題と関わる．

理由 iでも述べたように、ワジッド幾何学の出告には形式スキームが深く関わっ
ている．（もっとも服史的には違う．これはRaynaud[13）の見方である.） CFs叫で rテ

トーなJ連接的形式スキームの闘を表す．（瀧械的というのは準コンパクトかつ準
分離的ということである．後で説明する．）この rテキトー」は前節の「技術的問題
1Jと関わるポイント訟のであるが、ここではちゃんと述べたくない．しかし、 CFsad 

；ま高さf壬童のG曲進完藷｛守｛重環のSpfと完、Noether的なアデイツク環のSpfを含んでお
り、しかも有臨恕拡大で関じているという栓のことは述べておく．この留には「認容
ブ口一アップ」の概念がある．これは前節に出でさ？たような「中心ファイバーのrjtで
のブローアップりである．
連接的リジッド空間の圏 CRf とは、このテキトーは形式スキームの圏の認~ブ

口…アップを可逆｛とした高富である：

CRf = CFsact『／｛admissibleblow骨 ups}.

であるから、この商を与える函手CFsadq→CRfがある．これを

X←ー今 xng

と書く．つまり形式スキームXそりジッド空間ι怒ったものはxngと書くのである．
ワジッド空部ダについて、 ！！（；＂ ミ _xngとなるような形式スキームは f の f形式

モヂル」と呼ばれる．
この定義に、慨にリジ、ソド幾例学というものの基本的な考え方が示されている．前

聞の理由 lに示唆したように、リジ、ソド幾何学は「形式スキームの生成ファイパ…」
の幾何学である．そしてそのことがミラーの貼り合わせを見通しょくするのであると
期待されていたのであった．もちろん形式スキームは中心ファイパーにしか台を持た
ないので、その「生成ファイパ…jはそのままでは無意味である．しかし、これを少
なくとも形式的に作ろうとd思ったら、中心ファイパーの中に中心を持つブ、ローアップ
をすべて可逆化すれば良いのである．上でやっていることはまざにそれである．そし
てそれがリジ、ソド鶏何学が扱う「空間」の基本的な考え方を如実に物語っている．

3ふ裡寛化．スキームの場合もそうであったように、幾何学が扱う f空罷j はそ
の撹覚fとを還して護観的な対象となる．ワジッド幾何学においてもそれ詰重要誌ポイ
ントである．ではその視覚化は何であろうか？答えはある意味自然なものである．つ
まり、 ！！（；＂ = x時の視覚化はXの認容ブローアッブすべてにわたる射影極限である：

((,Z"), O'i~t) = ~ X＇.’ 

x’叶X

ここで極限法詩所環付空間の留でとる．少し技締約なことを言うと、右i互の射影緩慢
にはフィルターリング内が入っている．だから、その肢空間（!!t"）は位相空間の圏でとっ
た射影極限に一敗する．これをリジッド空間 f に付随したZariski・Riemman空間と

いう．

-142-



14 加藤文元

O'iJtは整構造層というものである．しかし上にも述べたように、リジ、ツド幾何学
は「生成ファイパーの幾何学」なのであるから、正しい構造層はこの局所化で与えら
れなければならない：

0'1 = ~Jf'om{j型 （f",0'1J1). 
n:?:O 

J と書いたのは定義イデアルである．（正確には、各形式スキームの定義イデアルの引
き戻しである．）もし、これが単項 f ＝（α）（例えばα・進完備付値環上で考えていると
きとか）ならめ＝ (ji3t［~］である．環の方は気軽に生成ファイパーをとれますからね．

例3.1（円盤）．ここでリジ、ソド幾何学とは「形式スキームの生成ファイバー』の幾
何学である、というスローガンをより明瞭に理解して頂くために、一つ例を紹介しよ
う.vを前節同様C上の一変数形式幕級数環 V=C[t］としよう.v上の一変数多項式
環 V[x］のt－進完備化を V《x》で表す．これは幕級数エ之0ak(t)X<で、 ak(t）のオーダー
がk→∞で発散するようなもの全体である．リジッド空間タ＝ (Spf V《x》）rigを考え
よう.~の構造層 6ジの大域切断を普通の GFGA の比較定理などを用いて計算すると
K((x》＝ V((x)) cv kであることがわかる．この最後の環の元は Kの単位閉円盤

D = {zεKlllzll三1)

の上で一様に絶対収束する幕級数全体となっていることに気づくであろう．実は~の
視覚化（タ〉は D を含んでおり、＜~＞の「古典的点」（つまり Tate の意味の点）と呼ば
れるもの全体は大体これで代表されるのである．（正確には Kの有限次拡大に値をと
る点も考えなければならないが．）実際、~は単位閉円盤Dのリジッド幾何学におけ
る表現であると見なされている代物である．であるから、~は K上の単位閉円盤と
呼ばれる．

以上のことは次のようにルーズに言ってしまってもよい．つまり SpfV《x））という
形式スキームの『生成ファイパー』（Raynaud生成ファイパーとか呼ばれているが）は
Kの単位閉円盤で与えられる．

以上は半径が1の閉円盤であったが、一般にαεK×をとって半径がr= 11α｜｜である
円盤は次のように考えれば出来る．これはつまり z/aのノルムが 1以下である点全体
と思う．こうすれば求めるリジッド空間は（SpfV((x/a》）rigで与えられることがわかる．

一般に V上位相的に有限型な代数Aが与えられたとき、 AK=A⑧v kをK上の
アフィノイド代数という．このとき SpmAKでAKの極大イデアルの全体を表そう．こ

のときリジッド空間（SpfA）句を考えると、その視覚化（SpfA rig）は SpmAKを古典的
点として含む.(Spf A)rigという形のリジ、ソド空間のことをアフィノイドというので

あるが、その視覚化は集合SpmAKでしばしば近似される.Tateの古典的リジッド幾
何学では SpmAKという形の空間しか扱われていなかった．いわばTateのSpmAKは
(Spf A）時の「古典近似」である．

さて、一般の状況に戻ろう．視覚化というものについて論じていたここでは上で
与えた視覚化が、リジッド空間という抽象的な「概念としての空間」を「可視的な」
空間で表現する、ということが主題である．しかし、これが「視覚化」であるという
なら、その位相空間がどのようなものであるのかについてある程度述べなければなら
ないだろう．確かに形式スキームの底空間はまあ可視的な対象であっても、その極限
をとったら何がなんだかわからないものになってしまったんでは話になりませんから
ね．そこでここは一旦議論を中断して、そもそも「代数幾何的に可視的な空間とは何
か」ということについてちょっと述べようと思う．
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3.4.連接的強間．この稿を読んでいる人々は代数幾何学の専門家なのであるから、
スキームの底空間は「可視的」窓間であるとしても問題ないと思う．実際、何か得体
の知れない詮梧空路が、実は侍らかのスキームの底空襲と罵相な空露であるという
ことになれば、少なくとも我々にとって誌親近惑が持てる．ここで「可視的j空間と
っているのは、その程度の意味である．
さて、この意味で代数幾何学者にとっての「可視的」位相空間というもの社特徴

付けることは可能であろうか？実は答えは［SGA4・2,Expose VI］に隠されている．こ
こでは完全にトポスの言葉で、記述されているのであるが、これを位相空間の言葉に翻
訳してみよう．

定義 3.2.(1）位相空間Xが以下の条件を満たすとき連接的であるという：

(a) Xはsoberで、ある；
(b) xは準コンパクトな開集合からなる基肢を持つ；
(c) Xは準分離的で、ある；すなわち、 Xの任滋の準コンパクトな開集合 U,Vにつ

いてunv註準コンパクトである；
(d) xは準コンパクトである．

(2）位相空間Xが連接的空聞による開被覆を持つとき局所連機的であるという．

定義からすぐにわかるように、アフィンスキ…ムの底空間は連接的である．従って
笹慈のスキームは局所連接的である．しかも、一般に連譲的法位和空間は何らかのア
フィンスキームの底空器と向穏；こなっていることも知られている（Hochster）.で、ある
から、上に述べた規準に従えば、代数幾何学者にとってこれらは「可視的」空間であ
ると言えるし、ある意味これらが代数的に「可視的Jな空間すべてであるとも替える．

このような観点から考えると、連接的空間というものはそもそも代数幾何学にお
ける最も典型的な空間であると設えると思う．これは、微分幾何学における典型的空
間とはまnとかその開集合とかであるのと需等の意味でである．

さて、連接的空間の持つ重要な性質のーっそ挙げる．それは、連接的位棺空間は
フィルター付き射影極限で、閉じている、というものである．

定理 3.3.{X;, P;;}iEIを有効集合Iで添字付けられた連接的位相空間の射影系で各
Pu: Xj→X；は準コンパクトである、つまり準コンパクト開集合の引き戻しがまた準
コンパクトであるものとする．このとき、その射影極握X= lim. Z詰また連接的位

令ー－1そof
相官留である．

証明は以下のようにする．まず、連接的位相控間ど準コンパクト射からなる閤
Cob Topを考え、この中で上記の射影極限が存有することを示す．これが示されてし
まえば、この極限が実は位相空間の圏Topでとったものに一致するのを見るのは容
務である.CohTopの中での橿擦の存在に註Stoneの表理主理（c仁f9］）を黒いる．

さてこの定理は実は代数幾何学において非常に重要なものであると患われるので、
いくつかコメントをしておく．

・定理は連搬的位相空間が「コンパクトハウスドルフ空間Jの代数的類似であ
ることの一つの現れである．実際、コンパクトハウスドルフ空間とコンパク
ト書すからなるフィルタ…付き射影系の射影極翠詰またコンパクトハウスドル
フであること誌よく知られている．

・代数多様体を固定して、その上でブローアップ全体からなる射影系を考える．
定理によりその極限は連機的、特に準江ンパクトである．この事実はZariski 

によって初めて見出された［16］重要な聯実で、これは Zariskiや Abbyankar
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による特異点解消の技術において決定的な役割を果たしている．永田による
埋め込み定理の証明においても、この事実は決定的に重要で、あった

ここで注意すべきなのは、代数多様体のブローアップによる射影極限は一般には
もはやスキームではないということである．極限は局所環付空間としてしかとれない．
であるから、その極限として現れる空間はあまりたちのいいものではないと思われが
ちである．しかし定理に従えば、それもやはり連接的なのである．つまり「代数幾何
的に可視的な空間」の範轄に収まる代物なので、あった、ということだ．だから、この
ような空間でも結構な代数幾何が出来るであろうと期待するのは、それほど奇想天外
なことではない．

3.5.付値的空間と分離化.Zariski-Riemann空間（！！C）は、まさにこのような空間
である．そしてそれがリジ、ツド空間 f を視覚化している、ということの所以なので
ある．それは全くあたかもスキームの底空間が函手としてのスキームを視覚化してい
ることと平行に捉えることが出来る．

しかし、今問題にしているZariski-Riemann空間（X"）にはもう少し良い構造が入っ
ている．これは上で若干触れた代数多様体のブローアップによる射影極限としての、
いわゆる一般Riemann空間と共通の性質である．それは次のものである．

定義3.4.局所連接的空間Xが付値的であるとは、以下の条件を満たすことである．

(a）任意のxεXについて、 xの一般化全体の集合Gxは一般化から決まる順序に
ついて全順序集合である；

(b）任意のxεXについて、 Gxには極大一般化yが存在する．

例えば、一般に付値環Vについて SpecVの底空間は付値的空間である．実は（X")
は付値的空間であるのであるが、これは次の事実に基づく．

補助定理3.5.次のような自然な全単射が存在する．

(X) ~ ｛α：SpfV→X I V : val. ring} ／～ 

ただし、 X"= _xTigとしたここで右辺はアデ、イツク射全体を適当な同値関係で割った
ものである.vは0・進完備な付値環（αε V）を動く．

実際、射α：SpfV→Xがあると、任意の認容ブローアップX’→ Xについて一意
的なリフトゲ： SpfV→ X＇が存在する（ valuativecriterionである）ので SpfV→（X") 
に持ち上がる．その閉点の像をとると左辺の点が得られる．

さて、 SpfVという空間はその閉点xについてGxと同一視されるので、これはあ
る意味「径路」と思うことが出来る．つまり『パス』の代数的類似である．図9では
Spec Vが『直線的」である有様を描いた.SpfAはこれの部分集合である．図にも示し

V, V/p 

p ーーへーー「戸一一～ーー『
So民 v= • • 
r (0) P mv 

FIGURE 9.付値環のスペクトラム

たように、付値環の合成や局所化によってこの『パス」は切ったり繋げたり出来る．
このことも SpfVが「径路」と思えることの一つの状況証拠的説明を与えている．従っ
て、上の補助定理が主張することは、（X"）が代数的な「径路空間」であるというこ
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とである．今の場合もっと重要なのは、これによって（%＂）がある穂の「菅状近傍 Jと
見なせる空間になっている［2］ということであろうー
例えばZp 上~・~設型なスキームXを考え、これを中心ファイパ…で完藷｛とする．こ

うして得られた形式スキーム支について、それに付随したりジッド空間 JC=（あrig

は我々の当初のポリシーである「リジッド空間とは形式スキームの生成ファイパーで
あるJに従えば、まさしく Xの中心ファイパーXoの管状近傍とみなすべき代物であ
ろう.（%＂）はまさにこのようなさ夜間を視覚化しているという点で興味深い．

さて、視覚化のもう一つのご科益について述べる持が来た．これは前欝までに述
べた、携のファイブレーションMt→Bと関わる部分である，上に見たようにくタ・〉は
付｛底的空間であるから、任意のJ点xについてその極大一般化yを対応させることが出
来る．これらの点は上の補助定瑠の対応では高ざ lの付値環に対応する点である．そ
のような点全体からなる（%＂）の部分集合を［%＂］と書こう．上の対応x~y は写像

sep,?-: （ダ〉ー→｛沈］

者定義する．これを分離fと写橡と呼ぶ.[X"J iこは分離fヒ写像力、ら決まる高泣穏を入れ

る．（分離化写像は［X"Jの部分空間としての位相については連続ではないことに注意．）
じつはこの［.x・1は、（少なくとも g がTateの意味の古典的なリジッド空間であ

る場合には）俗に恥rkovich空間山と呼ばれているものである．

注意 3.6.Berkovich [1］泣この空箆［%＂］をリジッド空患の摂党｛とを意留して導入
したしかし、古典的なワジッド空間に付蕗するトポスを亙穫に後Jえするのiまくfl）の
方であって［%＂］ではない．さらに設えば、［%＂］はリジッド位相＜ ＆；－）の商位相なので
あるから位相的に潤い空間である．

さて［%＂］であるが、これはや jしろ高さ lの付値、つまりセミノルムの空閉じ思
えるので、その絡所的な講造法ユ…クリッド空関のそれに近い．これはそれ自身では
非常に複雑な構造をもった空関であるのだが、大抵の場合よい空関（例えば単体的複
体とか可微分多様体とか）にレトラクションをもっている.Bをそのような空間（よく
「骨格」と呼ばれる）とすると、結問得られた写像

（%＂）一→ B

Lまf~数的Lこ可視的な空間会、ら数分幾何的に可境的な空間への写機となっていて非常に
い．これが、 1）ジッド空間によるファイプレーションMす→ Bの候補として考え

られているものである．
ここで注意してもらいたいことは、例えば形式スキームだけ社考えていたのでは

決してこのような写像は作れなかったということである．リジ、ソド空聞を用いた一つ
の大き主ご利益がここにある．

3.6.いくつかの例．具体例をいくつか紹介しよう．以下簡単のため Vは完備離散
付値環とし、リジッド空間はすべて V上有限型な形式スキームι付随したもの栓考
える KでVの商体を表す．また、前節の記号にならって tでVの一つの一意化パラ
メーターを表す.vlこはf・進位相が入っていてこれについて完備である.II・ IIでK上
のふ進ノルムを表す．

儀々の真｛本開設見る詰に GAGA語手について注意しておこう．一穀LこK上射影的
な代数多様体Xがあったら、これから標準的にリジッド空間が作れる．作り方は以下

りまず適当な V上のモデルをとる．これな中心ファイパーで完備化する．得ら
れた形式スキームに付随したリジ、ソド空聞をとって出来上がり．これをxanと讃くや X
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が固有でない場合はちょっと面倒である（永田型の埋め込み定理などを使う）が、やは
りxanが構成出来る．

3.6.1.円環.a,bεK×をr= 11α11 < llbll = sなる様にとり、円環

A = {z E KI r :'O: llzll :'O: s} 

を表すリジ、ツド空聞を作ろう．そのアフィノイド代数は半径が sである原点中心の
円盤を表すアフィノイド代数 V《x／りの局所化である．。／zのノルムが 1以下にな
るようにすればよいから、 α／xというパラメーターを付け足せばよい．従って考え
るべき環は V《a/x,x/b》＝ v《u,v》／（uvb-a）である．求めるリジ、ツド空間は .91= 
(Spf V《u,v》／（uvb-a))rigとして得られる．このリジ、ツド空間の「古典近似」が上の円
環A であるというのは、以前述べた円盤~がKの単位閉円盤で古典近似されるとい
うことと同等の意味である．

さて、このリジ、ツド空間d は線分を骨格をもっ．これは線分B=[log κlogs］で与
えられる、と考えると好都合である．これによってファイプレーション（.91）→ Bが
得られる．これは円環Aをフツーの直観（複素解析の時のような）によって円筒と考え
るとわかりやすい（図 10）ぺd）の部分集合である Aからの写像と思うと、これは

FIGURE 10.円環によるファイプレーション

Aー→ B= [log r, logs], z H log llzll 

で書ける．従って、そのファイパー（の古典近似）は「円周』

C(t) = {z E Kl llzll = t) 
である.(tの値によっては C(t）が空集合のこともあるから注意．）もちろん、今考えて
いる世界は非アルキメデス的なのであるから、これは普通の円周ではない．むしろ可
縮的な空間なのである！でも、これは何とも 51的な感じで、ラグランジアントーラ
スと解釈するのもそれほど抵抗はない．不思議である．

3.6ユ乗法群G~K" G ~K の古典的点はK×＝ K¥ {0｝で代表されている．そのリジ、ソ
ド空間としての構造は次のように円環の和であると見ると見やすい．。εK×をllallく 1

なるようにとる.~で半径が llallk+I から Ila Ilk までの円環を表す．そうすると G~~K は
すべての整数kについて4をくつつけたものである．

従って、これから得られるファイブレーションは図 11のような格好をしている．
ここでBは直線Rである．古典的点に制限すれば、これも円環の場合と同様に

Kx一→ B= IR, z H log llzll 

で与えられるのである．もちろん各ファイパーはこれまた『円周』である．
今までの例でわかるのだが、この「ファイプレーション』の考え方は最近はやり

の「トロピカル幾何学」と深い関係にあるようである．筆者はこれが非常に気になっ
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FIGURE 11.乗法群によるファイプレーション

ているのであるが、なにしろトロピカル幾何学をまだよく知らないので、今はなんと
も言えない．しかし、 「ミラー」、 「リジ、ツド」、 「トロピカル」という三つのカタカナ
語には今後もお世話になりそうであることは確かだと思う．

3.6.3. Tate曲線.Tate曲線というのは前にも触れたがbadreductionを持つK上の
楕円曲線Eに付随したリジ、ツド空間グ ＝E四である．その視覚化〈めは実際には絵に
書けないような感じがするが、とりあえずドーナツ形に書く．これは次の形の一意化
を持っている.qεKx(llqllく 1）が存在して、 Ean= G~K/cf、つまり乗法群 G~~K を q
で生成される巡回群で
した．もちろんこれは便宜的な図示であつて、非アルキメデスの世界の人々にはこの

一ーー一一惨

FIGURE 12. Tate曲線の一意化

ようには見えてないに違いない．（だから我々もこれをそのまま信じてはいけない．）
ファイプレーションを考えると、 Bとして考えるべきものは乗法群の場合のBを平

行移動で割ったもの、つまり slである（図 13）.ファイプレーショング→ Bのフアイ

く二〉
F1ouRE 13. Tate曲線によるファイプレーション

パーはまたもや 『円周』である．この図は実に複素トーラスの状況との類似がうまい．
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3.6.4. Mumford曲線．種数2以上でも Mumford曲線という種類のものについては
同等のストーリーがある.Mumford曲線とは大雑把に言って乗法的な退化をする非特
異射影曲線Xである.xanを考え対応するファイプレーションを図 14に示した．

FIGURE 14. Mumford曲線によるファイブレーション

ご覧の通り、この場合のBは特異点のある図形である．特異点の外では、そのファ
イパーはTate曲線の場合と同様に『円周』である．

3.6.5. JP'1引く 3点．乗法群を円筒と思ったのと同様に、 JP'1¥{0,1,oo｝老『無限に裾
の長いパンツ』と思うフツーの直観はある意味正しい.Bは3本の半直線からなる『三
脚形」である（図 15).

～～＼』

・・－－－FIGURE 15. JP'1 ¥ {0, 1, oo｝の骨格

今までの例はすべて l次元の場合で、あった高次元でも大体同様のことが出来そ
うであるが、前節「技術的問題2」にも述べたように、まだ筆者にはよくわからない
問題はあるようである．であるから、ここでは具体例を出すことは控える．

3.7.最後に．大急ぎでリジ、ツド幾何学の紹介をしたので、いろいろ言い残したこ
とが多い．いくつか箇条書きにする．

・ここではミラー対称性への応用老第ーに考えて説明したので、リジ、ツド幾何
学とは『形式スキームの生成ファイバー』の幾何学、というスローガンを基
本的な考え方として採用した．より一般的なスローガンは、リジ、ツド幾何学
とは『形式スキームの双有理幾何学』である、というものであろう．これに
ついては［4］を参照されたい．

・上では連接的なリジ、ツド空間というもののみを紹介したが、これらを貼り合
わせて一般のリジ、ツド空聞を作ることが出来る．これらについても同様に視
覚化がある．

・実際に幾何をするには層の理論やコホモロジー理論をする必要がある．リジ、ソ
ド空間の上には連接層の理論など良い層の理論がある．局所的にはStein近傍
をもち、定理Aや定理Bもある．有限性定理もある．

・上で代数多様体から来るリジ、ツド空間について簡単に触れたが、これによっ
てGAGAの理論がある.[3］ではコホモロジーの比較定理や存在定理などが
導来圏の言葉で証明されている．このことはホモロジー的ミラー予想（予想
1.1）への応用においては非常に重要である．
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これらについては［3］［引を参照してもらいたい．
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