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RIMS Kôkyûroku Bessatsu
B77 (2020), 251–258

超特異還元楕円曲線の偶奇Selmer群について
(On the plus and the minus Selmer groups for elliptic

curves at supersingular primes – a research

announcement)

By

北島 孝浩 (Takahiro Kitajima)∗

Abstract

This is an announcement of the original paper [8]. We first review some problems and

known results in Iwasawa theory for elliptic curves at supersingular primes. Then we discuss

the non-existence of non-trivial finite Λ-submodules of the plus and the minus Selmer groups

and prove a result which is a generalization of B.D. Kim’s result in 2013. This article is written

in Japanese.

本稿は 2016年 11月 28日–12月 2日に京都大学数理解析研究所において開催された
研究集会『代数的整数論とその周辺』における著者の講演

On the plus and the minus Selmer groups for elliptic curves at supersingular primes

の報告書であり, 著者と大槻玲の共同研究の成果をまとめた論文 [8] (講演時点では出版予
定) の解説を目的とした記事である.

通常還元を持つ楕円曲線は古くから研究され, 多くのことが知られている. 一方, 超
特異還元を持つ楕円曲線は比較的に研究されてこなかったが, 近年になり盛んに研究され,

多くの進展が得られつつある.

本稿では, 超特異還元を持つ楕円曲線の円分 Zp 拡大に関する偶奇 Selmer群の Λ加
群としての構造について, 基礎体がアーベル体の場合に限定して議論する. 主結果として,

偶奇 Selmer群両方の Pontryagin双対が非自明な有限部分 Λ加群を持たないことを証明
する. この結果は, B.D. Kimの 2013年の結果の一般化である. また, 偶奇 Selmer群の局
所条件の Pontryagin双対は一般に Λ自由加群でなくなる等, 今まで知られていなかった
現象についても言及する.
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§ 1. 偶奇 Selmer群

pを奇素数, E を Q上定義された楕円曲線で pにおいて良い還元を持つものとする.

F0 を代数体, F∞/F0 を円分 Zp 拡大, Fn をその n-th layer (すなわち F∞/F0 の中間体で
[Fn : F0] = pn となるもの)とする. 標準的な Selmer群 Selp(Fn)と Selp(F∞)は

Selp(Fn) = Ker

(
H1(Fn, E[p∞])→

∏
v

H1(Fn,v, E[p∞])

E(Fn,v)⊗Qp/Zp

)
,

Selp(F∞) = lim−→
n

Selp(Fn)

と定義される. ただし, v は Fn の全ての素点を走り, Fn,v は Fn の v に関する完備化を
表し, 順極限の遷移射はコホモロジーの制限射である. Selmer 群 Selp(F∞) は完備群環
Zp[[Gal(F∞/F0)]]上の加群である. この完備群環 Zp[[Gal(F∞/F0)]](すなわち Zp 係数の
岩澤代数)を Λで表すこととする.

Λ加群M に対して, M の Pontryagin双対M∨ := HomZp
(M,Qp/Zp)を, (γf)(x) =

f(γ−1x) (γ ∈ Gal(F∞/F0), f ∈M∨)により Λ加群と見なす.

Selmer群の Pontryagin双対 Selp(F∞)∨は楕円曲線の岩澤理論において, 代数体の岩
澤理論におけるイデアル類群と同じ役割を果たす.

(I) 楕円曲線が通常還元を持つ場合；
Eがpで通常還元を持つと仮定する. (つまり, Eのpでの還元 Ẽについて Ẽ(Fp)[p] ̸= 0

のとき. これは, ap := 1 + p−#Ẽ(Fp)が p進単数であることと同値.) 通常還元を持つ素
点における岩澤理論では, Selp(F∞)∨ が有限生成 Λ捩じれ加群であることが重要であり,

実際に次の定理が知られている.

定理 1.1 (加藤). F0/Qが有限次アーベル拡大のとき, Selp(F∞)∨は有限生成Λ捩
じれ加群である.

(II) 楕円曲線が超特異還元を持つ場合；
E が pで超特異還元を持つと仮定する. (つまり, Ẽ(Fp)[p] = 0のとき. これは p|ap

と同値.) このとき, 通常還元の場合とは異なり, Selp(F∞)∨ は Λ捩じれ加群ではない. よ
り正確には, 次の事実が知られている.

定理 1.2 (Greenberg [1]).

rankΛ Selp(F∞)∨ ≥ [F0 : Q].

したがって, 岩澤主予想を定式化する上で Selp(F∞)∨は不適当である. そこで小林真
一が [9]において, ap = 0のときに標準的な Selmer群 Selp(F∞)を修正した偶 Selmer群
と奇 Selmer群を定義し, 特性イデアルを用いて岩澤主予想を定式化した. (|ap| ≤ 2

√
pと
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p|ap より, p ≥ 5のときは自動的に ap = 0が成立.) 修正点は pの上の素点における局所
条件で, Mordell-Weil群E(Fn,v)の代わりとして次の偶奇Mordell-Weil群E±(Fn,v)を用
いることである.

定義 1.3 (偶奇Mordell-Weil群). p上の素点 vに対し,

E+(Fn,v) = {P ∈ E(Fn,v) | Trn/m+1 P ∈ E(Fm,v) for all even m},
E−(Fn,v) = {P ∈ E(Fn,v) | Trn/m+1 P ∈ E(Fm,v) for all odd m}

と定める. ここで, Trn/m+1 : E(Fn,v)→ E(Fm+1,v)はトレースを表す.

定義 1.4 (偶奇 Selmer群). 偶奇 Selmer群 Sel±p (Fn)と Sel±p (F∞)を

Sel±p (Fn) = Ker

Selp(Fn)→
∏
v|p

H1(Fn,v, E[p∞])

E±(Fn,v)⊗Qp/Zp

 ,

Sel±p (F∞) = lim−→
n

Sel±p (Fn)

と定める.

この偶奇 Selmer群について, 通常還元を持つ場合と同様の次の事実が知られている.

定理 1.5 (加藤, 小林 [9]). F0/Qが有限次アーベル拡大のとき, Sel±p (F∞)∨ は有
限生成 Λ捩じれ加群である.

§ 2. 有限部分 Λ加群

岩澤理論において, 与えられた Λ加群が有限部分 Λ加群を持つかどうかという問い
は基本的な問題で, 非自明な有限部分 Λ加群の非存在性は多くの応用を持つ重要な性質で
ある. 本稿では, 偶奇 Selmer群の Λ加群としての構造に焦点を当て, 特に, 次の問題につ
いて考察する.

問題 2.1. Sel±p (F∞)∨ は非自明な有限部分 Λ加群を持つか?

一般に, Λ加群M について, 「M が非自明な有限部分 Λ加群を持たない」という性
質は Λ加群の構造定理より精密なM の情報を与えてくれる. 例えば, 次の命題のような
応用がある.

命題 2.2. 有限生成 Λ加群M に対して, M が非自明な有限部分 Λ加群を持たない
ならば, M の射影次元は 1以下である. すなわち, 短完全系列

0 −→ Λ⊕m −→ Λ⊕n −→M −→ 0

(m,nは非負整数)が存在する.
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§ 2.1. イデアル類群の場合

非自明な有限部分 Λ 加群の非存在性に関して, 岩澤による古典的な結果を述べる.

pを奇素数, F0 を CM体, F∞/F0 を円分 Zp 拡大, Fn を n-th layer, Cl(Fn)を Fn のイ
デアル類群とする. ノルムに関する射影極限 X := lim←−Cl(Fn) ⊗ Zp には複素共役 J が
自然に作用する. p > 2 なので, X は直和分解 X = XJ=1 ⊕ XJ=−1 をもつ. ここで,

XJ=1 = {x ∈ X | Jx = x}, XJ=−1 = {x ∈ X | Jx = −x}である.

定理 2.3 (岩澤). F0 が CM体のとき, XJ=−1 は非自明な有限部分 Λ加群を持た
ない.

岩澤は, この非自明な有限部分 Λ加群の非存在性を利用して, XJ=−1を徹底的に研究
した.

§ 2.2. Selmer群の場合

pを奇素数, E を pで良い還元を持つ Q上の楕円曲線, F0/Qを有限次アーベル拡大
とする.

(I) 通常還元を持つ場合；
Eは pで通常還元を持つとする. 本稿の設定において, Selp(F∞)∨は Λ捩じれ加群で

ある. Selp(F∞)∨の非自明な有限部分 Λ加群の非存在性について, Greenbergと八森-松野
が異なる方法により次の結果を得ている.

定理 2.4 (Greenberg [1], 八森-松野 [2]). E(F0)[p] = 0のとき, Selp(F∞)∨ は非自
明な有限部分 Λ加群を持たない.

(II) 超特異還元を持つ場合；
E は pで超特異還元を持つとする. このとき, Selp(F∞)∨ は Λ捩じれ加群ではない

が, その非自明な有限部分 Λ加群の非存在性について, 松野による次の結果がある.

定理 2.5 (松野 [10]). rankZp Selp(Fn)
∨が n→∞で有界で, E(F0)[p] = 0のとき

Selp(F∞)∨ は非自明な有限部分 Λ加群を持たない.

注. この定理については, 楕円曲線の還元の型 (通常還元 or 超特異還元)とは無関
係に成立.

以下, ap = 0とする. この設定において, Sel±p (F∞)∨は Λ捩じれ加群であることが知
られている. Sel±p (F∞)∨の非自明な有限部分 Λ加群の非存在性について, 小林, B.D. Kim

による次の結果が知られている.

定理 2.6 (小林 (F0 = Q) [9], B.D. Kim [5]). pが F0/Qで不分岐とする.

(1) Sel−p (F∞)∨ は非自明な有限部分 Λ加群を持たない.
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(2) さらに pが F0/Qで完全分解すると仮定すると, Sel+p (F∞)∨も非自明な有限部分 Λ加
群を持たない.

§ 3. 主結果

pを奇素数, E を pで超特異還元を持つ Q上の楕円曲線, ap = 0とし, F0/Qを有限
次アーベル拡大, F∞/F0 を円分 Zp 拡大とする.

先行結果 (定理 2.6)では必要であった素数 pの分解条件を外し, より一般的な状況で,

Sel±p (F∞)∨ の非自明な有限部分 Λ加群の非存在性について, 次の結果を得た.

定理 3.1 (北島-大槻 [8] Main Theorem 1.3 (Theorem 4.8)). Sel±p (F∞)∨は共に非
自明な有限部分 Λ加群を持たない.

注. 本稿では基礎体 F0 をアーベル体に限定しているので, 上の主定理の主張を述
べる際には pの不分岐性条件も不要である.

注. 主定理の証明では, pが不分岐となるような有限次代数体 F に対し, 1の p乗
根のなす群 µp を添加した体 F (µp)が基礎体 (i.e. F0 = F (µp))である場合を考えればよ
い. 実際, Sel±p (F∞)∨ ⊂ Sel±p (F∞(µp))

∨ であり, F0 が一般のアーベル体の場合, 円分 Zp

拡大 F∞(µp)/F0(µp)の基礎体を取り直すことで, Sel±p (F∞(µp))
∨の有限部分 Λ加群の自

明性が前文の場合に帰着されるからである. なお, 偶奇 Selmer群は Zp 拡大の layerの番
号付けに依存するので, 基礎体を取り直す際には偶奇に注意が必要である.

注. 本稿では記述を簡潔にするために, F0 をアーベル体, E の定義体を Qに制限
したが, 我々の証明 (の一部)はより一般の代数体 F0と定義体に対して通用する. 例えば,

F0がアーベル拡大とは限らない一般の有限次代数体の場合, Sel±p (F∞)∨が捩じれ Λ加群
であることを仮定すれば, Sel±p (F∞)∨ は非自明な有限部分 Λ加群を持たない事がわかる.

また, 証明の要は局所条件の構造を調べることにあり, 我々が利用した本田理論は「楕円
曲線の定義体は Qp に含まれている (すなわち pが完全分解する)代数体」であれば適用
できる. 詳細は [8]を参照.

§ 4. 重要命題

偶奇 Selmer群の局所条件に関する次の命題は定理 2.6の証明で重要な道具であった.

命題 4.1 (B.D. Kim [4]). k0/Qpを有限次不分岐拡大, k∞/k0を円分 Zp拡大とし,

Λ = Zp[[Gal(k∞/k0)]]とおく.

(1) (E−(k∞)⊗Qp/Zp)
∨ ∼= Λ⊕[k0:Qp].

(2) さらに k0 = Qp と仮定すると, (E+(k∞)⊗Qp/Zp)
∨ ∼= Λ.
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注. 定理 2.6における素数 pの分解条件はこの (2)に由来する.

この命題の一般化として次の命題を得た.

命題 4.2 (北島-大槻 [8] Proposition 1.5 (Proposition 3.28)). k/Qpを有限次不分
岐拡大, k0 = k(µp), k∞/k0を円分 Zp拡大とし, Λ = Zp[[Gal(k∞/k0)]]とおく. このとき,

(E±(k∞)⊗Qp/Zp)
∨は非自明な有限部分 Λ加群をもたず, rankΛ(E

±(k∞)⊗Qp/Zp)
∨ =

[k0 : Qp]である.

注. Λ自由性に比べて, 非自明な有限部分 Λ加群の非存在性は弱い性質であるが,

命題 4.2をより精密にした定理 6.1から命題 4.1が従う.

注. 最後の節で述べるように, この一般的な状況において, 局所条件 (E±(k∞) ⊗
Qp/Zp)

∨ は Λ上の自由加群とは限らない.

命題 4.2の帰結として得られる次の命題が主結果の証明で重要な道具である.

命題 4.3 (北島-大槻 [8] Proposition 1.6 (Proposition 3.32)). 命題 4.2と同じ記号
の下で, (

H1(k∞, E[p∞])

E±(k∞)⊗Qp/Zp

)∨

≃ Λ⊕[k0:Qp].

§ 5. 証明の概略

命題 4.2 の証明の概略. Ê を E に付随する形式群とする. n ≥ −1 に対し kn =

k(µpn+1)とし, mn を kn の極大イデアルとする. Gn = Gal(kn/Qp), Γn = Gal(k∞/kn)

とする. G−1 は Frobenius φで生成される巡回群である.

本田理論 (cf. [3])を用いて, 局所点の族 (dn) ∈
∏

n≥−1 Ê(mn)でTrn/n−1 dn = −dn−2 (n ≥ 1),

Tr0/−1 d0 = −(φ+ φ−1)d−1,
(5.1)

を満たすものを構成できる. そして, d±n を

d+n =

(−1)n+2
2 dn if n :偶数,

(−1)n+1
2 dn−1 if n :奇数,

d−n =

(−1)n+1
2 dn if n :奇数,

(−1)n
2 dn−1 if n :偶数,

と定めると,

Ê+(mn) = ⟨d+n , d−0 ⟩Zp[Gn], Ê−(mn) = ⟨d−n , d−0 ⟩Zp[Gn]
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であることが確かめられる. 生成元 d±n , d
−
0 の間の関係式は, (5.1)より, 次の通り;Tr1/0 · · ·Trn−2/n−3 Trn/n−1 d
−
n = d−0 if n :奇数

Tr1/0 · · ·Trn−3/n−4 Trn−1/n−2 d
−
n = d−0 if n :偶数

(5.2)

Tr0/−1 · · ·Trn−2/n−3 Trn/n−1 d
+
n = (φ+ φ−1)d−0 if n :偶数

Tr0/−1 · · ·Trn−3/n−4 Trn−1/n−2 d
+
n = (φ+ φ−1)d−0 if n :奇数

(5.3)

この Ê(mn)の具体的な記述を利用して, (Ê±(m∞) ⊗ Qp/Zp)
∨ の全ての n ≥ 0に対

する Γn-coinvariantの Zp[Gal(k0/k)]加群としての構造を調べることにより命題の主張が
得られる.

注. B.D. Kim (cf. [4], [6]), M. Kim (cf. [7])は Ê±(mn)が Zp[Gn]加群として d±n
で生成される巡回加群であるという性質を利用しており, 一般的な状況でもこの性質が成
り立つだろうと期待していたようである. 確かに, (5.2)により d−0 ∈ ⟨d−n ⟩Zp[Gn] が全ての
n ≥ 0に対して成立しているので Ê−(mn) = ⟨d−n ⟩Zp[Gn]である. その一方で, (5.3)により

d−0 ∈ ⟨d+n ⟩Zp[Gn] ⇔ φ+ φ−1 ∈ Zp[G−1]
× ⇔ [k : Qp] ̸≡ 0 (mod 4).

よって, [k : Qp] ̸≡ 0 (mod 4)のとき Ê+(mn) = ⟨d+n ⟩Zp[Gn]だが, [k : Qp] ≡ 0 (mod 4)の
とき Ê+(mn) ̸= ⟨d+n ⟩Zp[Gn] である.

定理 3.1の証明の概略. 偶奇 Selmer群の定義から, 完全系列⊕
v|p

(
H1(F∞,v, E[p∞])

E±(F∞,v)⊗Qp/Zp

)∨
ι−→ Selp(F∞)∨ −→ Sel±p (F∞)∨ −→ 0(5.4)

が得られる. 命題 4.3より,⊕
v|p

(
H1(F∞,v, E[p∞])

E±(F∞,v)⊗Qp/Zp

)∨

≃ Λ⊕[F0:Q]

であり, Sel±p (F∞)∨が Λ-torsionなので, 完全系列 (5.4)において ιが単射であることが分
かる.

定理 2.5により, 標準的な Selmer群について, Selp(F∞)∨ は非自明な有限部分 Λ加
群を持たないことを証明できる.

よって, Sel±p (F∞)∨ は非自明な有限部分 Λ加群を持たない Λ加群の自由部分加群に
よる商であるので, 定理の結論が得られる.

§ 6. 局所条件

主結果の証明のためには命題 4.2で十分であるが, 局所条件 (E±(k∞)⊗Qp/Zp)
∨の

Λk := Zp[[Gal(k∞/k)]]上の加群としての構造について, より精密な結果を紹介する. 命題
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4.2の証明で具体的に計算したことより得られた (E±(k∞)⊗Qp/Zp)
∨の構造をより詳し

く調べることにより, 次の定理 6.1が得られる.

定理 6.1 (北島-大槻 [8] Theorem 1.8 (Theorem 3.34)). 命題 4.2と同じ記号の下
で, Λk := Zp[[Gal(k∞/k)]]とおく. このとき, Λk 加群としての同型

(E−(k∞)⊗Qp/Zp)
∨ ≃ Λ

⊕[k:Qp]
k ,

(E+(k∞)⊗Qp/Zp)
∨ ≃ Λ

⊕[k:Qp]
k ⊕ (Λk/I)

⊕δ

がある. ここで, I = Ker(Λk → Zp)は augmentationイデアル,

δ =

0 if [k : Qp] ̸≡ 0 (mod 4),

2 otherwise.

注. この定理により, 局所条件 (E+(k∞) ⊗ Qp/Zp)
∨ の Λk 自由性は一般的には不

成立で, Λk 上自由であるための必要十分条件は kのみに依存していることがわかる.

注. 定理 6.1から定理 4.1を導ける. 定理 6.1は定理 4.1の一般化である.

注. 定理 6.1の δの出所は命題 4.2の証明に現れている因子 φ+φ−1である. 実際,

次が成立する;

rankZp

(
AnnZp[G−1](φ+ φ−1)

)
= δ.
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