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ネフ反標準因子を持つ KLT対の構造について

松村 慎一 (MATSUMURA Shin-ichi) ∗

概要

本稿では反標準因子が適切な意味で “非負曲率” を持つ射影多様体について論じ

る. 反標準因子のネフ性・半正値性・半豊富性について議論し, 射影多様体や KLT

対に対する有理連結射や Albanese射の構造定理を紹介する. さらに, 構造定理に関

連する基本群・ホロノミー群・葉層構造・順像層の正値性の理論について, 周辺の話

題や未解決問題を交えながら解説する.

1 はじめに

本稿では, 複素数体上の射影多様体や KLT 対を研究対象とし, その反標準因子のネフ

性・半正値性・半豊富性と呼ばれる “非負曲率性”について議論する. 反標準因子が “正曲

率”を持つ多様体は Fano型の多様体であり, “平坦曲率”を持つ多様体は Calabi-Yau型

の多様体である. これらは双有理幾何学における代数多様体の基本的な構成要素である.

本稿で議論される “非負曲率” を持つ多様体は Fano 型と Calabi-Yau 型を補間するクラ

スだと解釈できる. 本稿では, 非負曲率の多様体を Fano-likeな多様体 (有理連結多様体)

と Calabi-Yau型の多様体に分解する, という類の構造定理を紹介する. さらに, その証明

で重要な役割を果たす基本群・ホロノミー群・葉層構造・順像層の正値性の理論との関係

についても議論する. この構造定理により, 非負曲率の多様体 X は, 適切な Calabi-Yau
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型の多様体 Y , 有理連結多様体 F , および (位相的) 基本群 π1(Y ) の自己同型群 Aut(F )

への表現 ρ : π1(Y ) → Aut(F ) から構成されることがわかる. また, 応用として, (対数的)

極小モデル理論に現れる Calabi-Yau型の KLT対に対する分解定理が得られる. この種

の結果は代数多様体の基本的な構成要素を明らかにする点で意義がある.

正曲率・非負曲率の研究はさまざまな分野が交錯する魅力的なテーマである. その歴史

を本稿の視点から眺めてみよう. この研究はMoriによるHartshorne予想の解決 [Mor79]

および Siu-Yau による Frankel 予想の解決 [SY80] を起源とする. Mori, Siu-Yau によ

り “正曲率の接束” を持つ射影多様体は射影空間に限ることが証明された. この成果に

より, 正曲率の多様体の複素構造の剛性がより明確に理解された. また, その証明の過

程で, 有理曲線を構成する技術が発見され, Fano 多様体が有理連結であることが明らか

になった. 有理連結多様体は必ずしも Fano 多様体ではないが, 単連結性などの基本的

な性質を共有し, 重要なクラスをなす. 一方で, 広い意味での Calabi-Yau 型の多様体は,

Beauville-Bogomorov-Yau分解 [Bea83]により, Abel多様体, (狭義の)Calabi-Yau多様

体, 正則シンプレクティック多様体 (超 Kähler多様体)に分解できる.

非負曲率の多様体に対する構造定理は上記の成果の自然な発展形であり, Fano 型と

Calabi-Yau 型の補間を目指す点で重要なテーマである. 80 年・90 年代の一連の研究

[CP91, HSW81, Mok88, DPS93, DPS94] により, “非負曲率の接束” を持つ射影多様体

(より一般にコンパクト Kähler多様体)の構造定理が確立された. 双有理幾何の視点から

は接束よりも反標準因子を考える方が自然である. 近年, 非負曲率の反標準因子を持つ射

影多様体に対する構造定理が確立され, 非負曲率性の研究が極めて大きく進展した. 例え

ば, [Cao19, CH19]は, [Pău97, Zha96, Zha05]などのネフ反標準因子の研究を土台に, 非

特異な射影多様体に対する構造定理を確立した. [CCM19]は, 双有理幾何的にさらに自然

な定式化を目指し, ネフ反標準因子を持つ KLT対の研究を開始した. その後, [Wan21]を

経て, [MW] がネフ反標準因子を持つ KLT 対の構造定理を確立した. 本稿の目的は上記

の構造定理を紹介し, 基本群・ホロノミー群・葉層構造・順像層との関係について議論す

ることである.

なお, 本稿では反標準因子に焦点を絞り議論するが, 微分幾何・複素解析の分野には

さまざまな “非負曲率” の概念があり, 互いに刺激し合いながら発展している. 例えば,

[HIM21]で開始された接束の擬有効性・特異エルミート計量の半正値性の研究については

[HIM21, HLS, Wu]を参照されたい. また, 正則断面曲率の微分幾何的な非負曲率性に対

する研究については [HW20, Mat20, Mat21a, Yan18]を参照されたい. さまざまな半正
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値性に対する構造定理の類似点と相違点については [Mat21b]に纏まっている.

本稿の構成は以下の通りである: 第 2 章で, 射影多様体が非特異の場合に, 反標準因子

のネフ性・半正値性・半豊富性に対する構造定理を紹介する. 第 3 章で, 射影多様体が

(高々)KLT 特異点を持つ場合に対する, 上記の構造定理の一般化を紹介する. 第 4 章で,

構造定理に現れる有理連結多様体の Fano性について議論する.

2 非負曲率の反標準因子を持つ射影多様体 –非特異の場合–

[CP91, HSW81, Mok88, DPS93, DPS94] により, “非負曲率の接束” を持つコンパク

ト Kähler多様体の構造定理が確立された. この章では, 非特異な射影多様体に対する, こ

の構造定理の反標準因子への一般化を紹介する.

定理の定式化のために, 局所自明射 (locally trivial fibration)・局所定数射 (locally

constant fibration)の定義を復習する.

定義 2.1. X, Y を正規多様体とし, ϕ : X → Y を代数的ファイバー空間 (即ち, 固有で

ファイバー連結な全射正則写像)とする.

(1) Y の任意の点に対しその開近傍 B ⊂ Y 上の同型 ϕ−1(B) ∼= B × F が存在すると

き, ϕ : X → Y を局所自明射と呼ぶ. ここで F は ϕ : X → Y のファイバーである.

(2) ϕ : X → Y を局所自明射とし, F をそのファイバーとする. Y の基本群 π1(Y )

から F の自己同型群 Aut(F ) への表現 ρ : π1(Y ) → Aut(F ) が存在して, 直積

Yuniv × F への基本群 π1(Y )の作用より, Y 上の同型 Yuniv × F/π1(Y ) ∼= X が誘

導されるとき, ϕ : X → Y を局所定数射と呼ぶ. ここで Yuniv は Y の普遍被覆面で

あり, γ ∈ π1(Y )は Yuniv × F に γ · (y, p) = (γ · y, ρ(γ) · p) で作用する.

定義から明らかに局所定数射は局所自明射であるが, 逆は成立しない. 例えば, 射影空間

束X = P(E) → Y は常に局所自明射であるが, 局所定数射とは限らない. X, Y を非特異

な射影多様体とする. 局所定数射 ϕ : X → Y が与えられたとき, X の接ベクトル束 TX は

直和分解 TX
∼= TX/Y ⊕ ϕ∗TY を許し, 部分束 ϕ∗TY ⊂ TX は X の葉層構造を与える. 逆

に, 与えられた射 ϕ : X → Y から直和分解 TX
∼= TX/Y ⊕ ϕ∗TY が誘導され, ϕ∗TY ⊂ TX

が X の葉層構造になれば, 射 ϕ : X → Y は局所定数射となる (例えば [Hör07]とその参

考文献を参照).

Cao-Höring は非特異な射影多様体の有理連結射 (maximal rationally connected fi-
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bration) に対して構造定理を与えた [Cao19, CH19]. (有理連結射とその性質については

[Cam92, KoMM92, BDPP13, GHS03] を参照されたい.) 非負曲率の反標準因子を持つ

多様体に対する決定的な結果である.

定理 2.2 (ネフ反標準因子を持つ非特異な射影多様体の構造定理, [Cao19, CH19]). X を

非特異な射影多様体とする. 反標準因子 −KX がネフであると仮定する. このとき, 以下

を満たす射 ϕ : X → Y が存在する:

(1) ϕ : X → Y は局所定数射である.

(2) ファイバー F は有理連結である.

(3) Y は数値的に自明な標準因子を持つ非特異な射影多様体である.

正確には, [CH19]では ϕ : X → Y の局所自明性にしか言及していないが, その証明か

ら局所定数射であることが従う. 局所定数性は極めて重要である. 例えば, 次章ではこの

定理の KLT対への一般化が与えられるが, その証明では定理を局所定数射で定式化する

ことが重要な役割を果たす. なお, ごく最近, 上記の定理は detF がネフとなる葉層構造
F ⊂ TX を持つ多様体に拡張された [Ou].

この定理の主張を考察しよう. 以下の Beauville-Bogomorov-Yau 分解によれば, 定

理 2.2 に現れる Y に対して, ある有限エタール被覆 Y ′ → Y が存在し, Y ′ は Abel 多

様体, (狭義の)Calabi-Yau 多様体, 正則シンプレクティック多様体の直積に分解される.

ϕ : X → Y の Y ′ → Y によるファイバー積をとることで, X は (有限エタール被覆を法と

して)有理連結多様体, Abel多様体, Calabi-Yau多様体, 正則シンプレクティック多様体

を構成要素として, 表現 ρ : π1(Y ) → Aut(F )から構成される. この意味で, ネフ反標準因

子を持つ X は有理連結多様体, Abel多様体, Calabi-Yau多様体, 正則シンプレクティッ

ク多様体を基本的な構成要素とする. また, ファイバー F は有理連結 (特に単連結) なの

で, X の普遍被覆面 Xuniv も直積に分解できる.

定理 2.3 (Beauville-Bogomorov-Yau分解, [Bea83]). Y をコンパクト Kähler多様体と

し, その標準因子 KY は数値的に自明 (即ち, c1(KY ) = 0 ∈ H2(Y,R))であるとする. こ

のとき, ある有限エタール被覆 Y ′ → Y が存在して, 被覆空間 Y ′ は直積に分解される:

Y ′ ∼= A×
∏
i

Bi ×
∏
j

Cj .

ここで Aは Abel多様体で, Bi は (既約な狭義)Calabi-Yau多様体, Cj は (既約な)正則
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シンプレクティック多様体である.

次に, 定理 2.2の証明の概略を説明しよう. 証明は極めて難解だが, 有用な概念・技術が

つまっている. 証明は以下の３つの段階に分けられる.

(1) (基本群の研究, [Pău97]) X の基本群 π1(X) が多項式増大的 (of polynomial

growth) であることを, Calabi-Yau の定理と Cheeger-Colding の理論を用いて証

明する.

(2) (Albanese射の研究, [Cao19]) X の Albanese射 X → Alb(X)が局所定数射で

あることを示す. (1)と合わせることで, 問題は X が単連結の場合に帰着される.

(3) (有理連結射の研究, [CH19]) X が単連結の場合に, X の有理連結射 X 99K Y を

調べることで, 証明が完成する.

[Zha96, Zha05]では有理連結射 X 99K Y の双有理的な半安定性が証明されており, こ

の成果は (2), (3)において重要な役割を果たす. (2), (3)の段階では順像層の正値性と平

坦性の理論が重要な役割を果たす. 簡単のため, X の有理連結射 ϕ : X → Y が正則にな

る場合を考える. このとき, 適切に定義された相対的に豊富な直線束 Âに対し, 順像層

Wm := ϕ∗OX(mÂ)　 (m ∈ Z+)

を考え, その数値的な平坦性を証明する. (数値的な平坦性の定義については定義 2.6 を

参照されたい.) Wm の平坦性を示す段階では, 順像層の (解析的な) 正値性の理論が重

要となる. これは, 近年, 急速に発展した重要な理論なので, ここで説明を加えておこ

う. X, Y を射影多様体, L を適切な半正値性を持つ直線束, ϕ : X → Y を代数的ファ

イバー空間とする. このとき, 順像層 ϕ∗(mKX/Y + L)は “適切な” 半正値性を持つ. こ

こで KX/Y := KX − ϕ∗KY は相対的標準因子である. “適切な” 半正値性とは, 解析的

には特異エルミート計量の非負曲率性で定式化され, 代数幾何的にはある種の擬有効性

で定式化される. 解析の半正値性の方が強く優位性があることを強調しておく. 詳細は

[Ber09, BP08, HPS18, PT18]を参照されたい.

Wm の平坦性から射影空間束 P(W1) → Y は局所定数射になることがわかる. Âに付

随する有理連結射 ϕ : X → Y の P(W1) → Y への (相対的な)埋め込みを考えると, 局所

定数性が有理連結射 ϕ : X → Y に遺伝することが証明される. 実際には, 有理連結射は一

意的でもないし正則でもないので, 両者の葉層構造を比較し, “良い”有理連結射を構成す

る必要がある. この証明から平坦ベクトル束 E の射影空間束 P(E) → Y がある意味で本
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質的であることがわかる.

さて, 上記の証明では, [Pău97]の基本群の結果が起点となっていた. 反標準因子にネフ

よりも強い仮定を課すと, 上記の定理 2.2 は (基本群の結果を経ずに) 直接的に証明され,

逆に構造定理から基本群の多項式増大性が確認できる. 以下でこの事実をまとめておこう.

定理 2.4 (半正値または半豊富な反標準因子を持つ非特異な射影多様体の構造定理,

[CDP15, Amb05, EIM]). X を非特異な射影多様体とする.

(a) 反標準因子 −KX が半正値である (即ち, −KX に付随する直線束上に Chern曲率が

半正値となる C∞-級のエルミート計量が存在する) と仮定する. このとき, 定理 2.2内の

(1), (2), (3)を満たす射 ϕ : X → Y が存在する.

(b) 反標準因子 −KX が半豊富であると仮定する. このとき, X を有限エタール被覆

X ′ → X に置き換えることで, 上記の射 ϕ : X → Y は直積の構造を持つ (即ち, 同型

X ∼= Y × F が存在する).

定理 2.4(a) の仮定は微分幾何的な仮定であることに注意する. その証明は, ホロノ

ミー群の分解および (ホロノミー群の)de Rhamの定理に基づいており, X がコンパクト

Käher 多様体の場合にも機能する [CDP15]. 一方で, ネフ反標準因子に対してはホロノ

ミー群の理論は応用できず, 証明にはネフ性や順像層の正値性に対するより深い洞察が必

要とされる. この事情は接束のネフ性・双正則断面曲率の非負性に対する構造定理と類

似している. 定理 2.4(b) は [Amb05] の Hodge 理論に対する深い結果から従う. [EIM,

Theorem 1.6] では, 局所定数射の定義に現れる ρ : π1(Y ) → Aut(F ) を幾何学的に調べ

るにより, 別証明が与えられている. ただし [Amb05]の結果は特異点のある多様体にも適

応できる点でより強力である.

以下は局所定数な射影空間束 P(E) → Y の具体例である. 以下の具体例は反標準因子

のネフ性・半正値性・半豊富性の違いを考える際に助けとなる.

例 2.5. Y を楕円曲線とする. いずれの例も c1(E) = 0なる階数 2のベクトル束 E の射

影空間束 ϕ : X := P(E) → Y である. このとき, −KX = OP(E)(2) であり, Â として

OP(E)(1)をとることができ, Wm = ϕ∗OP(E)(m) = Symm E であることに注意する.

(1) (−KX がネフだが半正値でない例). Y 上の分裂しない完全列

0 → OY → E → OY → 0

に現れる階数 2のベクトル束 E を考える. E は定義から数値的に平坦であるが, Hermite
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平坦ではない. 実際, Hermite平坦だとすると完全列が分裂し, E の取り方に矛盾する. こ

のとき, 射影空間束 ϕ : X := P(E) → Y を考える. 反標準因子 −KX はネフだが半正値

ではない. また, Wm = Symm E は数値的に平坦だが Hermite平坦ではない.

(2) (−KX が半正値だが半豊富ではない例). degL = 0だが mL (m ∈ Z)が自明になら
ない直線束 Lに対して, E := OY ⊕ Lを考える. このとき, −KX は半正値だが半豊富で

はない. また, Wm = Symm E は Hermite平坦だが, mLが切断を持たないのでエタール

自明ではない.

(3) (−KX が半豊富の例). m0L (m0 > 1)は自明だが L自身は自明ではない直線束 Lに

対して, E := OY ⊕Lを考える. このとき, −KX は半豊富である. また, Wm = Symm E

はエタール自明だが, Wm 自身は自明ではない. 実際, m0-捩れ因子が定めるエタール被覆

π : Z → Y を考えると, π∗Lは自明なので, π∗ Symm E も自明なベクトル束となる.

さて, 上記の例では, −KX のネフ性・半正値性・半豊富性が E の数値的な平坦性・

Hermite平坦性・エタール自明性にそれぞれ対応していた. 実は, これは偶然ではなく, 相

対的な標準因子KX/Y を使い, 対応を定式化することができる (詳細は [EIM]を参照). 実

際には, 与えられた ϕ : X → Y に対して, −KX/Y のネフ性・半正値性・半豊富性がWm

の数値的な平坦性・Hermite平坦性・エタール自明性を導き, 逆も (適切な状況では)成立

する.

最後に上記の例に現れた平坦性についてまとめておく.

定義 2.6. X を非特異な射影多様体とし, E を X 上のベクトル束とする.

(1) 以下を満たすとき, E はエタール自明化可能 (étale trivializable)であるという:

ある有限エタール被覆 τ : X ′ → X が存在し, 引き戻し τ∗E が自明なベクトル束と

なる.

(2) 以下を満たすとき, E は Hermite 平坦 (Hermitian flat) であるという: E は曲

率テンソルが平坦となる C∞-級の計量を許す.

(3) 以下を満たすとき, E は数値的に平坦 (numerically flat)であるという: 部分束

によるフィルトレーション

X × {0} := F0 ↪→ F1 ↪→ · · · ↪→ Fm−1 ↪→ Fm := E

で各商 Fi+1/Fi が Hermite平坦なるものが存在する.
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(3) の条件は E がネフかつ c1(E) = 0 ∈ H2(X,R) を満たすことと同値である. (3)

の条件から ci(E) = 0 ∈ H2i(X,R) が導かれることに注意しておく. (2) ならば (3)

だが逆は成立しない (例 2.5 を参照). また, (3) ならば E は局所系なので, E は表現

π1(X) → GL(rankE : C) から構成される [Sim92].

3 ネフ反標準因子を持つ KLT対の構造定理について

この章では [MW]で確立された定理 2.2の KLT対への一般化を紹介する. KLT対への

一般化は双有理幾何的には極めて自然であり, 極小モデル理論 (Calabi-Yau対)にも応用

できる (系 3.3).

定理 3.1 (ネフ反標準因子を持つ KLT対の構造定理, [MW]). (X,∆)をネフ反標準因子

−(KX +∆)を持つ KLT対とする. このとき, X の有限準エタール被覆を法にして, 以下

を満たす射 ϕ : X → Y が存在する:

(1) ϕ : X → Y は因子 ∆も込めて局所定数射である. 即ち, (F,∆F )を (X,∆)のファ

イバー F への制限で得られる KLT対とすると, 定義 2.1に現れる同型が境界因子

も込めて同型となる:

Yuniv × (F,∆F )/π1(Y ) ∼= (X,∆).

(2) ファイバー F は有理連結である.

(3) Y は KLT特異点を持つ射影多様体で, その標準因子は数値的に自明である.

ここで有限準エタール被覆とは余次元が 2 以上の分岐点集合を持つ有限射である. エ

タール被覆は π1(X)の部分群と対応していたが, 有限準エタール被覆 (の圏)は π1(Xreg)

の指数有限な部分群と対応する. ここで Xreg は X の非特異点集合を意味する.

定理 3.1の証明の基本方針は, [Cao19, CH19]に基づくが, X が非特異な場合に対して

ですら新しいアイデアを含んでいる. 例えば, 基本群の結果 [Pău97] を経ず, 単連結とは

限らない多様体を直接的に扱う技術を与えている. 面白いことに, [CH19] では基本群の

結果を使い構造定理を得たが, 今回は逆に構造定理から X の基本群の情報が得られる.

Beauville-Bogomolov-Yau分解は, [GKP16, Dru18, GGK19, HP19, CP19, Cam21]に

より, KLT特異点を持つ Calabi-Yau型の多様体に一般化された. 定理 3.1の証明ではそ

の理論が積極的に応用されている. 例えば, [GKP16, HP19] 内の平坦な連接層・Galois
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被覆に対する結果が有効に使われる.

定理 3.2 (KLT 多様体に対する Beauville-Bogomorov-Yau 分解). Y を KLT 特異点を

持つ射影多様体とし, その標準因子 KY が数値的に自明であるとする. このとき, ある有

限準エタール被覆 Y ′ → Y が存在して, 被覆空間 Y ′ は直積に分解される:

Y ′ ∼= A×
∏
i

Bi ×
∏
j

Cj .

ここで Aは Abel多様体で, Bi は特異 Calabi-Yau多様体, Cj は (既約な)特異正則シン

プレクティック多様体である (それぞれの定義は [HP19]を参照されたい).

数値的に自明な標準因子 KX +∆を持つ KLT対 (X,∆)は自然に定理 3.1の仮定を満

たすので, 有限準エタール被覆を法にして, (1), (2), (3) を満たす射 ϕ : X → Y を持つ.

[Amb05]よりこの射は (エタール被覆を法にして)直積となり, 定理 3.2により底空間 Y

も (有限準エタール被覆を法にして)直積に分解される. 以上の考察から以下を得る:

系 3.3 (Calabi-Yau型の KLT対の分解定理, [Amb05, MW], 定理 3.2). (X,∆)を数値

的に自明な標準因子 KX +∆を持つ KLT対とする. このとき, 有限準エタール被覆を法

にして, 以下の同型が存在する:

(X,∆) ∼= (F,∆F )×A×
∏
i

Bi ×
∏
j

Cj

ここで (F,∆F )は有理連結な KLT対, Aは Abel多様体で, Bi は特異 Calabi-Yau多様

体, Cj は (既約な)特異正則シンプレクティック多様体である

Calabi-Yau 型の KLT 対は (対数的) 極小モデル理論に自然に現れる. 実際, 擬有効な

標準因子 (KX + ∆) を持つ (X,∆) は極小モデル (Xmin,∆min) を持ち, その Iitaka 射

Xmin → Z の一般ファイバーは Calabi-Yau型の KLT対となる, と予想されている (アバ

ンダンス予想). 定理 3.1自体はアバンダンス予想から従う訳ではないが, 結果的に極小モ

デル理論に現れる Calabi-Yau型の KLT対をより基本的な構成要素に分解する.

定理 3.1 と基本群との関係について考察しよう. 以下の予想は, X が非特異で ∆ = 0

の場合には, [Pău97] の主結果に対応している. 面白いことに, 非特異の場合と同様に,

予想 3.4 から定理 3.1 を導くことができる. しかし, [Pău97] は Calabi-Yau の定理と

Cheeger-Coldingの理論に基づいており, この議論を直接的に KLT対に一般化するのは

難しく, 未だ解決には至っていない.
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予想 3.4 ([Wan21, Conjecture 2]). (X,∆)をネフ反標準因子 −(KX +∆)を持つ KLT

対とする. このとき, X の非特異点集合の基本群 π1(Xreg) は多項式増大的 (polynomial

growth)であろう.

次に X の普遍被覆面 Xuniv を考えよう. 以下で X と Y は適宜準エタール被覆で置き

換えるものと約束する. 非特異な有理連結多様体は単連結であり, 基本群は KLT 特異点

を持つ多様体に対して双有理不変量 [Tak03]なので, ϕ : X → Y のファイバー F は単連

結である. 従って, 同型Xuniv
∼= F × Yuniv が得られる. 定理 3.2より, Y は A, Bi, Cj の

直積としてよい. また, Abel 多様体 A の普遍被覆面は複素ユークリッド空間なので, Bi

と Cj の普遍被覆面が決定できれば, Xuniv に対する分解定理が得られる. 以下, 記号 Z で

Bi または Cj を表す. X が非特異の場合には, Z も非特異であり, Z は自動的に単連結と

なる. X が KLT特異点を持つ場合 (即ち, Z も KLT特異点も持つ場合)にも, 同様に Z

の基本群は小さいことが期待できる. Z の拡張された不正則数

q̂(Z) := sup{q(Z ′) |Z ′ → Z は準エタール被覆 }

が零であることに注意すると, 以下の形の予想が得られる:

予想 3.5 ([MW, Conjecture 1.5]). Z を KLT特異点を持つ射影多様体とする. 標準因子

KZ は数値的に自明で, 拡張された不正則数 q̂(X)は零であると仮定する. このとき, Z の

基本群 π1(Z)は有限群であろう. より強く, Z の非特異点集合 Zreg の基本群 π1(Zreg)も

有限群であろう.

予想 3.4 から予想 3.5 が従うことに注意する. 予想 3.5 は Calabi-Yau 型の多様体に

対して定式化されており, 予想 3.4 よりは手のつく問題にみえる. Z が KLT 特異点を

持つ Fano 多様体の場合には, π1(Zreg) の有限性が証明されている [Bra21]. 予想 3.4 は

[Bra21]と予想 3.5を補間する予想だとも解釈できる.

4 ファイバーの Fano性

KLT対 (X,∆)が弱 Fanoならば X は有理連結である [HM07]. これは Fano多様体の

有理連結性の KLT対への拡張である. ここで弱 Fanoとは, 対 (X,∆)が KLT特異点を

持ち, 反標準因子 −(KX +∆)がネフかつ巨大であることを意味する. この章では, この

成果の一般化を問う Hacon-McKernanの問題を考える.

10

12



問題 4.1 (Hacon-McKernanの問題, [HM07, Question 3.1]). 射影的な KLT対 (X,∆)

の反標準因子 −(KX +∆)がネフであるとする. ϕ : X 99K Y を X の有理連結射とする.

このとき, 不等式

κ(−(KX +∆)) ≤ dimF

は成立するか. ここで F は有理連結射 ϕ : X 99K Y の一般ファイバーである.

問題 4.1 は “弱 Fano ならば有理連結” の一般化を問うている. 実際に, −(KX + ∆)

が巨大のときは, 定義より κ(−(KX + ∆)) = dimX なので, dimF = dimX が従い,

X の有理連結性が従う. また, 定理 2.2 と定理 3.1 に現れる有理連結なファイバー F の

(弱)Fano性からの離れ具合を問うているとも解釈できる. Ejiri-Gongyoは小平次元に注

目し Hacon-McKernanの問題を肯定的に解決した.

定理 4.2 (Hacon-McKernanの問題の解決, [EG19]). 問題 4.1と同じ状況の下で,

κ(−(KX +∆)) ≤ κ(−(KF +∆F ))

が成立する. ここで (F,∆F )は (X,∆)のファイバー F への制限で得られる KLT対であ

る. 特に, Hacon-McKernanの問題は肯定的に解決される.

不等式の右辺はファイバー F 上の因子の小平次元であり, dimF を超えないので,

Hacon-McKernan の問題はこの不等式から直ちに従う. 実際には, Ejiri-Gongyo は切断

の一般ファイバー F への制限写像

H0(X,−m(KX +∆)) → H0(F,−m(KF +∆F )) (m ∈ Z+)

が単射になることを示し, 前半の不等式を得た. 小平次元の代わりに数値的小平次元を考

えたらどうなるであろうか. 以下の定理はこの問題に対する解答を与える.

定理 4.3 (Hacon-McKernan の問題の一般化, [CCM19]). 問題 4.1 と同じ状況の下で,

等式
ν(−(KX +∆)) = ν(−(KF +∆F ))

が成立する. 特に, 以下の不等式が成立する:

ν(−(KX +∆)) ≤ dimF.
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定理 4.2と定理 4.3を比較しよう. 小平次元に対しては不等式しか得られない (等式に

対する反例は例 2.5 を参照). 一方で, 数値的小平次元に対しては等式が成立する. また,

一般に ν ≥ κが成立するため, 定理 4.3の後半の不等式は Hacon-McKernanの問題より

も真にシャープな評価を与える. 定理 4.2と異なり, 豊富な直線束 Aをテンソルした場合

には制限写像

H0(X,−m(KX +∆) +A) → H0(F,−m(KF +∆F ) +A|F )

は, 少なくともmκ(−(KX+∆)) 次元の Kernelが出現し, 単射にはならないことにも注意し

ておく.

証明の概略について説明する. [EG19, CCM19]はいずれも適切な順像層の正値性の理

論を用いる. 簡単のため, X が非特異で∆ = 0の場合を考え, X の有理連結射 ϕ : X → Y

は正則であると仮定する. まず, 垂直方向 (ファイバー方向)に豊富で水平方向に平坦な直

線束 Âを構成する. 次に, 順像層

Vm := ϕ∗OX(−mKX/Y + Â) (m ∈ Z+)

を考え, Vm が数値的平坦になることを証明する. 最後に, Y 上の豊富な直線束 AY に対し

て, 層 Vm ⊗ OY (AY ) の大域切断の次元を２通りの方法で計算する. 射影公式を使うと,

H0(Y,Vm ⊗OY (AY )) ∼= H0(X,−mKX/Y + Â+ ϕ∗AY ) がわかる. Â+ ϕ∗AY は X 上

で豊富なので, この空間の次元の増大度は mν(−KX) 程度である. 一方で, 数値的平坦性

より
h0(Y,Vm ⊗OY (AY )) ≤ rankVm

を得る. Vm の階数は一般のファイバー F 上の切断の空間の次元なので, その増大度は

mν(−KF ) 程度である. 以上の議論から不等式 ≤ を得る. 逆の不等式は, 切断の拡張定理

[CDM17, Mat15, Mat18, Mat21b]を応用し, F 上の切断を X 上に拡張することで得ら

れる.
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