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Categorical wall-crossing formula for Donaldson-Thomas

theory on the resolved conifold

戸田　幸伸
概 要

本稿では resolved conifold と呼ばれる非コンパクト 3 次元カラビヤウ多様体上の
Donaldson-Thomas不変量の壁超え公式の圏化について、筆者によって最近得られた結果を紹介する。またこの結果の副産物として Qingyuan Jiangによる相対 Quotスキームの導来圏の準直交分解に関する予想も証明できたため、合わせて紹介する。

1 Donaldson-Thomas不変量について
1.1 歴史
Donaldson-Thomas (DT) 不変量とは 1998年頃に Thomas [Tho00]によって導入された 3

次元カラビヤウ多様体上の安定連接層を数え上げる不変量である。実 3次元多様体上のCasson

不変量の複素版、代数曲面上の Donaldson不変量の高次元化という側面を持つ。2004年に
Maulik-Nekrasov-Okounkov-Pandharipande [MNOP06]によって階数が 1の安定層を数え上
げるDT不変量と曲線を数え上げる Gromov-Witten 不変量との関係が予想されて以降、DT

不変量の研究は急速に進展してきた。現在では、代数幾何学における数え上げ幾何学のみな
らず数理物理や表現論などでも活発に研究されている。

1.2 DT不変量の定義
Xを滑らかな 3次元射影的カラビヤウ多様体とし、σを連接層の有界な導来圏 Db(X)の安

定性条件とする。安定性条件 σはBridgeldand安定性条件 [Bri07]を取って議論できれば一番
良いが、Bridgeland安定性条件の存在が難しい場合には連接層の圏における古典的なGieseker

安定性を用いても良い. この時Mσ(v)を σについて安定な対象 E ∈ Db(X)で ch(E) = vと
なるもののモジュライ空間とすると, Mσ(v)には対称的完全障害理論が入ることが Thomas

によって示されている。ここで完全障害理論とは変形理論における無限小変形空間と障害空
間をセットにした概念で、これが対称的であるとは無限小変形空間と障害空間が互いに双対
になるものを意味する。（ここでX が 3次元カラビヤウであることが本質的に必要になる。）
この場合、特にMσ(v)にはゼロ次元の仮想類 [Mσ(v)]

vir が存在することが分かる。よって
（σ-半安定と σ-安定が一致するという仮定の下で）DT不変量は以下で定義される。

DTσ(v) =

∫

[Mσ(v)]vir
1 ∈ Z.
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1.3 壁超え現象
一般にDTσ(v)は安定性条件 σの取り方に依存する。安定性条件全体の集合には複素多様体

の構造が入ることが知られており、さらにそこには壁と領域の構造が存在する。つまり σが領
域の内部を動いている限りDTσ(v)は不変であるが、σが壁を超えるとDTσ(v)は変化しうる。
DT不変量の壁超えによる変化を記述するのが壁超え公式であり、Kontsevich-Soibelman [KS]

や Joyce-Song [JS12]により確立された。以降、壁超え公式を用いることで DT不変量の様々
な重要な性質が証明されてきた。
例えば壁超え公式は次のように用いられる。安定性条件 σと数値類 v に対して、モジュラ

イ空間Mσ(v)が古典的なモジュライ空間と同型になる場合を考える。例えばMσ(v)が曲線の
Hilbertスキームと同型になる場合、DTσ(v)はX上の曲線を数え上げる不変量となる。一方、
σを変化させると安定対象のモジュライ空間がより簡単になる場合がある。（極端な場合には、
空集合となることもある。）その場合、壁超え公式を用いると本来知りたい曲線を数えるDT不
変量をより簡単な DT不変量で記述することが可能となる。Pandharipande-Thomas [PT09]

による DT/PT対応予想やMNOP [MNOP06]による生成関数の有理性予想などはそのよう
に証明された [Tod10, Bri11]。この辺りの進展については筆者の概説論文 [Tod12]も参照さ
れたい。

σ

wall

1.4 Behrend関数による記述
DT不変量の仮想サイクルによる記述は変形不変性を証明するには有用であるが、実際の

計算は難しいことが多い。Behrend [Beh09]は DT不変量を記述する別の方法を与えた。彼
はMσ(v)に構成可能関数 χB : Mσ(v) → Zを構成し、DTσ(v)が次のように記述できることを示した。

DTσ(v) =

∫

Mσ(v)
χB de :=

∑

k∈Z

k · χ−1
B (k).

つまり、DTσ(v)はMσ(v)のある種の重み付きオイラー数である。実際Mσ(v)が滑らかで連結ならば DTσ(v)はMσ(v)のオイラー数と符号を除いて等しい。Behrendによる上の結果は
前小節の壁超え公式の導出の鍵ともなる重要な結果である。
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現在では導来代数幾何学を用いてMσ (v)の局所構造が知られており、これを用いてBehrend

関数 χB を具体的に計算することが可能である。上で述べた局所構造とは、次で与えられる [BBJ19]。各点 p ∈ Mσ(v)に対して、開集合 p ∈ U ⊂ Mσ(v)、滑らかなスキーム V、そし
て V 上の射 f : V → A1 が存在して U ∼= Crit(f)となる。三つ組

(U, V, f), U ⊂ Mσ(v), f : V → A1 (1.1)

は d-臨界チャートと呼ばれる。（より正確には、関数 f が Joyce [Joy15]による d-臨界構造を
定める必要があるが、詳細は省く。）この時、Behrend関数 χB は χB(p) = e(φf |p) で与えられる。ここで U 上の偏屈層 φf は f の消滅サイクル層である。

1.5 洗練化
Behrend関数を用いることで、少なくともMσ(v)上局所的には DT不変量の様々な洗練化

を与えることが可能である。例えば χBを f のモチーフ的ミルナーファイバーで置き換えるこ
とでモチーフ的洗練化が可能である。またχBをφf の超コホモロジーH∗(U, φf )で置き換えることでコホモロジー的洗練化も可能である。この様な局所的な洗練化を大域化して実際のDT

不変量のモチーフ的及びコホモロジー的洗練化を提唱したのは Kontsevich-Soibelman [KS]

である。その後、Joyce らによる研究グループ [BBD+15, BJM19] が上述の洗練化の基礎
付けを与えた。これらはそれぞれ、モチーフ的 Donaldson-Thomas不変量、コホモロジー
的 Donaldson-Thomas不変量と呼ばれる。これらの洗練化を与えるには、Mσ(v)の向き付けデータを与える必要がある。コホモロジー的 DT不変量の場合、Mσ(v)の向き付けデータを与えると局所的な消滅サイクル層 φf が貼りあってMσ(v)上大域的な偏屈層 φM を得る。（正確には φf に階数 1の局所系をテンソルする必要がある。）コホモロジー的 DT不変量は
H∗(Mσ(v), φM )で与えられる。
ここでMσ(v)を σ-半安定な対象のモジュライスタックとすると、半安定と安定が等しい

とは限らない状況でもコホモロジー的 DT不変量 H∗(Mσ(v), φM )が定義される。この様に
拡張すると、コホモロジー的DT不変量にはCOHA（cohomological Hall algebra）と呼ばれ
る代数構造

∗ : H∗(Mσ(v1), φM )⊗H∗(Mσ(v2), φM ) → H∗(Mσ(v1 + v2), φM ) (1.2)

が入ると予想されている。ここで v1, v2は σに関する位相が等しい数値類である。上の積構
造は σ-半安定対象たちの完全系列 0 → E1 → E → E2 → 0でEiの数値類が viであるもののモジュライスタック Exσ(v1, v2)と自然な図式

Exσ(v1, v2) //

��

Mσ(v1 + v2)

Mσ(v1)×Mσ(v2)

から定義されるべきものである。超ポテンシャル付き箙の場合には上述の COHAは [KS11,

Dav17]などで構成されており、幾何学的表現論の文脈でも重要な対象である。
3
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1.6 圏論的DT理論
上述の Mσ(v)の局所構造の記述を用いて、局所的には DT 不変量の dg圏による洗練化

を与えることが可能である。D-臨界チャート (1.1) に対して、f の行列因子化のなす dg-圏
MF(Y, f) がそれに対応する。ここでMF(Y, f)の対象は次のデータからなる。

P0

α0 ))
P1,

α1

hh α0 ◦ α1 = ·f, α1 ◦ α0 = ·f.

ここで各 Piは Y 上の局所自由層であり、αiは Y 上の連接層の圏における射である。上述の
dg-圏MF(Y, f)は消滅サイクル層と次の同型で関係している [Efi18]

HP∗(MF(Y, f)) ∼= H∗(U, φf )⊗Q((u)). (1.3)

ここでHP∗(−)周期的サイクリックホモロジーである。上の同型は Q((u))上の Z/2-次数付ベ
クトル空間としての同型である。
以上より、局所的に定義された dg-圏MF(Y, f)を何らかの意味で貼り合わせて大域的な dg-

圏DT (Mσ(v))が構成できないかという疑問が生じる。コホモロジー的 DT理論と同様に、こ
のままでは貼りあわないため、例えば向き付けデータを入れてそれに応じて MF(Y, f)を然
るべく twistする必要がある。つまり、以下のような構成が期待される。

DT (Mσ(v))
?
= lim

(U,Y,f)
MF(Y, f)⊗ (twisting) (1.4)

現時点では、(twisting)をどのように構成するか、向き付けデータだけで良いのか（恐らく向
き付けデータだけでは不十分）など様々な問題が未解決であり、DT (Mσ(v))の厳密な定義は与えられていない。技術的にも大変高度で難しい問題だと考えられる。
仮にDT (Mσ(v))が定義されたとする。すると、この圏には様々な性質が期待される。まずは、通常のDT不変量を復元することが期待される。具体的には (1.3)と同様にDT (Mσ(v))の周期的サイクリックホモロジーのEuler数がDTσ(v)と等しくなると期待できる。このことから、DT (Mσ(v))は圏論的DT不変量と呼ぶことにする。また、(1.2)と同様に圏論化 Hall

積の構造
∗ : DT (Mσ(v1))⊠DT (Mσ(v2)) → DT (Mσ(v1 + v2)) (1.5)

が入ることも期待される。更に、圏論的 DT不変量は (−1)-捻りシンプレクティック導来ス
キームMσ(v)の深谷圏の類似物とみなせることも期待されている。つまり、各（向き付けされた）ラグランジアン L → Mσ(v)に対してDT (Mσ(v))の対象が自然に定まるという期待である。
論文 [Todb, Todc]では、X = TotS(ωS)の場合に圏論的DT不変量の構成を与えた。ここ

で Sは滑らかな代数曲面である。この場合、(1.4)の右辺のように極限を取るという方法では
なく、S上の導来圏の対象のモジュライスタックの連接層のなす dg-圏をX 上の非安定層に
対応する部分に「特異台」を持つ対象のなす部分圏で商を取るという方法で構成した。この
「特異台」の概念は幾何的ラングランズ対応の文脈で Arinkin-Gaitsgory [AG15] によって導
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入されたものであるが、Donaldson-Thomas理論の圏論化の文脈でも有用であることが示さ
れた。もし (1.4)のように直接極限で定義することが可能になった場合、Koszul双対性（あ
るいは次元還元とも呼ばれる）の議論で両者の定義は同値になると期待される。また、この
場合の圏論化 Hall積は [Tod20]で構成した。

2 Resolved conifoldに対する圏論的壁超え公式
2.1 Resolved conifold

Resolved conifoldは以下で定義される非コンパクト 3次元カラビヤウ多様体である。
X = TotP1(OP1(−1)⊕2).

これは conifold特異点 {xy + zw = 0} ⊂ C4 のクレパント小特異点解消としても得られる。
C = P1 ⊂ X を射影X → P1のゼロ切断とする。X 上の曲線を数え上げる DT不変量の生成
関数は以下で与えられることが良く知られている。

∑

n,β

Pn,β[C]q
ntβ =

∏

m≥1

(1− (−q)mt)m. (2.1)

ここで Pn,β[C]は PT不変量と呼ばれ、以下で定義される。
Pn,β[C] =

∫

[Pn(X,β[C])]vir
1 =

∫

Pn(X,β[C])
χB de.

モジュライ空間Pn(X,β[C])は安定対と呼ばれるデータ (F, s)であって、[F ] = β[C]、χ(F ) = n

を満たすものをパラメトライズしている。ここで (F, s)が安定対であるとは、F がX上の純
一次元層で、s : OX → F の余核の次元が高々ゼロ次元であるものである。PT不変量の生成
関数 (2.1)は、次の等式を満たす。

∏

m≥1

(1− (−q)mt)m = exp


 ∑

k≥1,g≥0

1

k

(
2 sin

(
kλ

2

))2g−2

tk


 .

ここで q = −eiλ であり、右辺はX 上の Gromov-Witten不変量の生成関数を与えることが
直接計算により知られている。上の等式は GW/DT対応の最も基本的な例を与えている。
長尾-中島 [NN11]は枠付き箙の表現から定まる DT型不変量に対して壁越え公式を証明す

ることで等式 (2.1)を証明した。以下で長尾-中島の壁越え公式の圏論化について解説し、こ
れを用いた等式 (2.1)の圏論化について述べる。これらは論文 [Todd]における主結果である。

2.2 非可換クレパント解消
Resolved conifold X に対し、Van den Berghにより以下の導来同値が存在する。

Db(X)
∼
→ Db(A).

5
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ここで Aは以下の超ポテンシャル付き箙 (Q,W )の道代数である。

•0

a2

$$a1
++ •1

b2

ee
b1

kk , W = a1b1a2b2 − a1b2a2b1.

以降、次で定義される枠付き箙 (Q†,W )も考察する。

•0

a2

%%a1
,, •1

b2

ee
b1

ll

•∞

ξ

OO , W = a1b1a2b2 − a1b2a2b1.

各 v = (v0, v1) ∈ Z2に対し、MQ†(v)を次で定義する。
MQ†(v) =

[
V0 ⊕Hom(V0, V1)

⊕2 ⊕Hom(V1, V0)
⊕2/GL(V0)×GL(V1)

]
.

上のスタックは次元ベクトルが (1, v)であるQ†-表現のモジュライスタックを与えている。こ
こで 1は頂点∞の次元に対応し、viは頂点 iの次元に対応している。
また、各 θ ∈ R2 に対し Q†-表現の安定性条件も定まる。つまり Q†-表現 Rで次元ベクト

ルが (1, v) であるものに対し、Rが θ-半安定であるとは任意の部分表現 R′ ⊂ R （商表現
R ։ R′）に対しで R′がQ-表現であるもの（つまり R′の次元ベクトルが (0, v′)の形）に対
し不等式 θ(R′) ≤ 0 （θ(R′) ≥ 0）がなりたつこととして定義する。θ-半安定な Q†-表現のモ
ジュライスタックは次の開部分スタックをなす。

Mθ
Q†(v) ⊂ MQ†(v).

更に、次の図式が存在する。
Mθ

(Q†,W )
(v) �

� // Mθ
Q†(v)

w=Tr(W )
��

Crit(w) A1

(2.2)

ここでMθ
(Q†,W )

(v)は超ポテンシャル付き箙 (Q†,W )の次元ベクトルが (1, v)である表現のモ
ジュライスタックを与えている。つまり、関数 wの臨界点集合で与えられるMθ

Q†(v)の閉部分スタックは超ポテンシャルW の微分で与えられる関係式を満たす Q†-表現と対応している。

2.3 Resolved conifoldのDT不変量
θ ∈ R2を一般に取ると、M(Q†,W )(v)は準射影的スキームとなる。この場合、(Q†,W )-表

現のDT不変量は以下で与えられる。
DTθ(v) :=

∫

Mθ

(Q†,W )
(v)

χB de

6
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また、モジュライ空間Mθ
(Q†,W )

(v)及び DT不変量 DTθ(v) の壁と領域の構造は以下の図で与えられることが知られている。

θ1 = 0

θ0 = 0

θ0 + θ1 = 0
mθ0 + (m − 1)θ1 = 0

2θ0 + θ1 = 0

mθ0 + (m + 1)θ1 = 0

θ0 + 2θ1 = 0

PT

DT

PT

DT X+

X

empty chamber

non−commutative
chamber

例えばm ∈ Z≥0に対して
Wm := R>0(1−m,m)

は上の図における壁の一つを与えている。壁に含まれない θに対し、生成関数
DTθ(Q

†) :=
∑

(v0,v1)∈Z2

DTθ(v0, v1)q
v0
0 qv11

を考える。上記の生成関数が壁を越えた際の変化を記述するのが壁越え公式である。上述の
壁Wmにおける壁越え公式は長尾-中島 [NN11]により次で与えられている。

DTθ+(Q
†) = DTθ−(Q

†) · (1 + qm0 (−q1)
m−1)m. (2.3)

ここで θ ∈ Wm、θ± = θ ± ε(−1, 1)、0 < ε ≪ 1である。
R2の第一象限は空集合領域と呼ばれる。実際 θ∅ ∈ R2を空集合領域の点とすると、次が成

り立つ。
M

θ∅
(Q†,W )

(v) =




SpecC, v = 0,

∅, v 6= 0.

また θPT ∈ R2 を壁 R>0(−1, 1)に十分近い（但し R>0(−1, 1)より上に位置する）領域に入
る安定性条件とする。この様な領域は PT領域と呼ばれる。実際、次の PTモジュライ空間
との同型が存在する。

MθPT

(Q†,W )
(v)

∼=
→ Pn(X,β[C]), β = v0 − v1, n = v0. (2.4)

特に、等式 Pn,β[C] = DTθPT
(n, n− β)が成り立つ。等式 (2.1)は壁越え公式 (2.3)を空集合領

域から PT領域まで当てはめることで示される。
7
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2.4 Resolved conifoldの圏論的DT不変量
図式 (2.2)において、モジュライスタックMθ

Q†(v)は滑らかであり、よってこれはMθ
(Q†,W )

(v)

の大域的な d-臨界チャートを与えている。そこで、次の定義を与える。
定義 2.1. Resolved conifold X の圏論的 DT不変量を

MF(Mθ
Q†(v), w)

と定義する。
一般の θを取ると、MF(Mθ

Q†(v), w) の周期的サイクリックホモロジーのオイラー数は（符号を除いて）DTθ(v) と符号を除いて等しいことが示される。次が壁越え公式 (2.3)の圏論化
である。
定理 2.2. ([Todd, Theorem 1.2]) 各 θ ∈ Wm に対し、次の形の準直交分解が存在する。

MF(M
θ+
Q†(v), w) =

〈(
m

l

)
-copies of MF(M

θ−
Q†(v − lsm), w) : l ≥ 0

〉
.

ここで sm = (m,m− 1)である。
上の定理の準直交分解は、周期的サイクリックホモロジー及びそのオイラー数を取ること

で壁越え公式 (2.3)を復元することが示される。
同型 (2.4)に着目することで、resolved conifold X 上の圏論的 PT不変量を次で定義する。

DT (Pn(X,β[C])) := MF(MθPT

Q† (n, n− β), w).

S → C2を一点ブローアップとしてX = TotS(ωS)とみなすと、上の定義は [Todb, Todc]で
与えたものと同値である。定理 2.2を空集合領域から PT領域までの壁越えで当てはめるこ
とで次を得る。
系 2.3. ([Todd, Theorem 1.1]) 次の形の準直交分解が存在する。

DT (Pn(X,β[C])) = 〈an,β-copies of MF(SpecC, 0)〉.

ここで an,β は次で与えられる。
an,β :=

∑

l : Z≥1→Z≥0∑
m≥1 l(m)·(m,1)=(n,β)

∏

m≥1

(
m

l(m)

)
.

これまでと同様に、周期的サイクリックホモロジーのオイラー数を取ることで上の系は等
式 (2.1)の圏化を与えていることが分かる。
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2.5 定理 2.2の証明の方針について
各 θ ∈ Wm に対して、Mθ

Q†(v) → Mθ
Q†(v) を良モジュライ空間とする。この時、次の壁超え図式が存在する。

M
θ+
Q† (v)

$$■
■■

■■
■■

■■

// M
θ−
Q† (v)

zz✉✉
✉✉
✉✉
✉✉
✉

Mθ
Q†(v)

(2.5)

上の図式は滑らかな準射影的代数多様体の間の（広い意味での）フリップであることが示され
る。Bondal-Orlov [BO]や川又 [Kaw02]によるD/K予想によると、フリップによって導来圏や
行列因子化の圏の間の充満忠実関手が存在すると期待されている。上のようなGIT安定性の壁
超えの場合、いわゆる窓部分圏を用いることで D/K予想にアプローチできることが知られて
いる [HL15, BFK19]。上の状況下では、窓部分圏とは部分三角圏W

θ±
glob(v) ⊂ MF(Mθ

Q†(v), w)であって、合成関手
W

θ±
glob(v) →֒ MF(Mθ

Q†(v), w) ։ MF(M
θ±
Q†(v), w)

が同値となるものである。窓部分圏は一意的ではないが、もし上手く選んで包含関係W
θ−
glob(v) ⊂

W
θ+
glob(v) が示されると充満忠実関手

MF(M
θ−
Q†(v), w) →֒ MF(M

θ+
Q†(v), w) (2.6)

が存在することになる。実際、上の議論を用いて充満忠実関手 (2.6)の存在を [Todb, Theo-

rem 4.3.5] で示した。
一方、実際に示す必要があるのは充満忠実関手 (2.6)の準直交補空間がMF(M

θ−
Q†(v−lsm), w)

が記述できるということである。そのため、Padurariru [Păda, Pădb, Pădc]により導入され
た超ポテンシャル付き箙の圏論的 Hall代数を用いる。これは各分解 v = v1 + v2で θ(v1) = 0

を満たすものに対し、関手
∗ : MF(Mθ

Q(v1), w) ⊠MF(Mθ
Q†(v2), w) → MF(Mθ

Q†(v), w)

を与える。定理 2.2は各 l ≥ 0と整数列 0 ≤ j1 ≤ · · · ≤ jl ≤ m− l に対して、圏論的 Hall積
⊠

l
i=1MF(Mθ

Q(sm), w)ji+(2i−1)(m2−m) ⊠

(
W

θ−
glob(v − lsm)⊗ χ

jl+2l(m2−m)
0

)
(2.7)

→ W
θ+
glob(v)

が充満忠実関手を与え、さらにこれらの本質的像が準直交分解を与えることで示される。こ
こで ji + (2i− 1)(m2 −m) は固定されたC∗-重み部分を指し、χ0はM†

Q(v)上のある直線束である。
関手 (2.7) が充満忠実で準直交分解をなすことを示すには、これらの性質が良モジュライ空

間Mθ
Q†(v) 上形式局所的に同様の性質が成り立つことを示せばよい。エタールスライス定理
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を用いることで、図式 (2.5)の形式的ファイバーは（超ポテンシャルの非退化 2次式の部分を
取り除くと）グラスマニアンフリップの形式的ファイバーと同型になることが示される。こ
こでグラスマニアンフリップとは商スタック

Ga,b(d) = [(Hom(A,V )⊕Hom(V,B))/GL(V )]

の二つの GIT商で得られる双有理写像
G+

a,b(d) 99K G−
a,b(d)

を指す。ここで、d = dimV、a = dimA ≥ b = dimBである。Donovan-Segal [DS14]は導来
同値Db(G−

a,b(d)) ≃ Db(G+
a,b(d)) を a = bの場合に窓部分圏を用いて示したが、同様の議論を

適用して充満忠実関手 Db(G−
a,b(d)) →֒ Db(G+

a,b(d))を構成することが可能である。一方、これらの準直交補空間を記述したのは Ballard-Chidambaram-Favero-McFaddin-Vandermolen

による比較的最近の論文 [BCF+21]である。彼らの記述を圏論的 Hall代数の言葉で解釈しな
おし、更により準直交分解を洗練化することで、次の準直交分解を示すことができる [Todd,

Corollary 4.18]

Db(G+
a,b(d)) =

〈(
a− b

l

)
-copies of Db(G−

a,b(d− l)) : 0 ≤ l ≤ d

〉
. (2.8)

上の準直交分解は超ポテンシャル付きでも成立する。更に形式的近傍に制限して考え、大域
的な関手 (2.7)と Knörrer周期性を通じて比較することで必要な形式的局所的に必要な性質
が示せる。以上の流れで定理 2.2が証明される。

3 Quot公式への応用
3.1 JiangによるQuot公式予想
定理 2.2の証明の中間地点として重要だったのは、圏論的 Hall代数を用いてグラスマニ

アンフリップに対する準直交分解 (2.8)示すことであった。これを用いることで、Qingyuan

Jiang [Jia] に関する相対 Quotスキームの導来圏の準直交補分解に関する予想が解決され
た [Tode]。以下では Quot公式について解説し、幾つかの応用を述べる。
X を C上滑らかな準射影的スキーム、Gをその上の連接層とする。相対Quot関手

QuotX,d(G) : (X 上のスキーム) →（集合）
は各 T → Xに対して全射 GT ։ P であって P が局所自由層となる集合を対応させることで
定義される。相対Quot関手は相対 Quotスキーム

QuotX,d(G) → X

で実現される。上の射の各ファイバーはグラスマニアンであるが、その次元はファイバー毎
に異なりうる。
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一方で、Ext-層H := Ext1OX
(G,OX ) は G が局所自由ではない部分に台を持つ連接層であ

る。同様に相対 Quotスキーム
QuotX,d(H) → X

も考察する。次が Jiang [Jia]により予想され筆者 [Tode]により証明された Quot公式である。
定理 3.1. ([Tode]) Gのホモロジー次元が1以下で、δ := rank(G) ≥ 0とする。更にQuotX,d(G),

QuotX,d(H)がそれぞれ期待次元 dimX + δd− d2、dimX − δd− d2 を持つと仮定する。こ
の時、次の準直交分解が存在する。

Db(QuotX,d(G)) =

〈(
δ

i

)
-copies of Db(QuotX,d−i(H)) : i ≥ 0

〉
.

上の定理は (−1)-捻り余接束
ΩQuotX,d(G)

[−1] 99K ΩQuotX,d(H)[−1]

が [Toda]で導入された「d-臨界的フリップ」で記述されることに着目し、定理 2.2と同様に
行列因子化の圏論的 Hall代数を用いることで (2.8)に帰着して証明された。

3.2 Quot公式の応用 I: Brill-Noether軌跡
Quot公式は古典的なモジュライ空間の連接層の導来圏に関する様々な応用をもたらす。ま

ずは、曲線のヤコビアンの Brill-Noether軌跡に関する導来圏の準直交分解に応用がある。C

を種数 gの滑らかな射影的代数曲線とする。Picd(C)のBrill-Noether軌跡は次で定義される。
W r

d (C) := {L ∈ Picd(C) : h0(L) ≥ r + 1}.

更に、grd達をパラメータ付けする次のスキーム Gr
d(C)が存在する。

Gr
d(C) = {(L,W ) : L ∈ W r

d (C),W ⊂ H0(C,L),dimW = r + 1}.

これは Cが一般ならば滑らかな射影的代数多様体である。
系 3.2. ([Tode]) C が一般ならば、任意の r ∈ Z≥0及び δ ≥ 0に対して次の形の準直交分解
が存在する。

Db(Gr
g−1+δ(C)) =

〈(
δ

i

)
-copies of Db(Gr−i

g−1−δ(C)) : i ≥ 0

〉
.

r = 0の場合、次の対称積の準直交分解を意味する。
Db(Symg−1+δ(C)) =

〈
Db(Symg−1−δ(C)), δ-copies of Db(Jac(C))

〉
.

これは [Tod21, Corollary 5.11]で既に示されている。また r = 1の場合は [Jia, Corollary 1.3]

で示されており、次を与える。
Db(G1

g−1+δ(C)) =
〈
Db(G1

g−1−δ(C)), δ-copies of Db(Symg−1−δ(C)),

(
δ

2

)
-copies of Db(Jac(C))

〉
.

系 3.2の結果は上の結果達を任意の r ∈ Z≥0に拡張するものである。
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3.3 Quot公式の応用 II: 代数曲面上の点のHilbert概型
もう一つの応用は、代数曲面上の点のHilbert概型の導来圏のブローアップ公式である。Sを

滑らかな射影的代数曲面とし、Ŝ → Sを一点ブローアップとする。この時、中島-吉岡 [NY11]

は点のHilbert概型Hilbn(S)とHilbn(Ŝ) を関連付ける壁超え図式の存在を示した。この壁超
え図式に対して定理 3.1のQuot公式を当てはめることができ、これを用いて次が小関 [Kos]

によって示された。
定理 3.3. (小関 [Kos]) 次の準直交分解が存在する。

Db(Hilbn(Ŝ)) =
〈
p(j)-copies of Db(Hilbn−j(S)) : j = 0, . . . , n

〉
.

ここで p(j)は jの分割数であり、次の式で与えられる。
∑

j≥0

p(j)qj =
∏

d≥1

1

(1− qd)
.

Göttsche公式 [G9̈0]によると、オイラー数に関する次のブローアップ公式が成り立つ。
∑

n≥0

e(Hilbn(Ŝ))qn =
∑

n≥0

e(Hilbn(S))qn ·
∏

d≥1

1

(1− qd)
.

定理 3.3の準直交分解は上のブローアップ公式の圏化を与えるものである。
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