
岩澤理論の楕円曲線の数論への応用

松野一夫 (東京都立大学)

本稿では,楕円曲線の数論における重要な未解決問題である Birch, Swinnerton-Dyer

予想に関してこれまでに得られている結果と (拡張,一般化された)岩澤理論との関連
を, Coates-WilesやRubinの結果を中心に概説する.その他の関連する結果に関しては
§4で簡単に触れる.なお,本稿を通じての参考文献として [deS], [Rub5], [Gre2] を挙げ
ておく.

1 楕円曲線とBirch, Swinnerton-Dyer予想

1.1 楕円曲線

F を体とする.

定義 1.1. F 上で定義された種数 1の非特異代数曲線 Eで, F-有理点の集合 E(F)が空
集合でないようなものを (F 上の)楕円曲線と呼ぶ.

楕円曲線は次の形のmodelを持つ.

命題 1.2. F 上の任意の楕円曲線 Eは

y2 +a1xy+a3y = x3 +a2x2 +a4x+a6 (1)

という方程式で定義される射影平面上の非特異曲線と同型になる.逆に,この形の方程
式で定まる射影曲線で非特異なものは楕円曲線となる.

注. (1)の斉次化

Y2Z+a1XYZ+a3YZ2 = X3 +a2X2Z+a4XZ2 +a6Z3

は (X : Y : Z) = (0 : 1 : 0)という解を常に持つので, (1)で定義される射影曲線は必ず (無限遠に)
F-有理点を持つ.

(1)は楕円曲線 EのWeierstrass方程式と呼ばれ, (1)で定義される射影平面上の曲線
を EのWeierstrass modelと呼ぶ.与えられた楕円曲線に対するWeierstrass modelの取
り方は一意的ではなく, F の標数が 2でないならば a1 = a3 = 0であるようなmodelが
取れる. (標数が 3でもなければ更に a2 = 0ともできる.) (1)で定義される曲線 Eが非
特異となるのは,係数 a1, · · · ,a6から定まるEの判別式 ∆E (定義は [Sil1, Chap. III]など
を参照)が 0でないときと書ける. a1 = a3 = 0の時には右辺の xの 3次式が重根を持た
ないことと同値である.
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以下, Eを F上の楕円曲線とする.種数 gの代数曲線に対してヤコビ多様体と呼ばれ
る g次元のアーベル多様体が定まるが (八森氏の稿参照),楕円曲線は種数が 1なので
そのヤコビ多様体は 1次元,つまり再び曲線になる.

命題 1.3. Eとそのヤコビ多様体 Jac(E)は F 上で同型である. 特に Eは F 上のアーベ
ル多様体であり, F の任意の拡大体 F ′に対し, E(F ′)にはアーベル群の構造が入る.

(1)で定義された楕円曲線では,無限遠にある有理点を単位元とし,

P1 +P2 +P3 = 0 ⇐⇒ 3点 P1,P2,P3が同一直線上にある

となるように群演算が定められる.

例. F = Cのとき,ある格子 L⊂ Cが存在して C/L∼= E(C)となる.

例. F が有限体なら E(F)は有限アーベル群, E(F)は torsionアーベル群.

定義 1.4. E上の n倍写像を [n]と書き, E[n] := Ker([n])⊂ E(F)と表す. Etors :=
S

nE[n]
と書く.更に E(F)[n] = E[n]∩E(F), E(F)tors = Etors∩E(F)といった記号も用いる.

命題 1.5. pを素数, i ≥ 1とする.そのとき

E[pi ]∼=



Z/piZ⊕Z/piZ ch(F) 6= p

Z/piZまたは {0} ch(F) = p.

特に F の標数が 0のとき Etors
∼=Q/Z⊕Q/Z.

注. F が標数 pの有限体のとき, E[p]∼= Z/pZとなるものを ordinary,そうでないものを super-
singularな楕円曲線と呼ぶ.

代数体上の楕円曲線の有理点に関しては,次の有名なMordell-Weilの定理がある.

定理 1.6 (Mordell-Weilの定理). Fが有限次代数体のとき, E(F)は有限生成アーベル群.

具体的に Eが与えられたときに, E(F)の torsion部分を求めることは難しくないが,

自由部分の rankや生成元を求めるのは大変で, (確実に決定できる)アルゴリズムも今
のところない. Birch, Swinnerton-Dyer予想はその rankに関する予想である.

1.2 楕円曲線の L関数

EをQ上の楕円曲線とする. Eの整数係数のWeierstrass modelの中で判別式が最小
のものを Eの (global) minimal Weierstrass modelと呼ぶ ([Sil1, Chap.VIII]参照).

定義 1.7. pを素数とする. Eのminimal Weierstrass modelをmodulopして得られる Fp

上の曲線 Ẽpが再び非特異となるとき, Eは pでgood reductionを持つと言う.そうでない
(bad reductionを持つ)とき,特異点の種類によって (splitまたは non-split) multiplicative

reduction, additive reductionを持つと言う ([Sil1, Chap.III, VII]参照).
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定義 1.8.次の Euler積で定義されるDirichlet級数 L(E,s)を楕円曲線 Eの (Hasse-Weil

の) L関数と呼ぶ:

L(E,s) = ∏
p:good

(1−app−s+ p1−2s)−1× ∏
p:bad

(1−app−s)−1.

ただし素数 pに対し ap ∈ Zは以下のように定める:

ap :=





1+ p−#Ẽp(Fp) Eは pで good reduction,

1 Eは pで split multiplicative reduction,

−1 Eは pで non-split multiplicative reduction,

0 Eは pで additive reduction.

次のHasseの定理により, Dirichlet級数 L(E,s)はRe(s) > 3
2で絶対収束し,その範囲

で正則関数となることがわかる.

定理 1.9 (Hasse).任意の pに対し |ap|< 2
√

pが成り立つ.

更に次が予想されていた.

予想 1.10. L(E,s)は C全体に正則に解析接続される.更に

Λ(E,s) = Ns/2
E (2π)−sΓ(s)L(E,s)

と置くとき,関数等式

Λ(E,s) = wEΛ(E,2−s) (wE =±1)

が成り立つ.ただし NEは Eの conductor (定義は [Sil2, Chap.IV]など参照).

重さ 2の cuspformに付随する L関数はC全体に解析接続され,上の形の関数等式を
満たすので,予想 1.10は最終的に [BCDT]で解決された谷山志村予想から従う.

予想 1.11 (谷山志村予想). Q 上の任意の楕円曲線 E は modularである. すなわち

L(E,s) =
∞

∑
n=1

an

ns と書くとき, f (z) =
∞

∑
n=1

ane2πinzは重さ 2, levelNEの cuspformとなる.

定理 1.12 (Wiles,· · · ,[BCDT]). 予想 1.11は正しい.従って予想 1.10も正しい.

1.3 Birch, Swinnerton-Dyer予想

Birch, Swinnerton-Dyer予想とは代数体上の楕円曲線から, Mordell-Weil群のように
算術的,代数的に定義される対象と, Hasse-WeilL関数のように解析的に定義される対
象という,全く異なる世界に属するものの間に実は密接な関係があるであろうという
予想である.ここでは有理数体上の楕円曲線の場合のみを見る.

予想 1.13 (Birch, Swinnerton-Dyer予想). EをQ上の楕円曲線とする.
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(i) E(Q)の rankは L(E,s)の s= 1での零点の位数と等しい.すなわち

rankZE(Q) = ords=1L(E,s).

(ii) r = rankZE(Q)とするとき,次の等式が成り立つ.

lim
s→1

(s−1)−rL(E,s)

ΩE
=

#X(E/Q)R(E/Q)∏l cl

(#E(Q)tors)2 .

ただし,上式に表れている量は以下の通り. (詳細は [Sil1]等を参照のこと.)

• ΩE =
R

E(R) |ωE| (ωE = dx
2y+a1x+a3

: Eの不変微分形式).

• X(E/Q) : E/Qの Tate-Shafarevich群 (§3.3,予想 3.5参照).

• R(E/Q) = det(〈Pi ,Pj〉) : E(Q)の regulator ({P1, · · · ,Pr} : E(Q)の自由部分
の生成元, 〈 , 〉 : E(Q)×E(Q)→ Rは height pairing).

• cl = [E(Ql ) : E0(Ql )] (E0(Ql )は modl 写像による非特異点たちの逆像).

この予想は Birchと Swinnerton-Dyerによって,実例計算などを基に予想されたもの
である ([BSD]).

1.4 虚数乗法を持つ楕円曲線

F を標数 0の体, Eを F 上の楕円曲線とする.そのとき Eの F 上の自己準同型環 (E

から Eへの F-isogenyのなす環) EndF(E)は必ず (定数倍写像として) Zを含むが, Zよ
り真に大きくなる場合, EndF(E)⊗ZQは虚 2次体になることが知られている.即ち,

命題 1.14. EndF(E)は Zかまたはある虚 2次体の orderOと同型.

定義 1.15. EndF(E) ∼= O 6= Z のとき, 楕円曲線 E は F 上で O に虚数乗法 (complex

multiplication, CM)を持つという. F 上でCMを持つとき,単に EはCMを持つという
言い方もする.

例. 虚 2次体の orderOはC内の格子と思えるが,その格子が定めるC上の楕円曲線 E

は Oに虚数乗法を持つ. 実際,任意の α ∈ Oに対し αO⊂ Oであるから, Cでの α倍写
像は C/O∼= E(C)の自己準同型を与える.

例. Weierstrass方程式 y2 = x3+Axおよび y2 = x3+B (A,B∈ F)で定義される楕円曲線
は,それぞれ (F(

√−1)および F(
√−3)上で) Z[

√−1]および Z[−1+
√−3
2 ]にCMを持つ.

以下, OK を虚 2次体 Kの整数環とし, Eは代数体 F 上の楕円曲線で EndF(E) ∼= OK

を満たすものとする. EndF(E)と OK の間の同型を次のように正規化しておく.

定義 1.16.任意の α ∈ OK に対して [α] ∈ EndF(E)を [α]∗ωE = αωEとなるものとして
定める.ただし ωEは Eの不変微分形式.
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定義 1.17. α ∈ OK に対し, [α] : E(F)→ E(F)の kernelを E[α]と書く.また, OK のイデ
アル aに対し E[a] :=

T
α∈a E[α]と置く.更に

E[α∞] :=
[

i

E[αi ], E[a∞] :=
[

i

E[ai ]

といった記号も使う.

注. 単項イデアル a = αOK に対しては E[a] = E[α] となる. 更に任意のイデアル a に対し
ak = αOK となる kを取ると E[a∞] = E[α∞]となる.

虚数乗法論等より得られる結果で後に必要になるものをまとめておく. 定義等の詳
細や証明については [deS], [Rub5], [Sil2, Chap.II]などを見よ.

定義 1.18.虚 2次体 Kのmを法とする ray class fieldをK(m)と書き, Hilbert類体K(1)
をHと書く. K(m∞) =

S
i K(mi)といった記号も使う. (a,m) = 1なるイデアル aに対し

て (a,K(m)/K) ∈Gal(K(m)/K)を一般に σaと書く.

CM楕円曲線 E/F に更に次の条件を仮定する:

(G) F(Etors)は Kのアーベル拡大.

このとき F も K のアーベル拡大だが, その conductorを fF/K とする. また, ψE/F :

A×F /F×→C×をEに付随するHecke指標 ([Rub5, §5], [Sil2, Chap.II,§9]参照)とすると
き, (G)の下では infinity typeが (1,0)のHecke指標ϕ :A×K/K×→C×で, ψE/F = ϕ◦NF/K

となるものが存在する (NF/K は norm, [deS, II.1.4]参照). ϕ の conductorを fϕ とし,

f = lcm(fF/K , fϕ)と置く.

命題 1.19. aを OK のイデアルとするとき,次が成り立つ.

(i) Eの j 不変量を jEと書くとき K( jE) = H = K(1).特に F ⊃ H.

(ii) OK 加群として E[a]∼= OK/a.特にGal(F(E[a])/F)⊂ (OK/a)×.

(iii) f|aならば K(a) = F(E[a]).

(iv) qを aと素な F の素イデアルとする.そのとき Eが qで good reductionを持つこ
とと qが F(E[a∞])/F で不分岐であることが同値.

2 虚 2次体のアーベル拡大の岩澤主予想

この節では Kを虚 2次体, OKをその整数環とし, pは 5以上の素数とする.更に pの
上にある K の素イデアル pを一つ固定し,その複素共役を p∗と書く. (pが K/Qで分
解しなければ p = p∗.)
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2.1 虚 2次体のZp拡大

虚 2次体では Leopoldt予想が明らかに成立するので, Kの全てのZp拡大の合成体は
Kの Z2

p拡大になることがわかる.

定義 2.1. Kの唯一の Z2
p拡大体を K(2)

∞ と書く. (Gal(K(2)
∞ /K)∼= Z2

p.)

これより特に, Kには無限個の Zp拡大が K(2)
∞ の部分体として存在している.その中

のいくつかの代表的な Zp拡大にも記号をつけておくことにする.

Gal(K/Q)の生成元 σは Gal(K(2)
∞ /K)に共役で作用する. そのとき, σがそれぞれ

±1倍で作用するような Gal(K(2)
∞ /K) の部分群を Γ± と書く. p 6= 2としているので

Gal(K(2)
∞ /K)∼= Γ+⊕Γ−と直和分解される.

定義 2.2. K(2)
∞ のΓ−による固定体をK+

∞ と, Γ+による固定体をK−
∞ と書く. K+

∞ /Kを円分
Zp拡大 (cyclotomicZp-extension),K−

∞ /Kを反円分Zp拡大 (anticyclotomicZp-extension)

と呼ぶ.

定義によりGal(K+
∞ /K)∼= Γ+, Gal(K−

∞ /K)∼= Γ−は Zpと同型で, K+
∞ , K−

∞ はともに K

の Zp拡大である. K+
∞ はQの唯一の Zp拡大 (円分 Zp拡大)と Kの合成体となり, K−

∞
はQ上Galoisな Kの Zp拡大でそのGalois群が非可換 (dihedral)となる唯一のものと
特徴付けられる.

次に p 6= p∗,つまり pは K/Qで分解すると仮定する.そのとき類体論から, pおよび
p∗が不分岐であるような Kの Zp拡大がそれぞれ一つ存在することがわかる. (不分岐
な Zp拡大は存在しないので,もう一方の p上の素点は必ず分岐する.)

定義 2.3. p 6= p∗のとき, KのZp拡大で pのみ分岐するものを K(p)
∞ と, p∗のみ分岐する

ものを K(p∗)
∞ と書く. p = p∗のときには便宜的に K(p)

∞ = K(p∗)
∞ = K(2)

∞ とする.

注. 上に挙げた記号たちは本稿の中だけでのもので,一般的なものではない.

これらの Zp, Z2
p拡大は Kに CMを持つ楕円曲線の p冪分点から作られる拡大と関

係する (命題 1.19参照).

命題 2.4. E/F を EndF(E) ∼= OK なる楕円曲線で, pの上にある全ての素点で good

reductionを持つようなものとする. そのとき, F(E[p∞]) = K(2)
∞ ·F(E[p]), F(E[p∞]) =

K(p)
∞ ·F(E[p])となる.

2.2 楕円単数

アーベル体上の岩澤理論において, 1の冪根から作られる円単数が重要な役割を果た
していたように,虚 2次体のアーベル拡大でも CM楕円曲線の等分点から作られる楕
円単数が重要な役割を果たす. ここでは楕円単数の定義を簡単に復習する. 詳しくは
[deS, Chap.II, III], [Rob], [Rub2, §12], [Rub5, §7]などを参照.

OKにCMを持つH = K(1)上の楕円曲線Eで仮定 (G)を満たすものを一つ取ってお
く (必ず存在する).
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定義 2.5. 6と素な OK のイデアル aに対し, E上の関数ΘE,aを

ΘE,a(Q) = α−12∆Na−1
E ∏

P∈E[a]−{0}
(x(Q)−x(P))−6

と定める. ただし, α ∈ OH は単項イデアル aOH の生成元, Naは OK/aの位数. ∆Eは E

の判別式で, xは E上の点の x座標を表す.

注. ΘE,a は Eの (C上の) Weierstrass modelの取り方によらない. [deS] の記号では Θ(z;L,a),
[Rub3] の記号では Θ0(z,a)12となる.

定理 2.6 ([deS, Chap.II] 参照). bを aと素な OK のイデアルとし, Q∈ E[b]を bの任意
の真の divisorb′に対してはQ 6∈ E[b′]となる点とする.そのとき次が成り立つ.

(i) ΘE,a(Q) ∈ K(b).

(ii) bが素イデアルの冪でなければ ΘE,a(Q)は単数になる. bが素イデアル qの冪の
ときは q以外の素点に関して単数.

(iii) 任意の bと素な c = cOK に対し, ΘE,a(Q)σc = ΘE,a([c]Q).

(iv) b = lc, l = `OK は素イデアルとする.そのとき O×K → (OK/c)×が単射ならば

NK(b)/K(c)ΘE,a(Q) =





ΘE,a([`]Q)1−σ−1
l l - cのとき,

ΘE,a([`]Q) l|cのとき

が成り立つ.

証明の概略. (i)は命題1.19(iii) より. (ii)は qをOKの素イデアルとするとき, bが qの冪
でなければ ordq(ΘE,a(Q)) = 0であることを見れば良い. EのWeierstrass modelで整数
係数かつordq(∆E) = 0なるものが取れる.そのとき, R∈Etorsに対して ordq(x(R)) < 0と
R∈E[q∞]は同値となることを用いて, ordq(x(Q)−x(P))= min(ordq(x(Q)),ordq(x(P)))≤
0が言える. これが実際に負になるのは bが qの冪のときか, P∈ E[q∞]∩E[a]のとき.

後者はそのような Pを動かすことで ordq(α−12)とキャンセルする. (iii) は E[b]への
Galois作用より, (iv)は (iii) と distribution relation([deS, II.2.3])より.

この定理により,関数 ΘE,aを用いて Kのアーベル拡大体上の単数が得られた. この
ように作られる単数を楕円単数と呼ぶ.

定義 2.7. F を Kのアーベル拡大とするとき,楕円単数たちで生成される群

C′(F) := 〈NFK(b)/F(ΘE,a(Q))σ−1 | a,b,Qは上のもの,σ ∈Gal(F/K)〉

と F に含まれる 1の冪根の群 µ∞(F)の積

C(F) := µ∞(F)C′(F)

は F の単数群の Z[Gal(F/K)]-submoduleとなる.このC(F)を F の楕円単数群と呼ぶ.
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更に,円単数と同様に楕円単数からも Euler系が作られ,岩澤主予想の証明や p進 L

関数の構成に使われる.

F を K のアーベル拡大で F ⊃ K(1)かつ p - [F : K]なるものとする. 6と素な OK の
素イデアル aと pの冪Mを取る. aと素な素イデアル lで F/Kで完全分解かつNl≡ 1

(mod M)となるようなものに対し, FK(l)に含まれる F のM次巡回拡大で, l上の素点
のみ分岐 (それらは完全分岐)するような拡大を F(l)と表す. nを上の条件を満たす相
異なる素イデアル lの積とし, F(n)は F(l)たちの合成体とする.

定義 2.8 (楕円単数のEuler系, [Rub3, §1]). bを aと素なイデアルでO×K → (OK/b)×が
単射になるようなものとする.そのとき,上のような nで abと素なものに対し

α(n) := NFK(bn)/F(n)
(
ΘE,a(Qn)

) ∈ F(n)

と定める. ただしQnは E[bn]の生成元で, n = ln′のとき自然な写像 E[bn] ³ E[bn′]に
よる像がQn′ となるようなもの.

定理 2.6(ii)より, n 6= OKならα(n)はF(n)の単数となり,同 (iv)よりEuler系の norm

propertyが確かめられる.

2.3 岩澤主予想

FをKの有限次アーベル拡大で p - [F : K]を満たすものとし, K∞でGal(K∞/K)がZr
p

(r = 1または 2)と同型になるような KのGalois拡大を表す.更に F∞ = FK∞とし,

∆ = Gal(F/K), Γ = Gal(K∞/K)∼= Gal(F∞/F)∼= Zr
p, G = Gal(F∞/K)∼= ∆×Γ

と置く.そのとき完備群環Λ :=Zp[[Γ]]はZp係数の r変数形式的冪級数環と同型となる.

∆の指標 χ : ∆→Qp
×
に対し, Zpに χの像を添加した環をZp[χ]と書き, Λχ :=Zp[χ][[Γ]]

とする.

定義 2.9. X(F∞) (resp.Xp(F∞))を F∞の不分岐 (resp.pの外不分岐)最大アーベル p拡大
のGalois群とする.

定義 2.10. F∞/F の中間体 F ′で [F ′ : F ] < ∞なるものに対し, pの上にある全ての素イ
デアル vに対する主単数群U(F ′v)の直積をUp(F ′) = ∏v|pU(F ′v)とする.また F ′の単数
群O×F ′ および楕円単数群C(F ′)とUp(F ′)との (∏v|p F ′v

×における)共通部分の閉包をそ
れぞれ Ep(F ′), Cp(F ′)と書く.それらのノルムに関する逆極限をそれぞれ

Up(F∞) := lim←−
F ′

Up(F ′), Ep(F∞) := lim←−
F ′

Ep(F ′), Cp(F∞) := lim←−
F ′

Cp(F ′)

と置く.

これら X(F∞), Xp(F∞), Up(F∞), Ep(F∞), Cp(F∞)はアーベル体のときと同様に,全て有
限生成 Λ加群とみなせる.更に類体論から

1→ Ep(F∞)/Cp(F∞)→Up(F∞)/Cp(F∞)→ Xp(F∞)→ X(F∞)→ 1 (2)

という Λ加群の完全列が得られる.
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命題 2.11. X(F∞)と Ep(F∞)/Cp(F∞)は Λ-torsionである. Xp(F∞)とUp(F∞)/Cp(F∞)は
p 6= p∗のとき Λ-torsion.

これらの torsionΛ加群の特性イデアルの関係を予想するのが今の場合の岩澤主予想
である. (Γ ∼= Z2

pの場合にも, pseudo-nullΛ加群を適切に定義することにより,構造定
理や elementary module,特性イデアル等が考えられる. 伊藤氏の稿の Appendix参照.)

torsionΛ加群Mの特性イデアルを charΛ(M)と表す (charΛχ(M
χ)も同様).

予想 2.12 (岩澤主予想). χを ∆の指標とするとき,次が成り立つ.

(i) charΛχ(X(F∞)χ) = charΛχ(Ep(F∞)χ/Cp(F∞)χ).

(ii) p 6= p∗のとき charΛχ(Xp(F∞)χ) = charΛχ(Up(F∞)χ/Cp(F∞)χ).

この予想は p 6= p∗でK∞ = K(p)
∞ のとき「1変数主予想 (one-variable main conjecture)」

と呼ばれ, K∞ = K(2)
∞ のとき「2変数主予想 (two-variable main conjecture)」と呼ばれる.

また (i) と (ii) はそれぞれ, 尾崎氏の稿での有理数体上の場合の岩澤主予想の定式化
(III) と (II) に対応するものである. p 6= p∗のときには完全列 (2)により, 2つの定式化
(i) と (ii) は同値となる.

アーベル体での岩澤主予想はMazurとWilesによって解決された後, Thaine, Kolyvagin

の仕事を受けて, Rubinが円単数のEuler系を利用した別証明を与えた. Rubinはその直
後に,虚 2次体のアーベル拡大とその上の楕円単数に同じ方法を適用し,次を証明した.

定理 2.13 (Rubin [Rub3], [Rub4]). p 6= p∗または ∆の指標 χの pの分解群への制限が
自明でなければ予想 2.12は正しい,つまり charΛχ(X(F∞)χ) = charΛχ(Ep(F∞)χ/Cp(F∞)χ)
が成り立つ.

注. [Rub3]では F ⊃ K(1)という仮定がつけられており,特に (p - [F : K]なので) Kの類数が p
で割れる場合は除外されていたことになる. その仮定を外す方法は [Rub4] にまとめられてい
る. (p - [F : K]という仮定はそのまま.)

この定理はアーベル体の場合と同様に,楕円単数の Euler系を用いて charΛχ(X(F∞)χ)
が charΛχ(Ep(F∞)χ/Cp(F∞)χ)を含むことを示し,解析的類数公式などを用いてそれを等
号にするという方針で証明される.アーベル体の場合の Ferrero-Washingtonの結果 (田
谷氏の稿)に対応する µ不変量に関する結果 (Gillard, Schneps)や, Zp拡大と Z2

p拡大を
行き来するような議論も用いられる.詳細は [Rub3]やアーベル体の場合の青木氏の講
演を参照して頂きたい.

2.4 p進 L関数

p 6= p∗とする.アーベル体の場合に円単数と Kubota-Leopoldtの p進 L関数が結びつ
いていた (都地氏の稿)ように,楕円単数と p進 L関数も結びつけることができ,主予想
もそれを使って定式化することができる. ここでは 2変数 p進 L関数に関する結果の
みを簡単に述べる.詳しくは [CW2], [Katz], [Yag], [deS]などを参照.
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Cpで Qpの完備化を, Ẑur
p で Qpの最大不分岐拡大の完備化の整数環を表す. fを p

と素な OK のイデアルとする. conductorが fp∞を割る Hecke指標 ε : A×K/K×→ C×に
対して p進Galois指標Gal(K(fp∞)/K)→C×p を定めることができるが ([deS, II.1.1]参
照),それも同じ εで表す. (ただし infinity typeが (k,0)の指標がGal(K(fp∞)/K)からの
指標と対応するように, Qの Cpへの埋め込みを取る.) Galois指標 εは自然に準同型
Zp[[Gal(K(fp∞)/K)]]→ Cpなどを導くがそれも εと書く.

定理 2.14 ([deS, II.4.16]). 次の条件を満たす Lp,f ∈ Ẑur
p [[Gal(K(fp∞)/K)]]が存在する:

conductorが fp∞を割り, infinity type(k, j)が 0≤ j <−kであるような任意のHecke指
標 εに対し,

Ωk− j
p ε(Lp,f) = Ωk− j

( 2π√
dK

) j
G(ε−1)

(
1− ε−1(p)

p

)
L∞,fp∗(ε,0)

が成り立つ. ただし, L∞,fp∗(ε,s)は εの L関数 L(ε,s)から fp∗ の Euler因子を除き, 適
切な Γ因子を掛けたもの ([deS, II.1.1]), (Ω,Ωp) ∈ C×Cpは複素周期と p進周期の組
([deS, II.4.4]). −dK は Kの基本判別式であり, G(ε−1)は “Gauss和” ([ deS, II.4.14]).

F を p - [F : K]なる Kのアーベル拡大で, conductorの pと素な部分が fとなるもの,

χを ∆ = Gal(F/K)の指標とする. Zp[Gal(K(fp)/K)] → Zp[∆]
χ−→ Zp[χ]が誘導する射

Ẑur
p [[Gal(K(fp∞)/K)]]→ Ẑur

p [χ][[Γ]]を χ̃と書く. F∞ = FK(2)
∞ , Γ = Gal(F∞/F)とする.

定理 2.15 (Yager [Yag], de Shalit [deS]). charΛχ(Up(F∞)χ/Cp(F∞)χ)Ẑur
p [χ][[Γ]]は L

χ
p :=

χ̃(Lp,f)により生成される.

これにより定理 2.13は次のように書き換えられる.

系 2.16.定理 2.13の条件を満たす χに対し, charΛχ(Xp(F∞)χ)Ẑur
p [χ][[Γ]] = (Lχ

p).

2.5 反円分主予想について

Rubinは円単数や楕円単数の Euler系を使った岩澤主予想の証明を与えたが,アーベ
ル体の場合にはMazur-Wilesによる保型形式を利用し,円単数の Euler系は使わない証
明があった. (そもそもそちらが先だった.)その方法は肥田理論を使う形になって, Wiles

による一般の総実体上のアーベル拡大での主予想の証明にも使われたのであった. (栗
原氏の稿を参照.)

虚 2次体上の場合も,反円分Zp拡大K−
∞ /Kに関する岩澤主予想については, Euler系

の議論を使わない証明法が Tilouineにより与えられている ([Til ], [MaTi]). 更に,その方
法は一般の CM体 (総実体の虚 2次拡大)にも適用することができ,その場合にも反円
分的拡大の主予想がいくつかの仮定の下で解決されたようである ([HiTi ], [Hid]参照).

その場合には円単数,楕円単数のような Euler系は見つかっておらず,主予想は p進 L

関数を用いた定式化が用いられる.
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3 主予想の応用

この節では拡張された岩澤理論,特に虚 2次体の岩澤主予想が (CMを持つ)楕円曲
線の数論,特に Birch, Swinnerton-Dyer予想とどのように関連するかを見る.

3.1 Selmer群と Tate-Shafarevich群

まず楕円曲線の Selmer群と Tate-Shafarevich群の定義を見る. ここでは F を任意の
(有限次と限らない)代数体とし, Eを F 上定義された楕円曲線とする. Eは虚数乗法を
持つとは仮定しないが, Oを Zまたは虚 2次体の整数環とし, EndF(E)∼= Oとする. ま
た [ ] : O

∼−−→ EndF(E)を定義 1.16の同型とする.

Selmer群は楕円曲線とその上の自己準同型 (もしくは一般に 2つの楕円曲線の間の
isogeny)に付随して定義される.

定義 3.1. α ∈ Oに対し, E/F の α-Selmer群 Selα(E/F)を

Selα(E/F) :=
(

H1(F,E[α])−→∏
v

H1(Fv,E[α])/
(
E(Fv)/[α]E(Fv)

))

と定める.ただし vは F の全ての素点を走り, Fvは F の vに関する完備化を表す.

上の定義で E(Fv)/[α]E(Fv)はGal(Fv/Fv)加群としての完全列

0−→ E[α]−→ E(Fv)
[α]−−→ E(Fv)−→ 0

の cohomologyを取ることで得られる完全列

0−→ E(Fv)/[α]E(Fv)−→ H1(Fv,E[α])−→ H1(Fv,E(Fv))[α]−→ 0

により H1(Fv,E[α])の部分群とみなしている. 同様に E(F)/[α]E(F)を H1(F,E[α])の
部分群とみなすことができるが,そのときE(F)/[α]E(F)⊂ Selα(E/F)であることは容
易にわかる.その商をX(E/F)[α]と書くことにする.

α,β∈OとするとE[α]⊂E[αβ]なので,自然な写像H1(F,E[α])→H1(F,E[αβ])が誘導
される.そのときSelα(E/F)の像はSelαβ(E/F)に含まれ,X(E/F)[α]→X(E/F)[αβ]
は単射となる.

定義 3.2. α ∈ Oに対し,

Selα∞(E/F) := lim−→
i

Selαi (E/F) X(E/F)[α∞] :=
[

i

X(E/F)[αi ]

Sel(E/F) := lim−→
n

Seln(E/F) X(E/F) :=
[

n

X(E/F)[n]

と定める. X(E/F)を楕円曲線 Eの F 上の Tate-Shafarevich群と呼ぶ.

注. Tate-Shafarevich群の持つ意味については [Sil1, Chap.X]などを見よ.
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定義 3.3.イデアル a⊂ Oに対し, ak = αOとなる k∈ N, α ∈ Oを取って

Sela∞(E/F) := Selα∞(E/F), X(E/F)[a∞] :=X(E/F)[α∞]

と書く. (k,αの取り方によらない.)

定義より明らかなように

0−→ E(F)⊗ZQp/Zp −→ Selp∞(E/F)−→X(E/F)[p∞]−→ 0

などといった完全列が存在する. また, lim−→i
H1(F,E[αi ])は自然に H1(F,E[α∞])と一致

するので, Selα∞(E/F)をその部分群と見なすことが出来る.

Selmer群の大きさに関しては,次が知られている ([Sil1, Chap.X]など参照).

命題 3.4. F が有限次代数体のとき,任意の α ∈ Oに対して Selα(E/F)は有限アーベル
群. pが素数ならば Selp∞(E/F)の Pontryagin dualは Zp上有限生成.

また, Tate-Shafarevich群に関しては次が予想されている.

予想 3.5. F が有限次代数体のときX(E/F)は有限アーベル群.

強い形のBirch, Swinnerton-Dyer予想 (予想1.13(ii))は, EのL関数の s= 1でのTaylor

展開の leading termがX(E/Q)の位数などの量を使って書けるという予想であるが,

予想 3.5は F =Qの場合でも一般には解決されていない.

3.2 楕円曲線の岩澤理論

岩澤理論では,代数体のイデアル類群が Zp拡大と呼ばれる代数体の拡大でどのよう
に変化するかや,その変化と p進 L関数との関係などが研究の対象であったが,イデア
ル類群だけでなく,より一般の数論的対象を問題とする岩澤理論の一般化が存在する
(詳しくは八森氏の稿). その出発点となったのが, Mazurによる楕円曲線に対する一般
化である (1970年頃). Mazurはイデアル類群の代わりに楕円曲線や高次元のアーベル
多様体の Selmer群を考え,その Zp拡大での振る舞いを考察し, L関数との関連などの
予想や問題を提案した.ここでは,そのMazurに始まる楕円曲線の岩澤理論に関する結
果や予想の一部を簡単に述べる.詳しくは [Maz1], [Man], [Kur1], [Gre2]などを見よ.

F を有限次代数体, Eを F 上の楕円曲線とする. ここでは簡単のため Eは素数 pの
上にある全ての素点で good reductionを持つと仮定する. F∞/F を Zp拡大とするとき,

Eの Selmer群 Selp∞(E/F∞)にはGalois群 Γ = Gal(F∞/F)が自然に作用する.その作用
は (Selp∞(E/F∞)を離散アーベル群と思って)連続であるので, Pontryagin dual

Xp(E/F∞) := HomZp(Selp∞(E/F∞),Qp/Zp)

は compactΛ 加群とみなせる. ただし Λ は完備群環 Zp[[Γ]]. 中山の補題を使って
Xp(E/F∞) が Λ 上有限生成であることが確かめられる. そのときまず問題になるの
が Xp(E/F∞)はいつ torsionΛ加群となるかであるが,次の結果が知られている.
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命題 3.6. Eが F∞/F で分岐する F のある素点で supersingular reductionを持つならば,

Xp(E/F∞)は Λ-torsionではない.

以下では次の条件を仮定する.

(Ord) Eは pの上にある F の全ての素点で good ordinary reductionを持つ.

この条件の下でもXp(E/F∞)は必ずしもΛ-torsionであるとは限らないが (定理 3.17,

定理 4.4参照),少なくとも次は予想されている.

予想 3.7 (Mazur). F∞/F が円分 Zp拡大であれば, (Ord)の下で Xp(E/F∞)は Λ-torsion

となる.

(Ord)の下ではイデアル類群のときと同様に, Zp拡大 F∞/F での Selmer群の振る舞
いと Xp(E/F∞)の Λ加群としての構造が密接に関係している.それを示す次の定理は,

Mazurの control theoremと呼ばれる.

定理 3.8 (Mazur). (Ord)の下,自然な制限写像

Selp∞(E/Fn)−→ Selp∞(E/F∞)Γn

の kernel, cokernelはともに有限であり, それらの位数は有界. ただし, Fnは F∞/F の
n-th layer,Γn = Gal(F∞/Fn).

証明方針. Selmer群の定義から,大域および局所 cohomology群の制限写像での kernel

や cokernelがわかれば良い.問題になるのは p上の局所 cohomology群の kernelで,そ
こは楕円曲線に付随する形式群の universal normを調べるなどして求められる.詳細は
[Gre2], [Gre3]等参照.

これにより, Xp(E/F∞)の Λ-torsion性に関する一つの十分条件や,岩澤類数公式 (藤
井氏の稿)の類似が得られる.

系 3.9. Selp∞(E/F)は有限, つまり E(F)とX(E/F)[p∞]はともに有限であるとする.

そのとき, (Ord)の下,任意の Zp拡大 F∞/F で Xp(E/F∞)は Λ-torsion.

系 3.10.任意の nでX(E/Fn)[p∞]は有限であると仮定する. そのとき (Ord)の下で次
が成り立つ.

(i) E(F∞)は有限生成アーベル群 ⇐⇒ Xp(E/F∞)はΛ-torsionかつE(F∞)[p∞]は有限.

(ii) (i) の条件が成立するとき,ある ν ∈ Zが存在して,

#X(E/Fn)[p∞] = pλn+µpn+ν (n :十分大)

が成立する.ただし λ = λ(Xp(E/F∞))− rankZE(F∞), µ= µ(Xp(E/F∞)).

注. 定理 3.8の kernel, cokernelの位数は十分大きな nで一定になる.
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更にMazurはXp(E/F∞)が Λ-torsionになるとき,その特性イデアルの生成元は楕円
曲線の L関数の特殊値の p進的な振る舞い (p進 L関数)と関係するであろうという,

岩澤主予想の一般化も提案した. F =Qの場合には p進 L関数が次のように構成され
ている.

定理 3.11 ([MaSw], [MTT ]). (Ord)を満たす Q上の楕円曲線 E に対し, 次のような
LE,p ∈ Λ⊗ZpQpが存在する: 位数 pnのGal(Q∞/Q)の任意の指標 φに対し

φ(LE,p) =





(1−α−1)2 L(E,1)
ΩE

n = 0のとき,

α−n−1pn+1G(φ)−1 L(E,φ,1)
ΩE

n≥ 1のとき

が成り立つ.ただし, α ∈ Z×p は x2−apx+ pの根で p進単数の方. L(E,φ,s)は Eの L関
数を Dirichlet指標 φでひねったもの. G(φ)はGauss和で, ΩEは予想 1.13のもの.

予想 3.12 (楕円曲線の岩澤主予想). LE,pは Λに含まれ, torsionΛ加群 Xp(E/Q∞)の特
性イデアル charΛ(Xp(E/Q∞))を生成する.

最後に, E/Qが pで supersingular reductionを持つ場合に触れておく. その場合には
Selmer群の Pontryagin dualは Λ-torsionとならず (命題 3.6), p進 L関数も構成されて
はいるが Λ⊗ZpQpに含まれないので,主予想を予想 3.12の形では定式化できない.し
かし最近, p進 L関数をうまく分解することにより Λの元が取り出せることを Pollack

が示し ([Pol]), それに対応するような dualが Λ-torsionである Selmer群の部分加群も
小林によって構成された ([Kob]). [Kob] では,それらの間に予想 3.12のような関係が
成り立つとして,主予想が定式化されている.系 3.10に対応する, Tate-Shafarevich群の
位数の振る舞いに関しては [Kur1]を見よ (ordinaryの場合とは大きく異なる).

3.3 CM楕円曲線の場合

EをQ上の楕円曲線で,虚 2次体 Kに対し EndK(E)∼= OK となるようなものとする.

( jE ∈Qなので命題 1.19(i)よりKの類数は 1となる.)このようなCM楕円曲線の場合
には,Zp拡大K∞/K上でのSelmer群の dualXp(E/K∞)のΛ加群としての構造を, Rubin

の定理 2.13を使って調べることが出来る.

p≥ 5とし, E は pで good ordinary reductionを持つとする. そのとき pは OK で
pOK = pp∗ (p 6= p∗) と分解することがわかる. F = K(E[p]), F(2)

∞ = K(E[p∞])と置く
と,命題 2.4により F(2)

∞ = FK(2)
∞ となる. Gal(K/F(2)

∞ )は E[p∞]に自明に作用するので
Selp∞(E/F(2)

∞ )は Hom(Gal(K/F(2)
∞ ),E[p∞])の部分群とみなせるが,更に次がわかる.

命題 3.13. Gal(F(2)
∞ /F)∼= Gal(K(2)

∞ /K)∼= Z2
pの作用も込めた canonicalな同型

Selp∞(E/F(2)
∞ )∼= Hom(Xp(F(2)

∞ ),E[p∞]), Selp∞(E/K(2)
∞ )∼= Hom(Xp(F(2)

∞ )χp ,E[p∞])

が存在する.ただし χpはGal(F/K)のE[p]への作用により定まる指標, Xp(F
(2)

∞ )はF(2)
∞

上の pの外不分岐最大アーベル p拡大のGalois群.
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略証. F(E[p∞])/F では pしか分岐しないので, 命題 1.19(iv) より E は F の全ての素

点で good reductionを持つ. それにより Selp∞(E/F(2)
∞ ) ⊂ Hom(Xp(F

(2)
∞ ),E[p∞])がわか

る.一方, vを F(2)
∞ の p上の素点とするときH1(F(2)

∞,v,E(Kp))[p∞] = 0が Tate local duality

と極限操作で得られ, 逆向きの包含関係が示せる. (詳細は [Per2, Chap.II], [Rub1, §2]

参照.) また Gal(F/K) ⊂ (O/pO)× であるから p - [F : K]となるので, Selp∞(E/K(2)
∞ ) ∼=

Selp∞(E/F(2)
∞ )Gal(F/K)となり,後者の同型も得られる.

この命題により,虚 2次体の岩澤主予想 (定理 2.13)は以下のように言い換えられる.

Γ(2) = Gal(K(2)
∞ /K), Λ(2) = Zp[[Γ(2)]]と置き, κE,p : Γ(2) → 1+ pZp⊂ Z×p を Γ(2)の E[p∞]

への作用により定まる指標とする.

定理 3.14 (Rubin). Selp∞(E/K(2)
∞ )の Pontryagin dualを Xp(E/K(2)

∞ )と書くとき,

charΛ(2)(Xp(E/K(2)
∞ )) = charΛ(2)

(
(Up(F∞)/Cp(F∞))χp ⊗Zp HomZp(E[p∞],Qp/Zp)

)
.

特に Xp(E/K(2)
∞ )は Λ(2)-torsionであり charΛ(2)(Xp(E/K(2)

∞ ))Ẑur
p [[Γ(2)]] = (ιp(L

χp
p )).ただ

し ιpは γ 7→ κE,p(γ)γなる変数変換.

p∗に対しても同様の結果が得られるが, p 6= p∗のときには

Xp(E/K(2)
∞ )∼= Xp(E/K(2)

∞ )⊕Xp∗(E/K(2)
∞ )

となるので, Xp(E/K(2)
∞ )もΛ(2)-torsionで特性イデアルはL

(2)
E := ιp(L

χp
p )ιp∗(L

χp∗
p∗ )によ

り生成される.この結果を特殊化することで, Zp拡大 K∞/K上の Selmer群の構造や (p

進) L関数との関係が調べられる. Γ = Gal(K∞/K), Λ = Zp[[Γ]]とし, sp :Λ(2) → Λを自
然な射 Γ(2) → Γが導く準同型とする.

系 3.15. K∞ 6= K(p)
∞ ,K(p∗)

∞ のとき charΛ(Xp(E/K∞))は sp(L(2)
E )により生成される. 特に

Xp(E/K∞)が Λ-torsionとなるのは sp(L(2)
E ) 6= 0のとき.

注. K∞ = K(p)
∞ のときには, 命題 3.13や定理 3.14が K(p)

∞ 上で成り立つので, Xp(E/K(p)
∞ ) は

Λ-torsionであり,その特性イデアルは 1変数 p進 L関数と関係する.

理由. 仮定の下, 制限射 Selp∞(E/K∞)→ Selp∞(E/K(2)
∞ )Gal(K(2)

∞ /K∞) は同型であり ([Per2,

Lem.9, Prop.12]),Xp(E/K(2)
∞ )は自明でないpseudo-nullΛ(2)部分加群を持たない ([Rub3,

Thm.5.3, Lem.11.14]). [Rub3, Lem.6.2]を参照.

K∞ = K+
∞ ,つまり K∞/Kが円分 Zp拡大の場合にこの議論を適用すると, §3.2の予想

が CM楕円曲線の時に正しいことが示される.

定理 3.16 ([Rub3, §12]). 上の状況の下で予想 3.7, 3.12は正しい. つまり Xp(E/Q∞)は
Zp[[Gal(Q∞/Q)]]-torsionであり,その特性イデアルは LE,pにより生成される.

証明方針. pは K で分解していることより, Xp(E/Q∞)と Xp(E/K+
∞ )が Λ加群として

同型であることがわかる. Xp(E/K+
∞ )の特性イデアルは sp(ιp(L

χp
p ))で生成されるが,

それはLE,pと単数倍のずれを除いて一致することが定理 2.14の式より確かめられる.

LE,p 6= 0なので ([Roh]),主張を得る.
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一方,反円分 Zp拡大 K−
∞ /Kの場合には, Xp(E/K−

∞ )は Λ-torsionとは限らない.

定理 3.17 (Greenberg, [Gre1]). 予想 1.10にある関数等式の符号 wE が −1のとき,

Xp(E/K−
∞ )は Λ-torsionではない.

理由. 関数等式からGal(K−
∞ /K)の有限位数指標 ρに対して L(E,ρ,1) = 0となる.

この反円分 Zp拡大の場合でも, [AgHo] などではXp(E/K−
∞ )の torsion部分と p進 L

関数との関係が考察されている.

最後にEが pで good supersingular reductionを持つ場合について.この場合には全て
の Zp拡大 K∞/Kで Xp(E/K∞)は Λ-torsionではない (命題 3.6, CMのときは pが K/Q
で不分解でXp(F

(2)
∞ )がΛ(2)-torsionとならないことからも従う)が,円分Zp拡大に対し

ては,小林の Selmer群の dualが Λ-torsionになり,その特性イデアルが Pollackの p進
L関数で生成されると予想されていた. [PoRu]では定理 2.13からその予想が従うこと
が示されている.

3.4 Birch, Swinnerton-Dyer予想への応用

引き続き EはQ上の楕円曲線で EndQ(E)が (類数 1の)虚 2次体 Kの整数環と同型
になるようなものとする.この設定の下で, CoatesとWilesは次を示した.

定理 3.18 (Coates-Wiles [CW1]). E(Q)が無限群であれば L(E,1) = 0.

対偶を取ると L(E,1) 6= 0ならば E(Q)は有限 (rankZE(Q) = 0)となり,その場合に
Birch, Swinnerton-Dyer予想 (予想1.13(i))が正しいということになる.この結果はBirch,

Swinnerton-Dyer予想に対する初めての理論的な結果であるが, [CW1] の Introduction

には,この結果が岩澤理論的な考え方 (spirit of Iwasawa)に基づいて証明されると書か
れており,岩澤理論の立場からも重要な結果であった. 実際その証明には,楕円単数と
L関数との関係など,後の Rubinの結果 (定理 2.13)の証明とも関係する道具や手法が
広く用いられている. ここでは逆に,定理 2.13の方から定理 3.18やその拡張がどのよ
うに導かれるかを見る.

Eがgood ordinary reductionを持つような素数 p≥ 5を一つ取る (必ず存在する).その
とき, control theorem (定理 3.8)により Selp∞(E/Q∞)Γが有限であることと Selp∞(E/Q)
が有限であること,つまり E(Q)とX(E/Q)[p∞]がともに有限になることは同値であ
る.一般に torsionΛ加群に対し,構造定理から次がわかる.

補題 3.19. Mを有限生成 torsionΛ加群, f ∈ Λを charΛ(M)の生成元とする.

(i) ϕ0 : Λ → Zpを augmentation mapとし, MΓ でMの Γ-coinvariantを表す. そのと
き ϕ0( f ) 6= 0 ⇐⇒ MΓは有限.

(ii) ϕ0( f ) 6= 0のとき #(MΓ)∼ ϕ0( f ). (∼は p進付値が等しいという意味.)

注. Λと Zp[[T]]を同一視するとき, MΓ ∼= M/TM, ϕ0( f ) = f (0)である.
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定理 3.16により, Xp(E/Q∞)の特性イデアルは E/Qの p進 L関数 LE,pで生成され
る. Selp∞(E/Q∞)Γは Xp(E/Q∞)Γの Pontryagin dualであるから, Selp∞(E/Q)が有限と
なるのはちょうど ϕ0(LE,p) 6= 0となるときである. 更に Selp∞(E/Q)と Selp∞(E/Q∞)Γ

の位数のずれも正確に調べることで次がわかる.

系 3.20 (Rubin). Eが pで good ordinary reductionを持つとする.

(i) L(E,1) 6= 0ならば E(Q)とX(E/Q)[p∞]はともに有限であり,

L(E,1)
ΩE

∼ #X(E/Q)[p∞]∏l cl

(#E(Q)[p∞])2 (3)

が成り立つ.ただし, cl は予想 1.13のもの.

(ii) L(E,1) = 0ならば E(Q)かX(E/Q)[p∞]のいずれかは無限.

略証. LE,pの定義により ϕ0(LE,p) = (1−α−1)2 L(E,1)
ΩE

. (1−α−1)∼ #Ẽp(Fp)より α 6= 1

なので,上の説明により (i)の有限性と (ii) が従う. (i)の後半は,定理 3.8の証明を詳し
く見ることで,

#Selp∞(E/Q)∼ #(Selp∞(E/Q∞)Γ)(#E(Q)[p∞])2

(#Ẽp(Fp))2 ∏l cl

となることより ([Gre2, §4]参照).

注. [Rub3] では Q∞/Qではなく Zp拡大 K(p)
∞ /K を利用して証明している.

系 3.20の (i)の最初の主張がCoates-Wilesによる定理 3.18であるが,岩澤主予想を認
めるとL(E,1) 6= 0のときにX(E/Q)[p∞]の有限性と強い形のBirch, Swinnerton-Dyer予
想 (予想 1.13(ii))の p部分まで示すことができるのである. (その場合のX(E/Q)[p∞]の
有限性は, Rubinが主予想の証明より前にThaineの結果を拡張して示していた. [Rub2])

また, X(E/Q)はいつでも有限であろうと予想されているので (予想 3.5), 系 3.20の
(ii) は定理 3.18の逆にあたる結果である.これはwE =−1の場合には,主予想の証明よ
り前にGreenberg [Gre1]によって示されていた (定理 3.17と定理 3.8から従う.)

もし式 (3)を全ての pで示すことができれば, CMを持つ楕円曲線Eに対してL(E,1) 6=
0の下でX(E/Q)の有限性と Birch, Swinnerton-Dyer予想が確かめられたことになる
のだが,系 3.20では Eが pで good ordinary reductionを持つと仮定していたので,密度
1
2 の素数 pに対してしか示すことができない.しかし Rubinは Eが pで good ordinary

reductionを持たない場合にも,上の系と同様の結果を証明している ([Rub3, Thm.11.18],

[PoRu]参照). それにより, p = 2などを除くほとんど全ての素数で (3)がわかる. 更に
ある種の楕円曲線の族に対しては,有限個の例外の素数の部分を別に処理することで
X(E/Q)の有限性と強い形の Birch, Swinnerton-Dyer予想が成り立つことも確かめら
れている.

3.5 p進Birch, Swinnerton-Dyer予想との関連

系 3.20で L(E,1) 6= 0の場合に Birch, Swinnerton-Dyer予想の p部分が主予想から導
かれることを見たが,もともと主予想は p進 L関数と Selmer群の関係を与えるものな
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ので, p進の Birch, Swinnerton-Dyer予想というものを考える方が自然で,より強い結
果が得られる.

まず EをQ上の (CMとは限らない)楕円曲線で, p≥ 5で good ordinary reductionを
持つようなものとする. κ : Γ = Gal(Q∞/Q)∼= Gal(Q(µp∞)/Q(µp))→ 1+ pZp⊂ Z×p を 1

の p冪根への作用により得られる指標 (円分指標)とする.

定義 3.21. Zp上の関数 Lp(E,s)を Lp(E,s) := κs−1(LE,p)と定める.ただしLE,p ∈ Λは
定理 3.11のもの.

この p進 L関数 Lp(E,s)に対して, Birch, Swinnerton-Dyer予想と同様の予想が成り
立つであろうというのが,次の p進 Birch, Swinnerton-Dyer予想である.

予想 3.22 (p進 Birch, Swinnerton-Dyer予想). (i) rankZE(Q) = ords=1Lp(E,s).

(ii) r = rankZE(Q)とするとき,次の等式が成り立つ:

lim
s→1

(s−1)−rLp(E,s)∼ #X(E/Q)[p∞]Rp(E/Q)(#Ẽp(Fp))2 ∏l cl

(#E(Q)[p∞])2 .

ただし, Rp(E/Q)は (円分Zp拡大に対応する) p進 height pairing〈 , 〉E,p : E(Q)×
E(Q)→Qp から, R(E/Q)と同様に定義される p-adic regulator ([Sch] 等参照).

注. 予想の (i) を認めると (ii) の式の左辺は 0ではないので, (ii) は特に Rp(E/Q) 6= 0も含んで
いるのであるが,一般にはそれもまだわかっていない.

注. Eが pで split multiplicative reductionを持つ場合には, Lp(E,s)は s= 1に「自明な零点」
を持つので,予想を修正する必要がある. [MTT] 参照.

定理 3.16と定理 3.8により,次は容易にわかる.

命題 3.23. E/Qが CMのとき

rankZE(Q)≤ rankZE(Q)+corankZpX(E/Q)[p∞]≤ ords=1Lp(E,s) (4)

が成り立つ.ただし corankZp は Pontryagin dualの Zp-rankを表す.

実際,式 (4)の左側の不等式は自明であり (等号成立はX(E/Q)[p∞]が有限のとき),

右側の不等式は中央の項が定理 3.8により Xp(E/Q∞)Γの Zp-rankに等しいことと, Λ
加群の構造定理から従う.注意すべきことは, torsionΛ加群Mの特性イデアルがわかっ
ていても,それだけではMΓの Zp-rankは上から評価することしかできないということ
である. (例えば γを Γの位相的生成元とするとき, Λ/(γ−1)2Λと (Λ/(γ−1)Λ)⊕2の特
性イデアルは等しいが,それらの Γ-coinvariantのZp-rankは 1および 2と異なる.)今の
場合も,定理 3.16によってXp(E/Q∞)の特性イデアルはわかっているが, (4)の右側の
不等式を等式にするにはΛ加群としての構造がもう少しわかる必要がある. p進 height

pairing〈 , 〉E,pの非退化性を仮定すれば,より強い結果を得られる ([Sch], [Per1] 参照).

定理 3.24. Eは CM, X(E/Q)[p∞]は有限であり, 〈 , 〉E,pは非退化であると仮定する.

そのとき (4)は全て等式であり,予想 3.22の主張が成り立つ.
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4 その他の結果

これまで, CMを持つ楕円曲線の Birch, Swinnerton-Dyer予想と虚 2次体上の岩澤主
予想との関係を見てきたが, CMを持たない楕円曲線についても岩澤理論的な手法に
よる結果がいくつか知られている.

4.1 Kolyvaginの結果

Euler系の理論は Kolyvaginにより考え出されたのであるが, その基となったのは
Heegner点と呼ばれる (modularな)楕円曲線の有理点の族を使った, Mordell-Weil群や
Tate-Shafarevich群の有限性に関する結果 ([Kol1])であった.

E/Qを conductorNの楕円曲線とすると, (Eはmodularなので) modular曲線 X0(N)
からEへの全射 ϕが存在する.一方,楕円曲線とその位数Nの巡回部分群の組はX0(N)
上に有理点を定めるが, Nの素因子が全て分解するような虚 2次体 K の整数環 (また
は一般の order)に CMを持つような楕円曲線を考えると,それは Kの Hilbert類体 (ま
たはあるアーベル拡大)上の有理点を定める. (Nが NNと分解するとき, N分点全体
が位数Nの巡回部分群となる.命題 1.19(ii) を見よ.) ϕ : X0(N)→ Eによるそれらの点
の像たちを Heegner点と呼ぶ. その Heegner点は Euler系をなしており,それを使って
Kolyvaginは次を示した ([Kol2], [Gro]参照).

定理 4.1 (Kolyvagin). ords=1L(E,s)≤ 1ならば予想 1.13の (i)は正しい. またそのとき
X(E/Q)は有限.

注. L関数の値などを使ったX(E/Q)の位数の上からの評価もある.

ただし実際にこの定理を示すためには Euler系の議論の他に,楕円曲線の (虚 2次体
上の) L関数の導関数の特殊値とHeegner点の heightとの関係を与えるGross-Zagierの
公式 ([GrZa])や,うまい虚 2次体の存在を保証するための L関数の特殊値に関する結
果も使われる.

4.2 non-CM楕円曲線の岩澤主予想

§3ではCM楕円曲線の場合に,虚2次体の岩澤主予想 (定理2.13)からordinaryな楕円
曲線の主予想 (予想 3.12)が従い,それからCoates-Wilesによる Birch, Swinnerton-Dyer

予想に関する結果 (定理 3.18)や p進 Birch, Swinnerton-Dyer予想に関する結果が得ら
れることを見た. しかし, §3での議論や結果には CMでない場合にも適用できるもの
も多く, 例えば予想 3.12が正しければ, 系 3.20や命題 3.23などは CMでない楕円曲
線に対してもそのまま成り立つ.予想 3.12は今のところまだ完全な解決には至ってい
ないが,加藤はmodular曲線の K群に元を作り,それから楕円曲線の cohomology群に
Euler系を作ることで,次の結果を示した.

定理 4.2 (加藤, [Kato]). E/Qは non-CM楕円曲線で素数 pで good ordinary reduction

を持つとする.そのときXp(E/Q∞)は Λ-torsionであり,その特性イデアルは piLE,pを
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含む (iはある非負整数).

予想 3.12は charΛ(Xp(E/Q∞))とイデアル (LE,p)が等しいというものなので,その
うちの「一方の包含関係」がほぼ示されていることになる. この結果だけでも, §3の
議論で系 3.20(i)の有限性や命題 3.23などを示すことが出来る.

「逆向きの包含関係」についても最近, Skinner, Urbanらにより研究が進んでいるよ
うである.

4.3 Heegner点に関するMazur の予想

EをQ上の conductorNの楕円曲線とし, Kを基本判別式が Nと素であるような虚
2次体とする. (仮定より EndQ(E)⊗ZQ 6= Kとなり, §3.3の状況とは異なる.) Nを Kで
分解する素数からなる因子N+と Kで惰性する素数からなる因子N−の積に分解する.

pは Nを割らない素数とする.

Eが pで good ordinary reductionを持つとき,加藤の定理により円分 Zp拡大 K+
∞ 上

での Eの Selmer群の Pontryagin dualXp(E/K+
∞ )はΛ-torsionとなるが,反円分 Zp拡大

K−
∞ 上では必ずしもΛ-torsionではなく,そのΛ-rankはNの素因子のKでの分解の様子
と関係すると予想されている.

予想 4.3 ([Maz2, §18]参照). Eは pで good ordinary reductionを持つとし, N−は square-

freeとする. N−の素因子の個数を tと置くとき,

rankΛ(Xp(E/K−
∞ )) =

{
0 tは奇数,

1 tは偶数.

更にN− = 1のとき,つまりNの素因子が全てKで分解するときには (Heegner hypoth-

esisと呼ばれる), Xp(E/K−
∞ )の Λ-rank1はHeegner点から来ると予想されている. §4.1

で述べたようにN− = 1のとき, Kのアーベル拡大体上にEの有理点の系列 (Heegner点)

が作られるが,それを使ってK−
∞ /Kの中間体K−

n 上の有理点の norm系列 {Pn ∈ E(K−
n )}

が得られる ([Cor, Intro]参照).この Pnは十分大きな nに対しては位数無限となるであ
ろうというのが, (高次Heegner点に関する) Mazurの予想である ([Maz2, §19]).この予
想は Vatsalと Cornutによって最近解決された.

定理 4.4 (Cornut [Cor], Vatsal [Vat2]). Pn 6∈ E(K−
n )torsとなる n≥ 0が存在する.

系 4.5 ([Maz2], [Ber]). N− = 1のとき E(K−
∞ )⊗ZQp/Zpの Pontryagin dualは Λ-rank1

であり,予想 4.3も正しい.

定理 4.4はNekov́ǎrによるBirch, Swinnerton-Dyer予想での偶奇性に関する次の結果
(parity予想)の証明にも使われている.

定理 4.6 (Nekov́ař, [Nek]). Eが pで good ordinary reductionを持つとき

ords=1L(E,s)≡ corankZp(Selp∞(E/Q)) (mod 2)

である.特にX(E/Q)[p∞]が有限ならば rankZE(Q)と ords=1L(E,s)の偶奇は等しい.
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Xp(E/K−
∞ )が Λ-torsionとなる場合の,特性イデアルと p進 L関数の関係や岩澤 µ不

変量などに関しては [BeDa], [MaRu], [Vat1] 等を見よ.
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