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このサマースクールのテーマである岩澤理論が登場するまで, 円分体の類数を研
究する人はフェルマの問題を解こうとしている人と同一視されていたということ
を藤崎先生から伺いました. ここでいう円分体とは有理数体Qに 1の原始m乗根
ζm = e

2πi
m を附加した体Q(ζm)の部分体である. この話から想像できるように, 円

分体の類数について, 何か理論的なものがあるとは, 誰も思っていなかったわけで
す.

ただ, このような時代にあって, おそらく 1900年頃, Weberは Q(ζ2n+2)の最大
総実部分体Q(cos 2π

2n+2 )の類数 hQ(cos 2π
2n+2 )は, すべての整数 n ≥ 0について, 奇数

であるという定理を証明した ([2]参照). 証明は, Q(cos 2π
2n+2 )/Qのガロア群 G =

Gal(Q(cos 2π
2n+2 )/Q)とQ(cos 2π

2n+2 )のイデアル類群の 2-Sylow部分群Aについて, A

の元でG-不変なものの全体AGが自明であることを示すことが本質的であった.

さて, Q(cos 2π
2n+2 )はQ上 2n次の巡回拡大であり, Q(cos 2π

2n+2 ) ⊆ Q(ζ2n+2)という
関係があり, このWeberの定理は背後に, なにか理論の存在を感じさせる結果であ
る. 今,

Q(ζ2∞)+ =
∞⋃

n=0

Q
(

cos
2π

2n+2

)

とおけば, Q(ζ2∞)+はQ上のガロア拡大となり, そのガロア群は位相群として 2進
整数環 Z2の加法群と同型になる. この拡大Q(ζ2∞)+/Qは人類が最初に出会った
Γ-拡大 (Zp-拡大)であろう.

ここで先回りして Zp-拡大の定義をしておこう.

定義. pを素数とし, 体 kのガロア拡大Kについて, そのガロア群Gal(K/k)

が位相群として p-進整数環 Zpと同型のとき, Kを kのZp-拡大という.

さて, Weberの定理は以下に述べる岩澤の定理が登場するまで, 人から省みられ
ることはなかった.

定理 1.(岩澤 1956) pを素数, kを有限次代数体, Kを kの p巾次巡回拡大と
し, K/kで分岐する素イデアルがただ１つとする. このとき, kの類数 hkが pと素



ならばKの類数 hK も pと素である.

この定理からWeberの定理はすぐに従う. さて, 証明には類体論が使われる. 即
ち, K のイデアル類群の p-Sylow部分群 AK を調べるかわりに, K の最大不分岐
アーベル p-拡大Lのガロア群Gal(L/K)を調べる. 類体論はAKとGal(L/K)が同
型であるという事を示すのに使われる.

さて, pを奇素数とし, k = Q(ζp), kn = Q(ζpn+1)とすると, knは kの pn次巡回
拡大となり, 定理 1を使うと, hkが pと素ならば, すべての整数 n ≥ 0について hkn

が pと素になる. これはWeberの定理の拡張である. ここまでくると, pが hkを割
るとき, hkn がどうなるかを考えるのは自然なことであろう. 即ち, A0 = Akの位
数 #A0が 1でないとき, An = Aknの位数

#Anがどうなるかという問題を考える事
である. この問題についての答えが次の岩澤の類数公式である.

定理 2.(1959) p, Anを上のとおりとするとき, 0以上の整数 λ, µおよび整数
νがあって, 十分大きな nについて

#An = pλn+µpn+ν

が成立する.

knは kの pn次巡回拡大で, kn ⊆ kn+1となるので,

k∞ =
∞⋃

n=0

kn

とおけば, k∞ は kの Zp-拡大となる. 定理 2の証明では k∞/kが Zp-拡大である
ことが本質的である. 即ち, L∞を k∞の最大不分岐アーベル p-拡大とし, X∞ =

Gal(L∞/k∞), Γ = Gal(k∞/k)の位相的生成元を γとする. さらに γの L∞への延
長を γ̃とする. このとき ΓのX∞への作用を

γ(x) = γ̃xγ̃−1 x ∈ X∞

で定める. さらに巾級数環 Λ = Zp[[T ]]について, (1 + T )x = γ(x)により, X∞を
Λ-加群とする.

X∞が有限生成Λ-加群でΛ-torsionであることが藤井氏の解説で示されるが, こ
れに伊藤氏の解説で述べられる有限生成Λ-加群の構造定理をもちいて定理 2は証
明される.

自然な埋め込みによる Anの帰納的極限 A∞ = lim−→Anは, 定理 2の µ = 0のと
き, pと異なる標数の有限体上定義された代数曲線の Jacobian varietyの p-primary



part Jpと代数的に似たものになっている. さらに Jpへのフロベニウス写像の作
用が合同 zeta-関数で記述されていることから, 岩澤はA∞への γの作用が p-進 L

関数で記述されることを予想した. この予想を岩澤の主予想といい, これについて
は尾崎氏の解説があり, Jacobian varietyとの関連については八森氏の解説がある.

いずれも, 主予想はA∞ではなく, ガロア群X∞等を使って述べられている. なお,

この場合には, 田谷氏の解説にもあるように µ = 0は証明されている.

水澤氏の解説では, 山本氏の解説による Stickelberger elementをもちいて p-進L

関数を定義している. この方法で p-進L関数を定義すると, 福田氏の解説にあるよ
うに λ-不変量が具体的に計算できる. 又, 都地氏の解説にあるように, 円単数をも
ちいて p-進 L関数を解釈することもでき, これは, 青木氏の解説にあるように, 岩
澤主予想のオイラー系による証明のとき重要な役割を演じる. 岩澤主予想の証明
は, 栗原氏の解説にあるように保型表現をもちいる方法もあり, これは総実代数体
上の円分 Zp-拡大の caseでは非常に有効である.

さて, 整数D 6= 0に対して, 実数Ωをとり, 格子 L = ZΩ + ZΩ
√−1に付随した

Weierstrassの楕円関数

P(z; L) =
1

z2
+

∑

06=ω∈L

(
1

(z − ω)2
− 1

z2

)

を考えると
P′(z; L)2 = 4P(z; L)3 − 4DP(z; L)

となる. これによりC/Lから楕円曲線E : y2 = x3 −Dxへの同型写像

z + L 7→ (P(z; L), 2P′(z; L))

が得られる.

ここで k = Q(
√−1)とし, 素数 pを kで kで p = (α)(α)と分解するものとすれば

Eは pで good ordinary reductionをもつ. このとき

kn = k

(
P

(
Ω

αn+1
; L

)
,P′

(
Ω

αn+1
; L

))

とし,

k∞ =
∞⋃

n=0

kn

とすれば, k∞は k0のZp-拡大となり, k∞の (α)の外不分岐な最大アーベル p-拡大
M∞を考えて, 岩澤理論を展開することにより Coates-Wilesは, EのQ-有理点の
位数が無限大ならば, EのQ上のL-関数の 1での値L(E/Q, 1) = 0を示した. これ
は岩澤理論の代数的整数論以外 (Birch-Swinnerton-Dyer予想)への応用である. 松



野氏の解説では円単数同様楕円単数もオイラー系をなすことを用いて, この場合の
岩澤主予想を証明して, L(E/Q, 1) = 0を示している. さらに, pが不分解の場合も
考慮して, Tate-Shafarevich群の位数についても考察している.

注意 1. Weberの定理を予想の段階で信じるのは勇気のいることで,例えばQ(cos 2π
2n+2 )

について n = 0, 1, 2, 3のとき, それらの類数はすべて 1になるが, すべての nにつ
いて類数が 1になることを証明する気になるかどうか?

注意 2. 定理 1の特殊な場合, 即ちQ(ζp)の類数が pと素なとき, Q(ζpn+1)の類数
が pと素になることは, 木村氏の解説による解析的類数公式をもちいれば, 類体論
を使わずに証明できる.

注意 3. 岩澤主予想は代数曲線の類似というしっかりした思想的背景があったの
で多くの数学者の興味をひいた.

注意 4. 高木による虚数乗法論の結果をもちいて, HasseはCM型楕円曲線の合同
zeta-関数について,当時Artin予想といわれていたものを証明したが, Coates-Wiles

の結果は, それ以来の代数的整数論の他分野への応用であろう.

注意 5. Coates-Wilesの結果を CM型アーベル多様体に拡張するためには, CM

体上のアーベル拡大体に楕円単数にあたるものを構成しなければならない. ([1]参
照)
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