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研究成果の概要（和文）
： 研究代表者は山下剛氏と共同で, クリスタリン表現の法 p 還元の計
算を, 超幾何多項式等の従来使われなかった道具を導入して, 今まで知られていなかった多く
の場合に Wach 加群を具体的に構成する事により行った. また研究分担者の近藤と共同で, 既
約許容表現のε因子を, 具体的な Hecke 作用素の固有値として記述し, また, 既約許容表現が
miraholic 型の合同部分群に関する不変ベクトルを持つための必要十分条件をさまざまな視点
から記述した. その他, まだ発表等には至っていないが, Serre 予想および p 進表現の理論
について, 本研究を通じていくつかの知見が得られた.
研究成果の概要（英文）
：In a joint work with Go Yamashita, I have determined the reductions
modulo p of crystalline representations in many unknown cases, by explicitly constructing
Wach modules and by introducing some new methods involving hypergeometric polynomials.
I and Satoshi Kondo have succeeded in describing the epsilon factor of irreducible
admissible representations as explicit Hecke eigenvalues and in giving several criterion
for those representations to have “mirahoric” fixed vectors. I have obtained some other
findings in Serre’s conjecture and p-adic representations which will be useful in my
future study.
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１． 研究開始当初の背景
保型性持ち上げ定理について, Wiles およ
び Taylor が一連の重要な技術を創りあげ,
その応用として谷山志村予想の部分的解決
が, さらにその応用として Fermat の最終定

理の証明が得られていた. その後 Taylor,
Kisin 等多くの人々による手法の改良・開発
により, 保型性持ち上げ定理は谷山志村予
想の完全解決, Serre 予想の解決, 佐藤・
Tate 予想の条件つき解決など華々しい応用

をもつに至っていた.
日本にはこの分野の専門家が少なく, 国
際的な研究情勢から立ち遅れた状態が続い
ていた. 申請者は 2008 年 3 月, 当時の同僚
山下剛氏(現 豊田中央研究所) と共同で合
宿を主催し, 保型性持ち上げ定理とその応
用に関する計 12 時間の講演を行った. これ
によって保型性持ち上げに関する, 世界的
に高準の研究を実施するための環境が整っ
た.
２．研究の目的
当初の研究目的は次の４点にまとめられる.
(1) 関数体の場合に R = T 定理の確立および
主種の精密化を行う.
(2) R = T 定理確立の基礎となる局所変形環
の環論的・幾何的性質についての研究を行
う.
(3) 保型性持ち上げに関連する手法を用い,
有理数体上の 2 次元 mod ` Galois 表現に関
する Serre の予想の一般化を試みる.
(4) R = T 定理の主張を, 大域体の Galois 表
現から高次元の数論的多様体の基本群の表
現へと拡張することを試みる.
３．研究の方法
(1) 本研究は純粋数学における理論の構築を
目標とする基礎的研究である. そのため大が
かりな実験装置は特に必要ではない. 最適な
環境の下で十分な時間を確保して研究に取り
組むことが, 研究を推し進めるうえで最も重
要な手法である.
(2) 純粋数学の研究においては, さまざまな
背景を持つ研究者との打ち合わせを重ねるこ
とが, 研究を推し進めるうえで最も有効な方
法である. そのため, 国内外への研究集会へ
の参加, および関連分野の研究者と研究打ち
合わせをするための出張を積極的に行った.
(3) 研究の可能性の探索および細部の完成の
ためには,すでに知られている関連分野の理
論や, 新しく作り上げられた理論についての
正確な知識が必要である. そのため本研究と
関連のある専門的内容を扱った図書を購入し,
必要とする知識の習得を行った.
(4) 2010 年度後半, (論文の修正に関する)予
期せぬ用務が長期間入り, 当該研究への専念
が困難となる時期があったが, それを克服す
るため, p 進表現の分類空間の研究に将来重
要となると思われる Colmez による
GL_2(Q_p) についての局所 Langlands 対応
に関する理論の幾何学的解釈の可能性につい
て今井直毅氏と議論を行い, 2011 年度以降の
研究に備えた.

４．研究成果
(1) 研究代表者は, 正標数 p の大域体上の法
l 保型表現の理論について, Pal 氏と議論を
重ねた結果,目的の達成のためには,古典的
な場合とは異なり, 既約とは限らない, 一
般には長さ有限の表現を考察する必要があ
ることがわかった.そ のような表現のなか
で適当な条件をみたすクラスを定義し, そ
のクラスに属するものが, 局所成分のテン
ソル積に分解することを示した. 目的の達
成のためにはこの結果だけでは不十分であ
り, 次に行うべきことは, 適当な条件をみ
たす局所体上の GL(n)の l 進係数既約許容表
現について, Whittaker 模型から定まる整構
造と, 本質的ベクトルの定める整構造との
関係を調べることである.
(2) 研究分担者の田口は, ガロア表現のモ
ジュライの基礎理論を整備し, 数論に於け
る幾つかの問題に応用した. 特に, 研究分
担者の平之内との共同研究により, 頂切離
散附値環の分岐制限付き拡大の圏を定義し,
それがあらゆる choice に依らない事や, 完
備離散附値体の分岐制限付き拡大の圏と圏
同値になる事等を証明した. また実二次体
の場合の Serre の保型性予想に関連して,二
次体の mod 2 Galois 表現の非存在と有限性
に関する興味深い成果が得られた.
(3) 研究代表者は山下剛氏（豊田中央研究
所）と共同研究を行い, p 進数体の階数 2 の
クリスタリン表現の法 p 還元の計算を、
Hodge-Tate 重さの差が (p^2 -1)/2 以下の
多くの場合に, Wach 加群を具体的に構成す
る事により行った. 超幾何多項式という,
この分野では従来使われていなかった道具
を用いると, Wach 加群の構成が可能になる
ことが本研究を通じて明らかになった. こ
れは新境地を切り開く画期的な成果であり,
整係数ｐ進 Hodge 理論に新しい展開をもた
らすことが期待される.
(4) ①ラングランズ双対性の理解のために
は L 因子, イプシロン因子の理解が重要で
ある. 逆定理の適用の際にε因子について
の理解が必要となる. 研究代表者と研究分
担者の近藤は,既約許容表現のε因子とその
中心指標のε因子との比を, 具体的な Hecke
作用素の固有値として記述した.
②研究代表者および分担者の近藤は, ①の
研究をさらに推し進め, 既約許容表現が
miraholic 型の合同部分群に関する不変ベ
クトルを持つための必要十分条件をさまざ
まな視点から記述した.
③研究分担者の田口は, ガロア表現の合同
について考察し, Rasmussen-Tamagawa 予想
（とその函数体類似）に応用した.

④分担者の平之内は平山聖司氏との共同研
究を行い, ふたつの楕円曲線の積に対する
cycle 写像の像を決定した. また, 完備離
散付値体に対する Milnor K 群 に付随する
filtration の構造を求めた.
(5) 発表等の目に見える形にはまだ至って
いないが, 本研究を通じて以下の重要な知
見が得られた. これは研究代表者のこれか
らの研究に生かされる予定である.
① 研究代表者は, Serre 予想の証明の手法に
ついての解釈の検討を行った結果,ガロア表
現の整合系の全体を統制する, 大域的なモ
ジュライ空間の理論を定式化し, その空間
の連結性を証明することが重要であるとい
う認識に到達した. 研究代表者はモジュラ
イ空間の定式化の候補を与えた.
② Colmez による GL_2(Q_p) についての局
所 Langlands 対応に関する理論の幾何学的
解釈の可能性について今井直毅氏と議論を
行った結果, p 進表現に関する現行の理論は
ベクトル束に関する Simpson の理論と多く
の共通点があり, Simpson の理論における問
題意識を p 進表現の理論に積極的に導入す
ることが今後の研究のために重要であると
いう認識に到達した.
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