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研究成果の概要（和文）： 
アーベル曲面がガロワ埋め込みをもつとき,その埋め込まれる射影空間の最小の次元が７であ

ることを解明し,さらにそのようなアーベル曲面の構造は楕円曲線の直積であることも証明し

た。また,特異点をもつ平面曲線で種数が１のものについて,ガロワ点をもつ場合のガロワ群の

決定をした。空間楕円曲線については,常にガロワ直線があり,それらの配置は四面体の６本の

直線であり,ガロワ群はクラインの４元群であることも判明した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Suppose an abelian surface A has a Galois embedding. Then, what is the least number n 
such that A is embedded into the projective n-space? The answer is 7 and moreover such an 
abelian surface is isomorphic to E×E, where E is an elliptic curve. We considered also the 
questions for curves. For the plane curve with genus 1 we found the Galois group when it 
has a Galois point, for the space elliptic curve we found it has always Galois lines.  
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１． 研究開始当初の背景 
小平次元の小さい代数曲面についてガロワ
埋め込みがあるかどうか,またその場合には
曲面の構造はどのような特徴をもつかは不
明のものが多かった。また,曲線に関しても特
異点を持つ場合のガロワ点関係の種々の研
究や空間曲線に関するガロワ直線の研究は
少なかった。 
 

２． 研究の目的 
(1) アーベル曲面 Sについて,S が n 次元射影

空間に埋め込まれる最小の n は 4 である
ことが知られているが,ガロワ埋め込み
となる最小のnがいくつになり,その場合
の曲面の特徴はどうかを調べる。 

(2) 有理曲面や bielliptic surface についても
ガロワ埋め込みの問題を研究する。 

(3) 特異点をもつ平面曲線のガロワ点関係の
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研究と非特異空間曲線のガロワ直線関係
の研究を行う。 

 
３． 研究の方法 
(1) すでにアーベル曲面がガロワ埋め込みを

持つ場合はガロワ群は分かっているので
実際に射影空間に埋め込んだときの最小
の空間次元を決定する。 

(2) 有理曲面や bielliptic surface の自己同
型群を求めて,それによる商空間が射影
平面になるものを決定する。 

(3) 特異点をもつ平面曲線の場合,２通りの
研究方法がある。１つは特異点の解析を
して,それとのガロワ点の関係を調べる
方法と,２つ目は特異点解消をして,空間
非特異曲線として扱い,その場合のガロ
ワ部分空間を考察するというものである。 

 
４． 研究成果 
(1) アーベル曲面 S が n 次元射影空間にガロ

ワ埋め込みされる,最小のnは7であるこ
とが判明した。しかもそのような S は楕
円曲線 E があって,E×E と同型でガロワ
群は位数8の二面体群か,それと位数2の
群の半直積であることが分かった。 

(2) Bielliptic surface は射影平面のガロ
ワ被覆にならない,従ってガロワ埋め込
みをもたない。また,射影平面のガロワ埋
め込みはn 次ベロネーゼ埋め込みでガロ
ワになるものを決定することであるが,
これについては群が可換の場合だけ解決
した。群構造は位数 n の巡回群の 2 個の
直積である。 

(3) P^3の楕円曲線について,正規に埋め込ま
れた,すべての楕円曲線はガロワ直線を
もち,そのガロワ群はクラインの４元群
であり,ガロワ直線の配置は４面体の辺
となる６本の直線の配置になることが判
明した。 

(4) 平面曲線でその正規化が種数１のものに
関して,すべてのガロワ群を決定した。 
特に,群が可換の場合には位数は９まで
しかなく,それらを実現する具体的な方
程式まで求めた。 

(5) 平面有理曲線が尖点しか持たない場合に
ガロワ点をもつ曲線を特徴づけた。実は
よく知られた y^m=x^n の形のものしか
ないことが判明した。 

(6) 平面曲線で特異点の重複度が大きく,ガ
ロワ点を持つ場合に,そのガロワ群の元
の関数体への作用を具体的に書き表した。 
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