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研究成果の概要（和文）：カラビ・ヤウ多様体のミラー対称性は，理論物理学の研究から見つかった不思議な対称性で
，世界の主要研究機関を中心に研究されている研究テーマです．本研究では，レイエ合同と呼ばれる古典射影幾何学の
枠組みで"美しく"構成されるカラビ・ヤウ多様体にミラー対称なカラビ・ヤウ多様体(の族)を構成し，その族の振る舞
いから，もとの多様体が，幾何学的に性質のよく似た別のカラビ・ヤウ多様体と対をなしていることを見つけました．
さらにこの対は，古典的な射影双対と呼ばれる双対性に深く関わり，現代的には連接層の導来圏の同値性によって特徴
付けられることを示しました．結果，射影双対とミラー対称性の新しい関係が見えてきました．

研究成果の概要（英文）：Mirror symmetry of Calabi-Yau manifolds is a mysterious symmetry which has been 
found in the study of string theory in theoretical physics. Since its discovery, mirror symmetry has been 
studied in major institutes in the world. In this research, we have focused on Calabi-Yau manifolds which 
are called Reye congruence in the language of classical projective geometry. Finding a mirror Calabi-Yau 
manifold of Reye congruence Calabi-Yau manifold, and studying its deformation family, we have found that 
there appears another Calabi-Yau manifold which is paired with the Reye congruence. We have shown that 
this pair arises naturally from the projective duality. Furthermore, from a more modern viewpoint, we 
have shown that the two Calabi-Yau manifolds share an equivalent derived category of coherent sheaves. 
Interesting interplay between the projective duality and mirror symmetry has been appeared from this 
research.

研究分野： 数理物理学･代数学
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１．研究開始当初の背景 
 
カラビ･ヤウ多様体のミラー対称性は，1990
年代に，弦理論の研究から発見された不思議
な対称性である．発見以来，カラビ･ヤウ多
様体のモジュライ空間の幾何学，グロモフ･
ウィッテン不変量など数々の数学の問題に
関して新しい視点から研究の動機を与え，ま
たその結果，数学に数多くの成果をもたらし
ていた．一方で，ミラー対称性の数学的な理
解は，その定義を含めて，問題の難しさもあ
って未解決なままの状況である．難しさは，
ミラー対称性が異なった２つのカラビ･ヤウ
多様体のシンプレクティック幾何学と複素
幾何学を入れ換えることに起因しているが，
２つの幾何学をうまく取り入れる枠組みと
して，導来圏を用いるアプローチと，トーリ
ック退化とアフィン幾何学を用いるアプロ
ーチが提唱されている．２つのアプローチそ
れぞれから，２つのカラビ･ヤウ多様体がミ
ラー対称であることの極めて一般的な記述
法が提唱されている． 
ミラー対称であることの一般的な記述と

は別に，カラビ･ヤウ多様体を，トーリック
多様体の中で考える完全交叉として与える
時には，これにミラー対称なカラビ･ヤウ多
様体が別のトーリック多様体の中の完全交
叉であることが知られている．このようなカ
ラビ･ヤウ多様体のミラー対称性に関する諸
性質は，周期積分の解析的な性質に反映して
現れることが事例に基づく研究によって知
られている．さらに，周期積分は BCOV 正則
アノマリー方程式と呼ばれる方程式を定め，
カラビ･ヤウ多様体のグロモフ･ウィッテン
不変量を決めることが知られているが，方程
式の数学的構造の解明は未解決問題である． 
 
 
２．研究の目的 
 
ミラー対称性の定義に深く関わる一般的な
性質（圏論的なものと，アフィン幾何学に基
づくもの）が，周期積分の解析的な性質に現
れる様子を調べ，ミラー対称性が実現する背
景にある数理構造の解明を行う．また同時に，
カラビ･ヤウ多様体のグロモフ･ウィッテン
不変量を定める正則アノマリー方程式の幾
何学的な構造の解析を行う． 
 
３．研究の方法 
 
トーリック多様体の完全交叉として与える
カラビ･ヤウ多様体，または，それに近い形
で具体的に定義式を与えるカラビ･ヤウ多様
体に焦点を絞り，1)ミラー対称なカラビ･ヤウ
多様体の構成，2)ミラー多様体の周期積分の
モノドロミー性質の決定，3)正則アノマリー
方程式の解の構成，を行う．1)においては，
トーリック退化とアフィン幾何学に基づく
ミラー多様体の一般的構成法との整合性に

焦点をあてた研究を実施する． 2) において
は，多変数超幾何級数に関する整基底予想を
用いてモノドロミーの計算を行う．また，得
られるモノドロミー性質を，ミラー対称な導
来圏におけるフーリエ向井変換と対比する
ことによって，圏論的なミラー対称性の定式
化との整合性を調べる． 3)では，カラビ･ヤ
ウ多様体のモジュライ空間の幾何学の大域
的な性質が，方程式の解の構成に関わる様子
に着目して解析を進める． 
 
４．研究成果 
 
トーリック多様体の中の完全交叉として構
成されるカラビ･ヤウ多様体を手掛かりに研
究を開始したところ，この様な多様体を出発
点に有限群で商を取って得られるあるカラ
ビ･ヤウ多様体が，研究方法 1),2),3)のどの
視点からもとても興味深い性質を示すこと
が見つかった．そこで，高木寛通氏(東京大
学数理科学研究科)との共同研究を実施した
ところ，このカラビ･ヤウ多様体が Reye 合同
と呼ばれる古典射影幾何学で研究された枠
組みにあてはまるものであることが判明し
た．Reye 合同は，曲面 (エンリケス曲面)の
射影幾何学で研究されたもので，その歴史は
19 世紀までさかのぼる．このような由緒ある
幾何学が，3次元のカラビ･ヤウ多様体として，
高次元多様体の研究に自然に現れることが
明らかになり，Reye 合同に焦点を絞った研究
を実施した．ファノ多様体の専門家である高
木氏との共同研究を通して，以下のような結
果を得ることが出来た． 
 
 (1) Reye 合同カラビ･ヤウ多様体は，トーリ
ック多様体の完全交叉ではないため，有効な
ミラー多様体の構成法は知られていない．し
かし，オービフォールド構成法と呼ばれる手
法でミラー多様体(の族)を実際に構成し，そ
の上，周期積分のモノドロミー性質を完全に
決定した．(発表論文⑤) 
 
(2)(1)のオービフォールド(ミラー)構成法
において，行列式型の 5次超曲面で与えられ
る特異なカラビ･ヤウ多様体の族が現れる．
この多様体の特異点の解消は，Barth-Nieto
によって80年代に調べられたカラビ･ヤウ多
様体ととてもよく似た性質を持つことを示
した．また，特異点解消によって得られるカ
ラビ･ヤウ多様体の変形族は2次元となるが，
この2次元族の周期積分は多変数超幾何級数
によって与えられる．数値解析による解析プ
ログラムを作り上げることによって，周期積
分のモノドロミー行列を決定することが出
来た．また，結果として，多変超幾何級数の
整基底に関する予想を検証することが出来
た．(発表論文⑤) 
 
(3)ミラー多様体の族の周期積分の解析から，
Reye 合同カラビ･ヤウ多様体 X に対して，も



う一つ，ホッジ数が等しいが位相が異なり，
かつ双有理でない別のカラビ･ヤウ多様体 Y
が存在することが予想された．Reye 合同の射
影幾何学を調べると，そこに射影双対の世界
が自然に存在することが判明し，予想された
Y がこの射影双対の世界に構成されることが
示された．X は有限群の自由商によって得ら
れるのに対して，Y は有限群を被覆群とする
被覆として得られ，その被覆は double 
symmetroid と呼ばれ 2 次超曲面の古典的な
射影幾何学と深く結びつくことが判明した．
(発表論文⑥) 
 
(4)(3)で見つかった Xと Yは，近年研究が進
んでいる，homological projective duality 
と呼ばれる射影多様体の連接層の導来圏と
古典的な射影双対の幾何学を結び付ける一
般的な枠組みの一例であることが判明し，特
に，X,Y の連接層の導来圏に関してそれらの
導来同値性が予想された．X,Y に関連する射
影双対の幾何学から，X にパラメータを持つ
Y 上の曲線のイデアル層が自然に現れること
が見つかり，このイデアル層をフーリエ向井
変換の核に用いて，導来同値性の証明を与え
ることが出来た．(発表論文①) 
 
(5)正則アノマリー方程式の解を構成し，こ
れより X,Y のグロモフ･ウィッテン不変量の
決定を行った．得られた不変量を読み取ると，
(4)で導来同値性を示すために用いるフーリ
エ向井変換の核(Xにパラメータを持つY上の
曲線のイデアル層)が，Y の不変量に現れる
様子が観察された．K3 曲面上のベクトル束の
モジュライ空間を考えると，これが再び(別
の)K3 曲面となることがある．この有名な事
実に対応して，3 次元カラビ･ヤウ多様体 Y
上のある曲線のイデアル層のモジュライ空
間を考えると，これが別のカラビ･ヤウ多様
体Xになる例を与えていると解釈されること
を指摘した．(発表論文①,⑥) 
 
当初の研究計画に沿って研究を開始したと
ころ，Reye 合同カラビ･ヤウ多様体という，
ミラー対称性の様々な様相を凝縮するよう
な“よい”事例に遭遇した. このため，研究
ではトーリック多様体の完全交叉またはそ
れに近いカラビ･ヤウ多様体を一般に扱うこ
とを計画したが，Reye 合同に焦点を絞った
研究を実施することとし，上記(1) ～(4)の
詳細な研究成果を得た．本研究と並行して，
近 年 ， ロ シ ア の 研 究 者 ら に よ っ て
homological projective duality の研究が
進んでおり，Reye 合同を起点として，さらに
視野を広めた研究に発展することが期待さ
れる．また，理論物理学において gauged 
linear sigma model と呼ばれる理論形式が
あり，homological projective duality や
幾何学商(GIT 商)とよく整合することが指摘
されている．今後 Reye 合同で観察された事
象が広く一般化されることが予想される． 
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