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概 要

3次元多様体のイデール的類体論の進展について解説する。これは局所理論を
束ねて分岐アーベル被覆全体を記述する枠組みであり、整数論におけるArtin-
高木、Chevalleyの理論の類似である。まず素数全体の集合の類似物である
許容的絡み目の定義を改良し、ある種の関手性を担保する。次に新甫の主イ
デール群が 2次相対ホモロジー群からイデール群への自然な射の像と一致す
ることを示し、Mazur-Kapranov-Reznikov+森下の辞書の拡張を与える。

1. 背景
素数と結び目の概念的な類似が「辞書」の形に纏められている。この類似はMazur氏
が最初に文献 [Maz64]で指摘したと言われる。Kapranov氏（[Kap95]）とReznikov氏
（[Rez97], [Rez00]）がMax-Plank研究所でこの類似を辞書の形に整理し「arithmetic

topology（数論的位相幾何学）」と命名したようだ。日本では森下昌紀氏が独立に創始
し、辞書に局所理論の類似を付け加えた（[Mor10], [Mor12]）。本稿では、それをM2KR

辞書と呼ぶ。そのうち今回の結果に関係する基本的な部分を以下に掲げる。

数論 低次元トポロジー
代数体k（整数環 SpecOk） 有向連結閉 三次元多様体M

素イデアル p : SpecFp ↪→ SpecOk 結び目 K : S1 ↪→M

族 S = {p1, ..., ps} 絡み目 L : ⊔S1 ↪→M

体の (不分岐, 分岐) 拡大 F/k 多様体の (不分岐, 分岐) 被覆 h : N →M

étale基本群 πét
1 (SpecOk) 基本群 π1(M)

πét
1 (SpecOk − S) π1(M − L)

イデアル群 Ik, 単項イデアル群 Pk 1-輪体群 Z1(M), 1-境界群 B1(M)

( ) : k× → Ik; a 7→ (a) ∂ : C2(M)→ Z1(M); s 7→ ∂s

イデアル類群 Cl(k) = Ik/Pk H1(M) = Z1(M)/B1(M)

（事実： #Cl(k) <∞） （条件：#H1(M) <∞）
Artin reciprocity: Hurewicz map:

πét
1 (SpecOk)

ab ∼= Gal(kur
ab/k)

∼= Cl(k) π1(M)ab ∼= Gal(Mab/M) ∼= H1(M)

ヒルベルトの分岐理論 分岐被覆空間の理論, [Uek14]

イデール類体論 イデール類体論 ([Nii14], [NU])
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本稿では結び目と言ったらS1の埋め込みを指すものとし、アンビエントイソトピー
で割らずに考える。また絡み目と言ったら有限個または可算無限個数の結び目の族で
あって自己交叉を持たないものとする。結び目や絡み目は、その像のことも同じ記号
で表す。
結び目には tameという条件を課す。MにC∞級三角形分割を固定したとき、これは

次の同値な条件を満たすことである：(1) Mの自己同相でMのある細分に移る、(2) M

の自己同相でMのC∞部分多様体に移る、(3) 管状近傍を持つ。
この時、Sielpińskiの定理（[Eng89, Theorem 6.1.27]）によって、可算無限絡み目に

対しても連結成分という言葉が通常通りに意味を持つ。
多様体（manifold）では、単に被覆と言ったら不分岐なものを指すのが通常である。

本稿では分岐被覆と言ったら絡み目で分岐するものを指すとする。
#H1(M) <∞という条件は、Mが有理ホモロジー3球面（QHS3）であること、即ち

H∗(M ;Q) ∼= H∗(S
3;Q)なることと同値である。QHS3は大きなクラスであり豊かな理

論を持つ。類数に関する理論の類似を論じる際には、この条件を仮定することがある。
SpecOkにOkの無限素点の全体を付け加えたものを SpecOkと書く。無限素点の類

似物は、多様体のEndであると言われるが（[Mor12]）、本稿ではMに閉を課している
ため空である。（無限素点の類似についてはHajir氏の研究がある （[Haj12]）。）
類体論の3次元位相幾何における類似は、不分岐な場合にはよく知られている。kの

(無限素点でも不分岐な)不分岐最大アーベル拡大を kur
ab/k、Mの (不分岐)最大アーベ

ル被覆をMab →Mと書く。
また分岐成分を固定した時に、「ヒルベルトの分岐理論」と呼ばれる分岐条件付きガ

ロア理論の類似が知られる。分岐拡大・分岐被覆における素イデアル・結び目の振舞
いは、分岐・分解・惰性の組合せで理解され、惰性群・分解群によって群論的に統制さ
れる（[Mor12, Chapter 5], [Uek14, §2]）。
イデールを用いた大域類体論の定式化は、局所理論を束ねて大域理論を記述する。そ

の類似は、Sikora氏の個人ノート [Sik0s]と [Sik11]において最初に提案され、後に本稿
の一人目の著者の修士論文 [Nii14]の中で別の枠組みが記述された。後者の研究を徹底
させ、Sikora氏の問いにも答えたのが論文 [NU], [Nii17]である。本稿ではその概要を
記す。

2. 結び目の局所類体論
3次元多様体M内の結び目Kを考え、管状近傍 VKを取る。代数体 kとその整数環の
素イデアルpを取り、対応する局所体kp、局所整数環Opと剰余体Fpを考えると、次の
辞書がある。ここに≃は（エタール）ホモトピー同値を表す。

SpecOp ≃ SpecFp VK ≃ K

Spec kp ≃ SpecOp − SpecFp ∂VK ≃ VK −K

包含 ∂VK ↪→ VKが導く自然な射H1(∂VK) → H1(VK) と 同型 H1(VK)
∼=→ Zの合成

をvKとする。Ker vKの生成元 µKを固定して、Kのメリディアンと呼ぶ。自然な同型
∂∗ : H2(VK , ∂VK)

∼=→ ⟨µK⟩がある。またλK ∈ H1(∂VK)であって vK(λK) = 1なるもの
を固定して、Kのロンジチュードと呼ぶ。次の並行な完全列があり、vKは付値vpの類
似と見られる。



1→ O×
p → k×

p

vp→ Z→ 0

0→ H2(VK , ∂VK)
∂∗→ H1(∂VK)

vK→ Z→ 0

局所類体論の相互写像・Hurewicz同型により、中央の項たちはkp, VK上のアーベル拡
大・芯Kで分岐するアーベル分岐被覆の全体を統制する。左から二番目の項たちは分岐
を司る部分群（惰性群）である。これは大域理論において単数群O×

k の類似物がH2(M)

であるという [Mor12]の記述にも適合する。（M2KR辞書において単数の類似について
は諸説あるが、何れも曲面が関係する。）
局所体のエタール基本群πét

1 (Spec kp)は複雑な完備非可換群である。そのある商群は
従順基本群と呼ばれ、⟨τ, σ | τ q−1[τ, σ]⟩ (位相的に生成)という表示を持つ。ここで qは
剰余体 Fpの位数である。また τ はモノドロミー、σはフロベニウスと呼ばれる元で、
µKとλKに対応する役割を果たす。（[a, b]で群の元 a, bの交換子を表す。）結び目の側
では π1(∂VK) ∼= H1(∂VK) = ⟨µK , λK | [µK , λK ]⟩ ∼= Z2という同型があり、その局所理
論は簡単である。

3. Very admissible link

3次元多様体において局所と大域の描像を得るには、「素イデアル全体の集合」の類似
を固定する必要がある。以後、3次元多様体Mを固定し、有向連結閉であると仮定す
る。代数体の整数環の素イデアルの全体の対応物を次のように定める。これは [Nii14]

における「very admissible knot set」を改良したものである。

定義 3.1 ([NU]) K ⊂M がvery admissible linkであるとは、（有限個または可算
無限個の tameな連結成分からなる）絡み目であって、次の条件を満たすことをいう：
K内の有限絡み目で分岐する任意の有限次分岐被覆h : N →Mに対して、H1(N)がK
の逆像h−1(K)の連結成分たちによって生成される。

たとえばS3内の自明な結び目は very admissibleである。三葉結び目（最も簡単な非
自明な結び目）を含む very admissible link は無限成分の絡み目であると予想される。
以下では絡み目といったら、有限個または可算無限個の tameな連結成分からなるもの
とする。very admissible link KはM内に集積点を持つ場合があるので、絡み目として
の管状近傍を備えうるとは限らない。しかし各連結成分Kの管状近傍 VKはアンビエ
ントイソトピー同値を除き一意であり、H1(∂VK)の元などはVKの取り方を気にせずに
定めることができる。

定理 3.2 ([NU]) M内の任意の絡み目Lに対し、Lを含むvery admissible link Kが存
在する。

証明には次の補題を用いる。

補題 3.3 LがM内の絡み目のとき、Lを含むある絡み目Lがあって、L内の有限絡み
目で分岐するような任意の有限次アーベル分岐被覆h : N →Mに対し、H1(N)をLの
逆像の連結成分たちが生成する。

補題3.3の証明の概略を述べる。分岐被覆は分岐成分の補空間の不分岐被覆からFox

完備化によって得られ、不分岐被覆（正確には、基点付き多様体の被覆の同型類）は基
本群の部分群と、被覆のガロア理論によって一対一に対応する。各有限絡み目L′ ⊂ L



に対し、絡み目群 π1(M − L′)の指数有限部分群は可算個であることに気をつけると、
そのような分岐被覆は可算個であるから、その全体の集合を{hi : Ni →M}i∈N=N∪{0}と
書く。但しh0 = idMとする。絡み目の包含列L0 ⊂ L1 ⊂ · · · ⊂ Li ⊂ · · · を次のように
再帰的に構成する。まずL0 = Lとする。次に i ∈ N>0に対し、Li−1が与えられていた
とする。NiはコンパクトなのでH1(Ni)は有限生成である。NiにC∞級構造を固定する
と、C∞(S1, Ni)においてはコンパクト開位相とWhiteny位相と呼ばれる 2つの位相が
一致し、Baire条件をみたす（[Hir94, Chapters 1, 2]）。これを用いると、Ni内の絡み目
L̃iであって、h−1

i (Li−1)を含み、その成分たちがH1(Ni)を生成し、像hi(L̃i)が再びM

の絡み目であるようなものが取れる。ここでLi := hi(L̃i)と置く。最後にL = ∪i∈NLi

とおけばよい。
次に定理 3.2の証明の概略を述べる。M内の絡み目の包含列K0 ⊂ K1 ⊂ · · · ⊂ Ki ⊂
· · · を次のように再帰的に構成する。まずK0をLとH1(M)の生成元を含む絡み目とす
る。つぎに i ∈ N>0に対しKi−1が与えられていたとし、Ki−1から補題により得られる
絡み目をKiとする。最後にK := ∪Kiとすればよい。

4. 3次元多様体のイデール
以後、M内にvery admissible link Kを固定する。対 (M,K)のイデール群 IM,Kを次の
ように定める。ここでK ⊂ Kは部分結び目を走るとする。

IM,K :=
∏⨿
K⊂K

H1(∂VK) =

{
(aK)K ∈

∏
K⊂K

H1(∂VK)

∣∣∣∣∣ vK(aK) = 0 for almost all K

}
.

なお各K ⊂ Kに対し ⟨µK⟩ := Ker vKに副有限位相（局所ノルム位相と呼ぶ）を与え
る。またH1(∂VK)の局所位相を、⟨µK⟩ ↪→ H1(∂VK)が開かつ連続となる位相群として
の位相と定める。すると IM,Kは、開集合の族{⟨µK⟩}K⊂Kに関する制限直積である。
以下ではL ⊂ K は有限部分絡み目を走るとする。Milnor完全列を用いた議論によっ

て、自然な同型H1(M −K) ∼= lim←−L⊂K H1(M − L)がある。これを本稿では同一視して
Gabと書き、代数体の最大アーベル拡大のガロア群Gal(kab/k)の対応物として考える。
自然な射 ρ̃M,K : IM,K → Gabがある。
主イデール群 PM,Kを以下のように定める ([NU]): Sielpińskiの定理を用いると、自

然な同型H2(M,K) ∼= lim−→L⊂K H2(M,L)が得られる。各階の射を考察すると、自然な射
∆ : H2(M,K)→ IM,Kが定まることが分かる。この像を主イデール群PM,Kと定める。
これは代数体kに対して乗法群のイデール群への対角埋め込み∆ : k× → Ikの像を主

イデール群Pkと定めることの類似と見られる。なお [Nii14]ではPM,KをKer ρ̃M,Kで定
義していた。次の定理は旧定義に“曲面的な”解釈を与えたことを意味する。

定理 4.1 ([NU]) Im∆ = Ker ρ̃M,Kが成り立つ。

イデール類群をCM,K = IM,K/PM,K で定義する。
また単イデール群をUM,K := Ker(

∏
K⊂K vK) ∩ IM,Kで定める。これはメリディアン

元たちによって生成される部分群である。同型 IM,K/(UM,K + PM,K) ∼= H1(M)がある。
得られた「辞書の拡張」をまとめる:



イデール群 Ik イデール群 IM,K

対角埋め込み ∆ : k× → Ik ∆ : H2(M,K)→ IM,K

主イデール群 Pk := Im∆ 主イデール群 PM,K := Im∆

イデール類群 Ck := Ik/Pk イデール類群 CM,K := IM,K/PM,K

単イデール群 Uk 単イデール群 UM,K

イデール類群CM,Kには二つの自然な位相が入り位相群となる。一つはノルム位相と
名付けられ、これはKの有限部分絡み目Lで分岐するような各有限次分岐アーベル被
覆のイデール類群のノルムによる像を0の基本近傍系とするものである。もう一つは標
準位相と名付けられ、これは局所位相の制限直積位相の商位相として定義される。も
しMが有理ホモロジー球面ならばこの二つは一致するが、一般には異なる。ノルム位
相についての開部分群の全体は、標準位相の指数有限な開部分群の全体と一致する。
代数体の乗法群k×の類似物がC2(M)とH2(M,K)の2つに分かれている。これにつ

いて、有限 étale層なる概念を導入することで説明できるという報告があった ([Mih16])。

5. 3次元多様体の大域類体論
次に述べる主定理の (2)と (3)は、代数体の大域類体論におけるArtin相互律と存在定
理（[Neu99, Chapter VI, Theorems 5.5, 6.1]）の類似である。

定理 5.1 (大域類体論; [Nii14], [NU]) 標準的な同型 CM,K
∼=→ Gab = H1(M − K)が

定まり次を満たす。
(1) 局所理論と整合的である。
(2) （大域相互律） K内の有限絡み目で分岐する任意の有限次アーベル分岐被覆 h :

N →Mに対して、同型CM,K/h∗(CN,h−1(K)) ∼= Gal(h) を導く。
(3)（存在定理）{H < CM,K |開 (ノルム位相)} = {H < CM,K |開 (標準位相)、指数有限}
と{K内の有限絡み目で分岐する有限分岐アーベル被覆h : N →Mの基点付き同型類}
の間に自然な全単射を導く。

基点付き同型類（基点付き多様体の分岐被覆としての同型類）を考えることは、固
定された十分大きな体（例えばC）の中で代数体を考えることに対応する。実際、数
論幾何では SpecC → SpecOkが基点と呼ばれる。逆にMの「K分岐最大アーベル被
覆」を副有限被覆として取り、その商として得られる有限次分岐被覆の全体を考えて
もよい。
定理の証明のポイントは、IM,K = (meridian part)⊕ (longitude part) ∼= ZN⊕Z⊕Nか

らCM,Kへの商写像が、扱いやすい商を経由することである。主張を述べるためにKを
固定したことと、またPM,Kの曲面類による定義にも注意されたい。
数論では類体公理から (2), (3)を導く方法があった。(M,K)のイデール群やイデー

ル類群のTate cohomologyは、代数体の場合と比べると、ノルムとトレースの役割が
部分的に逆転しており、惰性成分を余計に数えてしまうため、見た目が異なる。
存在定理については、数論の側ではノルム剰余記号を導入して行われる証明がある

が、結び目の側でも、そのようにもできる。
ノルム剰余記号の特別な場合として、ルジャンドル記号とmod 2の絡み目数を並行

に見られる。代数体のArtin相互律からは、例えばQの 2次拡大に対する平方剰余の
相互法則が従うことが知られている。結び目の側でも、S3上の2次岐被覆を考えると、
大域相互律からmod 2の絡み目数の対称性を導くことができる。



6. 応用
代数体に対する「種の理論」の3次元多様体における類似が [Mor01], [Mor12, Chapter

6]や [Uek14]で議論されていた。本稿のイデール理論を用いることで、「相対的な種の
理論」の公式（[Fur67]）の類似を、原証明と並行な形で示すことができる（[Uek16]）。
この公式により、幾つかの古典的な岩澤理論の結果（[Iwa73], [Iwa81], [Kid80]）の類似
が示される（[Uek], [Uek16]）。
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