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1 導入

著者の専門分野は (いまのところ)多元環の表現論である. あまりどのようなことをやる分野な

のか知られていないと思うので, 本稿では環の表現論についての簡単な概説からはじめ, 著者が得

た完全圏を用いた応用について述べる.

まず簡単のため, 本稿を通して以下の仮定をする.

• kを可換体とし, 多元環というときは, 体 k上有限次元であるような（一般に非可換な）k代

数をさす.

• 圏というときは, 加法圏 E でありHom有限な k線形圏（i.e. E(X,Y )が有限次元 kベクトル

空間かつ合成が双線形）を仮定し, さらに技術的な仮定（冪等完備）（気にしなくてよい）を

つける.

例えば多元環 Λに対し, 有限生成加群の圏 modΛは上の意味で圏となることに注意する. このと

き, 多元環 Λの表現論とは「modΛやそれに関連する圏の圏論的構造を調べる」ことを主目的とす

る. 圏論的構造といっても抽象的でよく分からないよう思えるが, 次の命題が手がかりとなる.

定理 1.1 (Krull-Schmidt). 圏 E の任意の対象X に対し, ある有限個の直既約な対象Xi が存在し

てX ∼=
⊕n

i=1 Xi と直和分解される. さらにこの分解は並び替えと同型を除いて一意的である.

つまり圏 E は, 直既約対象がどれだけあるかと直既約対象の間に射がどれだけあるかという 2つ

の情報で完全に決定されることが分かる. さらに具体的に圏の構造を把握するために, 与えられた

圏 E に対して箙 Q(E)をを次のようにして描く（箙は quiverの訳語で有向グラフのこと）.

• Q(E)の頂点集合は ind E , つまり E の直既約対象の同型類の集合とする.

• X から Y に既約射があるときにX → Y とQ(E)において矢を描く. ここで既約射とは E の
非同型射であって, 他の直既約の間の非同型な射の合成の和でかけないようなものである.

この箙Q(E)は圏 E の極小生成系と呼ぶべきもので, E の本質的情報を組み合わせ的に記述する (実

際 Q(E)からできる自由圏から E への本質的全射ができる). まずは数学専攻にとって馴染み深い

だろう次の例を見よう.
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例 1.2. 多元環 Λ := k[X]/(X3)に対しQ(modΛ)を描こう. 線形代数の授業でやるように, 有限生

成Λ加群を考えることは有限次元ベクトル空間上の 3乗すると 0になる線形自己準同型を考えるこ

とと同じで, よって直既約Λ加群の同型類はサイズ iのジョルダン細胞 Jiで代表される (i = 1, 2, 3).

このときそれぞれのジョルダン細胞の間に自然な単射 J1 ↣ J2 ↣ J3 や全射 J3 ↠ J2 ↠ J1 があ

り, それぞれ既約写像となっている. 実際 Q(modΛ)は次の絵で与えられる.

J3

J1

J2

J3

J1 J1 J1 J1

J2 J2 J2

J3 J3 J3

· · · · · ·

(ここで見やすさのため Ji という頂点を繰り返し書いているが, それぞれ Ji たちは実際は同じ頂

点を表している. ) また J1 · · · J1 は J1 ↗J2↘J1 の合成が 0であるという関係式を, J2 · · · J2 は
J2 ↘J1↗J2=J2↗J3↘J2 という可換の関係式を表している. 実は, 上のグラフ上自由に生成させた

圏を, 2つの点線の関係式で割った圏は, modΛと同値だということが分かる. このように箙を用

いることで, 視覚的に分かりやすい形で, 与えられた圏の生成元と関係式による完全な記述を与え

ることができる!

上の例では箙の頂点は有限個しかなかった. このように箙が有限のときは圏の構造が非常に理解

しやすい.

定義 1.3. 圏 E が有限型であるとは, ind E が有限集合であるとき (つまり Q(E)が有限グラフなと
き)をいう. また多元環 Λが有限表現型であるとは, modΛが有限型であるときをいう.

よって上ではmod k[X]/(X3)は有限型の圏であり, k[X]/(X3)は有限表現型である. 有限表現型

の多元環は, その加群圏が制御しやすくほぼ完全に構造が理解できることから, 古くから表現論で

は重要な研究対象であった. 本稿の主題は, 有限表現型の類似である CM有限型な多元環の分類

を, 完全圏という圏論的枠組みに関する結果を用いることで研究することである.

2 CM表現論

Cohen-Macaulay (CM)表現論とは, CM加群のなすmodΛの部分圏 CMΛの構造を調べること

を目的とする. 必要な定義をまずする.

定義 2.1. • 多元環 Λが岩永-Gorenstein環であるとは, Λの Λ加群としての入射次元が右加

群としても左加群としても有限であるときをいう. 以下略して IG環と書く.

• IG環 Λ上の有限生成加群M が Cohen-Macaulayであるとは, ExtiΛ(M,Λ) = 0が i > 0

に対してなりたつときをいう. Cohen-Macaulay加群のなすmodΛの部分圏を CMΛと書く.

• IG環が CM有限であるとは, CMΛが有限型であるときをいう.

いくつかの歴史的動機を述べておこう. まず IG環の CM表現論はもともと可換環の表現論に由

来を持つ. ネーター局所環について, 自己入射次元が有限であることは環がGorenstein環であるこ

との特徴づけの一つであり, よって IG環は可換 Gorentein環の自然な非可換拡張である. この文

脈において同様に上で述べて CM加群の定義は, 可換 Gorenstein環上の極大 Cohen-Macaulay加

群の概念を拡張している. このとき CM有限な Gorenstein環は ADE型単純特異点と対応するこ

となど, さまざまな研究がされてきた.



しかしもともとの起源を離れて多元環の表現論の視点からも, IG環の CM表現論は次のような

典型例を含み, よく研究されている.

例 2.2. ふたつの対照的な典型例がある.

• Λを自己入射的多元環, つまり Λ自身が入射右加群であるものを考えると, これは IG環と

なっており, しかも CMΛ = modΛがなりたつ. この場合, CM有限型と有限表現型は同値で

ある. 実は例 1.2の環 k[X]/(X3)は自己入射的である.

• Λを大域次元有限な多元環, つまり任意の加群が入射次元有限であるものとすると, これは

IG環である. この場合 CMΛは射影加群のなす圏と同値になり, これは常に有限型となって

いる. つまり Λは CM有限型である.

ここで, 本稿の目的CM有限型の IG環の分類のためには次の障害が問題となる.

注 2.3. 通常の加群圏を扱う場合は, modΛ1 と modΛ2 が圏同値になるならば Λ1 と Λ2 は同じ環

(正確には森田同値)となる: つまり加群圏からもとの環を復元できる. しかし, 全く異なる IG環

Λ1と Λ2であっても, そのCM圏 CMΛ1と CMΛ2が圏同値になってしまうことが非常によくある:

つまり「CM圏をとる」という操作はもとの環の情報を忘れてしまう.

知っている人向けの具体例でいうと, 有限表現型の自己入射環を Λ1, その Auslander代数を Λ2

とすると, 二つの CM圏は一致するが一般に全然二つは森田同値にならない. このため, CM有限

な環の分類は次の 2ステップを行う必要がある.

1. IG環の CM圏となりうる加法圏を全て特定する (このなかで有限型な圏がちょうど CM有

限な IG環の CM圏に対応する).

2. 与えられた有限型の圏一つ一つについて, それを CM圏として持つような IG環を全て特定

する

このステップ 2が通常の加群圏では現れないステップである. このためには, もとの環の情報を忘

れないような CM圏上の付加構造を用いることが自然であり, それが次に紹介する完全圏である.

3 完全圏

完全圏 (exact category)というとき二つの別の概念 (BarrのものとQuillenのもの)があるが, こ

こで扱うのは Quillenの意味での完全圏である.

定義 3.1. ペア E = (E , F )が完全圏であるとは, Eは加法圏であり, F は E内の短完全列 (0 → X →
Y → Z → 0のようなもの)の集まりでいくつかの公理を満たすときをいう.

つまり完全圏といったら「加法圏+その上の付加構造 (完全圏構造)」という形をしている. 短完

全列が指定されていることで, 完全圏を用いればアーベル圏ではない圏においてもホモロジー代数

を行うことができて, 様々な分野で用いられている.

例 3.2. E をアーベル圏Aの拡大で閉じた部分圏とする. このとき E は以下のように自然に完全圏
構造が入る: Aでの短完全列でありすべての項が E に入っているものを E 上の短完全列だと指定
する. 今回重要な例として, IG環上の CM加群のなす圏 CMΛは, アーベル圏modΛの中で拡大で

閉じた部分圏となっている. よって上の例より自然に完全圏構造が入る. しかも, 完全圏としての

CMΛからもとの環 Λを復元することができる!(射影生成子の自己準同型環として)



CM圏 CMΛの CM圏構造からは Λが復元できないことは既に述べたが, このことはちょうど,

与えられた加法圏上には複数の異なる完全圏構造が入りうることと対応している. よって上述のス

テップ 2のためには, 加法圏上の完全圏構造を分類することが有向な手段となりうる. これが主結

果である.

4 主結果

第一の主結果は, 与えられた有限型の圏における完全圏構造の分類を与えるものである. このた

めにまず有限型の圏についての (この分野の人にとっては well-knownな)次のことを確認しよう.

命題 4.1. 次の二つのクラスの間に全単射が存在する.

1. 有限型の圏 (の圏同値類)

2. 有限次元多元環 (の森田同値類)

ここで対応は, 有限型の圏 E に対しては Γ := EndE(
⊕

ind E)を, 多元環 Γに対しては有限生成射

影加群のなす圏 E := projΓを対応させることで与えられる.

つまり「有限型の圏 E を考えることと多元環 Γを考えることは同じ」である. この対応のもと

で, E のもつ圏論的性質と Γのホモロジー的性質が関連していると考えることは自然で, 実際いく

つかの結果が知られている. 例えば E が核を持つことやアーベル圏であることなどは, 対応する Γ

の純ホモロジー代数的な言葉で簡単に記述することができる.

よって戦略は, 圏 E と多元環 Γが上で対応するとき, E 上の完全圏構造を Γ上の加群の言葉で書

くことである. このため次の加群の定義をする.

定義 4.2. 多元環 Γ上の単純加群 S が 2正則であるとは, 次の条件を満たすときをいう.

1. S は射影次元 2である.

2. ExtiΓ(S,Γ)は i ̸= 2のとき 0であり, i = 2のとき単純 Γop 加群である.

このとき次がなりたつ.

定理 4.3 ([En2, Theorem 3.7, Corollary 3.10]). E を有限型の圏, Γを命題 4.1で E に対応する多
元環としたとき, 次の間に全単射がある.

1. E 上の完全圏構造 F

2. 2正則な単純 Γ加群の集まり

3. 箙 Q(E)上の点線の集合 A

ここでどのようなときに箙 Q(E)に点線を引くかは省略するが, 今まで出ててきた点線は全てこ

の定理における点線になっている.

注 4.4. この定理は, 有限型という仮定や, さらに圏として仮定していた k線形 Hom有限などをの

ぞいても, 適当な条件のもとになりたつ. このような与えられた圏上の完全圏構造については, ご

く最近そのようなもののなかで最大のものが存在することが示されるなど [Ru], 自然な疑問ながら

あまり調べられていなかった.



次にこれを利用して, CM有限 IG環の分類に関する次の主定理が得られた.

定理 4.5 ([En2, Theorem A]). 次のクラスの間に全単射が存在する.

1. CM有限な IG環 Λ

2. ペア (Γ,A)で, Γは大域次元有限な多元環, Aは Γの箙Q(projΓ)の上の点線からなるサイク

ルの集合

ここで (Γ,A)から Λを作るには, Aには乗っていない頂点に対応する射影 Γ加群全ての直和の自

己準同型環を取ればよい.

Proof. これは, 次の補題と先の定理によりすぐ従う.

補題 4.6 ([En1]). 有限型の完全圏 E が定理 4.3でペア (Γ,A)と対応するとする. このとき E があ
る IG環の CM圏と完全圏として同値なことと, Γが大域次元有限かつ Aがサイクルからなること
は同値である.

例 4.7. 例 1.2を考えよう. ここで E として圏 mod k[X]/(X3)をとり, Γはこの圏と命題 4.1のも

と対応する多元環とする. この Γは大域次元が 2であり, さらにQ(projΓ) = Q(E)は例 1.2に描か

れているものと同一視できる. よって点線からなるサイクルは 2つあり, サイクルの集合の選び方

は全部で 22 = 4通りある. このとき具体的に Λを計算することは簡単であるが省略する.

より複雑な例として興味ある読者は [En2]の Example 1.2を見よ.

最後に定理 4.3の証明のアイデアを簡単に話そう. 実は E と Γが命題 4.1で対応するとき, Γ加群

を考えることは E 上の前層 Eop → Abを考えることと同じであり, よって米田埋め込み E → modΓ

が存在する. このとき E は projΓと圏同値になっており, 米田埋め込みの左完全性から E 上の短
完全列 0 → X → Y → Z → 0を米田で移せば 0 → E(−, X) → E(−, Y ) → E(−, Z)が完全とな

る. これは E(−, Y ) → E(−, Z)の cokernelの射影分解を与えており, 射影次元が 2である. この

cokernelとして現れうる集まりを考えると, これがちょうど 2正則単純加群を組成列としてもつ加

群に対応することが分かる.
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