
2017早稲田整数論研究集会アブストラクト

日時： 2017年 3月 21日 (火) ∼ 23日 (木)

会場： 早稲田大学 理工学部 (西早稲田 (大久保)キャンパス)

62W号館 1階 大会議室

3月 21日 (火・午前)

10:30–10:40 Opening

10:40–11:30 兵藤　史武 / (川崎医療福祉大学)

Title: Hecke rings and zeta functions associated with algebras

Abstract: 本講演では，p進整数環上の環 (リー環など結合律を満たさないも
のも含む)の自己同型群に付随する Hecke 環上の形式的べき級数を考察対象
とする. これを環に付随するHecke級数と呼ぶことにしよう．この級数の各係
数に degree map を作用させると，F.J. Grunewald, D. Segal, and G.C.Smith

が定義した環のゼータ関数と一致する．他のゼータ関数と同様に，有理性と
呼ばれる良い性質を環のゼータ関数が持つことが彼らによって示されている
ため，環に付随する Hecke 級数も有理性に類する良い性質を持つのではない
かと講演者は考えている．実際，Heisenberg の Lie 環に付随する Hecke 級
数が或る等式を満たすことを講演者は過去に示している．もちろん環のゼー
タ関数の有理性をこの等式は degree map を介して導いている．さらに保型
形式の分野において E.Hecke が示した，GL2 に付随する Hecke 級数の有理
性定理にも類似しており，非常に興味深いものであった．本講演では 2次の
Heisenberg の Lie 環に於いても同様の性質が成り立つことを報告する．

11:50–12:40 並川　健一 / (東京電機大学)

Title: GSp(4) 上の Theta 関数の構成とその応用
Abstract: 肥田- Tilouineによる反円分岩澤主予想では GL(2)上のTheta関
数の合同が用いられる．この議論の高次元化を目標に，GSp(4) 上の Theta

関数を考察し，その Bessel 周期，Peterson 内積を明示的に記述する．またそ
の応用として GL(2) の Rankin - Selberg L 関数に対する Bloch -加藤予想，
標準 L 関数の特殊値の非消滅についての結果を述べる．(謝銘倫 (國立台湾大
学, 中央研究院)との共同研究．)



3月 21日 (火・午後)

14:20–15:10 小澤　友美 / (東北大学)

Title: Hida deformation of a classical weight one Hilbert cusp form

Abstract: Let p be an odd prime and F a totally real field. Starting from a p-

ordinary classical weight one Hilbert cusp form f of dihedral type defined over

F , we will observe how p-power order characters ξ of a certain ray class group

give rise to a family {fξ} of classical weight one forms fξ which are congruent

to f modulo p. This observation is the key ingredient in the previous work

of the speaker on the number of classical weight one specializations inside a

non-CM Hida family. In particular, I would like to discuss a condition under

which infinitely many fξ occur as specializations of a CM Λ-adic form where

Λ is the Iwasawa algebra corresponding to the cyclotomic Zp-extension of F .

15:30–16:20 服部　新 / (九州大学)

Title: Coleman-Mazur 固有値曲線の次数有限な既約成分は重さ空間上有限
Abstract: p を素数とする．Coleman-Mazur固有値曲線（eigencurve）とは，
傾き有限な過収束 p 進正規固有形式のモジュライ空間であり，固有形式に対
してその重さを対応させることにより，固有値曲線から重さ空間への射が定
まる．固有値曲線の幾何的な様子はよく分かっていなかったが，近年急速に理
解が進んでいる．固有値曲線の既約成分は保型形式の何らかの p 進族と見な
すことができ，通常保型形式のなす肥田族も，固有値曲線の既約成分で重さ
空間上有限なものと同一視できる．本講演では，固有値曲線の既約成分で重
さ空間上次数有限なものが重さ空間上有限であることを示す（James Newton

との共同研究）．これは固有値曲線の固有性と呼ばれるある種の完備性の帰
結である．この定理と，保型形式の傾きに関する（多くの場合に正しいこと
が知られている）予想を組み合わせると，固有値曲線の次数有限な既約成分
は肥田族（と Eisenstein 成分）しかないことが従う．

16:40–17:30 木村　巌 / (富山大学)

Title: モジュラー形式の零点について
Abstract: F. K. C. Rankin とH. P. F. Swinnerton-Dyer が，レベル 1 の正
則 Eisenstein 級数の基本領域における零点の位置と位数を特定して以来，モ
ジュラー形式の零点に関する様々な研究がなされてきた．本講演では，レベ
ルが低い Fricke 群に関するモジュラー形式の零点の位置と位数について報告
する．



3月 22日 (水・午前)

10:00-10:50 新甫　洋史 /　植木　潤 / (九州大学 / 東京大学)

Title: Idelic class field theory for 3 -manifolds and very admissible links

Abstract: 素数と結び目の類似に基づき，3次元多様体におけるイデール的
類体論の類似物について解説する．まず局所類体論の類似を構成する．素数
全体の集合の類似物として，とても許容的な絡み目を導入し，この絡み目に
付随してイデール群を定義する．更に曲面的な対象から主イデール群が得ら
れ，商を取ることによりイデール類群が定義される．局所相互法則を束ねる
ことにより大域相互写像が構成される．また数論に習い位相を導入すること
で存在定理の類似を紹介する．本研究は植木潤氏（東京大学）との共同研究
である．

11:10–12:00 水澤　靖 / (名古屋工業大学)

Title: 代数体の副 p 絡み目群について
Abstract: 代数体 kと、その非 p上素点の有限集合 S に対して、円分 Zp拡大
体 kcyc の最大 S 外不分岐副 p拡大 (kcyc)S のk 上の”ガロア群 Gal((kcyc)S/k)

を、絡み目群の類似として考察します。岩澤多項式と Alexander 多項式の類
似性もふまえて、得られた結果— Koch 型の群表示、mild 副 p 群となる例、
副 2 Fox 自由微分による岩澤多項式の計算、など — についてお話したいと
思います。

3月 22日 (水・午後)

14:00–14:50 片岡　武典 / (東京大学)

Title: 虚二次体上の順分岐岩澤加群について
Abstract: 古典的な岩澤加群は最大不分岐可換副 p 拡大のガロア群として定
義されるが，p の外にあるいくつかの素点での分岐を許した同様のものとし
て順分岐岩澤加群が定義される．最も基本的な設定である，有理数体の円分
Zp 拡大の順分岐岩澤加群について，伊藤-水澤-尾崎によってその Zp -rank が
決定されている．本講演ではその手法を拡張することにより，いくつかの仮
定の下で，虚二次体の Z2

p 拡大の順分岐岩澤加群の擬同型類を決定する．

15:10–16:00 伊藤　剛司 / (千葉工業大学)

Title: 非自明な pseudo-null 部分加群を持たない馴分岐岩澤加群に関して
Abstract: 総実体上の円分的 Zp 拡大における「馴分岐岩澤加群」は有限に
ならない場合があることは既に知られている。（即ち、Greenberg予想の類似
は成立しない。）そこで、それを弱めた形の「（有限でないときには）非自明
な有限部分加群を持つか？」という問題が考えられるが、これについての（否
定的な）結果を紹介する。また、虚 2次体上の multiple Zp 拡大の場合の馴分
岐岩澤加群に対する同様の問題（非自明な pseudo-null 部分加群を持つか？）
についての（否定的な）結果も紹介する。



3月 22日 (水・午後 (続き))

16:20–17:10 小松　亨 / (東京理科大学)

Title:4次巡回体とその 2次部分体におけるイデアル類の位数について
Abstract: Let L be a cyclic quartic field containing a quadratic field K. Let

ClL and ClK be the ideal class groups of L and K, respectively. Let I be an

integral ideal of L and IK = I ∩ K the ideal of K below I. We say that I

is of order (m,n) if the class of I in ClL has order m and that of IK in ClK
has order n. In this talk, we show that for positive odd numbers m and n

with n | m, there exist infinitely many cyclic quartic fields L having ideals I

of order (m,n).

18:00–20:00 Workshop Party

3月 23日 (木・午前)

10:00–10:50 村上　和明 / (慶応義塾大学)

Title: On an upper bound of λ-invariants of Zp-extensions over an imaginary

quadratic field

Abstract: Let p be an odd prime number. In this talk, we give an explicit

upper bound of λ-invariants for all Zp-extensions of an imaginary quadratic

field k under several assumptions. Especially, we give an explicit upper bound

of λ-invariants for all Zp-extensions of k in the case where the λ-invariant of

the cyclotomic Zp-extension of k is equal to 3. We also apply our method to a

basic problem whether the Iwasawa module of a Zp-extension has a non-trivial

submodule whose order is finite.

11:10–12:00 加藤　正輝 / (神戸大学)

Title: An addition type formula for the double cotangent function

Abstract: The double cotangent function is defined by the logarithmic

derivative of the double sine function and can be regarded as a generalization

of the usual cotangent function. In this talk, we show that the double cotan-

gent function satisfies an addition type theorem. This theorem includes the

reciprocity laws of (classical and higher) Dedekind sums, Lerch’s functional

equation and Ramanujan’s formula. Furthermore, by letting the period tend

to infinity in the theorem, we obtain certain identities for Euler’s double zeta

values.



3月 23日 (木・午後)

14:00-14:50 大野　泰生 / (東北大学)

Title: 荒川-金子型多重ゼータ関数について
Abstract: 多重対数関数を用いてBernoulli数を拡張した多重 Bernoulli数が
定義されたのは 20年前のことである。そして、C 型の多重 Bernoulli 数を負
整数点での値にもつように Riemannゼータ関数を拡張したものが、Arakawa-
Kaneko のゼータ関数であった。最近になって B 型の多重 Bernoulli 数を負
整数点での値にもつ Kaneko-Tsumura のゼータ関数が導入された。本講演で
は多重 Bernoulli 数の零化公式やこれらのゼータ関数のある種の多重積分表
示の応用など N.Kawasaki, Y.Sasaki, H.Wayama と行った各研究について述
べる予定である。

15:10–16:00 菊池　誠 / (神戸大学)

Title: 数理論理学の手法による数概念の理解について
Abstract: 数理論理学はまず第一に数学における命題や証明，真偽の概念と
いう哲学的対象を形式化し，その性質を議論する枠組みであり，通常，ゲーデ
ルの完全性定理や不完全性定理といった数理論理学の基本的な定理も，その
考え方のもとで解釈されている．しかし数理論理学は，計算可能関数や順序
数，基数，数学的構造などの数学的対象を分析するための枠組みであり，自
然数上の関数が実数と対応がつき，順序数や基数が自然数の概念の拡張であ
ることを考えれば，自然数および実数を理解するための枠組みでもある．本
講演では，ゲーデルの不完全性定理やタルスキによる実閉体の量化子除去定
理，ゲンツェンによる算術の無矛盾性証明などが，後者の考え方のもとでは
どのような意味を持つのかを再考し，さらに，この考え方と関わる数理論理
学の最近の話題をいくつか紹介する．

16:20–17:10 足立　恒雄 / (早稲田大学)

Title: 非ユークリッド幾何のモデルで成り立つ命題は公理系から証明できる
か？ （総括）
Abstract: ユークリッド幾何、楕円幾何でも同じように論じられるが、ここ
では双曲幾何を考える。平面双曲幾何のモデルはある順序体 F 上のポアンカ
レ・モデル P (F ) に同型である。F は公理系の連続性公理の型によって決ま
る。連続性公理が円と直線の交点の存在を保証する「円直線公理」である場
合は、F はユークリッド的順序体となって、その（初等）双曲幾何は完全で
はない。すなわち否定も肯定も証明できない命題が存在する。しかし、「円円
公理⇔円直線公理」のように体 F の構造に言及しないで証明できる命題に関
しては、モデルで成り立てば公理系から証明することができる。連続性公理
が代数的連続性を保証する場合は、F は実閉体となって、（１階）双曲幾何
は完全となる。すなわち標準形 P (F ) で成り立つ命題は公理系から証明でき
る。連続性公理がデデキントの切断公理である場合は、F は実数体となって、
モデルで成り立つとしても公理系から証明できることは保証されない。そこ
で、具体的に、普通に知られている双曲三角関数の公式などが公理系からも
証明することができるかどうかについて考察する。

連絡先：169–8555 東京都新宿区大久保 3–4–1

早稲田大学 (理工学部/高等学院)

小松　啓一・橋本　喜一朗・尾崎　学/坂田　裕


