
2018早稲田整数論研究集会アブストラクト

日時： 2018年 3月 13日 (火) ∼ 15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 13日 (火・午前)

10:30–10:40 Opening

10:40–11:30 隈川　直貴 / (早稲田大学)

Title: 実二次体上の円分 Z2-拡大における岩澤不変量について
Abstract: 総実代数体上の円分 Zp-拡大（ p は素数, Zp は p 進整数環)にお
ける岩澤の λ, µ 不変量も 0 になるであろうという予想はGreenberg 予想と
して知られています. 判別式が 2 で割れる実二次体上の円分 Z2-拡大におけ
る Greenberg 予想については小松啓一氏と福田隆氏の 2005年の共著論文に
て考察されています. 本講演では, 共著論文の内容を紹介した上で論文の中で
明らかになっていない場合の判定法について紹介します.

11:50–12:40 坂本　龍太郎 / (東京大学)

Title: On the theory of Euler systems

Abstract: Mazur-Rubinの Kolyvagin系の理論によって Euler系の議論は単
純化されより精密なことが理解できるようになった．Perrin-Riou は「 Euler

系の理論は高階の場合に一般化する必要がある」と提唱している．しかし，
高階の場合のそれぞれの理論にはいくつか不十分な点があった．最近，高階
Euler 系，高階 Kolyvagin 系の定義を一般化することでこれらの点を解決し
高階の一般論を構成することができたので報告する．本研究は David Burns

氏と佐野昂迪氏との共同研究である．

3月 13日 (火・午後)

14:20–15:10 佐久川　憲児 / (京都大学数理解析研究所)

Title: モジュラー曲線の相対的冪単基本群とその混合テイト商について
Abstract: モジュラー曲線の相対的冪単基本群とは, モジュラー曲線上の相
対的に冪単な Q 局所系を分類するような有理数体上のアファイン群スキー
ムである. その関数環には Deligne の意味での実現システムの構造が自然に
入ることが知られており, 特にホッジ構造については近年 Richard Hain 氏や
Francis Brown 氏等により詳しい研究が始められた. 本講演では, まず相対的
冪単基本群について簡単に解説し, 更にそのモチーフ的構成と混合テイト商
について講演者が得た結果を解説する. またその結果得られる, 混合テイト商
と Hain 氏と松本眞氏により導入された普遍混合楕円モチーフの圏の淡中基
本群との関係についても述べる.



3月 13日 (火・午後)

15:30–16:20 鍬田　政人 / (中央大学)

Title: Elliptic normal curves of degree 2N and modular curves

Abstract: An elliptic normal curve of degree n is an elliptic curve E in

Pn−1 of degree n contained in no hyperplane. If n ≥ 4, E lies on n(n− 3)/2

quadrics. If n is odd, the universal elliptic curve with full level n structure

can be realized as a family of elliptic normal curves of degree n. If n = 2N

is even, the situation is a little more complicated. In this talk we will discuss

the differences between odd and even cases.

16:40–17:30 柳井　裕道 / (愛知工業大学)

Title: CM 型アーベル多様体の退化指数について
Abstract: CM 型アーベル多様体の n 個の積をとったとき，その上に例外
的ホッジサイクル（因子の類で生成されないホッジサイクル）が現れるよう
な最小の n を，そのアーベル多様体の退化指数（ index of degeneracy ）と
いう．このような n が存在する時，そのアーベル多様体（あるいはその CM

型）は退化（ degenerate ）しているという．退化 CM 型アーベル多様体の
虚数乗法の体（ CM 体）K が有理数体上アーベル拡大のとき，退化指数は１
であることが知られている．また，K がアーベル体でないときは，退化指数
が２であるような（１００次元の）例が １９９３年に S. P. White によって
与えられた．その後長い間新しい例は発見されていなかったが，最近になっ
て退化指数が２以上となる，次元の低いアーベル多様体の例が多く発見され
た．本講演では，この例を紹介するとともに，退化指数に関する研究の経緯
を解説する．（木田雅成氏との共同研究）

3月 14日 (水・午前)

10:00-10:50 広瀬　稔 / (九州大学)

Title: Block shuffle identity for multiple zeta values

Abstract: ブロックシャッフル関係式は多重ゼータ値の新しい関係式である。
ブロックシャッフル関係式は、Charlton のブロック記法と深く関係した等式
であり、Borwein-Bradley-Broadhurst-Lisonk’s cyclic insertion conjectureや、
Charlton’s cyclic insertion conjecture など、今まで証明の知られていなかっ
た多数の多重ゼータの関係式を導く。本講演では、ブロックシャッフル関係
式の定式化や、証明のスケッチ、既存の予想との関係等について述べる。こ
れらは、国立台湾大学の佐藤信夫氏との共同研究である。



3月 14日 (水・午前)

11:10–12:00 山崎　義徳 / (愛媛大学)

Title: Schur 多重ゼータ関数とその 1-3 公式について
Abstract: Riemann ゼータ関数の一般化の一つに （Euler-Zagier 型） 多
重ゼータ関数と呼ばれるものがある。これは数論に限らず、数学や数理物理
学の様々な分野と関連があることが分かっており、現在非常に活発に研究さ
れている。本講演では、この多重ゼータ関数を Schur 関数の視点から拡張し
た”Schur 多重ゼータ関数” なるものを導入し、その正の整数点における特殊
値の数論的・組合せ論的性質について紹介する。特に、多重ゼータ関数の場
合のいわゆる 1-3公式の類似物について考察し、それと Riemannゼータ関数
の特殊値との関係について説明する。本講演の内容は、上智大学の中筋麻貴
氏とチュラーロンコーン大学 の Ouamporn Phuksuwan 氏との共同研究、お
よび、名古屋大学の Henrik Bachmann 氏との共同研究に基づくものである。

3月 14日 (水・午後)

14:00–14:50 田中　立志 / (京都産業大学)

Title: 根付き木写像と多重ゼータ値
Abstract: Connes-Kreimer による rooted tree のホップ代数に基づいて, 二
変数非可換多項式環上の写像を構成し, それらが持ついくつかの性質を紹介し
ます. 重要な性質のひとつは, これらの写像が多重ゼータ値の関係式族を誘導
するということです. 後に Henrik Bachmann との共同研究において, この関
係式族が, 井原-金子-Zagier による導分関係式を含むこと, いわゆる川島関係
式の線形部分と同値な族であること, を示しました. （前者は後者からしたが
いますが, 前者はその証明において Dynkin 作用素を使うなど, 後者の内容と
は多少異なる文脈の中で解釈されています.）これらを概観し, 時間が許せば,

コンピュータ実験に基づく課題など, さらなる課題に言及したいと思います.

15:10–16:00 松坂　俊輝 / (九州大学)

Title: Mock modular forms and polyharmonic Maass forms

Abstract: The theory of mock modular forms originated with Ramanujan.

In his last letter to Hardy, dated January 12, 1920, 17 examples of mock

theta functions appeared. However his definition of mock theta functions is

quite vague, it had been a long-standing problem to give a precise defini-

tion. To this question, in 2002, Zwegers showed that Ramanujan ’s mock

theta functions are related to weight 1/2 harmonic Maass forms in his PhD

thesis. According to his works, mock modular forms are defined as the holo-

morphic parts of harmonic Maass forms today. In this talk, we generalize

harmonic weak Maass forms to polyharmonic functions, called polyharmonic

weak Maass forms, and construct a basis of the space of such forms. These

forms appear as the Taylor coefficients of the real analytic Eisenstein series

and the Maass-Poincare series. Moreover, some examples are known that the

Fourier coefficients of polyharmonic weak Maass forms play important roles

in Number theory.



3月 14日 (水・午後 (続き))

16:20–17:10 杉山　和成 / (千葉工業大学)

Title:保型超関数とマース形式に対するヴェイユ型逆定理
Abstract: はじめに、SL2(R) の主系列表現の表現空間上で定義されるある
和公式について述べる。メリン変換によって、この和公式から関数等式をみた
すディリクレ級数 ( L-関数) が構成されるが、逆に同じ解析的性質を持つ L-

関数があると和公式を導くことができる。この和公式は、主系列表現空間上
の超関数がみたす保型性と解釈され、ポアソン変換と組み合わせれば、マー
ス形式に対する逆定理を定式化することができる。我々はさらに、指標和で
ひねった L-関数も導入して、ヴェイユ型逆定理を証明する。応用として、2

次形式に関連する 2変数概均質ゼータ関数がマース形式と対応していること
を述べる。（このマース形式は実解析的ヤコビ形式との関連で、2次形式が正
定値の場合に、水野義紀氏により調べられているものである。）
　本講演は、佐藤文広氏（立教大学/津田塾大学）と上野隆彦氏（聖マリアン
ナ医科大学）との共同研究に基づく。

18:00–20:00 Workshop Party

3月 15日 (木・午前)

10:00–10:50 青木　琢哉 / (早稲田大学)

Title:Odlyzko bound と総実代数体の類数評価について
Abstract: 正の整数 n に対して，有理数体 Q の円分的 Z2 拡大の Q 上 2n

次の中間体 Bn の類数がすべて 1となるか，というWeber の類数問題があり
ます. この問題には様々なアプローチがされていますが，2014年に J. Miller

氏が新たに B6 の類数が 1となることを示しました.

本講演では Miller 氏の手法をQ(
√
5) の円分的 Z2 拡大の中間体に応用する

ことで得られた結果について，話をさせて頂きます.

11:10–12:00 森澤　貴之 / (工学院大学)

Title: On the class semigroup of a Zp-extension

Abstract: 有限次代数体において, 整数環の（0でない）分数イデアルは可逆
である. そのため, 分数イデアル全体を単項分数イデアル全体で割った集合は
群をなし, イデアル類群とよばれる. しかし, 無限次代数体においては, 分数
イデアルは可逆であるとは限らず, 分数イデアル全体を単項分数イデアル全
体で割った集合は, 一般には（単位的）半群となる. これをイデアル類半群と
よぶ. 本講演では, Zp-拡大のイデアル類半群の構造について紹介したい. 本
研究は許斐豊氏との共同研究である.



3月 15日 (木・午後)

14:00-14:50 北山　秀隆 / (和歌山大学)

Title: 純単項作用の不変体有理性問題
Abstract: Noether はガロアの逆問題を背景として次の問題を提唱した：
「K を体、Gを有限群とする。K 上の |G|変数有理関数体上に　Gが正則作
用による変数の置換として作用するとき、その不変体は K 上　有理的か？」
この問題について様々な結果が知られているが、一般には未解決である。上
記の Noether の問題の研究には”純単項作用”と呼ばれる特殊なタイプの作用
による不変体の有理性問題が重要な役割を果たすことが多い。この講演では、
純単項作用の有理性問題について考察し、講演者の最近の試みについて紹介
する。

15:10–16:00 鈴木　雄太 / 名古屋大学)

Title: 互いに素な友愛数について
Abstract: 自然数のペアであってそれぞれの真約数和がもう一方と等しくな
るようなものを友愛数と呼ぶ。本講演では Gmelin による「互いに素な友愛
数は存在しないだろう」という予想について考える。Gmelin の予想に対して
Artjuhov (1975年)と Borho (1974年)は「与えられた自然数 K に対して、
互いに素な友愛数 (M,N) であって ω(MN) = K なるものは有限個しか存在
しない」という結果を得た。（ただしここで、ω(n) は自然数 n の互いに異な
る素因数の個数である。）さらに最近、Pollack (2015年)は Artjuhov–Borho

の定理で考えられたような友愛数に対して

MN < (2K)2
K2

という評価を与えた。本講演では、この評価を

MN <
π2

6
24

K−2·2K

にまで改善できたので報告したい。時間があれば、この評価の拡張やそこか
ら得られる Gmelin の予想への観察について述べたい。

16:20–17:10 岡田　崇 / (小山高等専門学校)

Title: Some phase-transitions and their q-analogs on powers of the quantum

dilogarithm

Abstract: The quantum dilogarithm has been important object to study

in mathematics and physics. We consider phase-transitions on the powers

of the quantum dilogarithm, assuming statistical-mechanical interpretations

on all of these powers. We discuss the phase-transitions by its multiplicative

q-analog. We then state some conjectural positivity of q-polynomials and

additive q-analogs of the phase-transitions. This is a work-in-progress.

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


