
2019早稲田整数論研究集会アブストラクト

日時： 2019年 3月 13日 (水) ∼ 15日 (金)

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 (水・午前)

10:30–10:40 Opening

10:40–11:30 Speaker: 加塩 朋和 / (東京理科大学)

Title: On a common refinement of Stark units and Gross-Stark units

Abstract: 実素点に関する Stark 予想は, 多重ガンマ関数の積で Stark 単数
と呼ばれる代数的数を表す公式を与える. Stark 単数は多くの場合で単数とな
り,またある種の相互法則を満たすことも予想されている. 一方で吉田予想は,

多重ガンマ関数の別の積で CM 周期と呼ばれる幾何的不変量の超越数部分を
表す公式を与える. 講演者はこれまでに, Stark予想の “代数性部分”と吉田予
想を, 一つの予想式に統一できることを発見した. 今回はこの “Archimedean”

な予想の下で, (p 進Hodge理論の) p 進周期環に値をとる不変量を構成し, さ
らに Stark 予想の “相互法則” の部分と, Stark 予想の p 進類似 (Gross-Stark

予想) の両方を細分する予想を紹介する.

11:50–12:40 Speaker: 伊東 良純 / (千葉大学)

Title: テータ積の L 関数の特殊値について
Abstract: 虚数乗法を持つ楕円曲線の L 関数の s = 1 での値がガンマ関
数の特殊値で表されることが古典的に知られている。では、より一般の場合
はどうだろうか？近年、Jacobi または Borwein テータ関数の積 (以後、単に
テータ積と呼ぶ)で表される尖点型式の場合に、その L 関数の特殊値が一般
超幾何関数という特殊関数の値で表せることがわかってきた。例えば、大坪、
Rogers-Zudilin、Zudilin、講演者は特定の重さ 2のテータ積のL関数の s = 2

での値を、Rogers-Wan-Zucker は特定の重さ 3, 4, 5 のテータ積の L 関数の
s = 1 での値を一般超幾何関数の特殊値で表している。本講演では、尖点型
式とは限らない重さ 2, 3 のテータ積の L 関数を考え、その特殊値を一般超幾
何関数の特殊値で表す。



3月 13日 (水・午後)

14:20–15:10 Speaker: 中屋 智瑛 / (九州大学)

Title: 深さ 4以下の extremal quasimodular form が持つ漸化的構造について
Abstract: Kaneko-Zagier による超特異多項式の研究に現れたある 2階保型
微分方程式 (Kaneko-Zagier方程式)について，Kaneko-Koikeはその解として
深さ 1 の extremal quasimodular form (以下 ex-qmf と略す)が現れること，
また ex-qmf と Atkin 直交多項式との関係を示した．その証明の際に鍵とな
るのは，解の間に成り立つ隣接関係式や微分関係式である．
本講演ではこれと同様の手法で 3, 4, 5階の Kaneko-Zagier方程式が深さ 2, 3, 4

の ex-qmf を解に持つことを示し，更に Atkin 直交多項式との間に予想され
る関係式についても触れる．

15:30–16:20 Speaker: 大西 良博 / (名城大学)

Title: A recursion system on the expansion coefficients of the sigma func-

tion for a higher genus curve. - joint work with J.C.Eilbeck, J.Gibbons, and

S.Yasuda -

Abstract: Weierstrass gave a recursion relation for the coefficients of the

power series expansion of his sigma function around each one of the 2-torsion

points of the corresponding elliptic curve. His result is essentially algebraic

interpretation of the heat equation satisfied by Jacobi’s theta series. He de-

rived the result, by a technique of genius, merely from the usual differential

equation of the (℘)-function. Around 2005, Buchstaber and Leykin published

several papers generalizing the work of Weierstrass to higher genus case. Un-

fortunately, those papers are pretty difficult to read. In the past several years,

the speaker and the coworkers made some effort to understand the papers by

Buchstaber-Leykin. The result is specialized not only for number theorists

and would be one of foundations of the theory of Abelian functions. This talk

would be a good opportunity to shed a light on some aspect of the theory.

16:40–17:30 Speaker: 足立 恒雄 / (早稲田大学)

Title: 順序体上の古典幾何学の分類について
Abstract: 実数体上の古典幾何（モデルで言えば，定曲率の曲面）が双曲幾
何，楕円幾何，そして放物幾何（ユークリッド幾何）に限ることは古くから
知られているが，一般の順序体上の古典幾何がどのように分類されるかは余
り知られていない．本講演では，鏡映理論に基づいて ，一般的な順序体上で
の古典幾何の完全な分類を与える．結論的に言えば，アルキメデスの公理が
成り立つような順序体上の古典幾何は，双曲幾何，楕円幾何，放物幾何に限
られる．しかし，アルキメデスの公理が成り立たない場合は，この限りでは
ない．たとえば，放物幾何の超準モデルMのある点Pから無限小の距離にあ
る点の全体をHとすれば，Hでは平行線公理は成り立たないが，三角形の内
角の和は 2直角なので，双曲幾何というわけでもない．本講演では，こうし
た場合も含めた分類を考える．



3月 14日 (木・午前)

10:00-10:50 Speaker: 山本 康太 / (名古屋工業大学)

Title: 2 次有理写像による代数体の反復拡大について
Abstract: 有限次代数体 k 上の素数次数 p の有理関数 ϕ と b0 ∈ k に対して,

数列 {bn}を ϕ(bn+1) = bn により定める. このとき,代数体 kn = k(bn)は p冪
次の反復拡大の列 {kn} を作り, また, k 上Galoisな代数体 Kn = k(ϕ−n(b0))

に含まれる. 有理関数 ϕ が post-critically finite (各臨界点の反復軌道が有限)

であるとき, 拡大 K∞ =
∪

n≥0Kn/k の分岐素点は有限個であることが知られ
ている. さらにこのとき, arboreal Galois 表現の像 Gal(K∞/k) は小さくなる
ことが知られており, それは p 進 Lie像をもつ arboreal Galois 表現を与える
ことがある. 本講演では, いくつかの 2 次有理関数を考え, 分岐し得る素点が
分かる状況で, {kn} や 2 進 Lie拡大 K∞/k のイデアル類群の 2-partに関し
て得られた結果を報告する. 本研究は, 水澤靖氏との共同研究である.

11:10–12:00 Speaker: 大槻 玲 / (慶応義塾大学)

Title: 多重 Zp-拡大上の不分岐岩澤加群のガロア不変商について
Abstract: 本研究は，三浦崇氏，村上和明氏，岡野恵司氏との共同研究であ
る．代数体 K の多重 Zp-拡大 Ke 上の最大不分岐アーベル p-拡大のガロア群
X(Ke) は，岩澤理論におけるミステリアスな対象のひとつである．我々は昨
年，奇素数 p が分解する虚二次体K に対して，X(Ke) の Gal(K/Ke)-不変
商の位数に関する結果を得た．今回それを一般化することができたので報告
する．すなわち，適当な条件を満たす CM-体 K 上の多重 Zp-拡大 Ke に関
して，X(Ke) の Gal(K/Ke)-不変商の位数を，円分的 Zp-拡大の不分岐岩澤
加群の特性多項式を使って記述する．

3月 14日 (木・午後)

14:00–14:50 Speaker: 伊藤 剛司 / (千葉工業大学)

Title: 虚 2 次体上の反円分的 Z3 拡大の中間体上の q 外不分岐なアーベル 3

拡大について
Abstract: 虚 2次体上の反円分的 Z3 拡大の initial layer上の q 外不分岐アー
ベル 3 拡大（q は 3 と異なる有理素数）のガロア群の構造について得られた
結果を紹介する。講演では、この結果を得るに至った背景についての概説も
行う予定である。

15:10–16:00 Speaker: 原　隆 / (東京電機大学)

Title: 代数体の非可換岩澤理論を巡って
Abstract: 代数体の非可換岩澤理論とは、代数体の或る種の無限次非可換拡
大 (正確には p 進リー拡大) を舞台として、代数的対象 (セルマー複体およ
びそのポントリャーギン双対) と解析的対象 (同変 p 進ゼータ関数) の間の
神秘的な関係を追究する理論であり、岩澤健吉等による代数体の古典的な岩
澤理論を (尾崎学等による非アーベル岩澤理論とは異なる観点から)《非可換
化》したものである。しかしその扱いは容易ではなく、2010年頃の J. Ritter,

A. Weiss並びにM. Kakdeによる総実代数体の非可換岩澤主予想の解決以降、
目覚ましい進展が見られるとは言い難いのが現状である。本講演では、非可
換岩澤理論の設定を簡単に振り返った後、講演者の最近の試みについて紹介
する。



3月 14日 (木・午後 (続き))

16:20–17:10 Speaker: 尾崎　学 / (早稲田大学)

Title: Zp-拡大体上の最大不分岐 p-拡大について
Abstract: 「有限次代数体の円分的 Zp-拡大体の最大不分岐 p-拡大は非可換
自由 pro-p-拡大にならないであろう」という予想に関して解説する．

18:00–20:00 Workshop Party

3月 15日 (金・午前)

10:00–10:50 Speaker: 太田 和惟 / (慶應義塾大学)

Title:楕円保型形式に対する反円分岩澤主予想
Abstract: セルマー群と、Bertolini-Darmon-Prasanna とBrakocevic によっ
て構成された「反円分」 p 進 L 関数とを結びつける岩澤主予想について解
説します。本講演では、この p 進 L 関数が、楕円保型形式の L 関数を反円
分 Hecke 指標でひねって得られる特殊値たちを補間するということを思い出
し、主予想の定式化を簡単に説明します。その後、九州大学の小林真一氏と
の共同研究で得られた、主予想の半分の証明について解説します。

11:10–12:00 Speaker: 村原 英樹 / (中村学園大学)

Title: 多重ゼータ値と有限多重ゼータ値における大野関係式と導分関係式に
ついて
Abstract: 多重ゼータ値は，リーマンゼータ関数の正の整数点での値をある
種拡張したもので，近年盛んに研究されている．この分野の研究における関
心事の 1つとして，多重ゼータ値の張る Q-線形空間の代数構造を把握する
ことが挙げられ，様々な関係式が知られている．またこの多重ゼータ値に対
して，その類似物として有限多重ゼータ値が考えられており，この有限多重
ゼータ値についても次元や代数構造について，多重ゼータ値に対応する形の
予想が知られている．
本講演では，多重ゼータ値や有限多重ゼータ値の線形関係式としてよく知

られている「大野 (型)関係式」や「導分関係式」について，講演者が近年得
た成果を交えながら概説する．また本講演の内容は，部分的に今冨耕太郎氏・
斎藤新悟氏・広瀬稔氏との共同研究の成果を含む．



3月 15日 (金・午後)

14:00-14:50 Speaker: 鈴木 美裕 / (京都大学)

Title: Quaternion distinguished representations and base change lift

Abstract: Langlands 予想によると, ユニタリ群の尖点的保型表現を一般線
形群 GL の保型表現に対応させる, base change lift という写像が存在する.

Flicker と Rallis は, GLの尖点的保型表現がこの base change lift の像に入
るための条件が, ある周期で与えられると予想した. Flicker と Rallis の予想
の拡張に当たる新しい予想を考え, GL(2) の場合に相対跡公式を使ってこの
予想を証明できたので, その結果を紹介する. p-進群での類似の予想について
も, 表現の分類を用いて部分的な結果が得られたので併せて紹介する.

15:10–16:00 Speaker: 杉山 真吾 / 日本大学)

Title: On generalized trace formulas for GL(2)

Abstract: In this talk, we give two generalizations of the Eichler-Selberg

trace formula for elliptic modular forms by integrating the product of a kernel

function and an automorphic form. If the automorphic form involved is a

spherical Eisenstein series, we give a generalization of Zagier ’s formula. If

the automorphic form is an even Hecke-Maass cusp form of full level, we have

a new exact formula of an average of triple products of modular forms. This

talk is based on joint works with Masao Tsuzuki (Sophia University).

16:20–17:10 Speaker: 色川 怜未 / (東京工業大学)

Title: Activity measures of dynamical systems over non-archimedean fields

Abstract: Toward the understanding of bifurcation phenomena of dynam-

ics on the Berkovich projective line over non-archimedean fields, we stud-

ied the stability (or passivity) of critical points of families of polynomials

parametrized by an analytic curve. We constructed the activity measure of a

critical points of a family of polynomials, and studied its property : equidis-

tribution, relation to the Mandelbrot set.
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