
九州代数的整数論 2017 —講演概要—

3月 8日（水）

• 原下 秀士 (横浜国立大学)「低標数の種数 4の超特別曲線について」

　超特別曲線とはヤコビアンが超特異楕円曲線の直積になっている（非特異射影）曲線のことである。与えられた

種数、標数に対して超特別曲線の同型類は有限個であることが知られており、我々はその数え上げについて興味が

ある。偏極アーベル多様体の場合については種々の理論があり、一般的な結果も知られているが、曲線の場合は未

解決問題が数多く残されている。アーベル多様体の場合の結果や曲線の場合の理論的な背景について述べた後、工

藤桃成氏との共同研究で得られた低標数の種数 4の超特別曲線の数え上げについてお話しする。

• 三柴 善範 (小山高専)「Carlitz 多重ゼータ値の対数表示について」

　標数 0 における多重ゼータ値の関数体類似として，Thakur は Carlitz 多重ゼータ値 (CMZV) を定義した．

Anderson と Thakur により，Carlitz ゼータ値 (深さ 1の CMZV)は Carlitz t加群のテンソル冪をとったもの

の対数関数の座標に現れることが知られている．本講演では，この結果を深さ 1とは限らない一般の CMZV に拡

張する．つまり，任意の CMZV に対し，ある t加群を構成し，CMZV がこの t加群の対数関数の座標に現れる

ことを解説する．本研究は Chieh-Yu Chang 氏との共同研究である．

• 小関 祥康 (神奈川大学)「Lattices in crystalline representations and Kisin modules associated

with iterate extensions」

　 K を完全体を剰余体に持つ混標数 (0, p)の完備離散付値体とし、G をその絶対ガロア群とします。Kisin 加群

の理論とは、大雑把にいえば準安定 p進表現やクリスタリン p進表現の格子を簡単な線形データを用いて考察す

る理論です。この理論はK の素元の pべき乗根系をK に添加して得られるK 上の APF 拡大に依存しています。

近年、Bryden Cais と Tong Liu により、この理論（の一部）がより多くの APF 拡大に対して拡張されました。

本講演では、彼らの理論に基づき、クリスタリン表現の格子を分類する線形データを与えます。また、時間があれ

ばねじれクリスタリン表現に関するある充満忠実性定理の紹介をしたいと思います。

3月 9日（木）

• 奥村 喜晶 (東京工業大学)「A function field analogue of the Rasmussen-Tamagawa conjecture」

　 K を Fq(t) の有限次拡大とし、Ga を K 上の加法群とする. K 上の Drinfeld module とはある条件を満たす

Fq-代数準同型 φ : Fq[t] → EndFq
(Ga) であり、代数体上の楕円曲線の類似物である. 本講演では、Christopher

Rasmussen 氏と玉川安騎男氏によって提唱された代数体上の Abel 多様体の非存在性予想の類似を K 上の

Drinfeld module に対して考察し、それに関して得られた結果を紹介する.

• 田坂 浩二 (愛知県立大学)「２重ゼータ値の周期多項式関係式の精密化」

　 Euler-Zagier の２重ゼータ値と、楕円カスプ形式の間に親密な関係があることが知られている。この関係は、

２重ゼータ値の関係式とカスプ形式の間の関係を示唆するものであり、Eisenstein級数を用いて直感的に理解する

ことができる。これに対し、Gangl-金子-Zagierは周期多項式 (カスプ形式の critical valueの生成多項式)から 2

重ゼータ値の関係式を導くという、興味深い明示対応を与えている。これを２重ゼータ値の周期多項式関係式と呼

ぶ。本講演では、Francis Brown氏により構成された深さ 2の有理結合子や山本修司氏の 1/2-多重ゼータ値など

を key wordに、2重ゼータ値の周期多項式関係式の精密化を議論する。

• 中屋 智瑛 (九州大学)「On modular solutions of certain modular linear differential equation

and supersingular polynomials」

　標数 p の超特異 (supersingular)楕円曲線の閉体上の同型類は有限個であり，それらの j 不変量を根にもつ多項

式は超特異多項式とよばれる．Deuringによって超特異多項式は超幾何多項式を用いて表せることが知られてお

り，適当な保型微分方程式のモジュラー形式解から超特異多項式を構成することができる．本講演ではいくつかの

パラメータが入ったある保型微分方程式を考え，そのモジュラー形式解から超特異多項式を構成する．

• 小野 雅隆 (慶應義塾大学)「Finite multiple zeta values associated with 2-colored rooted trees」

　金子氏と Zagier 氏によって導入された有限多重ゼータ値が近年活発に研究されている。また鎌野氏はMordel-

Tornheim 型（MT 型）と呼ばれる別の型の有限多重ゼータ値を導入し、有限多重ゼータ値による明示公式を得



た。その帰結として有限多重ゼータ値の間の多くの関係式が得られている。この講演では 2 色根付き木という組

合せ論的対象と付随する有限多重ゼータ値を定義し、有限多重ゼータ値及びMT型有限多重ゼータ値の共通の一

般化とみなせることを示す。また、簡単な仮定のもとでは 2 色根付き木に付随する有限多重ゼータ値が有限多重

ゼータ値の和で書けることを紹介し、系として有限多重ゼータ値のシャッフル関係式の別証明を与える。

• 関 真一朗 (大阪大学)「p進数環と Â-有限多重ゼータ値」

　 p進数環 Âを導入し, Â-有限多重ゼータ値 (Â-FMZV)を Âの元として定義する. Â-FMZV達の満たす関係

式に関する Rosenによる先行研究および講演者の結果を解説する.

3月 10日（金）

• 筒石 奈央 (学習院大学)「至る所 good reductionをもつ代数体上の楕円曲線の決定アルゴリズムについて」

　 K を代数体, S を K の素イデアルの有限集合とする. Shafarevichにより S に属さないすべての素イデアルで

good reduction をもつ K 上の楕円曲線の同型類は有限個であることが知られている. この講演では, 任意の K

で, S = ∅の場合, つまり至る所 good reductionをもつ楕円曲線の有限集合を決定するアルゴリズムを, 低次の代

数体での計算例と合せて紹介する. アルゴリズムの鍵は, すべての至る所 good reductionをもつ楕円曲線の j 不

変量を含む有限集合が単数方程式の解から構成されるところにある。この議論を応用して, ある単数方程式の解か

ら、至る所 good reductionをもち, 定義体と j 不変量の次数が等しくなるような楕円曲線の無限族を次数 n ≥ 3

ごとに構成できることも紹介する.

• 横山 和弘 (立教大学)「楕円曲線の同種写像の公式生成について」

　楕円曲線の同種写像を楕円曲線のパラメーターを用いて表すことを公式ということにする. 本講演では, 公式の

存在とその形について理論的に特徴付けを行い, Vélu の公式より導かれる同種写像が満たす連立代数方程式を導

を解くことで実際の計算機上で計算されることを示す. 一方で, この計算は消去法, すなわち Gröbner 計算問題と

捉えることができ, 今まで得られた効率化技法がどこまで有効であるかも合わせて検証する.

• 谷口 哲也 (金沢工業大学)「円分体の相対類数の行列式公式の値の大きさの特異性とその応用について」

　本講演では，円分体の相対類数の行列式表示の値の大きさのある種の特異性について報告する．「Demjanenko

行列」は 0,1成分の行列であり，その行列式の値は円分体の相対類数を表現することが知られているが，その絶対

値が「0,1をランダムに配置した行列の行列式の絶対値」に比べて極端に大きいという観察結果を得ている．また

「± 1を成分とする，相対類数の行列式表示」でも同様の特異な現象を観察しており，相対類数の行列式公式は大

きな行列式値をもつ行列の構成に応用できると考えている．本講演では，幾つかのタイプの相対類数の行列式表示

を提示し，ランダム係数の行列式と比較してどの程度の大きさなのかを紹介する．相対類数の行列式表示のこの特

異な性質の応用として，実験計画法等を検討している事についても触れたい．また，講演者が以前行っていた円分

体の相対類数の高速計算の手法を，これらの行列式の計算に応用する試みについても述べたい．

• 高橋 浩樹 (徳島大学)「円分体の一般 Greenberg 予想と K 群の特殊元」

　 p を素数，k を有限次代数体として，k̃ を k の全ての Zp 拡大の合成体とする．一般 Greenberg 予想は k̃ 上

の最大不分岐アーベル p 拡大のガロア群が Zp[[Gal(k̃/k)]]加群として pseudo-null であろうという主張である．

McCallum 氏と Sharifi 氏は，p 分体 k に対し円単数から構成される K 群の特殊元を用いた予想の十分条件を与

え，小さな素数 p に対して予想の成立を確認している．この講演では，4p 分体に対する同様の調査についての計

算結果について報告する．
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