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研究成果の概要（和文）：レゾルベント型跡公式と関連する保型形式とゼータ関数について研究を行った。得ら
れた結果に基づき、保型形式の周期から構成されるある種のディリクレ級数について、解析的性質を証明した。
そのディリクレ級数の極の位置と留数についても決定した。さらに、Sp(2,R)上の大きな離散系列表現に対す
る、ジーゲル・ウィッタカー関数の単純で明示的な積分表示を得た。

研究成果の概要（英文）：We studied resolvent type trace formulas, automorphic forms and zeta 
functions.　Based on our results, we proved analytic properties of certain Dirichlet series　
constructed from periods of automorphic forms. We also determined the location of　poles and 
residues. Besides, we obtained an simple and explicit integral representation of Siegel-Whittaker 
functions on Sp(2,R) for the large discrete series representations. 

研究分野： 代数学

キーワード： 数論　保型形式　跡公式
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
保型形式の整数論においては、保型Ｌ関数

の解析的性質や特殊値、保型形式の周期など
の意味付けやそれらの相互の関係を調べる
ことは大きな主題のひとつである。セルバー
グ跡公式は保型形式やゼータ関数を研究す
るための強力な道具の一つであり、試験関数
を選ぶことによって保型形式の整数論の研
究にさまざまな応用がある。扱う群の階数が
高い場合、セルバーグ跡公式自身が大変複雑
な形をしており、直接には応用しにくい形を
している。現在、さまざまな方向への跡公式
の簡易化、一般化が研究されており、保型形
式の整数論の研究において重要性が増して
いる。本研究では、このセルバーグ跡公式と
本質的に同等な情報を含む「レゾルベント型
跡公式」に関する代表者のこれまでの研究を
踏まえ、セルバーグ跡公式をより“扱いやす
く”さらに、より“多くの情報”を含む「レ
ゾルベント型跡公式」のさらなる“一般化”
の研究とそこから必要な情報を取り出す“細
分化”の研究を推し進める。加えて、その他
の関連する手法（離散群に関連する力学系や
連分数の理論等）を取り入れつつ、さらに発
展させ、そこから数論的に重要な情報を抽出
し、保型形式やゼータ関数および数論的応用
の研究を行う。 
 
２．研究の目的 
セルバーグ跡公式、レゾルベント型跡公式

と関連する保型形式とゼータ関数について
研究する。具体的には以下の: （１），（２）
について、研究を行う。 
（１）代数体の整数環を成分とする階数１の
不定値直交群やユニタリ群の跡公式をＫタ
イプ付きで明示的に研究する。次に、それら
のＫタイプに関する跡公式の“差分”を計算
して「セルバーグ跡公式の差分」を求める。
特に、代数体の単数群の階数が２や３の場合
に具体的に計算する。次に、得られた跡公式
から１または２変数のセルバーグ型ゼータ
関数を定義し、研究する。 
（２）上で得られた「跡公式の差分」に基づ
いて、数論的な応用を考察する。例えば、跡
公式の差分から得られるセルバーグ型ゼー
タ関数の解析的性質を用いて、代数体や二次
形式の類数の漸近的分布を研究する。また、
保型形式の周期の分布と保型Ｌ関数の特殊
値との関係などを調べる。あわせて，離散群
の双曲的固定点から決まる力学系について
も考察する。 
 
３．研究の方法 
（１） 不定値直交群やユニタリ群複数個の
直積に対して、代数体の整数環から決まる離
散部分群のセルバーグ跡公式をＫタイプ付
きで明示的に研究する。跡公式の幾何学的辺
に現れる重み付きユニポテント軌道積分の
フーリエ変換を計算することが必要である。
次にＫタイプに関する差分を考察する。さら

に、それらのＫタイプに関する跡公式の“差
分”を計算して「セルバーグ跡公式の差分」
を求める。特に、代数体の単数群の階数が２
や３の場合に具体的に計算する。得られた跡
公式から１または２変数のセルバーグ型ゼ
ータ関数を定義し、解析的性質や関数等式を
研究する。 
（２）階数が２の具体的な群に対して、いく
つかのＫタイプに対するセルバーグ跡公式
の両辺を比較し、跡公式の差分を考察する。
具体的には各放物型部分群から誘導された
主系列表現のＫタイプの分布を調べ、Ｋタイ
プを固定した跡公式をいくつか比較してそ
れらのＫタイプに関する差分が出来るだけ
簡単になる組み合わせを考察する。結果とし
て、ある階数１の放物型部分群に対する特定
のＭタイプから誘導される主系列表現のみ
がスペクトルサイドに現れる跡公式の“細分
化”が得られる。上記方法で，フルモジュラ
ーな場合にいくつかのＫタイプの組に対し
て、散乱行列式と放物共役類の寄与の差分を
計算する。得られた跡公式の差分を用いて、
数論的応用を考察する。 
 
４．研究成果 
（１）代数体をひとつ固定し、その整数環の
元を成分とする２次の特殊線形群Γを考え
る。代数体の無限素点の個数に応じて、この
群Γは上半平面と３次元上半空間いくつか
の直積に不連続に作用する。代数体から決ま
るこの不連続群Γに対する（適切な）セルバ
ーグ型ゼータ関数を定義しその解析的性質
や数論的応用を研究することは、保型形式の
整数論にとって重要な問題と考えられが、不
連続群が作用する対称空間の階数が１であ
るような代数体である有理数体や虚二次体
以外ではあまり研究されていなかった。最近
の代表者の研究（Y. Gon, J. Number Theory 
147 (2015) ）により、代数体が実二次体の
場合には、セルバーグ型ゼータ関数の定義や
解析的性質、数論的な応用等が分かってきた
ので、さらに純三次体の場合の不連続群Γに
対するセルバーグ型ゼータ関数への応用を
念頭に、非自明なウェイトを持つセルバーグ
跡公式と跡公式の“重さに関する差分”を研
究した。得られた跡公式の差分を用いて、一
変数のセルバーグ型ゼータ関数を定義し、こ
のゼータ関数の全平面への有理型解析接続、
零点と極の位置と位数の決定、関数等式を証
明した。関数等式には、通常のガンマ関数、
２重ガンマ関数に加えて、アイゼンスタイン
級数の定数項からの寄与である“純三次体の
基本単数のゼータ関数”が現れる。既に扱っ
た実二次体の時と同様に、素測地線型定理や、
ラプラシアンの固有値に対するワイル型の
漸近公式も証明される。 
（２）階数２の実斜交群上の大きい離散系列
表現に対する Siegel-Whittaker 関数の明示
的積分表示を得た。満たすべき偏微分方程式
系や形式的級数表示は今までに知られてい



たが(T. Miyazaki, J. Math. Sci. Univ. 
Tokyo (2000)) 、簡明な積分表示を持つ２変
数の部分的に合流した超幾何関数いくつか
の線形結合として具体的に書くことに成功
した。このタイプの合流型超幾何関数は、階
数２の他の群の場合でも現れることが期待
される。また、線型結合の係数から構成され
る行列の行列式に著しい規則性が観察され、
数論的にも表現論的にも重要であることが
示唆される。以上は織田孝幸氏との共同研究
の結果を含む。 
（３）セルバーグゼータ関数の対数微分の部
分的変形について考察した。具体的には、極
の位置を動かさずに、各極での留数が変化す
るような「セルバーグゼータ関数の対数微
分」の部分的変形の族を考察した。このよう
なゼータ関数の部分的変形の族は、今まであ
まり考察されたことはないが、ゼータ関数の
零点についての研究において重要であると
考えられる。ある条件を満たす保型形式の周
期から構成されるディリクレ級数について、
全平面への有理型解析接続や極の位置、極で
の留数をすべて決定した。その結果、今回扱
った「保型形式の周期から構成されるディリ
クレ級数」が「セルバーグゼータ関数の対数
微分」の部分的変形の族の一例を与えている
ことが分かり、大変興味深いといえる。 
（４）実二次体のヒルベルトモジュラー群に
対するヒルベルト‐マース形式のなす空間
には各変数に対応する二つのラプラシアン
が作用する。今回は、第二ラプラシアンの重
さが任意の場合に、ある条件を満たすヒルベ
ルト‐マース形式のなす部分空間を考察し、
そこに作用する第一ラプラシアンの固有値
から構成されるスペクトルテータ関数、スペ
クトルゼータ関数について研究を行った。こ
のようなテータ関数やスペクトルゼータ関
数については、現在まであまり研究されてい
なかった。先ず、テータ関数の時間が０に近
づく漸近公式をすべての場合に導出した。こ
れからスペクトルゼータ関数の解析接続や
原点での正則性が導かれる。これらの結果を
用いて、この空間に作用する第一ラプラシア
ンの正規化行列式を定義し、その明示公式を
求めた。得られた結果は、筆者が過去に定義
したヒルベルトモジュラー曲面に対するセ
ルバーグ型ゼータ関数を用いて記述される。
この際に現れるすべての定数を決定した。特
に、楕円元の寄与から決まる定数を任意の重
さに対して決定した。また、重さが高いとき
はセルバーグ型ゼータ関数が隣接する重さ
の第二ラプラシアンの正規化行列式の商で
表わされることも分かり、大変興味深いと言
える。得られた公式の変数を特殊化すること
によって、いろいろな重さの第二ラプラシア
ンそのものの正規化行列式が、いくつかの重
さのセルバーグ型ゼータ関数の特殊値を組
み合わせることによって表示できることも
示した。 
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