
ラマヌジャンのオイラー積の変形について

小山　信也 (東洋大理工)∗1

黒川　信重 (東工大名誉教授)

概 要

ラマヌジャンの∆関数に代表される，レベル１のヘッケ固有正則カスプ形式
から構成される2次のオイラー積が，有理型になる場合の特徴づけを行った．

1. 研究の背景
1916年にラマヌジャンは，

∆(z) = e2πiz
∞∏
n=1

(1− e2πinz)24 =
∞∑
n=1

τ(n)e2πinz (Im(z) > 0)

で定義される τ(n)を用い，L関数を定義した．その正規化された形は

L∆(s) =
∏

p: prime

(1− a(p)p−s + p−2s)−1 (a(n) = τ(n)n− 11
2 )

である．ラマヌジャンは任意の素数 p に対し |a(p)| ≤ 2 を予想し，Deligne は 1974年
にこれを証明した．これより a(p) = 2 cos(θ(p)) を満たす θ(p) ∈ [0, π] が一意に存在

し，L関数は特殊ユニタリ群SU(2)の共役類α0
∆(p) =

[(
eiθ(p) 0

0 e−iθ(p)

)]
を用いて

L∆(s) =
∏

p: prime

(1− 2 cos(θ(p))p−s + p−2s)−1 =
∏

p: prime

det(1− α0
∆(p)p

−s)−1

と表される．これは，既約表現 Symm : SU(2) → U(m+ 1)を用いた対称べきL関数

L∆(s, Sym
m) =

∏
p: prime

det(1− Symm(α0
∆(p))p

−s)−1 (m = 0, 1, 2, 3, ...)

に，Serre, Langlands, Tate により一般化された．最近，Newton-Thorne [5, 6] は，
GL(m + 1,AQ) の保型表現 πm で L(s, πm) = L∆(s, Sym

m) を満たすものが，任意
の m = 0, 1, 2, 3, ... に対して存在すること，および，πm (m ≥ 1) はカスプ形式で，
L∆(s, Sym

m)が整関数となることを証明した．
以上の状況は，レベル１の任意のヘッケ固有正則カスプ形式でも同様である．

2. 主結果
以下の形のオイラー積の有理型接続に関し，定理１～３を得た．

Z±
m(s) =

∏
p: prime

(1± 2 cos(mθ(p))p−s + p−2s)−1 (m = 0, 1, 2, 3, ...).

定理1（[2], Theorem A）Z±
m(s) は全平面に有理型接続される．
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証明：Z±
m(s)を Lφ(s, Sym

n)で表し上述の Newton-Thorneの定理を用いれば良い．□

以下，monic多項式 f(x) ∈ Z[x]\Zに対し，Z±(s, f)を次式で定義する（複号同順）．

Z±(s, f) =
∏

p: prime

(1± f(a(p))p−s + p−2s)−1 =
∏

p: prime

(1± f(2 cos(θ(p)))p−s + p−2s)−1.

定理2（[2], Theorem B）チェビシェフ多項式Tm(x)を，Tm(cos θ) = cos(mθ)で定義
するとき，(1)(2)(3)(4)は同値である．

(1) Z±(s, f) は全平面で有理型． (2) −2 ≤ x ≤ 2 において，|f(x)| ≤ 2.

(3) f(x) = 2Tm(
x

2
). (4) Z±(s, f) = Z±

m(s).

例１（[2], Example C）m ∈ Z に対し，

Zm(s) =
∏

p: prime

(1− (a(p2)−m)p−s + p−2s)−1

と置くと，Zm(s)が全平面で有理型となるための必要十分条件は， m = 1 である．

例2（[2], Example D）m ∈ Zに対し，オイラー積
∏

p: prime

(1− (a(p)−m)p−s+p−2s)−1

が全平面で有理型となるための必要十分条件は，m = 0である．

「全平面で有理型」でない場合の自然境界の様子は，以下の定理によってわかる．

定理3（[2], Theorem E）monic多項式 f(x) ∈ Z[x] \Z に対し，(1)(2)は同値である．

(1) Z±(s, f) は「全平面で有理型」とならない．

(2) Z±(s, f) は Re(s) > 0 に解析接続され自然境界 Re(s) = 0 を持つ．

黒川 [3, 4]において，
∞∑
n=1

a(n)mn−s と
∞∑
n=1

a(nm)n−s はいずれもm = 1, 2のとき全平面

で有理型であること，および，m ≥ 3 のとき Re(s) > 0 で有理型で自然境界 Re(s) = 0

を持つことを示しているが，その証明と類似の方法によって上の定理は証明される．そ
の際，上述の Newton-Thorneの定理 [5, 6]を用いる．
定理1～3の応用として「オイラー積の剛性」がある（[1]）．
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