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14.直交多項式におけるCAM理論

名大･理･数学 青 本 和 彦

1.Cauchy.Stietjes,Jacobi鎖

([1],[2])CAM理論 との関連を述べる前に,直交多項式の数学的背景 を復習する｡

変数 Ⅹの収束又は漸近級数

(1.1) や - co+JcIX+C2x2+- ec[Ⅸ]]

に対 して

(1.2) や1 -
潔

p- C｡ Cl+C2X+ -

- C.I+Pix+･-

は, cl≠0ならば,又 甲と同様の級数であるOこの操作 (アルゴリズム )をTとおく｡

(1.3) ?1 -TP

以下繰 り返 しが可能なものとする:

(1･4) ?a -Tnヴ, n -1,2,3,-

且っ
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研究会報告 -

(1.5) ?n- a(.n)+Din)x+.･･

C占n)≠o

となっているものとする.こうして甲の形式的連分数展開 (以下 C.F･と略す )

(1.6) 9- 0｡ +

が得られる｡これ を正則なCauchy鎖 とい う(1.1)が必ず しも正則とは限らないが,以下の議

論では正則なものに限る事にする.さらに簡単のために C｡-0の場合のみを考えるo

Xエリ∬とおくと甲は才のLaurent級数

(1.7) 9- -1 + 331十 -
∬ ∬2

であらて,甲はStieljes鎖

(1.8) 9- 十 十

によって展開される｡(1.8)は対応 p- ul/u｡によって,次の漸化式と等価である :

un_1-0Sn)un+ 弘n.1

un-1-C(on)xun+ un+1

nodd

neven

但 し, u｡-1とおく,変数

(1.10) V｡-1,vl- ul, , Vy+1- u2V.1/u2y_1,〃≧1,

を導入すると,(1.9)は漸化式

(1･11) vn+1-(Anx+Bn)v n J cnvnl,,n ≧ 1

に縮約され,(1.7)は

(1.12) 9-

の形のJacobi鎖 に展開される｡このJacobi鎖 をはじめのn段階で切ったもの

(1.13) やn AIX+Bl

C2

A2X+B2
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｢相転移研究の新手法とその応用｣

は有理式 qn(x)/pn(x)(pn,qnは各々degpn- a,degqn-n-1の多項式 )で表わされ,

p(a)の(n,n-1)型のPad昌近似になっている :

(1.14)
qn(a) cI 02

--+ - +-･+pn(a) x x2
C2n

-+o(忘)･2nRr Jl
1

しかしすべてのLaurent級数 甲について (1.13)が可能なわけではなく,正則な やに限られ

る事に注意 しなくてはならない｡

2.Jacobi行列と直交多項式

([3],[4],[5]).Jacobi鎖 (1.12)にはJacobi行列 J

(2.1) ′ -

ao bl

bl al b2

b2 a2 b3

が対応する｡ここで

(2･2) a n-1- ABnn ･bn -Aln n≧ 1

である.列ベクトル V - i(V｡,V.,V2,- )に関して,左端境界値問題 (V1 -0)の固有ベク

トル方程式

(2.3) (3-I)V-0

は (1.ll)と等価であって,甲はちょうどそのGreen関数に等しい :

(2.4) や -
a - a｡- bl(vl/vo)

-G(0,0侵)

但 しG(7n,nlx)-((3-I)~1e,a,en).

em-i(0,-,0,1,0,-- )･
nth

p n(x),qn(a) n≧0は漸化式 (1･11)をみたすがtpn(a))n2｡はさらに直交多項式になっ

ている｡すなわち

(2･5) J三pm(a)pn(x)dα(-)- ∂訊,n
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をみたす.ここで dα(i)は Sdeltjes密度であって J'e)射影作用素 dE(i)とは

(2･6) dα(i)-(dE(i)eo,C｡)

(2･7) (a- )-1-Jに 望誓

の関係で結ばれている｡逆に内積

(2･8) (f,9)- J= f(x)9(x)da(x)

から出発して,列 (1,3,3ヲ･･･Iの Schmidtの直交化を適用して tpn(x)in>｡を得る事 も出来

るO直交多項式は又 dα(i)を使って,直接陽に積分表示 される:

(2･9) pn(a)-

1
(.Dn_1Dn)~官

n! I三 ･･･J-;je.(m j)｡≦レ≦〟≦n(xy-∬p'2

17

da(x｡)dα(a71)･･･da(xn)

=knxn+ -I

kn -(D n_1/Dn)を,An - kn/kn｣,

(2･10) Dn-
(n+1)!i: -･J二 ｡≦レ<p≦n(xyーXp)2

n

da(x｡)da(xl)- dα(xn)･

p n(x)は統計的密度

∩
o≦〝<p≦n (xy-xp)2da(∬o)･･･da(xn)

の1点相関関数である事にも注意すべきで-ぁる.実際,直交多項式の漸近的性質は,さらに乱

行列 (Random二matrices)の相関関数にも拡張されるものと思われる([6])0

以下 da(i)の台は [a,1]又は (--,1]と仮定する｡次の事実がPadg近似の実質的根拠

を与える｡

Markoffの定理 x eC-[a,b]な らば

(2･11) p(-)-Iba崇竿 -vP1 三 に対 して
∬

-444-



｢相転移研究の新手法とその応用｣

qn(x)

ユニA& pn(3)
(2.12) lim -甲(x)･

3.CAM 理論

以下 dα(≠)は区間 [α,1]又は(--,1]に台を持っものとする｡ 当分 dα(≠)>0とする｡す

るとpn(x)は直交多項式の一般論から[a･1]内に単根 をn個持つOそれ らを ∬1,n>x2,n>･･･

>xn,nとおくoすると

(3.1) - ∑
qn(a) n lv,n

pn(x) y∃ x-3リ,n

と書けるが,ん ,n はつねに正で･Christoffel数 と呼ばれる重要な数である〇･そして

(3･2) ん ,n-
kn 1

kn-1 Pn-1(xy,n)p£(xv,n)

とも表わされる｡

直交多項式はっいての基本的問題のひとつはStieltjes測度 dα(i)とpn(a),qn(x)のn-

+- での漸近展開との関連を追求するものである｡歴史的にはG.Darboux([7])の研究に始

まる｡それにひきつづき,収束級数の特異点での振舞いについてのJ･Hadam争rd([8j),S･

Mandelbrojt([9])などの研究がある一方,G.Szeg6がToepliLtZ行列式及び直交多項式の極

限定理を確立 した ([3],[10])0

さてCAMは dα(i)の i-1における特異性の振舞い (臨界指数 )が,零点 txリ,nJl≦〃≦nと

拓 ,nll≦〝≦nにいかに反映するか,逆に後者からdα(i)の臨界指数 をいかに決定するかを数

学的に与えようとしているかに見える｡ 今,dα(i)が次の形に書けるとする｡

(3･3) d｡(i)-(1-i)lf(i)di

ここで J(i)はLl一関数 (もちろん連続,可微分などに制限 してもよい )で,

(3.4) f(i)≧ ∂>0, 1>-1.

Szeg6予想 L,を固定するとき,

(J) 1-xy,n ～ n~2右

(3･5) ん ,n ～ n-2}-2kt n一 十-
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又さま

(3.6)
(ロ) 卜 ay,九 一 n-1hy

右 ,n ～ n-A-1h; n一十-

ここで h-L‥招 まy,才には依存するがnには依存 しない正数である｡ (1)は dd(i)の台が コン

パク ト,(ロ)はその台が非コンパク トの場合 に起 こる｡

さらにくわしくLaurent展開

(3.7)
L xリ,花- (n-2又は花-1)thy･‡ h'yl'････)

右,a- (n-2(l'1'又はn-i-1)‡k;十lhL'1)十･･･)

の成立が予想される.(イ)はJacobi多項式 d｡.(i)-(1-i)i(･1+i)Ddtonlll,1],(ロ)は

Laguerre多項式 da(i)-(1-i)loll-i)di｡n(-∞,1]の場合にみたされる([3])0

さてCAMは上の予想の逆を主張している｡

CAM予想 (3.5)又は (3.6)又は (3.7)の仮定の下で, :.ddt(i)は[a,1]又は (--,1]で

連続であるかぎり,≠-1において (3.3)をみたすだろうか ?

CAM理論はこの事実 を暗示 しているoしかし我々の状況下では(3･1)の極 txリ,nll≦y≦nは

一般にVを固定する限 りすべて1に近づ くのであるからただひとつの xy,nのみを取 り立てて

予測する事が出来ないむずかしさがある｡

今までは ス>-1とい う仮定をしたが,Pad6近似の理論ではス≦-1の場合でも,発散積分

の有限部分をとれば,同様の議論が可能な場合がある｡次の予想が成立すると考えられる｡

零点予想 (3･3)の仮定の下に,}<-1に対 して,n≫ 1において 1<x<∞に存在する

pn(x)の零点の個数Nは

le(-2k,-2k+1)

k=1,2,3,･･･

スe(-2k-1,-2k)

k=1,2,3,･･･

実陛G.Szeg6はJacobi多項式の場合にこれを証明 している ([3])｡特にCAMは-2<ス<

-1の場合にも,関数

-446-



｢相転移研究の新手法とその応用｣

(3.9)
l l ,n

3 ~ XIIn
I1<xl,n

に適用する事によって正しい指数 スを与えているのである ([11],[12])0

しかし,これらの事実の数学的証明は容易とは言えない｡何か新 しい視点を必要としている

のかも知れない｡
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