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はしかき

この講究録は、1985 年 6 月 24 日 (月) から 26 日 (水) の 3 日閤、京都大

孚数理解析研究所において行なわれた共同研究集会「数論の解析的理論一最近の進展
を中心にして一」における諸講演を講演者自身の原稿をもとに作成したものでありま
す。
この研究集会は、鹿野健氏 (岡山大理) によって提案され、数論における等式の

世界と不等式の世界の境界賃域の開発を目指したものてあります。 幸にも、小野孝
先生 (Johns Hopkms 大)、0.Goldfeld 氏 (Ha rva rd 大) を { ましめ、代数的整数論、

解析的整数論、Oedekind 和や保型關数等を専門とする人々が 90 名以上も参加され、
集会は盛会てした。 御協力された方々に深く感謝いたします。
最後になりましたが、講 } 者の旅壷の一部を、森川 i 寿先生 (名大理) の昭和 60

年度科学研究費によって援助されまし liE ここに、深く謝意を表します。
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注) D。Goldfeld 氏は、

Effective lower bounds for class numbers of quadratic f ields 1,II

と云う題で講演されましたが、原稿はいただけませんでした。1 については、
D.Goldfeld : Gauss

class number problem for inaginary quadratic

fields, Bull.Amer. Math. Soc.,13 (1985) , 23-37.

を参照して下さい。
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