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本講究録は 2000 年

10 月 23

日

(月) から

10 月 27

日

(金) にかけて,

京都大学数理解析研究所において開催された研究集会「解析数論の展望と諸問題」
Century) で講演さ
(Analytic Number
Expectations for the
$\mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{y}.-$

$21^{\mathrm{s}\mathrm{t}}$

れた方々が, 後日書いて下さった原稿をまとめたものである。
関数, 指
本研究集会で発表された内容は, 素数分布, リーマンゼータ関数,
数和などのいわゆる解析数論, 確率論的数論, 保型形式, 超越数論, 不定方程式
論, 代数的整数論, タイル張り問題, 数理ファイナンスなどと多岐に渡り, 27
という多数の講演が行われた。 参加者は 92 名に上った。 また, 外国からの参加
者 5 名による講演があった。 新しい研究成果が数多く発表されたことは勿論であ
るが, 通常の形の講演の他に, 折しも世紀の変わり目である 2000 年に当研究
集会が行われたことに鑑み, 研究集会の表題が示すように, 特別企画として, 「解
析数論の各分野において, これまで得られた結果と, 現在残されている重要な問
題について」 総合的な広い視点からの特別講演を計画し, その趣旨での講演をそ
れぞれの分野の専門家 10 人に依頼して行ってもらった。 いずれも非常に充実し
た内容の講演で, 将来の展望を得るために大変有益であった。 負担の掛かるこの
$\mathrm{L}$

ような講演を快く引き受けて行って下さった方々に心から感謝を申し上げたい。
その上, その内容を, さらに補って, 原稿にして下さり, これらは将来に渡り,
多くの研究者, 特に若い研究者にとって, 大いに役立つことと期待してやまない。
研究集会の開催に際して, 研究副代表者の村田玲音氏には, 計画立案, プログ

ラム作成などすべてに渡ってお世話になった。 数理解析研究所から財政的援助を
頂いたのは勿論であるが, 他に, 森田康夫氏代表の科研費からもご援助を頂い
た。 また, 外国人招待のための労をと. り経済的支援を行って下さった方々もいら
っしやり, これらすべての方々に, 厚く謝意を申し上げる次第である。
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Thanscendence of the values of certain lacunary series
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二次体のイデアルの個数関数を含む指数和について

On exponential sums involving the ideal counting function
in quadratic fields
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asurvey on recent results and open problems
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Attila
The first 100 years of algorithmic theory of diophantine equations
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On progress in class number one problem of CM-fields
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Marc Huttner (Lille 第一大)
On apaper of Hermite and Diophantine approximation
of Abelian integrals
名越弘文 (慶応大理工)
保型 L- 関数の族の universality theorem

The universality of the family of automorphic L-functions
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Positivity of certain trigonometric sums

10 月 27
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江上繁樹 (富山大工)
Dedekind 和の一般化

Generalizations of the Dedekind sum
10:45\sim 11:45

小山信也 (慶応大理工)
3 次元 Eisenstein 級数の量子エルゴード性

Quantum ergodicity of Eisenstein series for arithmetic 3-manif0lds
13:30\sim 14:30

秋山茂樹 (新潟大理)
数論的アルゴリズムに付随するタイル張り

Tilings attached to the arithmetic algorithm
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L- unctions
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