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代数的整数論とその周辺

京都大学数理解析研究所

2003 年 5 月

この報告集は、 2002 年 12 月 2 日から 6 日まで数理解析研究所で行わ
れた研究集会 「代数的整数論とその周辺」 の報告集です。
この集会は、 最近ほぼ毎年、 数理解析研究所で行われてきましたが、
2002 年度はある意味で再出発にあたる大変重要な年でした。 幸いにして、
多くの方々のご協力を頂き、 また講演者の方々のよく準備された講演、 出
席者の方々の熱心な参加による質疑、討論などにより、盛況な集会にする
ことができました。 ご協力いただいたすべての方々に感謝致します。 特
に、 研究代表者の一人として、 プログラムの作成から実務全般にわたっ

て手伝けして下さった田口 R 一郎氏 (九州大・数理) に心から感謝します。
また多くの助言と手助けをして頂きました玉川安騎男氏 (京大・数理研)
にこの場を借りて、 心からお礼を申し上げたいと思います。

研究代表者

栗原将人 (東京都立大・理)

(Masato Kurihara)
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京都大学数理解析研究所の共同利用事業の一つとして、 下記のように研
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研究代表者 栗原将人 (東京都立大理)
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