Title

表紙・目次

Author(s)

Citation

Issue Date

URL

数理解析研究所講究録 (2000), 1154

2000-05

http://hdl.handle.net/2433/64136

Right

Type

Textversion

Others

publisher

Kyoto University

数理解析研究所講究録 1154

代数的整数論とその周辺

京都大学数理解析研究所
2000 年 5 月

序
この報告集は、 2000 年 1 月 24 日\sim 28 日に数理解析研究所で行なわれた研
究集会「代数的整数論とその周辺」 の報告集です。
プログラムの–部については伊吹山知義氏 (阪大理) の御助言をいただ
き、又玉川安騎男氏 (京大・数理研) にも実務全般を手伝っていただきました。
また栗原将人氏 (都立大理) には岩澤主予想の今迄知られていた証明法の概
説もお願いしたところ、明快な解説をしていただきました。

今回は特に大学院生等若い方々の活発さが目立つ、 熱いエネルギーを感じ
させる集会だったと喜んでいます。 これらの方々を含め、 すべての講演者の方々、
そして様々な形で協力して下さった方々に厚くお礼申しあげます。
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2000 年 1 月 24 日 (月) 13:30 –1 月 28 日 (金)
京都大学数理解析研究所 4 階 420 号室
京都市左京区北白川追分町
市バス農学部前または北白川下車
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13:30 –13:40 この研究集会について (挨拶とお願い)
13 : 40 $-14$ : 40 栗原将人 (都立大理)
Iwasawa main conjecture とその証明について (survey)
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Iwasawa main conjecture
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ガロア表現の変形に対する岩澤主予想とオイラー系について
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On the Milnor If-groups of complete discrete valuation fields
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楕円曲線の local root number について
13:30 –14:30 伊原康隆 (京大数理研)
Local Langlands correspondence について (紹介)
(京大理)
14 : 45 $-15$ : 45 池田保
多変数の Siegel modular form の lifting の構成について
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Limit formulas for dimensions of spaces of automorphic forms
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逆ガロア問題に於ける linear rigidity とその応用 (survey)
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二面体群に対するガロアの逆問題
–12:20 大渓幸子 (北大理. M)
代数体の最大 Abel 拡大上の不分岐 Galois 拡大の構成について
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原始根に関する多項式型 Artin 予想について
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二元二次不定方程式の整数解の Ostrowski 表現について
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On totally real cubic orders whose unit groups are of type
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ある derivation で書かれる多重ゼータ値の予想関係式について
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The stable derivation algebras for higher genera
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