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この講究録は 昭和 62年 1月 i2日{̃}1娼に数理解析研究所で行なわれ把研究

集会「保型形式とその周辺」の報告集である。今年度は相互に関連する研究集

会か時期を接して多数行われたため 当集会では敢えて主題をしぼらす多方面

から話題を収集し この分野の現状を概観することとした。幸い多数の:方に講

演を引き受けていただき 所期の日的を達することかできた。とりわけ研究生、

院生等若年層のそれぞれに質の高い研究成果を多く識る機会ともなったことは

大きな収穫であった。

記録の掲載鮪は 参昭の便を考慮して実際の講演の順序とすこし変κてある。

最後の三篇 (16,1?,18)の講演は、この順序で初日の午後く 4,5,6の鵬)に行

われた。

この集会の諸経費は 数理解析研究所および文部省科学研究費総合 A(代表

老 白谷克巳)に負っている。白谷教授はしめ、協力老 講演者の力力に探く

感謝する。

198?年 3月 伊原信一郎
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