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ここに収録されている論文は 1992年 3月 2日から 3月 6日にかけ
て京都大学 i数理解析研究所て行われた短期共同研究集会「Blow up rmgs

の環論的研究」の講演の記録てす。

この共同研究は 最近 20年間に渡って着実な発展を示し続けている
blow up rlngsの代数構造の研究を集大成するとともに 新たなる発展の

方向を探ることを目的に提案され 延へ 40名を越える参加者のもとに合

計 23の 1時間講演よりなる充実したセミナー一か持たれ 当初の目的を達

成することか出来ました。講演下さった方々 討論に参加下さった方々の

御協力に感謝します。なかても 3時間をかけて森理論の手際の良い解説
を行って下さいました森脇淳氏の御尽力に対し 心から御礼申し上げます。

末尾になりましたか 財政面を含めた数理解析研究所からの多大な御援

助に対してもお礼申し上げます。

1992年 4月

研究代表者 後藤四郎
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