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この講究録は、平成 6年 12月 5日 (月) から 9日 (金) まで京都大学数理解析研究所
において開かれた、『代数的整数論と数論的幾何学』研究集会の報告集として作られた

@ のである。

研究集会では、午前は総合講演、午後は $-$般講演を行った。 これに従いこの報告集

は第–部と第二部に分け、午前の講演は第 $-$部に、午後の講演は第二部にまとめた。

ただし加藤和也氏の講演は、両者の中間的な性格も持つが、午前の講演であったので

第 $-$部に入れた。またこの報告集の中では、各論文は講演順に配置した。

この研究集会の代表者は私、森田であるが、大阪大学の山本芳彦氏と東京都立大学

の栗原将人氏にも組織委員になって戴き、3人が協力して研究集会を開催した。とくに

午前のプログラムの編成に関しては、講演の依頼の交渉も含め、栗原氏に大半をお願い
した。

山本、栗原の両組織委員、講演者、数理解析研究所のスタ $\text{ッ}$ フ、 および研究集会へ

の参加者など、 この研究集会の開催に協力くださった皆様に、改めて感謝の意を表し

ます。

平成 7年 10月

越北大学 理学研究科

森田 康夫
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