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序にかえて

この講究録は 1995年 11月 27日から 12月 1日にかけて京都

大学数理解析研究所で行われた” 代数群上の保型形式” と題する研究

集会の報告集です。報告は講演順です。 この論文集がこの方面の研究

の–助になれば幸いです。

数理解析研究所と文部省科学研究費総合 A (研究代表者小池正夫九

大教授) から講演者の旅費等の経費の援助をしていただきました。

この研究集会に協力してくださった多くの方々に心から感謝いたし

ます。

1996年 8月

村瀬篤
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