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はじめに

この講究録は、 2012年 1月 16日 (月) から 1月 20日 (金) に京都大

学数理解析研究所において開催された研究集会「保型形式と保型的 L 函数の研
究」 の報告集です。 会期中に行われたすべての講演に関する報告を収録してお
ります (なお、研究集会初日に予定されておりました石井卓氏の講演はやむを

得ない事情によりキャンセルされましたので、 この講究録には収録されており
ません)

。

本研究集会で講演をしていただいた講演者の方々と研究集会に参加して下さ
った皆様に感謝いたします。 また、 講演者の推薦をして下さった方々、国外か

らの研究者の招聰にご尽力下さった方々、研究集会の準備期間及び会期中にご

協力頂いた方々に心より感謝申し上げます。

2013年 1月

研究代表者 : 森山 知則

副研究代表者: 市野 篤史
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