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はじめに。

これは 1995年 1月 9日から 13日まで京都大学・数理解析研究所で、表
題のテーマで行われた研究集会の記録である。

保型形式の整数論を主題とするこの種の集会は、毎年この次期に慣例の如く

行われているが、今回は主催者の希望で少し主題を絞ってみた。

多変数の保型形式は、その解析的なやり方に関する限り、現状では互いに交

わらない 2 っの「文化」分かれている。 –つは正則な保型形式をのみ扱う $($

あるいはそれしか扱えない) 人々で、その最高の部分はL-関数の特殊値に
ついても深い整数論的結果を得ている (最低の部分には言及しない) 。もう

方は、例えばアデール群の–般の調和解析から L–関数を調べる人々であ

る。 この場合良い点は結果に–般性がある点であるが、悪くなればやってい
る事の結果がそもそも整数論たりえない。

主催者は、 この「中間に」最も生産的な世界がまだあると信じている。例え
ば高次元モジュラー多様体の中間のホッジ・タイプのコホモロジー類の研究
は、そういうものであろう。

それゆえ今回、実の Lie群に限ってであるが、 もう少し整数論の人が表現論の
成果に親しみ、 また実の表現論の人が数論から出る表現論の問題を知る機会
になればと、今回のプログラムを作成した。

結果は少し「一般化された球関数」 と五型的 $L-$関数に偏したが、バランス

は次回にとって頂くことにし、今回はこれで良しとすることにする。

一回だけで自分の属する世界以外のカルチャーに簡単に親しめるとは考えら
れない。今後もいろいろな試みを、研究の現在の状況よりももっとずっと豊
富であるべき多変数保型形式の世界の–端をかいま見られるような、そのよ
うな試みを、今後も続けていただければ幸いである。

最後になったが、講演者諸氏及び 77名の記帳者のうち熱心に参加された方
々に、心から感謝したい。

1995年 4月吉日 織田 孝幸
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