
保型形式と保型的L函数の研究
RIMS研究集会

京都大学数理解析研究所共同研究事業の一つとして、下記のように研究集会を催しますの
で、ご案内申し上げます。

研究代表者 森山 知則 (大阪大学理学研究科)

副代表者 市野 篤史 (京都大学理学研究科)

記
日時： ２０１２年１月１６日（月）１０：００～

１月２０日（金）１２：１０
場所： 京都大学数理解析研究所 ４階４２０号室

京都市左京区北白川追分町
　 (市バス 京大農学部前 または 北白川 下車)

最新情報 : http://www.math.sci.osaka-u.ac.jp/˜moriyama/rims2011.html

プログラム
１月１６日（月）
10:00 - 10:05 開会の辞
10:05 - 10:55 　 森本 和輝 (大阪市立大学)

GSp(4)の内部形式とGL(2)のテンソル積 L-関数の特殊値について
11:10 - 12:10 石井 卓 (成蹊大学)

Archimedean zeta integrals for the exterior square L-functions

on GL(n)

13:30 - 14:30 宮内 通孝 (京都大学)

On local newforms for unramified U(2, 1)

14:45 - 15:45 石川 佳弘 (岡山大学)

U(3)上の genericカスプ形式のH-period について
16:00 - 17:00 村瀬 篤 (京都産業大学)

Borcherds lifts and symmetries

(joint work with B. Heim)

１月１７日（火）
9:45 - 10:45 大塚 亜人夢 (京都大学)

総実代数体上の Saito-Kurokawa lifting とMaass relation

11:00 - 12:00 　 成田 宏秋 (熊本大学)

Jacquet-Langlands-Shimizu correspondence

for two theta lifts to GSp(2) and GSp(1, 1)

(joint work with T. Okazaki and R. Schmidt)

13:30 - 14:30 古澤 昌秋 (大阪市立大学)

On special values of certain L-functions

(joint work with K. Morimoto)



14:50 - 16:20 吉田 敬之 (京都大学)

Cohomology and L-values

16:30 - 来年度の RIMS 集会についての相談

１月１８日（水）
9:45 - 10:45 竹森 翔 (京都大学)

degree nの p進 Siegel-Eisenstein級数
11:00 - 12:00 広中 由美子 (早稲田大学)

Spherical functions on the space of p-adic unitary hermitian forms

13:30 - 14:30 Carel Faber (スウェーデン王立工科大学 (KTH))

Modular forms and the cohomology of moduli spaces (仮題)

14:45 - 15:45 William Duke (カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA))

Arithmetic properties of the Fourier coefficients

of harmonic modular forms

16:00 - 16:50 佐藤 信夫 (京都大学), 広瀬 稔 (京都大学)

新谷 L関数の関数等式について
18:00 - 懇親会

１月１９日（木）
9:45 - 10:45 平野 雄一 (東京大学)

保型形式の合同式と岩澤 λ不変量 (仮題）
11:00 - 12:00 Cristian Virdol (九州大学)

Cyclicity of finite CM abelian varieties

13:30 - 14:30 翁 林 (九州大学)　
Parabolic Reduction, Stability and Volumes

of Fundamental Domains

14:45 - 15:45 Lynne H. Walling (University of Bristol)

Hecke operators on degree 2 Eisenstein series

and higher representation numbers (仮題）
16:00 - 17:00 伊吹山 知義 (大阪大学), 桂田 英典 (室蘭工業大学)

Exact critical values of the standard L-functions

of vector valued Siegel modular forms (仮題）

１月２０日（金）
9:30 - 10:15　 杉山 真吾 (大阪大学)

GL(2)の保型形式の正規周期
10:30 - 12:00　 山名 俊介 (大阪市立大学)

Multiplicativity of the L-factors

12:05 - 12:10 閉会の辞


