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多重ゼータ値の研究
短期共同研究

京都大学数理解析研究所の共同研究事業の一つとして、下記のように短期
共同研究を開催しますのでご案内申し上げます。

研究代表者 大野泰生 (近畿大学 理工学部)

記

日時 2004年 11月 8日 (月)1400{̃} 11月 11日 (木)1600

場所 京都大学数理解析研究所 1階 115号室
京都市左京区北白川追分町
市バス 農学部前 または 北白川 下車

プログラム

11月 8日 (月曜日)
1400-1450 大野泰生 (近畿大・理工)

多重ゼータ値の関係式{̃}具体的関係式の系列{̃}

1505-1555 奥田順一 (早稲田大 理工)
多重ゼータ値の関係式

{̃}ドリンフェルド アソソエイタの方向から{̃}

1610-1700 金子昌信 (九州大 数理)
Double zet a values, double Etsenstem series, and modular forms

11月 9日 (火曜口)
1000-1200 井原健太郎 (九州大・数理)

Derivat ion and double shuflle relations for mult iple zet a values
1330-1400 梶川純 (九州大・数理)

多重面一タ値の dualityの/ヤノフル関係式による導出

1410-1500 青木貴史 (近畿大・理工)
超幾何関数と多重ゼー三値

1520-1550 若林徳子 (近畿大・総合理工)
巡回和とリーマンゼータ値

1600-1700 村上順 (早稲田大 理工)
KZ-assoclatorと多重ゼータ値の関係について



11月 10日 (水曜日)
10001200 寺杣友秀 (東京大・数理)

(i) Convolut ion m VecQ Xvecc VecQ
(ii) Zeta values of convex cones

1330。1400 大井周 (早稲田大・理工)

超幾何関数の多重対数関数による表示と多重ゼータ値の関係式

1410-1500 津村博文 (東京都立短大)
Mordell Tornherm型二重ゼータ関数と Rlemannゼータ関数の
間の関数関係式およびその x類似について

1520・1550 鎌野健 (早稲田大・教育)
多重 Hurwユ tzゼータ関数と:Ler(血の公式の拡張

16001700 松本耕二 (名古屋大 多元数理)
Generakzed multiple D irichlet series and
generalvaed multiple p olylogarit hms

11月 11日 (木曜日)
1000-1200 山下剛 (東京大 数理)

p進多重ゼー呼値,p進多重 L値,次元予想
1330・1400 田中立志 (九州大・数理)

p進多重ゼータ値の双対性について
1410-1500 中川弘一 (星薬科大)

多重ゼータ値の量子場理論的表現法について

15101600 上野喜三雄 (早稲田大・理工)
2変数多重対数関数の接続問題と多重ゼータ値の複ノヤノフル
関係式,及び,2重対数関数の 5項関係式



多重ゼータ値の研究

Multiple zeta values
短期共同研究報告集

2004年 11月 8El{̃}11月 11日

研究代表者 大野 泰生 (Yasuo Okmo)
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