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更人理橋本英!喫

ナじ’:1二・ストー 7スのオラ径式 1‘ g勇ん体ヵ学の墓礎フ言禾呈式 zあ

9数理研の研究会てモ数.」(にわ r訪マとワあ・丁りれて釆た.

乏の角早 v＼ネ蔓雑,な P＼ tフ興味のある不知目乞呈すること,は:巷か＼ら三主

目されて采 r⇒とてあワ 解の一寛性や存淘こはレより、物

体乞過ぎろ流れノ〈o境累ソ嗜・伴う荒の構:竜 解の,不与定荘:などタ 9

くの成果が謝む＼国の揃究酋 1こよフてお喧めりれて釆氏。最丸

屠ハ、レイ/1レス数の読ノ才し 1ゴρ＼りてなく、低いレイ/1レス数:の

流れに b・いで毛、特殊俘渦梅:あや軸雛 分政ちづ半う解バ見 Ni

ぼされ,トり 非線!型如果、のと,ワあフ VNいバ蓮ひなと、数蒙的

数 5直的手ヲ玖の進!最の下 {こ 99¡つ新しい王昆琢」に光べあてられ Z

果で・、6.PK上乞背豪とレて昭和 5ム耳α目ユ 4日{̃}2b Hにわた

って行猷われた研究集会の ve〕h ’vX:..の講究録てあみ.κゑ潅

の不き際ゼ講嶺の全都優呆録てきなか、フたのば残念てあるバ

全豹もお象レいた rt ,tれ,af, kいて 1ある.
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