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は し め に

昭和 57年秋の三重大学における学会のとき、岡山理科大の

春木氏と相談し、希望していた「函数方程式とその応用」の

共同研究集会か実現し、福原先生をはしめとして、多くの大

学や研究所の先生方に御出席・御講演をしていただくことか

てきたことを厚く御礼申し上げます。

微分方程式・積分方程式以クトの分野についての研究的集会

か国内ては余り開かれていなかったのて、この機会に、研究

発表に加えててきるだけ広い範囲て、研究テー一一一 eマの報告・問

題の提起等をしていただき、今後のこの分野の研究発展に役

立てていただきたいと思います。

尚、この講究録の講述は研究集会の御講二演の順にさせてい

ただきました。

京都府立医大 桑 垣 換
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