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蕃まし力零き

京都人学数理解析研突所 ・松 振

(Sin Ilitotumatu)

木冊は、昭初 59脅!2月 6-RBに闘催さ叡た研‘ 究集会

数式処理と数学概究への応霧

の報熱である。 この研穿会も 3蔑目になり、すっかり定着してきた感かある, 今嬉の

前半はいわゆる Computer Algebra の名に帽応しい、代数学の内容て

あり、後半は主として各種システムの話題てある。 数学教育関係の実例も現れている

色々な事情て、当初の予定ブ tuグラムとば若下の変更かあった。 また 2口 9のへ轟後に

予定した「数式処理フォーラム」 は.とに追加講演と 数寄解獅研究薄の D「{一冤 V

/10000に移植:した REDUCF-3 のデモンストレーシ sンに当てたので、追加

講演は収録したが「将来への課題を中心に」と t ’kう、絃靭の,}弼の話論は収録していない

数理解析研究所では、目下:DFC-202G用のMA( ’SYvaAの導:入を交渉中てあり、

それが入れば、 層便利になることてあろう. 他ゐ歓然として、数犬一環の激ノク楠磁

気容量にあることを痛感する。 やはりまだ当分の閥は、rずるい計算滅」を工夫する努

力が必要てあるらしい n

本講究録により、数式処琿に関心をもつ数学者が増えることを期待して、序とする。
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