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本冊は昭和 6(11)年 1◎月 24-26日に開催された研究集会「数式

処理と数学研究への応用」の報告集てある。

この研究集会の話題は (1)数式処理アルゴリズムの研究 (2)

数式処理の各分野への応用 (3)数式処理ノステムの開発,に分類

するのか妥当てあり 本冊もこの順にまとめられている。過去 4回の

研究集会に比べて講演数か若干減少したか それはソフトウエア科学

会の数式処理研究会か年 3回の頻度て開催されるようになったからて

あり 数:式処理全体の研究は年々広かってきている。喜ばしい限りて

ある◎

本題目による以前の研究集会の講演録をひもといてみると 講演の

内容か年を追って高質化しているのがわかり 本研究集会の目的か着

々と達成されつつあるのがうかがえる。ただ残念なのは 応用面て実

陣に使われているノステムが 一部の例外的使用を除き すべて外国

製てあること 数式処理アルゴリズムの研究か広かりを見せていない

ことてある。今後はこの方面に重呉的にカをそそく必要性を痛感する。

なお 前冊に収録すべき広島大・広田良吾教授の報告 (ある非線形

彼動方程式の解の予想 1)が手違いてもれたのて 本冊に同教授の続

編とあわせて収録した。また 集会ては「数式処理フォーラム」て活

発な討論がなされたが その内容は本冊には収録していない。
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