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はしめに

これは、平成元年 (1989年)10月 25{̃}27日に京都大学数理解析研究所て開

催された共同利用研究集会「発展方程式と非線型問題への応用」の報告集

である。

発展方程式に関するこの研究集会は、今回をもって 7回になり ますま

すこの分野の研究の必要性と重要性が認識されてきた。 その内容も抽象

論のみならず、多種・多様な線型あるいは非線型問題への応用も試みられ

てきた。 今回は、とくに、西トイノ アウグスブルク大学の K-H

H。ffmann教授をお招きした。 同氏の講演では、非線型発展方程式の応

用に関する 1つの新しい方向が示された。

最後に、この研究集会で講演して下さった方々及び熱心に討論に参加し

て下さった方々に心から感謝いたします。

平成 2年 4月 25日

研究代表者

剣持信幸
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