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ま え か き

数理生物学の最近の発展は目覚ましいものがある。しかしながら、それは閉した形では
なく、数学、生物学はもとより物理、化学等自然科学の他分野との密接な相互交流のもと
で発展したことは明らかであろう。今回の研究集会の目的は、数理生物学のなかでも特に
生態学、発生学、神経生理学、集団遺伝学の諸問題に対してこの貞かいかに反映されてい

るかに焦呉をあてることであった。集会は 3 日間という短い期間であったか、延へ 120 名と
多数の参加者か集まり、色々な視貞から活発な討論か行なわれた。本講究録はそこで行な
われた講演を集めたものである。

最後に、今回の研究集会の機会を与えて頂いた京都大学数理解析研究所、そしてプログ
ラム企画に協力して頂いた数理生物学懇談会事務局の方々に深く感謝したいと思います。

平成 3 年 6 月
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