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本講究録は、1992年 ll月 24{̃}26日、京都大学 i数理解析研究所で開催された研

究集会「数式処理における理論と応用の研究」の報告集てある。

研究集会ては、21件の研究発表と数式処理フォーラムか行われ、会場か満屓とな

る参加者 傍聴者を得て、活発な討論か交わされた。本講究録には、そのうちの 20

件に関する報告に加え、都合て来日てきす論文投稿のみの参加となった BerkOVIch
and Berkovlchによる 1件か掲載されている。 LI Llan(中国沼川大)による研究発

表”An apProxlmate symbollc computatlon for lordan form of a matrlx”に対する
報告は、発表者の都合により、作成されなかった。

本研究集会は、昨年まて ll回続いた「数式処理と数学研究への応用」の延長上に

はあるか、旧シリースに比へ、より広い研究領域への展開と一層の実用化を標榜し

たものである。その狙いかある程度現れた内容となったのは、研究代表者として、

幸いに感している。

諸外国ては、数式処理か数理科学およひ工業技術開発に必須な基礎的技術として

認識され、国家予算を裏付けとしたプロシェクトの推進あるいは専門研究機関の設

置か進行していると聞く。一方、わか国の現状をみると、昨年日本数式処理学会か

設立されて本格的な発展の礎かてき、また特色ある研究か精力的に行われているも

のの、未だ研究者数と関連予算規模の予て相当の遅れをとっていることは否めない。

このような中、本研究集会の持つ重要性はいよいよ増す一方てあると思われる。
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