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凡例凡例凡例凡例

　この総目次には，日本数学会学術雑誌‘数学’第 1

巻～第 50巻（および‘数学通信’第 1巻～第 3巻第

2 号への継続分）の全目次を整理して配列した．各項

目の最後の数字列 ¥¥－$$$により，巻数¥¥と先頭ペー

ジ$$$を示した．たとえば19－221は第19巻221ペー

ジを意味し，06－036は第6巻36ページを意味する．

内容は下記に分類して配列した：論説，企画，寄書・

寄稿，書評，問題と解答，記録，会報その他．各区分

内には適当な小見出しを作り，より細かい分類をした．

その中の掲載順は，原則として，日本語の場合は五十

音順，英語等はアルファベット順，ロシア語はキリル

文字順とし，単著を先にし共著を後においた．同一著

者については，巻号ページ順とした．なお，‘数学

通信’の数学的記事や‘数学’で掲載していた記録

等が移動している場合は，それも拾い，通2巻2号－

097等で，‘数学通信’第 2巻第２号 97ページから

の記事であることを表した．なお，便宜をはかるため，

2箇所に配したものもある．

　また，論説，企画，寄書・寄稿および書評について

は，著者別索引（内容分類，巻，先頭ページのみ）を

付して検索の便をはかった．例えば，論19－221は，

論説で第 19巻 221ページから掲載されたものがある

ことを意味する．なお，書評については著者も拾った．

1．論　説．論　説．論　説．論　説

　この項には，「第 1巻第 1号～ 第 20巻第 4号 総

目次」の論説（すなわち，論説のほか，総合報告，ノー

トの大部分，翻訳，紹介，および雑纂（雑録）のうち

数学的内容が多く論文に準ずるものなど）および第21

巻から第 50 巻の論説を収録した．‘数学’第 40 巻

第4号の「第31巻 ～ 第40巻総目次」と同様に論説

の分類には‘ICM90 京都’の部門の立て方を参考に

                                                                
∗ ) この総目次・著者別索引の作成にあたっては，
過去のデータ整理から最終印刷原稿に至るまで，
丸山文綱氏の働きに負うところが多かった．ここ
に記してその労に感謝する（編集部）．

した．（今号の「ICM90 の部門と論説の分類」を参

照のこと．）特集号に掲載された論文も，おのおのを

独立の論説として配列し，別に特集号名を示した．特

集号の文献表，記号表の類も，論説に準じて（各特集

の直後に）収録した．外国の論文紹介，外国人の講演

の類は原著者名の位置においた．なお，論説の特集号

名の一覧表も付した．

　この項の最後に，市民講演会記録として掲載された

論説を巻号順に並べた．

注．市民講演会は平成元年（西暦 1989 年）秋季総合

分科会から始められ，平成 7年（西暦 1995 年）秋季

総合分科会の記録から柱立てをして収録するようにし

てきたが，掲載されていないものもある．平成9年（西

暦1997年）に行われたもの一編を最後に‘数学通信’

の方に掲載されるようになった．

2．企　画．企　画．企　画．企　画

　‘数学’第 31 巻以後の企画記事，それ以前の企画

記事とみなし得るもの，および‘数学通信’の企画

的性格の記事をいくつかに分類にして並べた：研究近

況，数学の発展，数理物理，計算機と数学，論文の書

き方，研究所だより，シンポジウム海外報告など，自

作の数学ソフト紹介，ワーキンググループだより，数

学教育，日本数学会 50 周年記念企画「数学の流れと

展望」，日本数学会資料，追悼文と論文目録，受賞者

紹介，国際数学者会議（ICM），国際会議等の特集，

その他の特集，各種講演会，その他．

　なお，物故数学者の特集等は行わないことが現在の

編集ルールのひとつになっている．

3．寄　書．寄　書．寄　書．寄　書・寄　稿・寄　稿・寄　稿・寄　稿

　年代ごとに名称が異なるが，第 1 巻～第 30巻の寄

書・第12巻～第30巻のノート・第31巻～第33巻の

寄稿論文・第 34 巻以降の寄稿の欄に掲載された投稿

論文を，指定された分科会名，または，内容に応じて

適当と思われる分科会名の下に，著者名の五十音順に

並べた．ただし，以前の位相数学を位相幾何学と位相

解析とに分け，実函数論と位相（函[関]数）解析学に

ついては，第 1巻～第 20巻までは実函数論と位相解

析学を区別し，第 21 巻以降は実函数論・函[関]数解

析学とあわせた．
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4．書　評．書　評．書　評．書　評

　書評と，第1巻～第8巻の新著紹介をあわせて収録

した．日本語（中国語を含む）の本，外国語の本の順

に配列した．

5．問題と解答．問題と解答．問題と解答．問題と解答

　問題と解答の欄の掲載ページを並べた．さらに各問

題と解答の掲載された巻号を掲げた．第 38 巻以後は

掲載がない．この部分は三段組とした．

6．記　録．記　録．記　録．記　録

　まず，第1巻～第9巻の雑纂，第10巻～第14巻の

雑録，第15巻～第30巻の記録，第31巻～第34巻の

講演記録，第 35巻～第 38巻の記録，第 31巻以後の

学界ニュースに記録された，講演記録，会合記録・集

会記録を順に並べた．前者は講演者のアルファべット

順に並べた．なお講演記録のうち第 17 巻のノート欄

や特集号に掲載されたものは，論説の部に収録してあ

る．第 47，49 巻中の講演記録は‘企画’の‘受賞者

紹介’に入れた．会合記録・集会記録は便宜上，日

本数学会の分科会に応じて区分し，各区分内では定期

的に開かれている会合を前に，不定期な，あるいは一

度限りの会合を後にし，原則として年代順に並べた．

ただし以前の位相数学は，位相幾何学と位相解析とに

分け，実函数論は，位相（函[関]数）解析と合わせて

並べてある．いくつかの分科会合同の会合については，

その中のもっとも主要な分科会の項におさめた．（数

学通信へ継続した分は拾わなかった．）とくに特定の

分科会に類別しにくい会合，たとえば国際会議などに

ついては，別に区分を立てて，年代順に配列した．（こ

の中には，第 24 巻などに第 31 巻以後なら‘企画’

に入れてもよいようなものもあったが以前の分類を踏

襲し，そのままとした．）これに引き続き，数理解析

研究所関係記録，第 37 巻以後収録している，シンポ

ジウム・研究集会記録を並べた．

　最後に，第 35 巻以後収録している，修士および博

士論文リストを並べた．

7．会報その他．会報その他．会報その他．会報その他

　この部分には‘数学’に収録された会報，雑纂・

雑録・学界時報等の本会記事，学界ニュースの上に入

らない諸項目をまとめた．数学会年会・例会記録，年

会の開催地の案内や新理事長のお知らせ，数学会資料，

学術会議・数研連などの報告，科研費，数理解析研究

所関係事項，海外事情など，訃報，賞のお知らせ，受

賞のお知らせ，支部・分科会だより，国際交流委員会，

IMU，ICM 関係のお知らせ，他学会，会合、コンフ

ァレンス案内，国際シンポジウム案内，研究助成，刊

行物，他学会雑誌，‘数学’編集関係，などの項目

でまとめて，雑誌に掲載された順に配列した．

注．創刊当時‘数学’には‘会報’の欄があり，会

員へのお知らせ，総会記録，年会・秋季総合分科会講

演記録等が掲載されていた．遅くとも昭和 29 年（西

暦 1954 年）には‘会告’が会員に送られるようにな

り，収支決算等の報告も第7巻以後は掲載されなくな

った．また，昭和33年（西暦1958年）9月に‘会報’

が発行されるようになり，第 10 巻から‘会報’の欄

は廃止された．それに伴い雑纂をやめ雑録という欄が

できた．第 15 巻以後は記録という欄に変わった．第

31 巻から学界ニュースのページができ，お知らせや

集会記録を記事から分離して収録するようになった．

平成 8年（西暦1996年）5月に学術雑誌‘数学通信’

が創刊され，81 号以後の会報や，年会および秋季総

合分科会のプログラムが収録されている．

　雑誌‘数学’でなく会報に書かれている委員会の

報告・記録など継続性があるものも含めるべきであっ

たかも知れないが，雑誌‘数学’の総目次であって，

会報の総索引あるいは日本数学会資料集ではないので

省略した．

8．著者別索引．著者別索引．著者別索引．著者別索引

　冒頭に記したように，論説，企画，寄書・寄稿，書

評については，著者の索引を作った．¥¥－$$$の前に，

論，企，寄，書を付けて，どういう種類の記事か分か

るようにした．また，書評については，著者も拾い，

先頭に和または外を付け，和書か外国語で書かれてい

るかが分かるようにした．外国人については，論説，

企画，寄書・寄稿を拾った．なお，訳者，（3つのノー

トを例外として）記録者は入れなかった．

　人名の漢字表記については，印刷されたものを原則

として採用した．ただし，第 1巻から第 20巻に現れ

るものは「第 1巻第 1号～ 第 20巻第 4号 総目次」

によったところが殆どである．複数表記がある場合は，

著者索引の見出しに一つを採用し，他は括弧内に記し

たつもりであるがすべてを尽くしているか分からない．

　思わぬ誤解・入力ミス等多々あるものと思われるが，

今後のためにご指摘いただければ幸いである．
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論説論説論説論説

1. 数理論理と基礎論数理論理と基礎論数理論理と基礎論数理論理と基礎論

雨宮一郎：Non–standard analysisについて･ 16161616－158

新井敏康：竹内の基本予想について ･････････ 40404040－322

上江洲忠弘：無限に長い命題をもつ

論理について･････････････････････････ 21212121－189

江田勝哉：アーベル群への集合論の応用 ･････ 43434343－128

小野勝次：名古屋グループの論理学研究 ･････ 20202020－154

倉田令二朗：トポスの基礎Part I

—–論理からみたトポス—– ･････････････ 35353535－050

小寺平治：Forcing の概念の

Gödel numberingについて････････････ 20202020－099

近藤基吉：選択公理･･･････････････････････ 17171717－013

齋藤正彦：超準解析とはどういうものか ･････ 38383838－133

島内剛一：証明のプログラミング ･･･････････ 15151515－048

白井古希男：ε –symbolをもつ直観主義の

predicate calculusについて･･･････････ 24242424－269

鈴木義人：解析の模型について ･････････････ 19191919－129

赤　摂也：機械による数学の証明のプログラム

—–推理解析学の現状—– ･･･････････････ 12121212－114

高野道夫：Gödelのprimitive recursive functional

をめぐって･･･････････････････････････ 29292929－289

高橋正子：言語構造への数学的アプローチ

—–treeの概念を中心にして—– ･････････ 27272727－241

高橋正子：言語とω言語･･･････････････････ 38383838－302

高橋元男：Simple type theoryについて･････ 20202020－129

高橋元男：公理的集合論のモデルについて････ 22222222－161

高橋元男：多値論理とその代数 ･････････････ 29292929－135

竹内外史：数学の基礎について ･････････････ 02020202－016

竹内外史：最近の集合論･･･････････････････ 23232323－018

竹内外史：計算量理論と証明論 ･････････････ 39393939－110

竹内外史：Bounded Arithmeticと

計算量の根本問題･････････････････････ 49494949－121

武内謙介：自由代数系の語の問題 ･･･････････ 08080808－218

田中一之：‘逆・数学’と２階算術の証明論 ･ 42424242－244

田中尚夫：解析的整列順序とBasis theorem ･ 23232323－177

田中尚夫：決定性公理に関する最近までの諸結果に

ついて—–無限ゲームの理論—– ･････････ 29292929－053

田中尚夫：数学基礎論的手法の計算量理論への応用

（付：数学他分野との関連）･･･････････ 48484848－372

坪井明人：最近のモデル理論について ･･･････ 47474747－062

難波完爾：Measurable cardinalsについて･･ 18181818－159

難波完爾：算術的拡大作用素について ･･･････ 22222222－092

難波完爾：ブール代数値の集合論･･･････････ 26262626－289

西村敏男：Gödel の定理をめぐって･････････ 11111111－001

広瀬　健：Unsolvability の degree について 17171717－072

広瀬　健：Hilbertの第10問題をめぐって

—–否定的解決—–･････････････････････ 25252525－001

福山　克：Admissible集合およびadmissible

順序数上の recursion theory序説 ･･････ 25252525－120

藤野精一：計算機構論･････････････････････ 15151515－012

前原昭二：Craig の interpolation theorem ･ 12121212－235

本橋信義：真概念の数学的定義とモデルの理論 37373737－305

八杉満利子：Ordinal Diagramについて ････ 26262626－121

八杉満利子：‘Ordinal Diagramについて’の

訂正 ････････････････････････････････ 28282828－383

八杉満利子・鷲原雅子：

解析学における計算可能性構造 ･････････ 50505050－130

安本雅洋：Nonstandard arithmetic････････ 39393939－320

遊上　毅：Kreiselの予想について･･････････ 38383838－030

2. 代数代数代数代数

東屋五郎：極大核心的多元環について ･･･････ 02020202－097

飯寄信保・八牧宏美：Frobenius予想･･･････ 45454545－316

池田正験・永尾　汎・中山　正：n –コホモロジー群

の0なる多元環の構造について･････････ 06060606－001

伊藤　昇：

素数次の可移置換群についての一考察 ･･･ 15151515－129

伊吹山知義・齋藤　裕：「やさしい」

ゼータ関数について･･･････････････････ 50505050－001

岩堀長慶・横沼健雄：Kac-Moody Lie環と

Macdonald恒等式 ･･･････････････････ 33333333－193

梅村　浩：Painlevé方程式の既約性について･ 40404040－047

遠藤静男・宮田武彦：

有限群の整数表現について･････････････ 27272727－231

遠藤静男・渡辺　豊：可換環上の多元環の理論 21212121－024

大島　勝：Basic ringについて･････････････ 04040404－138

大林忠夫：整係数群環について･････････････ 19191919－082



総目次

4

木村　浩：2点のstabilizerによる2重可移群の

分類について･････････････････････････ 23232323－027

小池正夫：Moonshine

—–単純群と保型関数の不思幾な関係—– ･ 40404040－237

河野俊丈：Braid群のmonodromy表現･････ 41414141－305

後藤四郎：Gorenstein環について･･････････ 31313131－349

五味健作：有限単純群の分類論の近況 ･･･････ 31313131－217

斎藤恭司：一般weight系の理論とその周辺Ⅰ

—–特異点理論, 一般Weyl群とその不変式論等
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特集　計算機の数学･･････････････････････15151515巻1号

市民講演会記録市民講演会記録市民講演会記録市民講演会記録

難波　誠：文様の幾何学･･･････････････････ 48484848－282

志賀弘典：数学の技法としての本歌取り ･････ 48484848－400

砂田利一：バナッハ-タルスキのパラドックス

－無限の彼方にあるもの－ ･････････････ 50505050－086

岩崎　学：データは語る －統計データ解析の

考え方と実験－･･･････････････ 通2222巻2号－004

三村昌泰：自然界に現れる紋様・パターンの理解に

むけて－数学からの歩みより－ ･ 通2222巻3号－004

上野健爾：数学，この大いなる流れ ･ 通3333巻2号－003
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企画企画企画企画

１．研究近況１．研究近況１．研究近況１．研究近況

秋山　仁：グラフ理論とその周辺

—–現状と将来の展望—–･･･････････････ 39393939－259

井関裕靖：G. BESSON, G. COURTOIS AND S.

GALLOTによるMOSTOWの剛性定理の

新証明 ･･････････････････････････････ 49494949－200

伊藤達郎：最近の代数的組合せ論の話題から ･ 39393939－090

井上　淳：汎関数微分方程式について

—–汎関数空間上の解析学の勧めⅠ･･････ 42424242－170

井上　淳：汎関数微分方程式について

—–汎関数空間上の解析学の勧めⅡ･･････ 42424242－261

上野喜三雄：量子群の表現論･･･････････････ 42424242－068

梅原雅顕：4頂点定理について･････････････ 50505050－420

梅村　浩：Gino Fano ････････････････････ 37373737－169

小沢　満：Bieberbach予想の解決について･･ 37373737－164

大槻富之助：

周期解をもつある非線型常微分方程式 ･･･ 32323232－263

河田敬義編：最近の日本の数学(そのⅠ) ･･････ 25252525－059

河田敬義編：最近の日本の数学(そのⅡ) ･･････ 25252525－283

河田敬義編：最近の日本の数学(そのⅢ) ･･････ 25252525－370

河田敬義編：最近の日本の数学(そのⅣ) ･･････ 26262626－049

河田敬義編：最近の日本の数学(そのⅤ) ･･････ 26262626－157

小松勇作：函数論時報･････････････････････ 01010101－343

柴田里程：変数選択理論の現況･････････････ 36363636－344

鈴木雪夫：ベイズ統計学について

—–統計的モデルの選択—–･････････････ 42424242－372

高橋陽一郎：‘コルモゴロフの数学’の断片･ 42424242－177

竹崎正道：Alain Connesと周囲の人々

—–国際舞台への登場まで—–･･･････････ 35353535－252

中島　啓：Yauのトリック ････････････････ 41414141－253

中山　正：R．Brauer教授の最近の業績について 　　　　

････････････････････････････････････ 01010101－226

長野　正：微分幾何学の最近の動向，

とくに日本での状況･･･････････････････ 21212121－052

長野　正：最近の幾何学の発展について

—–小林昭七氏とその業績について幾何学賞の

機会に—– ･･･････････････････････････ 41414141－064

西本敏彦：

WKB法と銀河系の密度波の存在について 32323232－064

舟木直久：流体力学極限

—–局所平衡状態の統計力学—– ･････････ 41414141－166

日比孝之：‘q –analogue’の世界･････････ 41414141－269

本間龍雄：3次元ポアンカレ予想について････ 42424242－074

松本圭司・佐々木　武・吉田正章：

Aomoto-Gel'fandの超幾何函数と周期写像      

････････････････････････････････････ 41414141－258

三浦良造：ノンパラメトリック推測の現況と展望

－推定問題を中心に･･･････････････････ 39393939－249

谷島賢二：Schrödinger方程式に関する2つの

話題－時間周期系と準古典近似 ･････････ 39393939－242

矢野健太郎：

諸外国における微分幾何学の発展 ･･･････ 01010101－227

山本芳彦：2次体の類数問題(2-partを中心に) 40404040－167

頼永正孝：絶対擬素数の探索･･･････････････ 31313131－374

若林功編：問題特集－多変数関数を中心として 32323232－161

Jongsik Kim：韓国の数学･････････････････ 44444444－168

２．数学の発展２．数学の発展２．数学の発展２．数学の発展

足立恒雄：合同数の歴史･･･････････････････ 39393939－173

伊藤　清：確率解析学のなりたち･･･････････ 34343434－171

伊原康隆：

‘フェルマ，ニュートン，ワイルス’ ･･･ 45454545－372

彌永昌吉：戦後の日本の数学の発展

—–私の思い出—–･････････････････････ 47474747－184

小川　束：関孝和―もう一つの数学？ ･･･････ 45454545－086

梶原壤二：最近の多変数関数論･････････････ 38383838－270

梶原壌二：和算家　建部賢弘･･･････ 通1111巻1号－073

川又雄二郎：複素多様体論の発展と展望 ･････ 50505050－307

越　昭三：実函数論50年－積分論関係･･････ 36363636－264

後藤守邦：Lie群100年･･･････････････････ 35353535－372

小松勇作：函数論の50年Ⅰ ･･･････････････ 35353535－165

小松勇作：函数論の50年Ⅱ ･･･････････････ 35353535－256

島倉紀夫：

楕円型偏微分方程式がもたらしたもの ･･･ 46464646－263

島倉紀夫：偏微分方程式の基本解･･･････････ 50505050－403

白岩謙一：力学系の発展について･･･････････ 38383838－071

杉浦光夫：ユニタリ表現論60年････････････ 37373737－250

杉浦光夫：ヒルベルトの問題Ⅰ･････････････ 43434343－164
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杉浦光夫：ヒルベルトの問題Ⅱ･････････････ 43434343－253

杉浦光夫：ヒルベルトの問題Ⅲ･････････････ 43434343－368

杉浦光夫：ヒルベルトの問題Ⅳ･････････････ 44444444－072

洲之内源一郎：実函数論50年

—–Fourier解析関係—– ･･･････････････ 37373737－061

竹崎正道：作用素環論の歴史

（50年の歩みと日本の伝統）･･････････ 35353535－158

戸田　宏：ホモトピー論の50年 ･･･････････ 34343434－070

永田雅宜：可換環論の50年 ･･･････････････ 36363636－152

長野　正：対称空間論の発展と微分幾何 ･････ 44444444－245

永見啓応：この四半世紀の次元論瞥見･･･････ 30303030－359

福原満洲雄：常微分方程式の50年，Ⅰ･･････ 34343434－164

福原満洲雄：常微分方程式の50年，Ⅱ･･････ 34343434－262

吉田耕作：函数解析50年 ･････････････････ 34343434－354

３．数理物理３．数理物理３．数理物理３．数理物理

伊東恵一：構成的場の理論･････････････････ 38383838－165

江沢　洋：

どんな問題が物理では考えられてきたか ･ 39393939－167

北田　均：量子力学における散乱理論･･･････ 39393939－159

小谷眞一：ランダム・ポテンシャルの問題 ･･･ 38383838－053

田崎晴明：Percolationと臨界現象の物理････ 40404040－254

長町重昭：Supersymmetry ･･･････････････ 37373737－264

丹羽敏雄：

近可積分Hamilton系のエルゴード問題 ･ 40404040－069

原　　隆：くりこみ群の(厳密なる)取り扱い ･･ 41414141－075

氷上　忍：ランダム・ポテンシャルの問題に対する

補足 ････････････････････････････････ 38383838－061

樋口保成：Percolationの臨界現象･･････････ 40404040－247

藤井保憲：Supersymmetryに対する補足･･･ 37373737－273

益川敏英：素粒子物理学と構成的場の理論 ･･･ 38383838－176

吉田春夫：

物理サイドからの近可積分Hamilton系 ･ 40404040－077

和達三樹：長距離相互作用をもつ量子可積分粒子系

Quantum Integrable Particle Systems with

Long–Range Interactions･････････････ 49494949－418

４．計算機と数学４．計算機と数学４．計算機と数学４．計算機と数学（巻号順）（巻号順）（巻号順）（巻号順）

山本純恭：数学における情報の問題･････････ 30303030－094

一松　信：数式処理と数学研究への応用 ･････ 33333333－362

中村　憲：楕円単数による類数計算と計算機 ･ 36363636－353

成木勇夫：計算機による特異点の研究 ･･･････ 36363636－275

木村俊房・金田康正：2階線形常微分方程式の

モノドロミ保存変形に現れた数式処理に

ついて ･･････････････････････････････ 37373737－069

仁木直人：確率分布漸近展開の数式処理 ･････ 38383838－065

和田秀男：素因子分解とコンピュータ ･･･････ 38383838－345

森本光生：フェルマー型の素数について ･････ 38383838－350

丹野修吉：パソコンの空間幾何学への

ある応用について･････････････････････ 39393939－343

島内剛一：数学者用ワープロSPE･･･････････ 40404040－264

木田祐司：大きな数を手軽に計算するパソコン用

プログラミング言語UBASIC･･･････････ 40404040－344

柴田勝征：トポロジーとコンピュータ

－セビリア国際会議の報告を中心に ･････ 40404040－348

佐々井崇雄：一般化された超幾何方程式の有限

モノドロミー群の決定と数式処理システム

MACSYMA･･････････････････････････ 41414141－263

寺田　至： AMS -TEXを使うまで･･････････ 41414141－358

渡辺隼郎：数式処理について･･･････････････ 44444444－079

小島定吉・西本順一：幾何学とコンピュータ ･ 44444444－348

編集部：数学教室のネットワーク･･･････････ 45454545－171

高山信毅：環と加群のソフトウェア ･････････ 45454545－256

中村　憲：整数論のソフトとデータの共有

—–TNTの紹介—– ････････････････････ 45454545－264

大阿久俊則：計算の視点から見たD 加群理論･ 50505050－203

郷間知巳・須川敏幸：函数論メーリングリストに

ついて ･･････････････････････ 通2222巻1号－092

遊佐　毅：数学の電子掲示板の案内 ･ 通2222巻4号－095

５．論文の書き方５．論文の書き方５．論文の書き方５．論文の書き方（（（（巻号順）巻号順）巻号順）巻号順）

一松　信：数学論文の書き方･･･････････････ 39393939－276

小林昭七：数学論文の書き方(英語編) ････････ 39393939－349

野水克己：How to write mathematics in English

Ⅰ ･･････････････････････････････････ 43434343－158

野水克己：How to write mathematics in English

Ⅱ ･･････････････････････････････････ 43434343－248

野水克己：How to write mathematics in English

Ⅲ ･･････････････････････････････････ 43434343－362
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野水克己：How to write mathematics in English

Ⅳ —–Guide to Mathematical English—–　　　

････････････････････････････････････ 44444444－057

相川弘明：How to write mathematics in TEXⅠ

････････････････････････････････････ 45454545－076

相川弘明：How to write mathematics in TEXⅡ

････････････････････････････････････ 45454545－164

６．研究所だより６．研究所だより６．研究所だより６．研究所だより（巻号順）（巻号順）（巻号順）（巻号順）

矢野健太郎：プリンストン高級研究所便り ･･･ 04040404－120

丸山正樹：Bonnの研究所からのたより ･････ 32323232－355

大島利雄：Princetonの研究所からのたより ･ 32323232－358

四方義啓：Oberwolfach研究所････････････ 33333333－075

小松　玄：Courant研究所の想い出 ････････ 33333333－179

宇敷重広：I. H. E. S. 研究所 ･･････････････ 34343434－353

村瀬元彦：Berkeleyに新設された数理科学研究所　　

････････････････････････････････････ 36363636－166

鈴木　貴：Institute for Mathematics and its

Application (IMA) について ･･･････････ 37373737－276

夏目利一：コペンハーゲン大学数学研究所 ･･･ 37373737－361
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････････････････････････････････････ 35353535－172

溝畑　茂：フイリッピン訪問記･････････････ 35353535－175

村上信吾：中国数学会代表団の来日記録 ･････ 35353535－365
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福島正俊：第5回日ソ確率論シンポジウムについて
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河合隆裕・三輪哲二・浪川幸彦・村瀬元彦・青本和彦：

AMS Summer Research Institute 'Theta
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金子　晃・砂田利一・山本昌宏：
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現状—– ･････････････････････････････ 43434343－261
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Wiener教授を悼む･･･････････････････････ 16161616－191

中山　正教授をしのぶ･････････････････････ 16161616－193

Heinz Hopf教授の御逝去を悼む････････････ 21212121－255

園　正造先生を悼む･･･････････････････････ 22222222－157

B. Russell氏の数学的業績･････････････････ 22222222－158

故Feller教授を偲んで ････････････････････ 22222222－318

末綱恕一先生の追憶･･･････････････････････ 23232323－048

末綱恕一先生の業績･･･････････････････････ 23232323－049

菅原正夫博士 ････････････････････････････ 23232323－150

西内貞吉先生を偲ぶ･･･････････････････････ 23232323－192

森永博士の御逝去を悼む･･･････････････････ 23232323－192

スカウテン教授を悼む･････････････････････ 23232323－319

Paul Lévy教授を悼む･････････････････････ 24242424－350

黒田成勝氏の追悼の辞･････････････････････ 25252525－190

André Martineau教授を悼む･･････････････ 25252525－287

高須鶴三郎先生の御逝去を悼む･････････････ 26262626－095

成田正雄氏を偲んで･･･････････････････････ 28282828－096

Papakyriakopoulos教授の逝去を悼んで････ 29292929－191

正田建次郎博士を悼む･････････････････････ 29292929－379

岡　　潔先生を悼む･･･････････････････････ 30303030－269

Kurt Gödelのこと（竹内外史）････････････ 31313131－369

岡　潔先生の数学（西野利雄）･････････････ 33333333－171

熊ノ郷準氏の業績（溝畑　茂）･････････････ 35353535－251

松嶋與三教授の業績（森本明彦）･･･････････ 35353535－369

華羅庚先生の急逝を悼む（小松彦三郎） ･････ 37373737－353

C. Chevalleyの業績（彌永昌吉）･･･････････ 37373737－355

15. 受賞者紹介受賞者紹介受賞者紹介受賞者紹介

日本数学会彌永賞

類体論の非Abel化について—–第1回

彌永賞受賞者伊原康隆氏の業績—– ･･････ 26262626－089

伊原康隆氏受賞記念講演記録･･･････････････ 26262626－094

双曲型方程式に対する混合問題について—–第2回

彌永賞受賞者坂本礼子氏の業績—– ･･････ 26262626－379

Simple type theoryにおけるcut–eliminationに

ついて—–第3回日本数学会彌永賞受賞者

高橋元男氏の業績—–･･････････････････ 28282828－187

高橋元男氏受賞記念講演記録･･･････････････ 28282828－191

組合せ位相幾何学—–第4回日本数学会彌永賞

受賞者加藤十吉氏の業績—– ････････････ 29292929－088
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超函数論ならびに偏微分方程式論の研究

—–第5回日本数学会彌永賞受賞者

河合隆裕氏の業績—–･･････････････････ 30303030－266

新谷卓郎氏の業績紹介—–第6回日本数学会彌永賞

受賞を記念して—–････････････････････ 30303030－349

三村　護：球面の安定ホモトビー群について

—–第7回日本数学会彌永賞受賞者

西田吾郎氏の業績—– ･････････････････ 32323232－149

中川久雄：リーマン多様体の大域的研究—–第8回

日本数学会彌永賞受賞者

塩浜勝博氏の業績—–･･････････････････ 33333333－066

河合隆裕：偏および擬微分方程式系の代数的研究

—–第9回日本数学会彌永賞受賞者

柏原正樹氏の業績—–･･････････････････ 34343434－065

上野健爾：代数多様体の研究—–第10回日本数学会

彌永賞受賞者飯高茂氏の業績—– ･･･････ 34343434－346

藤田隆夫：高次元代数多様体論における森理論の意義

—–第11回日本数学会彌永賞受賞者森重文氏の

業績—– ･････････････････････････････ 35353535－247

第12回日本数学会彌永賞

　松本幸夫‘余次元２の手術理論とその応用’36363636－255

加藤十吉：結び目同境理論の大域化—–

松本幸夫氏による余次元２の手術理論—– 36363636－256

第13回日本数学会彌永賞

　大島利雄‘対称空間上の調和解析’･･･････ 37373737－245

岡本清郷：対称空間上の調和解析

—–大島利雄氏の業績—– ･･････････････ 37373737－246

第14回日本数学会彌永賞

小谷眞一‘ランダムなポテンシヤルをもつ

Schrödinger作用素のスペクトル理論’･ 38383838－265

福島正俊：ランダムSchrödinger作用素に関する

小谷理論—–第14回日本数学会彌永賞

受賞者小谷眞一氏の業績—–････････････ 38383838－266

第15回日本数学会彌永賞

砂田利一‘数論的方法によるリーマン多様体の研究’

････････････････････････････････････ 39393939－236

落合卓四郎：Riemann多様体上のラプラシアンの

スペクトラムについて—–第15回日本数学会

彌永賞受賞者砂田利一氏の業績の背景紹介—–　　

････････････････････････････････････ 39393939－237

日本数学会賞春季賞

昭和63年度日本数学会賞春季賞

　加藤和也‘高次元類体論の研究’･････････ 40404040－338

加藤和也氏の業績紹介講演記録

（伊原康隆述・斎藤毅記）･････････････ 40404040－339

1989年度日本数学会賞春季賞

　宮岡洋一‘Chern 数の間の関係式とその応用’

････････････････････････････････････ 41414141－246

浪川幸彦：多様体のアナリーゼ

　　—–宮岡洋一氏の業績—–･･･････････････ 41414141－246

1990年度日本数学会賞春季賞

　俣野　博‘無限次元力学系の理論と

非線形偏微分方程式’･････････････････ 42424242－367

増田久弥：無限次元力学系と

非線型偏微分方程式への応用 　

—–俣野　博氏の業績—–･･･････････････ 42424242－367

1991年度日本数学会賞春季賞

　斉藤盛彦‘Hodge加群の理論の創設と発展’43434343－361

柏原正樹：Hodge加群の理論の創設と発展 　　

—–斉藤盛彦氏の業績—–･･･････････････ 43434343－361

1992年度日本数学会賞春季賞

　肥田晴三‘代数群のp進L関数とｐ進Hecke環’　

････････････････････････････････････ 44444444－343

土井公二：肥田晴三氏の春季賞受賞にあたって 44444444－343

1993年度日本数学会賞春季賞

　楠岡成雄‘無限次元確率解析の展開’ ･････ 45454545－359

小谷眞一・重川一郎・福島正俊：日本数学会賞春季賞

受賞者　楠岡成雄氏の業績紹介 ･････････ 45454545－359

1994年度日本数学会賞春季賞

　深谷賢治‘Floerホモロジー理論の研究’･･ 46464646－352

森田茂之・砂田利一：日本数学会賞春季賞受賞者

深谷賢治氏の業績･････････････････････ 46464646－352

1995年度日本数学会賞春季賞

　宍倉光広‘複素力学系にあらわれる 　             

カオスとフラクタル’･････････････････ 48484848－305

宇敷重広：日本数学会賞春季賞受賞者 　

宍倉光広氏の業績･････････････････････ 48484848－306

1996年度日本数学会賞春季賞

　斎藤秀司‘類体論の一般化および

代数的サイクルの研究’･･･････････････ 49494949－182

加藤和也：斎藤秀司氏の業績･･･････････････ 49494949－182

1997年度日本数学会賞春季賞

　新井仁之‘複素解析と調和解析の研究’ ･･･ 49494949－393
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猪狩　惺：日本数学会賞春季賞受賞者               

新井仁之氏の業績･････････････････････ 49494949－394

1997年度日本数学会賞春季賞

　小澤　徹‘非線型シュレディンガー方程式の研究’

････････････････････････････････････ 50505050－411

堤　正義：日本数学会賞春季賞受賞者               

小澤　徹氏の業績紹介･････････････････ 50505050－411

日本数学会賞秋季賞

昭和62年度日本数学会賞秋季賞

　三輪哲二・神保道夫

‘数理物理学に関する代数解析的研究’ ･ 40404040－062

柏原正樹：数理物理学に関する代数解析的研究

—–神保道夫・三輪哲二氏の業績—– ････ 40404040－063

昭和63年度日本数学会賞秋季賞

　森重文・川又雄二郎

‘代数多様体の極小モデル理論’･･･････ 41414141－058

飯高　茂：代数多様体の極小モデル理論について

—–森重文・川又雄二郎氏の業績—– ･････ 41414141－059

1989年度日本数学会賞秋季賞

　渡辺信三‘確率解析とその応用’･････････ 42424242－161

池田信行：確率解析とその応用

　　—–渡辺信三氏の業績—–･･･････････････ 42424242－161

1990年度日本数学会賞秋季賞

　塩田徹治‘モーデル・ヴェイユ格子の研究’43434343－151

桂　利行：Mordell-Weil格子の研究

　　—–塩田徹治氏の業績—–･･･････････････ 43434343－151

1991年度日本数学会賞秋季賞

　土屋昭博‘共形場理論の構成’･･･････････ 44444444－161

三輪哲二：時代精神としての共形場理論 　　

—–土屋昭博氏の業績—–･･･････････････ 44444444－161

1992年度日本数学会賞秋季賞

　境正一郎‘作用素環に於ける微分論とその応用’

････････････････････････････････････ 45454545－157

荒木不二洋：作用素環に於ける微分論とその応用

—–境正一郎氏の業績—–･･･････････････ 45454545－157

1993年度日本数学会賞秋季賞

　村杉邦男‘結び目理論の代数的研究’･････ 46464646－158

鈴木晋一：結び目の代数的研究

　　—–村杉邦男氏の業績—–･･･････････････ 46464646－158

1994年度日本数学会賞秋季賞

　石井仁司‘非線形偏微分方程式の粘性解理論’

････････････････････････････････････ 47474747－176

小池茂昭・山田直記：非線形偏微分方程式の

粘性解理論—–石井仁司氏の業績—– ･････ 47474747－176

1995年度日本数学会賞秋季賞

　向井　茂‘3次元Fano多様体の

射影代数幾何学的研究’･･･････････････ 49494949－083

隅広秀康・森　重文：ベクトル束, ファノ多様体

　　—–向井　茂氏の業績紹介—– ･･･････････ 49494949－084

1996年度日本数学会賞秋季賞

　青本和彦‘複素積分の研究’･････････････ 49494949－266

野海正俊・吉田正章：

青本和彦氏の業績について･････････････ 49494949－266

1997年度日本数学会賞秋季賞

　中村博昭, 玉川安騎男, 望月新一‘代数曲線の

基本群に関するGrothendieck予想の解決’    

････････････････････････････････････ 50505050－199

伊原康隆：代数曲線の基本群に関する

Grothendieck予想の解決—–中村博昭,

玉川安騎男, 望月新一氏の研究に寄せて—–      

････････････････････････････････････ 50505050－200

日本数学会関孝和賞

日本数学会関孝和賞の創設および第一回受賞者

谷口豐三郎氏･････････････････････････ 47474747－073

上野健爾：日本数学会関孝和賞受賞者

谷口豐三郎氏の業績･･･････････････････ 47474747－073

奥田繁雄：第一回日本数学会関孝和賞

受賞スピーチ･････････････････････････ 47474747－417

 ‘日本数学会関孝和賞’　第二回受賞者

　　フリードリッヒ・ヒルツェブルッフ教授 ･ 49494949－186

上野健爾：日本数学会関孝和賞受賞者

　　Friedrich Hirzebruch教授の業績 ･･････ 49494949－186

第2回日本数学会関孝和賞受賞講演･････････ 49494949－173

日本数学会賞建部賢弘賞

編集部：第一回日本数学会賞建部賢弘賞

受賞者紹介･･･････････････････････････ 49494949－187

編集部：1996年度日本数学会賞建部賢弘賞

受賞者の横顔･････････････････ 通1111巻4号－007
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　　受賞者の横顔（追加）･･････････通2222巻1号－104

編集部：第二回日本数学会賞建部賢弘賞

受賞者紹介 ･･････････････････････････ 50505050－202

編集部：1997年度日本数学会賞建部賢弘賞

受賞者の横顔 ･････････････････通2222巻4号－038

その他の賞

岡潔君の文化勲章受賞（秋月康夫）･････････ 12121212－159

正田建次郎先生の文化勲章に際して･････････ 22222222－079

吉田耕作教授の学士院恩賜賞受賞･･･････････ 19191919－039

広中平祐教授の学士院賞受賞･･･････････････ 22222222－251

鈴木通夫教授の学士院賞受賞･･･････････････ 26262626－384

佐藤幹夫氏の学士院賞受賞･････････････････ 29292929－094

広中平祐氏の業績（朝日文化賞受賞）･･･････ 20202020－126

佐藤幹夫・小松彦三郎両氏の朝日文化賞受賞に際して

････････････････････････････････････････ 22222222－159

伊藤　清教授の朝日賞，恩賜賞受賞に際して ･ 30303030－265

岩澤健吉教授の藤原賞受賞に際して

（藤﨑源二郎） ･･････････････････････ 32323232－154

竹内外史教授の朝日賞受賞に際して

（柘植利之） ････････････････････････ 34343434－258

角谷静夫氏の学士院賞・恩賜賞の受賞に際して

（吉田耕作・伊藤雄二）･･･････････････ 34343434－351

佐藤幹夫氏の文化功労者顕彰

（柏原正樹・河合隆裕）･･･････････････ 37373737－161

永田雅宜教授の学士院賞受賞（松村英之） ･･･ 38383838－342

16. 国際数学者会議国際数学者会議国際数学者会議国際数学者会議（（（（ICM））））

International Mathematical Union準備会議および

International Congress of Mathematiciansの

報告（彌永昌吉）･････････････････････ 03030303－053

ICM（1962年Stockholm）

Congress印象記Ⅰ（岩澤健吉） ･････････ 14141414－174

Congress印象記Ⅱ—–トポロジー関係—–

（田村一郎） ･･････････････････････ 14141414－238

Congress印象記Ⅲ（矢野健太郎） ･･･････ 15151515－114

特集　モスクワ・コングレス･･････････････ 19191919巻1号

彌永昌吉：IMU第5回総会と

モスクワ・コングレス　･････････････ 19191919－001

吉田耕作：1966年国際数学者会議における

函数解析部門のことなど･････････････ 19191919－004

黒田成勝：海外便り―モスクワから帰って ･ 19191919－006

河田敬義：整数論部門･･･････････････････ 19191919－010

小畠守生：幾何学部門報告･･･････････････ 19191919－011

田尾鶉三：

モスクワ ICMトポロジー部門報告 ････ 19191919－013

北川敏男：統計数学と制御数学･･･････････ 19191919－017

占部　実：モスクワ国際数学者会議印象記 ･ 19191919－022

〈Fields賞受賞者紹介〉

Paul J. Cohenの業績（西村敏男）･･･････ 19191919－026

M. F. Atiyahの業績（伊勢幹夫）･････････ 19191919－024

S. Smaleの業績（四方義啓）････････････ 19191919－035

A. Grothendieckの業績（山田　浩）･････ 19191919－031

特集：ニース・コングレス････････････････23232323巻2号

　吉田耕作：ニース・コングレスの印象報告 ･ 23232323－081

　彌永昌吉：MentonとNice ･･････････････ 23232323－085

〈部門別印象記〉

　高橋元男：数理論理学部門報告･･･････････ 23232323－087

　久保田富雄：代数学部門報告1 ･･･････････ 23232323－093

　伊原康隆：代数学部門報告2 ･････････････ 23232323－096

　矢野健太郎：幾何学部門報告･････････････ 23232323－101

　和田淳蔵：実函数論部門報告･････････････ 23232323－106

　加藤敏夫：コングレス印象記･････････････ 23232323－110

　永見啓応：トポロジー部門報告･･･････････ 23232323－112

　荒木捷朗：トポロジー部門報告･･･････････ 23232323－115

　渡辺　毅：確率部門報告･････････････････ 23232323－120

　荒木不二洋：場の量子論・作用素環部門報告 23232323－125

〈Fields賞受賞者紹介〉

　A. Baker氏の業績（内山三郎） ･･････････ 23232323－130

　広中平祐氏の業績（松村英之・小田忠雄） ･ 23232323－134

　S. P. Novikov　氏の業績（島田信夫）･････ 23232323－143

　J. G. Thompson氏の業績（都筑俊郎）･･･ 23232323－144

特集：バンクーバー・コングレス ･･････････27272727巻1号

　バンクーバー・コングレス印象記　河田敬義 27272727－001

〈部門別報告〉

　数理論理学　高橋元男･･･････････････････ 27272727－004

　代数学Ⅰ　三井孝美･････････････････････ 27272727－007

　代数学Ⅱ　堀川穎二･････････････････････ 27272727－011

　幾何学　大槻富之助･････････････････････ 27272727－015
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　函数論Ⅰ　二宮信幸 ････････････････････ 27272727－018

　函数論Ⅱ　公田　蔵 ････････････････････ 21212121－020

　偏微分方程式論Ⅰ　河合隆裕･････････････ 27272727－023

　偏微分方程式論Ⅱ　井上　淳･････････････ 27272727－027

　函数解析学　荷見守助･･･････････････････ 27272727－029

　確率論および統計数学　浜田　昇･････････ 27272727－033

　応用数学Ⅰ　荒木不二洋･････････････････ 27272727－036

　応用数学Ⅱ　一松　信･･･････････････････ 27272727－041

　トポロシー　松本幸夫・水谷忠良･････････ 27272727－051

　数学史および数学教育　植竹恒男･････････ 27272727－057

　余録　彌永昌吉 ････････････････････････ 27272727－058

〈Fields賞受賞者紹介〉

　E. Bombieri氏の業績Ⅰ（本橋洋一）･････ 27272727－060

　E. Bombieri氏の業績Ⅱ（宮岡洋一）･････ 27272727－063

　E. Bombieri氏の業績Ⅲ（大槻富之助）･･･ 27272727－066

　E. Bombieri氏の業績Ⅳ（小沢　満）･････ 27272727－068

　D. Mumford氏の業績（丸山正樹）･･･････ 27272727－070

ヘルシンキ・コングレス特集号････････････ 31313131巻1号

　ヘルシンキ・コングレスについて･河田敬義 31313131－001

　コングレス印象記Ⅰ ････････････福島正俊 31313131－005

　コングレス印象記Ⅱ ･･････････荒木不二洋 31313131－008

　コングレス印象記Ⅲ ････････････上野健爾 31313131－012

　コングレス印象記Ⅳ ････････････前橋敏之 31313131－159

　IMUの総会について････････････溝畑　茂 31313131－013

〈フィールズ賞受賞者紹介〉

　P. Deligne氏の業績Ⅰ ･･････････小田忠雄 31313131－018

　P. Deligne氏の業績Ⅱ 吉田敬之・青本和彦 31313131－025

　D. Quillen氏の業績････････････西田吾郎 31313131－029

　C. Fefferman氏の業績Ⅰ ･･･････猪狩　惺 31313131－034

　C. Fefferman氏の業績Ⅱ ･･･････成木勇夫 31313131－039

　G. A. Margulis氏の業績 ･･････伊原信一郎 31313131－043

〈部門別報告〉

　数学基礎論 ････････････････････高橋元男 31313131－051

　代数学Ⅰ ･･････････････････････三井孝美 31313131－054

　代数学Ⅱ ･･････････････････････浪川幸彦 31313131－059

　幾何学 ････････････････････････丹野修吉 31313131－063

　函数論 ････････････････････････梶原壤二 31313131－068

　偏微分方程式論 ････････････････平良和昭 31313131－074

　函数解析学 ････････････････････荷見守助 31313131－075

　確率論および統計数学･･･････････渡辺信三 31313131－078

　応用数学Ⅰ ････････････････････一松　信 31313131－082

　応用数学Ⅱ ･･･････････････････ 一松　信 31313131－162

　トポロジー ･･････････････････川久保勝夫 31313131－086

　数学史および数学教育･･････････ 植竹恒男 31313131－092

　関数論の群像･･･････････････････････････ 31313131－187

特集：ワルシャワ・コングレス ････････････36363636巻1号

ワルシャワ・コングレス印象記

････････････････････佐藤幹夫・佐藤泰子 36363636－001

ワルシャワ・コングレスについて

････････････････････････････荒木不二洋 36363636－006

荒木不二洋：

1982年Fields賞受賞者の横顔･･･････ 35353535－070

榎本彦衛：R. E. Tarjan氏の業績･････････ 35353535－358

〈部門別報告〉

　数学基礎論 ･･･････････････････ 塚田春雄 36363636－011

　代数学Ⅰ ･････････････････････ 岩永恭雄 36363636－016

　代数学Ⅱ ････････････････飯高茂・森重文 36363636－018

　幾何学 ･･･････････････････････ 小島定吉 36363636－021

　トポロジー ･･･････････････････ 柴田勝征 36363636－023

　函数論 ･･････････････公田　蔵・渡辺公夫 36363636－026

　Lie群と表現論 ････････････････ 大島利雄 36363636－030

　函数解析学Ⅰ ･････････････････ 越　昭三 36363636－033

　函数解析学Ⅱ ･････････････････ 富山　淳 36363636－036

　確率論および統計数学･･････････ 渡辺信三 36363636－038

　常微分方程式と力学系･･････････ 坪井　俊 36363636－041

　応用数学 ････････････････････荒木不二洋 36363636－042

　数学史および数学教育･･････････ 本田欣哉 36363636－047

特集：バークレー・コングレス ････････････39393939巻1号

　IMUの総会について･･･････････ 永田雅宜 39393939－001

　コングレス印象記･･････････････ 佐武一郎 39393939－005

〈フィールズ賞受賞者紹介〉

　M. H. Freedman氏の業績 ･････ 久我健一 39393939－008

　S. K. Donaldson氏の業績･･････ 古田幹雄 39393939－016

　G. Faltings氏の業績･･･････････ 斎藤秀司 39393939－025

〈ネバリンナ賞受賞者紹介〉

　L. G. Valiant氏の業績･････････ 野﨑昭弘 39393939－032

〈部門別報告〉

　数理論理学と基礎論････････････ 坪井明人 39393939－040

　代数学 ･･････････････小池和彦・寺田　至 39393939－043

　整数論 ･･･････････････････････ 伊原康隆 39393939－046

　幾何学 ･･･････････････････････ 伊藤光弘 39393939－048
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　トポロジー ･･････････西森敏之・佐藤　肇 39393939－051

　代数幾何学 ････････隅広秀康・角田秀一郎 39393939－053

　複素解析 ･･････････････････････渡辺公夫 39393939－057

　リー群と表現論 有木進・松沢淳一・徳山豪 39393939－060

　実関数論と関数解析･････････････富山　淳 39393939－063

　確率論，数理統計学･･･国田　寛・長坂建二 39393939－067

　偏微分方程式 ････････････････小松彦三郎 39393939－069

　常微分方程式と力学系･･･････････松元重則 39393939－071

　数理物理学 ･･････････････････荒木不二洋 39393939－073

　数値計算・数値解析･････････････一松　信 39393939－076

　離散数学・組合せ論･････････････一松　信 39393939－078

　計算機数学 ････････････････････田中一之 39393939－081

　応用数学 ･･････････････････････大塚厚二 39393939－084

数学教育，数学史 ･･････････････藤田　宏 39393939－087

ICM90ICM90ICM90ICM90京都京都京都京都

荒木不二洋・飯高　茂：

ICM–90フィールズ賞受賞者の横顔･････ 42424242－361

野崎昭弘：

ICM–90ネヴァンリンナ賞受賞者の横顔 ･ 42424242－366

ICM–90特集号･･･････････････････････････ 43434343巻1号

　第21回国際数学者会議について小松彦三郎 43434343－001

　ICM–90を振返って ･･････････荒木不二洋 43434343－008

　ICM90が終わって ･････････････飯高　茂 43434343－014

〈フィールズ賞受賞者紹介〉

　V. G. Drinfel'd氏の業績Ⅰ ･･････織田孝幸 43434343－017

　V. G. Drinfel'd氏の業績Ⅱ ･･････神保道夫 43434343－024

　V. F. R. Jones氏の業績Ⅰ･･･････河東泰之 43434343－029

　V. F. R. Jones氏の業績Ⅱ･･･････村上　順 43434343－035

　森重文氏の業績 ････････････････向井　茂 43434343－040

　森重文氏 ･･････････････････････隅広秀康 43434343－047

　E. Witten氏の業績Ⅰ･･･････････江口　徹 43434343－051

　E. Witten氏の業績Ⅱ･･･････････深谷賢治 43434343－058

〈ネヴァンリンナ賞受賞者紹介〉

　A. A. Rozborov氏の業績････････町田　元 43434343－067

プレ／ポストコングレス報告･････････････ 43434343－072

ICM98と ICM94の比較････････････････ 50505050－臨111

連載連載連載連載ICM98ICM98ICM98ICM98

齋藤恭司：ICM 98フィールズ賞

選考委員会委員を務めて･･･････････････ 50505050－436

17. 国際会議等の特集国際会議等の特集国際会議等の特集国際会議等の特集

特集国際数学会議････････････････････････07070707巻4号

代数的整数論に関する国際会議について ･･･ 07070707－193

公開講演 ･･････････････････････････････ 07070707－194

本会講演記録 ･･････････････････････････ 07070707－203

来日数学者の各地における講演･･･････････ 07070707－239

来日数学者の横顔･･･････････････････････ 07070707－265

来日数学者と接触して･･･････････････････ 07070707－266

問題 ･･････････････････････････････････ 07070707－268

特集：1969年函数解析学国際会議･･････････22222222巻1号

吉田耕作：函数解析学国際会議について ･･･ 22222222－001

H. Cartan：On the structural stability of

differentiable mappings（福田拓生記） ･･ 22222222－003

R. S. Phillips：Scattering theory

（池部晃生記）･････････････････････ 22222222－006

〈部門別印象記〉

　溝畑　茂：双曲型方程式･････････････････ 22222222－009

　藤田　宏：非線型の問題ほか･････････････ 22222222－010

　池部晃生：散乱理論･････････････････････ 22222222－011

　河合隆裕：Hyperfunction･･･････････････ 22222222－013

　松浦重武：多様体関係･･･････････････････ 22222222－015

　伊藤清三：ポテンシャル論･･･････････････ 22222222－016

　丸山儀四郎：確率論･････････････････････ 22222222－017

　鶴見　茂：エルゴード理論, Flowの理論･･･ 22222222－018

　白田　平：全体の総括的印象記･･･････････ 22222222－019

〈各大学における講演記録〉

　S. Agmon教授講演記録･････････････････ 22222222－020

　M. F. Atiyah教授講演記録･･･････････････ 22222222－023

　R. Courant教授講演記録････････････････ 22222222－025

　J. L. Doob教授講演記録 ････････････････ 22222222－025

　A. A. Gontchar教授講演記録････････････ 22222222－026

　L. Hörmander教授講演記録･････････････ 22222222－026

　K. Jacobs教授講演記録･････････････････ 22222222－028

　加藤敏夫教授講演記録･･･････････････････ 22222222－029

　角谷静夫教授講演記録･･･････････････････ 22222222－030

　P. D. Lax教授講演記録･･････････････････ 22222222－031

　J. L. Lions教授講演記録 ････････････････ 22222222－032
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　A. A. Mal'sev教授講演記録･･････････････ 22222222－033

　J. Moser教授講演記録･･････････････････ 22222222－033

　S. L. Sobolev教授講演記録･･････････････ 22222222－034

　I. N. Vekua教授講演記録 ･･･････････････ 22222222－034

　A. B. Zhizhchenko教授講演記録 ････････ 22222222－037

　M. F. Atiyah教授講演記録 ･･････････････ 22222222－135

　角谷静男教授講演記録･･･････････････････ 22222222－312

特集：1973年多様体論国際会議 ･･･････････ 25252525巻4号

河田敬義：多様体論国際会議について･････ 25252525－289

多様体論国際会議プログラム･････････････ 25252525－292

M. F. Atiyah：固有値とリーマン幾何  　　　　　

（志賀浩二記）･････････････････････ 25252525－294

E. C. Zeeman：Applications of Catastrophe

Theory（岡部恒治記）･･････････････ 25252525－298

〈会議印象記〉

第1日（4月11日）松本幸夫 ････････････ 25252525－301

　　　　　上野健爾 ････････････ 25252525－303

第2日（4月12日）加藤十吉 ････････････ 25252525－306

　　　　　赤尾和男 ････････････ 25252525－307

第3日（4月13日）今西英器 ････････････ 25252525－310

　　　　　飯高　茂 ････････････ 25252525－312

第4日（4月14日）西田吾郎 ････････････ 25252525－314

　　　　　森田茂之 ････････････ 25252525－317

第5日（4月16日）一楽重雄 ････････････ 25252525－318

　　　　　内田伏一 ････････････ 25252525－321

第6日（4月17日）三村　護 ････････････ 25252525－322

　　　　　岡　睦雄・一楽重雄･･･ 25252525－324

　田村一郎：多様体論国際会議を終って ･････ 25252525－325

〈各地における講演記録〉

　A'Campo教授講演記録 ･････････････････ 25252525－326

　J. F. Adams教授講演記録･･･････････････ 25252525－327

　Andrianov教授講演記録････････････････ 25252525－328

　M. F. Atiyah教授講演記録 ･･････････････ 25252525－329

　Bombieri教授講演記録 ･････････････････ 25252525－331

　W. Browder教授講演記録･･･････････････ 25252525－333

　広中平祐教授講演記録･･･････････････････ 25252525－336

　小林昭七教授講演記録･･･････････････････ 25252525－336

　N. H. Kuiper教授講演記録･･････････････ 25252525－337

　M. Mahowald教授講演記録･････････････ 25252525－340

　J. N. Mather教授講演記録･･････････････ 25252525－340

　F. Raymond教授講演記録 ･･････････････ 25252525－341

　S. Smale教授講演記録･･････････････････ 25252525－344

　D. Sullivan教授講演記録････････････････ 25252525－346

　R. Thom教授講演記録･･････････････････ 25252525－346

　V. S. Vladimirov教授講演記録･･･････････ 25252525－351

　C. T. C. Wall教授講演記録 ･･････････････ 25252525－352

特集：有限群論国際シンポジウム ･･････････27272727巻2号

岩堀長慶：

有限群論国際シンポジウムについて ･･･ 27272727－097

鈴木通夫：有限単純群論の近況･･･････････ 27272727－099

原田耕一郎：単純群と2 –シロー群････････ 27272727－111

伊藤　昇：ある種の4 –デザインについて･･ 27272727－119

〈印象記〉

印象記：9月2日　横沼健雄，伊藤達郎 ･･･ 27272727－127

印象記：9月3日　野沢宗平，八牧宏美 ･･･ 27272727－130

印象記：9月4日　五味健作･････････････ 27272727－133

印象記：遠足　岩崎史郎･････････････････ 27272727－134

印象記：9月6日　林　　誠，和田倶幸 ･･･ 27272727－136

印象記：9月7日　坂内英一，宮本　泉 ･･･ 27272727－137

外人出席者の印象記･････････････････････ 27272727－140

特集：代数的整数論国際シンポジウム ･･････29292929巻3号

彌永昌吉：

代数的整数論国際シンポジウムについて 29292929－003

久保田富雄：不連続群の整数論序説の

叙述形式について･･･････････････････ 29292929－195

新谷卓郎：

代数体のL –函数の特殊値について････ 29292929－204

印象記：3月22日　山本芳彦，宮脇伊佐夫 29292929－217

印象記：3月23日　森田康夫，織田孝幸，

三木博雄，小松啓一･････････････････ 29292929－219

印象記：3月24日　伊吹山知義，栗原　章 29292929－221

印象記：3月25日　吉田敬之，太田雅己･･ 29292929－224

印象記：3月26日　小池正夫，谷川好男， 　　

北岡良之，丹羽伸二･････････････････ 29292929－227

印象記：3月27日　高木利一，佐藤文広，

畑田一幸･･･････････････････････････ 29292929－230

特集：代数解析学王子セミナー ････････････29292929巻3号

佐藤幹夫・三輪哲二：

代数解析学王子セミナーについて ･････ 29292929－233
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三輪哲二・神保道夫：

ランダウ特異点のホロノミー構造 ･････ 29292929－234

峰村勝弘・大島利雄：

確定特異点型境界値問題と表現論 ･････ 29292929－243

柏原正樹・河合隆裕：

Feynman積分と擬微分方程式 ･･･････ 29292929－254

印象記：偏微分方程式関係の全講演　田原秀敏

･･････････････････････････････････ 29292929－269

印象記：王子セミナー報告　河合隆裕･････ 29292929－272

印象記：特異点理論の全講演　矢野　環･･･ 29292929－275

記録特集

数理論理学日米合同セミナー記録特集 ･･････ 22222222巻4号

　Model Theoryと集合論･････････････････ 22222222－298

　竹内外史氏講演記録･････････････････････ 22222222－299

　H. J. Keisler氏講演記録 ････････････････ 22222222－300

　J. Barwise氏講演記録･･････････････････ 22222222－302

　高橋元男氏講演記録･････････････････････ 22222222－304

　R. L. Vaught氏講演記録････････････････ 22222222－306

　C. C. Chang氏講演記録 ････････････････ 22222222－307

　田中尚夫氏講演記録･････････････････････ 22222222－308

　難波完爾氏講演記録･････････････････････ 22222222－310

　G. E. Sacks氏講演記録･････････････････ 22222222－312

数理論理学日米合同セミナー記録特集 ･･････ 26262626巻4号

　証明論 ････････････････････････････････ 26262626－351

　G. Kreisel氏講演記録･･･････････････････ 26262626－351

　竹内外史・八杉満利子氏講演記録･････････ 26262626－352

　本橋信義氏講演記録･････････････････････ 26262626－353

　上江洲忠弘氏講演記録･･･････････････････ 26262626－353

　W. A. Howard氏講演記録･･･････････････ 26262626－354

　W. W. Tait氏講演記録･･････････････････ 26262626－355

　P. J. Parikh氏講演記録･････････････････ 26262626－356

　H. Friedman氏講演記録････････････････ 26262626－356

　R. M. Smullyan氏講演記録･････････････ 26262626－357

‘‘‘‘C＊環と物理学への応用’日米セミナー記録特集 　　　
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　‘C＊環と物理学への応用’日米セミナー ･･ 26262626－357
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　R. T. Powers氏講演記録 ････････････････ 26262626－360

　武元英夫氏講演記録･････････････････････ 26262626－360

　A. M. Jaffe氏講演記録･･････････････････ 26262626－361

　荒木不二洋氏講演記録･･･････････････････ 26262626－362

　O. E. LanfordⅢ氏講演記録･･････････････ 26262626－363
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　中神祥臣氏講演記録･････････････････････ 26262626－367

　岡　幸正氏講演記録･････････････････････ 26262626－368

　D. Kastler氏講演記録･･･････････････････ 26262626－368

　C. A. Akemann氏講演記録･･････････････ 26262626－368
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　代数幾何学国際シンポジウムについて ･････ 29292929－277

　E. Bombieri氏講演記録･････････････････ 29292929－277

　S. S. Abhyankar氏講演記録･････････････ 29292929－278

　松阪輝久氏講演記録･････････････････････ 29292929－278

　A. Ogus氏講演記録 ････････････････････ 29292929－279

　加藤昌英氏講演記録･････････････････････ 29292929－279

　P. Griffiths氏講演記録･･････････････････ 29292929－280

　L. Szpiro氏講演記録････････････････････ 29292929－280

　S. Bloch氏講演記録････････････････････ 29292929－281

　D. Mumford氏講演記録 ････････････････ 29292929－282
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　F. Almgren氏講演記録 ･････････････････ 30303030－277
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　D. E. Blair氏講演記録･･････････････････ 30303030－278

　D. Hoffman氏講演記録･････････････････ 30303030－278

　森　　博氏講演記録･････････････････････ 30303030－279

　H. B. Lawson，Jr. 氏講演記録･･････････ 30303030－280

　J. Simons氏講演記録 ･･････････････････ 30303030－280

　R. Gulliver氏講演記録･･････････････････ 30303030－281

　B. Smyth氏講演記録･･･････････････････ 30303030－281
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クライン群とリーマン面日米セミナー ･･･ 32323232－076
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特集　関　孝和250年祭･･････････････････ 10101010巻3号

関孝和と和算

細井　淙：関孝和の数学の成立･･･････････ 10101010－134

加藤平左ェ門：関孝和の業績について･････ 10101010－138

大矢真一：関孝和の経歴について･････････ 10101010－141

小堀　憲：日本の数学･･･････････････････ 10101010－145

藪内　清：中国の数学と関孝和･･･････････ 10101010－133

特集　高木貞治先生 ･････････････････････ 12121212巻3号

19. 各種講演会各種講演会各種講演会各種講演会

第1回湘南数学セミナー

砂田利一：高校生のための現代数学 ＜ゼータ

関数から見た現代数学＞････････通1111巻1号－004

砂田利一：素数とゼータ関数････････通1111巻1号－005

第2回湘南数学セミナー

砂田利一：高校生のための現代数学 ＜面積と体積–

現代数学の視座から–＞････････ 通2222巻1号－039

第2回サロン・ド・すーがく

渡辺公夫：数学を語り合う広場

＜初等超越関数論の世界＞･････ 通1111巻3号－004

渡辺公夫：楕円関数論から見た初等超越関数論　　　　

････････････････････････････ 通1111巻3号－005

おもしろ数学教室講演

岡本和夫：大きな数はどれくらい大きいか　　　　　　

････････････････････････････ 通2222巻1号－029

浪川幸彦：関孝和の里・藤岡訪問記 ･ 通2222巻4号－020

志賀弘典：高校生のための現代数学基礎教程

** 千葉大サマースクール **････ 通2222巻1号－004

森田康夫：整数が持ついろいろな性質

－素数と関連した問題－･･･････ 通2222巻4号－004

日比孝之：数え上げのいろは･･･････ 通3333巻1号－004
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伊藤　清：‘数学辞典’第3版･････････････ 38383838－359

小田忠雄：数学図書の配架方式について

････････････････････････････ 通2222巻1号－102

河田敬義：IMUとSEAMS ････････････････ 33333333－270

福原満洲雄：数理解析研究所ができるまで ･･･ 36363636－070

編集部：研究助成団体一覧　その1･･････････ 44444444－356

編集部：〈インタビユー〉

彌永昌吉先生にお話しを伺う･･･････････ 44444444－352

編集部：岩澤健吉先生のお話しを伺った120分 45454545－366
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ついて ･･････････････････････････････ 01010101－105
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ついて ･･････････････････････････････ 09090909－008

新井正夫：

“Fermat商”の lmod の剰余について･･ 05050505－154

新井正夫：

判別式の仮因子をもつ4次体について ･･･ 29292929－366
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同型な 12 +nM の部分群 ･･･････････････ 30303030－071
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石井猪熊・森田　徹：

有限群の 1Φ –群と 2Φ –群について ･･････ 14141414－169

石田　信：奇素数次の代数体の

genus fieldについてⅡ････････････････ 28282828－151

石村貞夫：Schwarzenbergerの定理の一般化に

ついて ･･････････････････････････････ 32323232－365

伊関兼四郎：Dedekindの和の相互法則 ･････ 02020202－240

市川　洋：Gaussの和について ････････････ 02020202－238

市川　洋：与えられた有限Abel群をIdealklassen-

gruppeの部分群にもつ代数体の構成････ 03030303－048

伊藤　誠・内藤　実：

p環から導かれる束について･･･････････ 05050505－032

稲葉栄次：群とprimaryな束について ･･････ 01010101－093

稲葉栄次：代数函数体の類数について ･･･････ 02020202－325
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 ‘数学’編集委員会からのお願い･･････････ 30303030－288
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「あとがき」

第 30303030 巻第 2号からはじまった．初回は編集委員長名で

あったが，その後，第 31313131 巻第１号では，（編集部）と

なり，‘編集委員名簿’が付けられるようになった．

第 33333333 巻第１号では，‘次号予定’が付けられ，この形

式が第 50505050 巻まで続いている．ここには，‘数学’の編

集に関する事柄が記載されることも多い．
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大矢真一 ･･････････････････････････････企10101010－141
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1号－029，寄20202020－222，書21212121－311，書41414141－186
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小川洋輔 ･･････････････････････････････論16161616－041
荻上紘一
論24242424－293，論39393939－305，書20202020－063，書23232323－308，
書28282828－379
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外20202020－117
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寄03030303－155

松本幸夫
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三上健太郎 ･････････････････書37373737－284，書47474747－315
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宮西正宜
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宮本宗実 ･････････････････････････････ 書35353535－281
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宮脇伊佐夫･････････････････････････････企29292929－217
三輪拓夫 ･･････････････････ 寄29292929－228，寄30303030－068
三輪哲二
論32323232－289，論34343434－001，論40404040－001，企29292929－233，
企29292929－234，企40404040－174，企44444444－161，企49494949－399，
企通1111巻1号－049，書26262626－281
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むむむむ

向井　茂
論39393939－216，論47474747－125，論49494949－001，企43434343－040
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村井隆文 ･･･････････････････論35353535－035，論43434343－302
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論11111111－175，企33333333－355，企35353535－365，企44444444－249，
企48484848－294
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村上　斉 ･･････････････････････････････書39393939－378
村杉邦男
論23232323－193，論46464646－097，書44444444－091，和47474747－309

村瀬元彦 ･･･････････････････企36363636－166，企40404040－174
村田憲太郎 ････････････････････････････寄29292929－075
村田　全
書21212121－229，書22222222－077，書22222222－078，書26262626－085
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村田　實（実）･･････････････論32323232－001，論47474747－360
村主恒郎 ･･････････････････････････････寄01010101－113
村松寿延
論27272727－142，書24242424－159，書26262626－084，書33333333－083，
書36363636－180，書36363636－180

室田一雄 ･･････････････････････････････和48484848－211
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茂木　勇 ････････論03030303－001，書21212121－154，和39393939－374
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本尾　実 ･･･････ 書17171717－053，書21212121－156，書35353535－381
本橋信義
論37373737－305，企26262626－353，書26262626－191，書27272727－284，
書33333333－188

本橋洋一
論26262626－001，論45454545－221，企27272727－060，企49494949－096，
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森　　毅
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森口繁一
寄01010101－219，寄02020202－065，寄02020202－267，書06060606－182，
書07070707－126，和17171717－185

森田紀一
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書36363636－083，書40404040－366
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‘数学’編集部
　平成10（西暦1998）年8月18日から27日まで10

日間にわたってドイツのベルリンで国際数学者会議が開
催された．日本からの参加者は，（海外から参加した日
本人は入れず）205名で，第50巻第3・4号学界ニュ
ースに掲載されているように，総合講演（one-hour
Plenary Lecture）に招待された者１名（三輪哲二氏），
部門別講演（45-minute lectures in specified sections）
に招待された者6名（部門番号順に望月新一，辻雄，
大槻知忠，脇本稔，林修平，岡本久の各氏）であった．
日本人のフィールズ賞・ネバンリンナ賞受賞者はいなか
ったが，斎藤恭司氏が選考委員として活躍された．氏の
経験談が‘数学’第50巻第4号に掲載されているので
参照されたい．
　平成6（西暦1994）年8月3日から11日まで9日
間にわたってスイスのチューリッヒで開かれた前回の国
際数学者会議では，日本からの参加者は，236名（内通
常参加者219名）で，総合講演（one-hour Addresses  at
the Plenary Sessions）に招待された者はなく，部門別
講演（45-minute Addresses at the Section Meetings）
に招待された者4名（部門番号順に宮岡洋一，宍倉光
広，田中洋，俣野博の各氏），フィールズ賞・ネバンリ
ンナ賞受賞者なしであった．なお，柏原正樹氏がフィー
ルズ賞選考委員であり，山口昌哉氏がネバンリンナ賞選
考委員であった．
　前回のフィールズ賞受賞者は，解析関係しかもフラン
ス人3名と群論1名で（アルファベット順で）

　Jean Bourgain (IHES, University of Illinois,
Institute for Advanced Study; mathematical analysis)
　Pierre-Louis Lions (Université de Paris-Dauphine;
non-linear PDE, applications of mathematics to the
sciences)
　Jean-Christophe Yoccoz (Université de Paris-Sud,
Orsay; dynamical systems)

　Efim Zelmanov (University of Wisconsin,
University of Chicago; group theory)

という顔ぶれであったが，今回は，数理物理関係の代数・
幾何関係2名と解析関係2名で（アルファベット順で）

　Richard E. Borcherds(Cambridge University; Kac-
Moody algebras, automorphic forms)

　W. Timothy Gowers(Cambridge University; Banach
space theory, combinatorics)
　Maxim Kontsevich (IHES Bures-sur-Yvette;
mathematical physics, algebraic geometry and

topology)

　　Curtis T. McMullen(Harvard University; complex
dynamics, hyperbolic  geometry)

というものであった．前回の総合講演者でその当時はま
だギャップがあったものの，最終的にFermat 予想を
解決をした

　　Andrew Wiles (Princeton University; number
theory)

には今回‘特別賞’が授与された．
　ネバンリンナ賞は，前回の受賞者が

　　Avi Wigderson (University of Hebrew;
mathematical foundations of computer science)，

で，今回の受賞者は

　　Peter W. Shor (AT&T Labs Florham Park, New
Jersey; quantum computation, computational
geometry)

であった．
　今回の受賞者および招待講演の紹介のため，‘数学’
第51巻第1～2号で連載特集が組まれる予定である．
今回の招待総合講演は21（前回16）で，19の部門に
分かれ，合計167の部門別招待講演があった（括弧内
はそれぞれの講演数，部門名の下に日本人講演者，講演
題目については第50巻第3・4号学界ニュース参照の
こと）．

1. Logic (5)
2. Algebra (8)
3. Number Theory and Arithmetic Algebraic

Geometry (9 )
　Shinichi Mochizuki (RIMS, Kyoto University,

Japan)

　Takeshi Tsuji (RIMS, Kyoto University, Japan)
4. Algebraic Geometry (7)
5. Differential Geometry and Global Analysis (13)
6. Topology (8)
　Tomotada Ohtsuki (Tokyo Institut of Technology,

Tokyo, Japan)
7. Lie Groups and Lie Algebras (10)
　Minoru Wakimoto (Kyushu University, Fukuoka,

Japan)
8. Analysis (14)
9. Ordinary Differential Equations and Dynamical

Systems (10)
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　Shuhei Hayashi (Waseda University, Tokyo, Japan)
10. Partial Differential Equations (10)
11. Mathematical Physics (12)
12. Probability and Statistics (13)
13. Combinatorics (8)
14. Mathematical Aspects of Computer Science (6)
15. Numerical Analysis and Scientific Computing (6)

　Hisashi Okamoto (RIMS, Kyoto University, Japan)
16. Applications (12)
17. Control Theory and Optimization (7)
18. Teaching and Popularization of Mathematics (6)
19. History of Mathematics (3)

　前回も19部門（合計147講演）であったが，今回と
は多少違い以下のようであった．
（括弧内はそれぞれの講演数，部門名の下に日本人講演
者とその講演題目）

1. Logic (4)
2. Algebra (7)
3. Number Theory (8 )
4. Geometry (12)
5. Topology (10)
6.  Algebraic Geometry (7)
　　Yoichi  Miyaoka (RIMS, Kyoto University,
Japan):Rational curves on algebraic varieties
7. Lie Groups and Lie Algebras (10)
8. Real Analysis and Complex anlysis (10)

　　Mitsuhiro Shishikura (University　of　Tokyo,
Japan): Topological　geometric　and　complex　analytic
prpperties　of　Julia　sets.
9. Operator algebras and functional analysis (6)
10. Probability and Statistics (10)
　　Hiroshi Tanaka (Keio University, Tokyo,
Japan):Diffusion processes in random environments
11. Partial Differential Equations (12)
　　Hiroshi Matano (University of Tokyo,
Japan):Singularities of solutions of nonlinear
parabolic and elliptic equations
12. Ordinary Differential Equations and Dynamical
Systems (9)
13. Mathematical Physics (10)
14. Combinatorics (6)
15. Mathematical Aspects of Computer Science (6)
16. Numerical Analysis and Scientific Computing (6)
17. Applications of Mathematics in the Sciences (10)
18. Teaching and Popularization of Mathematics (3)
19. History of Mathematics (3)

部門分けはある意味で便宜的なもので，複数にまたがっ

ている講演も多数あった．数学・数理科学の多様性・有
機性を示している．

ICM90ICM90ICM90ICM90 の部門と論説の分類の部門と論説の分類の部門と論説の分類の部門と論説の分類

‘数学’編集部
今回の臨時号・総目次では，‘数学’第40巻第4号の
「第31巻～第40巻 総目次」
（1979 年 1 月～1988 年 10 月）と同様に論説の分類
には‘ICM90 京都’の部門の立て方を参考にした．ICM90
での部門の立て方と名称は，以下のようであった．

1．数理論理と基礎論（Mathematical Logic and
Foundations）

2．代数（Algebra）
3．数論（Number Theory）
4．幾何（Geometry）
5．トポロジー（Topology）
6．代数幾何（Algebraic Geometry）
7．リー群と表現論（Lie Groups and Representations）
8．実および複素解析（Real and Complex Analysis）
9．作用素環と関数解析（Operator Algebras and

Functional Analysis）
10．確率論と数理統計（Probability and Mathematical

Statistics）
11．偏微分方程式（Partial Differential Equations）
12．常微分方程式と力学系（Ordinary Differential

Equations and Dynamical Systems）
13．数理物理（Mathematical Physics）
14．組合せ論（Combinatorics）
15．計算機数学（Mathematical Aspects of Computer

Science）
16．計算法（Computational Methods）
17．諸科学への数学の応用（Applications of

Mathematics to the Sciences）
18．数学史，数学教育および数学論（History，Teaching

and the Nature of Mathematics）

総目次の論説で採用した分類は，上記のものと1～14
までが同じで，15～18を次のようにしたものである．

15．数値計算・数値解析・数理計画
16．諸科学への数学の応用
17．数学史，数学教育および数学論
18．その他（計算機科学・情報科学関連等を含む）
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