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研究代表者 日本大学・理工学部中村正彰

これは 2002 年 2 月 13 日 \sim 1 5 田;京都大学数理解析研究所で開催された研究集会
「産業上の非線形問題と数値シミュレーションと領域分割法」

の講究録である。

この研究集会は数理解析研究所の援助と文部省科学研究費基盤研究 $\mathrm{B}(1)$ 展開 1355
502 1 (代表 中村正彰)、基盤研究 $\mathrm{C}(2)13640119$ (代表竹内敏己) の補助を受
けております。
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