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個人が支払 うばあいを個人会員 とじ､機関が支払 を濠 あいを機関会員

とします｡

個人会員糾 ま入会の際､

際乾は入会金はお返ししませんo機関会員は入会金を要 し

4.会費は月額､個火会員 160円､機関会員 300円とします｡

5.̂奉賛は帝月中に前納し

きは雑誌の発送を停止し

ものとみな

き享す｡会費が前納 きれなかったと

以二ヒ滞納した会員は退会 じた
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人のうどき

0 恒藤敏彦氏 (阪大基エ) 渡米滞在地

RlltgerS,The StateUniversity,

CoユユegeofArも anrlScience,

Depertment Of Physics'

New Brunswick,New Jersey-,USA_.

0 久保 亮氏 (東大理)

Auchen(統計力学国際会議),Paris(半導体国際会議) '

琵arwell,iJottingham(磁性国際会議)などに出席のため6月 12

日に出発 され た｡ 9月中旬に帰国され る予定

o lj､野 周氏 (東大教養)

6月 12日～ 7月上旬Auchenの統計力学国際会議へ 出かけられ たO

芦貞巨∃ニEiI

ll) 九大物性論懇談会 6月例会 講演題 目

(i) 高島良正 (九大理 .化)M'ossbauer効果の化学 における応用

摘 村上昭年 非平衡流体の分子論的記述について

(2) 物理学会九州支部 (55回) ･応用物理学会九州支部合同例会における

物性関係発表論文 (於九三大 39年6月20日出 13時30分より)

(i) 福富清大 (大分大) ピコソ結晶のVibraもionnaユAbr｡pり on Line

銅 甲木伸一 (九大.1工)辻幹男 (九大エ)Mgのバン ド構造

国 二神光次 (九大.工)

大木 茂 (九大.エ)微小巾Ⅹ線 ビーム法によるLiF格子欠陥の観察

米田春治 ULjc.ユ)
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ニユ-････rス

ⅠⅩ払 ZritemationalConferenceonLowTemperaturefh37SiCS

PROF.J. G,.DAUNT DR. F. J.MILFOR鍋 奴S.宜. a. GARUZZI
DEPARTMENT OF PHYSICS BATTELLE Mn40RIAL INSTITUTE
Of壬‡O STAT玉 UN王VERS王TrY

COLUMBUS 10. OHIO
CY 3-2369

Augusも31-Septenbe工･4.1964

505 KエNCiAVENU丑

COLUMBl了S 1. OHio
AX 9-3191

May 2ユ, 1964

THIRD NOT‡C亙

Preliminary Program

Au雷. 31 a=｡m･lSymposium on Superfユuidity

p.皿. F,London AWard

SymPOsium on Quanti21ation and Vortices in

Superconductors and Liquid Helium

Sepも. 1 a.a. SymPOSilユm On Fermi Surfaces

p.皿. Contributed Papers

Sepも. 2 a.皿. Symposium on LoⅦ■Tc-mperaもure TranBlitions

Sepも. 3 a.皿. Conもriblユted Papers

Symposiu皿 〇三1Quantu皿 Liquids

p.皿. Conもribllted Papers

Sepも. 4 a.孤. Contributed Papers

Synposium on Dilute AユloysWith Transition

Metals

p.m. Conもribute(iPapers

Preliminary List of lnvited SpeakeI･S

(At this date it is noも known Whether

all the invited speakers wilユ be as

liBted)

P.W.An(lerson Weak Superconducもiviもy and Josephson

Tunneling
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∫.Bardeen

A.∵Brouも

宜. Danieユ

C. Domb

W.M. Fairbanks

P. Ci. de tiennes

i. GnrJkov

C. C. G-Ti血es

E.F. Hammel

Ⅴ.fIsine

fnもroduction to Symposi-1n On Superfユuidity

Title to be An nounced

Locaユi乙ed States in Dilute Alloys

Lambda Poinも Transitions

QuanもiZied Flux 専

Vortex Lines in Superconductors

Title to beAnnounce(1

Preliminary List of 工nvited Speakers

(Continued.)

InteJ･action of H?ユicon Waves and Sound

Waves in Potassium

lnもro(lucもion to Symposium on Low

Temperature Transitions

Gaユcuユations of/ぬ ュd Structures and

Fermi Surfacn_S

I.M. Khaユatnikov Title to be j皿nOunCed

A.F, Kip

P. C. 旭 rtin

R. D. Parks

D.Pines

F.Reif

a. Shoenberg

R.W. Stark

The Role of もhe Fermi Surface in Lo甘

Temperature Physics

Hydrodynamics and Kinetic Theory of

Superfluids

QuantiZie(iVorもices in Supercon(lurluもdrs

CorreユationJs an(iExcitaもions in Quantum

Liquids

Study of Quanti21e(iVorもex Rings in

Superfユuid Helium

Presenも 玉Ⅹperimentaユ Kn'owユedge ofFermi

Surfaces in Metals

Magnetic Breakd･own in 玉ぬgnesium and Zinc

8. J. van den Berg Anonaユies in D土ユuteMetaユユic Soユutions
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ニユ-ス

ofTransition Elements

Reminders

Deadline date for submission of abstracts ofcontrib11もed

papers June 15,1964

(Send.toLT 9,P. 0.Bc)Ⅹ 3073,University Station,

Columbus,Ohio)

Deadlinedate for-Registration July 14,Ⅰ964

(Send formsand $10 fee to LT 9,P.0.Box 3073,

University Station,Columbus,Ohio)

Deadlinedate for(iornitoryaccommodation request

(Send fc'r皿S もoDean M.W.Overhoユも,

308 Pom亡きreneHaユ1,三方84 NeilAvenue,

Columbus 10,Ohio)

夏 の学校御案 内

July 14,1964

物性論若手グJL,-プ夏期研究会 (通称夏の学校)の御案内

開催場所 長野県菅平

会 期 8月 2日出より8月 7日竣_まで

費 用 一人一日 (三食付) 500円程度の自己負担 となる予定

内 容 A) 全体語義

理論コース

(1)小 口武彦先生 (磁性体の統計理論)

(2河､野 周先生 (気体の統計理論-Bogoliubovの理論)

(3)斉藤信彦先生'(生体物質の物性論)

実験 コース

用今井 _勇先生 (BIochの effecもivemaaS方程式
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ニユ-ス

生島 明先生 サイクロ トロン共鳴)

(2)上田良二草生 (電子顕微鏡 と電子回折)

(3)霜田光一先生 (強い電磁波 と物質 との相互作用)

米全体講義テキス トが用意 され ますo

B) サブグループ活動

回折の七グループが設置 されますo

各 グ}L,-プ共専門家 を迎 え講義 ,論文論諺 ,discussion 等を行い

ますo高分子ゲル-プは今年はじめて設立 され ましたo金属 ,結晶の

2グルー プは開設致 しません.

申込 みは原則 として研究室単位で行い申込予約金一人 1,000円をそえて当

番校へ申込んで下 さいO締切は当番校着 7月 15日ですが申込者が 300人を

こえま したら収容能力の制限から締切 らせていただきますo

詳細は殆ん どの研究機関 ,学科教室宛 に案内書を送付 してありますので申込

み前に閲読下 さい.ますようお煩いいたしますo

物性若手総会 ,懇親 ピタテック等 も計画 しておりますoふるって早 目に御申

込み下 さい｡

申込先 東京都新宿区戸塚一丁呂 早稲田大学

理工学部応用物理斉藤研究室

夏の学校準備会

日 程 表

1- 2蔓3 i4 !5 6 i7 ･8`

開校式 i

全 休 講 義 (Ⅰ) ー i閉 .i校 …式 _ii一

一合 休 講 .義 日-i) 全 体 講 義 (ⅠⅠ

サブグループ活動

夕 食

-222-



ニユ -ス

共同研究協議会についての シンポジウム開催御案内

1964年 5月-4日の原子核特別委員会は研究体湖中委員 より (1964年

3月 27日の委員会に)撞出された共同研究協読会について､次のような シン

ポジウムを開催す ることにな りました｡御出席下 さいます ようお願いいた しま

す0

日 時 : 1964年 7月 13日,14日 ,15日.

13日は午後 2時 より

15日は午後 声時ま.で

場 所 : 13日 名古屋大学理学部物理教室

14日
名古屋市科学館

15日

プログチム予定

第 1日 o共 同研究協議会について

体制小委の報告

各分野か らの討論

第 2日 .o共同研究協議会について

討論つづき

o各大学 と共同利用研の関係

各大学物理教室の報告 ●

物性小委 アンケー トの報告 ,討論･

第 3日 o体制小委員会 (シンポジウム終了後)_

シンポジウムの結論に基 く作業 _

核特委幹事 長崎 正幸

〔資料 )t共 同 研 究 協 義 会 につ い て

物理学将来計画はこれ まで学術会議の関係委員会で立案検許 されてきて､

その一触 ますでは総会撞案 となり勧告 されましたO しか し計画を具鉢化 し､

実行す る適当な機関は現存せず､各大学 ,各共同利用研に分けて予算要求が

行われています｡
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ニユ-ス

将来計画の実行機関の理想像 として綜合機構が考えられているわけですが､

その卵を現実につ くり出さねばならない時がきていると考えられ ます0

Ⅰ 綜合研究機構 とその卵

綜合研究機構のイメージ,原則に てらしてその卵が どんな ものになるか､に

ついて体制小委報告書は次のように書いています｡

｢綜合研究機構のかなめは､評読会 (又は物毘部会)にあって､ そこは計画全

体の実行をつかさどる決定機関である｡ その人選 と運営は全国研究者の自主性

の もとに行われなければならない｡

原子核特別委員会はこれまで も､上述の評義会の ような仕事 をい く分かは､

実質的に (各 目的はそ うではないが)行って来た｡

い くつかの共同利用研究所の設立と運営 とが､一そゐ例であ る.将来､綜合研究

機構が出来 るときには､我々の原案では､原子核特別委員会 (又は原子物理学

特別委員会) と評議会 とは､相互関達はあるが､互 いに独立 した 奉のになると

考えてきた｡そこにいたる道程の どこで､ どのような条件の もとに準備会の卵

がつ くられねばならないだろ うか｡

全置 原子核研究者にお顕い したアンケー トの集計によると､圧倒的多数が

評読会の卵 (執行部的 と表現 した もの)が原子核婚別委員会か ら切 りはなされ

て生まれ ることに反対である.全国研究者の自主性の原則が原子核特別委員会か

ら切 りはなされ ると成立 しないと云 う判断である｡

評義会の卵を学術会議の中につ くるの もーつの可能性であるが､本小委員会

では､物理学関係の共同利用研究所の集合体をつ くってそこに卵をつ くる案 を

検討 した｡

試案 を学術会議総会への提案のような形 で､次に記 してお く｡

(鼻 薬 ) 物理学共同研究協読会は次のような仕事を行 うo

l) 物理学将来計画の立案検討は､学術会議の委員会で行 うが､それを実

行案 (概算要求書を含めて)にす るのはこの協読会で行 う.

2) 共同利用研､相互間の連絡 ,共同作業を行 う0

3) い くつかの共同利用研にまたがる研究､ 1つの共同利用研の仕事か ら

はみ出す研究の中心 とな り､必要な研究委託を行 う.

4) 各共同利用研が単独 で行 うが適当な もの代ここで手をふれない0
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ニユ-ス

この評読会は物理関係 5つの共同利用研究所をおおい､必要に応 じて,勉

の共同利用研の参加を求める｡又､ 5つの内研究の題か らみて､ー基礎物理研

究所が中心 とな り､ そこに協議会が置かれ るのがよい.

-以 上-
＼

これか らみると､共同研究協議会はいわば､ 5つの物理関係共同利用研に

またがる大きな運営委員会のような もので､ただ各研究所に儀有な もの は挽

わないところがもがいますoそれは これまでの共同利用研の運営委貞会 と同

じように､学術会談の委員会 と表裏一体 な もので､協議会の下部機構には､

共同利用研の連絡会や研究委託を決める委員会 ,姿なき研究所などがおかれ

ることが考えられます｡

ⅠⅠ 共同研究協議会が扱 う仕事の例

この組織が扱 うにふさわしいと患われ る仕事 として次のような ものが考

えられ ます｡ ヽ

lO 二つ以上 の共同利用研の共同作業 とす る方が よい もの

例 . 合同研究会 .原子核加嘩怨を用いた物性研究

20 どの共同利用研に も共通 していて､ しか もどこどもや りに くい もの

a. snnmmer School.成人学校 など

b. いわゆるⅩ部内の研究

30 い くつかの兵同利用廟 にまたが り､ プロジェク ト研究を中心に饗 なき研

究所を作った方がよい もの

例 . 宇宙線研究

40 既存の共同利用研のひさしをか りて芽 を出す もの

例 . 素粒子研究所

50 既存の共 同利用研の大拡張はこの組織で討義するか､それぞれの研究所

から要求を出す｡ /

例 . 第二核研

この組織は卵である以上､綜合研究機構が扱 う仕事の全部を扱 うととはで

きませんが､ その卵になっていな-(ては困 るわけですo各分野でこの組織が
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扱 うべ き･仕事 ,Lの亜織に対す る要求など討論 し て 下 さ る よ う お 願 い し ま す ･3

出 席 予 定 者二▲

物理学共 同利用研究所 .素粒子研究所準鯖調査 委 員 会 . 核 談 話 会 低 エ ネ ル

ギー委員会 ,宇宙線実行委員会 .物性小委 .各大学 小 委 . 各 大 学 小 委

関西原子炉 .航空宇宙研 .核特委正副委員長及幹事 .体 制 小 委 貞 ( 物 性 小

･委 よりの5名 を含 む)

以上の研究所委員会より代表として 1- 2名坦席いただ きたい と思いま す o

尚､次の委員会にもL御通知して御都合 がよろしければ出席いただ くようお飼い

する予定です｡

-∫SC会長.長期計画委員会.共同利用研究所検討小委 .物研達 .融樽重

力椅萎.COSPAR.計算機小委 .核梅香

綜合事務局

プ レプ リン ト案 内

0Theory ofLo町一七emperatureResiduaユ Paramagneもism in

Anもiferromagnetic FeF2 and Gr203 (S.a.Siユversもein and

I.S.Jaoobs)■.
′ ′

0Variaもion allKnight shifも a la fusion damsleamet'aux

aユcTaユins (F. Lackma血).

0 SpinWave Interaction in the Itinerent ElectronModel

ofFerronagnetism (K. Kawasaki)

00.P.V.Method.and Total 丑nergy ofaMetal (A.Pick Ci.Sarma)

〔以上 阪大永富研〕

0Ferroelectricity and IJaもticeDynamics (B.D.Silverma.nl

〔北大 研〕

0 AMaもhod ofSolvi丘g theぬ ny-BodyK-Matrix (K.W,gong)

0 Quanも･unMechanics､ofMany二Boson Sy･sten aも Lbw Density･

〔以上 物性研中嶋研〕 (H.五五aVa)
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･委 よりの5名 を含 む)

以上の研究所委員会より代表として 1- 2名坦席いただ きたい と思いま す o

尚､次の委員会にもL御通知して御都合 がよろしければ出席いただ くようお飼い

する予定です｡

-∫SC会長.長期計画委員会.共同利用研究所検討小委 .物研達 .融樽重

力椅萎.COSPAR.計算機小委 .核梅香

綜合事務局

プ レプ リン ト案 内

0Theory ofLo町一七emperatureResiduaユ Paramagneもism in

Anもiferromagnetic FeF2 and Gr203 (S.a.Siユversもein and

I.S.Jaoobs)■.
′ ′

0Variaもion allKnight shifも a la fusion damsleamet'aux

aユcTaユins (F. Lackma血).

0 SpinWave Interaction in the Itinerent ElectronModel

ofFerronagnetism (K. Kawasaki)

00.P.V.Method.and Total 丑nergy ofaMetal (A.Pick Ci.Sarma)

〔以上 阪大永富研〕

0Ferroelectricity and IJaもticeDynamics (B.D.Silverma.nl

〔北大 研〕

0 AMaもhod ofSolvi丘g theぬ ny-BodyK-Matrix (K.W,gong)

0 Quanも･unMechanics､ofMany二Boson Sy･sten aも Lbw Density･

〔以上 物性研中嶋研〕 (H.五五aVa)
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プレプ リン ト案内

o vari革もion du Xneght shift a la fusion dan℡ le.S･:netaux

alcalins (F.Lackmann)

o paramagnetio Resonance Of S-State lonsMetals oh High

paranagneもio StlSCePtibility (DrShaltieユ'∫.H. Wernick'

H. ∫.WiユIiams and M.Peter)

〔以上 物性研芳田研〕
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o vari革もion du Xneght shift a la fusion dan℡ le.S･:netaux

alcalins (F.Lackmann)

o paramagnetio Resonance Of S-State lonsMetals oh High

paranagneもio StlSCePtibility (DrShaltieユ'∫.H. Wernick'
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