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海外だより

ろうや Zの tempera七uredependenceは当然 Pad昌 と一致すべきだ と言っ

てお りました｡

先週Cohenが例のEのanOmalousopticalproperもyの話をし.前の

自分の話はNakaji皿a の言い通 りマチガイであり. Overhauserもタメ ,新

しい説明として. これはme七astableexcitonだというのです｡詳しい計算

はないようですが (不可能 ?).理由は･ Na･EfGsでは rsが相当大 きいの

で. electrorl-holeが exciton typeの bound stateを作ってもよい

のではないかというのです0 8/may/ ′65. 記

1

〔注〕 f>(I)の分母は多分 (打Ⅹ)4 であると思いますOそうでないとT-惣 一1

でcorrelaもion functionが R一首 に比例するという厳密解 と一致しま

せ ん｡ (阿 部)

ひ ろ ば

北京シンポジウム 物理夏の学校について

物 性 若 手 グループ 有 志

(東北大学物性若手)

1966年夏､アi>ア ,アフリカ ,ラテンアメ リカ ,大洋州の物理学の分野

の若い人々が中心になって,中国の何処かで夏の学校を開くための準備が現在

進められてお ります0 1964年.北京科学 シンポi>クムが開かれたことは.

御存知や方も多隼卓思し｢ますが..閉会後に各国ぬ若い研究者 ,学生のための物

_∴琴夏の学校を開 くことが決められまし考O 日本では･北京 VンボL>クム物理実

行委員会か ら.若手に対 して呼びかけが出されましたO畢達は. この呼びかけ

周 賛し. これに応 じた次廃です0
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ひ ろ ば

私達は. この四大州に科学甲発展が見 られなかった理由について､考えなが

ら.具体的に計画を錬 りつつあ りますoそして. この事が､ この学校の大 きい

意義でもあると考えてお ります｡

又. これ らの地域に於いて.一科学が芽はえなかったのは.そのための主体的

客観的条件が欠 けていたか らではないかど討論しています.所で､ 日本の物性

研究の現状はどうでしょうか｡必ずしも､遅れておらず､増々発展 していると

の見方もあるでしょう｡ しかし.いろいろと考えを進めて行 くと.果して､琴

状は満足すべき状態なのか.又将来 も十分なものかという疑問が生じて来ます｡

私達若手は.将来を但うものとして.'やはりここれ らの地域の人々と手をたず

さえて.科学の発展 ,研究ゐ条件について討論し合い.科学の広範な進歩のた

めにカ を貯えたいと思っていますO

今や. これ ら､の地域の人々は､諸々の困発を克服し､自国の新しい建設を各

地EJC起 しつつあ りますO科学はこの新しい建設のためのものでなければならな

いのではないでしょうかOこの様な科学は､借 り物ばか りであってはならず.

自国に根 ざした形で作 り上げなければならないと思いますO

この様な考えから.四大州 に於る将来の科学を担う人々.少しでも新しい科

学建設にカ を尽そうとする人々.又現在.既にその様な立場の人々をも含めて

主体的に夏の学校を開こうとして準備をしていますO

日本での準備は物性を中心にして.その経過を記しますと次の通 りです｡

(1) 1964年北京 シンポLyクム閉会後.各国の物理関係者が集 り､今後の

学術交流の具体案が議論されたO 日本の代表氏か ら提案された､四大州の若い

研究者 ,学生のための夏の学校が全体の賛成を得､ ユ966年中国に於いて､

これを開 くことが決議されたo

(2) 日本の北京 シンポ汐クム物理実行委員会及び出席者か ら ｢呼びかけ｣

(1966年 ｢夏の学校｣-の参加を若手に呼びか ける)が 1月に出さ叫 原

子核若手グループをはじめ.,各専門分野の若手が ｢呼びかけ｣についての討論

並びに ｢夏の学校｣についての討論を始めた.

(3) 物性若手 も. 4月始め.京都の分科会での総会に於いて.革し合いが持

たれ.若手有志の形で.一東北大若手が.名古屋センター字の連絡を虎ち､全国

の物性関係者へ呼びかけ.連絡を坂ることになった.
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ひ ろ ば

(4) 4月 王8日.東大で拡大物理実行委員会が開かれ.北京 シンポ汐クム物

理夏の学校第 0次案について.討論され､ これが作成 されたO (物性若手か ら

紘.東北大の人が参加 した｡)

又第 0次案の概略は次の通 りですo (詳細は事 ム局ニュースNo.2参照)

o基本性格

19.64年北京 シンポiyウム ･コ ミニュケの精神を基礎 に開かれる もので

ある こと｡

(i)物理学 を勉強するO

(2)若手が主体である｡

(3)国瞭交流を促進するo

o規 模

(1)全体で 200人位. 日本からは20人位出席し長い｡

(2)内容 (全体会議 ,分科会形式で行 う)

好)方法論 ,歴史について

C｡)専門分野についての学術討論 i並びに若手が抱 えている諸問題につい ･

て

むう国際交流

(3)費 用

日本では.全国カ ンパによって.渡航費 (日本か らの参加者数に依存

する)をまかな うO

さて.上述のこと即ち

(i)北京 シンポLyクム物理夏の学の学校の意義 .

(2)夏の学校第 0次案

について.物性若手の問､及び若手 ,古手の間で討論し､意見 ,出来れば具体

由提案を含めて.東北大物性若手までお寄せ下 さい｡

北京 Uンポ汐クム閉会の際に採択 されたコ ミニュケの全文を.討論の資料 と

して. 次に記します｡
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ひ ろ ば

1964年 北 京 科 学 シン ポ Lyク ム･コ ミニ ュ ケ

ユ964年北京科学 シンポLyクムは.アi>ア ,アフ 9カ ,′ラテンアメ 9カお

よび大洋州の 44の国家または地域か らの科学者 367人が参加 して､ 王96

4年 8月 21日より8月 31日まで 11日間 にわたっておこなわれた｡

本 Vンポ汐クム参加の国と地域は次の通 りであるO

アフガニスタン ,東アブLlカ ･アカデ ミー (ケニ守 ,タンガニカ共和国 ,ザ

ンi>パル ,ウガンダ) ,アルL>エ ヅア ,アンゴラ ,オース トラリア ,ボリビ

ア ,ビルマ ,プラン汐 ,カソポLyヤ ,セイロン ,チ リ,中国 ,コロンビア ,

コンゴ (ブラザ ビル) ,キューバ ,ダホメ ,ガーナ ,ギニア ,イン ドネシア

イラク ,日本 ,ヨルダン ,朝鮮民主主義人民共和国 ,レバノン .マルガL/,

リマ,メ キVコ ,モロッコ ,ネパール ,ニューLy-ラン ド,ナイ汐エ リア ,メ

キスタン ,セネガル ,Vュラ li/オーネ ,ソマ ジア ,スーダ ン ,シ 9ア ,タ

イ ,アラブ連合 ,ベ トナム民主共和国 ,南ベ トナム ,イエーメ ソ 0

本 Vソポジウムには､ 自然科学と社会科学の各分野の 299編が提出され､

理学 ,工学 ,農学 ,医学 ,政治学 ,法律学 ,経済学 ,教育学 ,言語学 ,文学 ,

哲学 ,歴史学などの学科に別けて発表され討論された.これらの論文は､本 u

yポ汐クム参加国の科学事業が急速に発展 していることを示しているO 論文の

発表と討論を通 じて.本 シンポLyクムは､科学研究の成果と経験の交流 ,民族

独立をかちとり擁護し､民族の経済 ,文化 ,●科学事業を発展させること､各国

間の科学鼓蹄上の協力促進など.全参加者が共通の関心をもつ問題を探求 し,

相互理解を深め.学術上の豊富な成果を得たoア汐ア ,アメ リカ ,ラテンアメ

タカ ,大洋州の科学者たちは､ じぷ んじしんが このL/ソポLyウムの主人公であ

るという態度を持し.科学者の理性をもって.互いに学びあい.あい共に高め

あう願 いをいだいて. シンポi>クムに参加したo i/ソポジウムは.民主的な話

しあいの精神 と団結友好のふんいきにみちあふれ.四大州の各国および全世界

の科学者の団結 と協力をいっそう発展させ.四大州各国と全世界の科学事葉を

発展 させる上に.偉大にして深遠な影響をお よはすであろうO それは世界科学

史上に新たな光輝ある一章をつけ加えるもa)である9

本 V-yポ汐クムは. 1963年 9月に公布された ｢1964年北京科学 V･ソ
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ひ ろ ば

ポi7ウム準備会議 コミニュケ｣の帝国主義と新旧植民地主義に反対しt民族独

立をかちとり擁護し二世界平和をまもってこそ.アi7ア ,アフ タカ ,ラテンア

メ リカおよび大洋州の民族の経済 ,文免 ,科学事業を発展させることができるe

という椅神を貫徹 した0本 シンポLyクムは今後開かれる科学シyポ♭クムも.

この椅神を基礎とすべきであるとみとめる｡

本vyポ汐クムは今回の ような総合的な科学シンポiyクムーがきわめて有益で

あり.ひきっづいておこなう必要があるとみとめ. ユ968年.北京において

ふたたび科学Vンポiyクムを行 らことを決定するC また本 シンポ予クムは 19

65年 より1968年にいたる四年間に.あれ これの昂が､一科学あるいは特

定テ-マの シンポiyクムを行い､また相互に連絡 し､関係国の参加に好 恕合な

らしめることを希望する｡

本 シンポ汐クムは_､ 1968年北京科学シンポiyクムを準備 し.またそれに

参加する国家または地域の科学者団体 ,科学者 との連絡をはかるため. 196

8年北京科学vyポLyクム連絡所をもうけt これを北京におくこと､連絡事務

は中国側が担当することを決定するO 今回のシンポ汐クムに参加した国家 と地

域の科学者団体または科学者は.自己の希望により.連絡事務に当ること示 出

来る0 1968年北京科学 i/ンポ汐クム連絡所は.不定期の連絡刊行物を発行

し.各国の情況の交流 ,相互の連絡をはかるものとするO

王 9 6 4年 8月 3 0 日

(以上.全体については.北京Vンポ汐クム物理実行委員会事務局ニュース

No･1､･No･2 ;｢自然｣1964年 11月 ,羊2月号 ･坂日団長報告を参照

のことQ ) (文責 阿 部) ′
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