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東京夏の学校 の意義

必ず しも､一つ一つの艶判に従 うことはできませんで し左が､どうか､あま り

気短かでな (､少々気長に見ていただきたいと思ったこともあbます. このよ

うな試みは不必要であるとか､有害であるとかい うのが皆さんの結論で あるな

らば､私はそれに従いたいと思いますが､だんだんに改めるべ きものは 改めて

成長させ よ う､とい うことであれば､私たちも今後できるだけの努力は し牽い

と考えていますO

来年以降 どうするか､とい うことは､あまbはっ きりした見通 しも立 ちませ

んが､幸い､相当熱意をもって組織E,こ当ろうとい う方々もありますので､来年

も何かできるだろ うと思います.皆きんの御援助を心か らお願いいたします去

なお､講義の記録は面倒ですが､やは b残 したいとい う希望が強いので､出

版 の準備 を進めています｡たぶん明年 2月頃にはできる見込です｡ 日本の出版

者 にやって もらいたい､ と考えてhま したところ､幸い裳華房が引受け て (礼

ま した｡ しか し､外国での売 りさば きの道がせまいので､その方は B甲ujamin
●

と提携する交渉をしていますO

東 .京 夏 の 学 校 の 事 務 報 告

高 野 文 彦､宗 田 敏 雄 (東京教育大 , 理〕

牙 1回Tokyo Su皿 er Ins七iもute ofTheoreticalPhysics は矛 1

期 (多体問題)が 9月 6日 (月)か ら10日 (金)まで､矛 2期 (場の理論)

が 9月 13日 (月)か ら17日 (金)まで､ 革 5日間ずつ､神奈川県大磯海津

にある日本ク リスチヤシ ｡アカデ ミー ･- ウスで行われた｡ 以下にこれまでの

経過 と､主に矛 1期の行事についての報告 をするO

この会の開催の話が出たのは ､ 昨年 10- 11月で､.久保､福田の両氏を中

心 として､勉の組織委員 (松原-､中島､武臥 宮沢､南部)とともに招待講師

の人選交渉などについて相談が行われて来たO 事務局は教育大学の物理学教室

におかれることにな り,高野､宗田の 2人がいろいろな雑用をすることになつ
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橋爪夏樹

た｡ 1月には講師の顔ぶれや会場 もほぼ定まか､国内募金の手続 きも目鼻がつ

いたので､公式のアナウンスメン トが発表された0 4月には専任の事務員を 1

人やと うことにな り､中旬には参加者の募集が行われた｡･書類は全国各地の大

学 ､ 研究室および主な傭人宛 に約 150通発送され､矛 1期約 手20人､矛2

期約 110人の応募者があった｡会場の宿泊設備の関係で､宿泊参加者を各期

約 810∴∧托 しぼ らねばな らないので､やむな くかな Dの方 々には出席をお断Ib

することにな り､その選考が 6月上旬に行われた . その間具体的なプログ ラム

の作製な どが進行 し､ 8月中旬l･,Cは出席者への最終的な通知 を発送 し､ようや

く開催のはこびとなった ｡

矛 1期の実際の参和者は 日本人約 85名 (内通勤 5名)外国人 12名で講師

とその題 目は次の通 わであった｡ 1

K･A･Br7jeCkner(Vniv･ofCalif･,TJ･S･A･〕:SonTileTopics in

Many-Body Problem.(2時間〕

P.G-_de Gennes(Univ.ofParis,Franc畠):TheLandau-Ginz-

burg E;quationsandProperties ofType Ⅱ SupercondljC一

七ors･(3時間)

W･Ⅹohn(Univ･ofCalif･,U･S･A･)･'ANew FoTliiulaもio誓 Ofもhe

lribonユOgeneOuSElectionGasProblem.(2高 閣)

J.M.Luttipger(Col,mbiaUnまV_,U.S.A.〕:A NewMechanism for

Superconducもivitvand Superfluidiもy inMany-FeT皿ioIユ

Systems,(2時間)

D･Pines(U-Lliv･ofillinois.･U･S･A･)･･ヨoseLiquid.TheoTy!Wi地

Applic早もiop もofie II･(3時間)

J･罰.SchriefferCUhiv.ofPennsylvania,U.S.A.):Breakdown of

もbeQuasi-ParticleApproximation inMetals･(2時間)

罰･Kubb(TokyoUrliv･,Japan):Fluctuation-DissipationTheorこem

andBromnianMo伍?n･(1時間)

fLMoTi(KvotoUniv.,Japan):Transport Pheno由enanear the

criもicalPoi云tuq.(2時間)

-,講師の他の外人参加者の主な ものは次の通 bであった.
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東京夏の学校の事務報告

M･D･Girardean(Univ･ofOregon,U･S･A･)

A.P.Leggette(AspenInstitute,U･S.A.)

E･Calユen(U･S･NavalOradnanceLab･,U･S.A.)

B.Y.CbangChiCollege,Gonggong)

K_S一.gong(univ.ofXansas,U･S.A.)

講義は主 として午前中 3時間ずつ行なわれ,午後または夜は主 として Free

discusBionにあて られたP FTeedisc･ussionの主な Topicsは下の通 b

であった｡

小 野 :輸送係数の密度展開 近藤

伊豆山 ､ 中島
i8_一房相互作用

阿 表 〉2次の相転移 蘇原 ‥2元合金 に紳 る対称性

誓.｡allen}2次の頼転移 Leggette''_三言qp三;言IuidFermi

福田 :Lqartree-Focksoluもionの安定性

O-irardean:Gene-TalizedBose~condensation

', UseofOrthogonali21edPlaneWavesinMany-

ElectTOnProblem

Wong:ScatteringOperatorinBoL=qeOa告

Brueckner:TheoryofLiq.He3

･/ Present StatusOfNIJClearStructureTheo_Ty

以上に偽に8日 (求)の午后は鎌倉-の･excuTSionが行われ､外^全員と

日本人有志がバス 1台に乗って出かけた｡ また 9日 (木)の夜は懇親会が行わ

れ､全員が ビ-ルLのグラスを傾け､大いに歓談 した｡そめ後 ､ 日本人有志によ

る反省会 とい うべ きものが行われ､今後の会の運営の方法､来年度-の希望な

どについていろいろな意見が出た｡(これには と(にdeG･enne車か商席 してフ

ランスの夏の学校の実状について参考になる意見を開かせて くれ妄')

会期中は 日本人は主 としてアカデ ミー-ウスに宿泊､外人媒 ロング ビーチホ･
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テjL,(徒歩 2- 3分)に宿治 し､食事は全員アカデミ-- クスでとるのを原則

とした｡講義はアカデ ミ-- クスの講義室 (約 100名収容)で行われた O

会計報告 :今回の会で必琴 とした費用の大部分は国内募金 によってまか卑わ

れた｡･置内募金は募金委員会 (委員長藤岡由夫)が作 られ､ 日本学街振興傘 (

以下学振 と略記)が窓 口とな b､主な支出はすべて学振の手を通 じて行われた｡

まだ最終的な収支決算は出ていないが､ 10月 10日現在判明 している灰支は

次の よ うになる｡学振か らは大蔵省-会計報告が行 くが､それの明細は ここで

の号とめ方 とはちが うため､以下の ものとは ちが うか もしれない ことをお断 b

してお く C また学振か らの報告では 1期､ 2期の区別がないため､ 以下の報告

は全期 を通 じての ものであれ 各期 とも支出はほぼ同額であった ことを御了承

願いたい.外人の渡航費は各 自負担 を建前 と してあるが ､ 一部の講師の渡航費

は アジア財団が負担 して (れ､矛 1期の講師全員 と矛 2期の講師 3人 に アジア

財団か ら直接切符が送附された ｡
逮

周 収 入 究附金 4,650,000円

.参加費 日本人 1,017,864円 (宿泊費 ､食費の形で払って
頂いた もので参加費 とい う名
目になる)

外 人 46,000円 (registration_feeの形で

1人 2,000ずつ頂戴 した)

合 計 5,713,864円

''/ ､

開 支 出

アカデ ミーノ｢ウスへの支払

ロングビ-チホテルベの支払

外人への講演謝礼､国内滞在費
国 内旅行費等

会期中の雑費 (レセプシ ョンの
費用を含む)

準備費 (学振 ､事務局における
事務費)

未処理金

1,764,500円

609,726円

2,166,784円

654,022円

325,853円

192,979円

合 ･ 計 -312- 5,713,864円



東京夏の学校の事務報告

以上の支出には､会期前の準備に要 した費用 (友とえば､秘書の人件費､電話

代､通信費等)の大部分はまだ含まれて居 らず､未処理金はそれの精算お よび

出版な どの費用にあてるつ もbである.

事務を引受けて約 1年､なれない ことばか Dのため､かな りの不手際のあつ

れ ことと尽 う｡とくにいろいろな通知の出 し方､応募者の選考､奨励金の問題

PRめ方法な どで御迷惑をかけたことも多いと思いますが､この紙面をか bて

お詫び し冬い. また外人で日本各地を旅行 した際､各地の方々にお世話 になっ

たことを感謝 し､ 旅行計画の庭草なる変更のため多 くの御迷惑をかけたことを

お詫びまる｡今年の体験を生か して､ 来年豪の事務局では同 じような不手際の

ないことをお願いする｡ 章後に物性関係で運営委員 として事務にもいろいろ御

協力下さった阿部､伊豆山､森の 3氏に厚 くお礼申 し上げる ｡
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