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第二回国際夏の学校勘娼す る報 告

ElectronicAbsorption Spectra

/当初の企画 ではソ連か らProf.Pekarも迎 えたく希望 しまし･たが先方の都 合

がつかず残念でした缶

(31 講義セ ミナーの日程は下表の通 りですO

/
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I mOrning sessio羊1. afterⅠ〕∝m卜SeSSion- - 077309.00 10.,3011..o匂 l.2ー302.00 4..-OO 各.008-00 9.

8月-31:EWR 昆opfi∈丘d hiLiips ′ ■確 ..敬 .-ーヽ-藩 ､足 SeminalⅠ工

9月 1日嫡 食 i:lot)fi昏1d忠 P上丘ユ1土■ps 壷∴Re豆,E:i十 .atLi｡Tl Selb_lnar.華 ぎ食 ･SeininarV

9月3日出i 1且aken I LAⅩ lI千
6日間をほぼ 3分 して第 1期 は全体の 主ntroducもion を兼ねてdielectric

function を中心 に_し′たテ ーマを集め実験理論を簡わず理解 し易い内容 とを

りましたQ第 2期はBand.構造 と光学的性質.多体効果等主 に理論的をテーマ

選ばれ第 3期LJrLレーサ ーやメ-サーのdynamicsを採 りあげました｡各講義 と

も初歩的段階の入 門か ら相 当高度の最近の発展 を も含み充実したもので した｡

L

特に各講師が相互に内容の連絡調整を心が吋 て下 さっ たのは感覇者の理解 を助

けたと思いますo

t4) 参加者 は物理学会誌等を通 じて公募しました とこ.ろ約 1 1 5名産の応 募者/･-
がありましたo会′場の収容能力に限度があ り全ての応募者の希望に添 えをかづ

たの はまことに残念で したO

理論ではM･C･在学又はこれに相当す る年令の方 々を お餅 りす ることにを り

_I,)(1つ_-ta



植村_上村

叉実験 の方 では研究 グループの 9-ダ ー格の方を優先 して参加 してい ただ く方

針を基太 として国内参加者lO2名 (うち 通学 3名)を定め ま したO その 内訳は

下表の通 りですO

､理 論 夷 ~験 ■Jp ･■合 p計

講 師 以 上 26 16 42.

助手､大朝覧(汐夕-ヲ｢ス) 34 ll+ ･45

会 社 .等 5 10 15

大学以外に官庁､公社.会社､研番所か らも相当数の方.が参加 され ま.したc

t5) 本年度は半導 体国際会議がひきつづいて開かれ た事情 もあ り,又積極的に

海外に も informationを流しましたので外国人参加が多かつ たので国際夏の

学校の 名にふ さわ しかっ たと思いますO 講師 6名の他 に米国か ら 10名仏 国か

ら3名の参加があ りました｡東独か らの参加 は珍 しく歓迎すべ きことでしたO

海外か らの参加者が多 く叉す でに研 究を通 じて国内参加者 を旧知の人 々も多か

った ことも手伝っ て講義以外の discussionsが非常に盛んで夏の学校の雰囲

気を盛 り上げるの陀役立ちましたC

これ らの事情を反映 して参加者がグル ープを作 り種々をセ ミナ-が開かれ ま

したO以下にその Speaker と題 目を記 しますO

(1) -Seminar I (8月30日夜)

題 :Layer一七ypeSemiconductingCompounds

l･E･Moo甲er (Cyanomid臥lrOpean Research Institute,スイス) ;

TransportPhenomenaandopticalPropertiesofGaSeき .

/
2･fI･Kamimur.a(束大理 ) :Band 白tractuv･and opticえISpecteof

GaSe.and Gas

(
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3･y･Nishin_a(東北大 金研) :Faraday Rotatio･n of(泡Se

4.fI.臼asegawa(京大理) :七andau Levels and Excition in two,T

dim血･sionc1-crystalsI

(2) Seminar工工 (8月 3 1日夜 )

感 ･.Burs七eid,Bokの講義に関す る質 問及 び討論

(3) SemlnarⅡ (9月 1日 4･00- 6･00Pm)I

題 :OpticalProcesses inMetals

1.A･KaWabata and.A.Kubo(東 允埋 ) ;Plasma Re∋Ovnance op_tical

Absorption of且毎七aliicFineParticles

2.且 flasegawa(京大 理) :勤ro-Pairs瓦Ⅹcitation Spectra of

琶iectron G･as

3.A.Mori七a and班.Watabe(東北大 理 ) .･An Interpretation of

OpticalPropeties ofAlkaliMetals

(4) SeminarユⅤ(9月2日 ,3･30-6･00pm)

題 :TheBa血d and.Exciton Strnctures

2･T･Miyakawa(防衛大 ) :BandStmCtureS and Optical Properties

ofECI

3.F.flerman GJOCkhe∋ed Reseorch Lab･,米国) :丑mpirical and

Non-emplrlCalApproaches in 五mergy

Band Theory

4.M,L.Co上土en(Galifornia大学 , Berkeley,米国) :Optical

Propertiesand PseudopotentialBand.

Calcula.土ion ofSemicondnctors and

lnsurlatofs

(5) S∈∋minarV (9月 1,日夜)

1.L･Esaki (IBM,米国･)7;TannelingCo:unterparts ofoptical

Effects
-?針5--



植村,上村

2･N.J･floring (U.S･NavalResearchLab･,米国):薫1asmalL'in

theMagneticFields･

3.H.J.Budd (Xe.ro濫 Corporation,米国) :Path Inte,gralMethed

of昆ot Carriers

4.M.BalkanskiCEcoleNormale superieu.re.):Lo.calizedModes

in Si.

(6). SernminarⅥ (9月 2日夜)

題 :晩 se.rsand Lasers

1.乱 Takahashi(東大理) :Quantu n Theory of Noise

2.A.Yariv(C･I･T.米国) :On the Calculation ofLthe Second

員armonic and Linearj∃lectr0-Optic

Coefficier3tS

3･F･Takanoand K･Nishikawa(京大 撃) :QuantⅦn iueChamcal

Treatmentof Stimllatedfbman

且ffect

4･K･Shimoda(東大理) こEffects ofワptical Trapping on the

工nd.1ユCedfhman 丑mission

(6) 太年度夏の学校の経費は第 2部素粒子 と共 同で参加者か ら130 万円及 び

学術振興会内の募金委員会VL寄贈 され た 55O万円によって賄われ ましたQ

第 1部 物性の部の参加者は参加碧及滞在費の一部 としてアカデ ミー-クス

宿泊の方は 5OO0 円ロン グビーチホテル滞在の方は lOOOO 円を払いましたQ

但 し自己負担を申 し出られ た方は別に実費全額を払われ たことに怒 ります｡

物性の部の支出は 287万 6720円七内訳は下表の通 りですQ

日永人参加者め滞麺 及び嘩蛍の神助 1,770,520

:外 国人参加者の滞在費補助(10人 ) .192,000.

事 務 費 164,732
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外人講師の旅費は半導体国際会 議組織委員会と十分 よく連絡を とり相 当分を

そち らで負担してい ただいて残 り蘭 4名分 をア汐ア財団の援助で賄いましたo

アi>ア財団の旅費は財団 か ら直接講師に文革われ､滞在資iま国 内募金をあてま

したQ

(7) 次に組織の大 要を記 しますo

主催は 日本学術振興会で 日本物理学会の協賛を得 ま したO 組織委員長 は素組

子 と合同で久保委員長を埠じめ昨年髭 と同様でありますが物性側か ら本 年度は

森田章 (東北大 )植村泰忠 (東大 )の 2名が参加 しましたo

募金は藤岡 由夫委員長の募金委員会が担当 し学振 を通 じで大 蔵省か ら免 税の

許可を得ま したo

物性の部の実務は植村研究室が 賢番 としてこれ に当 り植村が責任者 とそっ て

菅野_豊沢 (物性研)森田 (東北大)長谷川 .(京大 )が随 時集って.企画の原案

を作 り上村 (東大)が庶務､l会計全般 の幹事役を引き受 けましたO又企画の進

展 にももをい霜田 (東大 )清水 (理研)の両氏に参加 していただきま したO 重

要を点は アンケー トを 出して物性グル ープの意見分布を求め参考 と致 しま したO

会場の設備運営は主 として植村研豊沢研霜田研の若手が担当しエ レク トロニ

クスと音響絹係 は霜一括研 を中心VL実験娼係の若手参加者が活躍 し､ましたO 秘書

事務は大原村田佐武 も東大理)の三嬢が担当しましたo

(8) 講義の内容については担 当者の報告と長谷 川洋氏のまとめを御参照下 さい記

Lecturenote が昨年同だ墓等房か ら 1967年春頃発売 され る予定ですo

一▼
(9) 最初に アンケー ト等を通 じいろいろと助言を下さっ た方 々又会期 中いろい

ろと協力 して下 さった方々に当番研究室として厚く謝意を表 しますO
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