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資料 2

｢超高圧｣部門での ｢日米協力｣について

｢日米科学協力｣ に もとづ くプ ロジェク ト研究の､物理学での初めての試み

として､ ｢超高圧｣部門がとbあげ られ､現在一部関係者によっ て準備されて

か れます｡この決定は ､私たち実際の研究者の総意が必要とし決定 した もので

はあbませんoそ こで これを受け入れる前に､ ｢日米科学協力jその ものの性

格 にまでわたって､ 教室全体の意見の変換 をいた しましたOその結果､私たち

下記の者は ｢日米科学協力｣にわ (つかの疑問 をもつ ことを表明せ ざるをえま

せん｡

そのオーは､ ｢日米科学協力｣を受け入れることが､ これまでの物理学 の研

究体制にもたらすゆがみについてですO科研費をは じめとして､ 研究の磯｢会と

資金は､学術会議 ま考は物理学会等 のもとで､ 物理学者のおおやけで公平な審

議 をへて接供されるたてまえになってお ります｡けれ ども守 日米協力｣は こう

したやbかたによらず､-蔀の ｢白米科学委員会｣関係 の方 々によって決定､

遵営まれてきま した占今回の場合で も,昨年 iO月の ｢日米科学委｣に もとづ

いて､-部関係者が決定 し､私たち研究者 の うちこれに賛成する者個^ に遺族

されるとい う形をとってhますO ｢日米協力｣を受け入れること､あるいは物

理 めプロジェク トとして超高圧 を選ぶ とい う決定 も､物理学者の何 らか の総意

に もとづ くものでな く､また全国高圧研究者の討論 を-た もので もな (､すで

に既成事実として私たちに提出されているわけです. 41年度学術振興 会を通

じてだされた資金は全体で約 2億円､また､物理関係プロジェク トとして､一

件あたb教官万の設備費お よび他に入物交流費がでる模様です｡決 して/1､きい

額 だとはtJlえますまhoこれは国費であるに もかかわ らず､このように不明朗

に配分､使用きれ よ うとしていますO研究費が欲 し高か らといつで これ を無批

判に受けとることは,私たち以外の研究者 の機会を実質的に うば うことにな お

のみな らず今後研究体制 を､-部研究者の悪意のもとにゆがめてh (傾 向 を助

長する ものと思えます｡

矛二に､ こ うした結果 をもた らしているものとして､ ｢日米協力｣な る存在
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資料 2

そのものに疑細を表明せざるをえませんOその成立 の事情か らいって も､研究

者の必要か らではな (､両国政府 のイニシアチブでできた ものであbます.し

たがって､その後の運営 も､これに熱意をもつ一部教授に よってなされておb
学術会議その他 の研究者の検討 を受けておbません｡国瞭間の学問交流は､研

究者の機会均等 と国際交流 5原則にもとづいた運営が保障されるこべきものと考
る ー

警 甲 も苦労 して
えます｡全国の研究者は､お話にな らないほ ど少h科研費を

(ナ･J

い るのに､それが ｢~日米協力｣ とい うことになると､ 桁ちがレ津 金がす ぐに提
供 されるのです｡この ように､現在の ｢日米協力｣なる国際協力のあb方はい

ろいろ廉間のある ものであD､物理学の研究体制がこうした方向-と崩れ､編

成変えされてい こ うとすることは防がなければな らないと考えます｡

ォ三 に､専門的な ことにわた 拍 すが､ 産か ら棒 に ｢日米協力｣といわオ毎

これまで も米国の高圧研究と実質的に接触 して きたのであb､あらためてどの~

ように ｢協力｣すればhtv'のか､とまどってお37ますO学問的成果は資金だけ

による ものでないことはい うまで もな く､ ｢日米協力｣が高圧研究の実際に与

える利点につい七 も‥私たちは各人同一ではあ りませんが､多少とも廉間をも

って凍 りますO

以上が私たちの意見の要点ですが､全国の高圧研究者､さ らに物理学者が､

全体の問題 としてこれをとbあげ御検討の うえ､ゆがみのない国際交流の体制

をつ (ってい くことを私たちは希望いた しますO ｢日米協力｣の実体が､全国

研究者に知 られていない現状ですので､私たちの考 えもそえて各方面に訴える

次牙です｡

なか上記の一人 (筒井)は基本的には同 じ意見をもちますが､それ よbむ しろ

ろこの間複がもた らす研究者間の混乱のために､物理学者が全体の問題 として

とれ上げることが望ましいと考えます｡ ｢日米協力｣は学術会宙でもいろいろ

議論のあった ところで もあb､ ｢日米協力｣が物理学全般に汲及 して (るとな

ると､混乱は当然絶えず予想されるか らですo
F;pl
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(4月 よb 9月 15日まで滞在)

InternationalConfei･enceOnLocaユized選ⅩⅩitations in

Soユidsについて

麺 棒

本年 9月 18日か ら5日間､木馬 Cal阜fornia州 工rvineの Califor-

nia 大学において表記の国際会議が開催され ます｡関係者にはすでに ab- ,

Sもractの期限や宿舎 申込みに関する cirelヰ苧Tや;届いてい ると思いますが ､

この会議については尭般寺平Buも71ri甘に掲載蔓元元本年度開催予定 の国際会議 の

ア ナウンスメン トにも脱落 してお b､御存_じでない方 もあるか と思います し､
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