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科研費をめ ぐる運動 の経緯

京大素粒子.原子核 .宇宙線

物性各若手グループ

(日 は じめに

科研費配分をめ ぐる事態の進展は,科学研究を正しく発展さ∵せようとす

る我 々に多 くの電撃な問題を凝 起 している｡科学研究 は ど うあるべ きか,料

学者の 自主性がなぜ重要か,等々の基本的な観点を今こそ掘下げ,明確にし

なが ら科研硬問題に対処 してゆ く新たな運動を具体的に構築 してゆ く必要に

迫 られている o 科学研究の価値判断が時の単な.ろ布疎に従 穐せ られて.しま う

のか､それ とも,科学の内面に即応 した研究者の自主的民主的な学問研究 と

その体制をつ くりあげ てゆ くのか- ここに科研費配分 問題の太腎があ り,

そして将来を荷 うべ き我 々若手 研究者の着眼点がある｡

いま,来年度の配分方式をめ ぐって新たな事態が進行 している中で,我 々

が原則に もとづ く遅効をより広 く,正しく発展させてゆ くため!,こl†今までの

超勤の経過を資料にもとづいてふ さ)かえってみることは極吟て重要な示唆を

与えるものと思われる｡ ここでは主 として今春以降の運動 と陪びついた資料

を掲げながら記す ことにす る-oなお,日本学術会議の科学研究基本法,科学

研究基金の勧告お よび先般の第 50回総会 における声明 と申し合せ等ほ公げ

にされてお り,,比較的入手一しやすい~ので,ここでは省略す るが,重要である

ので別にぜひ参贈 されたい ｡

(2) 春の吻琴学会におけ る討論会.t署名活動

日常の研究活動 と密接に結びつ早 た科研費問題は多 くの研究者の関心 を

集め,今春I大阪での物理学会では大きな運動に成長 した｡4月 2国の連絡

会議には 8 0名をこえる全 国各線の研究者 が集ま り, ｢新配分方式｣に関す

る問題点,今後の蚤勤の進 め方について熱心に討論 し,翌 5日にはのベ500

名の参加にノよって.今時間にわ たる 白熱 レた討論集会が もたれ,_アピールお よ

び 日本学術会議に対す る要望か採択 され,その 日の うちか ら政府に対する物
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理学研究者の要求著名が活発に開始 された o

｢科学研究費補助金｣配分問題に･ついての アピール

昨年来,米軍資金導入問題を協磯 として,政府の学術行政 は,学術審

議会の設置,学術振興会の塞殊疲人への改組, さらに科学技術 基本法嚢

の閣議決定へ と進んだ｡これは, 日本学府会議を無視 しての学術計画の

範走,口米科学事業-の援助頗化な ど,学術研究-の 国家統制の方向を

強 く打ち出した もの と考 えざるを得ない｡ また,最近の教科専 倹産問題,

国防教育復活の動 き,教育三法の上程等にみられるように政府の文教政

策における反動化が進んできているのを考えれば.これは,ひ とり.研究

者科学者だけ.の問題ではない｡今回,科研費配分方法に関して も,文部

省は 45年度 より学術審議会を通 じて文部省の意向 2,,TLよる r新配分方式｣

の実施を強行しようとしている｡

科研額 は .経常的研究費の絶対的不足の現状において,研究施設の充

実,特定分野の研 究あるいは研究者相 Ei閲の情報連絡 ,研究旅 曙7:ccどに

おいて有効E,･=使われ重要な役割 を果 して来たが,その配分は, これ まで

一一質して 日本 学術会議の責任において ,その雁せんす る審査委員に,よっ

て行なわれ,研究者に よる自主的配分の体制が守 られノてきたOこれは研

究条件研究場境の整備充実は主 として政府文弼省の役 目であ り,研究計

画 ･研究 観 の運用等は,研究者側(JJ)宣任においてお こなわれ るのが, 冒

本の学術の正 しい発展のため笹韓 も有効であ り適 切であると考えられ る

か らであ ったo 従 って科研 噂の配分方法及び運用に改善の余地があると

して も,それは上に述べた様なこれまでの慣 行を等篭 して行われ るべ き

ものであるO 今回の文部省学術審議会の ｢改善案｣なるものは ･羊の慣

行を意識的に否 定 して,逆に科研磨の配分に関 して も政府文酢 寅の介入

を強めよ うとする ものであ り.,それを実施することは極めて大 きな影響

を 目太の学術研究合体に及ぼす ことになると考えられ るQ従 って,私達

は今回の ｢新配分方式｣匿は強 :(反対せ ざるを得ない ｡

研究費の絶対的不尽の もとで,文部省の意向をこ沿 った ｢重点配分｣は,

実際には,一研究の ア '/バ ラ ンスを助長するだけであるOさらに文部省は.
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去る 5月 22日, 4 5年度は 日本学術会議の推せんに よらず,審査委員

を文部省が独 自に選任す る.と_決定 L,l すでに特定の､研究者個人に対 する

働きかけが始 ってい ると言われている｡ これは,学術会議を中心 とす る

日本の研究者の 自主的な研究体制 を否定する方向であ り,学術研究の国

家統制の方向である｡ 私達は これに強 く抗議の意を表明するO

この重大な段階に直面 して,私達は,昭和 40年 12月 .16日の 日本

学術会議総会の勧告 (｢科学研究畢金十の設置など),及び科研費配分

問題に関する ｢学術会議会長 より文部大臣への申入れ｣ (42.12･20)

と2月 7日の 日本学術会議の回答 などに示 され る日本学術会議の これ普

での方針を支持する ことpを再確認するoLまた,･｢日本学術会議 よりの依

頼がない限 り審査委畠の推せんは しない｣上の物理学全委員会議の決定

(5/16) を支持するもので･あるO

さらに,以上の経過か ら,学術 会議会員は勿論の こと,各分野のすべ

ての研究者は,本年変配分審査委員を文部省が膚接任命する ようなこと

があっても,承諾 されないよう要望するものである｡

私達は文取 省が審査委員の直接依頼をやめ,今回の.｢科研費の新配分

方式｣を撤 回するよう･要求す る･O 酎 こ4 5年度に万 上,て接 ,.従来 と同方

式で配分を行ない, 44年度以降については,学術会議に計 り,その決

定を尊重するよ う要求する ものである｡

私達討論集会に参 加した研究者は, この事態の緊急かつ重大性を認識 .

し,各 方面におい･て広 く十分に討論を深め,この事態に対処 してゆ_くこ

とを呼びかけるものである ｡

以 上.
1968年 4月5日

-･日本物理学会第 25回年会における

｢科研費配分 問題についての討論会｣･参加者一同

∫ SCに対しては

(11 文部省の一方的な審査委員の任命に明確 な抗議の態度を表明す ること ¢

t't2､ 文部省側の進め方の不 当性を J S C有塵者全体に早急 に周知徹底 される
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,こpと･po

l3) 文部省 5月 2 2日付の通知の方法に よる配分審査委思 をJ SC会員は引

き うけないこと｡

(41 J SCの従来通 りの方式で 45年産科研鞄配分の準備を進めること.

の要望を示 した｡ 1

要求署名は,文部省に新配分方式の撤回を求めJ, J SCを尊重して研究者

の自主的配分を強 く求めた ものであ り,学会の各会場で精力的に署名がおこ

なわれ,学会中だけで も50ロ名,その後各地で続々と集めち れ,∫SC総

会に閥に合わすべ く集計された｡I S-(コ総会の陵には各会員に アピー)i/,要

望書 と｣共にその内容が伝えられたoそして 4月 26日までに集め られた

1,,225名の署名は文部省に届け られ,同時に記者会見により広 く事態を訴

えたのであった｡以上の運動は,科研費問題の電 要 性を広める大きな役割を

果 した｡

(5) 文部省の通行措置-の抗議運動 な ど

J S Cが ･r新配分方式｣には協力で き7:こいという鵜匠を表明す るや文邦

省は 5月 2 2目付通達i･こおいて独自に配分委員 を選任す る∵方釦 を明らかにし

｢新配分方針｣を･実轍に移してきた｡ 5月の段階になって物理分野転おいて

も 15名が配分室員 に名をつ らねてい ること･が明らかになり,1全国の研究者

に よる辞任要求運動が展潤 され た｡樽に原子核分野の野中 到 (核研), 若

槻哲雄 (阪大),福井崇時 (名大)の三氏に対 し,素粒子 ･原子核 ･宇宙線

研究者有志は ｢日東学術会議の意向を無視 して行われる配分に少数の融究者

が協力す ることは将来にわたって多数の研究者に蚕大な影響をもた らす こと

にな り, 日本の科学が自主的に発展することを損 うことになる｣｡叉,同時

に ｢原子核将来計画の実現を困覇にする｣とい う点か ら研究者の署名 (596

名)を集め配分委員辞任を要望した｡I

その他各地の動 きを以下,LLこ列挙する｡

0 5月 15日名大物理教室教室会議決議 (要旨1

現在文部省が強行実施 しようとしている ｢新配分方式｣に反対であ り,

J SC.の意向を無視.して行われる配分には一切協力 しない態度を明らかに
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す るとともに文部省に対して以下の事項を要求する｡

(1) 文部省は今歯の科研費の ｢新配分方式 ｣を撤回するこ と｡

(2) 昭和 45年度については従来 と同じ方式に より配分を行い ,配分審査

委員の選定¢牽 いて も従来通 りJ SLCを通 じて行 うこと｡

(3) 昭和 4,4･年度以降については J S,Cにはか り,その意見を尊重した配

分方 式;･･TLよること｡

この培晃,福井崇時氏の委員就任が拒否 され .福井民は これに従 って辞

退 した ,3

0 野中 到 氏の場合 ,宇宙線グループの強い要望もあ り,そ してまた原享

核研究所の教授会が実効 ある.時期までに委員就任是 非の決定をす ることが

出来ず -結局就任で きなかった ｡ (野中氏o?代 りに宮島竜興氏 (東京教育

大)が配分委員を引きうけ,宮島氏に対す る辞任要求運動 も行われた )占

｡京大において も配分委員に対す る辞退要求運動が続け られた,裏手グル

ープ,素粒 子論 グ_)i,-プ K J Rを中心 に数 回にわた り会 見,説得活動を行

ない,その他 ア17ピール.などの方法に よって も配分委員の論運に反論を行 っ

ていったOそして教室構成員多数の要求(,T_よって教室会議が開催 された 0

6月 6日京大物軍学.教室教室会議決議

抑 ｢JSC5.0回総会声明お よび申合せ を支持し,J白Cと共にその実

現に努力する｡｣

回 文部省- (要 旨)

① 今回の混乱の責任は文部省にある｡

㊤ 現在 とられつつある措置の撤回を要求す る｡

③ J S Cの提案 に従 って科研費配分を行え｡

7月 18日京木物腰 学教室数垂会議議長 .副議長 よ りJ SCへ (要 旨日

学等の答 申を撤 回させ,科研費運用を研究者の手に とりもどすために,従

来の科研費遅配 ヒの不備を是正しつつ,第 50回琴会の声明お よび申合せ直

従 って毅然 とした態度を とられるこ とを酸い,次の ことを要望する?

(11 学 協会 との連絡を密 にして,それ との協議の上で 50回総会の声明お

よび 申合せに もとづいた科研費運 用上の 兵体案を早急につ くられaL三と｡

(21 そのために各部会に対 して,来年度の具佐案についての意見を早急 に
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まとめるよう要請 され ること｡

(3) その具体案にしたが って,L44年度科研費配分の準備を進め られるこ

とO

これ らの運動は,それを通 じて科研費に対する我 々の原則を貫 く姿勢が明

確にされている点で重要であ り,科研費問題での運動を考える上で,今後多

くの研究の場で追求 されるべ き一つの方法 とな りうるであろ う｡

(4) 若手夏の学校

8月 4日､物性若手宴の学校におけ る若手総会,お よび 8月 11日,莱

粒子 ･原子核 ･宇宙線三者若手夏の学校における若手総会において,科研蛍

問題が討議 され,今後全国の若手が一体 とな って持続的に運動 を進めてい く

ことを確認するとともに,以下の事項が決議ない し確認された｡

① 声明 (要 旨) 一 物吐若手 -

O来年度の配分旺凋 しては,/J}くとも ｢J S Cが学 ･協会の意 見を もと

にしてtytL]J分委員はすべて順位 をつけて推せんす るO文部省は これを承認

する｡万一それを承 認 しない場合は理由を公表する｣ことを要求す るo

o 今年度の不 当な配分方法に抗議 し,夏の学校に今年度分の科研費を受

け取 ることを拒 否することを表明するとともに広広 く総合班研究者にも

抗議の意を表明 される よう要求す る｡ /

④ 声明 (要旨) 一 三着若手 -

o 研究者の 自主性をふみに じってまで配分 された科研喪を,若手夏の学

校で使用 しない ことを確認す るとともに,各研究 グJL'-プ忙対 して も今

年度科研費の配分を拒否するよう呼びかける｡

○研究 グループの団結を更に固める中で ,J S Cに結集し,これを強化

しつつ ,科研費の 自主的民主 的配分の実現 をめ ざしてあらゆる努力をす

ることを声明する｡

③ JSCへの要望 (省略) 一 三者若手 -
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④ 物研連委員会への要望 (全文)･ ･T 物性若手 ･三者若手 一

物理学研究連絡零員会 ー殴

科研費配分 問題に関す る要望

今年寛,文部省は ,科研費配分 に瞭 し, 日本学術会議 をは じめ,多 く
､

の研究者の反対に も拘 らず .独自に配分審査委 員を選定 し,新方式を強

行 しま した｡これは本来,科学者 の自主的決定に任 され るべ き科研 費の

配分を､文部省の権限の もとに移行 しようとする文部省 の強い姿勢の あ

らわれであ ります O この従来の慣行か らして,蚕大な変 更を意味する新

方式に対 し,学術会議は,反対の意志を表明 し, この新方式の もとでは ,

審査委員を推薦できないことを主張 してきました｡ 日本物理学会 も, 5

月 2 1日の委員会議で, ｢学術会議か ら依頼の あった時にJIのみ,審査委

員候補 の推薦に応 じる｣ 旨,決産 してお ります ｡ また, 4月の学会に償

った全 国の 多 くの都理学研究者が ,事態の憲大 きを認識 し,そ こで操起

された全国的な署名運動 に参加 し,文部 省の態 度に抗議 の意志を表明 し

ました｡

ところが ,一方,学術会議,物理学会が この よ うな態度 をとゝっている

に もか かわ らず .貴委員会は, 4､月 '2 2日の会議E,･TLおいて,文部省の態

度 に遺憾の意を表明 しなが ら,何 らこれに対すーる具体的 な方墳 をこ うじ

る ことな く,逆に文部省が個人的に審査委 員を任命することを容認 され

てお ります o 物理学会委員会の決定や,学術会議の態度 虹もかかわ らず ,

今年度 ,個人的 に審査委員 をひき受け られた方 々は,潰委員会の この 申

しあわせを根拠 にされてお ります ｡ これは,結果 的には文部省の今回の

強硬な方針に協力 した ものであ り,全国の物理学者の代表機関である寛

委員会の この よ うな独断的行為に対し,我 々若手研究者は∴強 く抗議の

意志を表明するものであ ります ｡

文部省は,来年度科研費の配分 も今回の新方式で行 う旨,既 に 5月22

日通達 しています ｡ 我々は ∴貴委員会に対 し,今回の憂慮すべ き事態 かこ

至 った経過 を強 く反省 し,全 国の物理学研究者の総意の も-とで,科研費

運用の 具体 的方策 を検討 し,学術会議を通 じて,その実現の ために努力

ーdLl-
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され る よ う要望 しますOそ して今後 も,安易 な妥 協をす るこ とrj:く, 冒

本の科学研究の 正常 な発 展のために,学術会議 とともに,あ くまで も科

学者の 自主性を貫 く立場 を堅持 され る よう,切 に要望 いた します ｡

昭和 4 5年 8月

素粒子 ･原子核 ･宇宙線三者若手

⑨ 学術委員兼任の J tlSd'会員-の公開状 (全文 1 - 三者若手

殿

'68.8 素粒子 ･原子核 ｡宇宙線三者若手

科学お よび技術の発 展が人頬社会の 福祉 ･文化の 向上に果 す役割は ,

今 日ま す ます増大 しつつ あ り,科学 研究が その遂 行の為に必 要 とす る費

用 ･人 員等が 国の経済の 中で占め る役割 も急速に増 大 してお りますO織

って,科学研究の発 展の為 にそれ が必要 とす る諸条 件を蓬傭す る ことは

国の 重要な任務に なって きてお ります O しか し,その樫 ,科 学 研究の 健

全 な発 展の不可 欠な条件 として忘れ ては ならない ことは研究者の 自主 悼

が あ くまで も保障 されて いる とい うこ とであ ります L,我 が肇 に 於 いては

｢科 学者の総意の下 に.我が 国の 平和的復興 ,人類 社会の福祉 に責献 し,

世界 の学 会 と提携 して学術の進歩 に寄 与す るこ とを使 命 とし｣ (日本 学

術会議法 前文 )て設 立 ざれ た 日本学術会議が,科学者の 自主 的民主的精

神に基づ く,内外 に対す る代表報国 として我が 国の科学 と技 術の発展の

為に ,重要 な殺害施 果 して きました ｡

ところが ,昨年来政府は文 部大臣の学術的 な諮 問機関 として学術審議

会を設遣す るな ど,我が 国の学術 研究体制に とっての 大 きな現状変 更を .

行 ってお ります ｡ これは 学術会議 を形骸化 し,研究者の 自主 性をふみに

じ り,科学の 自律的発展を阻害す る学術の 官僚統 制の も くろみ堺外の何

もので もな.い と考 えられ ます o私 どもは学 術審議会 が, この一 年間行 っ

て きた 羊と,特 紅,科学研葡 費補 助金 問題 ,素 粒子研究所設 立 問題をみ

るにつ け,ますます その 感を深 くいた しま した ｡
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そもそも科研費配分方式等に関する問′題は,科学諸分野の調和ある振

興を図る為に,基本的な重要問題であって, このような間藤かこついては,

科学者の総意を代表する学術会議に,正式に諮 問されなければならなして

筈であ ります｡しかるに･学術会議を全 く無視 した形で,文部大臣の私的

育.諮問機関にす ぎない学術審議会において, ｢科研費運用上の改善策｣;

が検討 され,答申がなされました｡この答申なるものはまた これまで一

貫 して,日本学術会議の責任に於いて堆薦せ る審査委員に よって,一･行な

われることが,慣行とされていた科研費配分に関して.この慣行を意識

的に否定 し,政府,文部省の介入を強めようとする意図を示 してお りま

す｡更に,一恵査委員の推薦に関して,学術会議の協力が得 られないとみ

て,5月 2 2日,文部省が ｢昭和 4 5年度は,日東学術会議の推薦に よ

らず,審査委員を独白に選定す る｡｣との強硬方針を決定 した標,学術

審議会は研究者の立場をふみに じり,それを承認 し,その後の一方的な

配分審査の異体的な作業に於いて も重要な役割を果 しました ｡

素粒子研究所の計画は-1.9 59年以来,骸物理学者の声を もとに,翠

術会議で十分に絵討され; ｢原子核将来計画｣の一つ として 1962年

度 に学術会議か ら設立を勧告された ものであ り, 1984年以来,14年

間にわたって, 12億円に準備研究蛍が支出されて きましたO 更には,

学術会議を中心 として,日本の全体の学術将来計画が討議 される中で,

｢科学研究計画第一次 5ケ年計画｣の一環 として位置づけられ, 1965

年政府に勧告されました O そして, 1967年度か らは,本格的な建設

段階に入る予定になっていましたOところが,昨年来の学術審議会に於

いて, ｢他の分野 との均衡を全 く欠いている｣ ｢まず,巨大科学に対す

る基本的政筒の検討が先決である｣として,素研の休別問題の検討を行

うことを見送 ってしまったため,素研建設を含む将来計画は大きな暗礁

にの りあげてしまいま~した｡文部大臣の私的な諮問機関にサ ぎない学術

審議会には,学術会議の存在を否定 して, 9年間もの長 い年月をかけて

多 くの研究者に よって議論 されて きた ものを勝手に変更する権限はない

筈であ りますOまた∴今回の学′術等議会の と̀った態度が 日本の学術全体

の発展を､めざした科学研究総合計画をばらばらに し,一部だけをゆ がめ
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て とりあげ よう.とする政府,文部省の意図に手をかす役を果すことにな

っているこItは明らかであ ります ｡

学術審議会は',本来,科学の国家統制を意図して設立 された ものであ

り,そのことは,以上述べま した ように,科研費問題 ,素研問題に於い

て,果 した役割 をみれば明 らかだ と思います｡ ｢研発着の立場を反映 さ

せ,.学葦を利用する｣ と称 して参 1jl1させた委員の方々も,この一年間の

経過をみjtは,結局は .政府.文部省に利用され,研究者を裏 切る結果

に終 ってお ります｡

私 どもは,最近の政府,文部省の学術行政上の統制を強め ようとする

諸措置をみるにつけ.我が国の科学研究の将来は極めて多難であ･ると感

ぜざるをえません,その為,我々,研究者の音任の電さを痛感せざるを

えませんO私 どもは今こそ,すべての研究者が学術会議に鴻壌し,これ

をもりたて, あくまでも研究者の 自主性を守 りぬき,科学の 自律的発展

剰損害する障害をはねのける決意を固めるべき時だ と思います O

私 どもは.葛藤が科学 者の総意を代表すべ き任務 をおびてお られる学

術会議会員であ りながら,学術審議会要員として,結果的に研究者を裏

切る行功をとづてお られ ることに強 く抗議するとともに,学硝審議会委

員を虐ちに辞任 されるよ う慮 く要望いたします ｡

(尚,核研を中心 として学術審議会委員をかねている小谷,伏 見両氏に

する J S C会員 リコ- ル運劫の助きがあるO)

⑥ ｢科研費新配分方式-の非協力を訴える｣運動をおこすこと (全文)

- 三者若手 一

若手研究者か らの手紙

一 科研費新配分方式-の非協力を訴える -

般

文部省は学術審議会の答申にもとづ き,昭和 44年度の科研費配､分を

新方式で実施しようとしています . 私 たち若手は,科研費は研究 に直接
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に携わ る研究者 自身により自主的かつ民主的に配分 され る大 きである と
＼

考 えます｡ 従来の科研費配分は この線t,p-沿 って研究者の総意を代表す る

日本学術会議の推せんする配分委員に よって行われて きましたo しかる

に今回の新配分方式の意味す るものは,研究者の自主配分の原則を崩 し,

科学の官僚統制 を強めよ うとする一連の動 きの車の一つである と言え ま

す ｡ 特 に本年度 においては,新配分方式が研究者の強い抵抗にあ うや,

文部省は一一方的に審査委 員を任命 して,なしくず し的に既成事実をつ く

りあげて きてお ります｡私たちは この ことに強い抗議の意志 を表明す る

とともに,来年度の科研費配分l/こおいて,文部省が学術会議第 5 o画総

会の声明お よび 申し合せを無視 して新妃分方式を強行するようなこと症

阻止しなければならない と考えます ｡ そのためには,全ての研究者が 自

主性を守る とい う意志統一の もとに強い決意をもって臨む必要があると

考えます ｡ もしも文一酢省が来年度 において新配分方 式を強行 して きた場

合には ,配分笛査委 員を引き うけ ることは,いかなる理由をつけ ようと

も客蘭的には研究者の自主性の原則を放棄す ることを意味します ｡

私たち若手は ,あなたが以下の 2点についての確認 と意志表示をされ,

研究者に よる自主配分の線を守 るために努力 されます よ うに強 く訴えま

す ｡

1. 科研費配分は,研究者の総意を代表する日本 学術会議の稚せんす

る委員 によ り行われ なければならない｡すなわち,日本学術会議輩

50回総会の声明お よび申し合せの線 にしたが って解決 されるべ き

である｡

2. もしも文 部省が来年度において新配分方式を強行す るならば,顔

究者の 自主性を守るために自分 としてはその よ うな形での寄奄に一

切協力 しない意志を表明する｡

(5) 拒否の動き

文部省は,J SCをを羊じめ各分野の科学者の反対を押 し切 ?て,8月

18日配分結果を発表 した .これに抗議 して ,素粒子論 グル̀ープの 2つ高 給

合班は, 8月 19日 ｢今年度の文部省方式の強行に反省を'もとめ, ∫ S C第
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50回総会の ｢声明｣と ｢申し合せ｣､の緑に沿 った審査配分の'体制の早急 な

ることによって.科研費配分問題に対する両班の態度 を表明｣ (科学研究費

配分辞蓮に関する声明) した｡

また,宇宙線 グループで も, 5つの班が拒否の意向を決めた｡

(6) 44年度以後についての態度

8月 10日物理学会得 252回委員会議は,科研費審査についての Fj充

学術会議か らのアンケー トに対する物理学会の態鹿を討議 し,以下の結論を

出したO (討議過程お よび内容については議事録を参鹿のことoi

(.'rJ ｢本年度に関 しては文部省が具体的にどの ような審査を行 ったかにつ

いて, ∫ SCが これを調査 してお く義務がある｡その結果を も知らせて

ほしい｡｣

(21 昭和 44年度に関 しては, 1) ｢JSC第 50回総会の声 面,嘩合せ

の完′全な支持｣ 2) ｢JSCの合意を得られない審査配分方式に対■し

てはいかなるものであって も.学会 としてはこれに協力で きない -

注うなお会馴 司人の行功は当然学会の公的立場を尊墓して考え る六ノきで

あるとの意 見が委員会議において多数であった｡｣

また,京都地区では各分野の研究者 55氏の呼びかけに よって学術会議第

5L1回総会の声明お よび申合せ支持の著名運功が逓め られ,9月 10日現在

的 1,5 口 0名の署名が集め られている｡ 9月 6日呼びふけ人一同は 44年以

降の科研費配分方針について,日本学府会議会長にあてて ｢科学研究費配分

についての基本方針は J SCが=1れを決定する｣,丁第-段お よび第二段審

査委員にはJ SCが推薦 したもののみをあでろ｣,第二億 .第二段両笛奄委

員の合議で巌柊的決定を行 うといった点に留意す るよう要望した｡

(7) 以上において,

以上において科研費問題について憂 国の物理研究者が春以来取 り組んで

きた ことを見てきたO (我々の力量不足とスペースの関係で落ちていること

は多 くあるにちがいないO )この間題の最 もr*JL､と'な ったことは,研究費配
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分運用においての研究者の 自主性を あくまで確保するにはど うするか とい う

ことであ った ｡ 研究者の立場をすて去 った ご く少数の御用 ｢学者｣を除 いて

は殆ん どの研究者は多かれ少なかれ科研費問題を我々研究者 自身にかかわ る

問題 として感 じたで あろ う｡ 全国の研究者は政府文部省のや り方の不 当さ と

学術審議会等に代表 される学術行政の充常を事実 と道理をもって明 らかに し

なが ら,曲 りな りにも力を結集 し,学術会議 を下から支えて問題解決の道 を

追求 して きた o この努力を今後一一層精力的に,組織的に全分野で (特EJLT_広 大

な物性関係では)やることの重要 さはいくら強調 して も強調 しすぎることは

あるまい｡反動的 な学術政策は単に科研費問題だけに独立 して表われた もの

ではなく_,将来計画,科学技術基本法,大学管理問題等 々,至 るところに頭

を出して来ているとい うよ うに事態は電大である｡従 って我 々研究者側 とし

て も,これ らの問題の木 質 と関連性を′全面的 に明 らかにし,全研究者の坤で

討議を深め,統一 した運動- と力を結襲 してい く外ない｡同時にこれまでの

運易を通 じて J S C,物研達をは じめ として研究者側の体制 も民主的に轟 化

していくことの必要性が一層痛感されるO また,秋の段階では 44年度以後

の対策 として ｢若手研究者か らの手紙｣, ｢物理学全委員会議の決議 (牢/irJ:J

を多 くの研究者の中で討議 し,広め,活用す る ことが特に蛋要であろ う｡合

葬各地の若手の奮斗を,箆j持 したいO

日東の科学研究を創造的 に,正常に発展させる努力が 日東のすべての科学

者たるものに課せ られていることを我 々は しっか り自覚 し,確信を もって進

も う｡
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