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ニ ュー･ス

昭和 44年度 DC卒業者 ･提出論文名 (物性理論のみ ) ; 東大 ･理

福 山 秀 敏 BlochEユectronsinMagneticField.8

塚 田 鍵 や.Jt,法による不規則 系の研 究

埠方大学だ より

O福山秀俊氏 (東北大 ｡姓 ･物性 ｡真木研 )

5月8日から1ケ月の予定で ,九大 9盤 ｡物色 ･都築研に梅毒｡

o特 別 艶 義 1≠

西 田 鹿 (京大 ｡理 ) , 九大 ･理

｢天性の物性｣(5月27日-50日)

同時に,5月29､日に下記の梅別 謡演が行なわれたO

｢天体物色学の最近 の兼良から - 恒産状天体 の閑地｣

プレプ リン ト嚢内

〔東大 ･理 ｡久保研 〕

O DielectricResponseFunctionof丑lectronLiquid.8

(SetSuOIchimarlユ)

OLocalizationofElectronSinCゝertainRandJOmLattices

(MinoruKikuchi)

o Theory ofコ⊃iamgnetiBm OfBi-Sb Alloys

(F.A.Buot)
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尤/ブl)y ト案 内

o Transport CoefficientB､ofaFermiLiquid_onthe

ParamagnonMod_el (M･J･Rice)

o DiStrit)u℃ionofEigenfrequenciesfortheWave

EquationjnaFiniteDomain 卜Three-I)imepsional

Problemwith SmoothBoundarySurface

･(R.Balianand_a.Bloch)

o TheRigorousTheoremsfortheHeisenberg甘erromagnetB

(TardAsano)

o Magnetism ofSemimetals (Kenji10Miyano)

o Hard･SphereGas･intheFirst Covering･Sphere
Approximation (A.Sat)ryT.)

o Theory ofQspinod.alI)ecompo8ition in Alloy-S

(J.S.Langer)
･̀T'ン

/̀
o AnomalousPropertiesofaNorⅡai FermiLiquid_at

ILowTenlPerat11reS (S.馳i8aWa)

o Anomalou.S且lectron-PhononノReBistivityofMetalEi

ContainingMagneticZmPuritieS (触.J.Riceand_

0.Bunce)

o TheMagneticStm Cutre80fRbNiC15and･CsNiC15

(Ⅴ.J.Minkiewicz_,D_丑.Co濫;and_α.Shirane)

〔日大 ｡理工 〕

'o Doc-olユP.tingoftheDouble-Timeareen･Functions左nd.

theDiagr弧lTechnique (N.班.Plakid,a)
I

o Boundary'Condition8 fortheStatistical0_peratorsin

theTheoryofNonequilibriumProcess-esa去d_quasi-

AverageB (DiN.Zubar-ev)

o Construction of Statistical OperatorsforNonequili-

brimProcesses (D.N.Zubarevand_Ⅴ.P.kal左shnikov)
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ブレブリント案内

o Method_of苑he NoTlequilit)rilユmStatisticalOpe芋筏tOr

and_itsApplication 富

TranSferProcesses ih一也Ie胞 ny-component System

(I).N,.Zubarev)

o TotheStability'OfaLinearChain (T.Siklo8)

o phaseTransitionoftheLehnard:JoneS､system 丑1

TheHigh-temperaturelimi七 (Jean-PierreHansen)

oOn馳eStaモ)ility-oftheAImarmonicCrystal

(W.K一.An)

o CriticalPower工)issIPa,土ionina Supercon血1Ctor

(MarioRat)inowitz)

o TheRigorousTheorems-fortheHeisenbergFerromagnets

(TaroAsano)

o TheI)iagrammaticAnalySiBOfthea.eQ･ennesMo亘elin

th TheoryoftheFerroelectricSWithHyd･fogenIBond8･･

(I･Ⅴ.釣asyuka血 R･R･Levyt8ky･j)

o ThequantmmCorrelationTheoryofthe丑lectronicand_

NuclearNIOtions inaMolecule (A.A.Serikov)

o TheSolutionoftheThro(∋rParもiclsIntegralEq.nations

by'也 eSe‡凪rableExpansionMethod.

(Ⅴ.F_Kharchenko,N.班.Petrov,Ⅴ.丑.Kuzmichev)

〔九大 ･理 ｡物理 ｡物性理論 〕 (森＼,川崎 ,都築 )

o Generalized_野 drod:ynamics :ApplicationtoLight

Scattering frcm DiluteQ-aseB~ (Selwyn'P.A.)

o Sound_Attenuationand_I)isperlqionneartheLiquid.-aa8

CriticalPoint (Ka;wa8aki,a.)

O KinetiC鞄uation∈;and,Correlation FunctionsofCritical

Fluctuations (Kawasaki,A.)
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プレプリント案内

omtra80nicMeaSurementSneartheCriticalPoint ofHe4

(Barmatz,M.)

oSotnd_Attbnuationand.DiBPerBionneartheLiql止a一心a8

-criticalPoint〔恕 rataand.血d.enda)-(EaWa8a拙 速･)

o ontheTheoryofTran8､ユAtionalarxiOrientationalMelting

with坤 pli読 tiontodLiquid･CrystalB (,KobayaShiJ,K･Ⅹ)

o self--Con革土stent Treatment oftheWoifま｣朋oriy･a,Mod･eユ

(shibata,F.and.Mamada､,H十一)

oConcavityofMagnetizationofanIsingFerrcmagnet in

apositive丑ⅩternalField_ (G･riffith畠,求.B.)

o Sel王｣Consistent Treatment ofAnd･O.r80n地)d･eland-胞gnetic

susceptit)ility･ (Mame血a･'H･and･TakanO'F･)-

oAnd証乱10uS ＼Behavior.ofScund,near.t加 Curiemintsin

I)iBPlacive-TypeLFerroelectrics (Tan主捲.and_Tsuda,.Nl

l0 払rd.SphereGasintheFirstCoveringSphereApproxト

･matiom (Sabry'A･)

o mema占ticscatteringofA七cm畠甘 Atoms

(Pope'.･･R･L･and_TasBie'L･J･)

oSpinOrderinginaSpin-PairSystem .

(Tachi虹 M..and.Yeunad,a,T.)

oAn~AnomalOLISAttenutionofthe･SoundnearSpLinナm OID:

Tt･ansitionPoints､.(Tani,K･)

o StochasticTheory ofChemicalKinetics

(Teramoto,五･左通 shigesad.左五･)

o TheLomgitudinaユ野namicrも払gnotic.SlユSCePtit)iユity in'

theLowFreq,uecyRange fSauermann,a･)

oTimeI冶peぬent LD噂itudinallSpin馳ifcorrelationin

ZsotropicAntiferroⅡagnetS (Villain'J･)

'o Kinetic鞄uationSa申 Time-CorrelationFunctions.of
CriticalFllユCtuationS (KawaSaki,LK.)

〔東大 ･教養 〕

oElectricalLconauction ina NarrowBand..丑.Effect of

ぬ ndD皿皿088inAtomicDiBtribution (Ohata,N･)
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簡 賓 論 文 入 選 発 衷

｢物僅 研究 ｣編,集部

当編集部壮創刊 5周年記念車菜 として ｢物 性 物 理 学 をどのように発展させ

るか ｣をテ･-マとする懸賞論文を募集 して.来ました.O募集の主旨 〔物研 vo1.ll

(1'9169･,5甘 一)､,-P.460〕にもあ ります ように｢物性物理学の発展 ｣
ゝ

と去う題は広い●意味に考え ,論文の内容 ,中心 テ ーマとしてはある分野の現状

分析と将来像を中心 とするよ うな純学問的なものであ って もよい し ,例えば研

究体制 ,教育のあ､り方 ,大学 の白魔 と良主化につ夜が りを持つようを体制論的

夜 ものまで種 々あ って よいとしま した O

また懸賞応募 として投蒋 されたもの以外 も.募集期間 (多少その前後 も含めて )

内に投塙 された ものはすべて懸賞め対象･とする}宅 と忙しました ム

編集部は 引卦の編集会議において選考を行覆い ,下記のよう夜経過によ り結

局次の三論文を入選論文に選び ,それぞれの著者に賞金 として各 5万円を贈呈

することに決定 しま した ｡ (以下敬称略 ) ＼

人 選 論 文

o 勝木 漫 ; 共同利用研究所と ｢地方大学 ｣

〔'vo1.ll(19占9,5月 ),p.446〕

o 京大 ･物理第 1教室生物物理 自主研究 グループ ;

研究者の論理 と実践 `

〔voJl.15(1969一,10月 ),p.45〕

選 考 経 過

京都編集部では本年 5月 18日の凝集会議において先ず下記の論文を受賞

候補 に遮び ,このことを各地編集員に伝えて意見を求めました ｡ (贋不同 )
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純学問的論文 ＼

O 飯 田修- ,藤川頼彦 ; 古典電磁力学の-限界領域Jをめ ぐって

〔vo1.12(1969,9月 ),p.577〕

o 池 田 患＼;レオロジーの幾何学的研究

〔vol.12(1969,6月 ),p.1-8.;

(7月p)'p,.255.,一245,

Vb1.15(1969,10月 ) ,p.17;

(1970,5月 ) ,p.445〕

｡ 大貫 倍 ;神経力学lvo1.15(1969 ,12月 ),p.148/

(1970, 1月 ) ,p.259;

(2月 ) ,p.551〕

o 竹 山尚質 ;ブラウン運動 と量子力学

〔vo1.12(1969, 9月 ),p.415

vol.15(1969,11月 ),p.67,7占;

(12月 ),p.151〕

- 般 論 文

o 池田 恵､; 研究の ■自由 Jについて 一才

〔vo1.12(1969,6月),p.199〕■

O 勝木 浸 ; 共同利用研究所 と ｢地方大学 ｣. 一､ ,11I

〔vol･11(19占9,5月 ).I,pt446〕

o 蔵本由紀 ; 何のための研究か ?

〔vol.15(1969,10月 ),p.58〕

o 京大 ･物理学第 一1教室生物物理 自主研究グル ープ ;

研究 者の論理 と実践

〔Ⅴ｡1.15(仁969' 18月､)'p.4-,5_〕
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O､′浄浅俊美 ; 物性物理学の発展 一日家人と自然科学

'.;'車 〔vo1.1L2(1969,5月),p.158〕

た しゞ純学問的論文 としては ,ここに選んだ ものが勉のものよ り学問的価値

が高い との判 断によるものではを～(-;いわば太懸賞の主旨に近いと考えられる

もの簿 取上げる こと搾しました .＼従 ってた とえそれが或分野において重要夜寄

与 と覆るもEのであ っても ,その分野の現状分析 とか将来像に対する見解に余 り

触れていをい ものは一応外 して考えること上に在 ったわけです .

各地編集員の申 ,東大物性研ノ桜井明夫氏より宕一千の意見が奮面で寄せられました▲0

4月 20日の編集会議ではこの意見を中心に,活凝な討論が行夜われましたo

純学問的論文に対しては ,論文それ 自体のもつ学術的優劣に縄する判断を含

めて ,責任を もって推せん出来る とい う論文がなか ったをらば ,あえて賞を贈

ることは出来ない｡また入賞作政物性研究の一般的常識を もつ人に訴えかけ ,

影響を与えるよう夜滝野で孜灯れば覆らない･.池田 ,竹山両論文は意図すると

ころは規模雄大で-&るか も知れ壕 いが ,その物理的意義が現時点では余 り明瞭

では夜 く ,一般的読者-の訴えかけに乏 しいO この意味で純学問的論文を更に

しぼる とする と Li㌔候補 として飯田 ,大貴両論文密残すのが適当であるとして ,
/

論文内容陀近め仕事を･してお られる′ベテランを ふきェ′7)-として各 2名ずつ選

定 し ,progressOfthEBOretjcal PhyLqlCS の レフェリーに準ず る扱いで

レフェリー依頼を致 しました ｡

｣投論文について杖 ･,蕩浅論文は 日本にかける自然科学の輸入科学性 を指摘

して iF国産科学を作る場の新設が先決で奉るとされているO独創的主体的な科

学研究 も推進することの重要言は指摘するまでもないが ,この論文はいさ かゝ

国粋主義的な糠断 的意見が表に出過′ぎていて ,現状分析を踏まえた魂得力を持

ってい夜目ねとこして先ず候補 より外されました o

池田論文把や払官は .-,当人が目指す方向 ど産かれた環境 との矛盾め ようなも
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の忙同情はするが ,不満を並べたてた少 々八つ当 り的論文で ▲i､:教 ちらこちらに

甘えがみられる O もっとた くましいものを期待 したいとして ,これも支持が得

られませんでした｡

1蔵本論文は科学研究の価値自体に疑問を投げかけ ,この基本的問題から目を

そらし,専門分野に連投し.ようとする研究者め姿勢を告発 し ,｢没意味化された

学問研究の意味を雀 の全領観 との連関の下に問い直す ｣と蓋 ういわゆる学園閲

争における一つの∵中心的思想 を強訴 してい要す ･｡･この論文に対しては編集部内

にかな りの支持があ りま したが ,有名夜広重論文 〔自然 1969 ,2月 〕の

出た後の時点において ,この論文によって果 して何が新しく提起され ,明らか

にされ･たかを省み る一夜らば ･やは り弔さ物足 りなさを感 じる｡~文栄で ｢私達研

究者に とってぜひともとり組ま夜ければなら覆り課題 と心耳 '共同研究と地方

大学間題の把え方についての意見を述べて.いるが ,この部分按∴･.兜 と必ば ,物

性研は東大の第二理学部であJ･Bというようないさ 淋ゝ独断的 と云われて もやむ

を得ぬ ものを含んでお り.,-もの論文の説得力に対して反 らて逆効果に衝いてい

るよう笹 も思えるO 全般的に情緒的 '文学約.-,億 葦風で ,著者 も懸賞応募論文

とは考えず陀書かれたであろうし ,結局 これでは候補から外3'･ざる壕 得をいと

云 うことに夜 りました O

か くて4月 20日の編集会議は飯 田 ,･大貫 ,勝木 ,京大自主研の4論文のみ

を残す ことと し,レフェ7)-の意見待 ちの形で i決定を次回の編集会議に持越

しました ｡ -

ノ最終決定の･ための編集会議は 5月 21日開かれました O まず レフェ･.リー(ProT

gretLqS等の例VC従 って 'レフェリー名は編集部外-は匿名 としま す )の意見を

中心に'学術的論文に対して意見が交換されました｡ 語 '禁

大貫論文に対 しては ,両 レフェリーとも｢神経回路網の方程式搾確率論的処

理をほどこして神経力学の基礎方程兎を導 拳 ,専らVr･物性論的手法との類同に

より理論を展開し 一･̂間の大脇の動作奇説射しよ･う̀とした試みで ',.1番わめて野
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心的でスケールの大きさもある ｣とされています ｡ しか し｢このような方法の

基礎ず叶と適用限界を明確 にするための換封が不十分であ り,ここで行なわれ

ているような近似では太質的夜点が落ちているように思われる｣と云 う意見で

す O従 ってこれはまだ純学問的論文 として受賞作 とは云h難い . 大貫氏の今後

の研究に期待 したいと云 うことになりました.

他方 ,飯田論文は古典電磁気学 におけるMaxwell 方程式の包含すち物理的

内容 ,特に物質との相互作用の解釈に関して ｢ほとんど 100多に近い物理学

者が容易には正 しく答えられない ｣ようを種々の難問 ,問題点を撞起 し ,それ

に対 しいくつかの結論を与えています.レフェ7)一によれば ｢この種類の問題 ,

つま り一応は教科書物理の範囲で解決がつ くべ き問題であ りなが ら ,一方VEか

いてそれを正しく適用すること'が非常に困難であるよう覆問題につい て,これ

らを虚 しく討論する場がほ とんどないこと ,また討論で きる人が少いことよお ,

して ,本誌がこれを採点 したことはよいこJとである ｣とされていますOしかも

レフ ェリーはこの鯨 文の結論を支持 してお られ ,内容の高さからみても物性研

究に椅載されるべき論文としてはふさわしいものの一つと云えましょうO しか

し果 してこの論文が物性研究の一般的常識をもつ人に強 く7豆-ルする表現を

取 っているか ,｢物性物理学をどのように発展させるか ｣の募集の主旨に対す

る適官位と云 う面か ら見ると ,これを入選 とすることはやは り無理があるとし ,

結首純学問的論文VCは入選作夜Lとして一般論文に移 りました･O

まず勝木論文は ,｢地方大学 ｣の現状分析を踏まえて ｢地方大学 ｣における
I

研究推進上の問題点を具体的陀指摘 し '｢地方大学にとって最 も必要なことは

自らの研究の根拠地を ｢地方大学 ｣自身の中に確立することであるとしているÒ

更に｢地方大学 ｣にかける研究推進のため共同利用研の役割を強調すると共に

新 しい提案を行レ､,最後に ｢地方大学 ｣が 日太の物性研究の中で果すべ き意義

と役割は ｢日本の高等教育における物理教革のあ り方 ''それ-の専門物理学者

としての責任の問題 ,高等教育の中での研究と教育 との相互連関の問題 ,研究

の大都市集中自体のもつ意味等 との関連ず吋 ｣の中絶求められるのではをいか ｣
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として･今後の課題を指摘 しています ｡ この論究(IC対 しての著者の議論は物性物

理学の発展が ,どうして中央大学 中心ではいけ覆いのか と云 う他派の議論 を論

埠 していをいので不満足であると云 う意見 も出ま した o しか し｢地方大学 ｣は

物性物理の発展には決 して無縁である筈はな く､,現実では ｢地方大学 ｣問題は

わが国における研究教育のあ り方上 ,極めて重要な問題であることは明らかだ

と思います O こわ時点で これに対する問題点だけでも具体的に指摘したことは ,

この論文の価値 として大いに認められるべきでし ょう. 特にらの論文を契機と

して論文 ｢｢共同利用研究所 と地方大学 ｣について ｣〔堀 淳一 ,物研 vol.12

(19占9,5月 )･p.1-42)が投稿蕃れ ,･｢埠方大学 ｣･おける研究の-

つの行 き方が示唆されま した｡これは ｢議串が議論 を呼ぶ ｣と云 う太誌の趣旨

にも合致･しています ｡ このような評価の下で勝木論文がまず入選 と云 うことに

決ま りました .

次に京メ 自主研究 グルーブの論文は ･まず科学にまつわる客観性 とか普遍性

とか云 った ものに対する観念的 ･絶対的価値観が研究実践に対する<意味>づ

けにおいて研究者の中から抜け切 らず ,その結果 として研究者は自己の専門領

域に閉 じこもり ,研究者 と云 う自己の存在が社会的に自立､し ,独立 したものと

思い込む社会的 ユー トピアに陥ること｣を指摘 し'そのような観念の現実性は

正にユ ートピア (nowhere)であることを述べているOこのように研究者が自

らの研究を･自ら掌撞で きないと云 う状況はすでに研究室の中で現われ■てお り),

それに対処する笹は制度のいわゆる ｢民主化 ｣と云 うよう夜間題では夜 く ,個

々の研究者が 自立的 ･主体的研究者へと自己を変革することに求められるべき

である としている O 具体的には癖究 ･教育過程に一切の管理 ,支配は不要であ

り ,対話 と相互批判のみで十分であるとし .その組織は各研究者の主体的基盤

の上に,成立 してこそ研究 ･教育は一つの自己形成の過程に在 り得るの であ り I＼

このことは ｢批判的実践による変革主体の形成なしには空語である｣と結んで･

います oこの論文の前半はとにか く,.後半特に ｢研究 .教育過程に一切の管理 ,

支配畔不要 である｣とする所はか夜 歩独断的で '色々と異論はあろうし ,為ニ

ー241-



ッ トを解体すべき必然性 も十分の説得力で述べ られているとは云えませんも守ナ

れどもこの論 文は勝木氏の･ようにすでに研究者としての経歴をも′ち ,その地位

を確保した研究者ではない奮い人 が々自らの体験をへてま＼とめられたもので ,

重要 な問題点が洞察されてお り ,問題の捉え方が限定的で夜V'点やは勝木論文

よりむしろ広 く多 くの研究者時好えるものを持 っていもと云えましょうO .この

論文は ,･勝木論文 とは著者の立場 ,論文の論点共にいわば相補的な性格をもっ

てお り ,これ■も入選作 としてふさわしい ものと決ま りま･した .
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編 集 後 記

4月か ら5月にかけて,今 迄 ,編集部で活躍下さった,T事ん,Yさんが,

それぞれ京都以外の地へ移 られたため,.衛集員を辞S･れる事に査 りましたo特

dに , Y冬んは,この誌の馳集長をされた り,昨年はー.持前の ｢若さ とバイク 73

ティー｣で,次々とユニーク牽特集を計画されて,大活躍であ りまじ,たが,令

度は少々残念夜気がします｡

/ ぉよそ ,一年余 りの期間を穀′けて募集した懸賞論文の授賞醇が,この度の編

集合議で決定しましたO享編集部内で もいろいろ意見が 出,.叉地方編集員の方々

も貴重査意見を提出して下さいましたO結局は,現在の学問,研究の∵蟹的夜

-状況を扱った,ニ編が入賞 と決定されましたが,現在の我JQ･Ueとって , 196

9年 とは ?という閑静を考えさせ,何 らかの考えを発展させ る一つの資料と怒

り得 ると思いまサ O

奇か,今まで余 り交虎の費かった,京都輪舞.Eと地方縮集農の交流を含めた

u読者の会〝 とで もい うべ きもの開いた らどうか とい う意見が寄せ られ･何か

その様食事を,目下考案中です｡

5月 22日

< T.S >
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