
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

表紙・投稿規定・プレプリント・
編集後記・目次・裏表紙ほか

表紙・投稿規定・プレプリント・編集後記・目次・裏表紙ほか. 物性
研究 1972, 17(6): 398-456

1972-03-20

http://hdl.handle.net/2433/88407









/

ニ ユ - ス

o名古屋大学

理論物理 コロキクム 2月 12日(土)

"非線形現象に於 る漸近的方法 "

物理教室談話会 2月 15日 (火)

"高分子の非線形粘弾性 "

谷 内 俊 弥 (名 大 ･理 )

山本 三三三 (都立大 ･理 )

○北大 ･理 ･物理

北大物性談話会

1971.12. 9 八 木 駿 郎､氏 (北大応電研 )

｢HMRか らみ た NaN02の相転移｣

12.16 長谷川 洋 氏 (京大理 )

｢稀薄合金 のスピン共鳴｣

12.23 伊 東 一 幸､氏 (北大理 )

｢硫酸 グ リシンの相転移 に伴 う構造変化｣

12.台3･ 倉 田 泰 幸 氏 (東北大理 )

｢AnomaloTSIGreen'sFunctionTheoryofRondo､
El'fectJ

1972. 1.12 ー佐 々木 亘 氏 (東大理 )

｢金属 にお ける不純物状態｣

1.27 真 隅 泰 三溝 (■東大理 )

｢ポーラロンのお話｣

○東大教養物理

東大教養物性 コ､ロキュー.ム

1･21 永 井 氏

1･28･ 生井沢氏

ロトンの話 I

量子固体 のフ ォノン

2･ 4 武 野 氏

2･18′ 井 上 氏 基研 ｢化学反応 の物理的基礎｣の報告
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掲 示 板

基 研 で の 研 究 会

1.量子液体 と量子固体の理論

2.時期 :6月 7,8,9日

3.参加希望者 :5月 20日までに,世話人の代表東京教育大理学部物理教室宗田敏雄宛に御

連絡下さい｡予算に制限がありますので,旅費滞在費の支給される方の選定は世話人の判断

にお委せ下さい｡

4.研究会のや り方 .'主に液体- リウム中の素励起の種類 ･構造 ･相互作用並びにA点でのゆ

らぎと,固体-リウムでのラォノンの トピックスについて自由軍由のゆっくり出来る会にし

たいと思っており,各セッションには話題を提供する様に簡単なレビューをして頂 くチェア

マンをお願いすることと,現在液体ヘ リウムの実験をやっている二人の方に現在迄の実験成

果にっいてレビューを簡単にして頂 くことをお願いするつ もりでいます｡尚研究のや り方や

時期にっいて参加希望者の方で御意見のある方は世話人迄至急お知らせ下さい｡

昭和 47年 3月 6日

世 話 人

宗 田 敏 雄 (東 教 大 )

大 兄 哲 巨 (京 大 )

生 井 沢 寛 (東大教養 )
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プレプ リン ト案内

〔東大･久保研〕

0KazumiMaki

InelasticNeutronScatteringfrom theVortexLatticein TypeIISuperconductorsIr.

oHiroshiUeyama

MethodofLangevinEquationandFluctuation-DissipationTheorem h aNon-LhearSystem

oYukioSuezaki

OntheMagneticPropertiesorTCNQ AnionRadicalSalts

oM.CorriasandF.dePasquale

bwTemperatureBehaviouroftheSpin WaveEnergyintheltineiantElectronModelof

Ferromagnetism

oMothohikoSaitoh

StarkLaddersh Solids

oT.A.Kaplan

PhysicalMeaning.OftheCurie-Weiss Law forNarrow-BandElectrons

oThomasP.Eggarter

SemiclassicalTheoryofElectronTransportPropertiesinaDisorderedMaterial

oScottKirkpatrick ＼

ClassicalTransportinDisorderedMedia:ScalingandEffectiveMedium Theories

o∫.M.Deutch

TwoApproachestotheTheoryofSpin Relaxation:I.TheRedfield-Langevin

Equation;ⅠⅠ.TheMultipleTimeScaleMethod.

OY.Disatn汰 andH.Brucker

AnEquilibrium Theoryofthe-DiluteSolutionsofHe3inSuperfluidHe4atveryLew

Temperatures

｡J.desCIoizeauxannM.L.Mehta

AsymptoticBehaviourofSpacmgDistributionsfb∫.theEigenvaluesofRandom Matrices

OR.P.Futrelle

UnifiedTheoryofSpectralLineBroadeninginGasses

oKazushigeMachidaandFumiakiShibata

BoundStatesduetoResonanceScatteringinSuperconductor

oYasushiWada

StructureofCooperPairsin Superconductors
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プレプリン ト案内

OKazumiMaki

InelasticNeutronScatteringfrom theVortexLatticeinTypellsuperconductors.I･

oMichaelE.Fisher

TheTheoryofCriticalPointSingularitiesLectureIV TheDropletModel: Its

ExtensionsandImplications

oMichaelE.Fisher

TheTheoryofCriticalPointSingularitiesLectureV FiniteSizeandBoundaryEffects

OL SchwartzandH.Ehrenreich

PairEffectsin SubstitutionalAlloys.II.MultipleScatteringFormuhtion

OFumiakiShibataandKazushigeMachida

Propertiesorlocalizedboundstateandimpurityband血 SuperconductingMagneticAlloys

OMichaelE.FisherandP.Pfeuty

CriticalBehaviorortheAnisotroplCn-VectorModel

oS.Kirkpatrick

Tight-BindingExpansionsfor▲Strongly-DisorderedMaterials

ElectronicStructureofLiquidandAmorphousAlloyswithJClusters

oPabitraN.SenandMorrel班.Co虹en

TwoBandModelofaDisorderedSemiconductingBinaryAlloyin theCoherent

PotentialApproximation

oD.M.EiollandM.H.Cohen

TheoryofElectricallnstabilitiesorMixedElectronicandThermalOrigin

ODouglasS.RitchieandMichaelE.Fisher

Theory ofCriticalPointScatteringandCorrelationsII. HeisenbergModels

oMichaelE.Fisher

TheTheoryofCritical PointSingularities

oMichaelE.Fisher

TheTheoryofCriticalPointSingularitieslLectureIIIScaling,PowerLows,andAnalyticity

〔阪大理 ･金森研究室〕

OG.C.Carter,Ⅰ.D.Weisman,L 班.Bennett

TheAuA12-AuGa2-An In2Problem:KnightShiftsandRelaxationTimesinTheir

PseudobinqryAlloys･

0J.SivardiereandM.BlulLle

DipolarOrderingin S=3/2IsingSystems
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プ レプリント案内

0D.KeatingandA.Nunes

TheForbidden(222)NeutronReflectionin Sili90n,AnharmonicityandtheBonding

Electrons

oB.AntoniniandV.∫.Minkiewicz

NeutronScatteringStudyofSpin WavesandPhononsinMnPt3

0G.Shiraneand･∫.D.Axe

NeutronScatteringStudyoftheLatticeDynamicalPhaseTransitioninNb3Sn

oG.ParisiandL.Peliti I

Calculation_ーOfCriticallndices

oS.H.Tang,P/P.CraigandT.A.Kitchens

SeebeckCoemcientattheCurieTemperature:SpecificHeatorChargeCarriersin

Ferromagnets̀

o良.Smoluchowski,0.W.Lazareth,R.D.HatcherandG.∫.Dienes

Mechamism ofPointDefectFormationinIonicCrystals

OB.Dornerノ

TheNormalizationoftheResolutionFunctionforhelasticNeutronScattering

〔広大理 ･西川研〕

OAl(iraHasegawa

TheoryAndComputerExperiment､onSelf-Trapping∫nstabilityofPlasmaCyclotronWaves

c'KatsuichiTankeiandToyoyukiKitamura

KondoEffectinTwo-BnadModel

oA.L Brinca二

SidebandGrowthinNon-linearI.andauWave-ParticleInteraction

0KazushigeMachidaandFumiakiShibata

･BoundStatesdue-toResonanceScatteringlnSuperconductor

0TetsuyaSatp

StabilizationoftheTwo-Stream lnstabilityin the EquatorialElectrojet＼

oTakasiKurasawa

/TheoryofNon-linearInteractionofWavesin aPlasniawithoutan External Magnetic

Field

oHisaoOkamoto,Shir°lsa_andflazimeMori

A SimplifiedTheory.ofLiquid-SolidTransitions-･II- Lennard-Jonesand1/r12 system＼､.
oMichelMoisan

InstabihtさsloniquesenPresenced'unChampElectromagn6tiqueH.F.Intense
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プレプリン ト案内

oTsutomuTan.ao

UnsteadyMagneticFieldAnnihilationbetweentheMagnetosphereandSolarWind

-403-



第 5~4回 基研研究部員会議

第 55回 基 研 運 営 委 員会
議 事 録

第 54回基研研究部員会議議事録

1971年 11月 4日,5日

於 基 研 小 講 義 室

議長団 池 田清美

古市 進

中野藤生

出席者 研究部員 28名 (外国出張 1名 )

運 営委員 16名

所 員 8名

そ の他 オブザーバ ー 3名

議 題 1 議長団報告

2 基研報告

3 外国人招碑 について

4 基研 の充実計画について

5 所員公募 について

6 所長問題について

7 計算費について

8 研 究会報告 に関 し♭て
ノ

9- 数理研専門委員推薦について /

10 原子核将来計画について

報告 と承認

11 基礎科学分野における若手研究者,地方大学研究者の問題,未就職者 の

増加 の問題

捷案 ｢共同利用研究所に "研究員制度 を"｣等

12 シ ンポ ジ ウム

基礎物理学 の将来 第 4回

長期研究計画 "素粒子 の模型 と構造 ''
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資 料

13 計算 費について (科研費 ｢一般研究 B｣で計算費 を申請す る件 )

1.議長団報告

大貫義郎氏, 中嶋貞雄氏が運営委員にな ったので,研究部員選出規定 に従 って前

回の選挙の次点 の次 の方々が研究部員になった｡

任 期 や める時 の選挙 の被選挙権

秋葉巴也氏 S.47.3.31 まで

守谷 亨氏 S.48.3.31 まで

あ り

な し

2.基研報告

(敬)所員異動

1) 転入 牟田泰三 助教 授 S.46. 10.1

佐 藤文隆 助教 授 S.46.ll.1

2) 転 出 河原林研 助教授 S.46.10.1(東大教養 )

武 野正三 助教 授 S.46.ll.1(京大工 )

(但 し,昭和 46年度中は基研,併任助教夜 )

3) ァ トム型研究員

山 崎 正 勝 (東工大理 )

惣 川 徹 (大市大原子力 )メ

鈴 木 宣 之 (東大理 )

田 中 基 之 (岡山大理 )

黒 沢 和 寿 (東大理 )

蟻 坂 仲 輝 (東北大理 )

藤 崎 晴 男 (広大理 )

校 本 秀 樹 (東大教養 )

黒 川 秀 一 (広大理 )

吉 田 俊 博 (福島大教育 )

木 谷 幸 平 (東工大理 )

野 上 幸 久 (MacMasterUniv.)

葵 勝 義 (日大理工 )

鈴 木 恒 雄 (名大理 )

美谷島 実 (東教大理 )
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6.29- 7.28

7. 2 .- 7.31

7.12- 7.28

7. 5 .- 7.17

7.19- 8.18

//
7.20.- 8.19

8. 1 ⊥ 8.31

//
8..i- 8.16 8.23･-9.6

8. 9.- 8.28

8. 1.-12.31

9. 6.- 9.18

9.13.-10.12

10.ll.-ll.10



清 水 敏 寛 (早大理工 )

黒 田 正 明 (東大理 )

藤 田 武 彦 (北大理 )

川 畑 有 郷 (物性研 )

大槻 昭一郎 (九大種 )

第 54回研究部員会議議事録

10.ll.-Il.10

10.17.-ll.16

10.15.-ll.15

10.20.-ll. 8

10.21.-ll.14

4) 外国人招蒋 (前回以後 の分 )

G.PastoiiParravicini ピサ~大学 S.ノ46.7.16- 8.15

K.Buchner マックスープランク物三理学研究所 S.46.8.1-12.31

H.Herr ボ ン大学

5)帰 国

河原林 研 助教授 S.46.9.19

中 野 ｢武 宜 助 手 S.46.8.31

S.46.10.1ノー12.31

3.外国人相碑

牧 ;2つあことを検討 していただきたい｡

1) 今年度分 として,今後 .

Ⅴ.p.Sbelesノー (S.46.12) 1ケ月

A.L.Bregman (S.47.1⊥.3)~ 3ケ月

の両氏 を予定 しているが,他 に候補者があれば出 していた.だき､たい｡

2) 今年度 か ら外人招碑 の予算上 の制度 が変 った ことに関連 して来年度の見

通 しと方針

池 田 :2) か ら始 めたい-｡

牧 :10月 30日に共同利用研究所長懇談会連絡会 が開かれたが,_そこで,

｡ 今年度分 は基研の分担外 に 3名分が決 っているが, このままでい くと

300万円位 あまる見通 しであること｡

O 来年度分につ いては 1･1月中旬迄 に文部省か ら計画調書 の浸出が求め ら
′

れ る予定 であること｡

等 が報告 された｡連絡会で協議 した結果,共同利用研 としては,

O 今年度 の余裕分 は弾力的 に消化す るよ1ぅ各研究所が独 自に文部省 と折衝

す ること｡

o 今後の計画 の進 吟方に関 しては計画 を出 し奉った上,世話人 (研究所 )
＼

が調整 し,順位等 を決 め~るのが適 当｡
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資 料

o 基研 の枠 は当分の間経過措 置 として継続 させ る｡

等 の方針 で文部省 と折衝す ることになった｡

又,基研 の従来 の ｢傭外国人教師 ｣費用による国際交流 の実績 をま とめた質

料 (外 国人研究員に関す る実態調査 ,資料 2)を作 り,連絡会 で配布,説明 し

た｡ これ に よると 1ケ月滞在 の人 が圧倒的 に多 く,年令 も 30才- 40才台の

最 も activeな層 に集 中 してい ることがわかる｡

桧田 :今回の-文部省 のや り方 は非常 に不満 だ｡文部省 は従来 の ものが拡充 された と

い う見解 をとっているが,そ うではな く,新 しい ものがで きて,基研 の従来の

枠 はな くな ろ うとしてい るのだ と思 う｡

文部省 のい うよ うに, 3ケ月以上の人に しか使 えない とな ると国際会議 に来

られた方な どに利用 して もらえな くなる｡

田中 :これ (資料 2)はいい資料なので,是非 もっと広い範囲 の人 に見て もらえる

よ う考 える とよい｡

玉垣 :連絡会 の議事要 旨に基 研 の ものは経過措置 として, しば らく続 ける とい うこ

とが出てい るが, もっと積極的 に こうい うものが必要 だ とい うことをうち出せ

ないのか｡

牧 ､ :連絡会の席上 では基研 の方式 は存続 され るべきだ とい う意見が強 かった｡ 3

ケ月以上 とい う制約 があった り,申請 の上,文部省 で順位 をっ けるとい うや り方

では うま くいかない｡基研 の方式 が他研究所 - も広げ られ ることを望 む意見 は多

く, たとえば全体 の枠 をA .Bの二種 に分 け

Aは文部省 の基準 によるもの

Bは総枠 をきめて研究所側 で弾力的 に実施 しうるもの

としては とい う意見 も出た｡

湯川 :他 の研究所 も基研 のような短期 の招碑計画 を出 して下 さるとよい のではない

か ｡

牧 :最初 か ら文部省 が長期 でない とだめだ と強 く言 っているので,それ にお され

てい る感 がある｡た とえば数理研 で 6週間 の ものを出 され たが とりあげて もらえ

なか った と聞 いている｡

湯 川 :何度 もそ うい う試 み を しない とだめだろ う｡

磯 :この資料 は有効 だ と思 うが, 日本人 が外国に どれ だ け呼 ばれ ているか とい う

資料 もつ け られ ないか｡

牧 :それは良い ことだと思 うが調べるのが# しい｡

古市 :ついでに寄 る とい う人が多いが,本人に聞 けば よい のではないか｡
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第 54回研究部員会議議事録

牧 :財源 までは本人 に もわか らない｡

顔 :その国に短新の人が どの くらい行 っているか位調べ られ ないか｡

川 口 :外 国に行 った人について資料 の第-表にあたるものは,基研にある資料 です

ぐ作れ るのではないか｡物理関係 で文部省 の枠 で行 った人 と,先方負担 で行 っ

た人 の数 ぐらい調べ られないか｡

小沼 :基研 に､ある資料 は長期在外者 につ いてのものだか ら,公平 な調査にな~ってい

ない･｡

宮原 :連絡会 で基研の方式 に賛成 された といわれ たが,他の研究所 で もこうい う枠

が欲 しい とい う要求はあるのか｡

牧 :考 えてお られ る｡ とりわけ数理研 ,核研 等は こーうい う方式の長所 をよく知 っ

てお られ ると思 う｡

宮原 :それな ら共 同利用ノ研所長の連名 でそ うい う要望 を出 されてはどうか｡

牧 :そ うい う方向に まとまってい きたい とは思 っている｡来週末 に今回の連絡会

の議事要 旨をもって文部省 に説明にい くが, ど うい う反応になるかは予想でき

ない｡

池 田 :議論 をまとめる と

(議長) 1 基研 の従来の枠 を経過措置でな く,正式な制度 として認めさせるべき

だ｡

2 基研 の資料 を広 く appealする｡

3 で きれば 日本 から外国-行 った人 の リス 十も集 められるとよい｡

･とい うことである｡′

1) 今年度 の予定

一応 Ⅴ.p.Shelest,A.L.Bregmanの両氏 の計画 を認 めた｡尚, もっと

候補者 があれ ば,申 し出ていただきたい｡

又,来年度 について

H.Ehrenre阜ch(Harvard) 〔物性理琴〕 9月

N.W.Asheroft(Cornell) 〔･′′ 〕 〝
Ⅴ.Heine(Cambridge) /.ーJ

′′ 〕 ′/
以上液体金属国際会議

M.Rho(Saclay) 〔核 理〕 9月

N.F.Ramsey(Harvard) 〔核 実〕

-408-
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資 料

G.E.Brcwn(StonyBrook)

B.Mottelson(Cope血agen)

H.Frauenfelder(illinois)

M.J.Moravcsik(Oregon)

Ⅰ.Talmi

Bromquist

Ha･nna

r
J

L

J

L
J

核 理 〕 9月

//
核 実 〕

以上核物理 関係国際会議

丁素 理 〕 6/10-8/10

〔核 理 〕

〔核 実〕

〔 ′′ 〕
の うち 1- 2名

の候補者 があげ られ たが,運営委員会 で これ らの人 にある程度 順位 をっ け,

2月 の研究部員会議 で名前 の出 た人 に も.可能性 を残 してお くことにな っ鳶

o 最後 の 3名は核研 で計画 の夏 の学校 の関係者 であ り,核 研側 か ら要望 さ

れた ものなので,一応 リス トにはのせ てお くこ とに した｡ 11月 24日の

核小委 で議論す るむね ,核研側 か ら発言があ った｡

o 阪大 から申込 まれ た G.E.Brown氏 は,核研 で長期 間 よぶ ことも考 えて

い るよ う⊥なので,核研 と調整す る｡

紫 運営委員会 では,次回研究部員会議 まで待 って, そ の時 までに出て きた候補

者 を含 めて検討す るこ とにな った｡

4. 基研 の充実計画

牧 :前回の研究部員会議 の討論 に従 って,充実計画 小委 を作 り,所 内は牧,位 田,

武野 の 3名,所外 よ り運営 委員 の高木,碓井 の両氏 に加わ ってい ただ くことに

したが,皆 で集 まる機会 がなか ったので所 内委員 でたた き台 とな る草案 を作 っ

た｡

これ にっいての御意見 を伺 いたい｡

高木 :旅費 を増額 せ よ, とい うのは よ くわ かる し,必 要 だが,部 門増 のことは,説

得性 が足 りない｡

牧 :4部門では少 なす ぎるのが実感 だ｡

原 :部門がふ えることに よって旅 費,事務職員はふ えるのか｡

牧 :普,比例 してふ える｡

湯川 :基礎物理学 とい うものは, これ までい ろんな方向 に成長 してきた｡宇宙核物

理 部門 (宇宙線,__天体核 を含 む )は基研 ができた当時は, まだ 日本 ではほ とん

ど研究 されてい なか った｡
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統計物理部門は､,必ず しも ｢物性論 ｣に入 らない ものも含 まれ ると､思 う｡~一Ⅹ

｢部門 は,新 しい部 門が出て くるであろ うし,混沌 とした ところを入れ るとい

う意味 もあるのではないか｡

山田 :周 際会議 出席旅費 について,文部省 の出席旅費 のことが書 いてあるが, こQ)-

枠 は対象 が国立大学 の人に限 られているので, このまま一では問題 だ と思 う｡

高木 :関係す る分野 が広が り.,研究者 がふ えたか らとい うことだ けでは,部門増 の

理 由付 けは不十分だム

松田 :統計 物理部門 埠ず っと以前か ら要求 してい る｡,情報理論 のよ うな 面 も考 えて

い る｡単 に分野が広 まったか らカバーす る以上 の意味 をもつ と思 う｡

川口 :これ までの様 に, 日本料 理 の_皿 をふやす のでな く, あらたに西洋料理 を加 え

るとい う考 え方,極端 にいえば, これまでのは御破算に して, 7 0.年代, 8 0

年代 のものを入れ ると､い う考 え方 もあ盲 と.思 う｡ 一

湯川 :一面ではこ うい う部門が発展 して きたか ら入れ るとい うことだが.L他方,塞

研 もそれが発展 す る場 を提供 してきた｡ よそで発展 したか ら入れ る とい うので

はな く,基研 で芽 を育て るのに関係 した部 門を入れる-とい うこ とだ｡

中野藤 :Ⅹ一部門 とい うのは,不特 定 の もの とい うこ とか｡混沌 とした ところとい

う意味か｡不特 定な ものな ら客員部 門 との関係 は どうか｡

牧 :基礎物理一般 ではあるが,時期 に応 じで,また人 に応 じて内容 を決 吟るとい

うものである｡ ､

高木 :今 までの基研 の考 えに沿 って い くと, この案 の 7′部門は多す ぎるとお もう｡

共同利用 の運用上,確立 され た もの を全部排 除するわけに もいか長一いだろ う･が

ある程度 それ を考 えて, これか ら考 えるべ きものをとりあげ る とした とき.-出

て くる適正部門数 を考 えるべ きだ｡

牧 :これ までの基研運営 の方式 でや ってい ける upperlimitが 7部門だと考えて

いる｡ (従来;概等要求で出てい た 2部門増 に Ⅹ一部門 を加 えるもの )同時 に

客員部 門 の実現 も漁 くお したい と思 う-.

山田 ;Ⅹ一部門は固有部門の重点 を移 しかえるという意味では良い御慶 だ と思 う｡-

しか しL混沌 としたこととい う点か らみる と一度 固有部門が出来 た ら混沌 とせず

確立 され るとい う羊とになるB客員部門が通 りに くいとい うことを考慮 L-てつ

けた 羊ともあ ろ うが -･-- ｡

原 :現在,素粒子 1.5,核天体 1▲5, 物性 1とい う部門が固定 してい る｡固有で

7部門 とい うと結局 こ うい う.ことにならないか｡
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小沼 :現在で も公募 の ときは,広い意味 の素粒子論等 として Ⅹ一部門的 に運用 して

いる｡

安野 :固有部門 と,共 同利用 の果 した ことの成果 を考 えてみ る必 要がある｡新 しい

芽 を伸 ばすために,固有部門が果 した役割 とい うもの もある｡伸びてきた部分

を固有部門 とす る以外 に従来か らの固有部門 も必要だ｡

どうい う部 門を固有部門にすべきだとい う議論 も必要 だ｡

永 田 :固有 7部門,客貞 5- 6部門 とす ると, 12- 13部門 とな り,大物理学教

室 の規模 にな り,今 までの基研 の imageと変 って くる｡中が小 さい方 が共同利

用 のや りやすい面 もある｡

牧 :固有部門 が 日常的な基研 の運営にあたると考えてい る｡

若泉 :充実計画 の主 旨がはっき りしない｡

固有部門 をふや して総合的な研究所 にす るとい うことか,共同利用で pion-

eer的研究所 にす るとい うことか｡

1牧 :後者だ｡

益川 :7は upperlimitだ といわれ た｡

部門がふえると共 同利用 の面 が うすれ る とい う弊害 が出て くるが,他方, 4

部門では共 同利用 の運営 にいろい ろ不足 があるとい うことだろ う｡

松本 :長期 (1週間- 10日間 )にわた り研究会 を開 き,討論す ることができるよ

うな予算的裏づけが欲 しい｡

研究者 の数 がふ えた とい うことは,研究上 の activity を増す上 で良いこと

だが, これ を十分に活用す るには基研 の powerをもっとふやす必要 がある｡

牧 :校本氏の言われ た よ うな意味 のパ ワー をふやすには,基研以外 の研究所 の新

設 を考 えるべ きだ｡ あま り大 き くなると共 同利用研 の良 さを失 う｡I

松 田 :今 の規模は,所 内運営 に好都合 だ｡ これが 6部門位 な ら良いが 7部門になる

と不安 もある｡現在 は分野外 の人 とも凄触 Lやすいが, あま り大き くなると,

難 しくなるだろ う｡客員部 門は現在のア トム型 のよ うな ものの制度,予算的裏

づ けとい う意味 もある｡

中野藤 :7部門は基研 の性格 を保つ Max･No･ だ とい う説 明があったが,逆 に どれ

だけの部 門数 が最 小限度必要だ とい う面 も考 え られ たのか｡

碓井 :客員部門は現在 あるものが不満足な ものであ り, イ メージがは っき りしない

が,その理念 を考 えてみ る必要がある｡客員 をもっと積極的に考慮 して客員で

い ける部分 をまず考 え,そのあ とで どうしても固有部門 でなければ いけない部
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分 は, どれだけあるか とい う考 え方 を しては ど うか｡

山田 :客員部門には問題 がある｡現在 プラズマ研究所 で も,物性研 で もそれ を要求

し,理論物理部門で要求 してい る数は,皆で 10_部門以上 だ｡ もし全部実現 し

た ら全 国で 30人以上 の併任教授 が必要 とな り,各 大学の研究 ･教育 に支障 を

きた し,事実上,不可能 になるのではないか｡

牧 :大学 が充実 し,サバ テ ィカルの制度 が確立す るこ とを期 待 し七いる｡

山 田 :規模 の小さい研究所 で も,拡充 の計画等 は全国 で検討 しておかない と,客員

とい うような ことはいえな.い とい うことを言いたか った｡

碓井 :現実 に客員部 門からとい うのではな く,理念的 に基研 では客員的 なものやゝ ら

考 えた とき, 固有 はどうな るか とい うことだ｡現実 には固有でや らねばな らな

いか もしれない｡

牧 :これは第零近似 として認 めていちだけるだろ うか｡

いろい ろ御批判 を迎 ぎなが ら練 り直 したい と思 う｡

山口 :国際会議出席旅費等 も公式 ルー トを通 して要求 してほ しい｡

5.所員公募 について

､武野正三氏 の後任ポ ス ト(助教授 )について

専門分軌 任期 等イこついて議論 した庵 果

任 期 ､5±2年

専 門分野 広い意味の物性論

(生物物,理学等 も除外 されない )

とい う要領 で募集 す ることにな った｡

6.所長問題

申畢毎 (譲長) :前回の議論 では･今 回 B案でい くとい うことは特に出なか った｡

中鞄 ･:A案･B案の定義 を'もう一度 はっきりしてほ しいb

先 回 の一議論 でA,Bいずれで もな く,教授 として の任期 のない所長 とい う話 ′

も出た｡

注 :1970年 2月の議事録 よ.り

A案 :任期 5±2年の教授 を公募 し,在職 中の教授 か ら任期 2年 (′重任は可能)
I

の所長 を選出す る｡ (所長在職 中は教授 の任期 に数 えない｡ )

-B案 :最初から所長 としてきていただ く人 を琴 ぶ可能性, その場合任期 は所長
ノ
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としての任期 4年 (重任 は可能 )と教授 としての任期 5± 2年 の和 ｡

益川 :近 い将 来, Bの可能性 を再 び議論す る とい うこ とは言 えるが,来 春のこ とは

今お られ る教 授 の中か ら選 ぶ とい う外 ない｡

o 近 い将 来 ど うす るか

o 来春 どうす るか

にわ けて考 え るべ きだ｡

玉垣 :来春 までポス トが あか ないのであれば研究部 員会議 と しては,Aで あ と2年

とい うほ かない｡ポス トがあい て来年 か ら 2年後 には, B案 を含 めて考 え うる｡

中野藤 :来年 について は･現職 中の人か らとい うことで よい かO

川 口 :前に も出ていた と思 うが.併任 を含 める とい うA ′案 は考 え るのか｡

牧 :基研 は併 任 で もよいが,′京大 の専任教授 であ るとい う条件 がある｡

小沼 :それは基研 にあ きポ ス トがな くて も可能 なこ とか｡

牧 :な くて もよい｡

古市 :Bにす るな ら6月 の部員会 で決 めない と間にあわ ない とい うことだ ったが,

大体 Aで よい とい うこ とだ ったので,具体的 な こ とを決 めなか った｡特 に異論

がなけれ ば Aでい くことになる｡

原 :具体的 には牧 さんにお願 い したい｡任期 は 2年 だ が,任期制 もある こ とだ し,

途 中で転 任 の話 が決 まれ ば所長 も辞任 しうるとい うこ とで ど うか｡

牧 :私 は来年 3月 まで と~しておひ きうけ したっ も りで あるので, 3月末 をもって

所長 を辞 め させ ていた だけるのが一番 あ りがたい｡

田中 :A案 な ら誰 で も途 中でや める ことが あ りうる｡

川 口 :私 の個 人的信条 としては,立派 な充実計画 を もってお られ るの で,それ が,

完成す るまで,牧 さんに頑張 ってほ しい｡

牧 :しか しそ うい う計画 が実現す るには,非常な~年 月 がか か るだ ろ う｡ニ方 ,対

外的な面 を考 える と, 2年毎 に所 長が変 るのはや りに くい｡

田中 :学 内規 定 を 2年 として も,研究部員会議 で任期 を 4年 とし,公式 には 2年で

再任す る こ とにすれば, B案的 に運用 で きる｡

牧 :学 内規 定 の 4年 とい う任期 は,適 当な時期 に 2年 に改 めるべ きか も しれ ないO

前 の議 論 では所長任期 は一般 に 2年な の五 一度 2年 にす る と, 4'年 に もど し

に くい とい うことがあ った のだが -･ ･･･- 0

中野藤 :田中氏 の言 われた よ うに 2年に変 えて も,運 用 で B案的 なや り方 もできる｡

2年 に して困 る点 はあ るのか｡
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牧 :公式 に 4年 として おいて, 2年 ゼ所 長が代 る とい.うことは事務的 に複#_ら し

い｡任期制 があるこ とだ し,所長任期 の途 中で よそ-移 ることもあ り･うる｡ そ

うい うこ とを考 える と,公式 には 2年 の任期 の方 がや りやすい､｡

中野藤 (議長)､: o 次 回所長 は現職教授 の中か ら選ぶ｡

o 所 長 の公式任期 を 2-年 にす ることに,研 究部員会議 として異

論 はない｡

とい うことを結論 とす る｡

川 口 :運営委員会 の案 を次 回の研究部員会議 で確認す る必要かあ るのや ｡

小沼 :前回は従 来 と非常 に率 い, どう い う結論 が出 るかわカさらない点が あったか ら

確 認投票 をした のだ と思 う｡今 回は,運営委員会 の結論が部員会 q)討議 と くレ1

ちが うな ら, もって きていただかな ければな らない が,そ うでなければi不要

だ と思 うノ｡

7. 計算費 について

玉垣 :小額計算費 に限定 して話 を したい｡小額計算費 は,最初∴年度 の途 中に思 い ､

ついた計画で も,応募 して使 えるよ う小規模 で も flexible に使 える_もの･ と/

い うことでは じめたが,応募者 が非常に多 く,受 け付 けを開始 する~とす ぐパ ン

クして しまレ十 当初 の趣 旨に沿 ったや り方 とは ほぼ遠 い使 い方 しかできーない の

が現状 だ｡

そ こで計算費委員 で話 しあ ったところ

･① _このまま･の形の もめはや める｡

④ 研 究条件 の悪 い人, 0セerdoctor で従前 の研究条件 が得 られない人 のヽ

ことは別 に考 える｡

⑨ ア トム型研 究員 の よ うに,地方 の人で研究条件 の悪 い人 に道 を開 く方法

はない か｡

一等 の意見 が出た.｡

そ こで委員会 としては, このままの形 の小額計算費 はや めるこ とを提案 し,

研 究条件 の悪 い研究者 の問題 は, 13の議琴 で別 に と りあげ たい｡

田中 :応募 が多い と〔､うことは,計算費が足 らずに困 ってい る人 が多い とい うこと

を示 してい る｡そ のこ とまで計算 費委員会 で考 えていただきたい｡

玉垣 :それ は計算費委員会 の権 限外 なので,そ:こまで考 えていなY､が,別の.ところ

で考 える必 要は あa'｡′ト額計算費の､圭 うな制度 が有効 に使 われ るに は,かな り
＼
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予算 のゆと りが必 要だ｡

川 口 :大 きな大学の研究者の応募が多い｡実際,大大学の研究室でもほとんど倒産 しか

けている｡ これは大学の研 究費 のふ え方が,いかに足 りないか とい うこ とを示

してい る｡

磯 :各大学 と､も実験講座の研究費に対 し,理論講 座の研究費 が少 なす ぎる ことが,

理論研 究室 の倒産 に関係 してい る｡ もっと理論 ががんば る必要 がある｡

玉垣 :それよ り経常的研究費の伸びが悪 い とい うこ とが第- だ｡科研費 ののびに比

べ,圧倒的に低 い｡第 3の研究費まで考 え られている とい うが,研究者 にとっ

て使 いに くい研 究費ばか りふ え,使 いやすい ものは伸 びない とい うこ とは問題

だ｡

池 田(議長):従来 の小額計算費 は廃止す ることに し,研究条件 の悪い人のこと等,

一般的 なことは 13)の議題 でと りあげたい｡

8.研究会報告 に関 して

中野藤 :前臥 研究部員会議 で研究会 の報告 を間 こうとい う捷秦があ り･支持 され

たが,具体的 なや り方 が議論 されていなか った｡そ こで今回は従来か ら秋 の節

究部員会議 で行 われているシンポジウム "基礎物理学 の将来 "のシ リー ズ とし

て長期研究計画 で長 く続 いている ｢素粒子 の模型 と構造 ｣ をとりあげ,今後 の

や り方は今 ここで議論 していただくことにす る｡

長岡 :提案 したきっかけは.計画採否 の審議には時 間 をかけるが,その結 果 につい

ては報告 を聞 く場がない｡物性研究,素粒子論研究に出 されても分野外 のもの

までなかなか読 まない し,読んでもよ くわか らない, とい うことで,研究部員

会議 で報告 を聞いて大体 の feelingで もわか るようにな ると思 ったのだが,具

体的 なや り方は考 えていない｡

中野藤 :議長団会議 では･い-ろいろの研究会 の報告 の羅列 ではつ まらない, どれか

に重点 をおいてや るのがよい とい うことになった｡

益川 :個々の研究会 の報告 が一律に行われ るよ うになる と,成果が直ちに期待 で き

るものでない と計画 が提案できな くなる｡

岩 田 :長期研究計画 と限 らず,重要な成果が得 ら｡れ たとい う情報が入 った ら,議長

団で と りあげてほしい｡

田中 :世話人 が積極 的に議長団に申 し出 ることがあって よい｡

r中野藤 '･例年秋 の研究部員会譲で, こうい う場 をもつ こ とになるので･ 6月の研 究
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部員会議で候補 を出 していただいて,議長団で調整するとよい｡

l～

9,数理解析研究所専門委員の推薦

来年度 の専門委員 について,物研連か ら推薦依頼 があったら,

1)中野董夫氏 (大市大理 ), 2)松 田博嗣氏 (基研 )を順位 をっけて推薦するこ

とにな った｡但 し,研究部員会萄か らの雁 簾が一名のときは,所 内推薦で松田氏 を

推薦する｡

10こ原子核将来計画

小沼 :7月の研究部員会議以後 のことを中心 に報 告す る｡

1.低エネルギー･

大阪大学附置 の核物理研究センターとして発足 して■いる｡運営委員が跨 った｡

運営委員会 ･研究部員会七い う基研 と⊥良 く似 た形 で運営 してい くことになって

い る｡

2･高エネルギ｢研究所

o 加速器建設が進 んでいる｡ ､

o 物理部門は客員部門のスタ ッフに川 口正昭氏が決 った｡ 2年後には専任に

なる予定｡

10月には物理 シンポジウムがあった｡

共通部門では,計算機 の機種選定にお こなわれている｡

管理 ､i運営

評議員 (所長の助言機関 )

､議推薦 15名の形にま とまったが,文部省はその うちの 14名だけ発令

した｡

11月中旬に第-回会合が もたれ る予定｡

運営協議会 (所長 の藤間機 関 )

問題点 が 4つあるこ

1.構成 --･所 内,所外分野別 の人員構成等

選挙権 を制限す るか否か｡

3.管理部長 をメンバーとして入れる とい うことが ,文部省,文部省に
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お かれた設置準備委員会 で強 く言われ,-そ の方向に文部省令 案の文章

が変更 されて決 った｡

4.評議員 と運営 協議員の兼任 の可否

現在,両者 は兼任 しない とい う線 で決 りか けている｡評議 員の人選

が終 ってか ら, こ.のことが決 ったのだか ら,評議員 に決った人 も被選

挙権 はある として選挙 し,両方に選ばれ た人があれば,本人 にどちら

か を選 んで もら うことになるだろ う｡

o 高 エネルギー研は国立直轄 の共 同利用研 として設置 され たが,共 同利用研

の面 が隅におかれて,直轄研 の色彩 が強 くな りがちである｡

3.超高 エネルギー研究所

東大 の宇 宙線観測所 の拡充計画 を提 出中だが,まだ計画が軌道 にの っていな

い｡

尚,核物理研究セ ンター,高 エネルギー研究所 にっ いては,第 2次計画につ

いて話 が出は じめている｡

並木 :KEJで運営委員会 の構 成 にっ いて議論 してい る｡高 エネルギー研究所 は実

験 が主体 とい って も理論 との協力が必要なので,外部 6人 ～ 7人の実験研究者

に対 し,理論 3人は必要 だ｡ と理論 では主張 してい る｡ しか し先回の委員会 で

は 1名 にす る (建設期間 )とい う案 が出ていた｡

小沼 :学術会議総会 (10/ 21- 23)で も,現在考 えている将来計画 の中で高 エネ

ルギー研究所型 を希望す る所 が多 く出ていた｡

従 って,高エネルギー研 をいかに運営す るかは将来 の研究体制 に大 きな影響

を与 えることになる｡

川 口 :物理 シ ンポジ ウムの参加者 は,旅費を出 した人 が 50人,それ以外 が 30人

位 だった と思 う｡分野別 には,

% が 素粒子理論

塞 が 高 エネルギー実験

y3が 原子核 の理論 ,実験

だった｡

広報活動 が不十分 だった ことをおわびする｡何人出席 できるか とい うことが,

最後 までは っき りしなか った り(旅費,研究会 に使 う部屋,椅子 の数等による

制 限 )で,従来 の共 同利用研 の研究会 のよ うにはいか ない ことがわか った｡現

在,できるだ け早 く報告集 が出せ るよう努力中であ る｡
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小JlT,:む し予,高 エネルギー研 の研発 着 が,共同利用研究所 としてい く気が あるか

ど うか とい うことが問題 だ｡

田中 :学術会議 としての勧告 の主 旨が生 か され てい るか ど うかア フターケア として

調査 し,報告する必要があ る｡

松 田 :組織助手制度 は事務官 と違 うとい うことで,共同利用 の運 用 に役 に立っ と患

う が -州 ｡

小川 :規模 が大 きいので, もっ と大 きい共 同利用 の為 の機 関が必 要 だろう｡

以上 4日の藩論

11月 5日?議論

井町 :昨夜 のイ ンフォー′マル ･ミ-テ ィノングでは,評議員人事 ,∵運営協議会 の問題

が議論され た｡

･評議員人事 に関 しては研究者 の側 の議論 に もとづ く所長案 が実現 しなかった｡

･中教審答 申路線に沿 って.管理運営 を少数 の人 とこ権限 をゆだね るとい うこ

とがな され ･共同研究 の面 で研 究者 の自主性 をっ らぬ くこ とが困報 にな ､り.か

けている｡

等 の ことをふまえ,高 エネル ギー研所長 に次 のよ うな要望 を出そ うとい うこと

になった｡

1.評議員人事 について の事実経過 の報告 を研究者 にす るこ と｡

2. このよ うなことに対す る所長 の責任 を明 らかにす るこ と｡

3･研 究者側 で作 った案 の 15人 の うち,文部省 やゝ ら発令 されなか った 1人

の発令 を早 くす るよ う所 長が努力す るこ と｡

4こ 運営協議会 の構成 ,候補 の人選 についての研究者 の 自主性が通 るよ う努

力す るべ きであること｡

管理 部長は入れ るべ きでない｡

田中_ :研究者 も新 しい型 の研 究所 だか ら,運用 をしっか りしよ.うと思 って寸､るが,

す る必要 を感 じて頑張 ってい るのだろ う-.

北大の大型計算 セ ンターで事務的 な仕事 をす る人 に,'共 同利用のことをわか

って もらうのに非常 に骨 お った｡高エネルギー研 で もその努 力 をするべきだ｡

高木 :高 エネルギー研 の部長 クラスは,過 に 2- 3度 しか筑波 に行 っていないち し

い｡それで事務が どうだ こ うだ･とい うことは言 えない｡部長 クラスに卒先 して

行 って_もらいたい｡
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校本 :素研 の管理職 の人に非常勤講師 を依頼 した ら,土曜 の午后か日曜 日しかでき

ない とい うことだ った｡制度上はできない に して も,週 2,3度 しか筑波 に行

ってお られない のな ら,実質的 にはやれるはず｡高 エネルギー研 の宣伝 の為 に

もや って もらいたい｡

小沼 :国立大で も管理職 は制度上 は土曜 の午後, 日曜 日に しかできないこ とにな っ

ているが,高二研 のはまた規則が違 う｡

並木 :大学院 の教育 に も従事 できるようにで きたのだ し,最初 にやろ うと思い努力

すれば大学並 にできるはずだ｡

田中 :核研所 長 に Formalに weekdayの講義 をして もらえた例 もある｡ ただ,そ

れ をす るには受 け入れ る大学 で も,講義 に出 かける側 で も,それがで きるため

の努力 をす る必要がす る｡

も必要 だろ うが, まとまって事にあたっていかない と解決は難 しい｡

並木 :高エネル ギー研究所 の法制の 目的条項 には, ｢国立大学 における学術研究 に

資す る為 の国立大学 の ･--･-I-･｣ とい う項 目があ る｡

こ うい う目的条項 は国立 大学附置共同利 用研や大型計算セ ンターにはなか っ

キもので,明 らかに,国,公私立大学研究者 間 の待遇 の差 を強めよ うとい う意

志 が人 らているよ うに思 われ る｡

次は生物物理研究所設立が 日程にあがってい ると聞いているので,今度 は高

エネ′レギー 研 の ようなこ とにならないよ うに物性 の方々の努力 をお願 い したい｡

等 の議論が あ り,研究部員会議 か ら,高 エネルギー研所長,高 エネルギー研準備委

員会 に申 し入れ を した方が よい とい うことにな った｡

以下の申 し入れ書 が採 決 された｡

高 エネル ギー物理学研究所所長 殿

高 エネルギー物 理学研究所準備委員会 御中

1971年 11月 5日

基 礎 物 理 学 研 究 所

研 究部員会議 ･議長団

第 54回基礎物 理学研究所研 究部員会議 (1971年 11月 )は,討議 の結果 ,高 エ
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ネ/レギー物理学研究所長 な らびに高 エネルギー物理学研究所準備委員会 に対 し,次 の

申 し入れ を行 な うことを釈定 しました｡

私共 は,かねてか ら基礎物理学 の健全な発展 を願い,努力 を続 けて参 りま した｡私

共 は,高 エネルギー物理学研究所の運営 に関 し,研究者 の意志 が無視 されるとい う,

既存 の大学附置共同利用研究所 では考 えることもできなかった, ゆゆ しき事態 が起 き

てい ることを見過す ことがで きません｡それは第二に, この研究所 が文部大臣所轄 の

共同利 用研究所 とい う新 しい体制の研究所 として発足するに際 し,関係研究者 と日本

学術会議は,既存 の大学附置共 同利用研究所 において行 ってきた全国 の関係研究者 の

総意に基いて自主的に運営す 畠とい う,共同利用研尭所 に必要不可欠の体制を維持 し

て行 くことを確認 してい るか らであ ります｡ さらに第二に,既存 の研究所及び今後 つ

くられ ようとしている研究所 の一部 には,高エネルギー物理学研究所 と同 じ型 の研究

所 を指 向 しているもの も出始 めていることか ら,この研究所 の運営 が我国にお ける今

後 の研究体制 のあ り方に極 めて大 きな影響 を与え ることになるか らであ ります｡

私共 の得た憶 りにお いて,今 回発令 され た研究所 の評議員 の選考 にあたっては,研

究者 の 自主性 の尊重 とい う一番基本的 な原則が守 られなか ったこ とが,明 らかであ り

ます｡即 ち,関係研究者 の討議 に基 いて所長が考 えた原案に従 っで, 日本学術会議 の

高エネルギー物理学研 究所評議員議 員候補推薦会嵩か ら推薦 された評諌員候補 の うち

一名が,文部大臣か ら発令 されなか っ孝 とい う事態が起 った-のであ ります｡文部省 は

評議員人事 に関す る研究者 の意志 にJ基 づ く所長 の案 を受け入れることを拒否 し,所長I

は,国会 の附帯決議に ももとるこのー不 当な干渉に屈 して,案の一部 を独断 で変更 した

と私共 は･聞いてお ります｡

政府 が,大学 にお ける人事権 を含む管準運営の研究教育か らの分離 と,その少数者

- の集 中と.い う内容 をもつ中央教育審議会の答 申 を実施に移そ うとしている今 日, こ

のよ うな事態 を放置す るな らば, この研究所 の将来 の正 しい発展 を危 うく+,卑ばか り＼､

が,他 の研究所に悪影響 を及 ぼ し,､ひいては大学 の自治 をさえ脅かす結果 を招来す る
～

おそれ があ ります｡

高 エネルギー物理学研究所 の事業 の遂行 あ実質的責任 を持 っべ き-運営協議会の構成

が 日程 にのぼ っている現在,評議員人事 における誤 りを正 し;運営協議会の構成 とそ

の人選 において研究者 の自主性 を･貫 くことは,是非 とも実現 されねばな りません｡

このような立場か ら私共は,共 同利用研究所 である高エネルギ⊥物理学研究所 々長

と高 エネルギー物理学研究所準備委員会 に対 して,下記の ことを要望いたします｡
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記

1) 評議員人事 についての事実経過,特 に文部省 との交渉 の経過 を関連分野 の全研究

者 に公開され ること｡

2) この経過 において所長 のとられた措置 にっいて の責任 を明確 に され ること｡

3) 所長 が撤 回 され たことによ って今回発令 され なかった評議員 の発令 を,一 日も早

く実現 させ るため,最大限の努力 をされ るこ と｡

4) 今後行 われ る運営協議員 の構成 と候補 の人選 においては,研究者 の意志 を完全 に

実現 させ ること｡ また,管理部長は,独立 して所長の諮 問に応 じる立場 にないので,

管理部長 を運営協議員に加 え るこ とは絶対に認 めない こ と｡

ll.基礎科学分野 にお ける若手研 究者 ,他 大学研究者の問題,未就職者 の増加 の問題

提案 ｢共 同利用研 究所 に "研究員制度 "を｣等

小林正 (提案説明) :1971年 の学会において就職 問題 に関す るworkinggroupが

一応発 足 し,科研費か ら実態.調査 のための費用 として 5万円を使用 できること

になった｡最初 の仕事 として,現在 の身分,生活条件,研究条件及 び就職難 に

対 して どの様 に考 えてい るか,等 を中心 に してア ンケー トを出 した｡ その対象

は素粒子 ･原子核理論専攻 の博士課程在席者,及び未就職者 である｡ (研究条

件 の良 くない と思われ る所 に就職 した人 々に対 して もアンケー トが出 され てい

る｡これ については近藤 氏 (佐賀大 )か ら報告があ るはずだ｡ )

アンケー トの回収率 は未就職者 38%(21人/55人 ),在職者 28%(49人

/ 189人 )となっている｡ ここでは未就職者 に対す るアンケー トの中から気付

いたこ とを主観的 に 2,3述べ る｡

i)4770の人が研究分野 を変 える事,会社に就職す ることもやむ を得ない と

考 えている事 に象徴 され ているよ うに (他 の人は職 さえあれば どこの大学-

でも行 くとい う人 々であ る｡ ), この分野 での動 きのとれない状態 にな って

いることであ る｡

ii)平均 3-3.5万円/月 をアルバイ トで稼 ぐため, 15-25時間/ 週 の時

間を要 し,そのためk.研究面 における流動性は著 しく奪 われてい る｡

iji)論文数の増加 (6070の人が博士課程修了後 1- 2年 の うちに平均 7編 の

論文 を書いてい る｡ )に もみ られ るよ うに,腰 を落着 けて論文 を書 くとい う

こ とが少 な くなって きてい る｡ このことはスタ ッフの固定化,流動性 の欠如

とあい まって研究面での硬直化 現象 をお こしている｡
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iv)研究,財政面 の硬 直化にいわゆ るオーバー ･ドクターの存在 は拍車 をかけ

てい る｡ (0･D･に対 して旅費等 の支給 を打 ち.切 る′とい う事態が一部大学生

で生 じている と聞いてい る｡ )
l
このよ うなア ンケー トの結果に もとづいて我 々の workinggro岬 では長期

.の 目標,当面 の目標 をあげ, (まだ羅列 にす ぎな く,理論的に出て来た もの

ではない｡ )それに対す る討論 を各大学 で行 って もらうべ く資料 として秋の

学会 で配布 した｡その中で

イ･ 白書作 りとそれに ともな う運動母体 の強化 ,.他 グループとの連携 ,署名

運 動 とし､った運動 にっいて の方針 の討論

ロ. 産 児制 限論,就職難 のもた ら̀す研究面 -の影響等に対す る考察

へ 定員政策 とそれにともな う教 養部,地方大学 の研究条件悪化 の周 題 ,中

教審路線 と大学院制度 の問題等 ,政府 に対す る政策 に関す る点 で理論的斗

争 の必要性 を喚起 してレ~､･る｡ ′

最後 にこ うしたルー トとは別に,就職難 とい う社会問題 を広 くマス コミ等

を通 して,社会 にア ピールす るこ一とも大切で ある■と思 う｡

松 田 :物性 関係 につレナては物性研究 にア ンケニ ト報告 が出ているので,参照 してい

ただきたい｡

西 島 :ア ンケー トの返事 がこないのは研 究条件 の良い人,悪い人 どちらが多いか｡

小林正 :どちらもあ るが･本当 に困 っ.てい る人 か らは回答 が来ていないよ うに思 わ

れ る｡

磯 :未就職者 の問題は,大学 院学生 を多 くかか えている者 に とって もしん どい間＼

題 だ｡昔 は助手 を採用す るときは,他所 の大学の出身者 もある程度 とる とい う

ことがあったが,最近 ∴ 自分 の所 の学生 をとるとい うことが 目立っ｡

,自分 の ところに も多 くの研究 者 をかか えているか ら, そ うな らざるを得 ない

面 もあ るのだろ うが, これが進 む と研究の硬 直化 を･きたすおそれ がある｡r

牧 L:こ■の問題 はは深刻な問題 で,若手丈 にまかせてお く性格 の もめではない｡実

際大学院 を指導 してい るス､タッフも動 く必要がある｡そ ういう運動 のなかで基

研 として もそれに協力 していきたい｡

宮原 :オー六一 ･ドクター問題 につい て 2つ のことをしてい く必要があると思 う｡

第 1は,現状分析 をし,多 くの人にわか って もらうこと｡

第 2は, これは大変な問題 であるとい う認識 は もちなが ら, "社会的 に

needsのない者 を大学が出 してい くことに問題 がある''とい うこ一主を′い
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う人が世 間にはかな りいる｡そ うい う人 にもわか って もらえ るように,

基礎研究 とは,社会 的 rleedsとは, とい うよ うな ことをつ める必要があ

る｡

山 田 :文部省 で も教養課程の教員 の不足 を認 めてい る｡大大学 の教養で も不足 だが,

他 大学 ではそれは facter 2位 きび しい｡ しか し国立大学 は地方大学 で も一応

設置基 準を満 しているとい うことで,文部省 か ら大蔵省 に予算要求 を して も-

放され る｡

概 して国立大 の概算要求 では学部,大学院 の拡充 に重点がおかれが ちだが,

少 くともしば らく,教 養部 の定員 を2倍 にせよ, とい うことを各大学 が一斉に

第一順位で出す ことをしては どうか｡

松 田 :これ は一 分野 の問題 としてはいけない｡山田さんの提 案 に賛成 だ｡

又,発展途上国 の留学生 を暖か く迎 える為の施設 を設 けることも必要だ｡そ

こには高度 の教育 をうけた人 を配置す る必要 もある｡

山田 ;学術会議総会 でそのことも議論 されたが.諸外国 のそ うい う制度 は必 ず しも

良い結果 を生んでいない｡発展途上国 の優秀 な人 を先進国に呼ぶ と居 ごこちが

よくな り,そこに とどまって しま うOむ しろ,そ うい う国で独 自に発展 できる

よう現地 に行 って援助する方 が よい とい う意見が強か った｡

永 田 :教養部拡充 についての山 田 さん の提案 は,重要な意味 を持 ってい る｡概算要

求 を作 るときも, えて して中教審答 申 を考 えに入れて通 りやす い もの を優先 し

がちだ｡ しか しそれでは,.一般教育 をっぶす方向 に行 って しま う｡教養部 をつ

ぶす とい うこ とは,専門大学化 を意味す る｡オーバー ･ドクター があふれてい

′ るのに,教養部 のように人 の必要な所 に呼べない とい う現状 を打 開す る必要が

ある｡

田中 :教養課程 の改善 とい うこ とは, どこの大学 で も大学改革の焦点 なのに,実際

の実施案には出てこないのは,委員 の頭 の中に定 員増 が難 しい とい うことがあ

るからだ と思 う｡

当面 の措置 として,教養部学生 のセ ミナーをオーバー ･ドクターの人 にや っ

て もらい手 当を出ノす ことは可能｡

山 田 :一番 困 って一いるキころは大学院 のな小 地方大学 だ｡それでは解 決 にな らない｡

宮原 :物理教育者 の絶対数 は足 りないのだ と思 う｡若手の問題 は単なる就職 問題 で

はな く,研究 を続 けたい とい う要求 が強い｡一 方,教育学部や地 方に出来る教

員養成大学 では,教員数 が非常 に少い と同時 に, そこの教員は教育 だ け してい
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れば よい とい うのが文部省 の方針 だ｡教養部について も,･教員数 を-ふやせ とい

うの と同時 に,研究で きるよ うにせ､よ, とい う要求 もしていかない と数 はふ え

て も研 究はで きない ことにな る｡

並木 :ヰ 教審案では,大学院大学,研究員 を区別 し,能率 よく研究 を進 める とい う

ことだが,′こ′れが文字通 り行 われ ると旧帝 大が研究院 にな り,地 方大学や私立

大学 の人は研究できな くな る｡

レ.､かなる所 で も研究でき,研 究者 の養成 もできるよ うになってい るべきだ｡

国大協 の案 も,研究院制度 については中教審 に似 てい る｡ D.C.のある大学 の

教養部 が よくなるだけ とい うのでは, ある意味では中教審路線 にのること.にな

る｡

中野藤 :教養部 充実 の要求 を初 究条 件 を保 障 した定員増 とい う形 です る とい うこと

l だ｡

牧 :問題 の緊急性か らみて,地 方大学の問題 を含 め,各研究者 が今 の議論 を うけ

とめて行 動 をお こすべき時 に きている と思 う｡ ー■

〔地方大学問題 〕

近藤~:若手か らの要請 もあ り,我 々の希 望 もあって,地方大学,公私立大学等 の閏

(提案管 主について ア ンケー ト調査 を行 ったが, ､

o 教養部,t私大の heavyduty(･大体 10hr/week)_

o 教官旅費 の不足

とい うことが強 く出てきた｡●くわ しくは素研 に投稿す る予定 だ｡

又,昨 日地方大学関係者 で集 って資料 4のよ うな捷案 をま とめた｡ と りあげ

松田 :具体的 な問題 として, Visitorとの関連 で非常勤 の実情 は ど うか｡

教官数 が少 く,よ り非常勤講師 を必 要 とす る地方大学 にそ の予算 が少 く∴大

大学 に多いのはおか しなこ とだ｡大大学 の予算がまわせないか｡

呼ぶ ときは, 自分でカバでで きない分 野 の講義 をしていただ くことに重点 をお

-く必要があ り,共同研究 の為 には とて も使 えない｡

池 田 :■地方 で一人孤立す る と､,.あるテーマの共同研究に と り.くんでいる間は積極的

にやれ るが,､それが一段落す 畠 と, しだい に研贋 か らはなれ てい く.地方 出張

型ア､トム型 とい うのは,そ うい う研究者がまた共 同研 究 のテーマ をみつけ,研

究計画提案 の糸 口をみつ けるとい うことに も役立っの一ではないか｡
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岩 田 :呼び型武者修業 も来年 の素粒子論懇談会 で,議論 して と りあげ る とよい と思

う｡

小沼 :Visitor制度 もと りあげて よい ものだ と思 う｡

主 旨が認め られれば,試験的 にや ってみ て,そ の結果か ら予算枠 を決 めれば

よい｡

牧 :今 のア トム型 は,予算 の枠 を決 めず に試 験的 には じめた もの が,経 験 を重 ね

てふ くらんで きた｡大 ざっぱな感 じで良 さそ うな ら始 めて具体例 を重 ね てみれ

ば よい｡

ア トム型 は 自分 の意志 で応募す るのが本来 だが,基研 に来ていて,途 中で他

の場所 に も行 かれ るとい うのな ら主旨にそ ってい る｡

ただ, ア トムの予算 の中でや るか,予算 をもっとふ くらませてや るか とい う

ことは,員等旅費全体 の枠 か ら考 えられねば ならない｡ Visitor制度 もよい例

があればは じめて よいが, は じめか ら枠 を作 る必要は ないのではないか｡ まづ

来年度 の計画 を出 して もらうとよい｡

近藤 :こ うい うこ とを始 める とい うこ とを周 知す る上で,枠 が あった方 が よい｡研

究会 に予算 が くわれ て しま うと困 る｡

山 田 :枠 を確 保 してい ただ きたい｡ 20万 円 とい うのは平均的研究会 の規模 とい う

ので出てきてい るが,金額 は部員会 で軟 めていた だきたい｡

宮原 :基研 でや るのが適 当 とい うことを前提 に して話 されてい るよ うに思 われ るが,

そ う簡単な問題 ではない｡ こ うい う制度 は必 要 だが,本 来基研 の仕事 とい うよ

り,学術会議 で勧告 してい る科学研究基金 のよ うな ものが カバ ーすべ きものだ

と思 う｡ どこか で緊急 にや られな ければ な らないが,当面.や る所 がないので,

つな ぎの もの と して基研 で, とい うこ とな らわか る｡

原 :このよ うな ものは,基研 を単な る金蔓 と考 え,非常勤講師料 の不足 を補 う為

に使 われ るのではないか｡

小沼 :確 かに基研 はお金 の channelではない し,そ うい う余裕 もない｡ しか し,地

方大学 の問題 は大変な状態 なので,基研 の事業 と して と り入れて も良い とい う

ことだ と思 う｡

大貫 :出張型 ア トムは,そ こにある芽 を育 て る為 に行 くのか,共 同研究 をす る為に

行 くのか,性 格 がは っき りし率い｡

山 田 :出張型 もア トムはア トムなので,出 か ける側 に 自主性 があ る｡ これ で地 方大

学 の本質的問題 が解決す るとは思 えないが,過渡的 な措置 としては役 に立つ｡
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井町 :基研 の研究会 に出席 した り,研究計画 を提案す るとい う研 究上の potential

が必要だが, duty が多 く,討論相手 もいない となればそれが保てな くなる｡

近藤 :あ くまで基研 の研究計画 に参加す ることを希望 してお り●, Visitor制度等の

棒 はあま り大きくならない とい う羊ユアンスで考えている｡呼び水的役割 を期

･待 している｡

大貫 :ア トム型は行 く人が主体 ;丁方地方大学 のことを考 える と出張型 ア トムは受

け入れ る方の主体性 が強 くな_り,.基研 車q),関係 がス ッキ リしない｡を号.しろ50

万円位科研奏でプール してまかな う方がよいのではないか｡

松田 :､.大貫捷案に賛成 ｡物性 で もそ うい う風に考 えていきたい｡/

小沼 :出張型 ア トムはや ってみ て重い と思 う｡

公募 のとき研究場所 を基 研 に限定せず,大学院 のない地 方大学に限るとい う

よ うな制限をづ けて募集す るとよい｡

Ⅴ■isitor制度 は 2月の研究部員会議 でもっと蕎 つめて後期 にやってみれば よ

い｡

近藤 :VisitPr制度 は夏休みに希望が多い と思 うので, 6月 には決 められ るように′

していただきたい｡

古市 (議長):出張型 ア トムは来年度 か ら試験的 にや ってみることに し, Visitor制

･度 については,次 回の研究部員会 議で もう⊥度検討 したいip

〔房究員制度 〕･

(趨 好 手 の捷雫 は･ オーバ ー ･カ タ｢問題 を地方 大学 ?問題 絹 磯枇 鮒 云
けて考 えるとい うこ とだ｡研究員制度 は中央に行 って研究す るのでな く,地方

-出て行 くことを考 えてい る｡基研で も援助 してほ しい｡ (資料 5参照 )

小沼 :短期研究員制度.は, これ までのア トム型研究員 と近藤捷 案に含 まLれる と考 え
∫

て よいか｡

金崎 :そ う考えるが, もっと積極的に現雇 のア トムの制度 を変 えても, と.りあげる

べ きであると言 ってい る｡■

小沼 :それ にはもっと現状分析 が必要,又,長期 は財源 の点 だけか ら言 って もむ り

だ｡

堀 :もしそ れが実行で きた と しても,基研がオーバ一 ･一ドクターの失業救済的な

機関になる危険があ る｡ そ うい う蕃図がな くて も事実上そ うなるか もし.れない｡

栓柳 :着手 の傾向 としてiま, オーバー ･ドクターになっても大大学に残 った方がよ.

い とい う人が多いよ うに思 う｡
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そ うい う中で地 方に積極 的に行 こ うとい う人 が出た ときには,援助 して もよ

い のでは ない か｡

益川 :地方大学 の activity を高 めな ければ な らない とい うこ とも正 しいが,それ

だ けが重大 問題ではない｡将来計画等放 ってお けない問題 がある｡

宮原 :この捷 案は, "共同利用研 "に とい う所 には本質的 な意味 はな く,若手 の研

究体制 が保証 され るべきだ とい うこ とだ と思 う｡学術会議 で も研 究員制度 を何

度 も勧告 している｡その よ うな場 で と りあげるべ きだ｡必要 な制度 で発足 がお

くれてい るな ら,まず ここで と りあげ ることはあって よいが｡

岩崎 :若手 をサポー トす る意見 を述べてみたい｡但 し, その場合 ｢･共同利用研 に｣

とい う点には問題 があると思 うが --- ｡

同 じよ うな研 究が多 く, volunteer的 な研究がない とい うこと等 が指摘 され

たが,我 々の年代 の ものは,素粒子 論及 び素粒子論 グルー プの年代 の重み を,

言葉 では うま く言いあ らわせない よ うな方法で感 じてい る事は確 かだ｡

又,地方-行 って新 開拓地 を開こ うとしても,一 人でや っているとどうしても

つぶれやすい｡

こうい う意 味で,研究員制度 にっいて も単年物取的 なもので もない し･ ただ

就職難 を解 消す る為 だけの ものでは ないと思 う｡本 来 の財源 は別 だ といって も,

こ うい うことができるのは現在共 同利用研 しかない とい うことを考 えると,代

りの ものを出 さない限 り,簡単に退 けるのは尚早 ではないか｡

安野 :基研 をささえる基盤 を忘れてはな らない｡それが今何 を望 んでい るか をいつ

も考 え るべ きだ｡地方大学 に とって今 の研究条件 は ギ リギ リの ところに きてい

る｡基研 は ドクター をもつ大大学 だけのものであって榛な らない｡

流動研究員制度 も,基研 でや っていた こ とを基礎 に しては じめ られ た ものの

よ うに思 う｡そ のことを評価 した上 で枠 を とれ｡

栗 山 :基礎科学羨興 5ケ年計画 はあるが,それがす ぐ実現 できる とは思 えない｡ 当

面 の対策が必要だ｡ オーバー ･ドクター対策 と して,学虎 の奨励研究員 の枠 を
l

ふ やせ とい うのでは,大大学 中心 の風潮 を助長す るこ とにな り, 中教審路 線 に

くみ こまれ るおそれがあ る｡ただ し形丈みた所 では長期 は疑 問だ｡

栓柳 :基研 にすべてお しつ ける気 はないが,長期型 がサポー トで きる ものであるか

ど うかの議論 をしてほ しい｡

山 田 :基研 の研究計画 のや り方 を変 えて,これにせよとい うことか｡ 又は, これ もや

れ とい うこ と･か｡学坂 の奨励研 究員 になっている人は, ほ とん ど大 大学 で研究
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している｡地方大学 を研究場所 にするとい うことで学坂に申請 したことがある

の か ｡

牧 :一度 の議論 で, こうい う周 題 に結論 を出すのは無理だ｡

古市 (議長):今回はこれで うちき り,次の研究部員会議 までにもっと問題点 をにつ

め･, また議論 したい｡

12.シ ンポ ジ ウム 基礎物ヨ塾 学の将来 第 4回

基研.の長期研究計画 の一つ と､して長年続 いてい る ｢素粒子の模型 と構造｣′の研究

について,牧氏の話があ り,議論 があった｡詳細 な記録 は素粒子論研究,物性研究

に掲載 の予定｡

13.計算費について (科研費 ｢一般研究 B｣で計算費 を申請することにづいて )

玉垣 :核理論では多量 の数値計算 を必要 とす る研究が多 く,大学 の経常的経費です
(軽案説明)

べての計算 をまかな うのが困難な状況にあ り∴従来共同利用研 あ計算費にかな

●り依存 してきた｡ しか し共同利用研 の校費 も年々逼迫の傾向にある｡

そこでこの歌 の素粒子論懇談会で,計算費 を主 とす る科研費班の要望が坪理

論研究者 から出された｡総合研究 仏)と一般研究 の双方の可能性が討施 され,

具体的 なことは,科研費班代表者 と科研費係にまかされた...検討の結果,-痕研

究 の場合で も共同利用研の性格 を活用すれば,-大学 に閉 じない共同利用 の可

能性にある産度 の見通 しを得た ので, ｢一般研究 B｣の計画 として基研か ら申

請す ることを考 えている｡

臥 基研?概算要求 に約 500万円の計算費 を要求 しているが, これ厄 ,概

算要求が通 るまでの措置だ と考 えている｡ `

宮原 .･共 同利用に使 うのな ら総合Aの方が趣 旨定そ っている｡一般 Bにされたのは,

通 りやす さを考え られたのだろ うか｡一般 Bは一般的 に地方大学優先的考 えが

あるのや 中丸 しか も共同利用研 とい うのではむ しろ通 りに くいのではない

か｡

田中 .･一般研究 で厄 他大学の学生が使 えるかどうか疑問だ し,科研費 は使 える期間

が短かい等,使 い方q)問題 があるのではないかこ

玉垣 :京大の事務 の話で は,大学院生 は指導教官庖基研_の非常勤研究員に発令すれ

､ば,使 えるとい うことだ｡性格的には総合 Aだが,我々が現在 うけてい′る終合

Aの数からみて計算費までは無理だ と考えた｡また各大学から一般研究 C.D.
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で計算費 を申請 して も殆ん ど採 用 されないのが実状 である｡

久保 :一般 Bはあ くまで Project的 な ものな ので, しっか りした研究計画 をたてる

必要が ある｡む しろこれ くらい の額 なら共同利用校費 Q)+増額 を強 く要求す るべ

きだ｡

位 田 :科研費に比べ,我々に一番使 いやすい経常費の伸びが低い とい うことは問題

なので,それ に抗 して共 同利用校費 の増額要求を強 く出す ことは大事 なことだ

と思 う｡ '

牧 :その要求は してい くつ も りだが∴当面 の措置 としては科研費の要求 も出 して

いきたい｡

玉垣 :具体的な ことは,科研 費係 で もっとつ めたい｡

以 上

文責 研究部員会議議長団

■
､､

資 料

1･ 共同利用研究所長懇談会連絡会議事要 旨

2.外国人研究員 に関す る実態調査 (第 1次草案 )

3.昭和 46年度第 2回小額 計算費応募一覧

4.提 案 ｢地方大学の研究条件 の改善 にっ いて｣

5.提 案 ｢共同利用研究所 に "研究員制度 を"｣
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第 55回基 研運 営 委 員 会議事録

1971年 11月 6日

於 .､基研 コロキ クム室

議 長 牧 二郎

出席者 湯川秀樹, 田中 -,久保亮五,山口嘉夫,中嶋貞雄 ,大貫義郎,

小川修三,森 肇,小林 稔,井上 健,,碓井恒丸,高木修二.

稔 田博嗣,玉垣良三,位 田正邦 .

欠席者 桧原武生

議 題 1) 第 54回研究 部員会議 の報告 と承認

2) 所長尚題

3) 所員募集 について

-4) 昭和 4_6年度後期 ア トム型研究員決定

1.第 54回研究部員会議 の報告 と承認

所 長から報告が行 なわれ,以下 のよ うな補足意見 が出 されて承認 された｡

o外 人招静 について

牧 :長斯 ,旅費付 ? もの と,従 来 の基研の枠の ように短期 セ flexible な もn-の

両方 あ るのが理想 だが,文部省 は短期 には学顔 のものがあろとい う｡ しか し学

振 の ものは年 に 1度 しか応募 で きず, 1ケ月滞在 の人 に庄使 えない,等 で本質

.的にこ となった もの七 ある｡

久保 :文部省 は似 た ものが 2つ あるの-をきらうとい うことはあるが･ 事0ケ月 もの

長期 のものは少 くとも2年間 の準備期 間が必 要 だ し,短期 の ものは臨機応変 に
I

使 えることが必要｡使 い方が違 うのだか ら,いっしょにす るのは困る｡ ､

田中 :特 に短期 の ものは研究所に予算 をつヴ ることが必要 だ｡､

久保 :他 の研 究所 で も基研 のよ うな もの坤 乏しい とい うのお ら,そ うい う要求 をし

･ていたのか.･ .

牧 .:各研究所 とも概算要求等でそ うい うや り方 で実現 を望 んでいたのにたい し,

文部省 が新 しい型 に して しま った｡

田中 :山形 大学,岩手 大学 が共 同で教育 に使 う計算 セ ンター を要求 してい,だのに,

文部省 がデー タ, ステーシ ョンの計画 に切 り換 えて しまっ､た とい う例 もある｡
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資 料

こうい う先導試行型のや り方 を許すのは,一つ には大学 か ら出てい る概算 要

求 に計画が十分ね られて いない も′のがあることにも一因がある｡

牧 :文部省 の外人予算 も招聴計画 の順位 を研究所 側 で話 し合 うことができるよ う

になすた,今後 は基研的 な方式 のものが認 め られ るよ う努力 していかねばな ら

ない｡

o基研 の充実計画

牧 :概算 要求で長期 ,短期 研究員 と客員部門の両方 を要求 しているが,前者 は分

野 を限定せず公募 し,客員部門は基研 の固有部 門でカバーできない分野 につい

て来ていただ くとい うイ メージを持 ってい る｡

栓 田 :客員部門教授,助教授 が国立 大学在籍に よる併任 でない といけない とい うの
t

は不合理 だ と思 う｡

田中 :原子力委員等 ,行政 委員会 の委員は国家公務員 に発令 され ている｡

高木 :政府 の見解 は,任用 の場合,他 に どうい う肩書 きを持 っているかにかかわ ら

ず国家公務員に発令 できるが,併任だ と,現に国家公務員 の者に しか兼任 させ

られない とい うことらしい｡

湯川 :サバテ ィカルの制度 が 日本 で もできるとよい｡それ で少 しはカバ ーで きるだ

ろ う｡

碓井 :プラズマ研究所 の客員部 門をみている と,客員研究員 を出す側 に問題 がある

よ うだ｡根拠地 の大学 の duty が手放せな くフルに出ていけない｡

久保 :大学院学生 の指導,生活 の根拠 をうつす こと等 に よる問題 もある｡

田中 :充実計画 の主 旨は

1. 設立 当初 の計画 がまだ完成 していない｡

2. 第 2期 の計画 を考 える時期 にきてい る｡

3.基研の理想像を あ らためて追求す る｡

の 3つ の うちどれか｡

また部門増 を考 えて い るのは,部門に対 す る研究費増 よ り部門増 の方 が可能

性 が高 いとい うことを考慮 しているのか､｡

牧 :みんなmix してい る｡

ある程度現実的問題 を考 えた上での理想論 を考 えている｡

田中 :基研 の計画はそ の水 準 の高 さを示すよ うな ものであるべ きで,水 増 はさけた

方 がよい｡

湯川 :完全 な理想 に しばれれ ば よいが,実際 には実現 しやすい ものか ら考 えた り,
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第 55回運営委員会議事録

い ろいろの可能性 を検討 しなければ ならない｡

田中 :裏 づけをしっか りし,現実論 にせ よ,理想論 にせ よ厚み のあ るものに しない

と先導試行 の横行 を許す ことになる｡

牧 :固有部門.7部門,客員部 門 5-6部門 とい うのは説得力 の もてる up上)erl卜

mit だと考 えたが,広い観点か ら検討 していただいてよ く練 る必要がある｡

田中 :研究部員会議では っき り言われ なかったが,固有 7部門 となる と,研究部員

会 議の構成員 が研究部員 よ り所 内の人の方 が多 くな り質的 な変化 をきたす, と

い うニュア ンスの発言 があ った よ うに思 う｡充実計画 の立案 には, むしろ所外

意見 の方に積極的 に参加 していただいた方が よい｡

牧 :その ように進 めていきたい｡
′

o基礎 科学分野 にお ける若手研究者,地方大学研究者 の問題

久保 :5-月 の理学部長会議で育英会 の奨学金の返還 につ いて 一

〇技官 (教務職員 )を免 除職 に加 えてほ しい｡

o猶予期 間を 1年か ら3年に延長 してほ しい｡

?大学の非常勤講師 を返還猶予期 間に入れてほ しい｡

とい う要望 を文部省 と日本 育英会 に出 した｡

育英会 の理事長 は趣 旨がわか った ので, できるだけ努力 す るとい うことだっ

た｡文部省 も趣 旨はわか った とい っている｡

栓 田 :出撃型 ア トム型 の募集方法や選考 の方法 にっいて具体的 に洗 めてお く方がよ

い のではないか｡ ア トムだか ら研 究計画 ではな く人 を選考す るだけとい うこと

では問題 がある｡

碓井 :濁 在 のモ レ̀キュールはかな りProject的な研究 だという ことになっているが,

そ の解釈 を広げて ｢出張型 ア トム｣はある準 のモ レキュール として研究部員会 /

議 で選考 し美 方が よいので はないか｡

牧 :ヰ 央の大学で博士号 をと云て地方二就職 した人が ,以前の共同研究者 と一緒

に仕事 をす るのに使 われ る とい うのが一つ の例 と､して考 えられる｡

大貫 :そ の場合 な ら武者修業骨 が使 え る｡-共同研究のグループができる夢前 のこと

だ と思 うが,それな ら長 くない とだめだ｡

山fr:受入れ先 の了解 をとって応募 して もらうことにな る｡/

大貫 :ア トム型研究員 には報告 して もら う義務 がないが,地方に行 く場合 もそれ で

よいか｡

牧 ･ :基研 に滞在す るア トム型 で も,有職者 吐談話会 で,院生 は グ)/i,-プのセ ミナ
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- で話 して もら うことに してい る｡

基研 に滞在す るア トムは運営 委員会 で選 考 し,それ以外､は研究部員会 議 で選

考 しては ど うか｡試験的 にや ってみて捷案 趣 旨にそわ ない結果 にな った らや め

る｡

山口 :試験的 にや るのであれば,何 らかの方法 で結果 を調べなければな らない｡

森 :現在 で も出身大学 と就職 先の地 方大学 との交流 は何 らかの形 でや られて いる

が.それ では出身大学 と地 方大学 の系列化 がお こ りゃす いので基研 のよ うな所

を通す のは意味 がある｡

田中 :それ を防 ぐ為 には･ Projectを研究部員会革で十分検討す るのでない と意義

がない｡

牧 :近藤 提案は 自由にやれ る とい うことが必要 らしい｡

ため しにや るのは基研 で,良い成果 があがれば定着す るのは科研費 で とい う

･ ことにすればよい｡

高木 :地方大学 の研究条件 を救 え, とい うのは基研 の趣 旨 とあわない｡新 しい芽 を

さが して積極的 に と りあげ育つ よ う努力 す るために,大大学 は大体 わか ってい＼

るか ら地方 との Contactをもって独 自の研究 をと りあげ よ, とい うのな らわか

る｡

しか し,かえ って大研究室でや られてい る流行 が持 ち込 まれ水平化, 中央集

権化 がお こるとも考 え られ る｡

牧 :研究部員会議 のつめが足 りな かっ･たが, ため しにや ることは決 った ので,研

究部員会議 で一般的 な枠 の議論 を した上 で選考 したい｡

2.所長 問題

(1)所長の任期 が現在規定 の上 で 4年間 となってい るの を 2年 に変 え るか ど うか｡

t'2) 来年 4月 か らの所長選考 の問題 について研究部員会 議 の討論 を参考 に して検討

した結果

(1)については 2年 にす ることに運営委員会 として異議 がない とい うことにな った｡

(2)については今 回選考 を行 な うことにな りA案に沿 って,単記無記 名,単純過 半

数 で投票 の結果

牧 12票

栓田 2票

白票 1票
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で牧氏に決定 した｡

∴但 し,任期制 と̀の関坪 も奉るので,-所長任期 の途中で･同氏 が他 の研究機関

に移 る場合 はその時点で所長 を辞任 しうるものとす る｡

3.所員補充について

武野正三氏 の転 出 のポス ト(助教授 )について

専門分野 広い意味 の物性論 (生物物理等は除外 されない｡ )

任 期 5≒2年

や公募することにな った｡

4‥昭和 46年度 後期 ア トム型研究員選考

以下の方 々が認 め られ た｡
滞在時期 (本人の希望)

長谷川正孝 _(東北大 理 ) 1/20-2/20

不規則系 の電子状態

永 井 克 彦 (東大 教養 D3)L ､2/10-3/10

液体ヘ リウム中一のロ トンの構造等

川 島 博 光 (立大 理 D2) 2月

ReggeCutの現象論

全 一 束 .(近畿大 ) 1♭/1-2/29

6Liの deformedclustermodel

.(米3ケ月定期代金 のみ )

申 脇 雄 治 (阪大 理 D●3)

Protoncompton,散乱振巾の fixedpoleについて

矢 崎 茂 禾 (東 大 教華 Dt2ト 12/1-V 31

ihtlusivereac.tionの一般的な考察

太 田 浩 一 (東大 教養 D3) 1月-～ 3月
/

原子核分裂 について

高 木 伸 (東 大 琴 ~Dl) 11/15-12/31

液体 ヘ リウムの超流動性 の微視的理論にらいて

(米米予算はつけないが,研究場所,宿舎等は利用できる)
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1ケ月
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1ケ月

以 上
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資料 1

共同利用研究所懇談会連絡会議事要旨

日 時 昭和 46年 10月 30日(土 )午後 1時か ら5時 まで

場 所 京都大学数理解析研究所会議室

出席者 岡, 岡村 ,角戸,近藤 ,坂井,管,鈴木, 八田,伏 見,敬,奈須 ､

吉田各所長

議 事

1.外国人研 究員招聴 計画につ いて

鈴木所長 よ り,文部省 と連絡 の結果,本年度 において決定 を見 た招聴音十画 は,基

礎研分 をのぞ き

宇宙航空研究所 昭和 47年 1月 - 昭和 47年 6月

物 性 研 究 所 昭和 47年 1月 - 昭和 47年 6月

プラズマ研究所 昭和 47年 4月 - 昭和 47年 7月

原 子 炉 実 験 所 昭､和 47年 1月 - 昭和 47年 3月

の計 4名であることが報告 され,確認 された｡文部省 としては,来年度 については

11月半ば までに本年 3月に出 され た大学学術局長 よ りの照会 と同様 な形式 で通知

をす るが,本年度 の実績 にかんがみて来年度 も,す くな くとも 4名分は実現 で きる

であろ う｡本 年度分 に関 しては･ このままで行 けば年度 末 までに 300万円ほどの

余裕 が見込 まれ るが, あまれば大蔵省にかえす ことになろ う｡等 の見通 しが報告 さ

れ た｡

各研究所 よ り,来年度又 はそれ以降 の計画 が報告 され, また本割安運用 に関す る

種 々の希望意見が 表明 され議論 された｡基礎研 よ り,同研究所 の過去 (昭和 33年

度-昭和 45年度 )の実態調査 の資料 が配布,説明 され.来年度以降においても本

年度 と同様な措 置 によって実績 をあげたい との希望 が表明 され,他研究所 か らも全

体的見地か らこれ を支持す ることに見解 が一致 した｡ また･,年度 内の計画 を実施す

るにあたって生 じた余裕分は.極 力弾力的に消化 すべきであ り, このための適 当な

方式 を今後考 え合 って行 くが, さしあた り本年度分 (前記約 3 0 0万円 )について

は各研究所独 自に文部省 と折衝す ることに した｡

今後 の計画 の進 め方に関 しては,計画 を出 し合 った うえ,世話人 (研究所 )に調

整後 を引 き受 け願 って順位等 をきめるのが適 当であ る旨に見解 が一致 し,本年度 な

らびに来年度 については,物性研 (鈴木所長 )がこれにあたることにな った｡協議
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共同利用研究所懇談会連絡会議事要旨

の結果.来年度 の計画 に関 しては,

原子核研究所 (3ケ月- 10ケ月 ) 1名

海 洋 研 究 所. _~同 上

アジア ･アフリカ言語文化研究所 ー 同 上

たんぱ く質研究所 同 上

を第 1順位 を考 えること,基礎研 の計画 は,経過措置 として,なお当分 U?間継続 さ

せ ることに?いて,意見の一致 をみ た｡ なお,昭和 48年度分について霊長類研 な

らび古手数理解析研 の計画 を諒承 したほか, あと2名程度 は きめておいて も よい の

ではなlいか｡また複数 研究所 の共同招碑 の事例 もあってよい等の意見が出された｡

2.定員 削減問題

坂井所長 よ り,定早削減 に関する文部省示達~(東大 に対す るもの )の概要が報告
r

され,種々の意見が交換 された｡原子核研究所 よ り非常勤職員の貸金 の増加率 が積

算校費 のそれ を大巾 に上廻 っているため,研究費- の しわ寄せが危機的状況 に近 づ

きつつあることを示す資料が紹介 され た｡ この廟向 は同研究所 のみな らず,定貞 の

不足 と積算校費の不足 によって普遍的 に生 じてい る深刻 な問題 ゼある｡ なお.,共向

利用研究所 の本来の使 命である,共同研究事業 隼ついても,′共同研究費の増加率 が

積算校 費の増加率 を下廻 っているのみならず, ます ます浩劉 こな りつ?ある共 同研

究 を運営 してゆ くための職員 の定員が据 え置かれ ている点 もあわせて使命遂行上に

支障 をきた しつつあるのである｡示達 の行 なわれ 牢現時 点で考 えるとき,共同利用

研究所全体 として.最 もさし迫 った要求 として

(1) 積算校費 の大巾な増感

(2) 共 同利用研究費 の大巾な増感

(3) 事務系,技術系職員の大巾な増 員

を早急に実現 しなければなうない と判断 され る｡ したが って, この 2点 を共同利用

研究所全体 の一致 した要望事項 として格段 の善処方 を関係当局に折衝す ることに見

解 が一致 した｡

3. その他 .

(1) 客員部 門なレ斗 客員制度 について

この問題 は,第 1回連絡会 において話層 とな り,引続 いて検討す ること吟,なっ

ていた ものであるが,今 回は時間的笹 十分の余裕 な く,第 1回連絡会 で出 された
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資料 1

問題点 を再確認す るにとどまった｡それ を要約する と :

共同利用研 にかざらず,広 く大学等 の研究機関において研究面の交流 を活発に

することは,最近 ますます重要視 されつつ あるが,典型的かつ普遍的な形 で, こ

れ′を実現 しうるのは共同利用研究所 であろ うと考 えられ る｡すなわち現に共同利

用研究所 につ けられている研究員等校費の枠 は,主 として短期間の研究集会や施

設 の共同利用 のために用い られているが,反面,半年ない し1年間程度客員 とし

て滞在 して研究協力の実 を挙げ る可能性 を保障するのには別枠 の予算措置その他

(建物面積等 )を必要 とす る｡

この-つ の形は,いわ晩る客員部門 (プラズマ研等の例 )ゼあろ うが,部門 と

するか よ り異 なる形 を考 えるかは別 として,一般的な意味 で客員研究者 の招碑 を

本格的に実現 しうる何 らかの客員制度 を構想す ることが必要であると考 える｡学

術振興会 の流動研究員制度 と或 る程度共通 した要素 をもっが,研究所側にこのよ

うな制度 があ り,予算その他 の裏付けをもっていることは,積極的 な意味 のある

ことであろ う｡

これ をめ ぐって種々討論 され たが,引 き続 き今後慎重に検討すべ き話題 とする

こととな った｡

(2) 第 12回共同利用研究所長懇談会 の日産 にっいて

昭和 47年 4月 13, 14日 (於 京都大学霊長類研究所 )に決定 した｡

以 上

資料 2

外国人研究員 に関す る実態調査

(第 一 次 草 案)

197､1年 7月

京大基礎物理学研究所

lc 喧しがき

本研究所 は昭和 33年度 (1958年度 )よ り,外国人研究員 の滞在費 と して

｢傭外国人教員,の形で予算配当を うけ,以来昭和 45年度 (1970年度 )まで,

毎年多数 の外国人研究者 が来訪,滞在 し学術 の国際交流 について多大 の成 果を挙げ

てきた｡以下 に,■本研究所 の資料に もとづいてこれ までの実態 を整理 し,今後 のた
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外国人研究員に関する実態調査

めの参考資料 としたい｡

2.昭和 33年度 より昭和 45年度 までの通年実績 ′

ここにかかげた表 (第 1表 )は昭和 33年度 よ り昭和 45年度 までの,各年草 に

お ける傭外 国人教 員の枠 による滞在研究者数の推移 を示 したものである｡下欄 の

(その但 )とは,この予算以外 の財源 (主として先方持 ちの滞在費 )に よって凍 訪

した研 究者 の数 であ り,数 日間の例 が多い｡表中にある数字が昭和 36年度 よ り急

増 してい るのは,昭和 33年度 よ り35年度 まで本制度 の予算 が 5号捧相当′6ケ月

間 を 1名分 の積算 であったのにたい し, 36年度 よ りこれが 2名分に増加 したため

である｡

第 1表

年産 (昭和) 33..34.35 36 37.38 39 p40 ■41..42 43 44 45 l計-

本表 の示 すごとく,当研究所 においては,●過去 13ケ年間にほぼ 200名近 い外

国人研究者 と接触 ･交流する機会 を持 ち得たが,その うちの半数 以上は この予算 に

負 うものであった｡ また,昭和 3 6年度以降について見れば,各年度平均 9名以上

(9.3名 )･が.毎年本研究所′に滞在 し,兵 同研究や研究情報交換 の機会 を持 った こと

に な る･｡

3.過去 5年蘭の滞在実績 の分析

以上 の結果 の詳細 を, さらに過去 5ケ年間 (昭和 41年軍 よ り昭和 45年度 まで)

について調査すれば, まず

(i)滞在期 間加分布

につ いて,次表 を得 る｡

第 2表
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資料 2

ただ し,二つ の年度 にまたがる滞在者は 1名 と数 えた｡

yこの表に示す よ うに,滞在期 間は 1ケ月の場合 が圧倒的 に多 く,全体 (44名 )

の中で ほぼ 80%を占めてい る｡原資料 に よれば, 3ケ月 あるいは 6ケ月の滞在は

比較 的若 い (博士 号取得後 の )研究者 の場合 に多い｡なお 0.5ケ月の滞在は,本制

度 のこれ までの運用慣行 によ り年度末 の契約 に限 ってこれ がみ とめ られてい る場合

に該当する｡次に

(ii)年令別分布

を,同様 に過去 5ヶ年 について調査 した ものが,第 3表 である｡

･第 3表

年令 (来所当時) 20- 29才 30.-39才 40- 49才 50.- 59才.60才以上

すなわ ち.滞在者 の年令は比較的若 く, 30才台が首位 を占め, 4 0才台がこれに

続いている｡これ は,本研究所 を訪れ る外国人 が当該分野 の第 一線 で最 も活発に研

究 を進 めてい る研究者 を中心 に してい るこ とを意味 してい るO ちなみに,年令別に

見 たこの傾 向は.昭和 33年度 よ り通算 した集 計 を行 な って もかわ らない｡最後 に

(iii)滞在費 の国籍別分布

に関 して, これ を第 4表 にまとめた｡第 4表

計

(栄) オーストリア,オランダ,チェコ,中華民国,デンマーク,フランス,モナコ各 1名

研 究機 関 を国別 に分類すれば,ややこれ と相異す る結果 とな る｡ また, この制度以

外 の財 源 による来訪,滞在者 (第 1表における (その他 )欄 の人数 )の国別分布 は

本表 と相 当に差異 がある｡ これ は,国毎に外国滞在 のための制度や慣 習が異 なるた

めである (た とえば フランスか らの場合 は滞在費は先方政 府の負担 である )｡

4.補足 とむすび

この制度の運用上 の最大 の特色 は,各年度 における招待 研究者 を,当研究所 の運

営委員会,研究部員会議など を通 して全国 の関係研究者 の意向に沿 って,かつ各年
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外国人研究員に関する実態調査

度 の夫 々の条件に応 じて機動的,流働 的に進めて きた点にあ り, これが交流 を効果

あ らしめている重要な要因である｡ し.たが?て, 1ケ月又はそれ以上滞在す る外国

人研究者は,本邦滞在期 間中,単に当研究所 にお いて研究交流 を行なうに とどまら-

ず,当該分野に関係 の揮 い他大学 の研究室 を訪問 し~た り,学会的会合に出席す るな

ど,当研究所に関連 ある全国研究者 と接触 を深 めているのが通例 である｡ このこと

は,-当研究所がこの制度 の運用 によって研究の国際交流 の窓 口として 長年にわた っ

て重 要な役割を果 して来 たことを意味 し,共同利用研究所 の性格 に適合 した機能 が

この制度によ･って裏付 け られて きたことを示 している｡ また第 2表に示 したように

1ケ月 を滞在期間 とす る場合 が非常に多いのは,来訪者側 の諸条件から見て 2ケ月

又 はそれ以上の滞在に峠無理 をとも長い,最 も効果的な交流 の一つの形態 がここに

あらわれていると判断 してよい｡

もちろん,この制度 自体 は決 して十分なもの とは言えないにしても,当研究所 で

行 なわれてきたこれ ま-での実績 は是非今後 とも継 承発展 され るべ きものであ り, こ

の点 について国内 ･国外 の研究者か ら広 く支持 され期待 されているものであること

を附記 しておきたい｡

(附 記 ) ＼

本草案は, さ しあた り予備的 な分析 に限 ってのづたが,交流実績 のより立入 った

検討 をまとめた上で,各 方面よ り厳正な評価 を仰 ぎ得 るものにす る予定である｡

資料 3

昭和 46年率 第 2回小額計算費応募者 リス ト

韓 名 所 卑- .軒 究 題 .B 受付日 麻 考

-1 北 山 京大 ､理 加水分解酵素 a,:fhymotrypsiT1.の活性部位に挙げる-chargeTelays立asteTnのSCF計算 ･9/i

2 遠 藤 - 太 広大 理 多重発生断面積のモンテカナレロ法iこよる計算 9′ 1

3 西 山 賢.- 九木 理 ＼生物~.非線型現象としてg)生体運動の研究 ?/.i

･4 中 村 文 彦 広大 理 Hadronの準 2体敢舌L,tDipTBump 9/2 辞 退
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資料 3

氏 名 所 鹿 研 究 葛 目 . 受付 日 備 考

5 田 中 靖 夫 葵城大 教育 脈動星と質量放出について 9/3

6 辰 己. 武 京大 理 化 ComputerSimulationによる 9//3

宣 永 健 治 FerroTAntiferro 合金の磁気的

小田垣 孝 性質の研究

7 長 井 達 三 ~九大 理 強磁場中に於けるエキシトニック相 9/4 締切後

8.郷 信 広 九大 理■ (pro-pro-Gly)nにおけるコンフ ォメーシ ョン変化の統計力学的研究 9/8 ′′
9 寺 倉 清 之 阪大 理 鉄中の非遷移金属不純物の電子状態 9/8 ′′

金森 順次郎 の研究

10 斎 藤 信 孝 早大 理工 -Votlterraの力学系のエルゴ- ド仮 9/ll ′′
相 沢 洋 二 応物 定に関する研究

資料 4

提案 ｢地方大学の研究条件の改善について｣

Ⅰ 基研 で行 う(今回の部員会 である程度 の結論 を出 していただきたい )

イ) 出張型 ア トム

現在 ア トム型研究員 の滞在先 は基研 となっているが,そのうち一定 の割合 まで

を, ｢博士課程大学院 の無 い,地方にある研究単位｣に滞在す ることも可 とする｡

い 支給 され るお金,期間は現行 ア トムと同 じとす る｡

iD 申請 は行 く側 と受 け入れ側の両方か ら行な う｡

説 明

地 方の小人数 の機関では 日常的 な討論 の相手や共同研究者 を得 るこ とが困難

な場合 が多 く,又それ らを求 めて他-出張 しように も duty で身動 き出来ない

case が数多 くある｡従 って地方の機関に来て もらって,そ こで討論 や共 同研

究 を進 める機会 をつ くるものであ る｡
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｢地方大学の研究条件の改善について｣

ロ) visitor制 度

研 究 者 を対 象 と した講 義 を中心 にJ討 論 を行 う人 が地 方 の研 究 単位 に行 く｡

i) 期 間 ≦ 1週 間

ii) 旅 費 +宿 坤 費 + 日当 +謝金 を基 研 か ら支 給 す る｡

第 1回月 の予 算 と して は

4万 × ラ人 = 2% 円 の ワ ク をつ くる｡

iii) 申請は Visitorの了解 を と り受 け入 れ側 が行 う｡

iv)優先順位

1. 大学院の無い地方の研究単位

2.修士課程大学院 のみがある地方大学

説 明

D.C.大学院 のある大学では非常 勤講 師 を上手に利用す ることや コロキュウ

ム をす るな ど,かな り耳学問 をす ることが出来 るが地方の小 さな研究単位に於

てはそれ も困難 やある｡

又 ある分野 の仕事 を始 めたい と思 って-もその分野の全体像 や話題 を知 ること

がむずかしい｡その事態の改善 の一助 として考 えたもd)である｡

∬ 部員会 をは じめ各地で討論 していただきたい もの

1. イ) Slm e′rseminorを共同研 で開 く,

ロ､)地方 グループで地域セ ミナーを開き,それ を科研費又 は共同研で援助す る｡

2. D.C.コース大学院生がD.C.大学院 の無い研究単位 に行 く｡

3. イ) 地 方に居 る研究者がある人 の話 を聞きたい,又は議論 したい と思 った時.

呼ぶ側が主体 とな り申請す る制度

(イメージとしてお金,期間は現在の武者修業 と同程度 の もの｡出 どころ

牲科研費 )

ロ) 大型計算セ ンターの端末局 を地方大学 にセ ンターの費用で設置す る｡

ノ､) 学坂 の流動研究費 の受入れ鹿 を小 さな機関 とす るもあを一定 の枠内で保障

す る｡

4. そ の他良い ideaがあ りま した らお教 え下 さい-｡
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資料 5

共同利用研究所に"研究員制度 "を要求する提案

(若手 三者 )

く提案理 由>

現在 の政府与党 の文教政策 の中で,基礎科学研究は多 くの困難 に直面 し,再び大 き

な曲 り角に立た されている｡

今,研究者 には,一方 では 日本 に於 ける基礎科学 の振興 をいかな る立場か ら行 うか,

とい う姿勢が問われ,他 方では現実 の問題 を解決 してい く事が必要 になって きている

よ うに思われ る｡

いわゆる ｢地方大学｣の問題 が叫ばれて久 しいが,研究者数 の増 加に伴い,地方大

学,私立大学 には多 くの研究者 がお り,今後 この傾向はます ます強まるであろ う｡こ

れ らの人々は基礎科学研究の大 きな部分 を占めていた人 々であるが,一人一人が孤立

化せ ざるを得 ない ｢地方大学 ｣においては,その研究条件 は劣悪で あ り,個人的な研

究 -の情熱 によって研究 を続 けている場合 が少 な くない｡ ｢地方大学｣における研究

条件 は,研究費 の少なさ,地理的条件 の悪 さ, あるいは共 同研究者 の不足な ど,物質,

人材両面にわた って貧困 を極 めてい るが, これ らの状 況 を改善す る為の努力 は,今 日

まで ｢地方大学｣にいる研究者 の個人的努力 にのみ委ね られて きた嫌 いがある｡

又･若手研究者 をと りま く状況 は･ D･C･卒業以降,研究 を持続的 に発展 させてい

く条件 は劣悪 さを深 め,そ の極 に達そ うとしてい る｡現実 の研究 の重要な部分 を支 え

てい るのが大学院層であ り,基礎科学研究の全国的規模 で の共 同性 ,あるいは継承性

か らすれば,若手研究者 , と りわ け nverdoctorの研究条件 の改善 をしなければ, 日

本 の基礎科学研究の将 来は非常 に暗 い もの とな るだろ う｡

かよ うな状況 は若手研究者 , あるいは ｢地方大学｣ の研究者 の個人的努力 によって

解決で きる.ものではな く,全国 の研究者 によって,この問題 の重要性が認識 され て初

めて解決 できる ものであろ う｡

全国共同利用研 究所は,かか る困難な状 況 の研究者 に とって,常 にその研究の拠点

となる時,そ の本 来 の役割 を担 うもの と考 え られ る｡

｢地方大学｣の研究 のActivity を高 め,若手研究者 の研究条件 を少 しで も高 め,

且 つ,共 同利用研 を全国 の研究 の拠点 としてい く為に,我 々は共 同利用研 に "研究員

制度 ''の確立 を要求す る｡
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共同利用研究所に "研究員制度"を要求する提案

く擾案 .>

O. 研究員制度の 目的は･ ｢地方大学 ｣の研究 Activity を高 め･且つ困難 な状況 に

あ る研究者 にとって,共 同利用研 を,その研究の拠点 とす る事にある｡1

o 研究員には長期型 と短期型 とがある｡短期 は現行 の基研 のア トム型 に相 当す るも
､

のであ り.,長期型は,そ の任期 を最低- ヶ年 とする｡

又,共 同利用研か ら,その研究 に対す る経済的援助 を受 けるものとし,その財源

については,当該共同利用研に関与す る各研究者母体 (素粒子論 グループ,核談 )

及び共同利用研 (核小委,基研運営委 )で様 々な段階での可能性 を追求す る｡

O '研究員 には.その共同研究者 の居 る ｢地方大学 ｣に留 る者 と,共 同利用研 に留 ま

る者 との 2つの typeがあって,それ らを有機的に運用す るもの とす る｡.～

/
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編 集 部 よ り

vol.17, m0.4に本誌 購読 料値上げの記 事 を のせま したが,機 関会 員 の購読 料 に

つい て誤 りがあ りま したので,次 のよ うに訂正 い た します｡

機関購読

現 行 改 定

lvol 1800円 2200円 → 2220円

(誤 ) -(正 )

従 って,一 冊 370円にな ります｡

編 集 後 記

T.S.氏 か ら何 もわか らな い まま編集 員 をひ き うけてか ら, も う一年 にな って しま
.ヽ

い, ふ り返 ってみ て も, さ した る寄 与 もな し得 なか った こ とを恥 じい ってい ます ｡｢物

性研究｣の意 味役割 について近 ごろや っとお ぼ ろげ なが ら認識 で きて きた の じゃない

か と思 います が, 多分 これ で も認識不 足だ と先輩諸 氏 に しか られ て しま う程度 で しか

あ りませ ん｡ 先 般 の ア ン ケ ー ト調 査 (前 月号 )ではあ ｡ませんが･ この r情報公害｣

とまでいわれ る時 代 に,本誌 が公 害発生 源で ない のは, オー ソライ ズ され な いナ マの

ものをナ マの ままで のせ ることに努力 してい るか らだ と思 い ます｡ そ うい う意味 では,

もっ ともっと気軽 な投 稿 もあ り, 投稿 に対 す るコメ ン ト,批判 な どがあって もよいの

ではないで しょ うか｡ このところ,編集会 議 の席 上 では財政上 の ピンチ をいか に切 り

ぬ けるか とい うこ とが議 論にな らない時 はな い のですが,投稿が多す ぎて苦 しいなん

て い うのな ら. これ はぜ いた くな悲鳴だ と思 います｡ これ は,実務的 な こ とで キ リキ

リしてお られ るK氏 には内証 です｡力及 ばず ,編集会議 0-1末 席 を汚 したにす ぎませ ん

が, これ か らは もっ と心 がけて本誌 がい よい よ生 の情報交換 誌 として発 展す る様 に微

力 をつ くしたい と思 い ます｡ (T.F.)
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