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長岡洋介

京都サマー ･インスティチュー ト始末記

基研 長 岡 洋 介

表題 を ｢始末記｣としたが,始末 というからには始 まってそしてすべてが終っていな

くてはならない｡実をいうと仕事はまだ残っている｡プロシーデ イングスも出さなくて

はならないし,援助 を受けた財団への報告 もある｡ しかし,サマー ･インステ ィチュー

トの組織の仕事そのものに比べれば,こういう後始末の仕事はたかが知れている｡そこ

で,あまり遅 くなって気の抜けたビールのようにならないうちに,報告を書 くことにし

た｡こういうものの報告は,出席 した人がいろいろ感想な どを含めて書くのが普通だが,

ときには主催者が裏話,苦労話のなども含めて書 くのも一興かも知れないと思 う｡

I

KyotoSummerInstitute, 略 してKSIと言っても何の事か分らない人が多いだろう

と思 う｡内容を一番分かり易 く言えば,京都で開く国際的な ｢夏の学校｣である｡

School とせずに Instituteとした訳 は,講師の講義 をきくだけではなくて, ｢研究会｣

的な色彩 も持たせようとい うのである｡主催は基礎物理学研究所｡国際的な研究センタ

ーとしての機能 を持 とうという,基研の将来計画の一つの試み として,昨年から始めら

れている｡第 1回KSIは ｢素粒子物理学｣がテーマであ り,今年の第 2回 KSIは

｢低次元系の物理｣に関 して行われた｡来年は ｢アモルファス半導体｣に関 して簡 3回を

予定 している｡今後毎年 1回開催する計画で,第 4回以後の企画は毎年春に開かれる研

究部員会議で審議されることになっている｡

昨年の第 1回KSIは,東京で行われた高エネルギー物理国際会議の直後,そのサテ

ライ トのような形で開かれた｡本会議に出席 しなかった若手のために,外国から来た研

究者 と議論 しうる場 を作ろ うとい うのが開催の目的の一つであった｡昨年末,この仕事

が一段落 した所で,来年以後 もテーマを変えてKSIを続けていこうではないかという

ことになった｡ち ようど基研創立 25周年 の記念行事 も終え.これからの基研のあり方

について将来計画 をまとめている所でもあった｡基研のような研究所が今後存在意義 を

持っとすれば,それは日本における国際的な研究セ ンター としての役割にあるのではな
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いか, とい うのがその将来計画の一つの柱であった｡ ｢将来計画｣な どとい うものは,

い くら作文 をしてそれ を概算要求に出 してみて も,いつ実現す るや ら分かった ものでは

ないo今から何か出来ることを始めよう｡その一つがこのKSIだ ったのである.

来年の夏 といえば, もう半年 と少 ししかない｡全国的に企画 を公募 して---という時

間は もうないか ら,やるとすれば基研の中で計画 を作る以外にない｡今年は素粒子だっ

たから来年は物性でどうだろ う｡そうい う訳で私がその責任 を負 うことになってしまっ

たのである｡

Ⅰ

外国からも講師 を呼んで国際的なスクールを開くといって も,そのためのお金がある

訳ではない｡幸 い, ソ連のランダウ研究所の Prof.Larkinを招-いするための援助が学

坂から得 られることになっていた｡そこで, Larkinを講 師 の一 人 として ｢低次元系の

物理｣ をテーマに選ぶのが, テーマとしても適切だし,実現 も可能であるように思われ

た｡早速,京大の恒藤 さんと村尾 さん,物性研の中嶋先生 と福山さんに御相談 し,組織

委員として協力 していただくことになったOみ なさんは私がこういう仕事 を背負い込ん

だことに同情 し,こころよく組織委員を引き受けて下 さったのだと思 う｡ここで,福山

さんから全 く耳 よりな情報 を得ることができたO-つは,9月は じめに山田コンファレ

ンスとして ｢二次元電子系｣ の国際会議が開かれる予定であること, もう一つはそれ-

の出席 もあって LaJollaの Prof.Sham が学振 で来 日することになっていることであ

る｡これはたい-ん都合のいい話である｡山田コンファレンスに続 けて理論 を中心に し

たKSIを行えば,会の性格 もcomplementaryであるし.外国か らも多 くの参加者が得

られるのではなかろ うか｡ これで,開催の時期は山田コンファレンスの直後 と決まり,

講師は Larkin,Sham と二人 まで決まったことになる｡ しか し,山田コンファレンスの

組織 をしてお られた学習院の川路 さんにおききすると,この段階ではまだ出席者が確定

していないとのことであったD

それに,山田コンファレンスにだけ頼っていたのでは,講師陣が基礎的な面で弱 くな

るおそれがある｡この頃.ちようど都合がいいことに,基研の氷上君がノ､-バー ド大学

にいた｡そこで,氷上君に手紙 を書いて.誰か来て もらえそ うな人がいないか当ってほ

しいと頼んだ｡すると,これまた うまいことに, Pror.Halperinが行 って もいいと言っ
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て くれたというのである｡ Halperinの高校生の息子 さんが大の 日本 フアンで,夏休みに

homestayの形で日本に滞在することになっていたことが, Halperinの来 日に好都合に

作用 したのかもしれ ない…)(実は,この息子 さんはあとでまたKSIに影響 を与 えるこ

とになる｡)

問題は Halperin招-いの費用をどうするかである｡基研の佐藤所長 に相談 し,第1回

KSIに も援助 してくれた山田財団にもう一度頼んでみようとい うことになった｡申請

書は出 したが,財団の決定は来日予定の 3ケ月前にしか出ないとい う｡ 3ケ月前になっ

てNOと出たら進退 きわまることになるが, とにかくうまくいくと仮定 して先に進む し

かない｡

これで,外国人の講師が Larkin,Sham,Halperinと三人決まった｡2乱 箱根で開か

れた物性研の研究会で組織委員が顔 を合せることができたので, 日本人の講師について

相談 し,鈴木増雄 さん,福山秀敏 さんの 2人にお願 い しよ うということになった｡ こう

して 5人の講師の顔ぶれ も決まり,第 2回KSIもどうやら形 を整えることができるに

至ったのである｡

3月はじめ基研研究部員会議が開かれた｡ここに計画 を提 出 し,第2回KSIははじ

めて正式に承認された｡同時に旅費 100万円の支 出も決めて もらった｡ この 100万円は

主として一般参加者の旅費 ･滞在費の援助に使われることになるだろう｡

こうして,準備活動は正式に始まった｡ lstcircularを作 り, ポスター も作 った｡少

しぜい沢ではあったが,ポスターは色刷 りに し絵 も入れ ることに した｡絵は基研の屋上

から見た大文字山のスケッチで,氷上君と私の合作である｡ ｢ポスターだけは国際的水

準ですね｣ と冷やか され る出来ばえであった｡このポスターには若干の後 日談がある｡

KSIの開催が真近になった頃,京大の大学院生の一人がKSIのあることを全く知 ら

なかったというのである｡物理教室の掲示板に もちゃんとポスターが貼ってあったのだ

が,このポスターがあまりに ｢国際的｣すぎて, 日本で開かれるものだ とは気が付かな

かった らしいのである｡英語だけでなく,どこか一 ヶ所に漢字 を使 うといった工夫 をし

て もよかったか も知れない｡昨年のKSIのプロシーデ ィングスの表紙 は,開催地 の

｢京都｣だけが漢字になっている｡

*) これは事実に反 しているようである｡息子さんの来日か決まったのは, Halperinの来日か決まった後であ

るらしい｡
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この後,シカゴ大の Dr.Jos6か らこのKSIに出席 したいという手紙 を受取った｡

若い活発な人に来て もらえば,議論 も活気づ くにちがいないと思い,文部省に外国人研

究 員として 1ケ月の滞在費 を申請 し, Jos6に も講師の一人 として参加 して もらうこと

に した｡ 5月に入り,山田財団からのtHalperin招 へ いの援助 も決 まったOこれでお金

の問題 も解決であるOここまで札 順風満帆 とまではいかないまでも, とにかく一応は

順調に事が運んでいたのである｡

佃

ところがである｡ここで大きなっまずきを経験することになるのである｡ とい うのは,

最初 この計画 の核 になった Larkinか ら 5月になってから9月には来 日できないと言っ

て来たのである｡聞 く所によると,この時期に ソ連で米 ソの合同シンポジウムが聞かれ

るらしい｡ Larkinの都合 を十 分確めずに 日取 りを決めて しまったのは手落 ちであった

が, もう山田コンファレンスと切 り離すわけにもいかない｡ Larkinのかわ りに誰か頼

む必要があるが,そのためのお金は?このあた りが,KSI組織の前半戦のヤマ場であ

った｡

お金はとにか く滞在費だけ文部省 に申請 し,足 りない分は昨年からの繰 り越 し金など

を使ってなん とかするしかない｡誰 を頼んだらいいだろう?他の講師の話は二次元系が

中心になるので,講義に変化 をつけるためにも一次元の話 をして くれ る人がいいだろう

とい うことで,ブルック-ブン国立研究所の Prof.Emeryを筒-候補 とした｡第-候補

とはい うけれ ども,文部省-の申請は5月末が ぎりぎりの線だか ら,Emeryに断 られた

らもうほかの人に交渉 している時間はない｡いま時分頼んで都合 をっけて もらえるだろ

うか?とにかく Emeryに手 紙 を書いたのが 5月 9日, じりじりしながら返事 を待つこ

とになった｡返事はなかなか来ない｡ もしかすると, どこかに出かけて留守なのか も知

れない｡ちようどこの時, 5月29日に基研 に新 しくテ レックスの器械が入った｡かく

して,基研テ レックスの発信第-号は私から Emeryあてに打たれ ることになった｡そ

して受信篇一号は Emeryから私 あて｡

HWILLACCEPTINVITATION･-"

か くして,第 2回KSIの講師の顔ぶれが最終的に決 まったのである｡
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Ⅳ

1Stcircularとポ ス ターは一応世界中に送ったO送付先は山田コンファレンスの組織

委員会からコンファレンス参加者に送ってもらったほか,二.三の方から mailing list

をお借 りして利用 した｡遠 くからこのKSIだけのために来る人はいないにしても,国

際的な研究セ ンターたらん としている基研 としては, この位の宣伝は しておいた方がよ

い｡ とくに,アジア諸国には重点的に送 るように した｡そのため, トリエステの理論物

理センターに頼んでそこの mailinglistを送 っていただき利用 した｡アジア諸国の在日

大使館に も手紙 を書いて,適当な送付先 を知 らせてほ しいと頼み,イン ド,ス リランか

シンガポール,フイリッピン,マレイシヤの各国の協力が得 られた｡中国については,

昨年来 目した代表団の中で物性理論関係の郵相林氏に手紙 を書き,送付先として適当な

方の名前 を教えていただいた｡

国内外から参加申込みが送られて来る｡参加者の宿の確保｡ これは基研共同利用事務

室のお手の ものである｡遠来の外国からの参加者 には,費用のかからない北 白川学舎に

泊 っていただくことに した｡外国か らいろいろな手紙が来る｡渡航費の援助 を得 るため

に Ⅰnvitationletterがほ しいという手紙 が韓国,フ イリッピン,インドから来た｡ もち

ろん早速差上げたが,これ ら手紙の主は渡航費が得られなかったらしく,結局姿 を見せ

なかった｡ 日本の側に,こうした方々に渡航費を差上げられるよ うなソースがあればよ

いと思 うのだが,わが KSIだけではそこまでは手 がまわらないO

ほかにも細かい仕事はいろいろとある｡例えば,講義室はどこを使 うかO参加者は6G

-70人位 と予想 した｡そうすれば基研の 3階にある大講演室で広 さは足 りる｡ しか し,

この部屋は西 日が当る上にクーラーがない｡京都の9月はまだまだ暑いにちがいない｡

そこで,お隣 りの数理解析研究所の大講義室 をお借 りすることに した｡こちらはクーラ､

-もあれば椅子 もゆった ｡していて,なかなか立派である…)

開催の日が近づ くにつれて,ほかに も細かな, しか し欠かす ことのできない仕事がい

ろいろ生 じて くる｡休憩時間のお茶はどうするか,セ ミナーはどこでどんな風にやるか,

｡ しか し,わが共同利用事務室はたい-ん有能で,そうい う仕事の大部分はまかせ

*)幸いKSI開催の頃京都は比較的涼しく,クーラーの必要はなかった｡数研の都合もあって,後半2日は基

研の大講演室を使った｡
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きりにすることができた｡KSI関係の仕事 を担当 した林 さん と笠木さんは テキパキ

と実に見事にその仕事 をや りとげてくれた｡KSIが準備から終了まで支障なくスムー

ズに進行 したのは,全 くわが秘書陣の有能 さのおかげである｡

†

外国人講師の中で,最初に京都に到着 したのは HalperinであるoHalperinは8月下旬

京都に着き,数 日基研に滞在 したあと,九州,東京,山田コンファレンスと全国遊説に

出かけた｡ 9月に入って, Jos6.それから Emeryが到着 した｡ shamはすでに物性餅

に来てお り,山田コンファレンスに出席 して,その足で京都に到着 した｡

いよいよ明 日か らKSIが始まるという9月 7日の朝,一つの事件 が起きた｡研究室

にいた私の所に事務室から連絡があ り,英語の電話がかかっていて どうやら長岡先生 と

言っているみたいだから出てほ しい, とい う｡出てみると,電話が遠 くてよ く聞きとれ

ない｡何回か聞きかえ して,それは Mrs.Halperinか らの国際電話であると分かったO

Halperinはまだ基研に来ていなかったのでそ う言うと,来たらすぐ家に電話するように

言ってほ しい とい うことであった｡これは只事でない｡何か悪 い事が起きたのではない

だろうか｡半時間ほどして Halperinが現れたので Mrs.Halperinからの伝言を伝 えると,

彼はすぐ家に電話 をした｡案の条‥息子 さんが自転車でころんで大怪我 をし,入院 した

というのである｡少 々のことでは入院 させてくれないアメリカで入院 したとい うのだか

ら.これは相当の大怪我であるに違いない｡幸い,生命にかかわるような重大なことで

はない らしい｡ しかし,息子 さんのためにも, Mrs.Halperinのために も彼を早 く帰し

てあげた方がいいだろ う｡彼 もたい-んだろうが,プログラムを変更 して 4日間の うち

は じめの 2日間に予定の講義をしてもらえば, 13日に帰国の予定だったのを2日繰 り

上げて 11日には帰 国できる｡あとの議論には参加 してもらえないことになるが止むを

得ない｡

ソ連科学アカデミー ･固体物理学研究所の Prof.Shikinから,福山さんを通 じて,山

田コンファレンスに出たあとKSIに も出席 したいが, という意向が伝えられて来たの

は5月頃であった｡それなら来て もらって- リウム液面上のウイグナ-結晶の話を特別

セ ミナー ということで話 してもらお うという事にな り,招待状 を送ったOそ の Shikin

は,例によって(!)山田コンファレンスの始まりには間に合わず,最終 日の前 日の夕方
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さよならパーテ ィの直前に姿を見せた｡せっか く山中湖 まで来たのに半 日だけの滞在で

帰るのは心残 りらしく,コンファレンスの翌 日富士山に登 りたい と言う｡ 7日の夜遅 く,

この登山グループの案内役をっとめて くれた東大教養の斉藤基彦 さんか ら私の所-電話

がかかって来た｡富士山か らは無事帰って来た｡ Shikinは今夜自分の家 に泊 り,明日京

都に向う, ということであった｡ Shikinは再びKSIの開会には間に合 わず,第- 日の

夕方開かれた歓迎パ ーテ ィの直前京都に到着 したのである｡

Ⅵ

KSIの講義の内容は,全部プロシーデ イングスに載 るのでそれ を読んでいただきた

い｡ここで要領のよい上手な紹介 をして しまえば, もう分かった とい うのでプロシーデ

イングスが売れな くなるし,下手な紹介をすればっ まらなそ うだから, とやはり売れな

いにちがいない｡冗談は とにか く, 11月末頃にはプログレスの理論物理学刊行会から

KSI プロシーデ イングスが出版 されますか ら, どうか買って下さい｡ここでは内容の

紹介のかわ りに,各講師の印象など書いてみたいと思 う｡

V.∫.Emery.どうい うわけか私は若い人のような気が していた｡会 ってみて驚いたこ

とには,すでに老大家の風貌なのである｡年令は私 と同じ40代 の 中ばである0Emery

が来て くれ ると決まったとき,基研に滞在中であった Prof.Cohenにそのことを話すと,

それはたい-ん結構 である,彼はいつも明快な話 をしてくれる,ということであった｡

その前評判通 り講義は明快 であったo

B.i.Halperin.ひげは人 を年令よ り老けて見せるのが普通 だが.彼の場合,ひげの奥

の顔は若 々しかった.講義には非常に気を使 って くれ, 日本人が英語に強 くないことを

勘定に入れて,話す ことをほ とんど トランスペ ァレンシイに書いて,それ を示 しながら

話 してくれた｡そのために膨大な量 の トランスペ ァレンシイが用意 された｡山中湖では

宿が同室であったが,彼は夜になると一生懸命にその用意 をしていて,KSIのために

犬のように働か され る, と言っていた｡豊富な内容を猛烈な勢いで しゃべる講義には,

皆圧倒 された感 じであった｡

LJ.Sham (沈呂九 ). 15年ほど前,私が LaJollaに行 った時,彼 もそ こにい

た｡ Kohn-Shamの densityfunctionalfbrmalism の仕事はその頃のものである｡私に と

っては 15年ぶ りの再会である｡初対 面 でないだけ印象は書 きに くい｡少 し額が広 くな
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ったかな,という以外 あまり変っていなかったo

J.V.Jos6. メキシコの若者である.彼の優秀 さは Cohenも大 いに買 っていたよう

である｡メキシコに帰ればポス トはあるのだが, もうしばらくアメリカにいたいので,

シカゴ大から移 る先を探 しているのだと Cohenが言 っていた｡ Jos6に聞 くと,幸い行

き先はカリホルニア大に決まったらしい｡いずこも同じ就職難とはいえ,メキシコに帰

ればポス トはあるが, とい う所は日本の若者には うらやましいだろ うo

v.B.Shikin.第- 日の夕方,宿舎の京都ホテルに迎えに行 き,パーティのある京大

会館に行 くためタクシーを拾お うとすると,そこまで歩いたらどの位かかるか,と言う｡

20分位 とい うと,そんなら歩こう｡歩いていて,角に来ると必ず立ち止って. じっと

四方をみ渡 し,よ し分かった,行こうと言 う｡そ うやって道順 を頭にたたきこんでおく

らしい｡歩き方が堂々としていて力強い所から推察するに,相当山登 りの経験があるの

ではあるまいか｡

鈴木増雄,福山秀敏両氏のことは,書 くまでもないでしょう｡

以上紹介 した講師のほかの国外からの参加者は,ニューヨー ク大の石原明さんのよう

に現在外国にお られる日本人も含めて,米国 5名,中国 2名,､ブラジル,スウェーデン,

イスラエル各 1名であった｡中国からの参加者は上海の Fudan大学 か ら来られた銭佑

華 (QianYou-hua)さんと陸棟 (LuDong)さん であったo銭さんは表面物理の実験家･

陸 さんは半導体の理論家である｡

これは ≠KSI外伝 〝という事になるだろうか｡ランダウ研究所の Prof.Larkinのこ

とを書いておきたい｡ Larkinは最初 KSIを計画 するときに核 となった重要人物であ

る｡米 ソ合同シンポジウムのために,結局KSIには出てもらえなかったが, 1月おく

れて 10月6日来日し.現在基研 に滞在中であるo

Larkin が京都 に到着 し,宿舎に案内すると,まず第-に自転車を貸 してほ しいとい

う｡京都見物はすべて自転車でやろ うというのである｡ ところが,貸 してあげた氷上君

の自転車は京都見物だけに使われたのではなかった｡氷上君がある臥 あの山 (比叡山

)の向う側に日本一広い湖があると話すと,彼はたい-ん興味を持ち是非そこに行って

みたいという｡そ して最初の土曜 日の朝.一人で自転車に乗って琵琶湖見物に出かけた

のである｡ しかも山中越 をぬけて｡山中越 とい うのは比叡山の右側の低 くなった所で,
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京都から行 くと白川沿いの坂道をえんえんと登っていかなくてはならない｡ (しかも,

氷上君の自転車は何段きりかえといった高級なものではない｡)そ して無事琵琶湖に到

着すると,見るだけでは満足せず,-泳ぎして来たというのである｡そのエネルギッシ

ュなことには感服するほかはない苦)

Larkinは来 日以来基研に腰 を落着けて.二次元不規則系の局在の問題を猛烈に計算

中である｡

KSIQj:I-まず終了 した.お金のことも,まずは大赤字を出すことなく済んだようで

ある｡ 参加 して下さった方々には大 した経済的援助 もできず,たい-ん申 し訳なく思い

ます｡ しか し,内容的には成功であったと自負 している｡ずいぶん危い橋 も渡 ったけれ

ど,いろいろありがとうございました｡

内容については.是非プロシ･-デイングスを買って読んで下さい｡最後に,内容紹介

は しなかったかわ りに,4日間のプログラムを紹介 しておきます｡ (1979.10.21)

*)ついでに書 くと,彼は京都滞在の最終日,もう一度自転車で琵琶湖に行き,その帰り坂本からついに比叡山

の頂上まで行ったそうである｡
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