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物 性 研 25周 年 雑 感
｢
物性研 ができるまで ‑ 聞書 きにもとづ く
物性物理学 劇4)‑ ｣の予告篇 として

信州大 ･理

勝

木

渥

i. 前 史

19
4
2年秋 物性論懇談会 が作 られ,第 1回 の懇談会 (討論会 )を 1
943年 4月大阪 でひ らく｡
同年 8月,物性論懇談会は 『
物性論研究』 (第 1期, N
o
.
1‑4, 1
9
43
.
811
9
4
4
.
6,大阪帝大

94
7年 6月 『物
永富健夫編集,文進堂発行, A5判,紫表紙,活版 印刷 )を発 行す る｡戦後 1
性論研究』 (第 2期,N
o
.
5‑1
2, 1
94
7
.
6‑1
94
8
.
9,東 大理 ･物理 ｡物性論 グループ編集,

B5判, 白表紙,謄写印刷ただし表紙 は活字 )が復刊 され るが, 1
2号で終刊す る｡ 1
949
年2
月,再び阪大 の編集 で 『
物性論研究』 (第 3期, N
o
.
13‑1
06, 1
9
4
9
.
2‑1
957
.
3,阪大 ･理
･物理 ･物性論誌上懇談会編集, B5判, 白表紙,謄写 印刷 (表紙 も ))が発行 され る｡物性
研 の設立 として結実す る戦後物性研究者 の運動 の結集軸 としての役割 を,物性 グルー プ結成 の
物性論研究』であった｡それは阪大永宮研 の努力 によっ
以前 に果 していたのを
も この第 3期 『
て支 え られていた｡縁 の下 の力持 ち として 『
物性論研究』 の発行 にかかわるさまざまの実務 を
受 けもっていたのは,当時永宮研 の助手 を していた小島忠宣氏で あった ( 『
物性論研究』 71
号 (1
9
5
4
.2)l
ol東 )｡この時期 の永宮研, と りわけ小島氏の蔭 の尽力 に,物 性研究者 は ど
んなに感謝 して も感謝 しす ぎることはない｡

Ⅰ.物性研 のできる頃
1
9
54年 か ら 1
9
57年 の物性研設立‑かけての時期,物性研 の設立を中心課題 として,物性 グ
ルー プは, グループの結成 とい うことをもふ くめて,大 きな波 の うね りのように動いて ゆ くが,
それは突然お こった偶発的な動 きでは決 してなか った｡戦前か らの物性研究者 の,物性物理 の
研究条件 をととのえるための さまざまな努力 が, 明確 な目標 を得 て鼓舞激励 され, ほとば しる
よ うに盛 り上 った ものであった｡同時 に この時期,物性 グルー プのこの動 きと織 りなすよ うに,
日中物理学交流の運動 (例 えば 『
物性論研究』 [2] 2 3号 (1
95
7
.1
0)43
7‑449を見 よ )
や,物性若手 の運動が重 なっている｡ちなみに,物性若手 の第 1回懇談会 は,名古屋 で物理学
会 分科会の開かれ た 1
9
55年 4月 1日, 当時の木造校舎 の中にあった名大 S研 の一 室 で 開かれ

7名 は以下 の とお り｡
.
たが,当 日の出席者 2
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東大 :横田万里夫,長谷川洋,松平升 ;敏育大 :都筑卓司 ;東北大 :伊達宗行
野広志

青柳恵三

森順次恥
柳瀬

蚤

,

渡辺某,河

中道琢郎,金子武次恥 禅素英,成 田某,大坂之雄 ;阪大 :守谷享,金

望月和子 ;名大 :近藤敦,糟谷忠雄,加藤 又氏 御子柴宣夫,望月勇,勝木握,
木村初男,小出重 直,山田一雄 ;名城大 :高橋健 ｡ ( 『
物性論研究』 84号 (1
955.

5 )111‑11
3)

この時期,物性物理学者 の運動は空前絶後 の昂揚 を示 した｡それ を ｢
革命的昂揚 ｣ とい う言
葉 で形容 したい欲望 を私 は抑 えることができない｡ ｢民衆｣の うちにある切迫 した危機感 ･飢
餓感 と切実な要求 ; ｢
前衛｣ による明確 な 目標 の設定 ;その 目標 の実現 に向けての, ｢
民衆｣
の間か ら自発的 に湧 き起 る討論 と創意 ;運動 の過程での, 目標 の一致 の前提 の もとでの,状況
認識 の不一致 にもとづ く対立す る方針 の持 ち主の間の激烈 な討論, その対立す らもが,運動 の
分裂 をもたらすのではな く, 問題 の所在 ･問題 の本質 を鮮 明にきわだたせるもの として作用 す
る ;‑‑･
･
･
･
｡モ リエールの戯 曲中の‑人物 が,それ と知 らず して ｢
散文｣ を しゃべっていたよ
うに, 日本の物性物理学者 はこの時期, それ と知 らず して典型的な ｢
革命運動｣を経験 した(も
ちろん権力の階級 間の移行 をともな うものではなかったか ら,厳密な意味で ｢
革命 ｣ の用語 を
用い ることは正 しくないけれ ども,精神的な昂揚, ｢
民衆｣の自発的 な創意 の発揮等 々, この
時期の物性 グループの運動 は ｢
革命運動｣の もつ積極的諸要素 ･諸様相 をそ なえていた )ので
あるとい うことができよう｡運動 がこのよ うな ものであったか らこそ,運動 の成果 として物性
研 が設立 された とき, 日本の物性研究者 は,物性研 に職 を得 た と否 とにかかわ らず,物性研 を

物性研設立以来 25年｡ この間,物性研 を含 めて, 日本 の物性研究 の act
i
vi
t
y は きわめて

i
vi
t
y の高 さは,物性研設立の時期 における ｢
革
高 か った, と総括 しうるで あろ う この act
｡

命的昂揚｣ と無縁 ではあるまい, とい うのが,現在 の私の くく予感的 "結論 であ る｡一般に この
よ うな昂揚 の時期 とそれにつづ く実 りの時期 の出来事 は,歴史学の対象 として極 めて興味深 い
ものであ るが, まさに日本の物性物理学 は,敗戦前 か ら準備 されていた芽が, このよ うな昂揚
した運動 を経なが ら開花 ･結実 してきた とい う点 で,歴史家 に とっては垂鍵の研究対象 であ り
うるはずである｡ (いずれ この昂揚期 のことは,戦前か らの時期 をも含 めて, ｢
物性研 ので き
るまで｣ とで も題 して,私 は書 くつ も りである｡)
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Ⅱ
.物 性研 と私
(
1
)物性研利用者 として
私 の物性研利用 払

これ までの ところ.短期研究会‑の参加 に限 られてい る｡

私 が初 めて物性研 の研究会 に参加 したのは, 1962年 6月の ｢強磁性金属研究会｣だ った｡
自分のやっている仕事 をもって参加 できて, うれ しか ったことを覚 えている｡この研究会 の世
話人は近藤淳 ｡三輪浩 の両氏で,お二人 とも学部卒業後 10年 とは経 っていなかった｡(最近 の
研究会 の世話人 にこれ ほ ど若 い人の名 を見 な くなったのは何故 だろ う? 当時は設立後 まだ 5
年 しか経 ってお らず,物性研 も若か ったせいか ?

｢
革命｣の余燈 いまだ冷 めや らず,若手 に

自ら研究会 を提案 しよ うとの ファイ トが あ り, ボスたちにも若手の積極的創意 を奨励 しよ うと
のムー ドがあったためか ? )
私 が研究会 の提案者 になった ことも 2回 ある｡
最初は 1968年 6月 に開かれた ｢イ ンバー合金研究会｣ だった｡ そ の前の年 に信州大学 に赴
任 した私 は,物性研 な ども大いに利用 してや ろうと考 えたO 自分が研究会 を提案 すればそ の研
究会 には確実 に参加で きると思 って,私 と同 じくイ ンバー問題 に関心 をもっていた物性研の石
川 義和氏 に,イ ンバー の研究会 をや る気はあ りませんか, と手紙 を出 してみた｡ ちょうどその
頃.近角聡信 ･中村陽二両先生 の間 で もインバー研究会 をや ろ うとい う話が出ていた らしく.
結 局,近角 ･中村 ･石川 ･勝木 の 4人 を提案者 として,上記 の研究会 が開かれたのである

こ

｡

の研究会 は, 日本 でイ ンバー研究 が一挙 に盛 んにな るきっかけを作 った｡私 自身 も,秩 ‑ニッ
ケル系の磁化 とキュ リー温度 だけを問題 にす るのではな く, ス ト‑ナ一 ･モデル に基 く体積磁
歪 の理論 を作 ろうとい う気持 ちを, この研究会 を契機 として,強 くもった｡ (これは,寺尾
氏 との共著論文四連作 ( 1
969年お よび 74年 )として実 を結ぶ｡)この研究会 のあ と 1年か 2
年 は,私 のかな り生 き生 きとした, いささかは華 々 しか った時期 であった よ うに思 う｡ しか し‑
やがて静 々たる諸将精兵 を率いて この戦線 に陣を進 め,その磨 きのかかった ･精微 ･絢欄 たる
理論 の前 に.野武士の稚拙 で武骨 ない となみは時経ず して影 うすれて しまった｡ しか し,今 で
も私 は思 う,その理論 の練磨 ･精微 ･絢偶 のかげにあって, あ らわには見定 めがたいけれ ども､
イ ンバー理論 が どのような ものであれ,それがバ ン ド理論 に基 くものであるか ぎ りは,バ ン ド
の上端 にお ける状態密度 の山の存在が本質的な役割 りを果 しているにらがいない, と｡
この研究会 は,私 に とって重要な意味 をもつ一つの副産物 をもた らした｡ 1969年 5凡

本

多記念会 が本多光太郎生誕百年記念の行事 として,材料科学 シ リーズの本 の出版 を計画 し,そ
の中の 1冊 にイ ンバー合金 をとりあげ,私 にそれの編集 委員の一人 として加 わるよう求 めたこ
とである｡上記 ｢
イ ンバー合金研究会｣ の提案者 の一人 であった ことが,私 が指名 され る一つ
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の原因であったろう｡この編集委員 としての経験が私 に一つの転機 をもたらす｡それ まで,イ

959年以降 の論文 しか知 らなか った私 が. 1897年 の Gui
l
1
‑
ンバー合金 に関 して,たかだか 1
aume の最初 のイ ンバーの論文や, Wei
ss と Foex の磁性研究 (1911 ) をも援用 しての
Chevenard の理論 (1914),それ を批判する本 多 一高木の理論 (191
7) ,ついで先行 す
るそれ らす べてを批判 した本多 一三浦 の重要 な指摘 (192
7),その指摘 の上に見事 に展 開 され
た増本 のスーパー ･インバ ーの発明 と増本ルールの発 見 (1931)
,その増本 ルール を指導原理

4)等 々を知 ることにな り. あらためて. 日
としての増本 のステ ンレス ･インバーの発明 (193
本 の敗戦前 にお ける仕事 に対す る自分 の無知 を,痛感 したのである｡
こ うして私 は,本 多光 太郎 と本多スクールの ことを,物理学史の研究対象 として, きちん と
取上げるべきだとい う気持 ちを強 くもつ よ うになる｡

1972年,私 は,河宮信郎 ｡篠原猛 ･川合菓子 とともに

.

｢
本多光太郎研究会｣ を短期研究

会 として提案 した｡提案 は承認 された｡研究会 は同年 11月 2
0‑21日の 2日間 にわたって開か
れた｡ 当臥 川合 は病気で参加 できなか ったが.研究会 には川合 を除いた上記 3名 と,生産研
にいた鉄 の研究者 中沢護人民が参加 した｡二 E
H乱 録音 テープをまわ しっ放 しにして,われわ
れは本 多 と本多 スクールに関 して問題 にすべきだ と思 われ る点 を列挙 して,それにつ いて しゃ
べ りづ めに しゃべ り続 けた｡あ とでテープを起 してみた ら. 1枚 約 1
800字 入 るA 4判青 焼 き
コピー約 80枚 にな った｡あるべき本多研究 の全体像 がイ メー ジで きた こと. のちに個々に展
開 され る個別 の仕事 の.全体像 の中での位置 を見定 めるための基準をもちえたこと,等, この
研究会 はわれわれに とって きわめて有意義 な ものであ った｡それ は< 日本物性物理学史>史 の
初期 にお ける特筆 すべき出来事 の一つ に数 え られ るであろ う｡ (ちなみに,数年後 1980年 に,
基 研 にモ レキュール型研究会 ｢日本物 性物理 学史｣ を提 案 した ら却下 され た｡こ と日本の
物性物理学史の研究会 に関するか ぎ り,物性研 は基研 にはるかに先ん じた｡)
総 じて私 は,私 が提案者 の一人 になった二つの短期研究会 を通 じて,物性研 か らきわめて大
きな恵沢 を受 けた, とい うこ とができる

｡

(
2
) ｢共同利用委員 ｣等 として
文理改組 によって発足 した信州大学理学部物理学科 の最初 の物性 関係 のスタッフ として,私
は1
967年 4月 に着任 した｡当時, 60年代の高度成長の波の中で科学技術振興がブームとなっ
てお り,物性関係 の研究機関はふ えつつあ り,物性 関係 の新 しいポス トが諸所 にできつつあっ
た｡構 想時に予定 されていた人材は,着任予定の時期以前 に,別の新 しいポス トに吸収 され て
しまった｡公募 をして もほ とんど応募者 はなか った｡ このままでは,地方大学 に物性 関係 をっ
くることは不可能か も知れない と,私 は強い危機感 を抱 いてあせ った｡せっぱっ まった私は,
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物 性 の全国的 な研究体制 の一環 と して地方大学 を視野 に入れ,地方大学 の問題 を物性研究者 自
身 の問題 として考 えてほ しい と,物性 グルー プ事務 局報 に投稿 し, また当時 の物小委 メンバー
全員 にそのことをア ピール した｡そんなこ とをや ってい ささか 目立 って しま ったせ いか, ひ と
頃,物性関係 のいろいろな委員 (物性百人委員,物性 小委員,基研研究部員,物性研共 同利用
委 員 )の選挙 で, ある程度 の票 が私 に集 って しま うとい う状況が生 じた｡

970‑71, 73‑74, 76‑77年度 )物性研の共 同利用施設専門
こんなことで 3期 6年 間 (1
委 員会 の委員 をっ とめ るこ とになって しまった｡ この ｢共 同利用 委員｣ をや った ことの何 よ り
の成果 は,物 性研の敷居の高 さ (それは物性研 が高 くしていたのではな く,私 自身が私 の心 の
中 で高 くしていたのだ った )が まった くな くなって しまったこ とだった｡それ以前,私 は ｢自
分 が提 案者 になれば,その研究会 に確実 に参加 できる｣ と考 えるほ どには図 々 しか った けれ ど
も, まずは物性研 のえらい人 に打診 してみ た上で, と思 うほどには引込 み思 案 であった｡誰 か
え らい人 と一緒 にな らず に自分 だけで何 かの研究会 を提案す るな どとい うことは, い ささか分
を越 えた所行 だ とい う気 が,何 とな くしていた｡ ｢共同利用委員｣ を 1回や った段 階で, 自分
で何か本 当にや りたいテーマがあった ら, 自分が中心 にな って提案 して も少 しもおか しくない
のだ とい うこ とを, 建前 だけで な く本音 として,実感 す ることがで き, そのよ うなテーマがで
きた時 には遠慮 な く提案 してや ろ うとい う気持 ちを,実 際に もつ よ うになった｡私が提 案者 の
一 人 になった ｢本多光太郎研 究会｣ を私 た ちが提 案す ることがで きたのは, ｢
共同利用委員｣
を経験 した私 が,私 自身 の中にあった物性研 ‑の心理的 な壁 ･物怖 じの気持 ちを取 り払 って し
まって いたか らでもある｡
共 同利用研 の利用 を妨げてい る障碍 のひ とつは (その最大 の ものは )潜在的利用者 の側にあ
る ｢
物怖 じ｣ であると, ｢共同利用委員｣ を経験 して,私 は思 った｡では, その ｢
物怖 じ｣克
服 の最 良の道は何か ? 百聞は一見 に如かず,私 の経験 か らして も,それ はその人 が ｢共同利
用 委員｣ を経験 してみ る ことである

｡

ある地方大学 に ｢
共同利 用委員｣ の経験者 が一人 で もい

れば,そ の地方大学の物性研利用 に対す る心理的 障壁 はず っ と低 くなるだろ う 私 は ｢地方大
｡

学懇談会 (物性 )｣で,毎年 の ｢共同利用委員｣ の選挙 の ときに,地方大学 か ら一 人ずっ委員
が出 るよ うに しよ う,それ は地方大学 を代表 して何 ご とかを主張 するためではない,地方大学
のスタッフが ｢共同利用委員｣ を経験 す ること自体 が物 性研 を利用 しやす くす る条件 をっ くる
のだった と提 案 した｡以来,地大怨 は適 当な選挙運動 をそのたび ご とにお こなって, ほぼ一人

972年 度以 降 のそ の大学名 を列挙 すれば,群馬,新
ずっの ｢
共 同利用委員｣ を出 して きた｡ 1
渇,信州

山形, 岡山,横浜,富山,愛媛,山梨,茨城,金沢, そ しておそ らく宇 都宮｡

地方大学 の物性研 利用の状況が, この よ うな ことを通 じて どのよ うに変 ったか, あるいは変
ー 296‑
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らなか ったか,定量的 ･実証的 にたしか めるとい うこ とを私は していないけれ ども,心理的な
物性研 の敷居 の高 さがずっと低 くなったことだけは,間違 いな く断言 できると思 う｡

(
3
)物性研 に ｢資料室｣ を !
日本の物性物 理学 の歴史 は,国際的 にみて もひ とつのユニー クな ものであ り,歴史学の対象
としてきわめて興味深い ものである｡ だが,当の物性物理学者 自身 は, あま りこの事 に気付 い
ていないように見 える｡そ して,その歴史 を物語 る資料 が,論文 として公刊 され た もの以外 は,
どん どん散逸 ･紛失 していこ うとしている｡ これは欧米 とは対艦的な, 日本的 な負 の特徴 であ
る 後世 の物理学史家がこの興味ある時代 を研究 しよ うとした とき, 資料 の欠如 に泣 くか も知
｡

れ ない｡あるいは,慧眼のアメ リカの大学 の図書館や資料館 が日本 の物性物理学史資料 の収集
に大々的 に乗 り出 し,貴重な資料 の持 ち主がアメ リカの図書館や資料館 には喜 んで提供 し,徳
世, 日本 の物性物理学 史の研究 をこころ ざす 日本人 がアメ リカに留学せねばならない, とい う
よ うな事態 がお こるか も知れない｡
せ めて,物性研 に, さしあた って貴重 な資料 の散逸 を防 ぐための,資料保管 のためのスペー
スを見出す ことはできない ものか｡何 らかの形 で,資料室はできない ものか｡
もし,そのよ うな資料室をっ くるこ とになった場合 には, これ まで私 の集 めてきた資料 を必
要 とあれば提供す る意志 が私 にはあるし, また, あ らたな資料の収集や,収集 され た資料 の整
理等 のために必要 な労力 を提供 す る意志 が,私 (お よび物性物理学史 のグルー プの メンバー )
にはあ る｡

Ⅳ. 物性研 25周年

1982年 12月 2日に開かれた物性研創立 25周年記念式典 に私 は参加 した｡式 典 は, ほぼか
くもあろ うか と思 われ るプ ログラムに沿 って進行 したが,最後 の ｢
感謝状授与｣ (正式 にど う
称 せられ たかはよ く覚 えて いない )にはい ささか意表 をっかれた｡黒板 に書かれた式次第 をみ
た ときは,永年勤続職員 の表彰 ででもあろ うか と想像 していたが,実はそ うではなか った｡そ
れは, C棟建設 に関与 したおそ らくすべての企業 に対 して,建設 ‑の協力, とくにその技術的
寄与 を感謝す るものであった｡それは, ｢
延 々と｣ と形容 したいほど長 く続 き, い ささか うん
ざ りす るほどであった｡そ して, このことをさもあ りなん と納得 し えたのは,式典 のあ との
｢
施設案内｣で,大仕掛 けでかつ精微 な仕掛 けのいろいろとほどこされ たC棟 の建物 を見学 し
た ときであった｡私は 1980年 12月の短期研究会 ｢
物性研究 の将来｣に出席 して,その計画の
壮大 さに庄倒 され るよ うな思い を抱 いたが 一 私 は,有山 ･武藤 が来 日した He
i
s
e
nbergの
話 をきいて量子力学的物性論‑ の関心 を抱 いてか ら ｢
物性論懇談会｣の結成 までをいわば r
gF
u
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の時代,以後物性研設立 までを ｢おたま じゃ くし｣ の時代,以後 これ までを ｢とかげ｣か ｢わ
に｣ の時代 とす るとき, これか らは ｢
恐竜｣ の時代 といえるのではなか ろうか, と感 じた ‑ ,
実際 にその恐竜 の住み家 ともい うべき建物 をまのあた りにみて ｢なにごとのおわ しますかは し
らね ども かた じけなさになみだこぼるる｣の思 いに近 い思 いを し,今やわれわれは,物性研
設立 に匹敵するよ うな,時代 の曲 り角 にい るのではないか と感 じた｡
壮大 な極 限物性計画 を具現化す るほどに蓄積 され高 まった 日本 の物性研究 の act
i
vi
t
yが,
正 の要素 として存在す る｡他方, ｢
物性研｣設立時 と比較する とき, いわば ｢
民衆｣ の受 け身
の姿勢 ･消極性 ･関心 の欠如 が,負 の要素 として存 在す る 物性研が設立 された とき, 日本の
｡

すべての物性研究者 が,物性研 を自分たち自身 の研究所 であると実感 した し, また実感 しえた｡
しか し今,巨大 な極 限物性研究施設 を,神 々の御殿 と感 ず ることはで きて も, 自分たち自身 の
ものであるとは実感 しえていない｡ このよ うな負 の状況 の克服 が,長期的 な見通 しに立 った と
き,仏造 って魂入れ るための急務 であるように思 う｡
第 1回物性若手懇談会 に出席 した人々の うらの最年少学年は,M lであった｡それ らの人 々

も,今やすべて 50才 を越 えた｡物性研設立前夜 の熱気 と昂揚 が,今 こそ若手 に伝 え られ,受
けつがれな くてはならない｡
四半世紀後,物性研 50周年 記念式 典 の参加者が,所 内開放 で C棟 を見学 した とき,そ こに
25年 前 の物 性研 絶頂期 を象徴す る観光的記念碑 として巨大な どラミッ ドとスフ ィンクスを見

るか,今 なお次々 と熱 い炎 を吐 き出す生 きたフェニ ックスを見 るかは,かか って若手 の双肩 に
ある｡

｢私 に とって物性研 とは｣

研究 を進 めてい く上で大変有難 い存在 で, なければ困 るものです｡
束京理科大理 ･応物
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