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梁成吉 さん を偲 んで :基研 での共同研 究
大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻

川上 則雄

(
2
0
01年 1
1月 1
2日受理)
2001年 7月 27日､梁成吉 (ヤ ン ･ソンキル )さんが ､静かに天 国に旅立たれ ました ｡
享年 47歳 とい う若 さで した ｡ 残 されたご家族の方 々の無念 さ､悲 しみは ､言葉 には尽 く
せぬ ものが あると思い ます｡また､たいへん優秀な物理学者が亡 くなったことは､物理学
コ ミュニテ ィに とって も大 きな損失だ と思い ます｡
梁 (ヤ ン)さんの専 門は素粒子論 ですので ､物性物理の研 究者 の 中には馴 染みの な
い方が お られ るか も知れ ませ ん ｡ すで に固体物理 (
2001年 9月号,川上)と物理学会誌

(
2001年 11月号,江口徹氏)に追悼記事が掲載 されてい ます｡ここでは物性物理に関連する
1
981年 )の後 ､ニール
経歴 を手短に紹介 します｡梁 さんは､立教大学大学博士課程修了 (
スボーア研究所研究員 を経て ､京大基礎物理学研究所 (
基研)助手 (
1
987年)､KE
K助教授

(
1
990年)､筑波大学助教授 (
1
99
2年)､同教授 (
1
99
4年)とい うご経歴です｡素粒子論が
専 門ですが ､ニールスボーア研究所滞在の時に､共形場の理論 (
Conf
or
malFi
e
l
dThe
or
y,

CFT) を用 い て統計力 学 モデ ルの臨界現象 に も研 究 の手 を伸 ば され ました ｡その後 ､
1
989年か ら基研で私 とオーバ ーラ ップが あ り､よ り物性 に近い話 として 1次元強相関電
子系に関す る共同研究 を始め ました｡基研でいっしょに過ご した期 間は 2年弱 と意外 に短
か ったのですが ､その後亡 くな られ るまでの 1
2年間､共同研究のみな らず私ご とで もた
いへんお世話 にな りました｡梁 さんは私の 4歳年上で したので ､仲の よい友達 ､兄 とい う
感 じで した｡
ここでは､基研での梁 さん との共同研究 を少 し振 り返 って､彼の人 とな りにふれてみた
い と思い ます｡梁 さんの広い交友関係か らすれば ､私 との付 き合いはほんの一部にすぎま
せんが ､この拙文で彼の人間味あふれ る生涯の一側面が伝われば ､と思い ます｡

1 出会い
1
989年 1月に基研 に赴任 した時には ､梁 さんが素粒子のス タッフとして既 に着任 し 2年
が経過 してい ました｡ 彼の専門が素粒子論であることは知ってい ましたが ､具体的に何の
研究 をしてい るかは知 らず ､学問的に も日々の生活において も遠い存在で した｡ 梁 さん と
懇意にな るきっかけ となったのは ､私が その年の夏 に (
旧)ソ連 に出張 したことです｡ペ
レス トロ イカで ソ連が崩壊す る直前のことです｡ここで私に とって重要だったことは､共
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形場理論 の誕生の地であ るランダウ研 究所で優秀 な研究者 と議論で き､これ に続 きレニ

e
kl
o
v数学研究所で この議論 をさらに深めることがで きたことです｡当時
ングラー ドの St
の 日本の物性分野ではあ ま り話題 に上 らなか った共形場理論が ､(素粒子研究者だけでな
く)大 きなテーマ として研究 されてい ました｡2次元における共形場理論は ､素粒子の弦

980年代後半にその研究が大 き く進展 しました ｡ この
理論の基礎 を与 えるもの として ､1
理論は､スケール不変性 を局所的なものに一般化 した ｢共形不変性｣と呼ばれ る相称性 に
基づいてい るので ､統計物理や物性物理に現れ る 2次相転移の魔 界現象に応用す ることが

e
kl
o
v研究所 といえば ､素粒子 ､数理物理 ､物性物理 など
で きます｡ランダウ研究所や St
の異分野が ､活発 な交流 を通 し高いレベルの研究 を生み出して きました｡日本では場の理
論の研究は素粒子論が 中心であ り､残念なが ら物性分野で この ような話題 を議論で きるよ
うな環境はあ ま り整ってい ませんで した｡ この短い滞在の間に､共形場理論の物性へ の面
白い応用が あ るに違いない ､とい う強い印象 をもちました｡
ソ連で受けた刺激以上に､私に とって重要な鍵 となったのは､梁 さんと ｢改めて出会 っ
た ｣ ことです｡ ソ連か ら帰 国後 ､共形場理論の物性への応用 をず っと考えてい ましたが ､
具体的には何 も進 まず悶々としてい ました お りしも､素粒子セ ミナーで ｢共形場理論の
｡

変形問題 ｣とい う梁 さんの講演があ りました｡ ここで初めて､彼が共形場理論 に関する研
究に携わってい ることを知 りました｡セ ミナーの内容はかな り数理的で､物性のテーマか
らは程遠い もので した ｡ で も､最先端の研究者がか もし出す 自信 ､迫力が セ ミナーか ら
伝 わって きました ｡ 基研で初めて会ってか ら既に半年以上経 ってい ましたが ､これが実質
的な ｢出会い ｣ とな りました ｡ これ を機会に茶飲み話 を頻繁にするようにな り､共形場理
論の物性への応用 について熱 く語 り合 ったことを覚えてい ます｡二人 とも共同研究に燃 え
てい ましたが ､最初は空回 りの部分が多 く､研究 としての進展は今一つ見 えて きませんで
した

｡

この ような 日々の議論 において､素粒子論 と物性論の ｢言葉の違い｣をかな り感 じまし
た｡梁 さんは統計物理に造詣が深 く､私 も物性のなかでは数理物理 に近い領域に位置 して
いたので条件はかな り整 っていたはずですが ､それで も議論の最中に困惑す ることが しば
しばで した ｡ こちらは当然の ように基礎 的なことを説明 してい るつ もりなのに､なん と
な く内容が伝 わっていない ような感 じがするのです｡逆 も然 りで ､梁 さん も私のことをな
ん と物分 りが悪いんだろ う､と思っていたか もしれ ません｡半時間 もたって ､簡単なキー
ワード (
例 えば フェル ミ面 )の意味が伝わっていなかった､とい うこともしば しばで した｡
この ように ､分野の異 なる人たちが共同研究 をす る際には､｢言葉｣や ｢バ ックグラウン
ド｣の違いが大 きな問題 になるように思われ ます｡で も､これは本当の壁ではな く､共同
研究 を妨げ るものは､実は 自分 自身の ｢妙なプ ライド｣なのだ と､彼か ら教えて もらい ま
した｡言葉が わか らなければ ､わか るまで聞けばいい｡そのことを恥ずか しい と思 った り
馬鹿 にされ た くない とい う ｢プライド｣を捨て きれ なければ ､相手の言葉が理解で きず ､
それが 目に見 えない高い壁 を作 って しまうのだ､と｡

‑
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2 これ はい け る
そ うこ うす る うちに半年近 くが過ぎ､高温超伝導に刺激 されて強相関領域 における 1次

‑
J模型に対 して ､
元電子系の性質が大 きな注 目を集めて きました｡1次元ハバ ード模型や t
強相 関領域の研 究 に火が ついた感 じで した｡ 弱相 関の 1次元電子系 は ｢朝永 ラ ツテ ィン
ジャー模型｣とい う以前か ら知 られた枠組みで記述 され ますが ､強相関にある電子系はど
の ように記述すれば よいのか とい う問題が浮上 して きました｡もちろん､弱相関 と強相関
の間に相転移が なければ ､系は連続的につなが っているはずですが ､この クロスオーバ ー
現象 も含めて強相関領域 を扱 える理論はあ りませんで した｡ここに､当時急速に発展 して
きたモ ンテカルロ計算や厳密対角化 などの数値的手法が大 きな役割 を果たし､かな り研究
に進展が あ りました｡ しか しなが ら､低エネルギ ー領域のユニバ ーサルな性質を議論す る
ことは依然 として難 しい問題で した ｡
その年の 1
2月に強相 関電子系の研究会に出席 したことが刺激にな り､1次元ハバ ー ド
模型の共形場理論 による解析 を真剣に考えることにな りました｡ すると､ハバ ード模型に
関 して鍵 となるア イデアが ､年 も明けたある日､意外 に簡単に出て きました｡今で も覚 え
てい ますが ､1月の寒い 日に共形場理論のア イデアに基づ き厳密解 を用いてハバ ード模塾
の相 関関数 を計算 してみた ところ､モ ンテカル ロの数値計算 とも整合す る結果が得 られ
ました｡ 二人 とも結果にはかな り興奮 ぎみで したが ､その正当性に関 しては慎重になって
い ました ｡ とい うのは ､1次元ハバ ード模型に共形場理論の方法は適用で きない とい った

Wo
y
na
r
o
wi
c
hの論文が 出版 されていたか らです｡いろいろな角度か ら議論 を重ね ､最終
的にこの考 えで よい との感触 を持 ちました ｡ お りしも基研 を訪れた A侃e
c
kと議論 をす る
ことがで き､この感触が確信 にかわ りました｡二人 とも ｢これはいける｣ と思い ました｡

‑
J模型や長距離相互作用の模型などに応
その後 ､この解析 をハバ ード模型だけでな く､i
用 しましたが ､その内容に関 しては出版論文で既にご存知の方 もお られ るか と思い ます｡
ソ連で直感的に感 じた ｢物性への共形場理論の応用 ｣は､梁 さんの との ｢出会い｣を通 し
て現実の もの とな りましたた｡
当時二人であれ これ と悩みなが らたど り着いた答は､今か ら思えば当た り前のことの よ
うな気 もします し､また物理の進歩か らすると微 々たるもの と思い ます｡しか し､自分た
ちが悶々と考 えて きたことに､すーっと光が さし視界が一気に開けて くる感 じは､なん と
も表現 しが たい もので した｡二人にとって ､このテーマは自分達の得意 とす る所か ら共に
少 し離れた ものであ り､その距離が半年間で一気に縮 まったことが とて も新鮮で した｡さ

9
9
0年
らに､この喜び を分か ち合える友達が いるとい うことが嬉 しさを倍増 しました｡1
は ､二人に とって共同研究 を満喫 した年 とな りました｡(旧)基研 のひなびた建物で ､深
夜 までわ くわ くしなが ら二人で議論 したことを､今 もなつか し く思い出します｡

‑

4
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3 集 中力 と気合
梁 さん といえば ､｢集中力 ｣ この言葉がぴった りで した｡か細い体か らは想像で きない

989年の年末に共同研究のア イ
｢秘めたる闘志 ｣とい う言葉 も､また彼その もので した｡1
デ アが 出てか ら､議論 を詰めて論文にす るまでの ､無駄のない研究の進 め方は感動 もの
で した. もちろん ､この論文 を書いている間に次の研究テーマ となった超対称 i
‑
J模型の
解析 など も､ぴ っち りと日々の予定に組み込 まれてい ました｡ この ようなホ ットな話題
に関す る研 究 を進めてい ると､必ず とい っていいほど他の研究者 とのせめぎあいが 出て
きます｡実際 ､我 々がハバ ード模型のプ レプ リン トを提 出した数 ヶ月後には､同じ結果 を

Fr
ahm‑
Kor
e
pi
nが 出した と言 って きました｡ 梁 さんには､この ようなせめぎあいにも全力
を出 し切 るとい う気迫が あ りました｡
彼の物理に対するひたむきさや ､ほ とば しる集中力 ･気合は ､I
BM科学賞のホームペ ー
ジに掲載 され てい る若者へ の メッセージか らも感 じ取れ ます｡ このペ ージで梁 さんは ､

Mi
gda
lの言葉 を引用 しなが ら次の ようなことを言 ってい ます｡
"第一線の研 究の現場にいる科学者 も､学ぶこと､理解すること､そして新 しい研究成
果 を兄い出すこ と､この 3点を頂点 とする三角形の中で揺れ動 く心の風景 をもっているの
です｡この矛盾 を乗 り越 えて確かなものを掴 む力は､研究者の熱意のこもった集中力 と気
合いか ら生み出 されて くるように僕 には感 じられ ます｡｢
何かや ってみたい｡｣とい う意欲
と､｢自分 に も何 かで きるはずだ｡｣ と素朴に信 じられ ることが大切です｡"

993年か ら 95年にかけて
私たちの行 って きた共同研究は､固体物理の誌上セ ミナーに 1
1
0回連載 され ､これ を岩波書店か ら一冊の教科書 ｢共形場理論 と 1次元量子系｣として出
版 しました｡これには共形場理論や厳密解などの基礎的な部分 をかな り詳 し く解説 し､こ
の分野に対す るバ リアを少 しで も低 くすることを目的 としました｡共同研究 をしていたこ
ろの気合が ､この本にこめ られてい ます｡この ような基研での共同研究の成果 をたいへん
喜 んで くだ さったのは ､当時基研 の所長であった西 島先生 と長岡先生で した (
1
99
0年 に
所長が代 わ られ ました)｡梁 さんは､この両先生 を殊のほか慕 ってい ました｡西 島先生が
どこかに書かれてい ましたが ､基研 にはいろいろな分野の研究者が集中してお り異分野 と
の交流 をLやすい とい う利点があ ります｡私たちの共同研究は､まさにこの環境によるも
のだ と思 ってい ます｡い くら問題意識が高 くて も､あるレベルを超 えた共同研究 をしよう
と思 うと､その筋の専門家 と気軽に議論で きる環境が必要です｡特 に､この ような議論が
日常的に力 まずで きることが重要です｡基研での恵 まれた環境 を うまく利用 した成果が ､
逆 に異分野の交流に多少 とも刺激 を与えたことに､梁 さん もたいへ ん満足の ようで した｡

4

｢甘党 ｣セッション

物理にはめ っぽ う厳 し く ｢辛口｣だった梁 さんで したが ､食べ物に関しては大の甘い も
の好 きで した ｡ 基研 の部屋でホ ットな議論 をした後は ､深夜の ｢か らふねや｣に行 って ､

‑4
4
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と りとめ もない話 をしなが ら甘い ものを食べ るのがお きまりの コースで した ｡ 私は喫茶店
で コーヒーを注文するのが常で したが ､彼に誘われ るうちついに ｢甘党｣の仲間になって
しまい ました ｡ 喫茶店では物理のことはほ とんど しゃべ らず ､家族の 自慢や ､ち ょっとし
た 日々の悩みやグチなどが甘党の トピ ックスで した｡このエキス トラ ･セ ッシ ョンでは､
彼の強 さだけでな く ｢か弱い部分｣や ｢煩悩｣など もた くさん見えて きました｡物理の共
同研究だけでは見 えない彼 の人間味あふれ る部分 にふれ ることがで きました｡
このセ ッシ ョンを通 して分か ったことの一つは､梁 さんは研究以外のことに関しては､
かな りのテレ屋で シャイだった とい うことです｡例 えば ､物理の発表はシャープかつ迫力
満点で したが ､家族に 自分の思いを伝 えた りすることには､あ ま り長けていなか ったよう
です｡コペ ンハーゲ ンでの苦労話 ､国籍によるハ ンデ ィ､これか らの人生 に対す る希望 ､
悩みなどなど､た くさんのことを聞かせて もらい ましたが ､ど うもその ような思いを家族
に素直に伝 えていない､とい う感 じを受け ました｡当時､二人 とも家族そっちのけで ､が
むしゃらに研究ばか りしていたと､私の妻か らも彼の奥 さんか らも聞か され ます｡で も､
この ような研究一筋 と思われ る情熱の中に も ｢家族 と一緒に幸せになるんだ｣とい う彼の
強い気持 ちが こめ られてい ました｡特に､大学でのポジシ ョンを得 るのに家族 とともに苦
労 された梁 さんには､この ような思いが 人一倍強 くあ りました｡
家族 を思 う気持 ちに関して､今で も忘れ られない彼の言葉があ ります｡私の妹が急逝 し
た時の ものです｡自分の家族が ､しか も若 くして亡 くなって しまうと､誰 しもあ まりの辛
さや淋 しさのために､故人のことを思い出した くな くなることがあ ります｡思い出が楽 し
ければ ､い っそ う辛 さが増すか らです｡ もちろん私 も例外ではあ りませんで した｡彼は ､
そんな私 にいつ もの口調で諭 して くれ ました ｢悲 し くって も､ず っと思 い出 してあげて
よ｡ だって ､妹 さん淋 しい じゃん ｣
｡当然の ことで したが ､心が 洗われ る気持 ちで した｡
奇 し くも､梁 さんか らのこの言葉 を､今度は私か ら残 されたご家族の方 々に伝 えることに
な りました ｡
今で も喫茶店に入ると､梁 さん との甘党セ ッシ ョンをしば しば思い出します｡そんな時
は､彼の言葉どお り､楽 しか った共同研究のことを振 り返 り､次のステ ップへの活力にす
ることに してい ます｡

5 別れ
研究室の電話が な り､いつ もの ように梁 さんが しゃべ り始めたのは ､2
000年 1
2月 も終
わ りに近い ころで した｡最近の物性や素粒子の話題は何 だ とか ､家族の調子はど うか とか
長 々としゃべ った後で ､彼は淡々と続け ました｡実は､一年前に手術 した肺ガ ンが再発 し
明 日か ら入院す るんだ と｡ 口調はいつ もの通 り穏やかで ､｢何 とかなると思 うよ｣ とい っ
た具合で した｡もちろん ､ガ ン再発が何 を意味するかは本人が一番 よ く知っていたはずで
す｡その夜は､いろいろなことが頭の中を去来 しました｡ 出会ったこと､いっしょに研究
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を始めたこと､グチをこぼ しあったこ と､そ して一年前の手術 のこと0
年が明けてか らは､自然にまかせて生 きると決心 され ました ｡ もちろん ､これは現代医
学では余命幾ば くもない ことを意味 してい ました ｡ 家族 を残 して一人この世 を去 らなけ
ればならない無念 さは､想像 を絶するものがあった と思い ます｡また彼 と同じ くらい､ご
家族の不安 と悲 しみ も深か ったことと思い ます｡特 に､お子 さん達に病気のことを告げず
に､ぎ りぎ りまで頑張 って こられた奥様の心労には計 り知れない ものが あったはずです｡
この ような状況であったに もかかわらず ､梁 さんは情熱 をもって研究 を続け ました ｡4月
に筑波大学に立 ち寄 った とき､かな り咳 き込んでい ましたが ､まだ計算 をしてい ました｡

6月には ､もう自宅で床 に臥せ ってい ましたが ､依然 として冗談 を連発 してい ました ｡ 出
会った頃 と同じ調子の明るさで した｡自分の運命 をあるが ままに受け入れ ､なげや りにな
ることもな く､静かにかつ力強 く生 きられ ました｡この ように､最期 まで思いどお りに人
生 を全 うで きたこ とには ､ご家族か らの大 きなサポー トとそれ に村する絶対 的な信頼が
あ ったのだ と思い ます｡

6 エピローグ
ここに綴 ったエ ピソー ドは ､染 さんの豊かだ った人生のほんの 1ページにすぎ ませ ん｡
で も､彼の物理に対するひたむきさ､厳 しさ､そ してそれ を包み込 むような明るさが ､こ
この話か ら少 しで も伝 われば幸いです｡
梁 さんの歩んで きた道の りは決 して平坦なものではなかったはずです｡幼少時の病気の
ため片脚が少 し不 自由で したが ､そのことを周 りに忘れ させ る くらい元気で した｡国籍の
違いによる困難 もあったことと思い ます｡そ して､これ らの悩みは決 して簡単な ものでは
なか ったはずです｡で も､彼にはそれ を跳ね返すだけの明るさと強 さがあ りました｡穏や
か さの中に秘めた本当の強 さで した ｡
亡 くなる まで ､ず っと物理 を愛 した人で した｡それ以上に家族の ことを思い続けてい
ました ｡ 梁 さんが亡 くなられたことへの､ご家族の悲 しみはつ きないことと思い ます｡で
も､ご家族の方 々に も我 々に も､彼はいつ もの口調で天国か らメッセージを送 ってい ると
思い ます ｢悲 しんでぽ っか りじゃ駄 目じゃん ｡ 好 きなこと､気合いれてやろうよ !｣｡ご家
族の方 々は ､この悲 しみ を乗 り越え きっと強 く生 きていかれ ることと､確信 してい ます｡
私 自身 も､物理 をこよな く愛す る研究者 と出会 えたことを誇 りに思い､これか らも物理
を､そ して研 究生活 を彼の分 まで楽 しもうと思 ってい ます｡
心か らご冥福 をお祈 りいた します｡
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