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2次変換の妙味 (表紙の説明)

話は極めて初等的である。射影平面上の曲線 ,即 ち,射影平面曲線に関

して少 し述べてみたい。射影平面上の共線でない 3点 P,Q,Rを とり
,

P=(1,0,0),Q=(0, 1, 0),R=(0, 0, 1)と なるよう

に同次座標を導入 し,XI=Yl Y2,Xl=Y2YO,X2=YO Ylに
よる変換を考えるとき,こ れをP,Q,Rの 定める2次変換といい,CPQ

Rと 記す。例えば ,Pは Yl=Y2=0で ,そ れは,XO=0に 移 るから
,

Pは 直線 LPに のばされる。一方 ,直線 QRは Y。 =0と 表されるから,

(1,0,o)に 移るとみなされる。即ち,3点 P,Q,Rが 3直線 に ひ

きのばされ,3直線QR,RP,PQが 3点 に縮んで しまう。

しかし,P,Q,Rを 通 らぬ直線 λO YO+ス l Yl+′ 2Y2=0に
対 しては,Z=YO Yl Y2 とおくと,YO=Z・ Xl X2,Xl =Z・
X2XO,Y2=Z・ XO Xlを えるので,Z(10 Xl X2+′ l X2

XO+λ 2XO Xl)=0と なり,Zを無視することにより,2次 曲線が

えられる。又, 2次 曲線の上にない 3点 をとって,2次変換を行 うと,3
個の 2重点をもつ 4次 曲線ができ,さ らにこの上の 2重点でない 3点 をと

って, 2次変換を行えば, 6個 の 2重点をもつ 5次曲線がえられる。

しかし,こ のような操作で,2重点のみ しか持たぬ 6次以上の有理曲線

は構成できないことが証明される。このことは経験的には明白なのであろ

う,例 えば,10個 の 2重点をもつ 6次 曲線は有理曲線ではあっても,2次

変換の合成により,直線にひき直すことはできない。2次変変換により
,

曲線の見かけの形は大きく変化するが,基本的な性格はよく保存される。

しかも次数の高い双有理変換に対 しても2次変換は唯一つの構成要素なの

である。このことは,代数多様体や複素多様体の双有理変換についても ,

基本的には成立 している。 2次変換は,不愉快な操作であるとされて,よ

り精密な概念に置き換えられそうになったこともあるが ,その重要性は近

年益々明らかにされ ,必要悪から,根本的に善なる存在 とみなされるよう

になりつつある。 (飯高 茂 )
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シ カ ゴ 大 学 の 事 な ど

広報係の方から新任教官としての自己紹介をか

ねて何か書 くようにというおすすめなので,私が

昨年末まで 6年余 り過 ごした米国の様子 ,特 にシ

カゴの町と大学の様子を中心に書 く事にします。

私が米国に渡 ったのは1974年 の夏で,シ カゴ大

学 (74～ 76,78～ 80)と スタンフォー ド大学 (76

～78)に 籍をおきました。米国の印象は一言にい

って極めて多様で巨大な国で,単一民族が狭い国

土に住んでいる状況に慣れた者にとってはいささ

かとらえどころがないといった感 じで した。たと

えばシカゴの町とスタンフォー ド大学のあるサン

フランシスコ郊外とは ,気候も風土も全 く異なっ

ており,生活様式にもかなりの違いがあります。

特にニューヨーク,シ カゴのような大都会ではス

ラムとか犯罪 とかいった都市特有の問題をかかえ

ており,大都会以外の米国とは際だった対称をな

しています。

シカゴの町は五大湖の 1つ のミシガン湖に面し
,

米国のほぼ中央部に位置する米国第 2の 都会です。

イリノイ州, ウィスコンシン州,オ ハイオ州など

で代表 される米国の中西部は,ニ ューヨーク・ ボ

ス トンなど国際的な色あいの強い東部や,急進的

なカ リフォルニアに代表 される西部とちがって
,

何となく泥 くさい感 じが しますが,勤勉・実直な

典型的米国人の住む所だとされています。

シカゴ大学は ,dOWn tOWn(高層 ビルのある

市の中心街)か ら南へ10マ イルほどの所にあって
,

キャンパスの周囲 2マ イル四方位に大学関係者が

集中して住んでおり,そ の外側はスラムに囲まれ

ています。シカゴにいる間よく治安についてたず

ねられま したが,残念ながらあまりよいとは言え

ません。夜遅 く1人歩 きしないというようなルー

ルを守って生活する限 り事故にあう事はほとんど

江  □ 徹  (物理学教室)

ないようで したが,学生の人などは慣れからだん

だん大胆になって,無理をして被害にあうという

事が時折あったようです。

シカゴ大学が日本で知 られているとすれば ,多

分 Fer m iら によって原子核の連鎖反応が初めて

実現された所としてだと思いますが ,原子炉のあ

った場所は現在図書館がたっており,そ の前の芝

生に記念の彫刻が置いてあります。ここで行なわ

れた実験が ,広島 。長崎の原爆へとそのままつな

がっていぅたわけで,日 本人として複雑な気持が

します。

私の関係 した物理学教室は,現在 ,南部陽‐郎

(素 粒子論),S.Chand rasekhar(天体物理 )

L Kadanoff(統 計物理),J、 CrOnin(高 エ

ネルギー実験),U・ Fano(原子物理)E Pa■

ker(プ ラズマ),ら 著名な研究者をかかえており,

Fermi以 来の伝統を受け継いでいます。 南部教

授は ,私 が特にお世話になった方ですが, 日本人

教授は,他 に,藤 田哲也教授 (気象),入江昭教

授 (国際政治)ら がいて大いに活躍 されています。

ここ数年アメリカの経済は著 く不調で,多 くの

私立大学がその影響を受けて経営に困難をきた し

ています。シカゴ大学も facultyの 5%削減など

の努力で,なんとか 2～ 3年前にどん底を脱 した

ようですが,人文系での学生数の減少が大きな問

題になっていました。これは,全体にアメリカで

高等教育を受ける人間が減っているためで,そ の

原因としては高等教育を卒業 してもそれにふさわ

しい職が得られない事が上げられています。

米国では研究者間の競争が日本よりはげ しいと

言われます。これは確かにそのとおりだと思いま

すが,私 の感 じた所ではむ しろ研究者 という者に

対する社会の通念にかなりの違いがあるような気
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が します。日本の場合 ,大学の教官や研究者は何

か貴い職業に従事 している者として,社会の変動

その他か ら保護されるべき存在であるとされてい

るようですが,米国の場合,研究者はその専門知

識 という特殊技能によって生活をたてている一種

のプロフエッショナルで,その意味で,プ ロ野球

の選手やフットボールの選手 と異 なる所がないと

いった通念があります。そこで研究者 といえども

特別 に保護 されるべきでなく,社会一般の自由競

争の原JIPに 従 うべきものであると考えられます。

研究費に関 しては,ま だまだ日本は貧困のよう

です。米国では,研 究費 (NSF,DOEな どの政

府機関からくる)か ら博士コースの学生の奨学金

秘書の給料,助手の給料 )教官の給料の一部など

をまかなうので直接比較できませんが,理論の場

合でも日本の10倍位はあると思います。米国の場

合 (理科系),日 本の助手にあたるのはいわゆる

pOst― dOctOral position といわれるもので

すが ,こ れは大学の正規の職ではなく教官の研究

費によって個人的にやとわれるもので,研究の成

果があがると研究費も増えて,元気のいい若い人

を沢山雇えるとい う仕掛 になっています。ただ し
,

近年では大学のポス トの不足 のため ,post― dOC

toral position から正規の職 に 上がる事 ので

きない人が増え ,2年位の任期で職場 を転 々と渡

り歩かなければな らないという状況が増えていま

す。

以上,雑然 と書 いてきま したが ,最後 につけ加

えます と,一昨年あた りから米国で 日本に対 す る

関心 が急激 に高 まり,「なぜ 日本の経済は うまく

い くのか ?」 とい った問題意識で ,テ レビでも日

本の自動車 会社や ,満員電車 ,受験競争 ,お見合

いなどの様子が何度も放送 されま した。海外 にい

る日本人 と してこうした日本 ブームには誇 らしい

気が しま したが ,同時 にはた してそんなにうまく

い っているのかとい った面映ゆい感 もあ りま した。

確 かに 日本 は比較的高い水準 の労働力や商品 を大

量 に作 り出す点で成功 をおさめてきたといえ ると

思 いますが,こ れからは さらに先進的 ,独創的な

科学技術の開発 が必要 とされてい くはずで ,こ う

した点 からいっても ,大学 における研究 ,教育の

責任はますます重 くなってい くと思 われます。

徳島大学教育学部の集中講義には驚きました。

冬休みの始まる12月 23日 から御用納めの日まで 1

週間とのことです。最上級生の単位ですが,下級

生も出席させるとの話です。成績に無関係な 3年

はもちろん,4年生もその時期には就職 も決まっ

ているはずで,講義など身を入れるはずがありま

せん。

回折結晶学 ,こ とに,X線回折による原子的構造

の決定法は,地学ばかりか物性物理学 や化学の最

も基礎になる分野ですが,学部の講義でとりあげ

られることはめつたに有りません。機会さえ与え

教育者の素質と適性

床 次 正 安 (鉱物学教室)

られれば尻尾を振 って宣伝に行 く気で居 りました

から,聞 き手が一人でも居てくれれば結構という

つもりで,X線回折カメラなどを車に積込んでで

かけました。ところが,単位を取得するとかしな

いとかに無関係に, 3, 4年生が全員出席 して
,

朝から晩まで,真面目に聞いてくれるのです。

その年度の人にかぎりません。翌 々年度には
,

最上級生の卒業の可否を決める会議 も終 って,卒

業式だけを残 している時期に,同 じく一週間の集

中講義を行ないました。最終学校終了から就職ま

での期間は,人生最後の休みではないにしても,
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各人の前半生では最も大切な休暇のはずです。集

中講義の単位も先付けで優が記されており,判定

会議後に取消 される心配もないわけですが,全員

郷里にも帰 らず ,旅行もせず,小生の講義をきゝ

ました。例により,単位を貫わない 2,3年生も

同様で した。この年は私にとっては三度目の経験

で覚悟ができていたので驚きはしませんでしたが
,

それでも呆れました。

近年の学生気質を理解 している訳ではありませ

んが,理学部だったらどこの大学にせよそれほど

無茶苦茶な真面目人間ばかりではないと思います。

冬休み中や春休み中の講義に全員出席などという

ことは,教育学部でなければ有り得ないことでし

よう。どうも教職に就 こうと志ざすほどの人間は
,

生まれながらに生真面目な人種に属するらしいと

考えざるを得 ません。でもしか教師などという悪

日は,実情を知らない人の言種に違いありません。

そこで考えたのですが ,学校教育に於て,先生

という先生が皆 ,教師を天職 としているという状

態が望 ましいかということです。怠惰な生徒や
,

非行に走る心理は,あ る程度,そ ういった性癖の

ある教師でなければ理解できないのではないでし

ようか。全員が怠け者である必要はありませんが
,

20数 年ぶ りにこの本郷キャンパスにUタ ーンし

てきて 1年有余になる。学生時代の良 き思い出が

残 っていたせいか ,昔 はもっと調和の とれた清潔

なキャンパ スではなか ったかという思 いに:最初

とらわれた。確かに20数年の間に日本は高度成長

を遂 げ ,世間 下般の建物が立派 になった し,ま た

プ リンス トン大学やケ ンプ リッジ大学の塵一つな

く整備 されたキャンパスに強い印象を受 けたりし

て,比較水準が高 くなっているせいか も知れない。

何人かに一人は教師に適わ しくない様な人柄の先

生が居た方が,学校全体をうまく運営できるので

はないでしようか。

徳育に限らず知育についでも同様なことは考え

られないでしようか。 /Jヽ学校は,全教科を一人の

先生が教えるから,割合に良いのですが,中学以

上になると,特 定の学科が得意であった人がその

学科を教えるようになります。その結果として劣

等感を持 っている生徒が落ちこぼれて行 くのでは

ないでしょうか。先生ができなければ生徒達 も
,

あの程度まではできるという安心感を持てるので

はないかと思います。その場合,出 来の良い若千

の生徒の反応はわかりませんが,た いして弊害は

生 じないでしょう。教師のうちの多数は今まで通

りその学科の人を残 して,水準の下落は防 ぐこと

にして,一部分はその学科が不得手 な人に分祖さ

せることはできないでしようか。ノ」ヽ生自身は,第

二外国語を教えたくてたまりません。教養課程で

習っただけでなく二年間もその言葉の中で暮 した

のに少 しもできないのです。それでも私が教えれ

ば生徒の中からは一人も脱落者を出さない自信が

あるのです。如何なものでしよう。

しか し,ま わりの環境 と不調和な建物が建 ってい

たり屋上につぎはぎの建物が重なっていたり,建

物のまわ りに色々のものが無秩序に置かれたりし

ているのを見 ると,色 々の事情はあるにせよ ,も

う少 し大学全体 として,キ ャンパスの景観に神経

をはらってもよかったのではないかと思 ったりし

てもみた。

そうこうしている内に,現実の本郷キャンパス

に01み始めた頃 ,56年度より,理学部 1号館の運

理学部 1号館 運営委員会議事録 雑感

宮 本 健 郎 (物理学教室 )
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営委員長という重責をお引き受けするはめになっ

て しまった。前委員長の霜田光一先生より引き継

ぎを受けた議事録は昭和27年にまでさかのぼる。

色あせた紙に書かれた議事録を眺めていると,こ

れまでに先輩の先生方がいろいろ議論を重ねなが

ら一歩一歩研究環境の改善に努力を積み上げてこ

られた様子が しのばれる。

1号館運営委員会のは しりは,昭 和29年 の 1号

館増築 (北側)に関する相談会である。昭和27年

12月 5日 の第 1回相談会のメモを眺めると,メ ン

バーは,芽理学部長 ,田 坂事務官 ,藤 田 (天文),

弥永 (数学),今井 ,平田 (物理 ),正野 ,松沢

(地物)の先生方である。第 1期増築 (南側)が

29年 8月 ,第 I期増築 (南側)が30年 3月 完成で

ある。相談会は 5回 で終っている。

第 1回 1号館運営委員会が開かれたのは,30年

3月 25日 である。平田森三先生が委員長で,メ ン

バーは弥永 (数学)金商木 (天文),久保 (物 理)

日高 ,磯野 (地 物)田 坂 (事務)の方々である。

第 5回 (30年)の議事録では相つぐ盗難事件の発

生で,南側通用□の閉鎖が検討された。その可否

についてのアンケー トがとられ 78:8で 不賛成と

いう結果が出ている。結局午前 8時 から午後 6時

までだけ通用口を明けることになった。昭和33年

第Ⅲ期増築 (西側),34年度に天文,地物か理学

部 3号館 (浅野キャンパス)に移転 ,37年 3月
,

第Ⅳ期増築 (西側,計算機センター)が完成 ,そ

して昭和41年 3月 平田先生の後を霜田先生が引継

がれた。

第24日 (41年 6月 22日 )のメンバーは霜田 (委

員長),弥永 (教字),久保 ,後藤 ,飯 田 (物 理)

永田 (地物)高宮 (生 化),吉野 ,杉森,岡野停

務)の方 々である。41年 10月 に物理学会事務室が

1号館から立退き,41年第 V期増築 (4階 ,数学 )

が完成 とある,第 28回 (44年 1月 28日 )では学園

紛争による被害補修費 ,用 務員の被害見舞金の負

担についての議題があり,当時の御苦労の様子が

しのばれる。44年理学部 4号館完成 ,51年 3月 第

Ⅶ期増築 (4階 ,物理),55年増築部分の外壁 レ

ンガ張 り,56年 3月 防火扉の設置があり,第49回

の運営委で霜田先生より運営委員長をお引き受け

することになった。

ここ一年の間に 1号館の外壁が落 ちついた色調

の赤 レンガで統一され,防火扉の設置で階設 まわ

りが一新された。 1号館はたしかに古い建物では

あるけれどもたえず整備され ,タ バコのすいがら

やごみ等がちらかっていることなく清潔に保たれ

ておれば,新 しい建物にはない,古 き伝統を感 じ

させる荘重な雰囲気がある。議事録を眺めて先輩

の方々の御努力をしのび,民主的な運営の伝統を

引継き,皆様方の御協力をえながらこれからの 1

号館の運営に努力を したいと思 った次第である。

確率論と数理統計 に関する第 3回 ヴィルニウス

・ コンフェランスが, 6月 22日 より6月 27日 迄 ,

ソ連の リトワニア共和国の首都ヴィルニウスにお

いて行われた。この方面の国際的なシンポジウム

であったバークレイ・ シンポジウムがヴェ トナム

9"4tv=92 =77-)/7

岡 部 靖 憲  (数学教室 )

戦争の終結 と前後 して終わり,そ の後の役割を演

じつつあり,第 1回 が1973年 に,そ の後 4年毎に

開催 されている。ソ連のこの方面の研究者はほと

んどすべて参加 し,今回は,ア メ リカ, フランス
,

ドイツ, 日本 ,イ ンド,オ ース トラリア,イ ギ リ
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●

スなど20ケ 国の外国からの参加があり,人数は

450人 位 と聞いた。

詳 しい内容の説明の前に, リトワニア共和国
,

その首都ヴィルニウスの地理的・歴史的説明をす

る。今年始めより,「 ポーランド危機」と関連 し

て,ソ 連と東欧諸国の合同演習のニュースを耳に

するが,最近 (8月 )行われているのがバル ト海

沿岸であり, リトワニア共和国は,いわゆるバル

ト海三国 (エ ス トニア・ ラ トヴィア・ リトワニア)

の一番南に位置 し,国境をポーランドと接 してい

る。モスクヮの西南94キ ロにあり,飛行機で 1時

間15分かかり,ブ ィルニウス市内の中心をネ リス

川が流れ,人 口49万 で,道路 。建物の表示は, リ

トワニア語 とロシア語が併用されていた。緯度は

札幌より高いが,と ても暖かで,の んびりした緑

の多い静かな町であ った。

歴史のある共和国はどこも同 じと聞 くが, リト

ワニア共和国でも日常語は リトワニア語を用い
,

ロシア語は小学校から学ぶが,授業でしか,そ れ

も週に2,3時 間と聞いた。 リトワニア語は,サ
ンスクリット語などと同 じ位古く,文字はアルみ
ベ ットを用いており,それだけに配列の相違 (英

語と比較 して)が ,その意味を理解 させにくくし

ていた。 しかし, リトワニアの人は,こ の自国語

を用いて話すことに誇 りをもち,ロ シア語を用い

ることに反感をもっている節があぅた。たとえば
,

こんなことがあった。以前から知 りあいの リトワ

ニアの数学者 Mackevi宙 usと その弟子の E idll

keviviusに 市内を案内 してもらい,市の象徴で

あるヴ ィルニウス城で 3人 の記念写真を誰かに写

してもらうべくM氏 に尋み,助 けにきてくれた人

に,私が英語で「 シャツターの位置はここです」

といったとき,M氏は,「 アッチュ」 とぃったの

で,シ ャツターの位置を リトワニア語で「アッチ劃

というのかと早合点 した。写 し終わったあと「 ス

パ シーバー」とロシァ語でいうと,M氏 は く アッ

チゴ>は「ありがとう」を意味するリトワニア語

で≪ スパ シーバー≫>は ロシア語です」 と。この

様 な愛国心 は ,形 こそちが うが何回 も目に し,他

の共和国以上の様に思えた。それをい く分なりと

も理解す るために,旅行案内書 をみ ると,1323年

にゲ ジミナス公が城 をヴィルニウスに築 いたのが
,

この国の初 まりで,1795年 にロシアに合併 され ,

ロシアの 10月 革命後の1918年 1月 にソヴィエ ト権

力下に入 ったが ,1920年 10月 から1939年 迄 ポー ラ

ン ドの支配下に入 り,1939年 9月 ソ連軍が進駐 し

て きて,ソ ヴィエ トの共和国のひとつとして,19

40年 リ トワニア共和国ができたが ,1941年から19

44年迄 ,今度は ドイツによって占領 されていた。

コンフェランスの開期中 ,ロ シア人 ,ア メ リカ人
,

イタ リア人など 5人招待 してくれた Surgailisは

「 自分の父親はポーランド人であった」 といい
,

招待客の女性 は ,「 自分の祖父は リトワニアから

アメ リカヘきました」 といい,「 ポー ラン ド危機」

に関 して ,ロ シア人 をこめて議論 していた。本当

のところは理解 できなか ったが ,日 本で考え られ

ている以上 に感心が高 いが,情報が少 ない様であ

った :3年前 に,ソ 連か らアメ リカヘ移 った数学

者 Dynkinと 同 じ大学 にいるアメ リカ人がいうに

は,「彼がアメ リカにきた 日す ぐに,ア メ リカ人

は誰 も買わない 300頁 もの新聞を買 っていたよ」

と ,す ると招待客の ロシア人は「誰 も買わないそ

の様な新聞が何故あるのか」 と。

話 をかえて旅の恥 をひとつ。ホテルでの朝食は
,

ガラス越 しに陳列 されている物 を注文 して食べる

のだが,自 分の番 になって,運悪 く陳列 されてい

るものがな くなると,指 で注文 していた私は大変

困 った。勘定 も,ソ ロバ ンを見 なが ら大体の見当

をつけて大 目に紙幣で払 うため ,日 が経つにつれ

て ,小銭がたまって困 るため ,ソ 連の研究仲間が

いる心強 さか,「旅の恥はかき捨て」 とばか り,

手のひらに小銭をのせて店の女性 にと ってもらう

ことがあった。私の住む柏での祭 り (8月 )に ,

ポー トピア帰 りに参加 したアメ リカのチアーガー
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ルがアイスクリームを買う場面を目にしたとき
,

彼女達 も指でさして注文 していた。どこの国の人

も同 じだなあと感 じ,ヴ ィルニウスのことがなつ

かしくおもいだされた。

最後に, コンフェランスの内容 lt/つ いて述べる。

会場は市内から北へ車で20分程の所でヴィルニウ

ス大学の工学部の建物内で行われた。唯ひとつの

ヴィルニウス大学は ,1579年 に建てられ,数学教室
,

化学教室などはまだ市内にあるが, 3, 4年 後に

はこの場所へ移転すると聞いた。朝 10時 からと昼

4時からと,そ れぞれ 3時間半ずつ合計 7時間に

わたり, 5つ の部門に別れて併行 して行われた。

日本よりは ,丸山儀四郎先生 ,飛田武幸氏 ,西尾

真喜子さんと私の 4人 で,私 は主として,確率場 ,

統計物理学 とマーチンゲールの部門に出席 した。

極限定理は,確率論における主要な研究対象であ

るが,最近 ,物理学 ,生物学 との境界領域 より,

無限次元空間上の,大事 なことだが具体性 をもっ

た極限定理 の研究が おこり,マ ーチ ンゲールの理

論 を用 いた解析 が必要不 可欠 にな りつつある。こ

れに関連 して,Sinaiの 「 ロー レンツガスとラン

ダムウオーク」,M01chanovの「 ランダムな多次

元 Schr6dinger作 用素のスペク トルの性質」 ,

Novikovの「加法過程 に対する非線型問題への

マーチ ンゲール接近」,Rostの 「確率粒子系の

流体力学的極限」が特 に印象をうけた。Molcha_

noVは ,Zdを時間係数 にもつ独立 同分布な定常

場 をポテ ンシヤルにもつZd上 の Schr6 dinger

作用素 に対 して,定常場のスペク トル密度が Rd

をこえた slip上迄解析接続 され るとき ,Schr6_

dinger作用素 は,次元 dが 5以上のとき,離散

スペク トルをもたないことを示 した。 3年程前 ,

Molchanovは ,Rl上 のマルコフ型 のポテ ンシ

ャルに対 しては,Schr6dinger作用素 は ,71■率

1で離散 スペ ク トル しかもたない ことを示 してい

た。ホテルの室が隣 りなので,講演の前の晩 ,話

をしたとき ,「次元が ,2, 3, 4の時はスペク

トルは ,離散 と連続とは混在するかもしれない。

Feymann積 分に似たものを用いる」といってい

たのだが,彼 が講演中に話 した,Zd上 のS chro_

dinger方程式の解を,Zd上 のラプラシアンに

対応するマルコフ過程のlll度 を用いて,explic_

itに表現する公式には驚いた。Rd上の場合はか

かる公式は得られていないが,重要な指針を与え

るものと思われる。私は,「 T一正値性 ,〔 α
,β ,

γ〕―ランジュヴァン方程式と揺動散逸定理」と

いう題で,非線型拡散方程式に対する揺動散逸定

理がいかなる数学的構造をもって得 られるかにつ

いて話 した。数多い部門のうち,Sinaiが聞きに

きてくれていたが,翌 日,丸山先生より,「 Sin_

aiが岡部の数学はよい。誰と一緒にやっている

のかJと いってたよと教えてもらったときは
,

Sinaiが 今年の初め来 日していた時,会 えなかっ

ただけに,こ れ程 うれ しいことはなかった。どん

な歳になっても,自 分の仕事を理解 してほめても

らうことはうれ しいことであり,今後の強い張 り

合いになる。

コンフェランスの開期中一 日を使って,ブ ィル

ニウスより北ヘバスで 2時間程の所にある湖ヘキ

ャンプにいった。ソ連の人は,実 に「よく学びよ

く遊べ」の如 く,水泳 。バスケ ット・サッカーと

体 を動か してきたえていた。Kolmogorov も80

才に近いと思われるが元気に参加 されておられた。

前からの知 り合いの人,新 しく知 り合えた人 との

再会を期 して,Molchanovの 数学はもちろ ん の

こと,彼 のロシア語の迫力・美しさにひきつけら

れ,今度 こそロシア語をものにすべく決意 して
,

6月 28日 ヴィルニウスをあとにした。

el
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1981年 7月 定例学部長交渉

7月 度定例学部長交渉は,7月 23日 ,理学部会

議室でおこなわれた。

出席者 :理学部倶1 西島学部長 ,江上評議員 ,

田村事務長以下 4名

組 合側  伊藤委員長以下10名

交渉に先立 ち, 行 (→ 6等級の事務職員 4名

の 5等級昇格が理学部側の尽力もあって,7月 1

日付で実現 したことについて組合側より感謝の意

が表された。ついで,交渉は組合倶1か らあらかじ

め提出されていた 8項目の議題のうち,予備折衝

で了解に達した事項をのぞく数項目について行わ

れた。主な内容は以下のとおりである。

1.教務職員 (教 l15等級)の頭打ちの解消につ

いて

教務職員の頭打 ちの問題は,全国でも東大 ,

東大でも理学部において特に深刻な状況になっ

ていることについて,組合側から具体的資料に

もとづいて説明がなされた。

☆   (人事院調べ。枠外者数 )

昭和54年 1月  全国で 114%(1583名 のうつ

昭和55年 1月  全国で 2.75%(1602名 のうり

☆  55年 1月 現在の理学部との比較

全国:1602名 中 枠外 44名  275%

毎 月 1日 は

東大 :254名 申 枠外 26名  102%
理学部 18名 中 枠外  7名  389%

その後の議論を経て,学部長より以下の点が表

明された。

① 号俸足のばしが実現できるように理学部と

して努力する。

② ①をふくめて,頭打ちになっている職員の

救済のためにどんなことが可能かを,次回も

しくは次々回の交渉までに調べておく。

2 1号館中庭の運動コー トの補修について

組合の強い要望によって作 られた理学部唯一

の厚生施設, 1号館中庭コー トが,事実上つか

えなくなっている現状について,組合側より強

い不満が表明された。中庭には現在 ,中間子の

施設建設中であることに鑑み,具体的な措置に

ついて組合側と当局側で事務的な協議をおこな

うことで両者が一致 した。

3 理学部附属諸室貸付規程について

理学部広報 7月 号の上記の内容について組合

側より質問がなされ,組合の行事による部屋使

用に関しては従来どおりであることが,学 部長

より確約 された。

(以 上)

「省エネルギー」

の 日 で す。
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<学部消息 >
教 授 会 メ モ

7月 15日 因 定 例 教 授 会

理学部 4号館1320号 室

議 題

(1)前 回議事録承認 (6)昭 和56年度受託研究員の受入れについ

12)人 事異動等報告 て

(31 教養学部第四学期専門科目履修規則の一    (7)寄 附の受入れについて

部を改正する規則 (案 ) {8)人事委員会報告

14, 昭和56年度教職免許教科に関する認定科    (91 会計委員会報告

目表について は0 その他

(5)昭 和56年度奨励研究員の受入れについて   (次 回予定 : 9月 16日 ι利午後 1時30分 より)

○ 昭和56年度職員一般 定期健康診断の実施

について (お知 らせ )

例年どおり,下記により実施しますので,必 ら   また ,都合等により受診されなかった方は,他

ず受診 してください。 の医療機関等にて,当該検査項目について検査を

ついては,指定 日に都合等で受診できない方は, 受けていただき,そ の結果を証明する書面 (診断

予 じめ事務部庶務掛 (斉田・菊池,内線 4005)ま  書等)を 11月 21日田 までに事務部庶務掛 まで提出

でお知らせ ください。 していただくことになっております。

記 なお,詳細については,教室・施設事務室又は

日 時 男 9月 30日 休肝 前 9:30～ 11:30   事務部庶務掛までお尋ねください。

(予 備 日 10月 6日 興 (附) 定期健康診断間診表 (全員)及び肝機能

午後 1:00～ 3:oO)    検査受検果 (受診対象者のみ)に ,必要事項

女 10月 5日明)午前9:30～ 11:30       を記入のうえ,蔓参当占念二手暮蒙してぃ
(予備 日 10月 6日 しЮ ただくようになっております。

午前 9:30～ H:30)

場 所 保健センター

O消 防署による立入検査・結果

消防法に基づき,本 郷消防署による理学部全館  る事項についての改修状況及び計画を求められま

の防火対象物の立入検査が今年も,さ る7月 8日   した。

・ 9日 の両 日行われました。 ・ 地震防災応急計画の未整備

このたび,同検査結果が文書で通知があり;概    ・ 震災時等における危険物品等の転倒落下防止

ね次のような違反指摘 ,指導事項等があり,かか    措置不適
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結果の未報告・ 屋内消火栓の取扱い訓練未実施等

・ 小量危険物貯蔵取扱所の標識及び掲示板未掲  ・ 危険物施設の設置者変更に伴 う資料無届

・ 屋内消火栓 ,防火区画の未設置 etc不

・避難口誘導灯非常電源容量不足         防 Jと力l保れま・  ・
 書 ンLと・ 消防用設備等 (消火器 ,誘導灯,自 動火災報   大 切 な ふ だ ん の 1

心が まえノ知設備 ,屋内消火栓設備 ,避難器具等)の点検

°ひとこと

                             月15日 創刊の本誌を理学部広報をまたも手にした。一般に広報誌細  のひとりとして,昭和44年 1

は昨今の超情報化時代にあって ,相 当なる使命を  よリー層活用し,真価をみいだすべ くに,こ でゝ

ひろく理学部広報の目的,性格 ,編集方改めて
,

担 うものであろう。

                            ノてはいたゞけまいか。本広報も内容からすると,それなりの目的をもち 針 ,内 容等についてご教示 し

(匿名)・対象人も,編集発行 されてると察するが,読者

「誤植のおわび」

                           ノたことです。お詫びノての不注意 に起因 t,高工研  集係と t昭和56年 7月 の11頁 ,上から7行 日は
,

同 8行 日。若林健之先生の異  申し上げます。ではなく,高 工研。

動内容は,助教授に併任ではなく,昇任です。編

編集後記

今回は,事務関係の記事が少いので発行があや  ることができた。御協力を感謝 し,今後 も変 らぬ

ぶまれたが,新任の江口徹先生 ,床次正安先生の  御援助をお願いする (飯高)。

御原稿がいただけるなどして,充実 した巻をつ く

◎ 泥棒がねらつている (盗難注意)

本郷構内は泥棒天国といわれています。いたるところで

泥棒 (盗難)の被害にあっています。あなたのちょっとし

た注意で被害をくいとめられます。
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