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一Ｔ

第19回常任理事会についての報告
9月 18日 ,木 郷学士会FBで打 10回 常征埋JI

全かけ」かれた。

出Pr者は.INのとおりであった。

(会長)有山,t才,(,ヤ任刑夕打)lJ7和勇一,陀 取
一男,町 上茂十剖,祐 日佐十,和 と‖夫,y7F辺武

男,(枠 ■ )小)相 械,鈴 木H“|よ,Ⅲlヽ怖1和,(Ⅲ

務局 )"じ後″

次の緒i扱旭が年散された。

1 会 長‖竹

|)オ ■本成1‖Ⅲと楊川秀 t14LJIの御lll去に際し

てあ会からⅢlせを送り4i花を,(えたことが報告

された。出‖子一ⅢⅢ,‖,役Aを はんで爆怖をj42

げ4_.

の 先 頃の会た訪Ⅲの際, 1務会と中刊教ll部のあ

力によつて,火  日 “円周市fFりヽの作製に努力

することrlとり決めらitたが, このイF業のその

後の経様についてヤに合された。Ⅲ同側の脇力が

〕R前に■rめば約1年ぐらいで原rnJが党成される

予定である.

13)先頃全員に配布,ね1依頼した,「 日」i↑学位

術の友y4L・協力に関する友抗形脚 J意上 要 望

調在 Jに対しては,現 在までに8件の回誉か寄

せられてお,, 日下強理検討中である。

また,「 ■,キrnl術専門家の自費訪中希望調査J

に対しては,現 在までに2件の御提姿力ち,毛

その実現に向けて中国側と交渉中である。

“)「 古少年科学普及展覚会」の件と「青少年科学

交rL国Jに関してはなおⅢ回側関係方面と連絡

検討Ⅲ・の段ltLである。

0 「 01久交流 Jについては,Ⅲ 国卜惇 技術交流

協会と折価の結果,只 体案がほばでき上がつて

きた。約1開心のある会員の方々は1あ会Ⅲ務局に

御連絡いただきたい。

2 協 会のあ り方について

ここ放回にわたって,ヤ ll■球会では, 協会の

法人化のた非, その市r確性の出!旭をめぐつて協

会のあウ方のいj胆ルヽ紡競されているがくいj旭ホ

については,会 車に胤20のll 会長の柿 llHをみ|に

されたい ),今 ⅢⅢもかなりの‖↓は1をかけてさら

に敵論が深められた。

日中 交流 ニ ュー ス

農業気候資源 な らびに

作物生態学視察団の来 日

中国十卜学院自然資源総合考禁委員会のユJ厚 ■

(腰 資源,農 業資派,生 態 ),李 昌革 (森林■

取j tttF4と態 ),候 光良 (挫業気候 )の 3氏は,

協会の招合により, 8月 12日 から8月 31日 ま

でわが序にいれし, 次の諸施設を見学して用円さ

れた。

束よ大学理学部値物学教室, 同皇学部農業生物

学1,静 岡県甘橋試験場,前 同県本業試験場,大

阪府立大学農学部農業工学科,大 吸市立大学理学

部生物学科,京 都大学津学部, 同理学部,九 川農

業試験場 RP本県模業試験場,同 某村試験場,筑

波大学i物 科学系!農 業技術,F究所。
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中国科学技術協会

自動化学会代表団の来日
■日自Ij化学会理事長!北 京信息とtl研究所所

長の宋健氏を団長とする上記代表団一行 16名 は,

協会の招待により, S月 21日 から9月 8日 まで

わが目に滞在され, 8月 24日 から28日 まで京

都"ホ テル ニ ューキョウトで開催された国際自

動制ねl連盟第 8回会議に出席,そ の後,以 下の話

施設を訪問兄学して帰国された。

堂田自動車工場 日 本 IBM, 山 武ハネツこル

伊勢原 栄 川工場,東 京工業大学工学部, 日立製

作所中央切F究所,北 辰電機製作所,東 芝l LA合研究

,方。

最近 の 中国科 学技術

中国科学院学部委員名鱒

〔北オ(3り129日佐新■社=中 い tl行〕中u小 学

院学和!委員孫抑 (新 委f4263人 ,元 委員 ]17人)

は次の通 り。 (Hけ 」はll:の無向順による。キトロの

あるのはブ1変員 )

物理学放学部学部委員 (79人 )

干敏,I元 ,二 竹津十,I承書,工 冷目!,上擬fF,

王抑博 ,方 励之,葉 叔撃(女 )F7rl,お 端サ郎

稼先,原 FPv紋,共 光冊,共 洪ウt,4羅 束工,コ :沢

函キ,Fh欽 岳,社 逢十,関 準直,沈 元,呉 文俊十

呉式根,李 正武,李 小 (女 ),■ 日平キ,李 蔭遠

蘇歩青ヤ,何 沢慧 (女 ),何 所麻,厳 済慈■,市

健,谷 超豪,ぶ 瑞IH X,江 徳Rll■,張 文裕キ,Pr・

延哲キ,揚 楽,楊 澄中,周 光召,用 向慶■,周 培

源半,林 同蹴,陛 啓鰹,|を学菩ヤ,結 建中,陳 彪,

陳景消,胡 寧ヤ,胡 い!幸,胡 市民,tl召 十,施 汝

為来,芸 拍58,段 学復イ,趙 忠莞■,洪 朝生,銭

三強X,銭 偉長X,な 学森■)銭 怖照 ,ヽ唐 孝威!

那柏林,徐 叙聡,寛 道行,談 鏑生 黄昆キ,黄 相

治,章 綜,程 閉甲,程 民徳″詠希徳 (女 ),訪 家

麟,首 庭庭米,彰 桓武ヤ,管 惟炎,戴 元本,戴 伝

曽,犯 栄爵サ

化学部学部委員 (67人 )

二序ぅ王森仁,申 洋丸 臆侃章,臆 嘉錫栄, 田昭

式 潟新徳)翌J有成,朱 亜偽 紀青むキj沈 天憲

(ユ ),蘇 元使,厳 東生,爺 倫 呉 学周■,呉 征

出,呉 浩青,那 共毅,何 煽林,時 均,聞 忠沢,と

家鼎,こ 欧米,IttH,振 大煙■,張 存浩,張 青

蓮卜,揚 石先■,武 遅,疎 姉玉 (女 )′1凍冠栄,

陳栄防 陳家節, rl大打‖■,査 全性,避 宗映十,

侯祥麟ヤ,銭 人元,戯 志道ナ,銭 保功, 高 小日

(r/),高 侑と,高 済宇,高 技術,高 鴻,徐 比意,

は有は,唐 故蜘 ,17t岩楢,何 受束,衰 輸吉キサ

黄十加キ,ま rtlH,黄付 (女 ),☆ 燿曽, ピ木点,

梁机椛 x,梁 Fb天,すいネrr,,い輿蛸,シ 小逸,お

滋迎,府 llL金(女 ),略 明隷に,客 啓瑞,姿 ,い■ヤ,

戴安〕3,

と物学部学部委山 (89人 )

に世峻,方 心方,1はいⅢ共サエ伏Mサ エ志均,こ 応

は十,I普 机Ⅲ ,11佃 宝,只 時申 X,来 11永 ,ヽ

お徳■ヤ,次 こな,大 既り〕,朱 神!杵,刑:才1ぃ な|

は職★,以」ld「ljll,れは文■,サtr卜愉,央階平,典呈,

県人世■,呉征盗十,lt充鏑,沈共侵■,沈 者lf「l,

卒慶遊,4迪 雄■,4光 Ft,渉侃松■,とi脅仁,lr」

価,卸 阿,劇j示召トサ陳中仲,映 世取ヤ,1舛市楽,

林巧和キ(女 ),林 鋒キ,川 妊川,川 沢P4米,テ‖

式力S,張 /r籍■サ張Fl桐十,状 致一,張 効Fj■,

Pl宝麟,命 幸宝キ,IFttJ l十,郎 作新,夢F国損,

爺大絞ヤ,爺 徳凌,嬰 成後,侯 光畑ヤ,候 学爆,

コ確 な,地 洪坤■,地 警仏,釘 志湘X,施 腹吉,

批と,奏十二昌ヤ,は‖キ,段宏やキ,高尚蔭,徐

冠仁,談 家槙,諸 福英キ,腎 天飲,盛 形埜 ,ヽ問

遜初,よ 家卿■)責 禎祥,深 lFttl,堤植ll■,謝 少

克  曽 呈至,絢 支査,実 維藩,茄 討竜,奈 旭,奈

)F章■,率 勉栄,熊 数,黎 尚藻,活 技 ,ヽ戴 松思

ヤ,魂 蟻 X,

地学部学部委員 (75人 )

丁日輸,馬 本垣,工 之卓,=仁 ,■ 日lm‐j二 恒昇サ

=2E,二 鴻禎,毛 漠礼サ方俊,テ 賓勲■′業連俊,

実篤正,亜 治れ 虜何ま,英 森I予★,関 i聡 ,抑
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東生,晏」光鼎,許 傑キ,池 降高 (女 ),任 美鍔,

朱夏,孫 駿如,呉 汝見 宋叔和Ⅲ =星 草 今春呈,

谷徳ほ 張知佑I,張 伯声,張 ネ砧,張 瓶煮, 周

立=,月 廷儒,周 明鎮,岳 希新,陳 永冷,疎 国達,

疎述彰,式 竹ヤ,楊 適儀,侯 f之 ,赳 金科,施 雅

風,徐 仁,徐 克勤,表 見斉,台 文lP,貢 間坂,賢

福海,顧 巧叔キ,顧 知徴,高 ■1格, 高振司 涼 光

h・t,fFj詰純 (女 ),秦 馨去,郭 文魁,郭 承基,賞

汲治キ,☆ 紹願,ま 宗維,胸 計言,謝 義用,」l学

帥,菫 中保, 曽慶存, 首融生サ程純枢,狂 裕棋キ,

樽X義 ヤ,妻 文ヤX,評 共顧,桜 恩之′

技術1学 部学部委員 (90人 )

丁舛年,馬 大猷キ,千 福点,テH之町ヤ,こ 大布 X,

工守武,工 守覚,I、 越 ,支 宋軒,毛 HL午ぅ 史 M

熙,業 培大,朱 物千,I,‖H門緒,せ 育智,劉 恢先

密Jはml,任 コ〒民,孫 徳和★,単 徳壊′李文采米,

今」家■,■ tlk■(女 ),今 強,季 燕ヤ,呉 lHi摯

■,堤 白A,虫 学問■テ央良4‖,柿 組美,舷 世メ,

B保 打1江 拘1袖十,江 ll l17,7ttt F」・元ブL,lltれ

屹,小 問Pr(女 ))rl:以外来,IPL少山,切い元lrt,

粧光ね ,披 作れ,破 ‖け宗,批 frF俊,ほ 恕はし,披

11キ,張 勲,助 延Jtヽ,助 豚ll,腸 ll,1味オ充,

陳宗基,陳 学校,取 lt■,映 加民,用 意宏X,用

意久,孟 昭央十,nF象 ltヽ,紙 冊行,tnl俊,初 悔

円,抑 哲は,作 上高,作 芝論サ作来疎,批 り,批

令舟キ,成 郎韓サ高慶加,高 ■往 衣 文熙ヤ,世

宏PI,」↓可信,斉 名前■,採 守架 ,lll'成 ヤ,宵

7tは,襲 祖同,】 週,雷 天覚キ,慈 長Jキタ落応重

キ,察 鳥年サ奈兵望,姿 金高.活 際会,幡 家針,

zlllキ見,

〔北京 3月 29日発IFrキ社=中 国通信 〕学部委員

会の任務は,科 学院所属の各研究所に対する学術

上の指導を行い,国 内・国外との学術交流を推進

し, さらに科学技lIの振興とF「5題について政府に

助言することである,

今回の補充● 委員の平均年怖は 65な に下が

,,中 国の現代化にとつて章要な,多 くの新しい

,F究分野の中門家が加えられた。新委員のうち48

人は 55歳 以 「 15人 は女性である。

原子力科学, コンピューター科キ 超小型電子

技術,分 子■ lFl学などの専門家が同委員会に入ク

たことは, ■目における過去 30年 間の科学の前

進を物語っている。

同委員会には,人 民共和国成立後に育つた次の

ような有名な科学者も命まれている。

周光召(52)理 論物埋研究所所属。宗粒子物

理学,統 計物理学,爆 発物4H劣 ブ ラズマ物理学

放射性流体動力学で著しい成果をあげた。

加柿林 (47)理 論物理研究所所属。統剖物理

学と日体状態型II sの研究のiヨ導者。

ttl嘉撒 (49)長 本応用化学研究所言」所長。希

上のhh Jと分離および高圧イオン交換の業禎で有

名。

こ元 (数学,1究"子のヒ教諭研究者 )腸 楽 (数

学研究所の閑al理論研究者 )芸 伯l13(北京大学

抜学卜の位オ‖放学者 )谷 超家 (役工大学の微分

毅何学教授 )陳 lllヤ(大逆化学物42研究所の分

折惚半研究林 )張 存14(大 辻化学物lL,F究所の

化学レーザー車円家 )呉 J/(中 「医学小,学院価

場研究TTの細的迪仁学者)。

また断委員には, 剰家〕じ使lJのll lじ体構造地質

学 ・1じ震仙た,F究者丁と輸,中 司争竹技術1,学眺

の ll性力学研究者mll海昌両氏もいる。

中国国務院 , 26単 科大学

の新設を認可

t北京8月31日発新空社=中国通信〕中国回務

院はこのほど,単ホ,大学26校の新設を認可した。

内訳は二対系 61五 医科系 2校 ,師 範系13枕 財

政経済系 4核 ,外 育系 1に 。技名と所在地は次の

通 り。

人津理工学院 (天 津市 ),武漢 ntl市建設学院 (湖

北省武漢市 ),上 海医療器拡専■'学校 (し海市 )

揚州工業専手,学校 (江蘇省拐州市 ),こ 蘇化工学

院 (江 蘇省常州市 ),北 京電子専科学オ煎北京市),

北鎮医学院 (山 東省北鎮県 ),蒸 山医学院 (山東

省泰安市 ),柳 成師範学院 (山 東省柳城県 ),運

成Fn範車千学技 (山 西省遅城県 ),朝 陽Fn範専十1
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学校(道寧省朝陽市),畢節師範草科学校(貴川‖

省畢Pll県,,商丘師範車本学校(河荷省高丘市)

零陵師範車科学校(削高省界陵県),滑県師範専

科学校 (宏徴省沿県 ),福 "‖師範奇Fl学校 (福建

省福り‖市 ),泉 州hr範専fl学校 (福空省泉"市 ),

自成師俺車科学校 (十ホ省白外市 ),長 春師範学

院 (吉林省長春市 ),呼 ll師範車科学校 (黒竜江

省1子面R)サ 充山hT範与科学校 (黒竜江省克山県)

蘭"‖高学院 (十粛省蘭洲1市),商 京食性経済学院

(江藤省市京市 ),遼 寧商業専科学校 (遊寧名飾

"1市),黒 竜江財政専卜学校 (黒竜江省ハルピン

市 );古 lltll有学院 (古林省長千市 )。

中国,,ケ ツト1基で3衛星を打ちJず

〔北京9月20日発Vf子社三中二通信〕中序は9

月20日, 1組のキi lJ理探rl術との打ち上げに成

功した。今には中コとしては初めて,一 ,1にの迎触

■ケットで311の術とがJ3ち上げら,■た。術ルは

IL化に11道に沢り, 作システムは正l」に作動して

おり,た えす地上に4加 ド1学仙よ」・央阻データを

送つている。

中国の人工術星打ち上げ状況

198149月 20日,中 ヨは初めて一基の巡般ロ

ケットで3価 の宇官物理探査術■を打ち上げた。

これは中国が打ち上げた 9仰,10佃 ,1 l lll Hの人

工行屁である。

これ以前の8個 の人■術呈の打ち Lげ状況は次

の通りである。

1970年 4月 24日,最 初の人工術星が打ち上げ

られた。

1971年 3月 3日 には,1,学 突暁術景が打 らに

げられた。

その後, 1975年 7月 27日, 11月 26日,12月

16日, 1976年 8月 30日, 12月 7日,1978年

1月 26日 6個 の人工布二が相ついで打ち上げら

れた。

公表された資料によると, 70年 4月 24日に打

ち上げた最初の人工衛星の童宣は 173キ ,だ った。

同行星の飛行軌道は近地点439キ ,遠 地点2384

■口, ll道傾斜 66 5度 ,用 期 1時間54分だうぇ

71年 3月 3日に打ち_しげた科学実験衛呈の重

量は221キ,だ った。同行星の飛行Fll道1ま,近 地

点が266キ,ぅ遠地点が 1826キFだ った。赤道仮

■1699度 ,H"1時 間46分 だった。 75年 7月

27日 の人「行里は近地点186キ,遠 地点464fF

赤道値伸 69度 ,月 期 l時間31分 .75年11月26日

の人工行,は 近地点 ]73キ「,遠 lt点489+,赤

道傾付 63度 ,コ 則 1時間31分 。

75年 11月 26日 の人工術凡は, J4初の計両,こ

ク地_Lに回収された。 76年 12日 の人工衛卓は,

当初の:画 通 り正確に地上へ田H又さ,した。 78年

1月 26日 の人i●術皇は,所定のキr両通 ,本学実岐

任務を完遂と,成功車に地上へ「lT4された。〔北

京9月20B発新4H社=Ⅲ卜通信〕

北京の光通信調険システム,順調ヤtl■動

〔北方(8)J13日先alT■社=Ⅲほ加付〕今年2りJ

に北水市86,89ⅢjiCittl lの■1被によさ3 3キ ,の

光ファイパー通付卜吸システン、が非|えイ」けられて

から,す でに述lL5カリ]阿世つているが, システ

ム全体の作功状況は〕せl」で,中 l llしたりするなど

の“故は起こっていない。これは中¬の通信技術

が現|(化に向かってthみ出した重要な一歩である。

この光フアイパー通信試験システムは北京の20

余 りの1学 ,F究単位,大 学,関 係の工場が他省,

付の関係J上位の支持を得て 共 同で研究,製 作に

成功したもの。

Ⅲほの専P弓家は, この光フアイパー通信か将米

郵電部門に広く応用されるだけでなく,車 ■,経

済,科 学文化,人 民生活にも応用されるものと兄

ている。

中国地震科学者がM8の

富蘊大地震破慶現場を調査

〔ウルムテ 9月 4日発lrI社=中 国通信 〕中国

の地震科学者は50年前 す グニチュード8の大地

震が発生した新彊北部宮蘊Fの 破家されたままに
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な,て いる現F・を調査した。

1931年 8月 11日 に発生したこの富統大地震

は,今 世紀中国大性で発生した 7回のMSの 大地

震の 1つで,そ の奈波は新彊北部, 甘粛河西回RIJ

モシゴルおよびツ連の広他な地区に及んだ。

宮蕊大地震の調査はⅢ国の地震科学研究の重点

項Bの 1つで, 1972年 以来前後 5回行われた。

著名な地震ナじ質学者丁回輸中国科学院学部委員は

主近町外調査を終えたのし,次 のように指摘した。

新H“で発児された地震の破褒Iu場は,大 陸内部

の地震の破家活動の法則を記融し,地 震の発i迪

程,地 産の原コを研究し,大 地位の地質的は敬を

見つめ,大 十し使の危険ナしなを乱定し,地 度の中長

)切予加Ⅲ, 予報をルJ】Jする,え で柾めて得がたい自

然のll学央険場である。

今世紀Ⅲ田大|～で発■したM8の 地使 7Jの う

ら, 6匝|は抑子ⅢⅢの‐ナネ, アル トゥシ, チペット

のザ土ィ, ダムション,廿 船の古波,Ⅲ 文の海広

で発4をしているカキ 保r掛 贈″ャ173ほどよいとこ

ろはlLにない。

中Jの地下水資廠 問8000億 トン

〔北末 9月 11出発新Vr社=中 ■7L2信〕いま北ホ

で,1かれている全内地 ド永資湖〔Fヤ神141政交流会設

で, Ⅲ同で判明しているよし下よ天然資源は年四

8000佑 トンに達していることがnt4らかにされた。

こ'ては中卜の4つの現1(化建設と人民■活の三要

な物質的ユt礎である。

地下jlr資源を明らかにするため,地 質部門は50

年代から,計 画山|に企回的規模で水文地質調査活

rhを始めた。これまでに青海チペット高原および

1部の高山,Fl漠などの地てを除いて,調 査lT助

はほば完了した。水文地質調査の結果が示してい

るように,全 国の地下水資源liかた'■かで,分

布が非常に広く,水 質も非常によい。北部の穀倉

地区である■Jヒ,松 遊)LIⅢ,銀 川の年平床およ

び山西の5大盆ナしなどには,か な り厚い第 4紀ロ

か広く分布しているため, よい時水条件を備えて

おり,地 下ム資源が豊宮である。初歩HJな調査で

明らかにされたところによると,北 部15省t直暗

市 。自治区および江藤俗|ヒれ 安徴省北部地区の

地下水資源は年間3000億 トンに達している。高

部には,か なり堂かな地下水が連成されている。

市部4省 ・市 ・自治区の地下水資頂は年間5000

億 トンに達している。

地質部のl ll係方面の責任者は新芸社記者に対し,

「定国以来、わが国の地下水資源の開発,利 用は,

工控業の発展と都市建設を促す向で重要な役=」を

果たしてきた Jとやl・lし, さらに次のように述ベ

,t。

だ力ヽ 世柴給水にせよ,統 一計画と厳格な管理

tl度を久いているため,地 下水の開発 ・利用には

まだFr7刻な宋政府状l_Lが存在しており,A択 にい

ろんな破壊をもたらし, さらに一Pllの地区で水位

のにヽ 水 ■のllt少を対いている。

こぅした状146に直両して,今 後は水文lt“条初|

と地 1水JA源の分rF状況になづいて合l■的な計画

を立て, 本資源の管理を強化し,■ 洪米Hi″と人

民生活の日l」しに抑大する需要を‖tたさなけ,■ば

ならない。

中国 ,希 土lll製品の生産 。応用

で威呆

「ホフホト8月12日発新車社=中国通信〕工州

れ,女丁両記者  今 年大型の台ljが広束に襲米

した時,功 指ほどの大さのアルミ合金高圧送電線

がうどんのようにひきらぎられたのに反し,希 i

類を加えたアルミ合金高圧送電線は,狂 風に身を

まかせ,4T然 として今までどうり電流を送つてい

た。このように工業用品あるいは生活用品に希上

類を加えて性能と品質をひき上げる新技術は, 中

玉の工業部円で幅広く応用されている。

すでにわかつているだけでも, 19省・白いえに

希土類拡があり,確 認埋戒量は諸外国の理蔵iの

始fHの5倍に相当する。希上類工業も一応の規模

をもち,生 産工場は20余りあクて,100籠以上の規

格の青i類 製品を生Ffすることができる。

現在,売 上類は種々雑多な田用消費物資の中に
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入 りこんでいる。中国が従来生産していた家庭用

鉄ナベはもろくて,ち よっとした不注意でこあれ

てしまつたが, ここ数年に一部企業が希上類を加

えた鋳鉄でつくちたナベは,頭 まで持ち上げて地

上に落としても全 く損傷がない。寒くなると, セ

ーターが章ばれるが, しかし常にテクチクとさす

感触と洸つた時に色があせやすいという問題があ

る。内索十第 1毛紡績工場などで生産する,希 土

類酸化ユー「ピウムの入つた毛ネ染色剤を使った

毛ネは, 光たくか良いばか ,か,こ があせす。 そ

のうえ綿ネルのようによわふわしてえらかい。こ

れで編んだセーターは着ごこちがよい。

希上類でつくった着色斉」を侑生,実 納f,空 架用

陶磁にオ!川すると,色 彩が鮮やかで,人 々をひき

つける。石加1■産部門では,必 打よ分拍“装置のlk燦

に話■llを使用することで,石 油処理‖を25勿|

ばすことができる。近年の打上411サヤリウム 」

夕くルト永久磁石ll州の医学へのltt用も, 出“下しい

かぎりだ。内球i,北京, Lu,式 映,広束など

のl.ljTttH211●希上ltll永久磁石材"|をllつた医療

ヤグネットで,関節炎,内“【圧,結14,ⅢⅢhF性友

虜炎などポビエラーな1011ハウの病夕,をお求し,

著しい効果を兄せた。

ⅢIミのお土lJRを合む側の新品Tlは,れ 合金伽,

市速度鋼,ば わ鋼など20ハ リある。希主類をVIL

入すると,金 属に「ビタミンJを飲ませたような

もので,「 不老長寿 Jになるのである。湖北 大

治AlttPFで生産する希上類 トラクター ギ ヤ用伽

は,従 来のものより伯以上方命が長 く, また17/山

F「銅公司で生産する自動車構造用釧は,希 土類を

混せるようになつてから合格率が以前の抑%か ら

いつきに 100%に _し昇した。

中国 ,東 海 で天然 ガス オ イル

サ ン ド発見

〔北京8月泌巳発新革社=中 国通信 〕中国地質

部が孤日発表したところによると,中国は束海 (束

中国海 )に掘つた第 1号試掘オから,重 層高圧天

然ガネとオイルサンドを発見した。

この試胡非は北緯抑度10あ 東経 126度 も" 、

東海の竜オ構造とい弛 質構造を持 った。上あの、

東南約460キ ,,水 深77メートルのところにある。

試掘丼の深さは 3400メ ートル奈である。

地質部の関係方面の責任者は「すでに入=した

資十によると,Ⅲ国東わ海域のHL積盆地の面積は

松遊平広と輩北イ原をたした面積の絡和に相当し

堆積の厚さが大きく,「T油根源岩がある。この試

抑井から得たFrI料が立証 しているように, この地

域の石油 ガ スの空械月のサじ通しはワ」るい Jと述

べた。

海 南島 で総 合科 学 調 査

中国の自然窄1学者 と経済専門家

〔北京9月7日発新4社=中四通la〕引家Tl学

技lJ委員会, 卜1家挫業委員食 中 コ科学は術協会

は,今Tl向然料学者と経済守円家を紅級ヒて,タ

学Ⅲ卜にわたる総合わ1学調査を行い,海 前ヽの煎竹

資‖を一段と合Il l lにけ‖発 利 用するための科学

データをlt,tすることをサt r41で決定した。

この11学捌査の予は‖古作業はすでに基本的に終わ

っている。海市‖Ⅲに派遣された先発隊は ]力月に

わたる初歩的な前ltを終え,す でに「海M魅 開発

のll状と口〕題点 」という総合‖付,准 南るのIJ業

経済村↓進,小 洪,邦 村作物および助Ftl物寺に Allす
“

る3つ のテーヤ"1報告をまとめており,次 の本報  ｀

査のためにしつかりとしたと礎を店めた。

距市んは熱中の北端にあり,天 八資源が望瞥で

社会主義建設で非常に重要な地位と役割をltうて

いる。l17波後卸年余の阿に, 同島の建設は一定の

成某をあげた。だかヽこえにおいては左の思F?峰
響と「史tth条件の制約を受けて, Fl島開発の

|,1

と政策をめぐるFPh題はなかなかうまく解決さltな

かつた。この数年,同 島の一部の地方でホtlの拭|

残, 乱 発  ・LA, 水  の 流共, 生態環境の1破塚

かもたらされ,珍 しい動植物も告をこうむ?■。

中国のII学技術陣を幅広く動員して,同 島?Tl

発・建設をめぐる問題を検討し拍そ決す々
たゃ,日

家科学技術委,国家農業委, 中国科学技術委↓1今
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年 5月,Ⅲ 国生態学会 中国地ll学会, 中国植物

学会,中 国営学会,中 国熱帯作物学会,中 国林学

会など16の間逆学会に委託して, 自然と経済の方

面の↑学者を組織し,今 秋同島について多学科に

わたる科 f‐調査を行うことを共 Rlで決定した。調

査のi要 内容はO漫 業,林 業,4r帯 業,ちJ業,油

業,熱 常作物およひエネルギー,交 通輸送などの

配住を合め,海 南鳥あ生態ネバランスの維持およ

び天然資源を対統的に利用する道をさぐること,

0全 島の総合自然区分を行うための■「学的デーク

を提供すること,O自 然と天然資源 (動物 ・士埋

など)を保護することの特殊な意義と方法をさぐ

ること,④ 海高島を一般とレ1発 ・建設するための

科学,院 評旭を研究し,犯 出すること,で ある。

中国の早稲 ,昨 年比

100万 トンの増産

〔北,(3り131日先新Ⅲ社-11コ 通竹 〕Ⅲlutでは

夏取 り入れ企肌のJ卜作にlLさ, 1100ガ ヘクター

ルの■椰も↓作となつた。関係1‖町の予想による

と,今 年中llは作ll mlllヵ対昨年より40万ヘクター

ル減少しながら,J4位 山村t当たり収陛iの ll加に

より, 総1文離il,k44よ り100方 トシハリの)Mた

となつて, 5000ガ トン以上になる児込ス。

今年,早 師生産地区では,挫 作物の分布を,さ

枕き合理的に調整し,早 l lⅢi積を圧縮し, rH稲と

「芸作物の作llけll大にFし て,作 付体ネをさら

に合理化した。ケくのI岡作地市では,労 rl力)月じ

料および肥培付理面でド学的営農をし, 単位面積

当たり収量の'さ 上げに力を実中した。さらに今

年はそ地で収控高と連動した報酬言算などさまざ

まな形態の生産責任 llが広 くrF進され 大 次の意

なが高かつた。このため,早 柿の全裁培期問を通

して,4種 の増産措置が例年よりよく請 じられ'ぁ

今年,早 柿生有如間に,一 部生産地の気象条件

が1し校的よかったことも堂作が保証された尿内で

ある。早稲の■百にとつて重要な 5, 6月 )長 江

中下流の各有は基本的に長雨 低 温の天気がなく

調市,安 徴,江 配 湖北,逝 こそ省の増まl18はか

なり大きくなつた。上方広配 広京, 福定,江 蘇

四川そ省 自 治区ではぅ水キ 病虫害または作付

面積の大幅減少により,収 穫宣は昨年に及ばなか

つた。

北京心胸外科 シンポジウム始まる

こ北京 9月 20日発新華社=中 国通信 〕内外の心

胸Ft外‖専P,家200人近 くが参加する北京心8J外

科シンポジウムが20日午前,北 京1,学会堂で閉ネ

した。

これは中車医学会外科学会と米国ライマン Aプ

ルーアー¬際外科学会が共ltするもので, ブラジ

ルサ カ ナダ,中 FF, フランス, 西 ドイツ, スウェ

ーデン, スイス,米 国,香 港の有名外科医が参lJR

している。

jtt信忠中玉術生部長 Ⅲ ■医学会名誉会長,〕f

家柳中国医学千1学院院長 ・古都医科大学学に,米

国の有名な胸睦外111‖
Ⅲl家ライマン・ブルーアー

教授測 」会のあいさつをし,次 のように述べた。

◇戯信は抑!長 こ のシンポシウムはⅢi医学外と

¬際医学外との刑J解を促進するとともに,共 同で

学術レベルを前めていくのに役立つであろう。

l・l畦外↑|および心tFH l耐次想の予防 治 凍はⅢ

卜でますます■祝されつつある。初えば代道ガン

市lnl圧などの次はについて一斉調査が行われ,|■

対発見,早 W診 断,早 朋治家に努力している。

中国ではすでに, フアロー4徴 )たを合む先天性心

臓病の内部修復=術 について一定のレベルをもつ

た専PJ家を多数控成している。近年, 中卜の多く

の地区では,人 工弁膜の置換,心 室壁廟の切除,

冠状Ij脈のパイパス作 り,主 動脈唐切除Isよび人

工置換などの新しい技術,yt幼 児′心臓血管手frの

肺床!研 究をく,広げている。

◇ま家ぢ田院長 世界で心胸准外下「が始められたのは

比政的遅かつたが,発 展はリト付に速い。かつての

「手術のクブーJはつぎつぎに打破されているも

ののぅ未解決の同題も少なくない。手術のあるも

のの死亡率はまたな活高く,手 術後の併発症も少

なくない。このシンポシウム● 国際的に有名な
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心胸爆外科の専P」家が共にFrl心をもつPP槌あ っし

■に討論し,役 なの経験を/‐流できるのは非常に

有益である。

◇ブルーアー教授 こ のシンポシウムは各国の関

係および友情を強めるのに非常によい機会を■え

た。これが終わつたあと, 4位 が国際協力の関係

を強めるという願いをもつてそれぞれの病院ある

いは医学部にlFられるよう望む。

なお, このシンポジウムの組織委員長は黄家柳

院長とプルーアー教授。

シンポジウムには,心 臓弁快営換,血 液外科 ,

冠状IIJ脈外↑け 先天性心臓万外千,食 道ガン外科

治源などの内容を含む論文田嗣 l`JF出された。 ,

ちⅢ四の外十■円家が出したのは17統lj。そのうち

の 1つは,北 京の半有怜教授のハリ旅帥の肺切峡

における応用についての報告である。平教授が情

導にあたつている北A付 結核),す,F究所では,1965

4,から81イト本までに, ハリ那いによるⅢⅢt」|ハ手術

を 120o例 も行っており,成 功本は弱%に のばつ

ている。

シンポジウムは24Hに 終わる。

挙束地区科学技術脇力細が設立

=束 地天FI学技術あ力lFlが正式に設立された。

これは最近徐"‖で開かれた■束地区省 ・市1,学取

術委第 1回合同会議で決まつたもの。

昨年11月の全国十,学技術会議期FngⅢ,fF束地区

6省 1市の科学技術委員会の代表は,相 互間の協

力関係を確立するよう提案するとともに,今 年 5

月Ljで 準備会議を開いた。

今回の合同会thです手束地工の6省 1市が毛瓶

物,化 学繊維織物のプリツトおよび仕上げ技術,

木1均利用率 果 物の伸度保持泣術の向上など10の

lT究項目について協力を進めることが取り決めら

れた。また相互間でいかに科学技術ni報`成果の

交流を進めるかについても合意を見た。 (南京22

日発 )

中国特有の 「黒頸鶴Jの調査終ある

21日付「光切B械 Jに よると,中 国だけにfEむ

珍しいンル「黒項篤G率 ■Crus ntgricollts)J

の調査が終了し,そ の生忠がアイルムに収められ

た。この調査は中国の高類学者が青れチ末ット高

原で3年 間にわたつて進めてきたもの。現在,黒

項FFvの数はわすか2oo羽 余 り● ネ ンダ同様に国

家によってlH護されている。

中国林業部が青海省の24の湖沼に派遣した↑学

者は, 2方 1000キ rを 移動しなから黒虫恥を観

察,批 彫し,R"‖ 省にある赳4場 所をつきとめた。

鳥tR学者は, この,鳥の栄サタロだけでなくill冬地も

保池しなければならない, と言っている。 (南ホ

2 2 日発 )

安微省で揚子江ワニの保護

すヒ球 !こ現行する投古のjJ物の 1つ,「 ときた

化石 」と|ヤばねる助子江制 (Alligator Sl●←

nsis)が「十IL」の女触竹七ltで休散され始めた。

今年本から夏にかけて,竹 商部はひどいH lllりに

兄lTわれ,多 くのため池が干上がって,ほ ら大が

7出 し,妨 子rr船は隠れ家から八や食物を求めて

統々とはい|し てきた。広範な大次は生存の危機

にさらされているのをみて,水 の世かな場所には

を放した。日の体池機関に手波した者はさらにタ

かつた。

原の養加場には大小様々な揚イ江鰐116匹が人

工池でよいだり,は い回つたりしていた。これら

はすべて地元の大木の子で保護されたもの。成鰐

は通常作長 2メ ートル前後,背 中に角質のウ,P

があり,体 iは 掟大のもので2075キ ログラフ、に

達する。多産で, 1度 に21個のJPを産むことヽあ

る。卵は円形で,最 大で75グラム,小 さいものは

4●グラムほど。この差殖場では200個 の卵を人工

お化している。 (合肥2o日発 )

1981年 版 「日本J(中 国語の科学技術者向

け日本案内 )残少数、入用の方は早めにお申

込み下さし、 (頌価一部千円、会員2割引)


