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海外 だより

長岡 rcalifpmia大学 )より碓井へ
5-月･5日

碓井先生

こち らに来 て､ そケそろ 1ケ月にな ります0 1.ケ月 もウロウロしていれぼ

聞 く万 もしゃべ る方 もい くらか ま Lにな ると思っていま したが､ ど うして ど

うして､ま Lになるような気配す らあ りません｡ こちらの様 子を菖 こ うに も

これでは書 きようがない とい う次第です ｡

毎 日 畠則的 に アパー トと大学の問を往復 しています｡物理教室 は私が来

る少 し前に､海岸の canpusか ら､海のみえる丘 の上の新 しいBuil且ing

に うつつたばか りですO 私の部屋か らは､左手に海が､右手にUSIOlの

High wey とその向 うに荒涼 たる野原 と ,さらにむこ うには 低い山がみわ

たされますo この大学は 10年位の うちにす ごく大 きな ものになるのだそ う

でいろいろ と ｢将来計画｣ なる ものをみせ られま した･｡ いたるところ under

constructiok で､ そ うい う所は日本の大学に よ く似 ています｡

教室 では､ Physicscolloq-ユim とい うの と､ Soユia state seminar

とい うのが大体遇 に一回ずつあ ります｡今 まで きいた謡の うちで有名 どころ

をひろ うと､ Van Vleckの Rare earth garnetの話 , Zinan の

ttshorもwaTJ W･i七h metalsP'Luttingerの qCLeneral Theory of

Thernal｡T芯alisport Coefficienも升 といった ところですo嵐に とっ て耳

新 しかったのは､ Luttingerの話 で した.(もっ と もPreprintが できて

い るらしいか らご存 じも知れ ませんが)聞 き手が英語 に弱いのに話 し手はす

ごい早 口な ものだか ら肝心 な ところを聞 きとれなかっ た りしましたが_要す

るに Thermal transport-coefficienもについて もKubo for.mulaが

正 しいという証 明です｡ それをい うのに､仮想的 に systemに重力場 が働い

てい るとして､ その 日amiユtonian が

H'- fh(r)p(r)ar h(I);▲energy density

となる. あとは､電気伝導の ときと全 くparallelで ,the'r這al'conduc-

tivity も Kubo formula で与 冬られ る､ とい うわけですo H/を もち出

す ところが ミソのよ うで したがO この話は大分物議 をか もした(?)ようでー
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海外だよ り

colloquim′の あ と,廊下の一あちこちで議論 しているグルー プが見 うけ られ

ましたO

･Ziman の話 は､例の metal̀ で電子 とion core との inもeraction

fleionl が V(r施 ⊥個の io.a oor畠 との screenされたpseudo-poten-
tiaユ とすれげ､ これは十分弱 くて､

Herion = ぞⅤ(r-ち )

と書 くことがで きて､ これで electron-phonon inもeraction も､

electron と.ion vacahcy,dislocation な ど̀との interaction も

liquid metal-での電気抵抗 旦議論 しようとい うのであす｡一

教室 にいる solid sもateの理論関係 の人は｣固有の staffは Eohn ,

やっ てい るらしい)がい る位 で､ あとは 1- 2年のvi去itor ばか りです｡

Bellか ら Wolffが来 ていてこの夏 までい るそ うです｡

この間の se血i'narで その Wolffが近藤 淳 さんの resistanceTni-

nimnm の話の紹介 を していましたo B.olも21mann eq. をつか うのは よ く

ないだろ うとか､いろいろ高論はあ りましたが､ Wolffはこの論女 を高 く

評鶴 レているーようですO-話 の後 Suhlが私の とて ろに来 て､ sllPerCOn-

rluctor-:で も同じような ことがあるのではないか ?とい うようなことを言

っ ていま したo真意ぬ わ,か りかお ましたが､ いずれに して も､ Sub-1 は･

S-ユperCOnduct-orゐ中のmagneもic impurity の問題に顛味を持ってい

る様子です｡同 じく岳uhlがー近藤 さんの議論 と同じ もhiid o~rder の項

を考えに入れ ると､ NMRの Tlに も同 じ (logT) の項が出るはずだ とい

うことを言っ ていま した｡ (これは S定hlが考 えた ことな-のかーすでにそ
～<v

うい う議論を誰かが しているとい うことなのか､よ1くわか りませんで したが)

Kohn は今何 を考 え七い るか､ これはきいていません .

その うちにまたか きます｡

La .Jolla にて
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長 岡 洋 介




