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海外だよ り

きま したが､すぼ らしい実験設備 を もっていて.理論家を宜Ⅹciteす_るよ うな

実験が次 々出て来 るのは うらや ましい と思いました｡ ぼ くに とっ て もBell

TelephoneLaboraもoTiesの visitはすぼ らしい経験にな りましたo

BellTelephone＼の後RuもgersUniv.では恒藤 さんに合い ま した｡適 末は

の んび りNewYork見物で過 しました.

碓井先生や横田先生に もよろ しく｡ 真木 和実

P.S.fluxの運動についてですが､夏の学校 (菅平)でprivate に話 し

た ときにまちがっ たこ とを言ったので､ この機会に訂正 します｡

fluxの m'0tion が全 くhydrod_ynamicalに きまるときには flllXは

呈主Q甲の 互包jこ動きます. 力は fl甲 の方向に 底角に働 くわけですが, flo闇

の車での運動の方向は力の方向に底角にな るJJvPらです｡ 実験では fluXはむ し

ろ普通 flo野 中 直角方向に動いてい るようです o これ はfloⅦ staもeで もか

な り大 きなresistance(fluxn]otionに対 して) あることを示 しています｡

真木(シカゴ大)より群発(基研)-

1 O月 ュ9 日

徳 井先生

京都の方は その後 どうですか ?超流動のゼ ミで何か面白い ことはあ りますか ?

先適Bardeenの ところに行っ てきま した｡Tevgordtや･ソゲイエツ トか ら

来 てい るGaleikoに合いましたが､理論家の間ではGenerali乙edtiinz-

bargLanda-ユeq.を使っていろいろ計算 をや ることが流行(?)っ てい るよう

考です o

Bardeenの ところで も大学院の学生に T≪ qi30での boundary energy

の音卜算を亘 らせてい るそ うです.

先 日の 事故時か きま したvorもexmotionについてはやは りsimPleな

energy dissipaもionは flux a)/運動に よっ て induceされ'tC;8-㌦こよる』i=｢コ

quasiparticleグ観 乱によるとい うpiclureでよさそ うです ｡ 今 まで 理
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海外 だより

論家の問で混乱が あっ たのは suPerCOnducto_rの中でのVOrもexmationを

月eIIの中での VOrもexmoもion とあま り~に もanaloguを に考 えた ことx))ら

起ったのですO･(i.ode(芸3nneS :ColgaもeConf.)

これはfhrdeenが緒摘 したq)ですが､ superconductorでは charge

c車se･rvaもionのために､ VOrtexが動いて もnjaqluS forceは首にzero

なのです. こ､のため､ vortexは常(･tsuppercurrentの方向に直角に く

す な耳つちLorent･z forceの方向)動 くわけです.同じ理由でvortexの

ve,locity がほ ぼsuper currentの VeloGiもyの 100倍になっ て もいい

和 才で､ とのPictureをとります と､ Qfderに関す る限 り､KiⅡiの実験は 一

説胡 で きそ うです0-年以上 もde 鶴 nnesの理論の中の皿isに索がつ いた

人がない とはちょっ と信 じられない くらいです｡

ぼ くの仕事の方の話 をL,ます と, Dirty limit(2/i- 1)では最 も一般 な

α-L方程式 (すなわ ち､あ うゆ るA,fI,Tにつ いて成立す る) を簡単に書

き下す ことがで きます. ただ式を尊びいただけでは面 白 くないので､何 か適当

な応用間題がない か と考 えています . じつ はAbrikosovが最近やっ たThin

FilⅡ1での 員clの計算 ですが, これ はあま りに もtrivialです ｡

あ とはsurfaceSuPerCOndlユCtivityの inagnitudeとか､digh fre-
t

qdencyの Electromagneticresponseとか,考 えていますが､ これは と

い?た問題が まだ見つかっ ていません O

実験については､ PureNbの 昆clの.実験 と伽r懲ovの理論が室然あわない

ようです｡実験は鮎 もgers grou.p とWestingbo.lSeの grouPがやってい

ますが, どち ら も石1m の温度変イヒがずつ と理論より大 きく, 塞 - 1･･7 ぐ

らいになるようです.Cioがkovの計 算 は CbeユCk してみま したが まちがいない

よ うです ｡Gerqrovは変分函数 として e-e即 軍を用いますが, もつ と一般の

e一 白 旗 2(1+ax･?+ bx4)の よ うな ものを用いてやっ てみ るとa-0,b- 0の

結果をえまLJたO 極の PureSample での 員C2あ るいはsuPer.COOled field

の実験はまだない ようですO

それではみなさんに よろ しく.何か面白いneVgSが あれば討て知 らせ下 さい.

真木 和美
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