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公開質問

それが 代真空 "とい うことなのか ? それ とも一ヶ所でPairが どっ と出来 .た

らその うめあわせにわきか ら tt 真空 D がやっ て くるのか ?

この最後の質問は多分筆者が不 勉強 で場の理論 を知 らないか ら出て′くるのだろ

ラ_けれ ど-も､ しか.しこの内容は粒子の局所 性 , あるいはデ イラック.の意味 での

tt真空 "の局所 隆の問題 なわけであるか ら､筆者 だけがわか らないだ け;:t:.な く

現在の時点 では_だれ もがわか らないのか もしれないような気 もす る｡ それ で

出来_うれ ば ttお前が わか らないのは, あ るいは不勉強 なのは､ これ これ であるO

そこまではよその人は尭†つ てい るんだ｡ しか しここから先はまだわかっていな

いんだ ''とい う答が開 けると大変有簸い｡

無論上記 の質問は原理的には何 も電子対 にのみか ざるわけで もなかろうQ 中間

辛 ,陽子･･--と磁場 さえ上 げ て行 けば､ と考 えられ るよ うに思われ るo L/申)L,

とりあえずの質問 として話を電子に限っておい た方が筋が通 りそ うであるO

いささかぶっ きらぼ うな襲 筆削こな りま したが､ どなたか数 えていただけませ

んか ?

｢.tsingnod-elの相転移について｣

西 川 恭 治 (東 大 教 養 .基 研 )

IsingⅡlOdelや 員e.isenbergⅡ】odelの ようにー格子の配列 を固定 L/た

モデルでは. 自由エネル ギーは-殻に

F (T ,Ⅴ)ニ ーNkT f(i) , Ⅹ = I/女T

と書かれ る｡ 但 し､轟近接 相互 作用のみを考え､ Jはその相互作用を表わす｡

蕗積依存 性は このJを通 してのみ現われ るとす るoす ると- 定積比熱 Cv及 び

圧縮率 `は
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公 鍔質間II

cvH T震 わ- A-kx2史dx2

E-1- V烏 もZ- N V篭 黒 + 話 芸 (詰 )2}

とな るO よ く知 られ てい るように1)二次元 =singmodelではT- TcM で

cv一･- -即ち d2f/dx2- - とな るtlす る とllか ocとな り､ この状態は熱

力学的に不安定にTi:つ て しま うD云いか えれば､ この物質はT-T､(Vl を問 に＼J

は さんで一次相転移 を起 してい る筈 であ るD この事は又､ Fairbarlks一 ･

BuckingliaⅢ2)の一般的証明 (二 次相転移 を起す物質でCn--では､Cvは

有限且つ連続 であ る)か らもうかが える事 であ る｡ そこで､次の二つ の 質問 を

し六二いC

(1) 上 の ような結果か えられ たのは､ モデルが 悪いか らと思われ るがー それ

な らモデル を どう改良すれば二 次相転移 に移行す るのであろ うか (例 えば

格 子点の振動 を入れ るな ど) ｡ この一次相転移LT)等圧線 を措 いてみ ると因の よ

うにな ると思 うが､一つの特徴は臨界点の存在 しない事であるC 従っ て何かの

原因で不安定領域 がせ ばまれば､二 次相転移 に近 く,iる声 うに思才〕元 るがO

(21 二 次元 工siIlgⅡ】Odel に対す るOnsageTの理論は､分配娼数の eXaCt

evaluati｡nに よっ てい るo す るとこれ にVanfioveの定感 )

(諾 )T ≦ 0
が適用 され るーのではないが と思 うが､ nnsagerの解では因の点 検の よ うなVan

derWaalsloopを措 くみたいであ る. これは さ し支 えないのだろ うかO

以上､不勉強故の質問 ですがt御 調べ になっ た方がお られ ま した ら､ お教 え

下 さい｡
〔Note added in r)roof〕

質問(2)につ いては- 山本常信先生 よ Fj. Van昆oveの定理が成 り立つ ため

には SPirlindependent な反帝力 が必要 であるとの御説明 をい ただき､筆

者 も諒解い たしま したO
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