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公開質問 ー

い とい うことですo ｢物性研究｣が通常の学術誌 とちがって､ あ くまでpfivate

corDmunica七ionの立場 を とりたいのは､ その ような こ交わ りを少 しで も除 き

たいか らで したO

愚問 も､ そ してまた偉大な質問 も､すべ てあっ てよい と思 うのですo誰かが

す ぐにで もあ るいは何年か先に答 えて くれ るで しょうO それ もこの薙誌に載 る

と錯結構 ですO ｢あいつー あんなつ まらん質問 を してやが 卑｣ な どきお高 くと

ま る､人 を こそ軽蔑す ることに して､ひ とつ大い に質疑応答 をやっ てみ ようでは

あ りませんかO

笑は この轡 こ入 るよ うなことは､ これに先行するいわゆ るtt論文 ''に含 まれ

る とい うのが最初の構.想で したが､ 自然のお もむ くところ_音の ｢物性論研究｣

的 論文形蟹に退化 してゆ く気配が感 じとれ Ti:くもない と思 考つれ ますO そこで殊

更にこ∴の欄 を設置 して大 いにあおろ うとした次笛 です｡ したがっ て実の ところ

遠 い将来 において この タイ トル ｢公開質問｣を撤廃 できる情 勢にな ることをむ

しろ期待 してい るのです9

強磁場の果てに何があるか 曾

伊 ､達 宗 行 (阪大援)

ここ数年､ 10万 ガウス程度 のささやかなバ Jt,ズ強琴場を作っ て､ あれ これ

と物性測定を試みてい るのだが､ 目先の小事に とらわれ て._ゆつ くt)考える間 も

ない なが ら,, ときどき首をひねっ てい る問題が あるので､ どなたか教 えていた

だきたいO.ちょっ と現実ばなれ して くるの で早 ささか思考実験にふけ り過ぎ る
一it

といわれ るb_'もしれないが､壬 の質問のポイ_ン トを列記 してみよ う?

(1) 現在の時点では強喝場 とは 105-1d弓ガウネ を意味 しているP,yt ご く樽･

殊Ti:方法､一.琴とえは爆発現象 を利用してパルス磁場のフラック子を しぼ り上 げ

ることな どを用い るとー 10'"ガウス程度 を_ ほんの_一瞬間作 ること笹で きるら

しいD そ うす ると電子ス ピンが この磁場の下 では約 0.1eV のゼ～マンエネル
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ギーを もつ わけであるOす るとこれはすでにhydrlo'geh bond_の結 合i ネル

ギー のOrderrlであるO -さらに現実の実験 条件に 目をつぶ り､ もつ と磁場 を高

くしてユ08- 109ガウスの下 では どうな るか を考 えるO す るとこれ は もう物質の

結 合エネル ギー と同 じであるか らこんな磁場 の下 では物質はが らりとその性質

を変 えてこよう｡

この ようなケー スの一番簡 単な例 を∵つ考 えてみ ると'tた とえばへ 7]ウム原

子 をとりあげ るのか てつ とり早 いだろ うO 普通は無論 (lSj2が grou旭 state

であるが充分磁場 が強ければ当然 C･1S)I(2S)Jで spiriもriplet sもateが

ground.staもeに とっ て代 るよ うにTi:るであろ う｡ もっ ともこれ は反 磁性を

無 祝 した話だか ら不充分な議論だが ロー レンツ力に よるエネルギーが原子や分

子の結合エネルギ: i:り大 き くTi:れ ば外 側の電子/13'ら煩に琴れ て自分 白身 で幹

事に任意の場所で くる (-るまわ-I)だす とい うようなハデな振舞い をす る一であろ

うが､ これはさLJあたっての問題には しないL,

(2･) ここか､ら本.論に入 るO

空想 をた くま しくして さらに真空甲 で磁場が どん どん強 くなっ ていっ たと

す るo lO事0,10丑- といっ て 1014ガウスまで強 くなった としよう｡ 1014とい う

よ りは電子ス ピンのゼ- マンエネルギーが約 1MeV にri:るといっ た方が親切

であろ う｡そ うす るとこれ よ り強い磁場では､電 子 と揚 電子は何 もtく真空 "を

作っ てい ること牲あ る富もIi捕 まりmc2<ダ専 Ⅰと左-3た ら真空 よ 蟻 pairを

作っ た方が安定になるわけである｡ そ こで次 の ような さまざまの質問が出 るの

だが｢

匝) まず上記の よ うな考えでの強磁場によるrairGTeaもic,I?_は原理的

をら正 しいめ1だろ うか?

囲 γrayに よるPair creaもion では それ 自体 の反応はmOmenもum

が保存 されないから必ずmoⅡ】entu皿ab苧0.rberが必要であった (銘の板 とか

空気分 子 とか)今の話 で も反応前後で 七〇もalspinが保存 しないか ら何か き

っ かけがない と反応 しそ うに もないが､ これ はLどう考えた らよいだろ うか ?

由 さて､か りに 強磁場の車できみだれの如 くに paircreationが発

生 し､ e. とe+は糸外に流れ出 LJた とLJようO そこに残っ た tt真空 ''は前の

牧 真空 ''と同じなのか ? 同 じな ら真空は無限の電子ペ アを含ん でいるのか､
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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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