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毎外だよ り

長岡 (LaJoユIa)より三輪 (物性研 )へ

お元気の ことと思いますB S-dの問題はその儀 いかがですか ?先 EL Sam

Franciscoの IAagneの Conference で近藤 さんにお あいした､時.最近.

芳田一三輪 が FTee eneTgyの計算をした とい う話をきき ましたが.

ところで､ その Conferenceですがl この local magneも主C皿0menもに

関しては. 二､三 面白い話が あ りました｡ DiluteAlloyrLついての Sympo-

sium が あ り､その最初は近藤 さんの話､ これ には飛行機がお くれ て間 rL合い

ませんで した｡

Andersonは すTheory ofLocalizedMagneticstates inMetal と

題して話こし ましたが､ 話のお しまいに言うには ｢今 しゃべった ことを証明 しろ

といわれ て も出来ない｣とい.う･ことで彼の想像をのぺ たわけです｡ そ-の想像は､

T≦Tks(= 6FeXp(1/lJ･i-p))で iocalizedBPinのまわ りに Condu.C-

tion elecもronの spinがあつま り出,して､ T- O で 1白calized spiil

は完全 に打 消され てしまうだろうという ことですO もうー一つ強請 したことは.

上の様に言ってももともと localized BPinとか conducもion electron

の sPin とかい う区別 は近似的､な ものなのだか ら､ー彼 自身の nodelか ら出発

して考え るべ きだろうと言 うことでしたQ この第二 の点についてはー僕の感 じ

では､ AndersonのmOdelか ら出発 した としても coreタこな る locali21ed

mOmenも というのは､ energyか ら言っ て Fermi面か らはなれ た電子がつ く

ってJ. T< Tksでそのまわ りに集って これ を打消すのは Fermi面LD近 くの

ものなのだか らAndersonmodel-ne'静 もiveexchange.-Rondoanomaly

という行 き方 と本質的にもがっ たものは期待 できない様に思われ ますO

実験 では この問題 と関連 して Cieballeの Fe in Irの話が面白 (思われ ま

した.い ろいろな Aユloyに少量の Fe を入れ てxをはか るとい う例の実験 で､

工rはもよ うど Feに localmomentが 出来か けた ところに∴あたってい るとい

うのですo ところでその rの'T-dependenceは単純ではな くL r∝ VT_O

とはな らず､ ダ ラダ ラとT- Oで cOnStan七に近づ く様な感 じでしたC それが

大分高温の ところか らその様 なのです｡ Tayolor-SteyertのM:otssbauer
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海外だ より

の実験の結果-も定性的には Geballeと一致 してお りましたo local-品 遠さn七

が出来か けているというの嫁､ Andersonの modelで言えば大 きな Vsd,
I.

または小 さな Edに相当し､ これ は同時gc大 きな negativeI～ -~v2(Ed

を与える｡.従って criti占alな温度 TkBは room もe皿PeTatureの order

とな_り.Feの.まわ りには､ 高温か ら conduction electronspi畠の

locali犯 もionがはじまり･上の様な xのT-dependenc_eが出る･ という

説明は､ 虫が よすぎるのか どうか知 りませんが､ local Ⅱ10這entが小 さい時

には何か複雑な ことがお こっているということだけは事実の様 ですO

こ甲ほか local_i-zedm0men七については AndeTSOnnOddlに粥適 した

話が い くっかあ りましたO最近の Phys.Revに ScbrieffeT÷Mattisの論

文が 出ていましたが､ ScihTieffeT,Scalapinoといった所がその後 もこの

問題を考えているそ うで. Scalapinoの tt AnExac七̀ Solution ofthe

Andersonmodel foraFiniteNumberOfStat･es S･-という論文があ

りました｡但 し何をしたのか理解 しかね､ 近藤さん と二人でつか まえて質問し

ようと遇いなが らつか ま.えそこねてしまいました｡それ よりも SchTieffer

がほか の論文について cOⅢnenも した時彼が Andersonmodelにつ いて

exact に解いたと言ったのにびっ くりしましたC 但 しこの eXaCも というの

は言葉 のアヤだろうと思いま すQ もし本 当に eXaCtsolu七ion が待ちれた

のであれ ば､ ある条件下で magneもicな virもual levepLiが出乗れ ば同時に

Ⅹondo_.Anomalyに相当して Fermi面付近にも何か異常が出'七 くるはすだと

思 うの ですが.彼の示 した ttexact solution,にはそれ らLPものはなく､

AIndeTSOnの結果 と定性的な差はなかったようですO

.:i(odoA力0maly のことは日本 でも盛 んに研究 され ていて最近高野さんの計

算 も出た と近藤 さんか らききました｡1-Jの符号に よらず紅異常が出るといす ゐ

昼ほん とうでしょうか ?_LaJollaでは Stlhlが熱心なので､ この問題はま

だつづ きそ うですo Suh工 の_ほか1 Allan OTiffin(カナダ人) が この問題

佐興味をもち､P..FrgdkihL.D町Orrinの二人が AndersonmOdelを取扱

い庫 といった帝です,bt,A (JRJ下略)亡_

お元気で十 一､ ･二11月29日 長 岡 洋 介 ー
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