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海 外 だ よ

田 中 (Ea王Welユ)か ら阿部 (物性研)-

お手紙あ りが とうございました｡ こち らでは新年 という感 じもあまり実感な

しに､ もう上旬が過ぎてしまい ました｡特に今月初め. 1月 4日か ら1月 7日

造 ゝ マンチェスタ-工科大学 即.C.0.S.T_)で ttSolidStatePhysics,,

Clonference が開かれ､-それに出ましたので尚あっ とい う間 もなく.･････とい

う次第です,. それ程の規模 でなくて夷国 内の研究者が対象で したが､ ヨーロッ

パ各国､ 米国. カナダか ら計 50人位を混えて 450人 位だった と思 います｡

工科大学は市の東部 よりにあって何 とな く阪大中之島近辺を思わせる配置です

が､ 戦後の被災復興計画で建て られた fiall と 1)ormiもory を使っ て快適な

数日でした｡特別な用事がなければ食事 もすべて構 内の ballで SerVe～され

ますのでそれ たけプ ログラム外の討論が存分にできましたC又､ latenight

pr･ogTam が hall の BAR で開かれ る次東 で､ こち_らの話題の方が面白い事
)

が繁々でした｡押bhlfar七heTがTi托Zの帯磁率が 中性子線回析の結果 では常温

のところで ピ-クを示 し､反磁性 と関係 していない何かが あるや.し早が､ どう

解釈した ら良いか と 払 rwellの実験グループかニーヵランでいた様ですo

さて分科は normal metalの電子状態. 超電導体t半導体.格子欠 臥 磁

性臥 〔もし対象で分 けれ ば)の 5つがパラ_i/ルrL開かれ､ 1日 12- SI の

招待講演があ りましたo l上記CJ分け方はむ しろ正 しくな く1方 法で云 うと

DWA, 及び 0Ⅰ施主占alな測定の少数を除 けば､ 中性子線回析 と適o'ssbauer

効果E,Cほ とん どしぼ られた様ですO勿論､radiaもLionと菌体の相互作用を中
_▼ヽ

心に して と,云えば奄てが入 る様で､ 今向 の主 目的だろうと思います｡

半導体 と radiation damage 関係は題 ませ句でしたので.残 りの分科の

中で後に残 りそうな話題をい くつか拾ってみたいと思いますO 工nvited

paperは 13.Egelsもaffが中性子線回析でみ られた液体の内部運動の報告 ･

の中で､ (最近の Phys.Lettersに出た shoもWave lenghtの sound

-waveの語が中心でしたが)March et alの ionrpotential の振動の計

算を,二､三の外国の人達が同じ琴にやっ たが､振動 しない曲線になってし葺'
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海外だより

うらしいと云う私信に言及 していましたO

泰山鳴動か も知れ ませんq私には Fourier変換の ter皿inationのあいま

レナさカ亨か ら木で小 る様に思えます｡続いて. Lidiardの radiation da･mage

の電子状態及び勉の半導体鯛係の invitedpaperがあ りましたO ‡1ユi_TIOis

の J.C.甲やealtユeyが今年の Simon賞を貰った講演があり. その中で.

tle3+fIi4 _の2相分離は fle3 が 6% 以下では起 らないことが binding

energyの考察か ら推定 され､ 自分 のところでその混合系の実験 をい くつか進

めているとのことですO但 しl tie3 100% に此ぺ ると Ⅹaptza抵抗で冷却

が難 しいらしいですC, 琴､姥熟の温度依存性は圧力に敏感で. 首e31の例の

C-rT+αTlnTは多分圧力効果か も知れないと示唆 していましたo後 日､

Thoulessが量子液体 としての fle3 の Reviewをはなしましたが､ どうも

easy going な事をポソポソはなすだけで､パ ッ トしませんでした｡勉の招

待講演の中では､ Cbo.lkRiverの A.a.B.Woodsが中性子線回析でみた

phonon staもeの Reviewをしましたが､ Na.X.Pbでの Kohn争･nO撃 ty_

の存在､及 び､ Nb.NEMo.Moの iispersioncurveが電子のバ ン ド構造

(rigid_bandmoael)の変化を考えて始めて説明できるらしい事を述べてい

ましたo金属内のイオy振動の問題では見事な解 析と思いますo (結晶構造t

そのもの､又､ puremeもal 同志の elasticconstな どは大 きい差はあ

りませんが. band-st.ruc七ure少な くとも FeTmi面の対称性は大 きく異な

ります).I MIT の Benedekが 沌瓜 と lVo'ssba-uLer･効果 と･双方の高圧下の

測定を合わせ.て､電子状態に対する知見を得る話を しましたが. 核の ところで

の鼓動函数牢げの関係ですので.鹿 描だけでしょう｡Brookbavenの

M･Blumeが Mt,'ssbquer効果 と･qlO七ional narrow血 gの話をしましたo

振動数が高いことを使って､緩和時間に対す る知早が数桁短かい ものまでひろ

げられ ることが主眼点の ようです｡15年振 りに逢いましたが､ いささかやせて

みえました｡ (充もふとり過ぎも警戒して Sugarは-切抜いていました)｡

さて個々の発表では 10分間ですので. 日本甲学会同私 海 が目的 で､ 何が
･＼一

結論かわか らないのを閲々みら-れ ましたが､ 面白いも･のがいくつか あ りましたQ

その中で. SchoenbeTgのところの人が Naの ⅨⅣA ttよるウェル ミ面の

異方性を報告していましたo先ず好称性か ら変態後の b.C.C.の領域か らの
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海外だ より

みの signa工 をとらえてい ることを確認 して. 異方性はごくわずか だが存在

す ること､ AkF/kF(110)～ +0.1% , d亜ン緬 (100) ～ -0.1% ･との こと

です｡ もしこれが poBiもiveな結果だとすると.異方性が 翫皿の potenもial

のままで充分か どうか一 寸興味があ りますo (Liはまだやっていない様です)

slユPer ‡工ではスイス RCA研究所の人がtMakiさんの type Ⅱ とみ られ

そうな 2点での lSも ordeT Changeを見つけたらしいのですがI rl , F2

の温度変死が Makiさんの predicもion と合わない ことを頚告していましたO

これには幾人か の人が､血 kiさんの £王の,£2mの計算が誤ってい るので

はなかろうか とコメン トしていましたO

さて. 多分 proceedingsは出ないでしょうが､又､次の機会にお知 らせ

できると思いますO今回は この辺で､ 中嶋先生 始め､ 研究室の皆蔵に よろしくO

.1月 8日 田 中 実 拝

忘 年 会 に ▲ て

S｡P.

と き . 1965年頃のある年の暮｡

ところ : 都会の巷の中O助教授クラスのフ トコロ相応の ある料亭

の一室｡

ひ と : 物性関係の実験屋 2人､ El ,E2 .

理論屋2人 ,Tl , T2 .

かな りアル コールが廻った頃､ テ-プが廻 り始め る｡

El:アメ リカの Redfield という人 はえらいねC,日本の実験屋にはああいう

ideaはつか まえ られないな｡ あとか ら見れば何でもないことなんだが,理論

が基礎か ら頭に入 っていて､式の もつ吻理的な意味が vivid につかめていな

いとあの考えは浮 はない0
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