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研 究 会 報 告

超 電 導 ･超 流 動 研 究 会一報 告

報告があそ (な bま したが､上記研究会が 3月 14､ i5､ 1L6日の 3日間

にわたって基研で開かれま した ｡ 超電導に関 していえば､我国で も多 (のす ぐ

れた､ 興味のある実験結果が報告されて患b､超流動現象について も､世界 の

あちらこちら∵で面白V}データが報告されているが､若い元気な理論家がいない

とh◆う現状か らみて､新人 を畜 くような教育的研究会 として計画されたO この

分野は､我国にはナ ぐれた伝統があJh､エライ先生方は多 (お られ るのですが

研究会 を実務的に進めてゆ く若手 の力不足のため､多分 呂的が達成 されなかっ

たことをあわび しておきます｡

始めに､簡単に研究会の内容をお伝え し､次いで､参加者の御意見 ･衝感想

･御故判をお伝え します｡

研究会は

日 .午 前 午

14i InもrOduTal東(中

15 0皿 BO オ ーダ ーノ
(中野) qy王lamic

16 He_の問題 個如発表 _
(阿部)

敬

ctory 故性不純物

鳴) (高野)

ラヾメ-9-a:･

8(碓井､短 慮)

;:座 談 会

の日程であった. (文中敬称は略させてhたた きます〕まず中嶋は問題 を具象

沢 と抽象派的 とに分類 した.ことばにとらわれる必要はない と思 うが､前者に

は､例えば超電導現象を金属 (とは限 らないが)の一属性 と して､ものに応 じ

て､現象に対応 して､具体的に調べる必要のある問題が属 しよう｡ 中嶋が轟起

した問題 を列挙すれば､遍電導体では､(I)不純物効果 として (i)orderpara一
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研究会報告

meもerの空間的変化 舛 ス ピン相常 ･近藤効果 ･ス ピyordering 稗不純

物のス ピyほ必ず しも局在 していないoAbrikosov-Gor'kov理論は･locaT

li呂ed皿Odelに立ってしっる｡血 derson 虎に考えるとどうなるか ? この

間題は最近少 し調べ られているが､まだ不十分に思わ れる｡ 又 pairing in-

もeracも主onに現われる少に･どれだけのこ匪態を含ませ られるか検討 してみる必

要がある｡鞘 Type IIでは electTOn eX〇ita七ion,ultrasonicatもeT

nuaもまcn,もunneiingdensityofsもate 等､現在までの理論では不十

分 である｡ 碑Band構造 とS･C･La,Y,Scは周期律表i でタテに同 じ位置 に

あるo Laは Tc～4-5O瓦 と高い値をもつS･C･であるが､億 のものは S･C･

にな らなh｡He‡Iでは quasiparも阜Cユepic･tureを高温僻に拡張す ること

や､Phonon-roもon として よb明確に理解する必要がある｡

抽象派的な ものとしては､Josephson､ct王frenも が最近の有名な例 である｡

概念的にあるvlは物理的に十分理解されていない問題が この分類に属す るo

Vorte富 ring,Flux iineの連動､fie工工でイオンのまわ bにどの ように

してvOrtex ri三1gが出来るか ? 皿Obiiity の Sもructureは､そ のmodel

に よbどのようiこ説明され るか等 々の問題がある.

以上いささか長 々と書いたが､研究会に出席出来なかった方 々に参考 になれ

ば と考えたか らであるO以下は簡略に書~か して票 (.

高野は超電導-の童性不純物効果 をrevie町 した｡AntierBOn nO.deユ,

locaii2:edBPin 皿Odel 夫々について彼のグル ープの方法を府いて一､ 詳縛

に故判的紹介をした｡

中野は､Penrose-Onsagerの ideaか ら説 き起 して､ Off-diagonal

主ong T牟軍 e_Order(ODLfiO) の概念が歴史的にどのように形成きれてきた

か を述べたのち､Yangの論文の解説をした｡

このOrderparameterの dyna皿icSに.つhて韓井 と鑑藤が解説的報告 を

したo推井はBose iiqu.idを中心に､Bogoliubovの論文 (DlユbnapTe-

printp-1395)を紹介 した.瞳藤は GL方程式をKadanoff-Baynと同嶺な

方法で もi皿e-depende五七方程式に拡張 し (pllre limit),orderpara皿e一
七erの もimedepend_enceはほとん ど常に無視 し得ることを示 した｡流体力
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超電導超等教

学的良階でのLondori方程式は､ chargeに対する (或いは che皿ical poもー

Jiに対する)方轟式か ら導かれ ることを示 した ｡

阿部は 由e∴‡Iに関す る最近の問題 を解説 し牽 ｡ 例えば ､呂tfィォンのndbi-

ユityの朔定か らイオ ンの有効質量 を求めると～40堕王e とな れ イオンはか

な b梼造 をもつ らしい こと､ シ 7)ンダ ーに TJeT工を入れ､軸上 にイオン額 をお

いて一､シ l)yダ ー表面で curren七 を執 ると､負 イオyでは小 さ ぐな b､正 イ

オ ンでは変化がない等 である｡ これ らはいずれ も十分な説明はないム quanized.

vortex ringの存在は Carerieも aユ･の示 した加速電場に対するイオン速

度 のフロッ トが ある値 の整数倍 ごとに構造 をもつ と云 うデータ等か らきれいに

示 きれていると思 うが､ この樟造 の説明は先に述べた ように､ どのように レr

ringに ion がつかまえ られ るか明 らかでないので不明であるO 艶ng一

〇lirlもOの現象論 (Pbys･Rev.139(1965)A144i)が解説された ｡ 興味 あ

る方は読 んで頂 きたい ｡

個別発表について O 永原 (都立大)は上記の閉篭 について､彼女のideaを

述べたO詳 し(は後 の報告 をみ られたho長嶋 ･宗田 (致育大)はanisoもro-
!

pic加由 b左ndS.a_で anisotropyの Tcへの影響 を報告 した ,J

Leggetも(オ ツタスフオ - ド大 ･京大)は 古河Oban阜 ･S-C･におけ る CU1-

1ective皿Odeの可能性 を論 じたO - ミル･ト-アンに S-paring･,､dニー甲 ir-

ing inもeracもionの偽に 8-pairと d-pairの iriもeraction_term(夫

々の cOuPlingconstanもを U,Ⅴ,J)を含むo S及び delectron uum-

占占ropera示Tを NS,Nd_とすれば 担,封S+屯 〕 -Oだが lH,Ns-_Nd〕

キ 0か ら､p軍 sedifferenGeがあれば､ collectiudmodeが存在 'TL,ラ

るo この皿O早eは exciもon-1ikeであるc Josephsolユeffec七との差異は

- ミル ト-アンをみれば明 らかであろ う｡

H-cons七･+const･･田 ･(pS一句)2+consも･(SIV8-SNd)2

HJosepb､son-COnSも･+cL3nS七･(91-甲2〕2+ eji_(鴨 -N2〕

以上レヽ ささか どたどたとまとま Jhな く研究会 の内容 をお伝え した｡この他 に

碁薬が S･C-の問題について少 し述べたが､中嶋 と重複する点が多いので省略
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研究会報告

した｡

世話･人の準備不足 と力不足のため､参加者に溝足 して頂けなかった ことを重

ねておわびーします｡

報告者個人 として感 じたことを書かせて頂 くと､ 今回は上記のような不手際

があb､かつ今度の･ような 目的 の研究会 とし七は最初のものであったわけです

が､我 々若 もの自身が 自らの力で研究会を組致 し､報告 も準備 して､先生方に

は､よき皐告者 としての鞍割をはたして源 (よ:うなスタイjL,を取 られなければ

研究会を自らのものとし､成長の場 とは出来ないのではないかと思 う｡レゝささ

かh h わけが ま Lhが-O

今年度も基研研究会ま して予算がみ とめ られている.今年度の世話人には､

若い仲間が積極的にはいって下さrh 大変 うれ しく思っています.やってやろ

うと思われる方は､申し出て下さい｡今までのところの世話人は佐藤 (阪大基

I)都築 (京大理)川村 (物性研)脅毎､石井 (東大垣)の方 々ですO

次いで参加者か ら直凄寄せ られた御意見御教判 をお･伝え します｡

(世話人)

水 原 律 rチ (都立大〕

T～～OoKでの臼eⅡ 中のイオ;/の敦 さについてのReif尋 む等の実験 を新 し

h chargedyorもex ringのモデルで解析す る話を しましたが､間違いがあ

bま したので､ 変形エネルギ ーを訂正 して報告 します. あのままではイオンの

速度 Ⅴはエネルギー Sではな fJ㌻ 絹こ逆比例 しますので取消･します｡.エネ ル

ギ ー損失のある場合のCareri尋参の実験についての解析は後の機会にゆず b

ます｡

.(モデ}1,)chargedvortex ringは ion が電場か ら得るエネルギーを

vortex ringの励起にのみついやす O 今までのモデル㊥ではエネルギ ーが

ringの半径に比例 したため 土onの大 きさをこえる不 自然な大 きさにまでなっ

たoそれをさけるために半径は変化せず､吹 き流 しの形に変形する新 しいモデ
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超電導超流動

ルを提出 した｡吹き流 しの長さがa甲ときの変形エネルギーはf ' - k a と 飯 定

す る｡ kは ringの半径の常数になるが今は定数とみなす占Circ u i a も i o n X

は保存する｡

(voTもex ringの速度) 吹 き流 しの軸にそって断面をとb車を ヱ平面 の Ⅹ

執 こ､中心を原点にとb2次一元で考察する. Tingの半径 が与なら複素速度 ポ

テンシヤルは~

生 ib
12a.log(a+--Ⅹ〕dx__ 2

2~
W-憲 譲 iog(Z一書 -Ⅹ)dx一品

a

2

複素速度は Z埠 の点で

U-蓋 ト 28〕 - - 1% - 3

この遮慶で vOrもex ringの中央部は移動する｡

(ion の速度) energy loss･のないときvorもexの生成 エネルギーは Eo@O

外場か らionが得たエネルギーは e宜し - 8- 60+kao icnの速度をVとする

と､ e群 -k音 . ion と vorもex ringは分離 しないので､VrT1-% G

ionの速度Ⅴは

Ⅴ= U=
近 T, l k2Klk-2e〕

伝-eEv E-80 2万(汰-eE)

これで charged vortex ringは ion が吹き流 しを引きずってLJlるものと

みなせ る｡

lief.④ PhyS.Rev.136 Al194(1964)

㊤ Phys･Rev.136A303(1964)

(至PhyS･Rev.139A1441(1965)
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研究会報告

宗 田 敏 雄 (教育大理)

今画の起電､超流動の研究会は私にとっては大変に有益であったように思わ

れ ますo 今年 も､前回以上に有効な会合にするのに､次の諸点に留意 して開い

た ら､どうで しょうか｡

lOj若い^が中心 に企画を立て 皐 ｡

2oj三八位有能な実験家 を粛々で､ 現在の実験 の当面 してhる諸問題点の

fievie平や､理論 甲不十分を間賓や､理論の存在 していない問題の指摘 をし

て貰 う｡

3oj書評義を した ら､｣.そ の後で十分討論の時間をとる . 十分につつ こみたいな と

思ってい る内に､次の講義が始って しまった9､度衝がない人 には､疑問の

点 をそのままで残 して しま う｡

403若い人向けには､出来た ら式だけ_で も入ったLecturenote を講義の始

まる少 し前に配布 して上げ た ら! 宿に掃ってか ら-､いろいろ考 えてづ翌日質問

が出来て､優秀摘.と思いますOここで若い人 と云 うのはまだ大学院に在学中

の人です｡

それか ら次回に開 くときの､辞義 のテーマと して次の ような ものを考 えて頂

け た う良いか と思いますo

I) type IIの超電導う堅論 の全体 の玉evie甘

1工)fieⅡ の 1点附走の理論 の現在 の状態

Ⅱ)モスクワの極低温会議 での話題

野)実験家に よる超電導 と遜流劫 の問題点のReview

では以上の通 9､ この前の研究 会か ら時間が経ちま していろいろと頭に浮ぶの

に時間がかか bま した bt.思い出せなかった Bで､ ご く僅かな意見ですが､ よ

ろ し(お願い しますO

観 大沢､長島､高中氏 (教育大理)か らも同様な御意見が よせ られ ま した

(世話人)0
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超電導超発動

西 来 路 (教育大理)

感想 日頃聴かれない先生方のfievie町,なつか しかったですが大-ん刺戟をと

な bましたo紹介されたh (つかの もopicsもそれぞれ魅力があB､ ど

れか一つで も取 b組んでみたい と思いま したO 掃ってか ら自分な bの問

題探 しを してみて､どうも､ 打superは大家 の先生がやるもの 書と云 う

ような先入観が脱げ切れていない ことに気づ きま したO

意見 こ の間の会では､盛 b沢山す ぎたと大分云われていた ようですが､振 b

返ってみます と､少 くとも､あの頃 としては他にやbよ うがなかったと

思われますOこれか らも､こ の会 の世話人は相当大変なことではなhか

と予想されます｡碓井先生がおっ しゃったように､皆で研究会を進 めて

行 (とい う態度が特に大切なことになると患いますO

(む同 じような もopicsに関心 をもってhる人達のサブ ･グループを作っ

て､で きれば時 々集って､討論､情報の交換 をする｡ この次の会で､

それが 自然にできれば最 も望ま しh o (どの ような組分けを設けるか

が世話人の鹿で しょ う)

②-鮭的な問題について.も､質問､討論の時間をたつぷ うとってほ しい .

@物性研の研究会 もあbますが､国内の実験家とのつなが bもつけた方

が よho理論家向 きの実験の君eviewを誰かに して もらいたh ｡

(参大学院生で､他大学 ､研究所の先生 の指導を受けたい人にできるだけ

の便宜を計るように しては Lho

仁 日 昌 二 (京大 ･工 ･電気 一田中研)

感想 と意見

o超伝導だけに興味をもって会に出席 してみたが､超流動について も､面白い

問題が 多 く残っているのが分b興味をもった｡

o講義形式のものについては､予稿の ような ものがあればhVlように思われるO

(可∵能な ものにつhて〕

-98-
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研究会報告

○文献等 を引用する場合は (入手可能な ものについては)錐誌名､Vo1-ペー

ジ等を明示 しては Lho

o 出来れば､研究会の一 日に用レユる時間をもう少 し短 (して (昼叉は､ p皿 .-

3･00頃)検討 したb､勉強 した bする時間を作ってほ しい｡

倉 田 春 辛 (北大理)

研究会に出席する機会を今度初めて与えてしへただいたので､以下に述べ る (

一般的な)感想 も様子がわか らないために間違いを犯 しているか もしれません

のであらか じめを ことわ bしておきます0

倍温物理の魅力の 1つは､現象論 と基礎論との間が至近距離で結ばれている

とい う点にあったと理解 しています｡今 ｢あった｣と過去形で書いたのは ､l今

度 の研究会に出席 して､現株を見る磯会を得てみると､遠 目に感 じていた上の

よ うな魅力は過去の ものになったのかなとい う廉問で出てまい bま した｡ ｢抽

象派｣ と ｢具象択 ｣ とい う分類が意味を持つ ように使われていたのは､それだ

け の理由が あったのだ と患われて きま した｡

研究会の内容､運営についての提案 よBも､ もつ とチャチな､ ｢低温物理はJ､

若手をチャ ームする魅力が あるのか｣とh う疑問を出 します｡誰か答えて下さ

い .
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