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海 外 だ よ り

伊 豆 山 一ヰ 金 沢

金 沢 秀 夫 先生

その後肝臓 の方は如何で しょか｡街元気の事か と拝察申 し上げて居 9ます Q

当地は比の処等波盛采で ,日中最 高気温が F.で 10度台ですQ元旦 より1

月 16日まで最 高気温が freezing poi～Tl_ち (520)を趣えた 日がな く,

BoLqtorl有史以来始めての事だそ うです O

米匡iでは軍資金の大巾 cutで,何 しろ,例えば M=Tの Lincoln Laモ).

とか ,NatioIユalMa_gIコetLab.とか ,全額軍資金 でまかなわれてい る大学

附鹿の軒粂所が全米到 る所にあるのですか ら,physicist･Sの顔 も冴えず ,′

気持ち もいささかす さんでいるので はあるましハか ,と思われます ｡ s D Sの
米)

SもILldenもSや radicalな進歩 派か らの突 き上げ もあ り, congressの タ

カ,ハ ト共同の軍資金 cutの給攻勢の波にさか らう事 も出来ず, cutが 自分

の首を締め る事にな るのがわか っているので , frustrationが 内攻す るばか

りですO議会で,ハ T派の Mans£ieldや Fullbrigh七が唱進 し ｢軍 は直 接

軍事一目的に役立つ研究以外の大学内研究に対 し資金を出すな｣と云 う趣 旨の事

が法律に明記 され る事にな りました .- ｢大学は本当の軍事研究 を (ごまかさず

に)やれ ｣と言 っている榛 にとれます し.事 実タカ派議員が ,これ を通すの に

最 も横転的だ った訳 ですが ,Mansfield等は "大学の研究賀金は軍以外の 所

に永めなさい "と説明 していますO然 し彼等は "軍以外の研究暫金 "を増や す

事 は, ｢自分の役 目でない｣と全 く消極的で,結局,タカ ･ハ 十を問わず "学

者が軍事研究で もないのに ,あたか も将 来軍事 目的に役立つ様寵 顔 をして,･納

税者の大切な金 を湯水 の如 く浪敦 してい る "事に対す る反感が一時 に沸 き立 っ

た訳で Vieも℃am 戦が どうなろ うと,この米国科学界 のパニ ックは ここ数年続

く事 でしょう. 軍 資金だけでな く･NASA もどん どん縮少 され始 めましたO

栄) この左右からのノ､サ ミ打ちほ深刻です｡学生運動家に "イヤあれは本当は軍研究でないん

だ ''と云えば,明日から研究費が来浸く在り壇す0
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伊豆山健天

MZTに隣接 してあ った cambridgeNASAは閉鎖 され る事 にな りましたO

もっと触 った問題 は,物理学が若い学生の間で unpopularにな りつつある

事 で,これが sborも rangeの fluctuationか , long re7ngeの大勢か ,

ち ょっと未だ速断 出来 ませんが ,後者な ら大変な轟です0 日乗 と異 り,学生が

采な くなれば物埋学科は次第に繭少 され ます｡

これ と全額箪賀金 でまかなわれて い る○○大学や,××大学の伺ん とか研究

所や ,かん とか インスチッユー トか ら放 出されつつあ る physicistsの行 く

先の問題 とか らんで ,そ の相乗効巣が事態を挺刻 に していますo

現在 ,大学院位の gel,_erationの散では,巨然科学 の中では.Biologyだ

けは Best studen七Sが押 しかけて くるのですが ,現在 .大学教養 ～高校に

わた って在籍 中の best stud輔 もSの志望 は poliもical scier:LCeや

urban problelnSはては TjhyloLqOPhyと苦 った処に集 中しますO

先 日. New Yorkの RockfellerTLTrliversityr最近 =7:Stitute一寸

University とな りました｡) に於 て USr USSR LqymPC･･Sium (固 降 車

蘇 )が あ り,主催者の C.Herringか ら出席を勧め られ ま したので政 を出 し

てみました ｡ 例に よって ソ連は,始 めは Landau schoolの E.班.Lifschi-

七Z,C｡汀'kov,Khala_trlikov,Dzyalorj.Shirt_Sky,Pituevsky等々の

多彩 な政ぶれ を約束 して驚いて彼等の話 しの タ イ ト/レ,スケヂ ュール等 も決め

ておいて ,直前 にな って Kha_latnikov以外 Larlda.u school全員の 出席取

消 しを通告 して来て symposiumは予定されていた もの よりはず っとつま らぬ

も'JI)にな って しまい ました ,コLandau schoc.1以外は全員来ま した o その為 ,

W.Kohn,H.B.CむileI三.C.Kitte1..G.Baym等は来ませんで したが,

一応米側は ,工.Pines,J.Ba:rdeen,C.Herring,P.W.Anderson,

J.班.TiJuttinger,∫.氏.Schriefer,Ti.A.Ferrel,班.H.Cohen,

P.C.Marl-,in,i.N.Cooper,H.Ehrenreich,D.C.Ma℃tis, J.J..

Hopでield等 々や,若手 も Q.ruinn,Scalapino,J.C.Phillーips,D.R･

Hamman,Halperirl,Hc･henberg,T.班.Rice,等 々殆 ど目ほ しい所は全

部来て, しか も米 ソ合 計 して ,総数 40名足 らず で したか ら,かな り実のある

symp()Siumで した ｡

Symposiumの話題の車では I).Pinesの話 しが面白い と思い ました ｡ (仮
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海外だ より

に間違 っているに して も Physicsが躍動 しているのでO)中性子星の話 しで

半径は 10km位o 中心部は hTadronの/うぢゃうぢゃい る Hadron core o

その周 旦=ニ啓 子が骸物質 (ごeutLrOr3rioh)とな って存在する部分があ り,

その外側は crustで密閉されているo Cr･usl･は探 さ 1k江.位で,核子は

nucl占iを作 って居 り (他に中性子や電子 も唇て)山の高さは 1m位｡中間部

分では Neutronsも protJOnSも,それぞれ superfluidsにな ってい るO

但 し,~電子は superfluidでな/い (Ginsburg )o protonsが super

にな っているに もかかわ らず Meisner効果 は見かけ上誘われない｡磁束が外

に押 し出され るに要す る障隈が魅めて長い (字音の年齢位)か ら ｡ superfl-

uid protonsによる磁束は (TypeBの場合の様に) vorteX を作 り,
米)

vortex ringsが整列 しているであろ うo この桜に磁束が中性子星内部に凍

結 しているか ら,外か ら見 て puls,=trの磁気紗姓質は,pulsarの内部が轟

疏彰であ って もな くて も,そんなにひどく違 わないG中性子星のエネルギー損

失 (放出)は荷電粒子が周辺の magne抽 shereと電磁力学的に鮭合 してい る

事に よって起 るのでGt･るが,そ のエネルギー供給は,中性子の回転運動 エネル

ギーによって大部分まかなわれ るO 中性子 や 陽子のエネ7レギー もransfer

に要する時間は,中性子及びプロTンが超虎動であるために,極めて長 く-な っ

て,それ らが r}ormalであるときより 1020倍位長 くな るo neutr.ns-

protGnS -Coupling tineは何年 ,と言 うオ-ダーになるO地球の内部構造

の研究に Earth-quakeの研究が重要な手がか りを提供す る様に,neutroo.

Sも8.rの内部構造 uj研究には,その crust.に発生する St.2rquakeの執衆が

芋がか 少となるであろ う｡それは例えば昨年 q)2月末～ 5月始 めにかけて捷頚

した Vel∂ pulsarの Pulse守requer)cy の異常な上昇 (角速度に して

△血/{A=- 2×10~占) とな って現われるO 中性子星超流動部分の protcm_S

及び electronsは相互に電蔽的に簸びついているか ら,流 体としては両者

が一心区捧となって回転 してい るであろ う｡それ'らの作る強力な磁束が Crusも

(を構成する敏子の スピンや荷電)と･強力に結び付いて′い るであろ うO だか ら

Crustとその内慨の量子流体部分 とは一緒に回転 してい るで昇ろ う. もとも

栄) Pro触lSuperfluid-のパ ラメータは TypeIの条件 を充た しているに もかかわ らず8

-477-



伊豆山健夫

と crustは中性子星が今 よりもっと速 く廻 っていた ときに出来たのであるから

凶の型であるが,上記 の様にして自転速度がだんだんおそ くな

って来 ると (何年 とか伺十年 とかの後に) crustの受け

る遠心力が減 って きて,こんなに､OヒIa七eな塾 をしてい

たのでは stressが強 くな り過 ぎて,遂に orus七が割れ

! て starquakeが起 る｡ その結果は もっと丸 い形に近ず く

が ,そのため慢性能率が ガクVと減 るわけで,角選録の保存か ら crustの回

転の角速度が急激に上昇する事にな るo これはちゃん と式を立てて計算 してみ

る事が出来て △&-ま/&一呈- 10巾6とい う数 も出していました8 few yea.rs後に

は,この Sもarquakeの静皆 も消汲す る筈 ,と予言 しますo

p.W.Andersonの S-ap F･Ⅹact solutionsに関する所見 (Time

Dcrriair_L.,CLjczBliヱユg,一次元 Coulomloforceの =singMGdel)とは,タ

イ1-JVは secretarialnIis抽keのため 徹 actと書いてあるのであ って,

且Ⅹactでなれか も知れなしへのだJt-うですOやは り Andersor3敵 の 工beliナ

eve- と言 う話 しでしたO もうプVプリが とっくに出てい るのに referee

proH emで末だ 日の 目をみなしハQ

v205に Cr20三を混ぜて行な って,電気的 ･磁気的転移 (一次)が見 ら

れる話しは ,もう日本で も騒がれているとは思いますが ,Mc'七七Transit,ion

だと言 う訳で,聾藤が盛んでせoCreteで開いた Good.enoughの話 しは多彩

だが ,難か しく (chemist出身の彼にしか分 らない?)Molt Trarl_Sition

だろ うと吉 うと,え らい ケンマクで叱 られました (ま あ Po]_aron とか,

phononが無視出来ない事は認めますが)が,臼ubbard_Hamil佃 niaIコをい

ち くり適 す話 しは多 く,T.M.Rice& BrirIknarirlは Green函数をスペ ク

トル芋 ?いてモーメン ト展的し,各次数のモ-メン トをク ラ ス タ-展開す 巻事

で steT･e]コe‡ユSity N(W)を求め,Mot上Transitic,Jr3の 存在 ,Gepが 出

来た ときの N((i71について鮎論を出していますQ一次 元uI,と きに 工｣ieb･-Wu

の厳密解が再現出来 るのが ミソですが ,どうも束質的 には一 次元理論 で しかな

い桜に疑われますc

Helperin~McrJumterの超伝導 wireの resistiv? transition は面

白V､もので した O -次元で G■insburg-tar.･dauを generali7Jed free
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海外だより

energy_i:ついて仮定 し, 図 2の係数,が (T-Tc竺1として ,オーダー.パラメ

-一夕の短 々のQ,ち ぎ (草加は Langevin 苫q･等 を駆使 して処琴 します)の相

互作用 によって,本当の Ior,g rarlgeTOTderは甥わかないが , short T∂〇ge

ordeTはあ って ,抵抗は小さ くな り得 る｡ (滑液的にう

Kbalatnikovの su二Perfliud .i,点近傍 での ･critic,al dynaTr_icsの話

も面 白 く ,現象論的 2済･捧静型に relaXaもion time Tを導入 し,これが

critical indicesを含 まぬ事 を鮭辞 し,亀 々の dynaTnicalな量 を計質 し

ますe例えば第二音波の a吊 enu(3ticnは k2と (2音波音速)2と ,藩 とは

T とか , その他 crit,ical indicesを含 まぬ畳 で環かされ ます O.

A吊 enuaもion/ k2- cx u22が criもical behaviorとな ります o

v.p.silirlの話 しも (細かいが)面白い ものでしたO フ ェ ′レミ濡 酎 二磁場

をかけた ときに襲われる毎々の collective mod_esの話 しでした O

教室の皆様 に くれ ぐれ もよろ し く衷敵 い申 し上げ ます C

敬 具

伊 豆 山 健 夫

掲 示 板

Summer 工nstitute のお知 らせ (2)

and Experimental Physics "Physics of QJuantum Fluids"の ,

やや詳 しいことが きま りましたのでお知 らせ致 します0

1. 場 所

宮城県宮城部 作並 丞ij台 yhiCA 作並国際 センター

(仙台市 よりバスまたは列車で 40分- 60分)

2.スケジェーJt(

8月 26日 夕方 登 録
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