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各 地 だ よ り

o昭和 45年 12月1旬VC.広島大学理学部にかいて,東大物性研の菅原愚民

に よ り ｢底塩物坪｣Vtr.関す る集 中講義が行希われたo

oま た広島大学理学部鹿本研究室にかいて,テ トラへ ドラ7レ型高圧発生装置

が稼動を開始 し左｡ これVCより 10万気圧までの状熊で電気抵抗測定車 妄

びⅩ線回折の測定が可 能である｡

o 広島大学数善部 物確教室において メスパ ワー効果 の 測 費が可能に希った.

また同教室VLTお しへて フォ-ナ-型磁化率測定装置が試作ざれ,測 馨が可能

にた った｡

プ レプ リン ト案内

〔東大,久保研 〕

o Hydrodynamics and Collective AngularMomentum

Fluctuation in Molecular FluidIS

(N.K.Ailawadi,B.J.Berne,D.Forster)

oEquivalence among s-a F･Ⅹ▲change,And_erson and.Wolff

Models

(Ft.Shibata,冗.Machid_a and_H.Mamada1

0A Note on ldentical Frequen(〕y D土stribut土on for Spin

Waves in Some Close-Packed Lattices

HⅠ.M土wa)

oElectronic Structure of Disordered Materials

(M.H.dohen)

of Liquid Metals

(L●.schwarもz and fI.Ehrenreich)

ヽ
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プレプリン ト案内

o zer'o point Distribution of the Partition Function in

Two Dimensionaユ~Heisenberg Model

(Lshiro Isa)

o A Simplified_Mod_el for Hard-Sphere Transition

(shir° lsa and H土rosh土 Furukawa)

o Linear Rbspons∴e Theory for Systems Obeying the Master

Equation

(D･Bedeaux.,S･Mi1.｡S?V'i? and 〇･･Paul)

o Localiza,土ion in Disordく∋red Materials:Binary Alloys

(E.N.Economou,S.Kirkpa七rick,M.質.Cohen,T.P.Eggarterl

o Localiz.at土on in D土sordered Materials:Existence of

Mobility-Edges

(E.N.Economou and M.H.Cohen)

o Light ScAtもering from ShearWaves:The PLOle of Angular

Momentum Fluctuations in Light Scattering

(N.K.Ailawadi,B.∫.Berne and D.Fcrsterl

o Phase Transitj.onsきSymmeもry and_Dimensionality

(M.FJ_Fisher)

o 王主and Structure of SLiGe: Coherenも-Potential

Approx土mat土on

(D.Stroud and H.Ehrenreich)

o Computation of the 亘;quil土brium Of a Plasma w土七h

Helical Symmetry

(Neal Fr土edman)

o Determination of Roton L土neWidths by Raman Scattering

(T.J.Greytak and.J.Yam)

o EXperimental Evidence for a Two-Roton Bound State in

Superfluid Helium

(T.J.Greytak,A.Woerner,J.Yam,and a.Benjamin)
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プレプリン ト案内

o Locali乞ed Spin Fluctuations in Metals

(J.A.Schrieffer,W.i.Evenson,and S.Q.Wang)

o Ferromagne七ic Transitions 土n a Short Range Vector

Field Model

(α.Kalman and S.T.IJail

o Universality of CrH ical Correlaも土ons in もhe

Three-D土mensional lsing Ferromagnet

(M.Ferer,班.A.Moore,and M.Wort土S)

o Dynamical Theory of Fluc㌔uations near the Critical

Po土nts

(KyoziKaWasaki)

o Antiferromagnetic Phase Diagram of Hubbard Model

w土th ∫aha-Teller effect

(Yukuo Ishii,and Yukio Suezaki)

o Off-Diagonal Long-Range Order in Solids■

(iTIirotsugu Matsuda and Toshihiko Tsuneto)

＼o On the Energy LosE;and Radiation ofPulsars

(V.N.TsytOvich,J.W.Buckee a.nd D.ter.flaar) I

o On もheAngulari,,Tomentum Problem in Star Formation

(A.I.a.Prenもice a.nd 工).乞er Haar1

0 0n Pulsar Distances and F,mission

(A.J.a.Prentioe,I.W.Buckee,and_D.ter Haar)

o L土ne Formation 土n Magnetic Fields

A Critique of the Papers by Hyder and Stenflo

(F.K.Lamb)

o Some General Inequalities in Q,uanもum Statistical

Mechanics

(S.okubo)

o Erasure of Fission Tracks in Q-lasses and_Silicaもes by

Shook Waves
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(T.J.Ahrens,A.L.Fleischer,P.a.Price,and A.Tl.Woods)

o Rapporも dlActivite du G-roupe de Physique des Solides
I I

LaboratoiI･e de Physique de LtEcole Normale Superieure

o Dynamical Theory of Crystal Lattices from a Microsco-

p土c Sもandpoinも

(A.K.Rajagopal and M.H.Cohen)

o The Probabilities for'Several Cinsecutive Eigehvaユues

of a Random Matr土Ⅹ

(M.工,.Mehta and J.Res Cloizieau.X1

0 Tbeory of Phase Transitions i工ユSol土d Methanes.ⅤⅠⅠⅠ

- Anomalous Thermal a:ⅩpanSion jn Solid CH4-

(T.Yamamoto and Y.Kaもaoka)
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Field-

(Hideo Yasud_aう

o On もhe Two-Center EⅩpansion of aiTIArbitrary-Function.

(H.Yasud_a a.nd T.Yamamotol
ヽ

〔東大教養 〕

o Localiz.ed Spin Flucluaも土ons in Metals

(I.A.Schrieffer,W.E.E･vanson a.nd S.Q.Wangl

o Dynanical Scale lnvariance in Itineranも Electron

Ferroma,gnets (Ph. D.Dissertation)

(J.A.Hertz)

o A云_tiferromagne七ic Phase Dia_gram of Hubbu-a Mod_el with
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ブレブリン ト案内
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(T.Osawa and F.Takano)

oTables ofMagnetic Structures Determined by Neutron

Diffraction Parも甘-Tetragonal System

(A.Oles,A.Bombik,F.Kajzap,班.Kucab )

〔日大 ･理工 〕

o Two-Time Temperature Formalism in the Theory of

Normal Fermi-Systems

(I.A.Kvasnikov,Ⅴ.D.Ozrin,V.P.Oleynikov1

0Attenuaも土on of Zero Sound 土n Classical Liqu土ds
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oThe Renormaliz.atioIIG-roロp and Critical Phenomena,I

Renormaliz･a七ion Group and the Kadanoff Scaling Picture

(Kenneth C-.Wilson)

oStabilization ofMagnetoLhydrodynamic Instabili't,ies by

Force-Flree Magnetic Fields

(J.P.Geoedb1oed1

0 The Functional IntegralMethod-in Ising Model

(Yu.A.工zyunov and_Yu.N.Skryabin)

o Dynamical Theoris of the Phase Transition in antiferro-

electric of NH4H2 PO4-Type
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0The Statistical Theory of Isothermal and Non-Iso七hermal

Nucleation K土neticS

(A.α.Bashkirov and M.YuNov土ckov)

O Theory of しまgh七 Absorption in the Molecular Crystals

on the Freq.uencies of Double Triplet Excitations
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(T.Slklos)

o Theory of Anbar皿Onic Crystals 土n Pseudoharmonic

Approximation 工. Linear Chain

(T.Siklos.)

o Theory of Magnetic～Davydov Sて)litもing in Arltiferrod_ie-
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(E.Ci.Petrov)

o On a Model of the EⅩpending Universe

(α.Watachin)

o Optical,Absorption of Metals in the X-UV Range

(C.Kunz)

o Measurenents of Electron Energy Losse.s and

VUV-Reflectiviもy of Anthracene Single C!rystals
′

(E.E.Koch,S.Kunstreich,and_A.〇七七〇)
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プレプ リン ト案内 ･ニユ~ ス

o Effect of random iⅡlPurities on second orde.T Phase

もrans土tion

(T.Osawa and F.Takano)

o Kinetic equation,s for a plasma analradiation,system I･

Generalization ofVlasov-Landa,u･-Bogoliubov equations

(Moyuru Ochiai and_NatsukiHashi.tsumel

q K土netio eq.uations for a plasma and rad土ation system II.

CieIコeralization of もhe Bogoliubov-Lenard-Balescue

equat土on

(Moyuru Ochiai and Nat,sukiHashitsune)

o Le mod_ele dllsing avec un cham一 七ransverse

(pj_er∫ePfeuty1

0 Dynamiccs of a local perturbation in the XY mod,el.I

Appr(〕ach to equ土ユibr土um

(D.B.AbrahalTn,'E.Barouch,a.Gallavotti,and A._Martin-

Laf)

〔東北大 ･工 ･応埋,守 口 〕

o C･ommenils on the theory of quantum fluids

(Eugene Feenbergl

ニ ュ ー ス

物性研究所中性子部門助手任用打ついて訴える

物性研大学院 自治会

昨年 6月に行希われた中性子部門の助手任用にかいて, 20数名の応募者

(そ のほ とんどが外部の人間)があ り允が ら,物性研の大学院生が採 用された｡

物性研では内部採用に関す る厳しV'制限があ り,この点か らこの人事VC関して
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ニ ュ ーー.ス

学生 ･革具か ら疑義が出女｡われわれ大学院自治会は, 12月VE, ｢物性研に

お岬 る助手の摩 周の原貝旧 と ｢中性子部門における選考経過｣の 2点VEつ き所

員会に_公開質問状を出し,これに対し所長 より次の四点にわたる回答があったO

①内部採 用は制限で あって禁止では希い.③公募制を とり杏が ら,一部の者の

応募 (-内部の者)を認め貴いのは欺晴的であるO ③ しか も,複数の応募者が

あ り∴両部の者が ｢格段に優れている｣食 らばかまわたいO④中性子部門での ･

選考経過については,個 々の零議 内容は応募者の人権VCかかわるため公表で き

食いが.選考は厳正VE行夜わあたO

しかし,選考基準や ｢格段UF優れている｣,竿の内容が抽象的費 うえ,意味

が不明であ り,このため,人事選考が所員余&･てよって黍･意的 に行われる ことを

われわれは恐れて,再度質問を行 ったが,所員会 の回答は前記の繰 り返しで あ

り,依然 として問好を樺 した e これ(･f辞 し,大学院 自治会は集団決議 として以

下を全員一致で採択 した.

代人事変蹄を原則 とす る物性研究所ljr_おいてぼ,助手は外部か F,採周す る ii

われわれ大学院生が 自らの就磯の輝会 さえ奪 うこの決議を何 敏行 ったのか を

以下に述べたいQ物性研は,当初 ,全国の物性研究者の共同利用の堺 として学

術会議 の答申を うけて設立 されたO 全国共同利得研究所 としての設立の主 旨に

基しハて,人事安原をすす める考欝が払われ , 57年の物性研脇議会で ｢物性 研

の助手を選考する場合には,人事の固辞を防 ぐよう慎豪に考犀 し牽ければ を ら

貴い｡特VL,物性研教官を指事教官 とす る博士課樺の修了者がただちに物性 研

の 教 官 にな る こ とは 制限 されるべ きである｣旨了承 された . これはわ_hわれ

自治会 も支持す るところで参るO

ところが,設立後十余年を経た昨年の中性子部門の助手の採 侍に際 して ,所

員会は この原則を無萌しようとしてV'る｡ そればわれわれの質問について の所

員会の前記 の回答 より明白である｡われわれは,全国共同利用研究所の設立 主

旨を も破壊 しかね食い,このようを行為を深 く憂えるもので ある.

最後VC,以1のことば共同利用研の研究者g)みの間夢では貴V,ことを訴えた

i,10 これまで,講座制の下で内部の人間が ｢昇格｣してゆ くこ とが当然の こ と

として行われて きてV'る./しかし,このよう夜慣 Lが教授会に よる人格的 な 支

配を許 し,管理機構を強めて きた｡
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こニュー-･･･-ス

全国の研究者, とりわけ若手の研究者が,教授会の管坤樺樺を打破して上,人

事の交済 ･公募 ･公開をすすめるために,広範希議論を起 こし,それぞれの場

VCおvlて閑静に取 り組まれることを訴えるO
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編 集 後 記

早い もので,私が,前編集員の Y.X 氏の後を引きついでか ら2年に.売 りま

した.毎月, 20日頃に浸 ります と,各々編集員が,基研のM先生の部屋VF.集

ま り,オベン トウを食べ をが ら,送 られて きた原稿 に目を通 し弁が ら,何だか

んだ･･･と言 うのですO送 られて来た原稿が難 しLへものばか りで,何 もいえ希い

時は大変 さびし く査って,太当に僕の様を者が編集要員で参って よいのか し ら

を どと思 った尊 もしば しばですO しか し, 2年間 も,会議に出ている と,やは

りしハろいろと考えさせ られて来ます ｡ 特に考えさせ F,れた尊は, <{物性研究 Ib

のキャラクターですO 数多 く出ている物性の椎誌の中で,存在意義を持たせ る

ためVCは.どうい うキャ ラクターを持たせ る様灯した ちょいか,重要 曾問責夢で

す o 何度か話合 って出された最大公約数的意 見は,韓に物性 (広V'意味での)

の相互の情帝機関的牽 ものであって もよい とい うものだ った と思いますO

充お,この様を間夢(q対して姥 ,昨年の学会の醇のイレマオーマル ミーティン

グで,か牽 り突 っ込んで話し合われました｡ tt物性研究 恥の性 格1特記すべ き

事の一つは, 1969年の勝木氏の堆方大学間辞か ら源を発 し,その後, 2回

にわた って轟戟 された 餌特集 も)であった と思います o あの様査記事は,余 りふ

さわ し く貴いので給費もハか と1'lう投稿 もいただきましたが,やは り,論文 ,節

究報告に限 らず ,研究者同志が抱いている素朴 を疑問,悩みが,持ち込まれ,

解決への方向の第一歩 と奇る役 目を担 って もよしハよ う夜気がします 0 枚物性 研

究 払をより広い意味での,情帝雑誌, より積額的貴意味での情帝雑誌托 した vl

ものです ｡

T.S 記
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研 究

目

,a
S 戟 d二

にコ

1. Ⅰntroduction 一中性子星について-

2. 中性子星 の冷却

5. 中性子星のモデル

4. NeutroilStar 形成 と進化の問題

5. 中性子星の穐場 につ いて

(以上 11月24日)

6. 中性 子星 における超流動

7. 中性子星物質 における 3p 2 Pairing effect

8. コ メン ト(中性子星物質での有効核力 ,特 に

n-p相関の可能性 )

?. パ ルサ ーの轟射機構 につ いて

10.シ ンクロトロン轟射の負 自己吸収

(以上 11月25日)

ll.印 象 記 嘉

林 忠 四 郎

伊 藤 直 紀,

池 内 了

佐 藤 勝 彦

石 塚 俊 久

恒 藤 敏 彦

玉 垣 良 三

義夫晃

節

田丸-津永1会

中嶋貞雄

燕 ) 問題点の指摘 の意味 葱かねて,研究会報告をまとめるきい ,

お願 い した もの です ｡
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