
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

堀淳一氏から松田博嗣氏へ(海外だ
より)

堀, 淳一

堀, 淳一. 堀淳一氏から松田博嗣氏へ(海外だより). 物性研究 1971, 16(5):
605-607

1971-08-20

http://hdl.handle.net/2433/88346



ブレブリント案内

R.∫.Baxter,

PartitionFunction oftheEight-VertexLatticeModel.

R.∫.Ba∑ter,

One-DimensionalAnisotropic技eisenbergChain.

M.Suzuki,
■

RelationshipamongExactlySolubleModelsofCritical

Phenomena 1- 2D IsingModel,DinerProblem,and

theGeneralizedX Y-model-

海外 だよ り

松 田博嗣 様

堀 ~博 一氏から絵田博嗣氏へ

1971.7. 12.

今 イタ リーの Triesteの国際理論物理 ヤングー(l･C･T･P)に来 て

い ます0 7月の末 に 7ランスの Rennesで開 かれるPhonPn中 国嘩会議yC出

席 するため出かけるほかは ,8月末 までこ にゝ滞在 す る予定 です｡ ここを訪れ

るのは素粒 子,原子核関係の 人が多いの ですが .物睦関係 でも.昨年春松原 ,畳

沢 の両氏が来 られ ま した し,それ以酢に も来 られた方があーるか もしれません｡

しか し多分物性関係 で比叡的長期間滞在す るのは私が始 めてではないかと思い

ますの で,折にふれて L q･T･Pについて報告 しま しよ うo

l.C.T.Pは Triesteの町か ら8Km ほ ど離 れ た ところに ある ,

Miramare公園 とい う広大 で又美 しい公園の とな 9にあ って,線 濃 い森に囲 ま

れ た静 かな̀一角 です.町 か らここまでは sunba紬erたちが群がる海水浴場 が

ずっと続 いていて,毎 日-ホテルか●ら大 いに眼の 保泰 をしなが ら通 っています.

海 水浴場 が今 シーズ ンの最盛期 であるの とパラレルに , I.C.T.P.も夏

-605-
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の学校や シンポジウムの最盛 期 で ,目下多分 5･ロん 60^の理論物理 屋 が集ま

っていますo とくに ,developing countri昌益-･の若 い研究者 を秦成 して ,

これらの国におけ る理論物理の水準 を高め るの が 1.C.T.Pの最大の 目的

の 1つになってい るの で,ア ジア ･アブ-I)カの新興国 の人たちも多 く,国際的

な雰囲気にみちています ｡ 来 てから｢週間 もた-ゝ 覆い中に韓国 ,イン ドネ シア,

タイ ,イン ド,パキス タン.･ガーナ,イスラエJL,,スペ インな どの人た ちとも

知 9合いにな9,∫.C.T.Fの カフェテ l)アヤ町 の レス トランでよくぶ っ

か って ,いろIJlろ面白い話 を きい七います｡今私 と同 じ部屋 にい るのは素粒子

をやってい るパキスタンのBari氏 と,格子力学∵菅や っているオランダの

Sui･tr･･氏一･で.今朝一はバスの中で Suit氏 と一諸 にな D,_融解の問題 を今つつい

ているのだがそれについての あなたの ideaを きかせ てJ息_しい といわれて開 口

しま したo ∫.C.T.Pに着いてさっそ く彼 のやろ うとしていることをきい

て ,一応即席の意見 をい ってお きま したが ,日本 で も枚 田 さんをは じめ多数の-

た ら,後 目さんなどのそれについての T)プ1)ン トか プレプ リン トがあ ったら送

って もらって く一れ とたの まれ ま した｡ 折返 し私 あて文献 をお送 9･いた ゞければ

有難 く存 じますO彼の ideaは ,ランダムにholeが 入 った結晶の潜 散卦線 を

計算 し,音適 が0にを尋よ,,うなholeの繰庶 葱求め私 らどうしか,とめ タの です

が ,如何 なもの,軍 巨よ うかo

今年は固体物理の夏のwo､rkshopとい うのが開 かれていで,一現在す で,JK

waller,Grimvai,Flor,e◆S,Lu.kesな どが来 ています｡近 い-うちに

Lundqvistをはじめも､ぅと多数の研究者が釆 るはずです｡ 今の ところWa･Her

先生が もっぱ ら世話役菅や ってい て,先週は Lukes が 5回 にわたって除有髄

数 の localizationの話 を しま した｡Andersonモ デ ル にかける電気伝導のさ.

計算 で ,2捧Green 関数 を計算 す ることに よって bandの 中心 で伝導度 が 0

に なるⅤ/Ⅳの臨界値の上下限 を求め ると,上限 としてAndersonの得たⅤ/W

の臨界値に近い値 が得 られ ,したが ってAndersonの 意味 での localization

が起 ることと,電気伝導 が Dにな ることとは同等 であるこ-tにな る,とい うの

が彼の主張 です｡今週 は私が phase theory か らみた localization の話

と .札幌 で藤田君 と少 しづつやってい たAndersonの selト energyとstate
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ratio お よび secularmatrixの 主小行列式 との関係の話 ,それ に こちら

へ来 てから少 し考 えた nextnearestneigh bour interactionが ある場合

のd~egreeof'･l･･o如 li左ationの measureの話 をすることになっています.

産品dersonの localizationと践 々が考 えてい る localization との関係

を酪 らかにす ることは大問題 で .これ らの話がそのい とぐちに在D得 るか どう

か.まだ見通 しがたったわけではあ Dませんが,tValler先生がぜひ話を しろと

い うし,さ やゝかながらきちん とした結論 が得 られてい ることだか らまあいい

だ ろ うとい うわけです｡ これ らの ことについて先週 Lukesと大分議論 しま した

が ,彼は phase t.heory 牽ほ とんど知 らないのになかなか suggestive を

1意見 をい って くれて大いに参考にな Dま したO､Lukesは Econombu-Cohen

'め 仕事 などyCも興味 を もってか 9,松 田さんや石井 さんが こ こにいたらもっと

もっと議論 がはずむだろ うに ,と残念に思 っています｡一

来 てから-2･,5日は全 く7 リ二で,久 しぶ Dで思 う存分 自由をたの しみなが

ら ゆった bした気分 で もめ を考 えるこ■とが できま したが,先週末 からは イスラ

エ ルの Cohen了につ かまって b.C .C と f.C.C格子における impurity

-inducedab so一ptionの計算についての意見を きかれた D,その他上記の よ

うな次第 で,結構忙 しくな 9ま した｡ しか しそれはそれ で得 ることが大いにあ

bます し,何 よDもadministrationからの解放感は最 もあDがたい もので

す.Triesteは気候 もよい し,たべ もの もうまい し,国際会議yC行 くよDもこ ･= ･.

こ でゆっ くbものを考 えた D,いあん な人 とわ接触 なたの しんでいる方がいい
.1

よ うな気が して きま したが,まあ行けばそれだけの ことは参 るだろ う,Jとと:ち

すれば不精になDが ちな気分 にムチを うってい る次第 です｡

堀 淳 一
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