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1978年度 物性若手夏の学校講義内容報告

本年度の夏の学校も無事 (?)終わ り,我々も重荷 をおろした気分ですo参加 された

方々が,この夏の学校で, 1つでも2つでも何か新 しいことを得て下 さっているなら,

これは もう大成功 と言わねばなりません∩

そ もそ も,なんでこんなシンドイメをして,準備校が 1年がか りで準備 し,夏の学校

を続けなければならないのか∩たいした報酬 もないのに,なんでわざわざ遠いところま

で先生方が出向いてこられて,講義を して下 さるのか.,そ して,なんで院生も, クソ暑

い中 を朝から晩 まで勉強しに行 くのかn皆 さんは,この間に対す る答 をお持 ちです かハ

正直いって我々も,これに対す る明解な解答 を持 って事に当ったのではあ りません∧

夏の学校を中断す るとしたら,準備するよ りも面倒なことにな りそ うだし, という恐れ

が,我々に準備をさせたのか も知れません｡

しかし, ここで,否定的消極的に考えるのではなく,肯定的積極的に考えることに致

しましょう｡以上のように書いたのは,現在,夏の学校の意義を,改めて問い直す必要

を感 じているからです｡ しかし,理念的なことにつ いては,いくらでもホラが吹けます

か ら,今は書きますまい｡以下に気がっいた問題点をいくつか書いてみます0

(1) 参加者が年々減 っているこ･と｡K

(2) D.C.の参加者が少ないこと｡

(3) サブゼミが事実上,講義 とかわ りがなくなっていること｡

(1)については,夏の学校 自体の魅力がなくなってきているのでしょうか,それとも,内

容 に問題があるので しょうか｡このまま参加者が減少 し続けて, 100名を切れば,現在

の規模では運営は不可蘭です｡小規模でや るのもいいという意見 も, もしか したらある

かもしれ ません｡

(2)については, どう理解すればいいのでしょう｡参刀口者の多 くはM.C.ですが,講義

の多 くのものは,M.C.特にMlには,少々建 しくて,背のびして聞く必要があるほど

です｡それはいいのか もしれませんが, D.C.にはもはや,聞くまでもない内容なので

しょうか ｡ そ うだとしたら中途はんばだということにな ります｡
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(3)については,あるいはそれでいいのだという意見もあるかもしれません ｡

そこで,これは我々の提案ですが,(2)と(31の解釈策 として,いっそのこと,サブゼミ

という形式をやめて, D.C.以上(助手あるいはそれ以上を含めてもい･/,O) の方に,

自分のやられた研究 を発表 していただいて,質疑応答をす るという形式 をとればどうで

しょうか｡これならD.C.も興味をもって出られ る可能性がふえるのではないでしょう

かO (来年度の準備校が,これについて検討中です｡)

以上の問題点を指摘 して,来年度以後に期待 したいと思います｡なお,夏の学校は,

準備校が開くのではなく,若手研究者皆で開くものであることをお忘れなく｡ 来年度の

準備校 (〒 464 名古屋市千種区不老町 名大.哩.物理 高木春男 )にどしどし意見

をお寄せ下さい｡

さて,ここに本年度の講義 とサブゼミの内容 を,ごく簡単にお知 らせ致 します｡夏の

暑い時,汗 を吹き飛ばすような講義,サブゼ ミをして下さった諸先生方に心 より感誘け

る次第です｡また,準備にあた り色々とお世話になった方々に,この場を借 りて,お礼

を申し上げたいと思います｡

(文責 :沢田信一,津田一郎 )

｢physicsorTransitionMetalsandAlloys｣

講師 大阪大学理学部 金 森 順次郎

遷移金属,合金の物理 と題す るこの講義は,約 12時間にわたって行なわれたが,遷

移金属そして合金が,いかに多くの情報量 を,我 々に与えてくれ るかを示 した内容豊富

な講義であった｡特にそれは,テキス ト中の,Figureに見られ る〕これ らの Figureは

何 と多 くの情報を持っていることよ｡

講義では, まず種々の実験結果が与 えられた｡凝集 エネ′レギー,体積弾性率,剛性率,

ェンタル ピー,等のパラボラ的性質,および 2次的な minimtlmの存在｡

合金の Slator-Pauling曲線｡

次にこれらの性質を種々の近似理論で説明 していく｡

-140-



1978年度 物性若手夏の学校講義内容報告

T.B.M.がどの程度よいか〕

前半は, e-e相互作用をポテンシャルで記述する話が続く｡

後半は,それ を多体問題 としてみる話である｡遷移金属における antiferro と ferro 0

真申に antiferroが来て,はしっこに ferroがくる.⊃この説明.

結局, oKにおいて,いかにして bandtheoryが成功 したかという話であった｡ (た

だ し,ポテ ンシャル,凝集エネルギーはあわない｡)

最後に,非周期系の電子構造に関す る話があった｡

disorderedalloy での singlesiteapproximation ｡ 環境効果を決定するCPA｡

又,遷移金属に非遷移金属不純物が入った時 どうなるかという問題にもふれ られたo

質問が,あまり活発でなく,専門家同士 の discussion も,ほとんどみ られなかったの

は,そのようにしむけなければならない進行係の不勉強にあります｡この場 を借 りてお

わびいた します｡

(文責 :津田一郎 )

｢DynamicsofPhaseTransitions｣

講師 九大 ･理 川 崎 恭 治

講義は相転移研究の歴史の紹介に始まり,その古 くて新 しい性格について述べられた

後,全体としてくりこみ群の方法に重点を置いてそれ をSCMC理論 と対比 させつつ,

動的側面のみならず静的側面をも含めて統一的に取 り扱うという方向で進められた｡最

後に,平衡から遠い領域の場合の例として,スピノーダル分解を取 り上げ,御自身の最

近の研究 をふまえて,その研究の現状について話された｡そして, さまざまな分野で残

されている問題 (磁性体 ･超音波吸収等 ),乱流や高分子等の問題-の臨界現象論の適

用可能性などに触れ られ, rまだまだ諸君のや る事は沢山残っている｡｣ との言葉をも
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って,三日間にわたる講義の結論とされた｡

川崎先生,有難 うございました｡

｢ソリトンの物性理論-の応用｣

(文責 :大同 )

講師 九大 ･理 小 林 謙 二

講義はほぼテキス トに沿っておこなわれたので,テキス トの各節の題 目とそれらの簡

単な紹 介のみにとどめます｡より詳 しい内容の知 りたい方は.テキス トを参照 して下さ

レヽo

§1. はじめに

§2. 構造相転移におけるソリトン

§3･ SuperfluidHe3 における MagneticSoliton

§4. Domainwallの問題

§5. 1次元有機電導休 :TTF-TCNQの相転移に関連 した問題

§6. 超短パルスの自己透過現象

§7･ 1次元 ferromagneticchainにおける solitarymagnon

§8･ Josephson接合中での磁束の伝播 とソリトン

§9･ 結晶成長における surfaceRoughening転移

- DiscreteGaussianModel, 2次元XY模型および 2次元 CoulombGasの問題

と2次元 sine-Gordon方程式

§10 おわ りに

§1の Introductionでは各種のソリトン解をもつ方程式 (Boussinesq方程式,Ⅹ-dV

方程式,非線形 schr6dinger方程式, sine{;ordon方程式など )とその 1-soliton 解 の

性質についての議論があった｡ §2-§9では, ソリトンが実際の物理においてあらわ

れてくる例 として, 上述の表題の内容について,代表的な論文 を引用しながら,その内

容についての簡単な紹介があった｡さらにテキス トではふれられていない数学的側面か
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ら, ソリトン解 をもっような と述の非線形方程式の厳密解 を得る有 用な手段 としての

B畠cklund変換,逆散乱法についての説明 も時間をさいて行なわれた｡ 3日間,のべ 11

時間の短かい講義ではあったが,最近の話題である ｢ソリトン｣が物性物理の分野であ

らわれてくる各種の実例について,その理解に大いに役立ったと思われる｡

(文責 :中山 )

｢高密度核物質の諸相｣

講師 京大 ･理 玉 垣 良 三

最近,高密度核物質,中性子物噺 こおいて, 3p2 超流軌 固化, pion凝縮等の可

能性が議論 されている｡これらの現象の解析は,物性系に対するアプローチと非常に類

似 してお り,物性研究者の興味をそそるものである｡

以下,テキス トにそって講義内容を簡単に説明する｡

§1. 核物質の密度 :現実の原子核は, He等の物性系 (液体,固体 )に比べて比較的

低密度である｡又,結合力 も相対的に弱 く, longrangeである｡ 量子効果は Heに比

べても大きい｡核力の強い状態紋存性は特徴的である｡

§2･核力の状態依存性 :one-pion-Exchange Potential(OPEP)が導 びかれ,他 の

HeavyMesonの交換の効果 も議論 された｡

§3. 通常の核物質の結合機構と部分波毎の寄与 : FermiGasModelを例 に とり,短

距離相関の処理,各部分波の寄与等が示 された｡高密度においてL≧1の部分波の効

果を相関として取 り入れた状態に, 3p2超流動相, 打-凝縮相があるo

§4･ 中性子星物質での 3p2超流動相とパルサーの HglitchM :一般化されたボゴリュ-

ボーフ変換を用いて,非等方な Gapが導びかれた｡パルサーにおいて,中性子は,

低密度で 1so超流体,高密度で 3p2超流体,陽子は高密度で lso超流体になっている

と思われる｡ これは Hglitch''の後の Relaxationtimeの計算によ り確かめられ るo

§5. 高密度での固化の可能性について :核物質が固化を起こす要因は,斥力 core に

よる =geometricalcagingHであると言われているo LかL Hard-corepotentialを用い
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て も固化は起こりにくい｡

§6･ Pioncondensation と核子 系のスピン層状構造 :OPEP のテ ンソル力を反映 し

た状態として,ALS構造が老 えられ る｡この構造で核子は Z方向には局在化 してお

り, xy方向には 2次元 Fermigasとして動 くO この時核子場は, 7r場のsollrreS(r)

を与え, 7r場は凝縮する.この相転移は TTF-TCNQ の Pierls転移 と類似 している｡

(文責 :中原幹夫 )

｢Electrons,Holes,and Excitonsin thePhonon Field｣

講師 東大 ･物性研 豊 沢 豊

フォノン場 と電子,正才し 励起子 との相互作用について,特に itinerancy と localiza-

tionの問題を中心 に,講義ノー トに沿って明快な講義がされた｡さらに, 混晶系で･7)

impurityassistedself-trappingや clusterの次元 と selトtrappingの関係,半導体における

recombinationcenterなどの話題や,入射光の強要が強い場合に理論的に予想され る ｢

光学的 Gunneffect｣ についての議論が紹介された｡

講義の切れ目毎に,三十分以上にわたる質間 と討論がおこなわれ,充実 した楽 しい講

義であった｡ちなみに講義ノー トの目次は下記のとお りである｡

§l Introduction §2 LocalizedElectron

§3 Exciton-energyfluctuationandscattering

§4 RelaxedStateofExciton

i5 A Continuum ModelforSelf-TrappingofElectrons,HolesorExcitons

(文責 :京大原子炉 伊藤 )
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｢ MagneticResonance& Spin Correlation Functions｣

講師 東工大 ･理 永 田 一 括

EPR について spin相関関数 を用 いて,特 に stronglyexchange-coupledparamag-

neticsolidsの異方性,低 次元系 の取 り扱いとその実験的反映について,実験結果を

まじえながら紹介がありました｡

§1. Ⅰntroduction

§2. PositionofEPR & StaticSusceptibility

交換 ･双極子相互作用 ･g-tensorの異方性や不等価スピンの効果を,現象論的に,また,

microscopicに求め, line shiftに対する一般式を得る｡

§3. ResonanceProfile& Temporal SpinCorrelation

久保 ･富田の緩和関数の方法から, exchangenarrowing,sidebandなどをみる｡Spin

dimlSion 近似 で低次元系の longtimetailの存在を示 し,それが10/3効果の消失

satellitelineの出現,及び profileの角度紋存性などに反映されるo

(文責 :馬場 健 )

｢ Theory ofMetallicHydrogen｣

講師 大阪大学 ･基礎工 中 村 伝

金属水素とその周辺の問題について,現在まで考えられてきたこと,及び研究の展望

が講義の内容であった｡以下は,筆者が面白いと感 じたことを中心 とした,多少イピッ

な報告である｡

金属水素が最初に研究 されたのは, 1935年 wignerとHuntingtonによってであった｡

彼らは, Wigner-SeitZ･理論 を用いて,金属水素の疑集エネルギーを計算 し,分子性水素

が金属水素に転移する圧力を25万気圧 と評価した｡分子性水素の固体の加圧による体

積変化については,分子間力として, Lennard-Jonesのポテンシャルを仮定すると,容

易に 1/2まで縮む｡さらに圧力が加わって,金属相になると, Wignerと Huntingtonの
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結果によれば, V4に縮む｡ しか し,このようなことは,少々信 じにくいことである｡

10数 年 前,高圧下で Ⅰ2 分子性固体が金属になるという実験が報告されているが,こ

れ によれば体積変化はほとんどないO

金属のエネルギーは,高密度ほど運動 エネルギーの部分が支配的になり,また,水素

原子には coreがない｡それゆえ,金属水素では自由電子 を出発点 として,電子 -イオ

ン相互作用及び電子一電子相互作用を摂動 と考えて,全エネルギーを計算す る方法がと

られてきた｡このような方法で, Browman,KaganandKholasは,零圧 力下 の立方構

造は安定でないこと,また Schneiderはフ六方桐密構造が不安定であることを示 した｡

結晶構造の安定性の議論を要約す ると次のようになる｡ Madelingenergyは, cubicの

場合が最小である｡一方,電子-イオン相互作用の大きさは, PL2(Pは逆格子ベクト

ル )に比例 し,符号は負である.格子を cubicからずらす とPは小さくなるか ら,エネ

ルギーは,後者の方で得をす る｡ C/a(結晶面間距離 と格子定数の比 )を変化させなが

ら,エネルギー を計算す ると,様 々な γ∫ にお いて,安定な結晶構造を決定できる｡低

圧においては,線状構造が金属水素の安定な構造であるという結果が得られている｡こ

れは, dimerとしての分子相から,立方金属柏-の中間相と考えられる｡

最後に,木星 と土星の水素モデルについての説明があったが長 くなるので省略す る｡

(文責 :沢田信一 )

｢ N.M.R.in Liquid and Solid Helium →

講師 京大 ･理 平 井 章

講義は 3H｡のNMRの実験によって液体- リウムと固体- リウムの性質を議論す るこ

とと, NMRによる実験方法の有用性 を液体- リウムと固体- リウムを例として議論す

ることを主として行なわれた｡

まず最初,入門として 3Heと4He の相図の話があ り,続いて後の講義で使 う記号の

説明 も兼ねてフェルミ流体についてのランダウ理論について簡単に講義が行なわれた｡

更 にNMRのパルス法等について説明が行なわれ, どのようにしてランダウパラメータ
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-が NMRの実験によって実験的に求まるかについて説明された｡

そ して, 3H｡の超流動についてABM相 とBW相について,実験結果と比べながら講

義が行なわれた｡その他,超流動 4H｡に 3Heを混合 した場合の性質の変化,固体 3托 ,

2次元系の 3Heについての講義が行なわれた｡

(文責 :原田 )

｢StructureandElectronicStates

ofTetrahedrallybondedAmorphousSemiconductors｣

講師 京大 ･基研 米 沢 富美子

i.Prologue

ここで考えるのはアモルファス (aと略 )Ge, Siで ある｡不規則性は電子の状態

密度に tailを生 じさせ るが,そこにある電子 は動けないことがある｡そこでバンド間

隔の狭い半導体における不規則性が興味 ある対象 となる｡

ⅠⅠ.Structure

a一半導体の構造解析は種々の散乱法による｡ しか しこの情報は動径方向のみで角度方

向は平均されて しまう｡理論を検証す るには他の物性 も考えることが必要である｡構造

の模型 としては微結晶の集合,結晶からのズレ(摂動結晶モデル ),粘土ボールとわり

ばLで不規則系を組むランダムネッ トワー クモデル,最密層を不規則に積み上げるラン

ダムスタッキングモデルなどが考えられている｡

ⅠH.ElectricStates

状態密度を調べるにはまず光子の吸収 を見ることが考えられ る｡ a一固体では direct

absorptionにならずまた吸収端が tailをひ く｡ a一半導体の状 態密度は摂動結晶モデル,

クラスターモデル (原子の小さいクラスターに適当な境界条件 を課す ) weaire-Thope

モデル,ランダムスタッキングモデルなどで計算されている｡特にW-Tモデルは不規

則系において も状態密度に gapが生ずることを厳密に示 した｡結晶には Blochの定理が

あるが不規則系に もそれ に相当するものがほしい｡W-Tの理論はその手がか りを与え

るものであろう｡ (文責 :野倉 )
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特別講演 ｢物理 と確率論｣

講師 東大 ･理 久 保 亮 五

今年初めて特別講演 を企画 した｡これは夏の学校の全体講義 サブゼ ミが, きわめて

専門的なものであるのに対 し, totalとして ｢物理 とは何か｣ といった事を各人がボン

ヤリと考 えるきっかけを作 るためであった｡今年は,昨年ボルツマン賞を授賞され るな

ど地球的規模で活躍 されている久保先生を招き上記のような題 目で講演 していただいた｡

確率論の歴史には じまり,その自然現象への働 きかけ,非可逆性の出現.平衡統計力

学の構築に及ぶ本講演は,物理学がいかにして数学的概念である確率 と結びつ いてきた

かを明 らかにして くれた｡

以下,項 目ごとに講演 の内容 を簡単にお知 らせする｡

1.確率論の歴史

慮率論はギャンブルに端 を発する｡ベルヌーィ,パスカル etcがこれに関与す るが,

物理 と関係 をもちはじめるのは,マックスウェルか らである｡アインシュタインにお

いてブラウン運動と嬉びつき,さらにウィーナー, コルモ ゴロフ,マルコ7,ボレル

etcが,確率論,確率過程論 を自然現象との関連において論 じた｡

2. 偶然 と必然

J.モ ノーの有名な本に もとづいて,偶然 と必然 を表現する言葉が分類 された｡又,

ポアンカ レ ｢科学の方法｣ (第 4章 )の中の偶然の説明が紹介されたが,大変興味深

かった｡すなわち,偶然 とは,初期条件のわずかならがいが拡 大されて現われる｡ と

い うもので,初期条件のわずかのちがいは, uncontrolableであることにより,それ

が,拡大 されるとは,不安定な systemであることを意味する0

3.確率論

測度論,解析性の関点から,論 じられた｡自然現象に確率論 を適用す る場合,あい

まいさが残ることが指摘 された｡

4. 確率的な物理現象

M.Bornの ｢NaturalPhilosophyorCauseandChance｣ がひきあいに出された｡

5. 非可逆性
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ボルツマンのH定理が説明された｡

これに関し, ロシュミット, ツェルメロの反論,及び; ｢ボルツマン方程式は,力学

方程式でない｣という認識が解介 された｡

6.統計力学の基礎

ボルツマン,ギブスの統計力学の紹介｡エルゴー ド性の問題が紹介された｡

7. 確率過程 と物理過程

ゆらぎの問題にあてられた｡

ただし,ここでは微視的な意味でのゆらぎであ り,巨視的 ゆらぎの問題は,講演の後

の質問に関連してふれられたにとどまった｡

(文責 :津田一郎 )

サブゼ ミ 物理基礎I｢超流動 3He｣

講師 東北 ･工 海老沢 杢 道

超流動 3H｡ の最近の話題について,次の論文を読んだ｡

o第- 日目

N.D.Mermin;"Super-fluidityinHelium-3"inQuantum Liquids,J.Ruvaldsand

T.Regge･eds･ North-Holland(1978) (担当 中原)

｡第二 日目

A･J･LeggettandS･Takagi;"OrientationalDynamics.ofSupernuid3He:

A Two-FluidModel･Ⅰ･ SpinDynamicswithRelaxation"Ann.Phys.(N.Y.)

106(1977),79-133.(担当 小林 )

｡第三 日日

講師により, Superflowの instability及び Singularityに対する Topologicalな分類が

示 された｡

来年の世話人は,東北大 ･理 ･物理 ･都築研 ･芦田氏である｡

(文責 :中原幹夫 )
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サブゼ ミ 物性基礎論 丑

テキス ト M.N.BARIiER

｢AnlntroductiontotheFundamentalsortheRenormalizationGroup

inCriticalPhenomena J

Phys.Reports291-84(1977)

講師 九大 ･理 川 崎 恭 拍

川崎先生の全体講義では,動的な話が中心 であったため,それを補 う意味で 上記の文

献が採用された｡ レポーターは九大の牛島さんと東大の西森 さんにお願いした｡昼間の

っかれ と世話人の非力のため,少 し盛 り上が りに欠けたのではなかったかと思われ るが,

多数の参加者 を得て,無事終了できた｡ なお,川崎先生には,昼間の講義に続いてチュ

ー ターを引き受けて頂き,大変御迷惑をおかけしました｡この欄 を借 りて,おわび させ

て頂きます｡

(文責 :大同 )

サブゼ ミ ｢金属中の水素原子の拡散｣

講師 中央大学 ･理工 深 井 有

本年度の夏の学校格子欠陥のサブゼミは, 講師を中央大学の深井有先生にお願 いして,

･金属中の水素原子の拡散 〝という題目で講義形式で行ないましたo講義は,(1)金属中

の水素原子の存在状態,(2)拡散の実験,(3休 素原子拡散の理論 と実験結果の検討, とい

う組み立てで行なわれましたが,この分野は現在急速に発達 しつつあり,多くの問題を

残 しているので,非常に興味深い内容でした∩

拡散の実験については,透過法, Gorsky効果,電気抵抗を用いた ものからQNS,

NMRを用いた ものに至るまで様 々な実験の癌巣を放 り上げ,現在までのところ水素拡
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散の分野がどの程度まで成果をあげているかを明らかにし,また理論については準古典

甲な Ratetheoryと量子論的な Smallpolaronhoppingtheoryについて述べられ,実験

との照合,その問題点の堀下も詳 しく行なわれました｡

全体を通 してとても明解な講義で質問 も活発で非常に有意義なサブゼミであったと思

います｡

最後に,深井先生と準備校事務局の方々に深く感謝したいと思います｡

(文責 :東理大 ･理 土田孝之 )

磁性サブゼ ミ ｢核磁性｣

講師 京大 ･理 目 片 守

近年物性研究に於いて microで dynamicalな情報の重要性が増加している｡そこで今

回のサブゼミは原子核 をプローブとした実験法の原理 と磁性研究-の応用について行な

われた｡

内容は序論が原子核 と電磁波の相互作用についてであり次に核外場の説明があったo

各種実験法の説明は NMR,Mdssbauereffect,nuclearorientation,perturbedangular

correlations,caputuredneutronspectropyの原理 と特徴の紹介であった核磁性の研究では

実例を挙げて各種測定法の比較をしながら説明があ り最後に最近の話題 として 〟-SR

について説明があった｡

今回は講義の間に meetingの時間があ り参加者の意見が交換できたのは非常に有意義

であったと思う｡

(文責 :京大 ･工 ･金属 ･中村研 高橋 明 )

光物性サブゼミ ｢光物性 とコヒーレンス｣

講師 阪大 ･理 櫛 田 孝 司

- 1 5 1 -

§1 光で量子力学を考える話



1978年度 物性若手夏の学校講義内容報告

ヤングの干渉実験から,光の偏光状態 と量子力学的状態の対応, coherencyMatrixと･

densityMatrixの関係｡

§2 物質状態にコヒーレンスを作る話

2準位系 と光のコヒー レントな相互作用か ら,光散乱とルミネッセンスの関係 を,そ

の Coherencyという見地から見ること｡生体系におけるコヒーレントな電気振動の話題｡

(文責 :唐木 )

｢Ⅰncommensurate な相転移｣

講師 名古屋大学工学部 石 橋 善 弘

ランダウ型の 2次相転移の式では空間変調を伴 うリフシツツ条件というものがある｡

この条件は, リフシツツ不変項があると空間的に一様な 2次相転移は起こらないという

ものである｡ここではリフシツツ不変項を入れた熱力学ポテンシャルを作 り,空間的に

一様でない,つまり, Incommensurateな 2次相転移を詳 しく解説 し,更に,この熱力

学 ポテンシャルによりIncommensurate 相での波長の変化や感受率の異常等がうまく説

明できることなどの丁寧な講義があった｡

｢強誘電体,強弾性体,

強磁性体の相転移現象｣

講師 日立中研 城 石 芳 博

強誘電体,強弾性体,強磁性体の相転移現象 を説明するため,まず,これ らの定義付

けを行い,どの様な物質を強誘電体,強弾性体,強磁性体と呼ぶか を述べ,次に,これ

らの物質の相転移を相津理論を用いて点群の変化で分類した上で現象論的に相転移を説

明す るため Landau理論を導入 し,この理論で観測値が説明できることを示 した｡また,
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構造相転移や逐次相転移についても豊富な具体例を示 した｡更に, Incommensurate相

転移にも触れ,Levanyuk& Sannikov理論の紹介を行なった｡ その他,低次元物質や強

誘電液晶の相転移まで巾広い解説が行なわれた｡

(文責 :竹中久貴 )

低温サブゼミの紹介は,都合により省略いたします｡
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