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7ラスlL-ションヰ令もスピン東湖研 究験

J蟻 劫港珍賢帝 畠山 -

2,攻禿新 藤捗 のイブ ンブスピン東1着i,ち.学痕の立方#)セ囲む4個入海互作間の

ううの1(紳 ISち)博カ｢罪朗 粥や掛 が夜ヲ如勤幽沖 あもヒ､二の4個 へ相互作岡倉

て七射 ろSうT:4･スピン酢的{}存しな､､｡ニ外ようrJ-1E有刺 (梓引閥 の開L:17:--ルーブ

)7才フラストレ トLz､､ろい､う.2.港 ,̂相知紺 がランデムr-5敢 れた泉石､I3､7

ラストt,-‖/之､､ろ単腫康男動 と且うご掛､立方勅もランダムIニ鋪 しそ､､与｡スピン

ブラス 雛̂ 粥を物 如 ､> のようなランダム)ニ併存LT:--プラス日 . 一 5,号ンr_澄田すも

も外と考えられひ ろ｡一報 ,ンランダムネスr減 額 桝̂ i肴しく勧 bl与｡吃二か7
ラ久上しウ ラン効果首一千乞舌Tt噺 も77_〟.7ラストレ トしか レ プ ガ概 り恥 酸

竜王れ臓 が凍知 れ､宜の卿 が虐められ7:,-が.ンの頬いりスBoン吾)ン督先す5攻究
,̂紛 如 'ニ驚生され スCンブラスの周顎と)吉和 こ.新 し､､プうプの碑醜 甥象t

Lt-ji笥壬tt,乙､,ち (本葬措祭.̂嘗用丸の教者JF,寿ぎされたい)D裁勺の砂 ､lレ プそ､

もちi77)盲スピンブラス 欄̂ として敵 研究や給のたが.プラストレ ー" ン七棚 弼

'二名 首 蚤 の- ヮA襲撃やある2･,̂挽 及雛 剛 --ftング東予 (寄掛臥 夜伽 亘仲
田のつく5'レープ)7ブラストレ ナも乙いる)'=ワ､､TZ,.h研衆も物 干レヱ遭,y)7､､ろ

｡覇者ot鍬 賞翫 噺 もニヒじJっTZ r 7ラス‖/-シ召ン知見tラニダムネ

ス効果tじ蘭 すうより務､､堺 七碍rl､､t考も Z･､､ちが.穆移'手書ガを ′-城将,-_到 ,之で

い ｡水下や '了二 つ L̂ 閉環L'･7い Z農産経ち枇 準 渠･tチ静 ドわ,77教書する.

工.2.I-rkJ,'>ス型j=}ンブスピンブラスの如 邦 勢l'

スピンブラスの養抑 繊 髭遺す与最も単軸 ヒモTL,碗 レレTZ.′之,̂tl舟if･方衝チ

エのげ ンカ ビン蕎モ考えろ.ガウス瞥2-)S､動 感 スピン筒のサ'-播 くウニダムr+･細

動芦田訪げ ガウス鱒 P(I;i)C- xP(-J'f/2)'ニ促う棲翫 さす(命中のヤまが Lネ

ルギ-t還轟くkB-1)の足鬼となる).頒箆ム参内略 言4,}ンブスビンのk''ゎC,qt.･c
ri-巧間もヒ′貴津野r_'7号シテカJL-刀(MC)あ ニ3=う多ミ,し一ラタン7･働 刺与れる埠

願 うヒのことをある.Mc,% 了,Rの言うfJユスピンの石碑 夕相 磯 鹿 ダら'+一与｡同臥

スピン配列が与えられrlもとを ′ 為召す与や 心.?スピン七根 ざせろ仰 '緒 ,+-工か L41

-モ乍計草し ①互生Oで､あわどこのスE:'>i戊 転させ′王>Oも.ら'fexp(一三/T)の確

軍で凍転させろ(r7C加polI.S3も)､手加 .⑳全て-豆にづ､､て石野 臣 かnh(i/ZT)i/～

て､泉転冒せろ(k;ne仰 t･.cLs,車 む･筈 す̂べてのスピンにつ､､て-適リこの種洋々 隼
- 52 -



rltき, 禾 JJ単痩喝問 ′JMCS′て凝過した t央3'も｡

企まT｡'盲◎の確車過払丁,東がエルゴ-rl的そあれ上

物竣章句長巧増平均が､-ァンサンプル平均ヰ与えも1ヒi

床鼓すも.

戦く̂ 甲南 ‡.エ速 AMC3-も｡Sもシミ,レー テ,ン1

岡､､Z,スピンブラス末 じ3;,Tるスピンの瀞 過程1除

荷すうニヒモあう.このた82%温厚Iこよ､けち個々のスピ

ンct匂乙相関撒 くOT･.(｡)OT.(tl> モ ー-,ミュ し-:/aシTt･

承り.耳のヂータカや-

くJi(0)U.I(t)〉=((-P.･雇鴫 L･.pie-Ch,I (I)

句脚 )こ食うようにTZi,Tl′PM 教塩的 二決定し

たJ'こ こで･TE(汐TIL･)'SLスピンが属すうスピンクラス

ターの虎転1ニ伴う凍奉巧間であり..T=LJSPラスター内

で､の上スCシ巧局押 r+一風転yl伴う瀞 巧珊t希え乙い

ろ｡努摩 15凝軌 されも色乙神職 )i(I)lil,))‡ろ机 こ

裾鞄を.且TLI揉 如 クラス9-の助叩碑 の葡舞茸セ

∩
ハ 〟-ル､J
0 3 6

10910で

1回

夜壊し7､､もものと黄えられみpqJ,戯 華由丁か 7で .)引rf搾･)のスピン (泰のiTうズ､

心 ナメ吋 )a禰糊 叡J事(,)式で､フづサト百七 うニヒがやき,竜 の勧 巧頂て工上,

7.- .･l決められ た.こう して求.〃た 旬 で Oか帝が1 田 ･こ示 してあう (17のスCニ)7

2･偶 ので王1呈,?LももつtL･1臥 令帝)-それJtI71,0,宣命(卜P̂.)ヒPlti東ビラ魂

のとして教 えた).

ンの言うてT Jこれ て′上達メ輝 卸 t@tがと のようで鼻翼iもたらすが)二つ､､

て一書して訂く.明らオーこ適確㊤ 〟か ､103日もスじ○ン反転り噂 が恒 く.絶って@句

方凍て･弄りたで¢寿がX:き､､と潮碑され も｡賢帝甲riデ､-3セ鮎析すもt′額灘LT'すべ

て o適度乾固7:tt.得られたて句末きざ 1.0

1ンも澄蘭息ニ′ち /To～;/.ナ～/.亡が ･

成立し之＼､も ｡ 町う.ZっO.有蹄最短〇･8

中速､り了′毒草 trjう専任喝喝もス7
-ル恥 扇77･∫､､ンいニrfも.草薮

昔 棉 果,‡すべて適窄㊤1恥 ､Eも申 0..

ち.あう.

1釘1長d)5蝶のスビ,J包己柏蘭簡 0.2

教老4'もの一同､､て書増 しT=スC ン務

か噺 S仕 )-〟 -/f<Ji(0)OT,'a )> が 0

2･臥 こ禾してあう.細 りTヱ2そI

S(I))与指数間者捜 ,183毒撫'jT主0.7

0 1
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そべモ東の威羨.平間温良領か ･A･3t聖.滅麦 が

出てあ､.).ンれ r箆棒砕スピンブラスZtt奄矧 マれ も

嬢か過程3'と盈脚 叱 良､､一致七烹す.う恥 JehT
L'乎和 泉の巻島商 号娃tZ卦 )り方法Z･未して弟ろ.

･卓､)TTAnで対 丁叫., 7'- 'T･7､､､帯噸 帝巧間

で が Arrムeh;LAS則.TBで.eyF(王/T)′に使 うと

LT:tiき′磯 子か レギー宮がTp轟沈糾 しL､､う

絹 巾 村もたわで･あう,最血Yo-了'が 丁削
=}ンブスで>ブラス (P(TL･j沖 5(I;I/･-∫)･Sq ナJ))
でこの違rt例蘭i東h･･恵く戒立すiii沌 レ7､､も.

6

tJ
三4
トー

2

T-1
0.5 1.0 1.5

■ ●1 4 0●●- I● ●● ●〇〇〇〇〇〇● ll l

一方･｡点'1(Lot)~l汁 T の 7'か･/トで一℃が Voae/-
F信h叶則′で-I.eメPtE/(T-T.再,Iニ絶 ちガ零がて

材 もT:のぞ､あら(ここで､の王)了T lこfう7､､足敬).戦ク

)言文蘇 2_)に訂､､てTT聖模型で､この程知 りが成立すまとと

汚 した ｡ Yc的 aqi級 との違 ､､,-′ヒ･の通庫埠頑のT･;毒
づ､いて綿 実するがt=あ り ′ 紙遥卿 (ガウス型句5切 子-え

)fT五人3)そや も碑 t).どちらのフト,ト7､も有も｡農が
'JT､､(より仏釦 JJqで｣タが解軒t与えてくれ,ち菩t-.'J,小′
現在許 才TLも計革埼沖内で､JT確がf:+プ ーラ 77･よし将 rJ･･-､)｡

(I)式で､重きもTILTil桐 いて末｡勤5神路草加 ),れ血叫

)ニ

.-I?A･
〟TTL/-A.WTrj

I(LN)- NiT封 ･ 嘉 † (之,

を計等ざれ ろ ｡ 即 ち.音叉tl.ン17車中トPL(恒)で鹿申年

棉TZi(Ti)モもつ.キl･)一肌 -一従うスピ ンとネr+-し,

セ4'衆知が糸全件のX(ルJt 与え もものと並似すi.こう

して計亨されriX (L～).里中if14同工報 rJ禾し乙あも.々

oビ ーフt与えも温良と風浪叡 蘭̂保ガ･'4田下鞄で､.ンれ

も明 らガーニ>C3el-,FJ"eム-如 与え′常襲経が )t是漣

的7-･まく一致 して､､与｡今田T.斉しTlス′′(W)/L～叫 ｡プロ

･ソ日 A-Ib′C ,1号外 で れ丁-久8,/･D,/.ヱ6号 し 夕)i

嘗和 泉▲)七受止的tl息く勇甥 レ2,､､も.

玖 il.裁てq単粒化王41,えスtI>ブラスが弛 'シ和 すも,/

ミ}し--79ン｡舞乳首′巧質のスtアンブラスそ､額剰1れ

0.5 1.0 1.5

T

4旬

x103
2

0･5 110 xl0-3
u

gGl

る如 抑賓t定牌 r強 く一致すさンヒt未した｡Vかト hJ̀berF),ニ醸 され るスC ン

g触 & '手.貫.スピンが適度 ｡碑 下tヒい こ鳩,xスビ>クラスタ-1ニ泉 ,)ib,きれ′そ

qクケス9-が他O,クラスターと句碑閏けら且のサうで･E方きくし如 ､.by)隻,Z凍無 し乙､､
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くと､､う樽嬢で周埠されも.ニ4'僻 適確tより暑即 うに喜己1-すう):描 . I 切B京Jれ盲

旬で.冷やのモボし化が一考えられもーっの方詫さあも･棄環 ･この原 や て元 卸 原野 血

餅すもと､2- ヶ国の港果1汚ぼ輯 首､きゝニヒが永さルーbtt..鞠 ,‡文献 l)て奇襲さ

れ rTLい.

Ⅱ.舜軸 も?,̂'最正確蒋旦作恥 t,つ及馳 -=南うジンブ･椅 } )̀

蜘 野鼠瓦経スビIJ帝 S_咋甲 Tl(>O)ヒ羅紗 勺'}:亀鑑薄神S_咋甲-A(<0),邑もつ

､ ユ,̂l九'-再拝 与エO,うlJンブスで>離 1盲 . 為の舟 与塙劫 玖韓が CsC｡CAさ束Cs(:｡Bり
て･凌君kTL,う濠文辞東和1たく書と速すさり)もo" して最速注官マれて＼､も.ンれ ち ､̀政経

凧 了韓く恕 合しr=スピン鎖 がjt南配列しい ､与もdt?I..津野r+･ユ'̂b九泉t)絹 もfJ.､､｡払

下じ取替すう戦 マハ研東.主も)盲.号数盈 l)ユ:Litスピン未で して 斗 P_ときの帝東海塊

1節科す3ニ ヒ手も3㌧ この若 の ′一旦,し巨 す り 7 - ､)Iを療すさと神 i咋印これ で

-'才駄 目｡ul'Y, す､- ,のK息を亀山 壱 ‥ ミ (Tlの漣,こい 甘､､). 徒パ 肇磯波LP)求
矩再 の袖転如 .きずこの輝 じ対束したスrシ (怒良浪)の翻 神への衷承k華岬 っ

恥 も ｡Ate"yyか - P･･ncusS),‡この軸 モミ越 す 甥ゝ最新 細 心 Yr L-山 的

Lか げ -i′東の鴻 すべき㈱ て斉家 レて阜良し.之の教戒から磯 乙の素げ摘 対称

の貰方注･Bもっ包由良2,4メY頒軌 二亘暴き11,33-ニノご-サ 'L/.･妙 二属すSt指摘 t,T=(

7ラス圧 ->ラン効 果ガ､スピンの自由度七東宮的 ,ニ1ユヴ乞､､も)｡Tleh軌7)の環暮

し癖 沖ydl鳩 蕗捜(T,QLAF:5っ4%.聴 与軌 ヒ71;の廟 部直dlくMJ) I-<Ml> ′

くM3)ヨ0 -モ沸す)初)盲.この年L由由こか しギーo'命ヰ場軸 勢 r-封莱すさ｡戟 マの計

草礁無私言.命う壌亜う峨 "不平え争議もニヒ ′ RミJユ/∫,>Oの東 .ニあ1.'7市VR温最7･

XY型の細物 (P神うkosteJ,ttt-ThoJess一陳｡串 )がiし､之､､ミニヒ1示 しヱ､､も｡

Sリi娼 卿 を)言KT-)ike神 から77 り放浪 (TR)相-の輪 J･,忠 ,ミ､､さが′せQ,転

勅 題鬼TT,丁′幕血蕗軸 S.作柄-Tlのサ ーも フ三両 うデ lケ海 与のキュ.)一過良一こ

恵く一致 し之､､も (TTこう､i471).

ここE'､のMC諸Jr上遠 の互恵過寺範)t約､､?いも.熱平均値77 7よOCMCSp'喝瀞早均

て､あり.この)D)YIC～のオーダ1-を､)盲.平均値凝 滞閤解 尽JSyトキ､､息)才碍泳した

(伸し･転換遠海へ包凍て懐 く)｡ kT慢転科 で布隈 兼に蘭 すうーー/三1 L-5,;ンTL･vWで

ろ互のじ一丁 , オソ ､､-バラ八-タ雄 三摩轡 の恵のサ1ズ液私立て藤野LTjlTれば,.･う

7､､.1) ニ句郎 Wl,7ox70 ′ gOXJD,ytX叶 ′30xJDQ泉 t紬 べた ｡

注屈すミヤ同相て､の量り希う鹿止Tliの呼 芯 ,,t,,

新妻叱1叶 もた抑 こ ′ %MCS時間､-1現

寸 もスピ,,配昔て

MR三Tl l-(Tll十Mi)/ユ

Mェ-√すくM5-Tll)/i
(i)

の面1-JTちよ しモ/仰 ､､､AtZ)下､あも (尺̀ "i

O､/qT-1.OTtQデ｣ タや石乱 掘
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ゎの1%DDTic,～足跡,与も れ lニ粗 く1%00McSctスピ ,/配濃). ン 勿プロ ､ソト 了スt:.硝乙

遣い1 ､,鴨,円さ)のTl,十Tli十Tlも-OC'面への射影♭TEフ 乙､､も｡同雪 1-ン{TIR ′

Ml,了烏と｡巨漢､.｡卿 ～スt='>翻 棉了とよすゝ才 -ダ - ′Iう メータ の L威令 >'+-っ

之､､も(元奉｡メY離 す-i'il.スt;bン-メ, Y哀令 の平均値 N~J∑sf(1,,･,ニ醜 い∫
).よ田ト～明 らけr+-よう1こ . スじ●ン齢を)-みる一 っのPOLA7=矧 二常軌 ユけ為れレ'S､ゝ

｡メY棟聖 の里方{すれ)で . 才 一9㌧ パ ラ久一9の離 )1

郁 RrJ1-L'12､､もが ,そ｡づ蜘 鮎 ､､か ､盲tもi,も｡

二の序穐 4枚ちぎ,シ解 して ′ 東 '才一 7 のrDよAF瀬 高

他の〆 AF神 速 あLZ､､ユわ,Tを.裁吋 水和 親
しTliT僻う執 ヒのスうツナlク報 10)'盲′この号がXY

頒型的そあさンtlこ患歯すも顔 的櫨賓0,--っt見,liSTL

ろ｡

kT-1,'k.神1靖額ブ,Tもk息7･tの救 う触 手くS官ki
の巷丸 患4,7日:棚 か ワ凪(4本 の嘲乳 首Lサ 叫 を

Lニ70XPC , AOX占0′-_-4デー9))ニ末 LTLあ う｡ンLg

号と軒酌∋藩 郎 く.i,n:>〆日で細 波t
くさ 竹 1>竺 〟dIihlh

i,方 ､､ヱ'/指数 如 確 tのR三

Tl/∫.伊東 や寅のた功が 8En甘あ

も.7′8田 小磯 ､､一紙 祭のメ
Y横 型潮 Jされゝ1)ものと臥

rl

しており.戟 マ痔oh T曲棟の斬

れBt羊T型の転静ま､Tcと芝77

レTl.Tcl･ム稗貫tyi鴫 tさら ■.(I

宗eTe詣 蒜 聖篭 語 去.

く>叫か i1,的 璃 恥 ,=が ･

これ ら)丁盲lbTc て､確 ガ 1=発散も勺

+{振舞､､1京す｡こうLZ穂波さ

れTITcと′伍温側の下R軸 遺

産TTi-t合せて.?厨に麦す神

田 が得られT:-_.

64)式に竣われTL結教dJ吉′T

-デー)でラメ-9.,を婦諦蘭轍

の信教巨 万 ,2-2/之の軌範
7瀞 ざれも｡ここ7､頼 く如 ｡)

読 (ナ)>C(r~竹71度鼓されさもQ)

I.0

:.∵ ▲ _▲_ーLT
0.5 I.0 1'J 2.O J.

!喝
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7､, スピン試(1Y))蛸 のユ戒命 ガ tLS)式 qM耳.Tlェlニ対

束耳も息声明隻数7q与えられも｡元来のyY樽型を)盲

管(T ')-I/4否あ り.R-Oの粗砕 o)大声砲蛙三郎

I)>デ祁 ○ン斉 印 そこ｡)-//i (但 し･T>Oで､福娘

関数仔細 哩) -I)をあも.ア臥:紳 ヒ未LT=粧 )
の鳳 了Rq妙 Dとtもlこ増 大 し7､､も傾向が.み られ ろ｡

但L･.Rが'hS･､､貫のデーウトつ､､TZ汀漣貴深､､考‰ ･

さらlン官吏され1.号団に東すRニDのよ挿,TS.0.53TI

あた､)7-7(o)-l/ユー二輪 すS漣 'ニ慮､､Z町 .哲

T'脚 取(Nウoc)7JO,淑藍取 n)也)才一致 して､､Ti､､

.これJ才我 o々･恥 ･葡陣東や行,～＼､もた8)Zttあ5｡

R-o･o)｡d.も R:0のdLの楓 ､t外 7､､5が′碑兎

で､0億 剛直招 bI/ヱlこ抽 すさ痔古 lJ大き､､こtか ら

この貫7･11%無 乳 こKT瞥転泰如愈 ーて＼､もものと解放 し

て､､も.賛辞乍籾 斥力献ム)で縛 5れたい.

､､､､＼ -＼ ⊥ _
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