
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

相分離のダイナミックス「ニュー
クリエーションとスピノーダル分
解」(強い相関をもつゆらぎの統計
物理学,科研費研究会報告)

古川, 浩

古川, 浩. 相分離のダイナミックス「ニュークリエーションとスピノー
ダル分解」(強い相関をもつゆらぎの統計物理学,科研費研究会報告). 物
性研究 1983, 40(5): 45-49

1983-08-20

http://hdl.handle.net/2433/91110



細身鞄のダイナミ･/クス ｢ニューウリエー:/ヨン ヒ7.̀･)-デーIレG叱

山口t･;'教育学ip右 ･.]5貴

台無恥こ叩 L･7･ロせスがく'JLTL規仙 3幸吉果､篠放す硯製が単粒守:,ig.帖払うとL-

うことがあさ.例え,(､路輝現象､iL泡号.丈竜也ではカオスbt'ぁ直 れさ.これら付線

象鴫 雑でぁ3Jミtかかわ51't､そこS現われ5湖 ･Ju準純でわ3ことJこき･)､卑(の銅臭

月と引い けた.膏血-)天瀬新札 主として神々 如4,王級 デ､上 -ミか た一線 と似FH紳 i
市 lて ･-3 .

一触 こ合金やさき蛤卸本rl,,鞄 鴫 l虜 btこけ各融 が どのような比率でも勅 令,て孝

一の恥 咋3.しれ 朝 b'T3tミ碑 l佃 舶 Ihtl'観測かれ5ようt二号3.相承鍵のデ.イナ

ミ､･/7えは-胡准態から1祁(今胡 ),if艶への御子の7'DtLス皇紀過す3= とも せ栂 と†

3. 抑Xk… の&･滋 l<伴,て現われ:御身鮎4)待掩 flえ全く肴 すて 之っ為3｡-つ I掬

肺絹 でぁ')､tト っ嘲 貞唯作であ盲.励如 相身致 Tfさら-ミ2っ(三和 与れ3. 号

のlっ.手工>-ウリエーさヨンであり(1)I.他 '3.7ヒリ ーデルカ所 (之)であさ.ニュ-

クl)エー3,HJとスIL')-11'ル身帝 3'圧S･J虫よさの特別 暇絹でぁt)､御 巧でIl空tfiっ

r:虜嶺p-吸うヒメi与れ3.ここで一才主い て隼加へ相身軸のデlり ミ･/7ス皇払う.柊

師 祁樋 でtlM言xJu代 巾 でlこ為縄 か 和虜蝕 針度fTしてLtリip紬 叩 貫帥 態 が

吏現して 1-a.初期と埼刑の塊 ･%この時出払 クラスターの大モミ皇帝1息王のええU奴

祖廟匪軌強 度 と与ったときでb3.-解k勧 朗 色カ -券では励期待料 7うわ あ て康胡
向しかT7Ll.

軸i飴の直中4,叔態は衰A 仁和G鼓した非盤上･)曳き ､､包由 ユキlLf-も碑 ,から､ウ
ラス7-は集 ってよ.1七七r77ラ27一長や咲LSうと13.ヌ､こ3,きろlミWr欲 され た

クラスターtlづらI:大きモ7ラスター をヤク攻†3､ と uっr:ようk､ l一つ手でt序1C'遇亀

が くり直 之されさ.御岳独ハこのようちとうえか 書食み β..hJ<で とSIA代打 (3)(:i

'て頒埴 され良.ミの方主音l細 々軸41ダイナい･/?ス 41スケ一.)ir碓乱の足ギ化 (ヰ)

へt尊く.一夫､勧 刀r7ニ1-つ'Ii- ･>aンの何虫ヒして L小 thjと 叫 C3｡V (5)

(こい て鍵 か れにっ･b 七.えtやfTリスト ･Jlで の埠を勤(･一足71･‖ て" 盲 ｡郁王寺こと(6ノ
'1湘 f:ilすさS鰍 久の7･bu lミ斉 し1tl,三言.クラZクーの疎息過程r7つま･…
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