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今度 は,/
､ング リー とは どうい うことか考 えてみ よ う｡我 々は戦後 の荒廃 か ら十分 にハ ング
リーに立上 った記憶 がある｡
そ して, い くら何 で も,最低 限の設備 は必要 だ,はや く装置 を整 えなければな らない とい ら
物性研究｣ の中に きこえてい
だった事 もた しかであった｡飢 えた狼達 の声 が ｢
物理論研究｣ ｢
た｡
今, 40年 が経 って, 随分設備 は整 ってきた と思 う｡飢 えた狼 の声 は遠 い山に こだます るだ
けになったのだろ うか｡豊 かに整備 された動物園では,飢 えた動物 の 自然 のさけびは聞かれ な

0年 前 の戦後 の再出発の時 に,何 に飢 えていたのだろ うか｡
いのは当然 なのだが,我 々は, 4
決 して,設備 に飢 えていただけではなかったはず だ｡今,大分 に豊 かになって, あ らた めて
自然 な空腹 を感 じてい るのではないか と,近頃 しば しば思 うのである｡
自然 な空腹 と言 った のは,極 く身近 な物理現象 に対す る素朴 な疑 問 とい った感 じである｡ノ
､
ング リーな さけびが第一線 を支 えるな ら (支 えてきたのな ら )静 かな自然体 の空腹 こそが第一
流 を育 て るのではないか｡ ここで も う少 し, 自然体 の中味の ノーハ ウを言 うな ら,特 に二流 三
流以下 の我 々が,一流 の仕事 を生み出す ためのノーノ､クは,徹底的 に自然体 になって時 には頑
固に意地 っぼ りにみ える程, 自分 の理解力 の無 さと,ス ピー ドの無 さを守れ,そ うすれば最 も
基本的 な物性物理 の疑 問 にぶつかる｡ ｢
物性研究｣ の編集者 の表現 を借 りれば (物性研究 vo1

3,no.4),くボス と若手 の何 のは じらい もない 自然体 の愚 問 と追及 の交流 こそが一流 を生む '
とい うことになるのであろ うか｡
国際規模 のビッグ ･サイエ ンスが続 々 と出発 してい く,そ して物性物理 の分野 に も, だんだ
ん とそ の設備 も組織 も大 きな ものが現 われて市民権 を獲得 しつつ ある時代 である｡
だか らこそ今,スモール ･ア ン ド･イ ンデ ィビィジュアル を指 向す る人 口をも う少 し増やす
ことが,全体 のバ ランスある発展 に重要 と考 えるのである｡
基礎物理学実験研究所設立の提言｣ を行 ったの
｢
物性物理学 の動 向調査｣報告 の第 2部 に ｢
は全 く同 じ基底 に立 っている｡
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最近,科研費特定研究 ｢
学術研究動向の調査研究｣ の物性物理学班か ら報告書 ｢
物性物理学
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の動 向｣ が出 されたが,複雑多岐 にわた る物性研究 の概 要 を知 るのに大変参考 になる｡報告書

970年 前後 か ら
の一節 に,これ までの物質研究 は "なん4
とな くク リスタル 〝であったが, 1
"なん とな くアモル フ ァス〝の第二 の流れが始 まった, との指摘 がある｡これ は現象 の空間的
パ ター ンを捕 えた見方 だが,時間的 パ ターンか らみた らどうだろ うか｡近年統計物理学 で最大
級 の成果 を納 めた相転移理論 は,時間的 には全 く不変 な平衡状態 を記述す る｡また, これ まで
種 々の分光測定法 を駆使 して様 々な系 の特性周波数や特性緩和時間が測定 されて きたが,後者
につ いて言 えば,そ のほ とん どの解析 は線形応答理論 に立脚 していた｡つ ま りこれ までの研究
対象 は,平衡状態その もの, あるいはそれ か ら僅 かにはずれた状態 での時間的振舞 いであった
と言 えよ う｡ もちろん この範 囲 を越 えよ うとす る研究 が既 に進 め られてい る｡相転移 の動力 学,
平衡 か ら遠 くはずれた系 の動力学, カオス等 々であ る｡これ らにいま一つ付 け加 えた らば と私
が思 うのは,系 をみ る時間スケール に応 じてその特性 が異 なってみ える現象 を記述す る理論 で
ある｡具体的 に頭 の中にある問題 はス ピングラスで,そのス ピン凍結 は熱力学的極 限において
は相転移 ではない (とはまだ言 い切れ ないが )として も,適 当な時間ス ケ‑/
レでみれば相転移
現象 と見 える｡ これ を,数多 く存在す る準安定状態間 の動力 学 として捕 え るこ とができないか,
a
me
r
sの化学反応論
それ に伴 う特徴的 な非線形性 があ り得 ない ものか と思 ってい る｡それが Kr

の応用問題 ですむのか ど うか も解 っていない, まだ思 い付 きの段階 ではあるが,ス ピングラス
問題 に悩 まされてい る うちに,標記 のテーマが頭 に浮 んだ次第 である｡ NbSe3 な どの電荷 密
度波 を伴 う低次元導体 で観測 され る非線形電気伝導現象 は,不純物 による電荷密度波 の pi
nni
ng
とde
pi
nni
ng機構 が原 因 で あ ろ うと考 えてい る｡そ うであれば, この問題 も "なん とな くアモ
ル フ ァスで非線形 〝とな る｡標題 のテーマ (これ が ピタ リと当てはま り,かつ将来的 に興 味深
いのは生体系 と思 えるのだが )を頭 の片 隅 に置 きなが ら,ス ピングラスや低次元導体 な どそれ
ぞれ の物質系の具体的 な問題 に対す る研究 を進 めてい きたい｡
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