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上記 のよ うな問いかけは私 が院生 の頃 か ら ｢
物性物理 には も うや る事が残 っていないのでは
ないか｣ と云 う様 な間 と共 に先輩や友 人等 か ら幾度 とな く聞か されて来て,私 も本 当にそ うな
のだろ うか と本気 で悩 んだ事 もあ りま したが,物性 の研究 を始 めて 20年 以 上 経 った今 その様
な心配 がすべて柁憂 であった と確信 をもって云 う事 ができます｡今 の年にな って これ までにな
い程 ,物性物理 をや ってい る事 で人生 の充実感 を味わって居 ります｡これ まで研究生活 の上 で
も色 々粁 余 曲折 があ り,他 の分野 の人達 とも接触 した りした上 での事 ですか ら間違 いない と思
っています｡物性物理程多様性 に富 んで居 り研究方 法 も自分 の好 みに応 じて撰 べる分野,又質
の良 い実験データが揃 ってい る分野,又定性的 な直観 で話 がで きる一方 どんなにで も精密 に議
論 したければ できる分野が他 にあるで しょうか｡物性物理 には基本的 に重要 な問題 がない と云
われ るな らば,臨界現象 での成果 が他 の分 野 の研究 に与 えた影響 をもう忘れ て居 られ るので し
ょうか｡勿論話 はだんだん細 か くな り物性物理 のある一つ の問題 を解決 した事 自体 の重要 さは
段 々減 っているのは事実 で しょう｡ しか し我 々は物性物理 をよ り広 く理論物 理或は科学全体 の
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中で捉 える必要 があるのではないで しょうか｡ どこかで Phys
a
na
l
og
y と云 うのを読んだ事 があ ります｡そ して物性物理 の多様 さは a
na
l
og
y をみつけ るのに
打 ってつ けである し, a
na
l
og
y によって我 々は物事 をよ り立体的 に深 く理解 できるよ うになっ
た｡又豊かな実験事実 の存在 によって他 の分野 では許 され るよ うないいかげんな話 は物性物理
では通用 しない｡ これか らも物性物理の研究 を通 じて重要 な概念 が生み出 され続 ける事 は充分
期待 で きる し, これ らは貴重 な文化的財産 として残 って行 く事 で しょう｡た ゞ,物性物理 は素
人 に とっては地味な学問であるし,そ の本 当の味 は経験 をっんだ玄人 でない とわか らない と云
う面 がある｡ したが ってその重要 さが,単 に技術 ‑の応用 と云 う面 か らのみ捉 え られ る傾向が
あ ります｡優秀 な若 い人達 を引 きつ ける点 で, これ は問題 で何 とか しなけれ ばな らない と云 う
気 が します｡それか ら,今後物性物理 でどんな問題 が重要 か と云 う問 いに対 しては,我 々が書
いた論文 をみていただきたい と思います｡誰 で も自分 が最 も重要 でかつ将来性 がある と思 う問
題 をや るのではないで しょうか｡結論 として申せば,物性物理 は,その中だけに閉 じこもって
考 えれば ｢曲 り角｣或は ｢先細 り｣ とも考 え られ るがよ り広 く考えれば,そ の持 ってい る
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yは実 に広大であると思 うし,その よ うな 目で新 しい方向 を開拓 してい くべ きであ り,
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特 に この点 に関 して共 同利用研 の果すべ き役割 りは大 きいのではないか と思 います｡

積 極 的 なス モ ー ル ･ア ン ド ･イ ンデ ィ
ビ イジ ュアル ･サ イエ ンス のす す め

阪大 ･基礎工
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スモール ･アン ド･イ ンディビィジュアル ･サイエンス とい うのが,物性物理 の実験 にず っ と
関わ ってきた人達 の大凡 の感 覚 だ と思 う｡物理 にハ ング リーであ りさえすれば, と言 うと大げ
さであるが,何 はあれ身近 の物理現象 に疑問 を持 ちさえすれば,設備 も組織 もいわば 自前 で,
何時 で も何処 で も誰 で もが,す ぐに始 め られ るとい うのが,物性物理実験 の身上 ではないだろ
うか と近頃 しば しば思 うのであ る｡
スモー/
レとい うのは設備 と組織 の,そ して,イ ンデ ィビィジュアル とい うのは発想 の主体 の
それぞれ のサイ ズである｡ ここでの提言 は,両者 ともになるべ くサイズの小 さい事 を指 向 しよ
うとい うのである｡
今, ｢
物性論研究｣ か ら 40年 と言 われ て, ち ょうど手元 にあるい く冊 か をパ ラパ ラとめ く
ってみている｡第一線 の第一流 の仕事 に発展,結実 してい った投編論文 のあいだにまざって,
当時 の私 な りの関心 をア リア リと想 い出 したい くつかの論文 を見出 したのは全 くの驚 きであっ
た｡おそ らく,その内容 を書 かれた御 当人 も, もうす っか り忘れ てお られ るか も知れ ない論文
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なのであ る｡ この事 は ｢
物性論研究｣ も ｢
物性研究｣も, ドメスチ ックな p
のサ ーキ ュラー としてスモール ･ア ン ド･イ ンデ ィビィジュアル を意図 して出発 したこ とが正
にそ の意義 と価値 を発揮 していたのだ と,今思 う｡そ こでは,全 く個人的 な関心又 は疑問 を提
示 した著者 と,それに又全 くイ ンデ ィビィジュアルに興味 を持 った読者 との間 に,両者 の意識
にのぼ ることな く埋没 して存在 していた交流 があったのに違 いない｡提示 した方 も未完成 な ら,
受取 る方 も完全な解決 よ りは残 っている疑 問の中に興味 を持 ったのだ った と思 う｡
サイ ズの小 さい程,問題 は鮮 明にな り,個性的 にな る｡そ して, これ らは一流 の仕事 の必要
条件 で もある｡念 の為 に補足す る と, これ らは,必ず しも第一線 の仕事 の条件 ではない｡事実,
私 のホ ンのせまい視野 の中で さえ ｢
物性論研究 ｣ ｢
物性研究｣誌 の上 には,いまに語 り草 とな
ってい るい くつかの一流 の投稿 をみ ることが出来 る｡我 田に水 を引 く言い方 をすれば,それ ら
は第一流 ではあるが,決 して当時 の第一線 の ものではない｡
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