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その本質 を十分 に理解 してはいなかった｡力学法則 の懐 もまた深 い｡不可積分系 の力学, ある
いは差 分的時間発展 の示す,思 い もよ らなか った興味深 い様相 は,力学的 問題 としてだけでな
く,物理学 に広 く影響 を及 ぼ しそ うな形勢である｡非線型的振動子系 のエル ゴー ド性 を期待 し
て,計算機 に よる追跡 を試 みた ところ,期待 を裏切 られ,かえって興味深 い視点 を得 た ことが,
このよ うな研究 の端緒 となった とい うことだが, その後 もコン ピュータの導 く結果 の観察 が研
究開拓 の基本 にな っている｡コン ピュータの もた らした分岐や カオス化 な どの さまざまな結果
は,数学上 も今後 の重要 な課題 となるであろ うし,そ うい う研究 発展 のす じみ ちは,数学 に と
って も新奇な ものであろ う｡
去 る三月,高林武彦教授 の停年退官記念講演後 の懇親会 で,同氏 と今昔 のことを語 り合 って
いた折 , このごろの素粒子論 は ど うですか とお伺 い した ら,素粒 子論 までテクノロジー化 して
きた とい うお答 えであった｡ これ はまたわが意中の想 いでもあったが,詩魂 に富む高林氏 の簡
潔 な一言 が印象 に残 った｡いろい ろその斬新 さに興 が りなが らも,物理 の基礎 までテクノロジ
ー化 され ることに何か さび しさも感ず るのである｡
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編者 よ り ｢これか らの物性物理 ｣ について書 くよ う御要望 を うけま したが, ま とまったこ と
を考 えるには時 が足 りませんので,断片的 に感想 めいた ことを書 きな らべて責 めをふ さぐこと
をお許 し下 さい｡
★

lo 物理 学 とは, ｢我 々は何 を測 っているのか｣ とい うことを 測定手段 に即 して批判的
,

に理解 す ることを主 たる目的 とす る学問であろ うと思 います｡‑

その余 は,様 々の場面 が考

え られ ますが,技術的開拓 と社会的広用 とい うこ となるのではないで しょうか｡
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その意味 で, ｢
物性物理｣ とい う言葉 が多 くの場合,取扱 いの対象 に従 って,c
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る事 は少々気 にな ります｡ これは対比すべ きもの として ｢
原子核物理｣ を念頭 においた考 えか
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ら出ているので しょうが, こ うい う対象 に即 した分類 と考 え方 を, 30年 1日の如 く守 り続 け
るべ きか ど うか,最近疑問 を感 じ始 めています｡それ は,今後 の物性物理学 が研究 の対象 とす
べき領域 は, 上述 のよ うな範 囲 よ りも, よ り広 い領域 に拡大すべ きだ と思 うか らです｡
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今後 に対す る考 え方 として,上述 の大分 けに或 る意 味で関係 があ りますが, あえて二

大分類 をす る とすれば, む しろ,分解 に注 目す る原子論的 あるいは要素論的方向 と,物理体系
の総体 を直接 に問題 とす る全体論的 な方向 に分 けた方 が生産的 であろ うと私 は考 えています｡
さらに言 えば,物性物理 の将来 の課題 として後者 の面 を見落 してはな らない と思 います｡
その意味 では最近話題 に上 ることの多 くなった平衡 よ り遠 くはなれた事態 にお ける非線型効
果 に関す る諸問題 は大切 に していきたい と考 えています｡
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私 の個人的 な意見 として,今後 の ｢
物性物理｣ は,生命現象 のよ うな大体系 の問題 と

取 り組 み,その側面像 を明 らかにす るだけでな く,その全体像の把握 と理解 を志向すべ きであ
る と考 えています｡その為 めに,新 たな思想 と概念 を導入す ることが今後 の ｢
物性物理 ｣ の基
礎的 な課題 となるのでないで しょうか｡そ の意味で, ｢
物性物理｣ の現在 のままの英語訳 とそ
れ を支 えている見解 は,いずれ も部分的で,狭 きにす ぎ,不 自由であると思 われ ます｡
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上述 のよ うな意味 で拡大 を志向す る,将来 の物性物理 の研究課題 は尽 きない と思 うの
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ですが, これ に対 して現在 まで活 発に研究 されてきた mo
た方向は,比較的 にい うな らば,基礎論的 な課題 の多 くはすでに解 かれ,大勢 としては,次第
に,技術的,社会的,応用 の面 に s
hi
f
tして い くの が, 自然 の勢いで もあ り,健全な前進 であ
ろ うと思 います｡
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これか らの物性物理 に対す る上述 のよ うな将来像 は,物性物理 の現状 か ら見 て大 きす

ぎる転換 と飛躍 ではないか, とい う批判 があるか も知れ ません｡‑
う雰囲気 の中にあ りま したO‑

事実私 自身 も長 くそ うい

しか し,上述 した ( lo)｢我々は何 を測 っているのか｣ とい

う問題 に関す る新 たな局面 を写 し出 し,その理解 に関す る新 らしい進歩 を期待 す るためには,
この飛躍 が ど うして も必要であるとい うのが,私 の現在 の考 えです.‑

いわ ゆる ｢
観測 の問

題｣ は,量子力学 を引合 いに出 して論 じられ るこ とが多いのは周知 の通 りです が, これ は, む
しろ上述 の意味で (lo)
物理学全般 の基礎 と存立 にか ゝわ る問題 であ り,上記 のよ うな飛躍は
この間題 に対 して直接寄与 をもたす ことが予想 され るか らであ ります0
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★

以上,短時間に思 うままを書 きま したが, これか ら研究 の本筋 に入 ろ うとす る若 い研究者諸
君 の批判 を期待 したい と思 います｡また, もし,今後 の方向 を定 めよ うとしてい る諸君 に多少
とも参考 になれば望外 の幸いです｡

一 つ の 方 向 と して の化 学 物 理
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現在 の物性物理 は広範囲にわた り,それぞれの分野でよ り精密 な顧究 がなされているようで,
生物物理 とい う境界領域 に飛び込み, 1
0余年 た った筆者 に とって,物性物理 の将来 を云 々す
ることは面映 ゆい気 が します｡ しか し,かって私が基研 に在職 中に ｢
物性研究｣編集 にたず さ
わ り,や は り ｢1
0周年記 念特集 ｣ を企画 した当時 を思い出 し,多少門外漢 の意見 も役 に立っ
のではないか と考 え,雑文 を書 くことに します｡
一昨年,昨年 と米 国のイ リノイ大学 とコロンビア大学で勉学す る機会 に恵 まれ,生命科学 を
中心 とした各分野のアメ リカでの実情 をある程度見聞出来 ま した｡生命科学 の分野に限 らない
で しょうが,特 にこの分野でアメ リカは世界 を リー ドしています｡激 しい競争 と有能な若手 を
起用 し得 る人事制度,そ して即戦力 となる膨大な数 の PDFの活用 が今 日の隆盛 を保つ秘訣で
はないか と思 います｡ さらに,生命科学 を対象 として,物理,化学,生理,生物,数学,工学
等の多分野の研究者 がテーマに応 じて協同研究の離合集散 を行 っていることも注 目すべきこと
です｡例 えば,網膜 中の視神経の情報処理機構 を研究す るグループでは, まず,動物 を飼育 し,
網膜 に電極 を挿入 し,電気信号 をコンピューターに貯 え,そこか ら非線型応答 の数理解析 を行
ってい ます｡ DNA を扱 う遺伝関係 の仕事 では,合成化学の技術 が威力 を発揮 しています｡
私 が上 のようなことを書 き出 したのは,学 問は基礎概念 にもとず く分野に一応分かれている
けれ ど,生物 のよ うな ものを対象 に した とき,従来のワクにとじこもっていることははなはだ
見識 がせ まい と言いたかったのです｡ この分野で,現象 のきれいな定式化 をただちに夢みて も,
実現 され ることは皆無 に近 いで しょう｡む しろシステム として見事 に制御 され,機能 を最大限
に発揮出来 るよう物質群 が設計 されていることに興味が移 ります｡ ここでは効率 とか制御 とい
う概念 が重要 であって,生物界でいかにこれ らの機能 を磨 きあげてい るか を知 ることによって,
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