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ス ピン ･グラスが平衡状態 に達 していない との認識 は多 くの人 が持 ってお り,そ の解 明
が望 まれ る｡

3) ポ リマー ･溶液 にお ける Re
pt
a
t
i
o
nmot
i
onによる分子拡散
'
∝k3の分散 関係 が見 出 され たが, これが事実 とすれば他 の液 晶,
この分野 では最近 ha

脂質膜に も見 られ る筈 であ り興味深い｡

4) 生体膜 にお ける能動輸送
イオンが濃度勾配 に さか らって生体膜 をよぎ り,濃縮 され る現象 で,その機構 の物理的
解 明がまたれ ている｡
読者諸兄 もそれぞれ興味 あるテーマ を見つ け られ ることを望 んで, この小文 を終 える｡

こ れ か らの 物 性 物 理

横浜国大

簡

素安

私 が物性物理 の世界 に足 を踏み入れ てか らそろそろ 30年近 くにな ります が私 の属 してい る
磁性分野 において もこの 20年間常 に磁性 は もう終 りだ と言 いなが ら一向にお とろえ るこ とな
く研究 発表 も依然活発に行われています｡それは一つ には物性物理的分野 は物質 その ものを取
扱 う関係上,社会 とかな り直接的 に結 びついてい るので本人 が好む と好 まざるにかかわ らず何
等かの社会的要請 に沿 う形 で研究 が促進 され る面 が大いにあった ことと無関係 ではない と考 え
られ ます｡磁性 がコンピューターの記憶素子やスイ ッチ ング的面 で大 きな要素 を占めてい るの
がそ の例 ですが, そのため必然的 に新 しい材料分野 に目が向け られ 3 d金属 か ら 4 f元素 の系
列‑大 き く動 いて来てお るし,やがてウラン系列の元素の材料的研究 ‑流れ が移 って行 くことと
思 われ ます｡それ故物性物理 が物質 を扱 うと言 う観点 か らす ると元素 の周期律表 の重 い元素 の
方 に研究 の主眼 が移 って行 くことが今後 の課題 の一つ として考 え られ る と思 います｡
次に新 たに開拓 され るべ き分野 として応用的か も知れ ないが新材料 の開発 と言 うことが物性
分野 に課 せ られた宿命か も知れ ません｡現在セ ラミックスが金属分野 に進 出 して腐蝕 に強 く耐
久耐熱材料 として又絶縁体 の為,電気的迷惑 も除去 できる と言 う大 きな利点 を生 み出 してお り,
恐 らくこの材料分野 は とどまることを知 らず に発展 して行 くと思 うがそれ らの基礎 に物性物理
が大 きな役割 を果 たす と考 えられ ます｡
更 に超低温や超高圧等極 限物性 の分野 での研究 もまだまだ進 むであろ うし物性研究 の手段 と
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して 〟SR等 の如 く方法論 の開発 と言 うことも大切 な分野だ と思 います｡
次 に大 きな問題 として今 までは物質 を扱 って来たのであるがこれか らはそ の対象 をいやお う
無 しに生物系,生体系 に広げ ることが社会的要請 として大 き く期待 されてお ります｡生体系 は
化学反応 を含 む複雑 な体 系 だがやは り物性物理 としては何時 かは大 きくふみ入れ なければな ら
ない分野 だ と考 えろ れ ます｡
その意味 で物性物理 の研究 が物理的側面か ら発展す るこ とが大切 なことは言 うまで もあ りま
せんが今後 は化学的側面 も同時 に勉強す る必 要が生ず るのではないで しょうか｡物理 の好 きな
人 は えて して化学 が不得意 だか ら物理 を選ん だ と言 う方 も多々見受 け られ ます が,今後 はこれ
らの困難 を克服 す る努力 が必要 だ と思 います｡
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量子力学,統計力学 の成立 に伴 う固体論 の発展 に基 く今 日の原子論的物 質観 は,科学的段 階
を越 えて, 技術的段 階にまで渉透す るにいたった｡超伝導 のよ うな現象 さえ技術者的理解 の段
階 にまで達 している｡ BCS理論 が定着 したころは, これで物性論 の基礎的 問題 はかたづいて
しまった とい う声 さえ聞 いた｡ しか し超伝導 (あるいは BCS理論 の内包 す るところ )に限 っ
て も,そ の後 の発展 を見 ると, さらにその奥行 は思 いのほか深 い ものであったよ うに思 う｡
考 えてみ ると,基本原理 としての量子力 学,統計力学 は 20世紀前 半以前 に確立 していたわ
けで,今 日までその内蔵 す るところを開拓 し続 けて きたに過 ぎない ともいえ る｡ しか しその懐
の深 さとい うものは,半世紀 に も及ぶ探 求 による莫大 な成果 に もか ゝわ らず, なお人 の思 い及
ばぬ側面 が存在す ることを, 近来 とみ に思 い知 らされているよ うに感 ずるので ある｡
長距離秩序 の存否 にことがか ゝってお り,分子場的概念 で定性的には理解 できる相転移 しか
思 い及ばなか った ものに とっては, 2次元系特有 の相転移 は, 目の さめる思 いのす る斬新 さで
あった｡そ ういえば,素粒子論 の格子 ゲージ理論 がよ く似 た性格であることに も興味 を覚 える｡
くりこみ群 の理論 も分子場的概念 を越 えるものであ り, オンサ ーガ一による 2次元イジ ンク模
型の解次 が一時代 を画 した段階 と比べて, また舞台が‑ まわ りまわ ったよ うに思 え るのである

(3次元問題 の解決 とい う道行 は とらなか った )0
量子物理 といわず , すでに古典力学 で も, とうの昔 にその基本原理 を知 り尽 していなが ら,
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