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I
し終 る迄 の長 さを考 えてみれば よい｡ この点 を抜 きに しては ｢
文化｣大革命 も, ｢
地方大学 を
形 の物理学｣や
研究 の基地｣ にす ることも,不徹底 な もの となって しま うのではないか｡ ｢
｢資源物理学｣ といった野心的 な試み も, この点 をどう考 えてのことだろ うか｡
この間に高度成長 した物性関係 の分科 に,新設 の表面 とな らんで,物性基礎論 ･統計力学 が
あげ られ よ う｡学会 の度毎 に,時 には 2会場 にわた って,沢 山の研究 発表 が行 われ,討論 も活
発である｡ しか し, これ はい ささか異常 ではないだろ うか｡統計力学 は ともか く,物性基礎論
とは何 だろ うか｡分業化 によ り物性物理学 の理論研究 とい うものがある以上, そ こでの さらに
基礎的 な問題 を研究す るのは当然 か も知れ ない｡ しか し,そのよ うな問題 が本 当にあんなに沢
山あるのだろ うか｡個 々の研究課題 は,研究者 が面 白い と思 ってい るか ら選 ばれてい るはずで,
それ について文句 はない｡だが,それ を一つ の分科 にま とめて物性基礎論屋 同志 だけで議論 し
合 う必 要 がどれ くらいあるのだろ うか｡なん とな く群 れ合 ってい るだけで,大部分 は実験研究
者 も含 めた他 の分科 で発表 され る方 がよ り適切 ではないのか｡ もし若 い人達 の中に物性基礎論
の分科 のみに入 り浸 っていて,他 の分野 の話 を聞 こ うとしない傾 向があると した ら,分科 の存
在 は有害 とす ら言 えるのではないか｡本誌 の読者諸氏 に も物性基礎論専 門家 が多数 お られ ると
思 うが, 御考 え を伺 いたい｡
戦後 日本 の企業 は民需中心 に発展 して来たが,今やその先端技術 は軍事技術 として も十分役

As
FET の 7‑ 8割 は米 国‑輸 出 さ
立っ よ うになった と言われてい る｡ 日本 で生産 され るGa
れ,そ の半分 は ミサイルその他軍事用 に使 われている｡民需用 と同 じ素子 がである｡対米技術
供与や国産兵器生産 ･輸出 を通 してこのよ うな軍事化 の網 はます ます物性物理学 にか らんで来
るであろ う｡物性物理学 の研究対象は無限 と言 っていいほ ど多様 である｡そ の中か ら何 が誰 に
よって選 び とられ るのか, を通 して物性物理 の歴史 は作 られて行 く｡ 自分 の研究 の ｢
面 白さ｣
が何 に由来 してい るのか, ｢
文化｣の一端 として物理 を研究 してい る と自負す る者 は,その問
いか け を絶や してはなるまい｡
多様 な意見 に対 して寛容 である本誌上 を通 して,率直な意見 の交換 を続 けたい｡

凝 縮 系 の 非 平 衡 過 程 の研 究 を
広島大 ･総合科学
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洋

物性物理学 は量子力学 の成立以後,それ を基礎 として 目ざま しい発展 をとげ,ほ ゞ半世晦 を
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経 た｡その成果 の主要な内容 は平衡系の物質構造 であった といえる｡勿論 この方向の研究 は今
後 ます ます精密化 され,詳細 を極 めてい くに違 いない｡ ところが物質の非平衡過程 の研究 に関
連 してはまだ研究 の端緒 についたに過 ぎない｡
このことはガ リご
レイ ･ニュー トンに始 まる近代力学が物体 の運動法則 をその主要 な内容 だ と
す ると,それ以前 の力学 はア リス トテ レスに範 をとるス コラ的 自然学 を除けば,アルキメデス
の静力学だけが主た る成果であったことに比肩 され よう｡今 日剛体 における力 の釣 り合 い, て
この原理や浮力 の議論等 の静力学 は,力学 の教科書 の極 く一部 を占めるに過 ぎない｡ これ に較
べ ると動力学 は力学 のすべてである と言 って も過言 ではない｡
物質 の平衡系 における諸性質は, これ を非平衡過程の終極状態 として把握 されれば,今 まで
等閑視 されてきた観点か らの物質 の諸性質 が明 らかになるであろ う｡そればか りでな く凝縮系
の非平衡過程の研究 は,物質 の相転移,結晶成長,化学反応,生命現象 を含 む膨大 な内容 を含
んでお り,今後数世紀 にわた り物性物理学が挑戦 をいどむに足 る豊富な内容 をもっている｡こ
の研究 の中で物性物理学は飛躍的な変貌 をとげ,大 きな発展 をとげ るに違 いない｡
平衡系 の物質の統計的性質は構成粒子 (電子,原子,分子, オ/
レガネラ )間の微視的 な相互
作用が古典力学的 か量子論的か とい う種類 にあま り依存 しない｡ ところが非平衡系 の物質の運
動学的性 質 は, このよ うな微視的相互作用の種類 と不可分 である｡ この意味で非平衡系 の研究
は物質 の構成粒子間の微視的相互作用の解 明に とって も極 めて重要 である｡
実験的研究 に当っては微視的相互作用 の空間的お よび時間的スケールに較べて大 きい ｢
長波
長近似｣あ るいは ｢
長時間近似｣ が必要 である｡つ ま り構成粒子 の ｢
一つ一つ を見 る｣ のでは
な くて,それ らの集団的 な振舞 い を ｢目を細 めて気長 に見 る｣ ところに非平衡現象の特徴 が現

Co
a
r
s
eGr
a
i
n
i
ng
)とい う言葉 で呼ばれている｡
われる｡これは統計力学では ｢
粗視化｣(
この観点か らの実験手段 としては,空間的に 1
0‑1
000Å程度 の構 造 を見 るための電子顕微
鏡 ,Ⅹ線および中性子小角散乱法が, また時間的 には 10‑ll‑ 10 8 S 程度 の時間分析 に相応
す る磁気共鳴法, メスバ ウァ､
‑効果,中間子ス ピン共鳴法,中性子 ス ピン ･エコー法等が重要
となるであろ う｡
非平衡 の現象 は極 めて多岐 にわた り,そのすべてを取 り上げ ることは到底不可能 であるが,
議論 をよ り具体的 にす るために,当面私 の関心 のあるテーマ を例 として挙げる｡
1) 一次相転移 における核形成 とクラスターの成長

これ は気体 ‑ 液体 の相転移や合金 における析 出相 の形成 の過程等の古 くて新 しい問題
である｡

2) ス ピン ･グラス転移 と緩和機構
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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
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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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