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｢
特性研究 ｣ 20周年記念特集

山正敏 のコメン ト,勝木 の応答, 中山の再 コメ ン ト付 で再録 されてい ます｡
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｢
物性研究｣ が創刊 されて 20年, この間に 物性物理 の状況 は大 き く変 った｡それは,勝木
渥氏の言 う 〔物性研究 5
9(1983)292〕 ｢革 命的昂揚 ｣ の時代 が通 り過 ぎただけではない｡
勝木氏 もその文章で指摘 しているよ うに,物性研究所 の将来計画 の完成 に象徴 され るよ うな極
限化 ･巨大化の流れが一方 にある｡一 口に言 えば,物性 の研究 もお金 がかかるよ うになった｡
他方, 20年前 固体 に集 中 していた研究対象 は,流体 ･アモル ファス ･高分子等 ソフ トな方向
‑拡大 され た｡この変化 を見なが ら気 になっていることを断片的に述 べたい｡
この変化に我々はど う主体的に関 って来たのだろ うか｡ 1
969年本誌は 2回にわたって研究
体制 をめ ぐって特集 を組 んだ｡ ｢
物性物理学 をどのよ うに発展 させるか｣ とい う懸賞論文 も募
集 された｡実現 に到 らなかった基研短期研究会提案 の題名 ｢
物性物理学及びそれ にたず さわ る
研究者 の現状批判｣ が示す よ うに,それは勝木流 に言 えば ｢
革命第一世代｣ に対す る当時 の若
手研究者 による ｢
文化大革命｣の提 唱であった｡あれか ら 1
0年 あま り経 った今 ,彼等 の主張
の何 がどのよ うに実現 し,実現 しなか ったのか｡総括すべ き時期 に来ている｡今回の特集 にも
その一部分が出 るこ とと期待 している｡当時 のさまざまな意見 の中で,ほぼその通 り実現 した
のは ｢
実権派｣の推進 による物性研究所 の再編成 である｡精微 な技術 を組合せて極限条件 を設
定 し,そこでの現象 を探 る とい うこの路線 は,現代 の物性研究 の一面 を代表 してい るには違 い
ない｡
一方, このよ うな路線 に対す る違和感 も研究者 の中に少なか らずある｡よ く言 われ ることだ
物性研究 の一つの特徴 は中小企業的規模で,研究者 が試料 ･測定手段 ･対象 をよ く知 りつ くし
なが ら行 う点にある｡そ ういった, いわば ｢
手づ くり｣ の作業 を通 して, 自然 の思 い もよらぬ
｢
味わい｣ を発見す るこ とに物性研究 の面 白味がある｡ このよ うな意見は,茶人の懐古趣味的
な面 もあるが, あま りにも人工化 ･抽象 化 された 自然の局面 のみ を扱お うとす る現代科学のあ
り方 に対す る研究者 の防衛反応 として評価 され るべ きであろ う｡ しか し,忘れてな らないのは,
研究者 にとって ｢
手づ くり｣の研究 であって も,学生に とっては,いわんや一般市民 に とって
は,無縁 の存在であることが多いことであ る｡ ｢
先生のお仕事は何 ですか｣ と問われて,説 明
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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

好 村 滋

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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