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個数感動Fo鳩 の剰 え

早瀬丈物理 樽谷 足痕
7.秀
子寛子糸cl布政塊如東銀o)覇宛 LILの一考聞更Lこ琴く｡理絵.象強新見者王子まあ んて･

し､ろいろの達彦乙3fCた.日手でむ亭耳4･月両叫如 果孝C,-f;･E蘇知新 二葉..8:..乙当てた

威解合簸t,.丘摩て･･谷口シン,11･iltウムこして佃数揺動の理路 07国 際シこ,fジャムpヾ鯛 ℡＼小

た.以下ンれうo'公魚の蕨呆了と●モアLUにンの解題の規正乙しビューする.

え.個数承勧涙絶乙l了何か

イ画数感触 ま鹿t.LT何がと孜5'て間巾再 と裳,iL定最 L塊 しく.C'二道h/:-すれfsレ､

が摩るが比f l言文の励 =眉iろ.展望的ヴ伸教鹿如天徳 lT用蘭Lか レ{-ボ久まく且7自

由度C)大子し漆 で超,てみリ.理絵もそれ王位 足して行われていろ.それ lこ当てlTをろC)

Ll､rIlリ4･f亀子紅 あソ､以下年子糸の費摩現窮乏中心 に 考 え.宅 小三顔 う患客でF

子､3よ糸乞も眉寮7ろ.乎f糸でけf-fo.相聞エわ しf一はけ～30eVであり.これ J

混晶乎てい符ド大言な′てンドftヤツ7･王府っ細 確と徐 いてTd.一斗fの原子円クL1-ン碓

封用 (/0-/ETeV)で･良<ス7JJ一二ン7'=れて蜂5--9e捗 項動相関工手 ルで-L4モネ
1.したが-って一応二木と象も大王甘工わ しf-こ見てfい.これlニ対してC-f混成(

厚手内申互確固で盈肇金属LC)合食糸7-両 -f､写れf LJAの5-7寛子狛Lのイ亡食物

lこ於て11アーf濃頑 と机 hT逸b､Jこ小=い.イ旦Lfの(30度が大王い(付)のでCentct､

でfJll一 山言作,た碕d'考年 110､年リTu く教eV近くJ--ia且了ろこともある.一方Ef糸

Lニ於て叫 LiZeV鹿渡と3よじt61餐動 二通!'TJL､｡C一子混成効果減 ou 一山 リ小‡

いがLJft.何等以上とウ リ雁数虎勧虎雄い､うS I)3よ的r/JJLドかブ の 出発^方がより良

い 近似 かもし車TrL､.これ丁光電子分光rESjiv.乞cI且温覚B/SC)棒造(47･JiLfu‰
) )ニ明酔こ堀われていろ｡したが,て以Tでは4･子糸乙平心Lこ取f/iう.

3.不雑務臓 果

個数鹿如東熊の最も草紙明解碩 里が不絶間近藤知泉である.軌 こCeヒYb化合拘(f'ス
Jl尭じ最も卵 r/刺であろ)Lこ摂動机 3ヾfi吊 .3Jの不純掲出路頭能 と114子の自由

度が/1 こ/lJいCtが一番大王rJ相違点7･一号の効果として低温o'7fLL,三線確的鹿舞い[こ穆る

幽 7滴 毅あ㌃構造乏葛っことや曙紛動 こ得中れて-ち.これ 硝紐 皮Z の簡単,t埼合に

｢巧 三ク リ千イー名取り12の超用チ乙者っCtLこ対 して97象縮退戊勿とまにLTE/2打､与太まく

ずれて<ることL二億ろもので･あう〆､戯 4'子亀手か こあ7てL7スピン一軒適11L:紹品塙

4'骨姐がかい!･､軌=命名はあ後レべ Jレの臓 射 こ発く子牙して現象L複雛 にしておソ

埋給との軒桁 折 しも良く甘い.番約･は管は岸網 ?バンドり頻朗 通 解欄 うれている

が､f リ成果縛'i/JH:知新 叫 賓か看ヵ一作毘く分が与甘い,軌 二線品璃 LTC-ヂ混蘇勿

新 二f tJ畠乙象牙虐6-)Iこ沫るLP賓oヾあLJ.キ小乙奴 ･)入れろことb<一少者がもし小,}い.

奥的接常 用 して･戒 離和げ L,bヾがワ_リイ乏周で王右餌珊 瑚 ,て産卵 頼 -かn/IJ
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確固できろ此れ解があって渡御 抽 丁か'+･リ良く分 って-.ら.LO､し軍う果敢軌 こけ精ri
の網佐托 しろがTtJ高波夜血齢 そしれ 原動 77fL､.Lf=が ,て衡 盈fi知新 ヒヾ･07碑及

手車･て-る両i顔7-弓ろデータ汀fJい.f ･)詳し日系#L6持泉験 が望まれる.

午 .Ce/rbol個数超勤あ私

見 叫 プ''YJ川霧ヒ年飢 欄 か値救援勧い う最モ瑠 孝橘 で理鈴柳 城 吸い屋易 こ

いうf--I.･丁て･rFく･葉酸絢 こも最碩 乾輿 希/=館止酪条乙与iろ且で最岬 免が進んでい

ち.磨呼のl才IL;J了.低温 lこr/,て各11 卜の血路強飯が発達して亨r-_碑､お互､-ct轟互作

例がUd1線 lこ各サイト招 例 え鰭乞規則レ･粛 L)令,てコヒーレントfI産直椅子乞作るが

と､･う且である.こct威ヴTTイト周の御互作動 7勿弥複放 て･hIL＼真埠でL̂虚坤､兎い17超

壷卑乞絶 て･Cることもあ ().兇安Jこげ%鐘の7うJ7+i-ション㌦異存LT:97イ手東熊が

宴現して-弓と思JlれるDl-･最凋 綻rl,dtが.断 lA額家弟もTlく7工 LLミ舶 如 崖鹿

瀬軌二落iiも型である. ニ小吉孝一確ヒ郵 Jこと1--写る.こdt型L巧 くあ り . 称こT:の大

きい軌 丁姶Lt,.土C)餐 ):属すろが､ 中 二ETTKの 小てい(lTKSLO)もd7･これ こ危73も01

が あう. こ小目3当藍比教C)T-)LdU頁の係数とJデス 三､､(娩 1ニ比例 73)017-へビー7ェ

lLミオ ン t.ヰ Ji.れ て碑 に淀的 鼻g'て､-わ .ヾ何故TKの右て-ものが帯鋸喫疎があるか ほ

l了っ乏LJしていない｡ Tkでス7-ルこれn;t､鰻 ,T頑 が呑年号ろか有か､気密埠 J=用 がて-
Tj･し､. このつラスJ:於 て然 々はCe似 ,′YbB.1′YbF J=称 二法BpLて芙験と行 ,之 い ろ.これ

けヘビー7ェ LL,ミオン糸が更):甘 基に於て千■サ ヤ 7･ぞ府,T=妖艶 lこ家事7ろ可能性 にかヴ

んT:-:tJのて･あ り､YbBuL摘 軌 こ数十Kのでヤり7.乙考 ,た五経 Lこ蕗ち込む.イ旦LfT叫プ

の聞く用薮杉舶 D1-あろの仙 二伸 ､て拝 で- I74が聞き鎗 幼さ頴娃 17/6.K勧 こあ3線7-ら

ろ が こか LJあ次o'相家事07歳L=Jfえ3い､ラ塵]1であ1.7みこの粂Tけ各TイトC?弼

鼻血蕗糸解凍奏し､かbl̂ ビー7工IL,三オ>乏経由L nJ いてfヤ ツ7･〆発生して-ら.癖舞

い は丸Biと真如丸してみリ.高度反正路面宙像が成立っが どうかも御感で-あLJ.もしろSh軌

t司戒給わ ､う.,1r-ラロ･,捌 ubbかd聖o'牛f/ヾ ンド(勉,:iTL7へビーフェ lLミ才>断 て

宙番う雀である)で書己産する方がfいじも者i与4Lろ.しかレ鼻血 4'比教 の測定LJSw軌と

名レ-く異 ,て高射 で1シトロピーが濃 く押えう減 てみ リ.S.軌とfT易守,て高波圧延藤

森1･あろ有終ほも羅 い .YbF仔誉れ こ対して明や､LこTK～LO鹿渡の高兼良血藤森 の 虎舞い乞

克191.･ IK止頻でシャー7･'(-;mL的嘩 乞示1･伯鬼の在韓いけ感性転肇でE叩 くLt

しろギーヤ･ソ7｡〆軌 ､r=こぞとうか て白鮭て･あうがYb8,1とは漫 々農 了 ,てみソ更に詳 しい軍

免邦子巾れ7-月.Ceィ｡食酢 -於てJTTKん *fで･スード守㌦ L･,了が て-きろのがへビー71
Lレ三わ の府政 07線 にも妾われてお tJ､こL̂且心木だけ ,至りしていTか ､bヾ .亨で り7'が

掛 ､紳 恒 rJlい.Ce払 糸鮭 ISそれ こ最 も通い線?庖鼻いも未了が詳レい泉験 は ＼aれヽJ
で易右 堺的 l=JT遮蔽路子o)イ書顔玖矛名将鰍了qL､dlが現底であ 3が .払 埋静で17
%Lニf･ I/7-Jl発生し腐ろ.Lがして机がヰ当がどうD､け介が9才し､.

･LJ
た鉛

上髭のカ千ゴ･)-ヒ何層rLJこ良 くみブ小 ろのが低温7磯 見 (7lLJ､蓬埠で 粁̂糾 壬d爛 れ

の2.L-た水勘 胡衷肇もヱ再 もct7･･.当然7TKの比華的低 いもの巧 い. したけヾって砲車

-14-



肇 t£じ､ft･14LLfヵ､守 り句へビーフェルミオンL･J/ろものである. この感接 げ一般L･一進藤

槍子の上 再 己線番1小T:-_モーメ ント〔fL.-養蜂7･0))ヒLて理解 これ TN虎傭t･,け成乳

方癒 したm再 もoLが確鑑て-あわ .ヾ他動 こけJtLf地 の血藤藤子L=Fろ7i 'レ三和 埠動

お が勝って前記や了で リー 何夜 の71 1L,三助 的撮轟 ド肇ろ.但 し√低LTモーメントが教

起 て小たr招 小 才くrlフていろ(乞姥dt血路希手 4分 .rィ ト こ毎か感燭の弧 わ,Tl一元罷こ

理解すれ違sv)｡こ07カラブ')-lT止鹿弟子cl免把17､ぢ*れ ゴ臥 ､局吋魂璃cT咋伺Qt知

泉も邑ち二℃かヾ出来ろ見て･摩味があ り.一線沖積(締威喝)4'か凍ヒ凋絹物 範係':あろ｡

砲7民tして(もーメニトの九三1LT盈矩抑 こ変わL)･細事lこ小1,才モーメントの騎超これ

Tl場合もあろ.え･La等で薄.nれ硝 lこモー メント0の境界モ連綿軌 こ乳ることもで き言

)前払竹子 llLtJ- 1も省で.

二のカ〒ゴーリーの感 動 沌 藤硲与巳の敢餌 ,して発王LT:ヒ､､うえ舜{･血帯の威はと (7

加速 しT-一勧D{17く.線はC)凝如 ､ヴ3fて奇施 朗7禦噴射 ､もo)がある｡倒 iLi'ceBbL碩 型

の高讃反動紙 として葬レく錦べ弓れてまた ｡ヾ ､その感 動 了泉Ftこ乞〆孝膚が確立してい

･iい.現在 でけ敵組 C)威息紀 和 了rgc,ng旦鬼 瓦露威 オー9㌧ 1こ外動 こぶ･)務起 工LFtT:-_こ

れ とコ1バ ヰ ブLL,rJl二皇位反戎虚底オーダーが栗呈レ､ノ伶温融でlTその躍rt劇が逆落 してい

ろものじ思われてい右フヾ､〝H尺(孝月額)と別号手(｡サミニオン.か 1)の結展が考

慮した威嵐オイ ー乞与とており.史 L=2DK貯LaLこミステリ7ス,J後レ､相乗肇があ･).丸

Ll-トTchTイドの不雄閏ia勧 新 二も異常があろ孝不q解摘 4方が 阜仁一卑し､.一方cesL

/Ce机 高濃度血轟桑であ弓〆 2ok輝度711動F,/威性乙TTtレ.その相加 現希 のものて-

け最古級凍て..舛留患底d)得段型も3fう小ろと異にCkSbでIT血藤弟子C)膚 ntt'威hF的 若布

1日 と､､う面白い獅 呑みすろ｡これ こ関してけ翫 cl7-f混頑痛 )絹 かうう粥血藤

射通蕗乳 こ都路 ,て異革励 まが象射 ろとの立場で酎 べての異呼が牽jra .こ貌射 れ

て射 せ(､斬‡川 路卜里散乱 (マ/r/ン の異常分配Jc)鼻骨77窺廉 いt了拷お顔取掛 ､も国

教で(腔 の1イ/ン分配の弟簸て顆 汲iろO､t:うが)圃像 ヒして汚フてし､ろ.又71 Lt,≡

勧 (この線,+,糸て･71 EL三血の凝戯これて-ろ数′丹 い倒)の果敢絡泉及zL理論計第677
ィL･/トに朴 ､ても定見07不一致が霧 ,て-ち.その他鼻血塞 り々机上11.ているものドCe恥

臥こいうものがある. これ も高温T浦 離 乱射 沌 希いほ し､大 王rFqFと与iろbl-､

掌温 も過ぎて他動 ｣で急激甘温度変如 示してTTL～//Tkで針 ､綬感性 J嬢 秦7ち.こdtTc
11Ceイこ金物竹 は折衷最菌で 〔¥の)ZLl窮鼠CC払q)2:7F()後リo'鋸‰B'qTe ～IkとLt･

敢しても宅の累撃 て刀ヾ分かろ.手穴犬山等C,drhtToれ Lこ祁串 J=敦盛'7t･あ言 ヵヾ L｡帯紙 こES蝕

風 い う碑教.も目立つ.これ こ付いてもC一軸方向のfO-i.直招混応 が佃 じ比 してL〆 -

ce'こ比 してもす'フt,川 串 に託い稗徴か沌 温 のulT席胡享子LT- Jレ(斗f' ) が4a遁T ,)ア

tLri/Tl- LLLこ束ね レ｣ のムーf.スJ7 tl-二二7.も絃し､案か性かうよがスりIJ一二ンデす

ると-う立場で巽尊は挿理解 これろ｡何れ こせf和彦及血藤かこ於てJT局行的血路型番淀
C-f混藤 塚 (これ 1L4い､う大子,/デの疲且 L=FEJ錐b'川 て-ろ)と4摘胸 痛;E
c･-チ,･遠忌赫ヒ更 JこC-f7-ロンえ碑 (8.㌢円)がゎ＼ぢんて･触 rI度合略件と恭し､吃れ

向学,て向為 り押合い0)手TO通 底舟Ⅰと鹿仕り栗茸用 が 具現1;5.イすれ こせ よ いf混
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雇勿泉の絵合b甥舞い､う上 て･轡味卦 ､灸であう.

血路路子が超布卑t,乾存了ろ糸も線 あ々ろ.イ旦LfPくけ7TKの大き仔もd でよtJ.¥こで

は超終身凋 催すろ観 clエネルギー頒殊て-17且尊077i LL三波作ヒ尋常的息レ11,?く､

した が ,7超侭孝和 生も軌 こ変わL)がriくそ小薙注B7分lj守が,た.最血TK～EI凋 落

のCeCu.S･Lよが O.b灯経度の領 即 こと相 出てJt.紬 摘 革の超克卑 漂己t7是如 弦

し腰毎 乙集 め ていろ.ここでも尤7磯 節 こな3のけTKへLOtTK～/00の超1乏卑 L:冷覚軌 こ粛

直があろのかという点て-あろう｡乞小L7血藤か者が存在尊 iB;DLTてし､ろ… ､邪魔 して-ち

のかい う且 ヒい ､ぢんでみソ.泉だtにこの息は明確でIITJいカヾ私見1-Jl血路御身挿絵L

℃瑠 L=超イ五年乙疲7様 Lこ胤 ､てみ ･).eec.ふ Zpもをうf-Cと 終 われ名.埋紛糾 こぼ兎象論的

孤い℡ヾ,:合資で.離 o'毛T ルで./:ラ,K一夕一己変化 王甘頼f租象JS鋭朋 {きろ. (イ空しす

べて轟矛盾J=い､うhtlr-17vlが甘いが げ よ･)矛官給的確給もL宰項で或る｡3_凄駿も一

例 では符複碑 匝 一般性dl末ち摩虜 r/Oか不明で.f リ92〈側 乙放 し虹了資力㌦7エ小て

いろが (丈費痔か埠 1ニ)弟T=-Lニ見出これ'Fい07乞31る乙CeC-STIJlかウ リ軍凌ヒ､､う邑方も

7･きる

rLEl電子,b

Spt/石山 ′ Tqイヒ合物も久 符々徽 あうイ碩 慮勧東経も示 し､血路か昇 とC)鯛速も久 易々,TC

赤沈 Lこあろot'h l略してナチ糸Lこ何 て簡*Lこ触れること にする｡

rチ糸01年f糸C,の最も象賓甘神速L巧 ーf童顔薄明工オルキ㌧ が ヱeV混在ヒ3よ且Jf
l=JI､ま､Lことであ り . C-f混蕗じl司嚢圧力､それ以下と守る.レT=が,てヰf糸で31うわ

た綾レ､相和 か げ 一策 iう抑 歳的 舶 能を巷摘 L-_像持 摘 数璃勧i了描 線

11あま L)え い此奴 日 露 i十 もしろ′ヾンド榎里が 出ゞ発し1=方が良いt,も毛i,i.これ

l絹 製的ヘビー71 ル三オ ンて-高濃度虎魚型ヵ､ヒ与われろuB｡!d)アES/8ISの碑造乞
みて如 月軌 二年了型と罪 ,7むしろ八､ンド軌 二心 ､｡ こot意味でU-イヒ合朝 4'FJ.<[7 /(ン

t:が与の血畝G7方がrSt､乙浩われ名.しかしfL)えい{チ糸 に於 てLT牛ft,の顛血 77､,

u (riリ.);l藤棚 教鹿勧 欄 離 れろ.施しえ軌鳩 めて断 種 形でU% かれで､
動司{17玲L,t'1雛 の啓 見也如 叩 し､.何れLこ屯Erf糸作 4f糸じ3よ乙嵐 3.-bのとレ

て贋頑が動 ､.

そL73よかTrf糸と比 してと､ot綴?立動 こあ弓 が7-あ弓が: 番丸子fll軍il才､子系

でL3了,1,- ′Ld,ス7･I-ニニケL7d_亀子L=FfJ行われるが･3よの場合はLis lり , て宿

われ､菅山 丁よ ナ迄しかス7二一二二で盗泉すい･号れ比上げ与ア の且か丁を借 J)かf乍Ht
ス7･)-ニニケ工ネIL千㌧ 中嶋 L-･大 きくri3ことて･ある. これ 73dの アESJこ明瞭 lニ楓

われていろ.原子ス̂ '7トLLtf与も明仁がな線 L:斗Sスウリ一二>す が動 く埼令の眉かよ
-cL禰圃Lか げ - lTZe山 下で C-よ温和 = 一 子混成f リ1117と凡そLldntt3よの盲 が

Jfsリ更 Jこバンド頒饗がよいのけ明 や＼7･ある｡し｡､レ乞 O.強食もlf･jえLf肋の塙倉であれ

ば 3dhL了OL/tま で3̂ 呑み 蹄 は急孟L=落ちろ｡ し｡-レアEH･13粛'現 車i巳年
?スつ l/- ニンクttotl.庸孝碩 醇ieV余分の工オ ルト が一世卑 1･･絢 が丁子ライトt･して朝
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軌 く見川 3.この1子うイトL=威してd-d和郎 Tu L､孝も示すt･の銀線ovFrれて

いわ ､ヾ現釣 り Pス7LJ一二ン右 ,周与して い 3た判じ餌 のが最古B悉?･･ある.線色
r=Uイ鳴 物 Lこ′つニ Il確 なすテライト･丁観 瑚 ITれ 1舟EIJい.
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