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物性研究52-2(1989-5)

修士論文 (1988年度 )

茅 誠司におけるWeiss理論の受容の過程.

- 日本物性物理学史の一環として -

信州大学大学院理学研究科物理学専攻物性物理学

足助 尚志

(要旨)

今日,強磁性はWeiss理論に基づいて理解されているが,日本における磁気研究の指導

者であった本多光太郎はこれを否認しっづけた｡fi.子磁場を仮定するWeiss理論を認めな

い本多の下にあった若い研究者たちが,どのようにしてWeiss理論を受け容れ 近代的な

磁性研究者としての道を歩むに到ったか,その過程を,本多スクールにあって比較的早く

Weiss理論を受容し,北海道で新しい磁気研究の洩れを作った茅誠司において見る｡茅誠

司の研究者としての本格的なスター トは. 1926年の東北帝国大学金属材料研究所で行った

強磁性単結晶の研究である｡この時期の茅は,1916年に提出された本多-大久保理論に基

づいて実額結果を解析していた｡その後,北大就任を前提として, 1928-1930年にドイツ

に留学する｡この時に量子力学の洗礼を受け, Ffeisenbergの強磁性の論文の評判を知る｡

帰国後北海道帝国大学に移るが,これは本多スクールからの脱却とともに茅スクールの設

立を準備するものであった｡ここで茅は本多の直接的な影響から謙れ,金研時代よりも進

んだ鉄単結晶の研究,order-disorder間男として permalloyの研究をする｡また,群論を

駆使した難解なtleisenberg論文 (1928年),spintlaVeの Bloch論文 (1930年),柑i強稔

性ゐslater論文 (1936年)を勉強し, 叫磁性休講Dの講義を,これらの論文を紹介しなが

ら展開する (1936-1937年)｡この講義内容や茅の著作などから,茅はWeiss理論の量子

力学的裏付けIも 分子磁場の原因が交換相互作用にあることを明らかにしたHeisenberg論

文と,Fe,Ni,Coの強磁性を理論的に示したSlater論文にあると考えていたことがわかる｡

しかし,茅が本当にWeiss理論を納得する上では, Brags-Nillia耶 の協力現象の理論が

大きな役割を果たした｡常磁性一強磁性転移に相転移の概念を導入することを金研時代か

ら考えていたことを示す文献的証拠があり, ドイツでNi3Mnの強磁性を発見した茅にとっ

て pemalloyの研究に進むのは,ある意味では自然な成り行きであったのだが,その研究

過程で Bragg-Nillians理論における第 1近似が Heiss理論と同じ構造を持つことがわか

った｡そして,このことが茅誠司の tdeiss理論の受容に決定的役割を果たしたのである｡
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Sl..序

Weissの分子場理論I)は磁性体の相転移に着日した最初の理論である｡これは現象論的

理論であったため,1907年に発表されて以来,実額とよく合うという認識はヨーロッ/<を

中心に広まっていく一方で,量子力学出現以前であったため,分子磁場というWeissの生

み出した概念を原子論的に説明することは出来ないでいた｡

当時,つまり1910-30年代にかけて,日本でlも 本多光太郎が東北帝国大学で磁性研究
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

の指導的役割を担っていた｡本多は自らが甜定した豊富な実壊データを基に,Weiss理論

に合わない物質の存在を認め,その結果.Weiss理論を否定する立場をとる｡それは内部

磁場として108 -107oeもの巨大分子破場の存在は認め難いことや,Weiss理論の理論と

しての成り立ち,即ち巨大な分子磁場を内包している強稔性物質が,わずかな外壕 (例え

ば100gauss程度の大きさ)によって簡単にその外場方向に磁化されてしまうということが

可能であるのか? という,現象を引き起こす原因と結果が混乱している理論であること

に対する不信感なども原因なのだが,更に本多の言葉を借りれば次のようになる｡

｢･･････例-ば,分子磁場の如き巨大なる磁場を生ずる原因払 之を電子説により

て説明すること殆ど不可能なり.又各小結晶が常に分子磁場の如き強大なる磁力

の作用を受くるものとすれば,･普通の強磁性の如く,外より作用する弱き磁場の

為めに,容易に帯磁せらるること無き理なり.尚は氏の説は,強磁性体に著名の

現象なる磁気履歴を説明すること能はず.薪の如くワイスの学説は,種種の欠点

を有するに係はらず,強磁性と温度の関係を説明するを得るため,尚は一部の学

者に信ぜらる.｣2)

つまり,本多にとって磁性体研究において重きをなしているのは,履歴現象の解析なの

である｡そこで本多は大久保準三とともに,本多スクールにおける磁気研究の理論的基礎

となる本多一大久保論文3)で履歴現象を説明出来るような理論を作る｡そしてそこでも,

Weissの分子磁場の理論に対し, 4そのような大きさの均一場の起海を説明することは非

常に国難である.' (P208より抜粋)と述べる｡

このように,ヨーロッパにおいては実額との整合性を認めるものの原子論的説明が出来

ず,日本においては指導者が認めないという状況にあった時,今臥 教育的目的の上に書

かれた磁性関係の本でIも 必ず出てくるWeiss理論,その日本における受容の過程を探る･

ことは日本物性物理学史研究の一環として意味のあることと言えよう｡
■

Weiss理論は,現在では,一般的に量子力学誕生後の 甘eisentnrgの強磁性理論■Iによ

って意味づけされたと受け入れられている｡この時オーロッJ<におい七払 磁気履歴現象

はむしろ2次的問題であり,量子力学の問題として磁性研究を考えていた｡

勝木蒙払 fleisenberg理論のヨーロッパにおける受容を観た際, Heisenbcrg論文発

表前,既に r強磁性が交換相互作用の関与する賀象であろうとの頼寮ないし予感｣ 5)が存

在したことを指摘した｡つまり,今日の教育的な見方ではなく,歴史を忠実に辿った時わ

かるのは,先嶺的な科学者によるこのような淘寮があったからこそ,群論を畢使した難解

な tleisentN3r豊論文がすぐ受け入れる状況になったということである｡
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また,勝木は更に, ｢交換相互作用が分子場の原因であることは示された｣hlが,分子

磁場との関係が明確でない Heisenberg論文から出発して, Heisenkrg論文とWeiss理

論の関係づけを史実を辿る過程の中で明らかにした｡つまり r全系を 1つの系とみなして,

全系のエネルギー固有値の分布を問題としてそこから議論を進めていくneisenber8汝の

やりかた｣TIから,StonerB)の ｢結晶を全体として取り扱う代わりに個々の系としての原

子の集団とみなす｣9〉やり方に移行することによって,分子磁場と交換積分の関係づけが

出来たことを説いた｡それは端的にいえば,Weiss理論受容の経路として FeisentNerg-

DiracJOI -stoner-weissという,ある理論受容過程における,一つの遭茄をはっきり

させたことである｡

一方,日本においては,どういう状況であったのだろうか｡前記した如く,日本の磁性

研究の指導的立場にいた本多光太郎は一貫してWeiss理論を否定し続けた｡その本多スク

ールが本多の確立した理論に立脚している以上.日本でWeiss理論や tleisent把rg理論を

受容していくのは,自らが ｢変異遺伝子｣川 を持つ必要があるようにも考えられる｡そ

れが宮原将平の広根 ･彦坂に対する評価lZIに繋がる｡広板 ･彦坂論文は本多の影響下で

書かれたもので, Heisenberg論文を基本的に受け入れた上で,それの修正を試みたもの

である｡しかし結局それは,本多理論への意味づけのために書かれたものであることが勝

木により読み取られている13) ｡

このような1930年代は,棄北帝国大学金属材料研究所の本多スクールが磁気研究の中心

であった｡だが,やがて本多の下にいた茅誠司が北海道帝国大学-転出し,そこで研究を

開始する｡茅が ｢1930年代の初めに北大-移られたことは日本の磁気研究にとってきわめ

て重要な意味をもっていたと考えられる.｣ 川 と宮原が述べるように,結果的■にはドイ

ツで量子論の洗礼を受けてきた茅が,金属材料研究所よりも一歩進んだ形で研究を進めて

いくことになり,それは茅の本多スクールからの脱却であると同時に,茅スクールの設立

準備を意味するものとなった｡

ここで二つのスクールが与えた薪い ､研究者-の影響阜いうもの払 ･:日本における磁気

研究の歴史を考える時に,見準とせないものである｡

例えば,勝木は,本多スクールにあった広根徳太郎の仕事を更に詳細に追っていくのだ

が, ｢茅誠司の門下の宮原｣ の影響 (延いては茅の影響)を受けて､広板は新しい仕事を

していったと結論づけているIi'｡

つまり,あえて短絡であることを承知で言えば,日本の物性物理学の漁れの一つの転換

を茅誠司の足取りを追うことによって観ることが出来る｡そして,このことは言い換えれ
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

ば,本多光太郎が否定し続けたWeiss理論をどのように日本で受け入れていったか,どの

ように茅,及び茅スクールが受容したか,その過程を放ることである｡

この論文では,このような問題意識を基に,茅誠司におけるWeiss理論の受容過程を辿

ることによって,日本の物性物理学史の一端を昧めることを目的とする｡

§2では茅誠司の経歴を簡単に挑める｡ a3ではWeiss理論の受容について,投階的に

述べる｡つまり受容以前, Ileisenberg論文とSlater論文-の理解,本多一大久保理論の

読み換え,更に Bragg-Nillia鳳S理論への道という具合に｡S4ではWeiss理論受容の構

図を傾聴する｡ §5で結語を, §6では謝辞を述べる｡

尚,この論文を作成するに当たり,使用 した資料のうち茅誠司に直接関係あるものは,

Appendixlに上げてある｡論文中で (文献 999〉あように3桁の数字で記載されるもの

は,ここでの資料分類番号である｡それ以外の資料は一々その名称を上げる｡その時,論

文タイ トルや執筆者名は雑誌掲載時のものを使う｡

S2.茅誠司の経歴

茅の物理学史における仕事場の変遷は次の三朝に分けることができる｡つまり,

1.東北帝国大学金属材料研究所時代 (1923.4-192臥 7)

2.ドイツ留学～北海道帝国大学時代 (1928.8-1943.ll)

3.東京帝国大学～棄京大学 (1943.12-1963.12)

仕事内容については同時に進められたことも多いので,重なる部分が多 くはっきりとし

た時代区分は出来ないが,上記の仕事場との対応を考慮すると大まかには次のように分け

られる｡

1.Fe,Ni,Co単結晶の作成とその磁気的性質の研究

2.Fe単結晶の研究の完成,及び order-disorder問題を意識した 押r舶lloyの研究

3.方向性珪真鍋板の研究など

これらは茅の仕事を見ていく上での形式的な分類である机 茅誠司の経歴全休を見てお

くことも一人の物理学者の辿った逆を見る上では興味あることであり,また重要なことで

あろう｡特に戦後.科学学術行政での働き,及び文化人としての社会への奉仕活動は,茅

のものの見方を知り.そこから物理学におけるものの見方を類推することも可能であるか

もしれない｡ここで払 全体的な経歴を Appendix2r茅誠司年表Jに譲り,研究生清の

始まりである棄北帝国大学金属材料研究所時代から北海道帝国大学までで,主として取り

組んだ研究課題に対するエピソー ドを見ていく｡ (S2-1)｡更に後期の講演などを通
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して茅の思想を探る (§2-2)｡

尚,この節は,文献 としては 302r巨木 ･茅さん.I (1985)に依るところか多い｡

52-1.棄北帝国木学金属材料研究所から北海道帝国大学-

茅誠司は1923年 (大正12年)に東北帝国大学金属材料研究所に研究補助として採用され

ている｡この針鴇は,恩師である本多光太郎の ｢いずれ住友あたりに口があるかもしれん

から,しばらく研究所にいたらどうかあん｣ という言葉によって決まった｡当時茅の月給

は80円lh)だった｡最初に与えられたテーマは r鉄一炭素系のソTJダス,固淳線の形の決

定Jというものである｡この実演について茅は ｢あんなに苦しんだ実験は私の一生中にな

かった｣ と回想する｡

金研の近 くには Hilschfeldという本屋があった｡そこで茅は新しい物理の雑誌,書物

を休み時間には立ち読み,あるいは当時 ドイツ語の本は安価であったので狂人し,夢中で

取り組んだ｡この時代に夢中になった本として,特に So樽merfeldの ÀtohbautlndSpe-

ktralliTL,ZeiteAuflage'を上げているが,この本屋で購入されたものかもしれない｡

ある時その本屋で,茅は ErgebnissderexaktenNaturwissenschaftenRdⅡという本

を見る｡その中の Polany串Masingの書いていた KaltreckingundVerfestigtJngとい

う項目こそが, ｢金属の単結晶を作って,条件を簡単にした上で低温加工の横橋と硬化現

象の関係を明らかにした最初のもの｣川 であった｡友人とともにこの本を買い,この項

目を ｢耽読｣ した茅が,新しい知識に触れていた丁度その頃,ヨーロッパに外遊中の本多

光太郎から山田光雄宛に ｢鉄の単結晶を作り,その磁性を研究せよ｣との電報が届いたの

だった｡山田は結局,茅と理化学研究所の本多研究室にいた増山義雄の二名に,この実験

研究をやらせることに決定した｡

鉄の単結晶の研究は諸外国でも行われていた｡茅は1926年 (大正15年)に東北帝大理科

報告に本多光太郎との連名で捻合的な実壊報告 (文献001)をするのだが,茅にとって,敬

性研究者のスター トであるこの論文には,諸外国の研究者の成果が参照文献として上げら

れている｡そのうちの 1人は N.L.Websterであり, ~TheMagneticPropertiesofIron

Crystals.I(proc.Roy.Soc.107,(1925),496)と M̀agneto-StrictioninIronCrystals.～

(Proc.Roy.S∝.赴 ,(1925),570)を書いている｡まず,前者の論文で興味あることは,

これは基本的にはWeiss理論を実験的に説明するため書かれたものでありながら,本多一

大久保の磁化過程理論の計算を引用し,それと近似的に等しいと言っていることである｡

つまりWeissの分子磁場を導きつつ,本多一大久保理論の⊥部,外場をかける方向を変化
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

させた時の平行分磁気と垂直分磁気の周期性の説明をするために払 本多一大久保理論を

使い,実演の理論との合敦を説明している｡このうち分子磁場に関してだけ述べると,大

きいFe結晶から切り取った,(100)ノ結晶面を持つ二つのデ ィスク,A (半径4.741暮,厚さ

0.3691暮,体積 0.00650∝)-とB(半径4.1011,厚さ 0.3051t,休積 0.00375cc)の分子

磁場の大きさをそれぞれ求めている｡ Sll.Summary.(P509)の冒頭を引用してみよう｡

qFe結晶の磁気的特性は,分子場のWeiss理論によって説明されることが示され

る｡二つの結晶に対する分子場の大きさ払 それぞれ 620gauss, 470gaussであ

る｡ある軸に沿った分子場の妻妾の大きさは cos(め)で変化する｡ここで (¢)

は,磁化の方向と考案する軸の問の角度である｡分子場は結晶の安定な性質であ

ることが示される｡そして,それは不純物の存在によってかなり影書される｡こ

れは,分子場は磁気的力に基づ くものではないという見解から導かれる｡･･････1

-万,後者の論文は表題通り Magneto-Strictionがテーマであるが,この中で,今最も

興味深いの払 Fe結晶のH-Ⅰ曲線である｡これを書くのに使った資料のデータとグラフ

を図 1に掲げておく｡尚,ここで飽和磁化の健は. I-1700となっている｡

RodA. RodB. ' RcdC.

由ゝ .. ..I,0,0 ･一一 1,1,0 . 1,1,i

Le吋 h ･･ ････-I-･63cns-･‥~ 1･29cns･ 1･50ens･

Wel'ghtI.･ .･ 0･0920.q 31 0･0602g凪 ー0.10甲g甲･J
nfeatlAfe& Of

Cro581SectiozL ●0･725sq.zz皿 . 0･585sq･Ⅱ皿･01865sq_･臥

Demag･COeiL･･ 0･155 0･195 0･205 i

一
f】芸
n

'ま.I.
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図1.N.L.WebsterによるFe単結晶試料データとその磁化曲線.

H.L.NEBSTEfi,"Magneto-StrictioninlronCrystals/'p576より抜粋.
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引用された2人目は N.Gerlachで ■Die仙agnetischenEigenschaftenyonEisen-Ein-

kristallen.I(Phy.Zeitschr.些 (1925),914.)を書いている｡これは電解鉄 (Elektroly-

teisen)と電解鉄から作った鉄単結晶のH-Ⅰ曲線を報告したものである｡そのグラフは

図2である｡

5g loo ZJU 200 -250 お rTTaXjW

El血 olyt由ezL(Atu印 Su 血 )
王地 山

6aLLSS.

図2.W.GerlachによるFe単結晶の磁化曲線.

Nalther_Gerlach,一DiemagnetischenEigenschaftenyonEisen-

Einkristallen.'p915よ･り抜粋.

さて,茅らの研究に戻る｡彼らの実壌報告はまず Nature旦主L(1926),753に K6TARO6

710NDA,SEISIKAYAandYOSIOMAStJYAHA の連名でされる｡尚,この結果は theautubln

meetingoftheDenkiGakkai,Tokyo(InStituteofElectricalEngineering)に1925年

10月25日,発表されている｡ここでは 68.1x2.4×1.81IL3 の大きさの単結晶を使った

磁化曲線,hysteresisloss一grainnunlbercllrVe, および 2x2×40113 の資料を 5つ使

っての磁歪のデータを報告している｡そして末尾 (P754)には,

■磁化曲線の鋭い変化は10年前に大久保準三博士と筆者の一人 (本多光太郎)に

よって提出された結晶磁化の理論 (Sic.Rep..ら,1916)から説明される｡この理

論的部分と新 しい興味ある事実はともに,更なる議論の中で論究されるだろう｡I

と書かれ,これが後の,東北帝大理科報告での,捻合的な実演報告に繋がるのである｡

こちらは1926年 4月19日に電気学会で発表されている｡この中で,実額の理論的説明の帝

分,つまり当時の茅の強滋性単結晶の磁化に関する理論的基礎づけがどういうものであっ

たか明らかになる部分は, i3で考案するのでここでは省略する｡ただ一言,茅 らのデー

タの優秀さは,海外の教科書に,また最近書かれた磁性の教科書18I にも引用されること

から証明される｡下は1939年に出版された tLBeckertJndN.Ihring著 Ferro鴨agnetishLuS_
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

(springer-Verlag)中に引用されたものである｡ S3で茅らのデータのうち重要なものを

上げるが,図3を見ただけでも,図 1,図2との顕著な違いが読み取れる｡図 1では,外

場がかかり出した時から,軸の間で差がある｡一方,図 3の茅らのデータでは,外場をか

け始めた時点で,すべての軸方向である値までは急激に磁化され,その後軸間で差が出始

める｡これは,軸方向に沿って外場をかけることが出来ているかの違いであり,茅らは正

確にそれが出来た~ので,怒晶磁気異方性を顕著に示すことに成功Ig)しているのである｡

また,ここには1928年に茅の単名で書かれたNi,Coのデータも一緒にある｡
l t ｣

r __

flldIn ヽ
F4

血B B111

a 7Wl
乃 =

3CV抄JJQ ●

NL

Fqu61mfanI 仰 偏

一■

1岬 ヽ

C4

0 3m 仰 ~-'m

Ahb.占l.蜘 peIILIenl叫-LurvtlI'&CJZ"I■uLEIEInhI-I■lltれYOtIEl■- NIckeLtndI(Ob■lllrLV●- bled触 BAhJItdlか
P.phl血 n Ri'hltWP 4･tNAChi(･HoJWAu･S･m y▲;ScI･Rtp･T仙 h UAIv･Zu･IH I9叫 S･13I･-S･比▲Y▲;一一

scI.R叩.Tdbh U山Y.別 -.IH I9叫 S.丘39.1157･J

図3.海外の教科書に引用された茅らの強磁性単結晶磁化曲線.

FerromagnetisJTtJS.P102より抜粋.

鉄単結晶の次はニッケル単結晶である｡これはすでに N.SUCKSMITRandH.H.POTTER,

allagneticPropertiesofSingleCrystalsofNickel.' (Nature主堕_(1926),730)が

発表されていた｡彼らは数dのニッケル単結晶の作聾に成功し,長さ201■,半径2Ⅶの棒

を使って,hysteresisloss-grain叩 lbercurve.のデータを提出し,論文の景後(P731)に

は, 4異なった結晶軸に治った磁化と磁歪の更なる実験は,進行中である. カ と書いてい

る｡茅は1928年に東北帝大理科報告に鉄の時と同じように捻合的な報告文献 003を載せる

わけであるが,それまでに N.Sucksntithと H.刀.Potterやi目的の研究を完成させることが

出来ていなければ,茅の研究は世界初ということになる｡その辺り埠茅自身が固思藻で,

｢測定は鉄の場合の準備があるので容易であり,･当時ニッケルの単結晶を製作中

であると伝えられた,N.Suckspith,tut.Potterの論文よりも早 くこれを発表す

ることができた｡｣20〉

｢.Ni払 ちょうど Sucksmithというスワンジー ･ユニバーシティの研究が,Nature

にNiの singlecrystalをやっているというのをちらと書いた｡こいつに負けち
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やあ大変だというので,タックッとやってす ぐ Natureへ送ったら,榛のが先だ

った｡｣Zl)

と語っているように,Niの時も鉄の場合と同じようにまず Natureに SEISIKAYAand

YOSIOMASIYAMA,ヰTheMagneticPro押rtiesofSingleCrystalsofNickelJ'という論

文を Nature迎 _(1927),951 (12月31日号)に掲載して,更にその論文の内容を発展さ

せながら,詳細に書いたものを翌1928年の棄北帝大理科報告に載せるのである｡尚,こち

らは1927年11月 5日に the general仙eetingoftheSocietyofElectricalEngine町 S

inTokioで読まれている｡その主要部分は§3で取り上げる｡一方, ～.Suckst■ithらの

研究は,N.SUCKSMIT]Ⅰ,fl.刀.POTTERandL.BROADHAY,一TheMagneticPro押rtiesofSin-

gleCrystalsofNickel/ Proc.Roy.Sa.,A.坐し (1928),471.として報告されている｡

この論文の受信は1927年 8月 9日である｡したがって実際の実額研究の完成はどちらが先

であったかわからないが,論文発表に関しては,明らかに茅の方が先であったのである｡

尚,N.Sucksmithらの論文の磁化曲線グラフは図 4である｡この試料の大きさは(100)面

が厚さ 0.041cm,半径 0.393cnの円板,(110)面は厚さ 0.041cm,半径 0.388C血の円板で

あり,更に反磁場の影響があるのでデータとしては完全なものでないとのコメントがなさ

れている｡図3及び§3の茅のデータと比較 してみると,鉄の場合と同じことが言える｡

図3でグラフの折れ点がはっきりわかるのに対 して,図4のグラフは単調増加のような曲

線を措く｡これでは結晶異方性を示したことにはならない｡

Field l'n Gauss

n4.6.
‥ Field J'n Gauss

h 7.

図4.～.SuckshithらによるNi単結晶の磁化曲線.叫.SUCKSMITH,H.a.POTTERand

L.BROADt的Y, T̀heMagJleticPropertiesofSin-gleCrystalsofNickel.'p478,479.

また,N.SucksJBithらの論文で着目しておきたいのは, 4考察'で1916年の本多-大久

保論文について参考文献としての引用があることである｡ここでは本多一大久保理論の欠
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点を指摘する｡つまり本多の考えでは, trigonal軸の垂直要素変動の清矢を説明できな

いというのである22)｡そしてその原因を次のように書 く (P480-481)｡

4この困難は, 2次元での扱いが原因でのみ生 じている.3次元でこの間題を考

察した時,trigorLal軸の対称性のために,この方向に沿って3次元が適応された

場合に,原子のすべてが磁気によって同等であるという条件の元で,磁化は外場

と一致しなければならない.I

ここで強調しておきたいのは,本多-大久保理論が2次元の理論だという満寮の存在で

ある｡これは後年,茅によっても指摘されることであり,本多一大久保理論が生き残れな

かった原因の一つである｡trigonal軸の垂直要素変動の消失は,茅にしても同様の美袋を

行っているのであるから,データとしては同じものを得ているにも関わらず,茅の方は現

象として結果を記述することに止まっている｡

鉄,ニッケルと2つの強磁性単結晶を成功させると,あと強磁性元妻で残るのはコバル

トである｡Co披,当時 470℃で結晶構造が変化することを増本音が発見していて,単結晶

を作るのは国難であると思われていた｡この,単結晶丑作過程と単結晶の行方については

茅自身にエピソー ドを語ってもらう方がいいだろう｡

｢これ (Ni単結晶の研究)が完成したあと,本多先生琴嬉しそうな声で, 4コ}<

ル トの結晶についてもやるといいわなあD といわれた.ところが,コJヾル トは高

温度では面心立方型で, 450℃ぐらいから下は六角萌密型に変わるという厄介な

代物であり,その直前に増本音氏によって指摘されたとおりなのである.どうし

て結晶を常温で作るかの見当がつかないのでハタと困った.

金属材料研究所には金属を溶かして試料を作るための室があって,そこを共用

していたが,そのときは,いま慶応大学名誉教授の武井武君がここにいて盛んに

試料を作っていた｡彼は私と同様に棄京高等工業学校出身である.そこで彼に私

の考えを話してみた.

まず高い温度で安定な面心立方型のコ†ヾル ト結晶を作り,これを下の方の尖端

から冷却して 450℃の変遷を通過させ,それをるつぼの上方まで及ぼすようにし

てはどうか,というのである.彼はそんなことでできるとはおもわないが,まあ

やってみることだなあと極めて冷淡に意見を述べた.

そこでニッケルの場合と同様に真空タンマン炉中で電解コバル トを港かして,

600℃ぐらいに冷却したときに炉を開いて,別のニクロム線の炉の中に入れ,下

の方から徐々に冷却してみるということにした.
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その第 1回のるつぼを出して中のコバル トを取り出してみると,ビカビカと光

っている表面に斜めに2ミリくらいの間隔を置いて綾が走っている.それを武井

君に見せて,この線と線の間のものは単結晶でなかろうかと聞いてみた.彼はそ

れを見て 4とんでもないDと否定してしまった.私自身も半信半疑であったが,

とにかくX線を通せるような薄い板を.作ってみようと,わざわざ金鋸で試料作り

をやり,X線写真を撮って現像してみたところ,何と六角型の見事な図が現れた.

乾 くひまもなく,それを持って武井君のところに行き 4どうだ,これを見てくれD

といったところ,武井君もよかった,よかったと大喜びして くれた.
■■

か くして(0001)ならびに(0101)面と平行な 7ミTJぐらいの直径,厚さ 0.5ミTJ

ぐらいの円板二つと 〔0001〕方向と 〔0101〕方向の四角な棒 (長さ20ミTJぐらい)

を作ってみJた.(0101)の円板を碇石に近づけたとこ･ろ,その円板がクルTJと回転

して磁石に吸い付 くのにびっくりして,これを本多先生の重に持参 してお目にか

けたところ 4おもしろいわなあIといって感嘆して下さった.つまり六角板の直

角軸方向が強い磁化容易軸であるということであった.｣23)

｢tYY :コバル トの単結晶は非常に珍 しいもので,先生がお作りになったものは

その後どこか-いってしまったようですが.

茅 :それが分からないんですよ.私が外国-行 く時に本多先生にみんな渡し

てしまったから.それから後で私もそれを借りてピッターフイギャ (domaiJlpat-

temのこと)をやりたいと思ったら,先生は旗の方もいるわなと言って貸さない

んです.みんな北海道で作ったんです.コバル トだけは大変だから作らなかった.

そうしたら Mckeehanというエール大学のマグネの研究者がいて,それが日本に

来たでしょう.その時先生が呉れちゃったんじゃないかというのが広板君と僕の

想像なんです.広板君も僕も知らないんですよ. C軸に沿った棒と, C軸を含ん

だ面の円盤と, C面ベースプレーンの円盤と三つあるはずなんですよ.どこにも

ないんですよ.ところが後で,ピッターフイギャをあの辺の連中がやっているん

ですよ,コバル トの.それを使ってやったんじゃないかというのが捷なんかの想

像なんです.

YYY :大塚泰一郎君がハーバー ドへ行って Bloembergen の所で強滋性共鳴を

やりましたね,コバル トの.もしかしたらそれもその片割れかもしれませんね.不

思議な綾ですね.もしそうだとすれば,どこか突き止めたらいいですね.震療地
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みたいにね.j 24)

Co単結晶の砿化の理論的考案は,本多一大久保理論と関連を持っていることから§3

で述べる｡

茅は,これら強磁性単結晶の磁性研究で理学博士の学位を受ける｡

北海道赴任を前提に ドイツに官学した茅は,1929年 (昭和 4年)から30年 (昭和 5年)

の始めまで,約 1年3ヵ月,ベルTJンの PhysikalischeTechnischeEZeichsanstaltで研

究生清を送る｡ここの Gu川lich教授に指導を受けるはずだったが,博士はすでに引退し

ていて,結局 Gun■lichのあとのシュタインハウス博士につくことになる｡そしてここに

いた茅と年令が近.かった KussnLannと SchanlOWと共同研究することになる｡

｢その時の研究題目はクッスマン,シャルノーと相談の結果 rチッ､ケル,マンガ

ン合金の強稔性.Jということになった｡シュタインハウス,クッスマγ,シャル

ノーは,当時ベルリン工科大学に教授をしていたベッカー教授の内部歪力と頑磁

力の関係を鉄 ･銅合金で実証して意気上っていた時で,その際何等かの拍手に手

かけたニッケル,マンガン合金に訳の判らぬ変な挙動があることを見付けていた

ので,これらを明らかにするのか目的だった｡ ｣ 25)

｢この合金はNiにhを加えるとそのキュTJ-温度が次第に下降し,10%h ぐらい

ではそれは常温以下になるとされるのに,20%Mnぐらいの合金でもなお常温で強

磁性を示すことがあり,非常に不思議に思われていた.

そこで,この合金を真空中で溶かして試料を作り,それを 1000℃ぐらいの高

温度から冷却して常温まで冷却し,その強磁性を封定しはじめた.

ところがこの研究所は検定要務があって,時々使用している熱電対をその方へ

回すことがある.ある土曜日のこと,私どもが実験途中のこの熱電対が必要だか

ら目下使用中にもかかわらず返してくれとのこととなった.Kuss鮎nnと私は大い

に困って,その熱電対を返してしまい,電気炉は次の月曜日まで,.400℃付近に止

めておいた.この材料を室温に冷却してその磁気を封定したところ,これは22%

Mnの材料だったが,その飽和磁気がNiの倍 ぐらいになっていたのでびっくり仰天

してしまった.そこで二人は,これはNiの格子の中のhが規則的に配列したもの,

すなわち規則格子の生成によるものと判噺した.しかしⅩ線分析によってNi3h

という規則格子を確認することはできなかった.JZA)

結局,Ni一軸系合金の磁気的相図を完成させ,この研究成果をまとめる｡当時, order
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-disorderというのは,X線解析の方法によってはっきりしていたものは金 ･窮合金27〉

しかなかったようである｡また order-disorderでCurie点が大きく変化するというのは

この時が初めてであったため,海外では注目を集めたらしい｡戦後,1955年に茅が日本学

術会議の学術視察団団長として訪ソした際,レニングラードの物理工学研究所で rお前は

茅-Kussnamnの茅か｣ という質問を受け, ｢そうだ｣と答えたところ尊敬を集めたことか

ら,自分たちの当時の実漠の評価を再認識している｡

帰朝後.茅比北海道帝国大学へ勤める｡ここでは大きな仕事を2つする｡ lつには鉄単

結晶の実襲研究をより完全なものとすること (この時同時にImnの法q̂ (茅の法則)杏

発見している),そしてもうlつは per職alloy問題の研究である｡

鉄単結晶はより細 く長い棒として結晶を作れば,それだけ反磁場の彰昔が少なくなる｡

そこで茅は高木秀夫とともに金属材料研究所時代よりも大きな単結晶を使って,異方性と

磁歪の研究を完成させる｡この時作丑した単結晶は,両方とも茅自身の記述であるのだが

｢最も長いものは40q (直径 2cn)程度｣28),あるいは r最長 500ミTj,太さ 1ミ7)ぐ

らいの針金状｣29) という大きさだったらしい｡ただし,論文 (文献007,Oil)中に実演デ

ータとして使われているものの最大は標本番号19(長さ 30.57cl , 直径 1.9651■)である｡

Imnの法則というのは,方向余弦 1,m,n方向の棒の磁化の初期値 It机 飽和磁化

の値 Isを使って表せるというものである｡すなわち,

It- Is/､(1+m+A)

である｡茅はこれを1933年の論文 (文献00℃に発表 している｡宮原将平はこの ｢1mn

の法則｣ の重要性を強調する30I のであるが,これは.つまり磁区 (今日的な ｢強磁性体

においてCurie温度以下でその温度における自発磁化を持っている区域｣ という意味にお

いての磁区)の概念を持ち込んでいるためである｡本多スクールにはまだ;このような考

え方はなかった｡それは論文において磁歪の表現の仕方の違いとなって現れる｡たとえば

茅の論文では磁歪はⅠ-61/1曲線として書かれるのか,本多スクールではH-61/l曲

線となるのである｡茅自身の論文だけをとっても,金属材料研究所時代はH-61/l曲線

であり,北海道帝国大学では Ⅰ-♂l/1曲線となる｡これは茅が本多の影管下から脱却し

た明確な証拠の一つと考えられことから,宮原の指摘は重要なものである｡

今日的な意味での磁区と碇化過程を結びつけて考える茅が,磁区構造の研究に進むのは

自然である｡そして確かに茅は磁区構造を直接見ようと試み,それに関する論文3つ く文

献 008,009,010)杏, Zeit.Phys.に載せているが,戎念ながら電解研磨の方法を用いな

かったため,矢数に終わっている｡尚,鉄単結晶に関する研究は論文 (文就007,011)の他
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に,高木秀夫が単名で,論文 (文献011)と同じ内容のことを,丸善株式会社 学術研究全

編 r物理学講演集 (2)J (1942)中, ｢Ⅱ.金属物理.2.強磁性休の磁歪現象｣の

前半部分 (PIO5-117)で,苛告31)している｡

強磁性単結晶の磁気的研究と同様,茅の行った研究のうち最も重要であるもの机 この

北海道帝国大学時代の 押m lloy問題の研究である.1938年に北海道帝国大学紀要に発表

された論文 (文献012), ●Die払erstmkturbildungiAdenNickel=EisenLegiertJngen

unddasPermalloyproble轟.I(1938)は,茅の回想によるとKusshannによって Metalkunde

に再録されたらしい (これは確認していない)｡ また.前出の R.BeckertJnd～.Ⅰ施ring著

FeTTOPLagnetismus.に比詳しく紹介されている (P413-416)｡更に岩波書店の r｢科学｣

50巻記念増刊号 論文にみる日本の科学50年J(1980)にも取り上げられている(P21)重要

な論文である｡

per鴨alloy問題を茅の言葉で説明すると次のようになる｡

｢･･････1930年ごろ強磁性休の中でわからない問題の一つに)i-マロイ間男という

のかあった.これはパーマ占イというニッケルに鉄を21_5%加えた合金で, 600

℃から速 く冷却すると初透磁率が 10000を越える高い値になり,通信用のケーブ

ルのインダクタンスを高めるものとして使用されている.この試料がないと,蘇

底電線を用いて信号を送ると,その形が崩れた形となって到達するので,無線通

信に比べて非常に劣ったことになる.

このJl'-マロイはベル電話会社の Arnoldと EleJPenの二人によって発見され

たもので,なぜ 600℃から急冷しなければならないかという問題を,当時われわ

れはパーマロイプロブレムと呼んでいた.そしてしばらくはその原因は謎とされ

ていた.｣32)

これに関 しては OttoDahl(後のベルリン工大学長)の論文331 もヒントとなったし,

何よりドイツで Ni3Hnの強磁性を格子の order-disorderと判断していた茅が, 騨∋nl-

alloy問題も同様ではないかと考えるのは自然である｡実額は,当時自動濁定の捜嬢がな

かったので大変であった｡その時の思い出を次のように振り返っている｡

r･･････この合金は,その中で鉄とニッケルの原子配列変えが行われるものなので

あろう｡配列変えを起こさないように急冷するのではないか,という見当を立て

ました｡ところが,私が前に研究していた仙台の研究所に味,この考えとは大変

に意見が違っていました｡ことに本多先生は全然そのような考えではなかったの

です｡そこで私の考えを証明するために比熱の軸足をやったのです｡
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常温から 700℃くらいまで温度を上げながら連続的に比熱の温度変化を封定し

ます｡これはなかなか忙 しい実漠で朝から晩までかかるのです｡ですから,朝,

女房に細長いおにぎりを作ってもらって,望遠鏡をのぞきながら食べられるよう

にしました｡その潮定をしているときに, 400℃から 500℃近 くの間に - そこ

は私どもが一番問題にしていたところですが - ,非常に大きな比熱の増加があ

ることを見つけました｡私が研究生清をしていたうちで一番感激したのはその瞬

間だったと思います｡

その研究を一生懸命につづけました｡規則格子というのCも ある特定の温度で

出来るものです｡それが 490℃ということがわかりましたので, 490℃に保って

おいて,1時間おきとか2時間おきに来ては塩草をたしかめ電気抵抗を滞る｡よ

る ･夜中も来なくてはいけないので,夜中にやってきて謝りますと抵抗がどんど

んと下っている｡それが,じつ比一段で下るのではなくて,二段に下るのだとい

うことも見つかりました｡最近は,なぜ二段に下るのかという理論まで出来るよ

うになりました｡ ｣34〉

このように,仙台 ･東北希国大学とは違った考えで研究を始め,妾損を上げていったこ

とは,茅と茅の弟子たちが,本多スクールとは別に茅スクールというものを形づくり始め

たことである｡茅誠司にとって,北海道帝国大学時代は,最も充実した研究期間であり,

また髄筆 (文献107,108)などから推案 35)するに,学生との触れ合いも密な充実した時で

あった｡

§2-2.茅誠司の恩恵

茅誠司の生産を見渡すと,その思想形成に影響を与えたと思われるもの%,特にいくつ

か上げることが出来る｡キTJス ト教,本多光太艶 Heisenbergの著作 Dieぬttlrbild

derheutigenPhysik,195638)などがそれである｡キ')ス ト教について払 文献302半

滞朔一郎 r巨木 ･茅さんj中に ｢十字空を背負う者｣ (P156-161)として触れてある｡半

啓は茅の随筆 ｢科学技術研究と自閉症｣ を取り上げて,茅も身内に自閉症者を持つという

十字禁を背負う人間であるが故, r平常心を保って｣ r誰にもにこやかに,おだやかに対

する｣のであろうと推測している｡これに関しては,茅がキリス ト者であるということの

みに留意しておく｡それは多 くの日本人が持つ,神仏混在の唆味な宗教故とは違うものを

茅が持っている可能性があるということである｡このことは後に述べる包括的なものの見

方の中で,茅が宗教の役割について述べるところがあるため注意 しておきたい｡キリス ト
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教に関して,あとは半帝の見解を鵜のみにしておこう｡本多光太郎の影響について考えよ

うとすれば,まず本多がいかなる人物であったかということから考案 しなければならない｡

しかしここでそれにまで触れることは困難であるので,本多の影響8;ついて一言触れてあ

る文献 312｢茅誠司｣ (r中央公論J青地点)から抜粋しておく｡

｢茅は金属の研究のうえで本多の学問をついだが､そのはかにも､政治家 くさく

ない政治力､研究法や処世法､野人的な言動などは､本多に学んだと思われるも

のはすくなくない｡そういう意味でも､茅は本多の嫡出の弟子である｡ ｣ 37)

茅か後年,講演や随筆でしばしば引用するのが はeisenhergの著作 DieNaturbildder

heutigenPhysik,1956である｡この境で払 この著作を中心に茅誠司の恩恵について考t

寮する｡

東京大学学長や中央教育書誌全委員などを歴任した茅は,青少年間患,教育問題などに

も熱心であった｡60年安保時の r茅声明J 38) や立原正秋との対談391 にもその辺りは潰

える｡ しかし ｢悪法も法なり｣ という考え方■○) で,常識的な意見を述べることは,革新

的な人々の●一部にCも 受け入れられない｡茅は,まず現実という枠を把握して,それを決

めてしまうとその枠の中で精力的な実務家として行動す'Bのである.このような患度払

一方では ｢行動的な科学行政官｣ ■1〉 もっと世俗的に言えば ｢予算取りの名人｣ ●2I と辞

されることになり,一方で, r権力に対する社抗感がない｣ ●3) と言われたり,安保の時

には ｢あなたは国家権力を背景としてわれわれを弾圧する144)と学生に決めつけられた

りもする結果になった｡

そうした中で茅が科学者として,教育者としてよく話題に上げるの払 科学我術と人間

との関係である｡茅はここで Heisent把rgの著作に関連させて話をすることが多い45).

その 汀eisentnrgは著作の中で荘子を引用する｡茅もこの部分をそのまま使うのだれ そ

れは水汲みのために桶を持って泉へと登り降りする老人に,つるペ井戸という道具を教え

た時の話である｡老人は教えに感謝するどころか怒りを表し,ついには切実いなからこう

言うのだ｡

｢わしはわしの先生のおっしゃるのを聞いたことがある｡人が披横を使えば人は

自分のすべての仕事を機械的に片付ける｡自分の仕事を膿接的に片付ける人は横

様の心を持つようになる｡人が概接の心を陶に持っておれば､その人から素朴さ

が失われる｡毒朴さを失った人は､その精神の制御が不安定になる｡精神の制御

の不安定は本当の思慮分別とは粛和しないものである｡つるべ井戸をわしが知ら

なかったことを恥じるよりも､わしはそれを使うことを恥ずかしいと思う｡ ｣ 44)
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Ileisenbergは急速に発展する機械文明に埋没してしまう人間の危機的状況との関連か

ら,この話の中に真理を見る｡そしてかつては自然対人間であった世界租も,技術の発達

によって人間対人間-と変化してしまったという｡自然科学においても不確定性原理によ

って,その ｢探究の対象はもはや自然ではなく,人間の質問にかけられた自然｣ となるこ

とを指摘する｡

このような EIeisenhergの人間対人間という世界観を,茅は東西対立や南北対立に敢行

する｡そしてこうした世界的な視野から,平和共存-の道を考えるのである｡

また機械文明での人間性喪失の問題について,世間一般でよく語られるように, r跨い

専門と広い教養を｣川 という話を茅もするのだれ 更にその教養についての考え方を茅

は進ませている｡

｢･･････一般教養を持つためには,哲学も,経済も,政治も知らな●くちゃいけない

けれども,要はただそれだけでいいだろうかという問題であり壷す｡

それだけでは,ほんとうに私の今まで言ったような人間性というものを失わな

いことができるであろうかといいますと,私はノーと答えざるを得ない｡じゃあ,

そんなにだめなもんなら,大学へ行って一浪教養なんてやらなくていい｡しめた,

と皆さんお考えになるかもしれませんけれど,それはやらなくちゃいけない｡そ

れは必要ではある｡けれどもそれだけでは十分ではない｡英語でいいますと,ネ

セサ7)一 ･バット･ナット･サフイシイエント そういうわけです｡必要ではあ

るけれども,それだけでは十分ではない,何か別のものがそれにはいって､それ

らの教養的な良識をさらにつなぎ合わせるものがなければ,私が申したようなも

のは出てこない｡それはあるいは,宗教であるかもしれないと私は思います｡あ

えて宗教であるとは申さない｡しかし現代の教育というものは,そういうものを

探し求めている現実であるということ,そしてそれは成功してないんだ,という

ことも 私は皆さんに,まず申し上げておきたいと思うのであります.｣… )

諾細目としての学問を一つ上の原理によって旋合すること,その上部原理を茅は ｢宗教

であるかもしれない｣ というのである｡これは茅がキリス ト者であることから,自然に出

てきた言葉と考えることが出来る｡神というのは個人の知識を超えたところにある上部原

理の一つであると考えることが出来るからだ｡しかし r宗教｣ もしくは r宗教であるかも

しれない｣ ものは,教育の中で拝してはいるが,未だに発見に成功していないと続ける｡

この発言は現代にも十分通用するものである｡科学の世界では要素還元主義の限界を認

識し,そこからの脱出を図るために近年様々な動き川 がある｡新しい方法論を模索する
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ために,専門を超えた学問間の交汝が唱えられている｡

こうした意味から茅の1985年からの新しい仕事であった ｢操の文明学会会長｣ は,地球

的 レベルでものを見る必要があるのだから,哲学的には上部原理の模索に繋がるものかも

しれない｡

上部原理による良識の統合が人間性喪失の回復に貫がるとすれば,逆に下部の諾細目を

考えていくとどうなるであろう｡その辿り着 くところが茅の場合,1963年 3月28日の東京

大学卒業式での告辞が契銭となった,所謂 r小さな親切｣なのではあるまいか｡ ｢小さな

親切｣によって個々人のレベルから規律や愛情の芽を育てることで,それが日本社会全休

や世界へと拡大していくことによって,大きな対立の解消にまで発展が可能となる｡この

｢小さな乱切運動｣ は頚在も多 くの人によって継続されている｡

このように茅誠司は常に全体を考えながら,自分をあらゆる階層に置き,そこでものご

とを見つめることの出来る,行動人であった｡このアナロジーから物理学者としての茅を

見た噂どのようなことがいえるか,それはS5に譲る｡

§3.Weiss理論の受容過程

S3-1.受容以前

S3-1-1.強磁性単結晶の磁化理論 (本多一大久保理論)

東北帝国大学金属材料研究所時代の強磁性に対する茅の理論的基重法,完全に本多一大

久保理論にあった｡このことは,言い換えれば,河音信坪が指摘50〉するように,本多一

大久保理論の正当性を裏付けるために各種の美袋がなされたということである｡この項で

は,茅の強磁性単結晶磁化に関する論文の理論的説明の部分に重点を置いて読みながら.

本多一大久保論文も同時に眺めていく｡

ドイツ官学以前に棄北帝国大学理科報告に掲載された論文は全部で5つある机 そのう

ちのFe単結晶の磁化とCo単結晶の碇化に関する論文 (文献001,005)には,磁化理論とい

う項目があり,行われた実演に対する理論的説明がなされている｡

第 1の論文 K6TAR̂oHONDAandSEIJIXAYA/OntheHagnetisationofSingleCrys-

talsoflronJ (1926)tも 茅が作製 したFe単結晶の磁化についての論文である｡一通り

項目を紹介しておくと,

4§1.序論.I

AS2.Fe単結晶の作丑.8

4§3.単結晶の主軸の決定.'
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4§4.単結晶のFe棒の碇イヒ '

4§5.単結晶の措円体の磁化.'

456.主軸方向の碇化.)

4§7.楕円体の異なった方向の磁化.'

458.強磁性結晶a)磁化理論.I

というものである｡ここで,S2で書いたように,このFe単結晶破化の研究は Nature

にも発表 (1926)されているが,この論文の ■S4'までは Natureに掲載されたものと

ほぼ同じ内容である｡ ■§5D以降が新しい研究鹿果となる｡この中で今,最も興味ある

のは 4§8-の磁化理論の項目であるが,広 く認められている磁化曲線のデータを提出し

たのかこの論文であるから,その辺りにも注目しながら,轟初から辿っていこう｡

まず, S̀l.序論.'の冒頭において,強磁性結晶の破化の研究を行ってきた人の名前

を列挙した後.次のように記 している｡

4彼らの研究*は結晶の磁化に関して多 くの重要な結果を与えた｡このこと吐,

10年前に大久保準三救援とこの論文の著者の一人 (本多先太価のこと)によって

提出された結晶磁化理論の結論を全般に確認することとなった.I*印,括鑑は

引用者｡ (*)P.Neiss,8uittner,NeissalldXunz.K.BKkerらの仕事をさす｡

ここでまず,本多一大久保理論の実用性を説いている｡

次に,Fe単結晶作妻の歴史を簡単に眺める｡ここに書かれていることの詳細をS2で記

したことになるので,茅らの論文を翻訳するのではなく,要約しておこう｡

今までの GoldschIIidtの方法では1つの方向について, 1-2㌢以上の大きさのものを

作るのは不可能であった机 アルミニウムの単結晶を作丑 した Car叩rLterの方法を使うこ

とによって,1924年にC.A.EdNardと L.8.Pfeilの両教授は, tlargecrystalsofiron'

を得た｡ しかし,まだこの時は特定の結晶軸に対しての研究はなされていなかった｡その

後,N.L_Hebsterは特定の結晶軸を持つディスクを作蓋し,それの碇化と磁歪について研

究している｡また,W.Gerlachは電解鉄から小さいFe単結晶を作り,:号の破化曲線を靖定

している,という内容が書かれている｡

4S2'では単結晶の作丑方法, S̀3'七はX線解析によって結晶軸を決定したこと

が書いてある｡ Ⅹ線束折は得 られた試料から 0.3霊■の音さのプレー トを切り取って行って

いる｡

4§4'では得られた単結晶を使って実際の朝定を行う｡ここでは,

4上記の方法によって,一方向においては10亡■を越える程の大きな結晶を作るこ
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とは,それほど困難ではなかった. しかし方向が気鐘であるので,主要軸の一つ

と正確に一致するような長い棒を得るのは非常に困難である. I

として,実際の増定に軋 まず68.1×2.4×1.81雷■3 の大きさの結晶を使用し,正方軸

に対する角度を0-21●10',i-70●101と明記する｡図5はその磁化曲鰻のグラフと

履歴損失一結晶漫曲線である｡

J〇〇 ･ 三〇〇 ? ◆曲 ■○ ●〇 〇〇 P 暮○○

図5.Fe単結晶の老化曲線とflysteresisloss-VainnuJtnrCirve.

文献001,P726,728より抜粋.

4551以降が Natureで触れられた 新̀しい興味ある事実Iである｡つまりN.L.Neb-

sterがやったように,特定の面,それぞれ(100),(110),(111)に対する特定の軸方向の

磁 化 曲線を描く｡ ts5'で東嶺方法を説明し, 436-で 結 果 を述べる｡ここでのデー

タ が 優 れ た もの と改 め られ た の で あ る｡ 磁 化 曲 線 グ ラ フ を 引 くが , i2で述べたように,

N ｡L.Ne bs ter や N.Gerlach の デ ー タ と比 較 して み る と , 茅 らのデータが結晶破気異方性

を 捉 え て い る こ とが わ か る｡

(辛)ここで Nと N'は偏平な措円休の反磁係数. N'が実際には使われた. N'は

長い棒と措円体の両方が飽和に達する時,外場が等しくなるようにして得られた.
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FTg.S.血 ?clindoACurveillP血 c(l00).

○ ガ ト ー 一 ･■dO I- - 000 - - Sd IOOO G竺竺 二

F短.6. MignC血 miELCtlrVCillPhELe(Zl01

88o I8(p G JLALJ-カ0 480 血中 ●〇〇･･.- b S40 300 lOOO ,tJ三･_･中11

第6図.試料の DataTableとFe単結晶の磁化曲線.文献001,FT30.736,737より抜粋SA)

As7.措円体の異なった方向の磁化.'-と論文は続 く｡一ここでは (100)面, (110)

面, (111)面の磁化の強さの垂直妻妾と平行要童の周期性について論じている｡また他に

も措円面の異なった方向に磁場をかけ,その時のせ化の方向の振れがどうなるか,また,

各面に対する碇化の強さの分布などのデータがあるが省略 して,今最も興味ある 4S8'

-移る｡

Qs8.強磁性結晶の磁化理論.

純鉄の単結晶において得られた今までのところの数的結果は,大久保準三教授
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

と著者の一人 (本多光太郎)によって10年前に提出された強磁性結晶の老化の分

子理論によって説明することが出来る.磁化の二つの妻妾の変化の周期性*杜.

(100)面内では90●, (110)面内では 180●, そして (111)面内では60'である.

この事実は,これらの面の空間格子の形から説明される.そしてその格子の形は,

各々四角形,長方形,正三角形である.I

(*｢二つの要妻｣とは57で述べたもの)

このように冒頭に掲げると, (100)面に対する iとhを導く式日と(2)が書かれている｡

今後本多一大久保論文の式番号には頭文字 (HO-)を付けるが,茅の論文の(1)と(2)式法,本

多一大久保論文の 印0-15)と(H0-16)と全 く同じものである｡今,本多一大久保論文を実

際に見た方が破化理論の成り立ちか判り易いと思われるので,日を本多一大久保論文に移

してみる｡

(nOl15)と(H0-16)が出てくるのは ｢7.マグネタイ トの磁化｣ (本多一大久保論文

p181-193)の項である｡マグネタイトは立方格子をもっている｡そして,

4磁化の計算は,この場合比較的簡単である｡Ⅹ軸,y軸として空間格子の二辺

をとる.x,y軸の正負の方向にある2組と, Xy平面に垂直な方向の1組.こ

のすべての磁石の1/6の2つのペアを考えれば,これらの トータルの効果はゼ

ロである.しかしながら計算のために次のことを仮定しよう.外場の方向に垂直

な磁軸をもっている組はXy平面の上で倒れる.もし,Ⅹ軸とαの角度をなして

外場がかかれば,磁化の強さは次によって与えられる.

･L王÷ト st- ･)･cos(TL-… Z)十COS(普-d-B･)

十-S(普- 叫 十2'･S(普-叫 ......(H｡_19

二品d… 卜 叫 鴫 )･Sih(州 十叫 8･一小 2叫

ここでαとβの関係は次によって与えられる.

LZ浩 二洗 : cos(dtも)
三並 豊里L -_出 盛 ･.......(HO_16)S2'

かS(恥-i) wSOr

計算の中ではCが塩界健を越えて,蛍石の急速な回章云があることを考慮しな

ければならない.お

これは6つの磁石 (本多の言葉で言えば r複素体Jele舵ntaryC叩 lex)が図7のよう

にあり,外場Hがかかった時,各々の複嘉休の回転する角度を e I,02,0 3,0一.85 とし

て,磁化の強さ iを求めたものである｡ただし,ここでの iというの法, r相当磁気の強
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さくJZeducedintensityofrLagnetization)Jである｡これは飽和磁化 Ⅰ ｡,磁化の強さⅠ

とすると次のようである｡

I
i--て

今, (H0-15)ち(HO116)

が出てくる背景を説明して

おいた方がよいであろう｡

本多一大久保理論によれば

,外堀によって磁化された

H(1.7.0才

図7.外場Hをかけた時のelehentaryC叩 lexの配置

状患というのは,外場によ

って分子磁石がその方向-傾こうとする力と,複董体内に並んだ分子砥石の相互作用が釣

り合った状態である｡

a Y 叫8

′.､､′Jdへ.′
ーヽ′
X
____上ゝ

図8.外場がかかった時の

分子磁石の釣り合い.

(本多一大久保論文

P158.Fig.2に相当)

磁極め大きさm,長さ2rを持つ一つの分子磁石

をXy平面に置 く｡外堀がない時,分子磁石はy軸

方向を向いているとする｡そして角度αをもって外

場がかかった時に,分子磁石はβだけ傾 く｡外場か

かかった時の傾ける力,F(♂)のⅩ成分, y成分

をそれぞれX,Yとする｡この時Ⅹ方向, y方向の

釣り合いの条件は次のようである｡

･Ⅹ方向 mH cos(7r/2-α)-mrsine十Ⅹ

･y方向 mH sin(n/2-α)-mrcose+Y

上式に cosO,下式に sinOをかけて辺々引くと

次のような釣り合いの条件が出て くる｡

mH sin(α-0)--Y sine+Ⅹ cosO

…F(e) ･･････(ら

F(a)は,磁極の大きさm,分子磁石の長さ2r,-ぉよび磁石の傾いた角度 Cから算

出する｡このF(a),つまり複嘉体に磁場がかかった状恵での複素体内にある分子磁石

間の相互作用を,電磁気学的に考えるa)が本多一大久保論文である｡

今,F(0)を求めるために本多一大久保論文では次のような仮定をおく｡平方格子,

つまり2次元において分子磁石を図9のように配列する｡ここに外堀Hがかかってβだけ

各分子磁石が傾いている｡この時の,一つの分子礎石に作用する力法主として周囲にある
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8つの分子磁石によるものである｡その他は距憩が練れているので無視出来る｡つまり16

個の磁極が中央の分子磁石に作用する｡そのうちの8個は位置の対称性から打ち消し合い,

焦りの8佃にクーロンの法則を適応させてF(0)を算出すると以下の式になる .

RC)-一芸

旦事

二⊥｢
L･ -'-sin3-

L(1十kつす く1-p

k coヨβ
.1

(i+k2)i (1-㌔

T(l一声 続 稿 C品巧

.1
+p血 c)7-(1･一女_,iha)雪

A
三_二

刀

刀 ;

一?･:〟
.

JTt･.:.･:7:.:::i･

一

JV

E

Fl'富.Ⅰ･■′I.a
レ
iJE'

/!/言.･7{

A- cose_ 東ne

(I+2k7)了 ElTg-.(coSe+血 e)つi
3

-〔1-q(cosa+sine)lf

k coSe+Sine r..一-I_I (1+2kl)す 〔t一gJ(cose一血

-【1-g'(cose一血C)]て
但 し,

図9. r複素体J (elementarycohplex)

本多一大久保論文 P156より抜粋.

1

+qico80+sine)]T

‡.

3
+q(coョ0-sine)lT

-q:(cos空 t]･
2.Li 2L･

A-且, p-正 否 ･ q-昔話 ･r

a'r･ o<p'1, 0<q<号

p,q が1より小であるから,上式を乗量に展開することが出来,その結果.次のよう

になるという｡

E3)-撃 ･,% 75iPd-ei

.1
(1+2丘りす

~盲_TL

+

Sl'25l'22
圭+阜q=Z+且il

911r p'
3

4(i+kつi

.I
(1+2kqT

嘉+諾 十号器 +- )

)

I
●●●●+

lb1
7-L:

島十‡需 十････)

-(か ‡誓書･････)j
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4kが2よりも大きい時,F(0)曲線の形は sin40に非常に近くなる- (本多一大

久保論文 P161)から,第 1近似では,

F(a)∝ Am sin40 , A=定数.･･････⑳

である｡sin48の周期は7(/2である｡

次に複素休の碇化 Ⅰ払 複童体内にある分子磁石の数をnとすれば,

Ⅰ-2rnm cos(α-e)_

飽和磁化 Ⅰ｡比 , 2rnmだから上式は,

Ⅰ- Ⅰ｡ cos(α-♂).

故に,相当磁気の強さiを使えば, iは次のようになる｡

i==cos(α-0). ･･････⑳

但し条件として,β≦αである｡

この@を,立方格子を持っているマグネタイトの6方向の分子磁石に適応させたのか,

印0-15)である｡

また,①と②から1つ lつの分子磁石の釣り合いの条件を考えることが出来る｡例えば

x軸方向の分子磁石の釣り合いは,

･mH sin(α-Ol)-Am sin401.

･且 -紙 1--A

･mHcost花/2-(α+02)i-Am sin402.

∴ か 豊 吉 ‰ ･

図10.ヱ軸方向から見た図7.

同様のことをy軸. Z軸の分子磁石について考え,汁/A-h (hは r相当破堤 Reduced

fieldJ)とすると,関係 (flo-16)が出てくる｡

つまり (H0-15)及び (H0-16)の関係があり,且つαとhが与えられたとする｡その時に

は, (HO116)からO 1,02.03,0 一,e S のそれぞれが求められ,これらが判れば (H0-15)

よりiの債が判る｡以上が本多一大久保の磁化過程理論の概要である｡

ここで本多一茅論文の§8に戻る｡ (H0-15), (H0-16)の式を(1),(2)として並べた後.

α-0として (i,h)曲線を書いている｡これは本多一大久保論文のP184,Fig.12.に

と同じ図である｡磁化過程は理論的には, a一一b-･C- d- e となるはずである｡段階

別に追ってみると,

1.0- a :磁場が増すにつれて角度OIとC 3 を作る分子堆石が徐々に磁場方向に
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

動き構っていく｡

2.a- b:角度 05を作る分子破石にとっての臨界値を越え,急激に回転し,音場

方向に構う｡

3. b- C:角度 02と8■の分子磁石とも動 くには到らず,破化は増加しない.

0 2 4 0

図11.本多一大久保理論に

よる磁化過程.文献001,

P750より抜粋.

4. C- d:角度02と0.を作る分子磁石にと

っての塩界値を適え,急激に回転し

磁場方向に掩う｡

5.d- e:すべての分子碇石の向きが碇場方向

に構った,飽和した状恵である｡

となるわけである｡･しかし実際は熟的浸乱があるため,

破線で示してある a- b一一 d一一 d一一e のように

変化する｡そしてこれが実演と一致すると結論づけてい

るのである｡

以上が 4S8.強磁性結晶の磁化理論.'の概要であ

る｡

あとは平行要真と垂直要素の理論値だが.これも熟的

珪乱を理由にして美袋値との一致を盗める｡また残稚

気,および履歴損失については次のように述べる｡

4理論的見地から考案すると,Fe結晶が主要軸

方向へ磁化され,その後,外壕が0-と減少

した時,磁化のすべて,あるいは大部分比 熱的混乱がないという条件の元では,

技官磁化として戎らなければならない.しかしながら実際の場合,戎智者化はは

とんどゼロか非常に小さい.この理論との矛盾は,次のように説明される.もし,

要妻砥石のすべて,あるい法ほとんどが同じ方向に向いていたならば,外壕がゼ

ロである時,砿化された物質の中で強い反磁力が点 く.この時,複妻体内の妻妾

磁石は,反磁力の作用によって回転振動を起こす.そのため,外場がなくなるや,

磁化は時間とともに急激に小さくなり,ついにはほとんど消えてしまう.

54ですでに指摘したことだが,托Feの単結晶の履歴損失は非常に小さい.し

かしそれは最初急激に増加し,単位休蕪当たりの結晶粒の増加にともなってゆっ

くりと,だが着実に増えていく.これらの事実から,履歴は主として結晶粒の境

界における分子磁石の不規則な分布によって起こると結論出来る.なぜなら境界
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領域で分子磁石の分布は不規則で,結晶粒の内部よりも,ある所は密で,ある場

所は粗 となっているからである.分子磁石が密な所はど磁化はより難しく,だが

外場が消えた後で,戎曾碇化は残り易い.結晶粒の数が多 くなると,臭の方に閉

じ込められた (境界面上にない)分子磁石の数が多 くなり,残留磁化,あるいは

履歴が増加する.'

上記の履歴に関する説明が,K.S.瀬が駐石として慶れた性質を持つ理由として使われ

ている｡これらのことは,本多一大久保論文中では説明されていないことである｡つまり

Fe単結晶の実験成果によって本多光太郎が新たに得た見識であったと思われる｡ここでの

結果は,後に本多の著書 君波講座 r物理学及び化学 宅性体に鰐する学乱 J (1931)

岩波書店 に多 く引用されている｡

あと,この論文で注目しておくことは,最後にJ<†マロイについても触れている箇所が

あることであろう｡

4dyrlamOmaChineに使われる Siliconsteelは小さな履歴損失を持つ｡そして履

歴の小ささ払 性質の比較に基づ く大きさによって説明される.シTJコンの直接

的な効果は,この場合ほとんど仮定しない｡同様の説明がパーマロイの高い育毛

率の場合に適応される.'

そして最後の一文は,

4今までのところ,著者たちによってこれまでに観潮された多 くの現象払 上記の

理論によって満足に説明されるFe単結晶の磁気的特性と%,関係づけた.I

こうして,この 40ntheHagnetisationofSingleCrytalsoflrot1.-では本多一大久

保論文の多 くの箇所力巧l用され,美袋データはそれによって説明されている｡

第2論文 文献002 (1926)でも 4Ⅱ.実漠結果の理論的解釈'として本多一大久保論

文を参照文献に同様の滋明を行っている｡

第 3,第 4論文 文献003,004(1928)はNi単結晶の論文である｡論文の構造はF戯 晶

の時と同様であるが,ここでは理論的考案は行っていない｡Ni単結晶の作丑方法の後.Fe

の時と同様の実襲データが記述される｡最も興味ある磁化曲線あグラフを見ておこう｡乱

これらの論文では,本多光太郎教授,更に実額のcourse-の感謝として Y.KLJZtI■eに謝辞

を送っている｡
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TABLE I.
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図12.試料の DataTableとNi単結晶の磁化曲線.文献003.托41,642,652より抜粋.

第5論文 SEIJIKAYA/OmtheぬgnetisationofSingleCrystalsofCobalt/(1928)

も今までの論文と展開は同じである｡そして 4S5.今までの結果の理論的考案.'で本

多一大久保理論によって,Co単結晶の磁化過程を説明している｡

この論文で,まず目につくのはCo単結晶の作丑方法を述べた後,Ⅹ線解析による単結晶

のラウエ斑点の写真が掲載されていることである｡以下にその写真と試料のデータ,及び

磁化曲線グラフを引いておく｡

F;g･t･huePhO-opphJin-co-h山 CryStLLL

･TL･rLll▼I-th (○中りpJAJk 3:･nTJ▼Lo lhtrto叫 pJ.●■
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図13.Co単結晶に対する主要 Data.文献 005より抜粋. (ラウエ三鮭点:Pl160,試料の

DataTable:Pl160,磁化曲線:Pl172,1174.より抜粋.

4§5.今までの結果の理論的考案.'では冒頭で次のように言う｡

4co単結晶に対して得られた今までの結果払 12年前に本多光太臥 大久保準三両

教授によって提出された強磁性研究の磁化の分子理論 (附1∝ulartheory)の観

点から議論される. J'

Coは常温で hcp構造を取り,これはWeissが扱ったビロタイトと同じである｡よって,

本多一大久保論文において ■8.ビロタイトの磁化.I (P194-207)の表題で tこれはワ

イスに.よって扱われたケース' (P202-)として考案している部分と同じ議論を茅は展開

する｡

本多-大久保論文の 48.ビロタイトの磁化.- (P194-207)を少し見ておこう｡ビロ

タイトのような hcp溝造には複嘉体が二者類ある (下図は茅のCoの論文の Fig.10に当た

る)｡このうち,磁化容易軸が C面にある時は上を使い. C軸にある時は下を使う｡ビロ

タイトは前者なので上図を使うのであるが,本多一大久保論文では Fig.34.で議論をして
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

いる｡ビロタイトを扱う時に,このよう

な Fig.34.の形の複妻休を議論するのは

次のような理由からである (P203)｡

tビロタイトの場合,碇北面の

中に二つの磁化の特別な方向を

持っている.これら,磁化の容

易な軸と困難な隷というのは,

Weissによって発見された.こ

の特性は次の仮定によって簡単

に説明することが串来る.六方

空間格子の中の分子の壊れた配

置が原因で,異なった列の磁石

の間の相互作用払 同 じ列の碇

石の問の相互作用と比較して非

常に小さい.この場合,内部抵

抗力は (24)によって表される.I

図14.hcp構造を持つ結晶の複素体.

上:本多一大久保論文 P194.下:文献 005.Pl175. 茅の論文に戻ろう｡ Coは老化容易

右:本多一大久保論文 陀02. 軸がC軸で,しかも hcp構造の場合

複素体の分子磁石間の取薩は緩1に

対し棲 1.6であるため,相互作用を考える場合,問題になるのは綻列の一本だけになる｡

したがって本多一大久保論文の Fig.34と同じ議論をすればいい｡また,六方格子の底面

の分子磁石について披,Fe単結晶の時と同じように,塩化容易軸である [(X氾1]軸に対し

て,90●の角度を持っているとして議論を進めていく｡茅の表現によれば,

こ̀の理論にしたがうと,六方格子の底面を作っている六角形の六方向の一つに,

分子磁石のそれぞれは向いている_.これらはすべて [0001]軸に対して直角の方

向である.その結果, (1010)面では Fig.10.のように,これらの磁石は向いて

いると思われる.･･････'

茅の論文の Fig.10.に hcp構造を並べて措けば,下図のようになる｡
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図15.文献005.Fig.10.と hcp構造の関係.

これ以後,上述の本多-大久保論文と同じ議論で (H0-24)がそのまま適応され Feの噂

と同様の展開になる｡

--lr■■
F(R)-｣ヰ

Sin2g

言 7 l

･3 2 3!

タ ⊥ 22'.1'~ .1. .1
(け JEi.)雪(Ⅰヰ4bi')ち ((+9A-7空

2''⊥ 2Pn . 3〆n
.1I .1

(汁 ,ii･)音■(I+4k･)管 (け 9L-A)=

+......

.1l .1 _

･････i･)sin'8･:･･-･･･]･i

tvhere L･-+ I2-音 , 2,-轟 ･1,- 品 ･･･････････

ここで,右辺に新たに関数 f(0)を導入すると,

F(e)- (H0-24) - Bmf(0),B:定数. ･･････④

F(♂)は,1つの分子磁石が外場から受ける力に等しいから,次のように置ける｡

Bmf(0)-mH sin(α-0).･･････(9
滋化されていない状恵では,分子碇石の†と1か半分ずつあり,全体として宕化は0で

ある.外場がかかった時, †が回転する角度をO3, 1が回転する角度を0.とする｡

図16.外場がかかった時の分子磁石の振る舞い.
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

上図より,相当磁気の強さi払

Ⅰ/Ⅰ ｡ -i-1/2icos(α-ea ) + cos(好一α-e b ) I

-1/2tcos(α-0.)- cos(a+O B ) ) .･･････@

⑧を使って 1つ 1つの分子磁石の釣り合いを考える｡

･mH sin(α-3&)-Bmf(ea).

･mH sin(冗-α-eb)-Bmf(Ot.)

-mH sin(α+Ob).

ここでII/a-h (hは相当磁場 甘educed field)とすれば,次の関係が出てくる｡

昔 轟 親 王謡 ‰ ･ ･･････⑦

今,αとhが与えられたならば,0. とObが⑦から決まる｡ここで二つに場合わけを

して,磁化過程を考える｡

1.α-Oの暗 :@ ⇒ i-1/2(cosO. + cose b ) .

･ ? しこ親 鳥 恕 ･

この場合,外壕と反対方向を向いている分子磁石が,外場方向-回転する外殻場の

海界健を越えるまで,磁化は0で,海界健を越えた時,一斉に分子沓石が回転し,磁

化が飽和値に到達する｡

2.α-7(/2 の時 :⑥ -令 i-1/2(sinOa - sinO t. ) .

⑦ ⇒ 巨 悪 三 豊 ･

この場合,外場がかかったと同時に,分子磁石はすべて90'回転 し,急激に飽和碇

化値に到達する｡

これらの磁化過程をグラフにまとめたもりが,図17である｡､左図辻本多一大久保論丸

右図が茅論文にこそれぞれ掲載されているものである｡実線が理論値で,稜姐が実際の場

合である｡破線のようになるのは,両者とも 4熟環乱の効果'によるとしている｡

ここで注目したいのは,α-0の時の破線の書き方の違いである｡本多一大久保論文で

はWeissが行ったビロタイトのデータを図17の次に載せている｡これをみれば茅のような

破線の書き方をするべきであるが,実際に自分で美袋を行いデータを手にした茅と,理論

だけから実験値を憩侵した本多-大久保の違いが見える｡
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図17.hcp構造を持つ結晶の碇化曲線の比較.

本多一大久保論文 P205.(左図)と文献 005PllTT(右図)より抜粋.

図18.Weissによるビロタイトの磁化曲線

本多一大久保論文 Ⅷ5.より抜粋.

最後にこの論文でも本多光大部教授, Y.Kuzu舵 に謝辞を送っている｡

以上見てきたことから,茅誠司の棄北帝国大学金属材料研究所時代に行われた強磁性単

結晶実漠の理論的基塁払 本多一大久保理論にあり,また逆に,茅の美袋結果は本多-大

久保理論の実用性を京してもいるともいえるのである｡

§3-1-2.Weiss理論-の理解

Weissの分子磁場理論は1fX)7年に発表されており,東北帝国大学では本多先太序が先陣

を切って,これに対する批判を展開していた｡では,本多一大久保理論に強磁性単結晶磁
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

化過程の理論基左を持っていた茅誠司のWeissに対する理解,もしくは評価はどうであっ

たのだろうか｡ここでは当時の茅の磁性理論に対する全鼓的な見方を知る上での資料,秦

北帝国大学金属材料研究所発行 r金属の研究J文献101(Ap叩ndix3)を基に,茅の考え方

を探ってみる｡

r金属の研究Jというのは,金属材料研究所が ｢当研究所に於ける研究岩兼は直ちに之

に依て発表し先ず本邦で利用し得るやうに｣ と ｢主として本研究所及び新設工学部金属工

学科の研究報告を之に収め又広 く本邦各方面の金属に関する有要なる論文を掲載すると同

時に欧米に於ける新研究の抜粋其他苛も学者技術者の参考となるべき事項はすべて之を網

羅すること154) を目指したものである｡その中の ｢講義Jの境目で,茅誠司は ｢磁気と

其瑚定法｣をいくつか担当している｡その凍れを追ってみよう｡

1927年の r磁気と其潮定法 (I)｣(P157)で軋 まず ｢Ⅰ.磁性休の分類と其の簡単な

る理論｣ として,ここでは数式を用いず,定性的な話をする｡常滋性体,反磁性体,強者

性体について簡単にその性質を述べた後,それぞれ物質の例を上げる｡そして ｢簡単に是

等三種の磁性体の理論に裁て考え｣ ている｡反磁性の原因を LarTmrの Prec田SioJIで説

明し,常磁性に対しては LAngeVinの常磁性理論を引く.そしてtmgevinの青砥性理論の

正当性,あるいは逆に本多理論の正しさをいうために,

｢ランヂユ′ヾンの理論と本多博士の理論とは磁場の小なる時は全く一致した結

果となり共に常磁性は絶対温度に逆比例することとなる｡J

と述べる｡

強磁性理論に関しては,Weiss理論と本多理論の両方について記述する｡まずWeiss理

論は有名な理論であるとしながらも,それには不合理な点があることから書き始める｡

r強磁性体に関する理論で有名なるものはワイス (Weiss)の理論であるが橿

めて不合理なる点が多い｡ワイスは強磁性体の分子者石が空間格子に排列されて

ある時これ等の間に強大なる磁場が存在してをるものと考え是を分子碇場 (Ibト

ectllarfield)と名づけた｡この分子破場のために分子砥石は自ら碇化されこの

磁場の方向を向いてをるが､ある部分に於ける分子音場と他の部分に於けるそれ

とは方向を異にし､其の分布は雑多であって物質全体としては何等の碇性を示さ

ない｡外部磁場の作用によって初めて外部に対して磁性を示すこととなるのであ

る｡ワイスの理論から計算した分子磁場の値は極めて大なるものであってNi,Co

にあっては其の債十万ガウス以上である｡斬る大なる碇壕が存在する理由は解す

るに苦しむ所でローレンツの電子論より計算せる値と格段の相違がある｡又数ガ
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ウスの小磁場を外部より加えて強磁性体を破化 し得るの事実はこの小磁場によっ

て強大なる分子碇場の方向を変化せしめたものと解し得べく甚だ不可解なる点で

ある｡｣

Weiss理論に対する批判で,分子碇場の不合理な大きさというのは,長も-最的なもの

である｡ここでは本多光太部が批判する,Weiss理論が履歴現象に対する説明をしないこ

と,には言及されていない｡

強磁性理論のもう一つは本多理論である｡ここで述べているのは本多一大久保の磁化過

程理論ではなく,強磁性の本性に関するものである｡これは分子碇石の形状に関わるもの

である｡強磁性体においては分子砥石は丸く,熟茂乱の影響によっても回転運動を起こさ

ないため,磁化されやす く強磁性を示す｡本多のこの理論は鉄のA2変遷の本性の解明に

役立ったものである55) ｡ 茅もそれを認め,次のように記す｡

rA2点に於いて強磁性体が磁性を失ふのは高温になると分子碇石の形が変化しそ

の相互衝突によって回転運動を起し従って独禁の作用を生ずるに至るからである｡

AZ点に於ける変化は相の変化と異なり連続的であること及びA2点に於いて比

熱が増加しこれを過ぎて減少する事等はこの理論によって容易に説明することが

出来るのである｡｣

これ以降は,当時の茅の問題意識として興味あることが書かれているが,これについて

は§3-1-3で述べる｡

｢磁気と其謝定法 (Ⅰ)｣では定性的な議論に留まったが,1928年の ｢磁気と其封定法

(Ⅹ),(X I)｣では,数式を用いての説明をしている｡これ以降払 今日でも教科書に

書かれる内容である｡しかし,茅のWeiss理論-の理解を見るために,茅の表現にしたが

ってWeiss理論を追っていこう｡

｢Ⅴ端)強碇性体の磁気と温度の関係

一般に強者性体の磁気は温度の上昇と共に初めは徐々に終りは急劇に失はれ､

遂にある温度即ちA2点以上に於いては革碇性の性質を示すもの'tなる事はー磁

力計を述ぶるに当って記してをいた｡強破佳祐が温度の上昇によって常磁性に変

るの事実に対する理論には P.Neiss及び本多博士の説がある｡今簡単に是等の

説を培介しやう｡｣

この後 Langevinの,

M 一._1
V .IwtLo･一丁

･丁 一志 ㌔十 ☆ ㌔ ヰ

0.
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

a-碧 = 皆 ･･････は,

から始まり, ｢Weissは分子磁石の相互作用によってH■なる音場が存在するとも考JT

これを分子磁場と名付｣ けて,

Ht -H+H■-H+nM. ･･････(3)

とする｡

くlI,(2),(31より,

M a.RT:･･二･=二一J｣=コ亡========i
M｡~ JYtM.i

H-･･･-････叶)竹n｡
Jg.普 :A ヒ加 と,

M T a
~拓 三言 丁~

M｡トl--~二-~~
3R. ム

_･･･.tS)
A

罪 i9- 1田 ∴一一-一

図19.(1)と(5)の関係.文献101.r金属の研究.J五巻52貢より抜粋.

グラフは縦軸に M/M｡,横軸にaをとり,(i)と(5)式を示したものである.これも今日,

Weiss理論に関して行われる議論と同様である｡

自発磁気の概念も,Weiss理論では問題になる｡それに鞘しても茅は正確な捉え方をし

ている｡

-｢外部磁場Hの健か等なる時は(5)式によって

普-与÷ -･- く̀,

となり､ Ms/M.の値はOABC曲線とOA直線の交りA点によって与へられる (0点

が然らざることは安定の考案によって理解される)｡即ち外部磁場を加へずとも

A点に相当する磁気儀率 Msが存在することになる｡是をWeissは自発磁気

(Ai的antation spoTltan色e)と呼んでいる｡温度TがAより小なる間はOA直線は

OABC直線と交りA点は存在するが､T-△となれば直線は原点0にて曲線と相接

し､更にT>△となればA点は存在しない様になる｡

○●●●●●

･･････吾人の観潮する強破性体似飽和磁気と云ふのは分子磁石が捻て平行となつ

-155-



足助 尚志

た際に示すべき絶対的の飽和堵気とは意味を異にしている｡即ち前者は第舶国に

於けるA点によって示され､後者はOABC曲線の者達綾の高さに依って京されるの

である｡磁気曲線と云ふのは外部者場の増加に伴って自発磁気の方向が外部磁場

の方向に回転し従って其の方向の分磁気が増加 して来る有様を示した曲綾である

(勿論外部磁気を増すときはOA曲線は其の方向を保ちつつ08直線の方に移動 し磁

化を示し点はA点よりもB点側に動くから自発塩気を示す各部分部分の磁化放漫

分増す訳である｡この量は自発磁気の方向の回転による全塩気の増加に比して極

めて小である)｡

LL)0.aF'､こ':弓こ｢▲■▲千弓1..-1十 王 ＼ -◆■.'AL..

○.6OJ4●●- ヽ.ヽ∴JA.tL. -

1 . ､､卜､,症
l1●千 上ヽニト

､､dA_I

0.20 lxF-○ JV▲ G十′サ TZrI ､tt:I

ヽヽし
.:.l

0.2 0.4 0.8 0.8 1J)･

弟 90 田

図20.Weiss理論受容以前の自発磁気と

磁化関係.文献101.五巻53頁より抜粋.

●●●●●●

自発碇気,従って通常吾々の述べる飽

和磁気と温度の関係は(lIと(5)から得た

関係式

且 -_ ひtL 久一M｡
H
芯 …喜 子i十 ･I･'(767,】

によって示される｡･･････温度の上昇に

伴ふ自発磁気現象の有様%((76鎧 によっ

て図示すれば第90図点綾の様である｡｣

(図20.が対応する図である)

破線が理論値で,あと強破性単結晶の実襲デ

一夕がそれに被せて書いてある｡このグラフは

後に重要な意味を持つことになる｡§3-2-3.でWeiss理論を受容した投階の話にな

るが,同様のグラフがそこでも出てくるからだ｡

以上から判るように,茅誠司のWeiss理論-の理解は,今日から見ても正確なものであ

る｡しかし理論を正確に理解すること机 その理論を受容すること七はない｡茅はWeiss

理論への批判は ｢蔽気と其瀬定法 (I)｣と内容は同じであるが,実際の数値を上げるこ

とで説得力を増している｡

第90図においては,定性的一致は認める｡しかし ｢定量的に辻ある規q̂的な差異のある

こと｣ (P53- )を認める｡

｢T/A-1の付近に於いては両者はよく合っているが,T/A-0の付近にあ

っては一致しない｡実演にあってはT/A-1に於ける切線は横軸に平行に近い
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

がー理論にあっては tan~l(-1/3)なる角をなしている｡｣

規則的な差異ということ比 津読みすれば,Weiss理論には修正の余地があり,その修

正によって実演との定量的一致に持っていくことが可能であることを示唆しているような

印象も受ける｡しかし,Weiss理論の重大な欠点というのは,やはり巨大な分子磁場なの

である｡

｢以上Weissの説に於いて最も欠点とする所は分子磁場と云ふ強大なる磁場a)存在

する点である｡鉄､ニッケル及びコバル トに付いて是を計算すると常温に於いて

5.8×10も,7.6×108及びllxlOもガウスとなり､実に吾人の到底実現し得ざ

る様な強者場となるのである｡斬る強大なる碇壕を潜在せ しめているに拘らず強

磁性物体は僅々数ガウスの磁場によって容易に強く磁化せ しめられることはこの

説にとって深い痛手を与えるものと云はねばならない｡又理論的見地から見ても

分子磁場を与-る定数はローレンツ氏が電子論的.に計算した値 47F/3 に近かる

可さ等なるに拘らず鉄､ニッケル及びコJヾル トに対して各々 3.4×103 ,14×103 ,

3.6×103 の大なる数を与-なければならぬことになる｡｣

このように茅の批判払 本多のようにWeiss理論の理論的枠組みまでには及ばない｡つ

まり量的な国策を解決することが出来れば,Weiss理論に対する志度も違ってくる可能性

があるわけである｡しかしこの時代で払 破性理論に関して次のようにいうのか,茅には

一番自然であった｡

r本多博士及び大久保博士はユーイングの強磁性体のモデルを基礎として強者性結

晶体理論を発表された｡其の計算は頗る複雑であるから立に述べないが､Weiss

の説に於ける分子磁場の様な無理な仮定を置かずして実漠的事実とよく符号する

結果を得たのである｡ ｣

蛋3-1-3.金尾材料研究所時代の茅誠司の問題憲法

論文には現れない研究というものが実際には多くある｡この節で吐 主としてインタヴ

ェ-を資料として,当時茅誠司の持っていた問題意識を明らかにする｡

前節で r破気と其濁定法 (I)｣の最後の部分 (P158)を戎 しておいた｡ここでは砿気

の理論に相撲道.相転移の考えを入れなければならないということを書いている｡

｢前記の反磁性の理論に遭えば反毛性は原子固有の性質で温度と関係なく,又雷首

位は絶対温度に逆比例することとなるが､事実はこれと反する桝が橿めて多 く､

理論の不充分を物語ってをる｡磁気係数が相の変化と共に必ず急激なる変化をな
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すことは磁気の理論に相の棟造を入れねばならぬことを立証するものである｡｣

また磁区の移動を示す)<ルクハウゼン効果の研究をI韓分やったようである｡

96.氏:私は,仙台にいるとき,大学-行 く前,1925-26*頃,singlecrystalで

Jヾルクハウゼンeffectを一生禁令やった｡Jl'JLJクハウゼンというのは,砿

区ということを頭においているからやっているのです｡ただどんなかとい

うことが分かっていなかった｡破区はあるということは,それはもう想像

しているのです｡結果があれだけあうということで｡ただ自発磁気という

のを,われわれはWeissの考え方を非常に高く･･････｡結果があれだけあう

ということで｡ただ,自発塩気という･･････｡■agneticfieldなのかという

ことについては非常に疑問をもつわけですよ｡

97.▲Q :なるほど｡

98.冗:で,それが何だろうかという論文を 打eisentkrgが出したときは大変なシ

ョックだったわけですよ｡

99.Q:そこがかなり微妙で,､しかも今から考えてみると非常に面白い問題だとい

う気がするのですが｡

100.K･.非常に面白いですよ｡もう熟しきっているのです｡破区比何故できるのか

ということが｡強稔性体だけ磁区が起こって,他のものには何もないです

から｡それはもう大変に熟しきった,準備ができていた｡そこ-つまり喜

子力学の立場から, Heisenh3rgがはじめてあの論文を出した｡あの中に

私の名前がちょっと書いてある｡あの次かな｡ LaPet∝-Strictionの論文

があるんです｡だからHeisentcrgは私の名前をよく知っていましたよ｡私

は,勿論,磁区というものはある｡そして磁区というものがどうしてでき

るのかということが強磁性の本質,一番重要な閤恵だということも｡それ

はもう,バルクハウゼンeffect,一生悪命やったのだから.それは論文に

なっては出ていない｡私のは,まとまらないから｡

結局は随分やったのだ｡破区がどういう風になっているかということは,

′ヾルクハウゼンは磁区の変化だけをやったから分からなかったのだ｡つま

り,磁区というもの嘩 tLaPeticfieldを入れて生じるのではないこと払

手でこうやって,しかも non-thag- ,earthfieldを科しちゃった中で

やったって同じことがでてくる｡私は学生実漠にいつでも聞かした｡強碇

性というのはこういうものなんだ,中になにかあるんだと｡そういう美袋
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をやった｡

(K:茅,Q .･河宮)SA)

85.X:先生が '27年に r金属の研究Jにお書きになったもの, (｢磁気と其請定

法｣)の中に,相の棲造を取り入れなければならぬと｡

86.K:何の?

87.X三相,Phaseです｡ Pbaseの構造を取り入れなくてはならぬという具合に,

ほんの1行か2行ほどですけど｡

88.K:そうですかねえ｡

89.X:お書きになっているんです｡何か相が違うと,帯磁率なんかがうんと違う

と｡で,そんなこと一寸見たものですから,先生の Ni一Hn合金にしろ,

order-disorderの問題というの払 もう1927年にそれをお書きになるよ

うな頃に,もう く問題意識として持っていらした?)

90.K:order-disorderはね,金と鮪の問題は,我々は非常に重要視していたん

ですよ,このね｡

91.X:もう仙台の時から?

92.K:もう仙台の頃から,そうです｡

93.X:それから,何か論文にはなっていないけれども,単結晶のバルクハウゼン

効果のこと,いろいろお調べになったって｡

94.K:やあ,実にやったんですけどね,論文にならないんですよ｡,あれは｡難

しくて｡

95.X:それは問題意識としては,磁区の存在というか,そういうものを?

96.K:一応はね,bLagnetisationはどうやって進むのかっていうことを,磁区の

変化をやるわけですから,Jヾルクハウゼン効果で磁気のことを出そうとし

たわけなんですよ｡ところが,それは磁区そのものじゃなくて,破区の変

化だけ出るわけですからね｡それで中々,何をやってもね,毛区に覚しい

ものは出てこないんですよ｡

(K:茅,Ⅹ:勝木)STI

これらの証言から,バルクハウゼン効果の研究を熱心にやったことによって,茅比毛区

の存在を金属材料研究所時代に認めていたことがわかる｡ここでいう ｢碇区｣は,今日的

な ｢Curie点温度以下でその温度における自発碇気を持っている区域｣ としての r磁区｣

- 159-



足助 尚志

である｡ しかしバルクハウゼン効果の実演によって,強者牲体の中にはどうやらそういう

ものがありそうだという見当がついても,自発磁気の発生株麓が判らない以上.定性的に

は合っていても,定量的には信 じがたい結果を導くWeiss理論も 茅は受け入れるわけに

はいかなかった｡一万, 4 elehentarycoqlexlの中に分子磁石が並んでいると考える

本多は,バルクハウゼン効果について,それを破区の動きとは考えなかった｡

65.K:本多理論というのは何ですよ,本多一大久保理論というのはあるんですけ

どね｡実は本多先生比,ユーイングの頃からあるんですかね,ちいちゃな

マグネットをこう平面上に並べましてね,こうビンでね,でやるとね,釈

山並べておきますと,ある所はこっちを向き,ある所はこっちを向いてね,

こう分かれるんですよ｡それでね,elehentaryc叩 lexと先生は名付けら

れたんです,それをね｡

66.K:そういうものがあって,バルクハウゼンの昔なんていうのはね,それの動

きだという風に,まあ｡先生はそれまでは仰らなかったんセすがね,本多

先生は私からバルクハウゼンの昔を聞かされて,びっくりされたぐらいな

んですからね｡58)

と茅が語ることをそのまま受け取れば,本多が破区の存在をこの当時信じていなかった

ことがうかがえる｡

こうして,破区の中の自発磁気発生捜棟の問毘 強者性一常磁性相■転移,そして order

-disorder問題まで意識の中に取り込んでいた茅誠司Iも 1928年, 托eisenber苦の強破性

理論が発表された年に, ドイツ留学-向かうのである｡

§3-2.受容過程

§3-2-1. fTeisenberg論文とSlater論文

§1で記 したように,今日, Heisenhergの強稔性理論によってWeiss理論の意味づ汁

がなされたと一般的には受け取られている｡で払 Heisenkrg理畠に対する茅誠司の評

価はどのようなものであったのか｡この節では1928年のHeisentx!rgの論文と,1936年に出

されたSlaterの論文59I に対する茅の捉え方を掠る｡

強磁性一常磁性相転移を問題意識の一つとして持っていた茅誠司は, ドイツで打って付

けの研究に携わることになる｡茅の官学時の成果である,論文 文献 006,SeijiXaya

andA.XussnLann,●Ferrohagnetis肌sundPhasengestalttJngi胃Zl帽istoffsyste徽Nicke1-

-Mangan.-は,Ni3Mn規則合金の強磁性に関する論文で1931年に発表されたものである｡
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この論文の冒頭で,披らは研究に取り組む経緯として次のように書いている｡

41.序. 合金や化学的化合物が一定の空間格子を結んで,どのように強磁性

金属になるかという問題比,最近 HeisentNergの理論(1)の繋がりの中で,数倍の

討議がされこととなった｡この間題の実紫的な研究に払 常磁性から強磁性状曇

への産やかな移行が可能であるような特別な物質が連している.このような性質

の妻材としては,例えば,強磁性と電気伝導性の間の関連も最近新しく詞べられ

たく2)酸化鉄がある.更に所謂ホイスラー合金も一定の条件下 (卓抜な化学音韻的

組成,永続的熱処理)で常滋性から強磁性-移行する物質の一つである.この合

金に関して,すでに tteusler.tZicharz,Take,Hitartnitem (3Iによって,強碇

性は複雑なマンガン化合の形成に関連があるというはっきりした推封があり,そ

れは,E.Perssonの新しい研究(4)を通して,充分に解明された.しかし困難なこ

とが,例外や反対の状況には存在する.このよう串合金に屈する,三元系 Al-Cu

-Hnの複雑な構造比,最終的な解明の逆に,かなりの困難が横たわっているだろ

う.以下では,二元系Ni-Hnのいくつかの研究について報告する.ホイスラー合

金により証明することが出来るように,同じ磁気的な異常払 状患図の訂正の他.

同時に金相学的調査をする間,構造を入れた碇気的現象に存在している関連につ

いて,明確な結論を生むことが出来る.

(1)N.Heisetlberg,ZS.f.Phys.49,619,192B;vgl.auch0.V.Au}ers,

Phys.ZS.29,921,1928.

(2)Vgl.K.Ghosh,ZS.i.Phys.68,566,1931;tl.Saches,ZS.f.phys.che義.9,

83,1930.

(3)Vgl.0.77eusler,ZS.f.anorg.ChetI. 171.126.1928_

(4)E.Persson,ZS.f.Phys.57,115,1929.

ここで着目したいの払 最初にあるHeisentcrg理論-の言及である｡この註釈に引かれ

ている論文こそ, Heisentx!rgの強破性理論の論文である｡ この論文をいつ知ったかとい

うことについて茅は, ｢それ (fleisent*rgの強破性理論のこと)が ドイツにいる頃評判

になって1" ) と語っている｡これをどのように受け止めたかを知るには,茅の著作とイ

ンタヴューに頼ることCSなや｡

YYY =tleisenber王の強砿性理論が出たのか19認年.

茅 :それが ドイツにいる頃評判になって,エクスチェンジの問題がその頃から問

題になって,エクスチェンジによる強碇性についての fleisentKtrgの理論は
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極めて不完全なものなんですよ.後から色々詳しいものが出て来て,Slater

のニッケルのbandtheoryというやつが出たでしょう｡･･････AI)

13.K:28年でしょうね｡ちょうど私の行った年でね｡私はあまり丁寧に読んでいな

いんです,それを｡

14.K:ところが向こうでは,向こう-行ったところがいろいろと,向こうというの

払 私が参りましたのはドイツの PhysikalischeTeclmischeJZeichsatIStalt

でまあ日本の電気式襲所みたいなもの･･････｡

●●●●●●

15.K:で,その頃に BKkerというのか,Baker-D6ringの本をかいた 臨 kerが

･あそこにいたんです,TechnischeIIochschule, ベルlJ.ンの｡で,臨 kerの

理論,強磁性に関する理論がいろいろ出て,そこでいろいろと議論したんで

すかね｡

149.X:ただ,私の倣説的な暫定的な見解なんですけども,そもそもWeiss理論を大

体日本で受け入れられる時期というのは,1936-37年 ぐらいの間にかなり境

目があるんじゃないかという気がしているんです｡

150.冗 :とにかく私が偏ってきてからね,私が ドイツでもってそれを信 じたって書い

てありますけど,ドイツ-行ってそういうそれ程はっきりとしたことを言っ

たことは何とも く何にも)ないんです｡･しかし,よく勉強してましたからね,

そこでつまり, Heisenbergの理論に非常に注目したわけですよ｡

158.X:ただ,広根一彦坂論文にしても,それを受けて書かれた武藤先生の強磁性の

量子理論にしても, Heisentkrg理論をちゃんとやってゆくと, H=0のと

きには,M-0になるということを仰言っているんです｡･で,広板先生の場

合はたしか,36年境にお書きになった論文でも,わりあいそういったような

感じのことがあるんです｡で,そういうので, neisenkrg理論を受け入れ

入れることとWeissの自発磁化を受け入れることとは,一寸こう くちかう)｡

159.K=そこがね, Heisenberg理論はね,あのものが鉄の強磁性をす ぐに説明でき

たとは,誰も思ってないんです｡ただ可能性を｡われわれもね,本当に強磁

性が, exchengeenergyが破性の原因として受け入れられるようになったの
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比,Slaterの理論があるんですよ｡ Slaterでしたね｡

160.X=Slaterです｡ニッケル?

161.K:Slaterの Phys.Rev.に出たNiのね｡あれなんですよ｡あれも相当.正確に正

しいとは思わないんですが.数値的にはとにかく,こういうあれを出した｡

あれで,どうやら,成握ってことがわれわれに分かってきたんですけどね｡

162.K:しかし,Weissの理論がね,Weissの理論というのか非常に大まかな理論で

ありながら,強磁性をよく京しているということ比,誰もがよく知っている

ことなんですよ｡その原因が分からなかったっていうことなんですよ｡

163.K:原因は excheJlgeCnergyだということを示してくれた Heisenkrgの論文,

それを,その点われわれはけeisenbergの論文を高 く評価しているわけなんで

すがね｡

164.X:先生の北海道の時の講義ノー トの写しを宮原先生に見せて頂いたんですけど.

それを見ますと,Slaterの理論をやっぱり,はっきり｡

165.K:Slaterの理論は一所悪命やったですよ｡

166.X･.何かこういうようなコピーを く宮原氏による茅教授 r強稔性体論｣ 講義目次

をみせる) ｡

167.K:こういう展開でいってるんですね｡この膚序をみると｡これつまりね,ジャ

イロマグネチックeffectの,あれがつまり electronの orbitではないとい

う証明が出てきて決定的になったわけですね｡じゃ electronの spiz)をそ

ろえるのは何かっていやあ,exchangeというやつがあるという,こういうこ

うになる｡ Gruppentheorieなんかやったんですね｡この頃,Grtlppenthe-

orieなんか数学で教えなかったんたですよ｡私なんか蘭さんの本とかね,

Nigner-Seitzの Grupt杷n theorieder何とかという本ありましたね,あれ

は一生懸命読んだものですよ｡

(K.･茅,Ⅹ :勝木)Aや

neisent把rg論文は群論を畢便した薄解なものも3) である｡したがって茅誠司の著作に

おいて,原論文に則した解説をしてあるものはない｡いずれも定性的な話だけで終わらせ

ている｡ただ講義川 においてのみ,EeisentN3rg理論について詳しい解説がしてある｡そ

れも28頁のうち,17頁を群論の講義に充てた上での話である (茅の強者性理論の展開の仕

方についてはS4で論じる)｡

ところで茅にしてみれば, Heisenberg論文の提出-Weiss理論の受容とは成り得なか

- 163-



足助 尚志

った｡強磁性の理論としてNi強稔性を説明したSlater理論が必要であった｡例えば, r稔

性体論｣ (1938)では,強磁性の量子力学的理論である Ⅲeisentnrg論文とSlater論文を

次のように評価 している｡

｢ノ11.J.C_Slaterの理論

強磁性体の量子理論の取扱方は頚在二通りあり,乱れにも一長一短がある.

その-はN.拝eisentkrgによる有名な理論で固有関数としては原子関数を用ひて

いる.その長所は自発磁化に関するWeissの法則を直に誘出し得る点であるがそ

の短所は金属電子論との連絡に欠けて居り且何故鉄,ユッケJLJ,コ)<ル トのみが

強磁性を呈するかを理解し難い点である.尚又一番吾々にとって欠点とすること

は群論を用ひて居るため理解が頗る困難なことである.第二の方法は 8lochはI

並にSlaterに依って用ひられた方法で固有由数としては原子固有関数と自由電子

の固有関数の積を用ひ且金属内電子エネルギー等を考慮に入れた方法で,その長

所は金属電子論と直接関係 して居るため鉄,ニッケル,コJヾル トが轟音性を呈す

ることを明確に指摘して居ることである.欠点はWeissの法則を請出し得ないこ

とに存する.面し現在Slaterはこの両凍理論の結合に対して苦心を凍っている.

立では理解に便利な上からSlaterの方法を述べることにした.｣"I

このように, tleisenberg論文にしてもSlater論文にしても,一長一短があり単独で強

破性休を説明出来ると払 茅は思っていない｡Slater論文の欠点としては,次のようにも

記している｡ ｢スレーク-はNiが強破性元素たるの資格を有することを数量的に哀したれ

ただその温度変化を数量的に説明することには成功していない.｣"け と｡

しかし,exchengeenergyで自発塩気の可能性を示した IleisentHerg論文と,Curie点

の数値を説明出来ないものの,Niの強碇性を示したSlater論文によって,Weiss理論を受

容する下地は完全に出来上がったことになる｡

53-2-2.本多一大久保理論の読み換え

磁区の存在を認め, Heisentkrgの exchengeenergyによって自発磁気の発生横溝も明

らかになり,Slaterによって定量的な点において不満はあるものの,取り合えず強者性物

質の存在を証明出来た｡だが,Weiss理論との結びつきは,茅誠司にとってこれだけでは

享だ不完全であった｡しかし磁性体論の主淀が量子力学的見方をしている fleisentwg,

Bl∝h,Slaterの理論に移行していることは,藷めざろう得なかった｡そういう状況にあ

る時,強磁性単結晶の磁化研究の時に基重としていた本多一大久良理論の見方がどのよう
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に変わっていったか,この項ではそれを年代ごとに追ってみる｡

ドイツから帰国後の茅誠司の研究論文は,Fe単結晶の研究と屯区の存在を視覚で捉える

ための実演についてのものが1933-1936年まで続 く (文献 007-011)｡前述 (i2)した

ように,磁区を見ることには失敗しているが,F戯 品の研究からImnの法則を得た｡

留学前と異なり,この頃の単結晶の研究というのは,破歪だけでなく,碇区の性質に尉す

るものに進展 しており,本多-大久保理論の入る余地はない｡同様のことは Heisentxq,

81∝h,Slaterの強磁性理論についてもいえる")｡そこで論文や啓蒙的な著作によって

本多一大久保理論がどのように扱われているか見てみよう｡

まず, r強磁性結晶体論J (1936)では,本多-大久保理論が重視した履歴現象につい

て,純鉄の単結晶にも小さいながら履歴現象があることを述べた後, r勿論履歴現象其物

が結晶体に付随する第一義的の性質なりや否やは後の議論に挨つも,現実に得 られる単結

晶に於いては必ず履歴現象を伴っている.｣川 と書く｡その後Fe単結晶の履歴曲線につ

いて Imnの法則を述べ,次に,

r次に顕著な事柄は磁気曲線と上昇履歴曲線の位置の関係である.結晶の方向に

よっては磁気曲線を如何なる方法によって滴定したとしても上昇履歴曲汝の外に

出ることがある (第5,6図参照).この現象は 〔100〕に逝き方向に於いては殆

ど認められないが,他の方向にあっては屡々認められる所である.この異常な現

象は次に説 く磁気歪の現象と相侯って,結晶捧内の複薫休の配列によって説明す

ることが出来る.｣70〉 (下線,抜粋者)

とするように,この時点では,磁化過程においてはまだ本多-大久保理論にしたがって

いるように見える｡ しかし同じ著作で本多一大久保理論について,

｢ S9.磁気の強さの方向性

磁気の強さが滋化する方向に依って異なる点に関する研究には けonda,Okub

の研究がある.この論文にあっては平面格子の上に分子沓石を配列してその相互

作用を取扱っている.立に分子堆石はその磁気の常連の距敦が分子沓石間の鞍主導
∫

に比して省略出来ない程の大いさを有するものとして取扱はれている.｣7い

と,本多一大久保理論が2次元の理論であることをはっきりといっ.ている｡あと,この

著作で判らないことがある｡51頁に ｢(複婁体の章参照).｣とあることである｡このよ

うな章は存在していない｡もしかすると一度 r複嘉捧 ｣ という章を書いていて,後に湖陵

したのかもしれない机 これは飽くまでも患像である｡この著作6=おいては本多一大久保

理論の戎淳があり,一方では Bl∝h理論72)の説明しているという,非常に唆味な中間約
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な著作であるといえよう｡52でFe単結晶の磁化研究の変遷を見た時,～.LJkhsterの実

襲データとその理論的解析に少し触れたが,～.LNebsterが本多一大久保理論を2次元の

理論と指摘しながら,Weiss理論と本多一大久保理論の甫方を使っていたことと,茅のこ

の時の状況は似ている｡

その後.講義や新一しい著作になると本多一大久保理論は r2次元の理'ibAである｣ という

立場が更にはっきりとしてくる｡ r茅教授講義ノー トJでは,

r之ハ平面模型ヲ考へ,アル大サヲ有スル ele■entary ■aeJIetヲ考へJL,.ソシ

テ mdel ニ トル.ソノ dinension ガ有限デアルクメ方向性ヲ生ズル.シカシ
⊂▼TJ

dimenSion ガ laticeconstant ニ比シテ小イ ト方向性ヲ生ジナィ.更二之ハ

Energyノ Su薗hation ガ dohainノ形ニ de叩ndシテヰルコトヲ無視シテヰル.

結晶ノ方向性ハ doubletカラハアラハ㌣ナイ･qtJadmpolヲ有スルモノデアレバ

アラハレル.｣73) (下線部分払 推定 しつつ判読した箇所)

また文献013SEIJIKAYAUNDS!'oHETMIYAHA肌 一日berdieMaeJtetisiertJngdesPyr-

rohotiJlkristalls'(1939)になると,本多一大久保論文が参考文献として上がっているも

のの,次のような記述しかない (P450)｡

基̀礎平面(0001)の奇妙な振る舞いに対して,本多と大久保は結晶格子の歪み,あ

るいは結晶の不完全な点をその原因とした.I

これ以後本多一大久保理論が茅の論文に引用されるととはないが,著作では1943年まで

戎っている｡ r最新金属大系 1 磁性体論J(1943)では,

｢第十七草 強磁性結晶体の異方性1の途中より

｢-･･･なは又本多光太郎,大久保準三両博士は二次元の結晶格子に有限の大いさ

の磁気歳事を有する原子が配列している模型を数学的に取扱われて,種々重要な

る結果を発表された.･･････｣14)

となり,これが書かれたものとして,本多一大久保論文に触れた最後である｡

後年になって,茅はインタヴューで本多一大久保理論,あるいは本多の磁気理論に対す

る質問を受けた時,次のような評価をしている｡

67 K:それでいうんですかね,あれは平面の理論なんですよ｡平面の理論ですと方

向性が出るんですね｡ところが threedi■eJ)Sionになると dipleという

のは方向性を持たないんですよ｡そこで quadmpoleとか hexapleを考え

るということになってきて,えらい複雑なわけの分からないことになったん

ですけどね｡
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68 K=だから,本多の理論,強磁性についての本多の理論というのはないんですよ｡

69 K=強磁性の origi爪についてのね,つまり本多先生払 結局どこまでも JluCle-

usのまわりを electronがまわっていると,el∝tron によって説明すると

いう考えだったんです,最初はね｡

70 K=ところが,いくら electronで説明しようと思っても強破性にならん訳です

よ,diabagnetisJ+が出ろまうんだ,首ふっちゃってね｡それで首振り運動を

なくすにはどうしたらいいかっていうんで,考えて,最後は nt)clellSの中へ

もっていこうとしたんですよ｡

●●●●●●

78 K:つまり,本多先生は electronの spinを考えておられないんですよ｡

79 X;形の変化をお考えになっていた｡

80 K:つまりね,どう考えても Jugnetic… ent考もっている以上は,ふつうの

angularmo鴨entuJLをもってなきゃ駄目だということになると,dia船Peつき

り蹄ないわけなんですよ｡その才差運動は dia■asneですからね｡

81 K:そこで,どうしても ferro ができることにはならないんで.先生は,先生

の強磁性の理論というのはないわけなんで｡

(K:茅,Ⅹ :勝木)75)

このように,強碇性単結晶の磁化研究の時には,基塁となっていた本多一大久保理論比

茅誠司の中では消失してしまうのである｡履歴現象を説明しようとした本多一大久保理論

は,量子力学的な研究対象として磁性体を見たり,碇区の性質を研究したりする過程で.

自顔消滅していくのである｡

そして茅にとってWei芦S理論の受容の鍵は, order-disorder間蓮を考え続け,J<-マ

ロイ問題の研究へ直進していく過程で,絶対に避けて連れない連にあったのである｡

S3-2-3. Bragg-NilliaRLS理論

北海道帝国大学で,磁区の構造を中心的課題としたFeの単結晶の磁性研究とともに,茅

誠司がカを入れたのはパーマロイ問題であった｡Jt'-マロイはNi3Feで,茅が ドイツで扱

ったNi,Mnとの共通性を感じる｡§2で述べたように,o去toDahlの論文に刺激された茅

は,パーマロイ問題も order-disorderが関係していると確信して美袋に入る｡

茅が扱おうとする多元合金の問題払 協力現象 (C0-OperativephenO-na)であ声｡協
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力現象については, 2元合金,即ち格子点に 2凍 類 の 原 子 を 配 列 さ せ た 時 ど う な る か , そ

の長拒鼓規則度の理iibAとして1934年に Bra8gとNilliaJLSが 論 文 を 提 出 74) し た ｡

そして,この理論 こそがWeiss理論と同 じ形式 を 持 っ て い た ｡

Bragg-NilliahSの後,協力現象に関する理論 と し て , a_A.Bethe ㈹ , R.打.FoNlerと

E.A.GugBenheih78)の quasi-che儀ical鶴ethod,Yutaka Taka8i 79) な ど の 理 論 が 出 さ れ

る｡また,多元合金の問題 というよりも,強磁性 の 問 題 と し て ,F.Bitter の よ う に 荘 計 的

手法をもってWeiss理論の説明80)をしようとす る 試 み も 現 れ る ｡

このような時,これらの理論を,その中でも Bragg-NilliaJLS 理 論 を 茅 が ど の よ う に 知

るに到ったか,それについて茅自身は次のように 語 る ｡

｢伴野 :･･････先生は Bra8g-Nilliahsの理論 と か , あ あ い う 論 文 は い つ お 知 り に な っ

たんですか.

茅 :Bragg-NilliaJLSはああいう問題の一 番 先 手 で す か ら ね . い つ 読 ん だ か と い

うことはないけれど,読んで講義で も 何 で も や っ て ね , フ ェ ロ マ グ ネ を 知 っ

･ている連中にとって,Weissのモ レキ ュ ラ ･ フ ィ ー ル ド と い う の を Bragg-

NilliahSの理論と関係づけるというこ と は , ち ょ っ と 後 か ら で す ね .

YYY :ドイツにいらっしゃった時はそうい う こ と は ま だ で す か .

茅 :まだです.

YYY :やはり北大へいらっしゃってからです ね . 我 々 が 大 学 - 入 っ た 頃 に は Nix,

Shockley *が出てましたからね.｣81)

(*規則一不規則変遷のレビュー )

ただ,少な くとも宮原将平が受講 した時 (1936. 4 - 1937.3) に 払 Bragg-Nillia鮎

理論について茅は語っていない｡ しかし北海道帝 国 大 学 時 代 の 茅 の 門 下 生 で あ る 伴 野 雄 三

の話によると, ｢北大での茅の輪講は徹頭徹尾 order-disorder の 問 題 で あ り , 8ragg -

Nillia孤Sをたたきこまれた｣82) ということであ る ｡

茅が直接 Bragg-NilliaAS理論について語 る の は , 後 の こ と で あ る が , 初 め て Bragg-

Nilliams理論に関する記述が出て くるのは,p r鵬alloy の r秩 序 - 無 秩 序 転 移 の 存 在 を 実

証 した｣83)1938年の論文 (文献012)SeijiKaya, ` Die 臼k rstm kttJrbildung in den

NickeトEisenLegierwgenund das Per鳳alloyproble■/ で , 31頁 に 次 の よ う に あ る ｡

･̀･････今,Fe-Ⅳi合金に超構造が存在 して い る か ど う か の 問 題 に 注 意 を 向 け た 時 ,

3つの異なった面か ら,その間男に着手す る こ と が で き る .

●●●●●●
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3)主要な狭い温度範囲の中では, Bragg-NilliaJLSの理論(3)に依ればA3B型

の構造では,原子の無秩序が起こる.･･････

(3日l.LBRAGGu.ど.I.NILLIAnS,Pr∝.Roy.SK.,過 (1934)699=匙

(1935)540/

遅くとも,パーマロイ問題に取り組む段階で,茅は Bragg-NilliaJLS理論を把握してい

たことになる｡そして,これがWeiss理論と同じ横道を持っていることを知ったと思われ

る｡

ここで Bragg-NilliaJLS理論と強磁性との関係について, 8rag名と柑illia雷S本人たち.

及び周辺はどう考えていたかを見ておく｡
ヽ

まず BraBE-NilliaASの論文 l (P707-708)に,自分たちの理論と強稔性との餌係につ

いて,

4臨界温度Tc以下で急激に秩序を組むという捻体的な結論は,強破性と密接な類

似点を持っており,事実.現在扱っていることと LangevinとWeissの古典的式

の間に払 類似点がたくさんある.合金の中の秩序度と強滋性の本質的な壕を比

較 してみよう｡原子砥石の平均の方向払 合金の秩序度に対応している.そして

平行と反平行のポテンシャルエネルギーの差は,上で考案 したⅤに一致する.そ

の平行と反平行のポテンシャルエネルギーの差とVに,両者同じ場合に,温度に

･ 対して同類の依存度がある.このことから,合金は,ある温度より上で秩序ある

いは超格子が存在しない塩界温度を持つが,それは丁度強磁性がCurie点を持つ

ことに相当する.I

と書 く｡またⅡにおいては,同内容のことを初め(P541)に4行記す｡ Bragg-NilliaLSの

論文Ⅱ払 主に自分たちの仕事と BorelitJs84) ,Dehlinger851 ,Bethe84) の仕事の

比較をするのであるが,この論文で特に注目しておきたいのは,Sykesの実壌データ87)

の引用があることである(P558:Fig.5, P560;Fig.7,P561:Fig.8)｡ 茅がパーマロイ問題

解明のために,per鳳alloyに用いた実演は,比熱封定で,それはSykes法であった｡茅は

この論文で Sykes法の知鼓を得たのかもしれない｡

また,Bragg-NilliaJS理論とWeiss理論の関係は, Braggと HilliaJLSの論文 Iの翌年

1935年の tI.A.Betheの論文88) に次のように書かれている｡

aBraggと NilliahSによって用いられた数学的方法は,壁墜堕のWeissの理論

で使われたものと同じである.両者とも,ある与えられた点で秩序を作ろうとす
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る ｢力｣は,結晶の全体に渡っての秩序の平均によって,唯一決定される,とい

う倣定を含んでいる.実際,それは考察する点の一番近い原子の配列に依存する.

結晶の秩序は全体として,平均でのみ,この配置を決定する.,

このような評価を受ける Bragg-舶llia■Sの理論とWeiss理論を結びつけて,茅法強毛

性について解説することになる｡

では BragB-NilliaLS理論に対して茅がどう考えたかに戻ろう｡ Bragg-Nillia鼠S理論へ

の言及が,著作に現れるのは1942年以後である｡例えば,

･文献104.物理学講演集 (2) (1942)

Ⅱ.金属物理 規則格子生成に関する実磐的研究 茅 誠司

P85 4§1.緒論一より

｢金属固落体に於ける規則格子生成理論は BragE-NillialS の研究を突抜として最

近著るしい進歩をしたが,その研究の中心をなすものは,長範囲の規則度Sが与

へられ,且隣接異原子の組数gが与-られた場合に,可能なる配列数G(S,E)杏

求めるにある. ･･････

所が直線格子川 以外に於いてはG(S,g)は一般的には求められていない.従っ

て立に向って理論的に多 くの研究が要されつつある現状である｣

がある｡更に論文で払

･文献017.科学 第12巻 第5号(1942)

P174-180

｢金属固溶体に於ける規則格子生成の実演的研究｣

で,やはり I杷rrtalloyについて述べているので,参考文献の項目でBragg-NilliaJtS論文

を取り上げてはいないものの, 8ragg-NilliahS理論の内容には触れている｡

更に,文献105.r最新金属休系 1 碇性体論J (1943)において法,強者牲体論を展甜

する時に,かなり密にWeiss理論と Bragg-Nillia■S理=iiの関係が書かれているので,以

後はこの著作にしたがって,茅の強稔性休論の展開を追っていく｡

･文献105.r最新金属体系 1 碇性体論J(1943)

P379-

｢第十四章 ワイスの強磁性体論｣ より

ここでは r磁区Jの存在を指摘した後.協力現象 (co10押rativepheno■ena)という言

葉を的確に使ってWeiss理論の説明をしている｡まず 班eisenkrg理論について定性.的に

-170-



茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

述べる｡

｢･･････何故に磁場の作用しない場合に於てもー蔽区内の分子砥石が平行となるか比

最近,喜子論的に解決されたが,ここでは,単に相隣れる分子破石間には互に平

行となろうとする力が働 くものと考-よう.･･････

●●●●●●

高温度にあっては熟的エネルギー kTが大きいから,分子磁石は全く無秩序で

あるが, 温度の降下に伴って隣接する二つの分子砥石は互に平行とならうとす

る傾向をとって来る.この傾向を妾塊生成作用と呼んでお く.J

P380-

｢･･････即ち結晶内のある部分で分子蛍石が塙ひ初めると,不構ひの分子者石は以前

より強い力を受けて整列する.斯様にして加速的に分子磁石は撮って来るが,か

かる現象を一浪に協力現象 (C0-0押rativephe.no嶋ena)と呼んでいる.この好桝

としては,金属固容体内の規則格子の生成を掲げることが出来る.

斯様に結晶内に偶然に蔽化された部分か起ると,協力現象に依てその老化は益

々強められる.ワイスはこの分子碇石を平行ならしめんとするカを分子老境 招-

と名附け,碇気の強さIに比例するものとした.･･････｣

(以下Weiss理論の説明)

P381-:自発磁気の発生について

｢･･････ワイスはこれを自発磁気(spntaAeOuSJq伊etization)と名附けた.自発若

気の発生する原因は分子碇場にあり,且つ分子磁場は磁化が零であれば存在しな

いから,外部から磁場を加-ない限り自発碇気も起 らないやうに考-らゎる机

前に詳論した通り,.外部磁場が零でも凝塊生成作用によって結晶内の一部に塩化

が生じ,これが協力現象によって自発磁気の発生を促すものと考-られる.J

P382-ニWeiss理論に対する数的評価

｢ワイスの分子磁場の大きさに就て,その数値を求めてみると,例えばWiに於ては

⑳-365+273, M.I-2.32×103 , A-59,･p-8.9

であるから (88)･式によりWは 14000となり, tl--IXW-TxlOA ェルステ

ッドとなる.斬る大きい分子磁場はローレンツに放て導かれた値 47r/3×Ⅰに比

して非常に大であるし,又 1エルステッド以下の外部磁場で自発磁気の方向を変

化せ しめ得る事実と相反する.

斬る分子磁場の発生が到底考へられぬ点に鑑み,この考-を童てて塩力現象を
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取扱ふ普通の方法によって,自発磁気の発生を説明してみよう.･･････｣

このように,Weiss理論を完全に受け入れた形で,Weiss理論において欠鮪であった自

発磁気機構の説明を行う｡ここで茅が使う方法払 Bragg-Nilliahs理論を変形したもの

である｡以後.それを詳しく見るために 茅誠司 r金属学大系 1 滋性体論Jを祥いなか

ら,Bragg-NilliadLS理論との違いを曹操つつ説明しておく｡ただし,式番号は茅の著作と

同じにした｡

考えるのは,+∫方向 (T),-∫方向 (1)の2方向のみを向いた分子沓石である｡

現代的な対応をいえば,この分子磁石はスピンと考え, 2方向だけを考えることはスピン

量子数が 1/2というわけである｡

全体葛中にN値の分子磁石があり,そのうちr個が+∫方向, l個数が-∫方向である

とする｡この時,+∫方向に全分子堆石が向いた時を飽和磁気健 Ioとする｡したがって

+∫方向の磁気の強さⅠと Ⅰ｡ は次のようである｡

Ⅰ-〝｡(r-1)-〝○(r-N+r)-〝｡(2r-N) (86)

I o -N〝○

ここでjE｡は分子磁石 1滴の磁気能率である｡ rが与えられた場合に,分子磁石が結晶

格子-配列する方法の数をG(r)とすると,

年くり=dCr --
トIHN-r･)I.

( :蕊 ) (那,

ここでエネルギーを考えるのだれ 配列の仕方によって,結晶のエネルギーは一定でな

いことに留意しておこう｡エネルギーの基準,すなわちE｡-0を,外場H-0で,すべ

ての分子磁石が+r方向を向いている時とする｡ Heisenberg理論によれば,強磁性体に

おいては くTI)のように分子磁石は互いに平行になろうとする力が飽いている｡そこで

(It)の組があった時,十Ⅴだけ結晶のエネルギーが上昇するとする｡ (I1)の級数

をgとすると,H≠0の時,結晶のエネルギーEは,

EニーHI十 gV (88)

で与えられる｡

ここでG(r)から更にgも与えられたとし七,配列G(r,g)を考える｡家計力学にした

がうと,(r,g)という状蓋が生 じる確率W(r,g)は,

W(r,g)-CG(r,g)exp(-E/kT) (89)

ここでCは比例定数である｡実際に起こるのは確率W(r,g)が最大となる状愚である｡

よって,次の関係式が成立する｡
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

竺 (̂r･); 0 .3号

これで問題Cも G(r,g)を求めることに掻結したことになる｡

P383-

｢所がG(r,g)は現在,直線格子以外に求められていない.そこで,止むなくこの

点に関する仮定を導入する必要が起って来る.例-ば平均のエネルギー値を中心

としてガウスの誤差曲線型の配列を仮定するか,又は極めて簡単にただ平均値の

所に全部集まっていると優定するか等である.今後者の便定を採用してみる.｣

と茅は述べ, gではなく平均値官を使うことにする｡これは BraEg-NilliaJLS の論文 Ⅰ

で仮定 している 4S(秩序度)とT (温度)に対する董Vは,α(ordered)からβ(dis-

ordered)-一つ取り替えがあった時,結晶のポテンシャルエネルギーの増加として定義す

る.-･･･Vは異なった点で局所的秩序度の変動があっても,効果的平均値 (aneffective

average)とみなす'叫 ことと同等である｡つまり,ここで茅が行っている計算は,ま

さに Bragg-NilliaJLS理論の強碇性への適応なのである｡

この計算とWeissの分子磁場との関連は後述する｡

一つの分子磁石に隣接する分子磁石の数をZ個として,体心立方格子における (†1)

の組数を考える｡ 1つの格子点に着目した時,その格子点が (†)であり,且つ隣の格子

点が (1)である確率比,

x王 ニ エ ム出 し一三･Nl

である｡分子磁石の全個数はNだから,

8三上-上 三 川 =∑上地
■■■-

NL N

よってrの状悪の起こる確率比,次である｡

W叶 ,ニ C･年 e可 響 〕

｡(之r-N)

(90)

Wくり=C

今 , 翠

kT

ニ0が実現される状態である適 地 30
畢 ニO 卓⇒ 汁
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から logWをスターTJングの公式 logn!-A(lo氏n-1)を用いて書き直せば次のよ

うになる｡

ヱ望担 =2･(省 十
2ト N)
之NkT

･2仇十軸(午 )-O

-巧畢 =-2久 ･

TtT:lrL.

これを書き改めると,

N-r ー24.=e

R= ｡H+ち

ト 軒 ･軒 山-r)･

言=二二二二二(2r-NJV
kT

rを消去するために(86)と Ⅰ｡ の表式を使うと次のようになる｡

十 三
T.十工
2JA｡

- 聖 二 霊 ニe

-2丸

モ:山 九･ (1之,

久 =

P384-:ヨ5

｢今,
l 之V

W3 7 ●旬声
(?ヰ)

と置き,この両式とワイスの得た(85),(86)の両式を比較すると,tghaとcotha

-1/a の関数の異なる点以外は全然同一である.この関数の相違は分子砥石の

方向が空間に連続的に配列し得るとした仮定と,ただ+∫,-∫の二方向のみと

した仮定との相違によるもので,本質的の相違ではない.(93)式はワイスの坂定

と同様に,分子磁石に該当するものの存在を示しているが,その本質は分子宕石

の磁気能率の相互作用によって生じたものではない. gの値として平均値宮を採
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用 したこと毛も 先に論じた茸塊生成作用を無祝したことであり,ここに欠陣を速

める必要がある.｣

(85)式とは以下であり,ここで次の置き換えをすると,(93)式が出てきて同等であるこ

とがわかる｡

'35)- 意 二瓜-÷･

久二普(- l,ミ普川･W管 )

置き携㌔ ｡→-.,M→l, R-Nk,-拷
ところで,分子磁石の連続的配列と2方向のみの配列の相■違法, Jleisentkrgがすでに

指摘していることである｡ Heisentnrg強乾性論文の P630に次のような記述がある.

4式(盟)は,強磁性に対して知られているWeissの式と本質的に同等である.Weiss

の式におけるcothx-1/xの代わりにtanhxが現れるのは,外場の下で1悟のス

ピンモーメントに対して2方向しか可能でないためである.,

さて, 8ragg-NillialLS理論とWeiss理論の同等性である机 まず,茅が行った旋計的

計算とWeiss理論の分子磁場との関連を述べよう｡外場H-0の時のエネルギーを比較す

る｡茅の行った計算では,エネルギーは官Ⅴだから(90)を使って,以下のようになる｡た

だし, Ⅰと Ⅰ ｡ はMとM｡に改めた｡

音 三 並出
二二一ー

N

_⊥出 し (H三一Mユ)
~ ヰ M舌

･･-･①

一方,分子磁場の大きさtも H tI-WIより,(94)を代入して,

小 寺単 一M

となる｡このエネルギーを計算すると以下のようになる｡

E満 革 M dM

･主 此 Ml十CMを
C:満舷

これは①と同じである｡つまり茅の行った計算とWeissの分子磁場の仮定は同等のこと
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である｡これは言い換えれば,官を仮定したことが,Weissの分子音場の優定と同様であ

った,ということである｡

以上のことより,茅誠司はWeiss理論を Bragg-Nillia■S理論の捷計的手法によって受

容したといえる｡

更に, ｢S3-1-2.Weiss理論への理解｣で述べた,Weiss理論の定量的不備も解

決出来ている｡

P386-

｢第十五章 温度による碇性の変化

第-番 飽和磁気の温度変化｣

ここで茅は右図を掲げ,Weiss理論はS--であったため,実壊的には一致しなかった

ことを理解する｡

｢･･････ワイスの場合は分子磁石の方向が空間

に連続的に配列し得る場合で,丁度スピン量

子数 Sが伽の場合に該当するが,(92),(93)

によるS-1/2更にS-1の場合も比較のた

め同国に掲げた.これによって見るに,Niの

場合には(92),(93)から求めた場合即ち

S-1/2の場合が実演とよく一致するが,秩

の場合には相当の偏差が認められる.なはワ

イスの値はいづれの物質に於いても著しく実

験値と異っている.｣

尚,現在の感覚では,この表のSはj

(角運動量)で表すべきであるカモ,この

著作においては, ｢第十六章･強者性体

.

.
J

＼ヽ

RJylI

/. ▼′TTf.i--◆､-.L､-

05DBA7aS′如由01Dt0 - ◆◆ ミ且_..一

◆ ■ヽ

I ..k.∫

〟(亡○ ■ ヾヽ●■

FL .NLyWEE亡LlsJの正I Ⅶ 一

一A-I-○○ I h:.r
.'S-:S- Ⅶ

唱

- T/a
ホ 31 日

er.2 廼 丸 と比 定 O的 体

図21.Weiss理論受容後の ｢自発磁気と温度

の鞘係l 文献105r金属学大系 1 稔

性体論JP386.より抜粋.

の量子論｣で,角運動昔滋気効果(gyr0-

magneticeffect)を述べ,強磁性に関与するのはスピンだけであることが解明されたこと

を潜まえているのである｡この図と§3-1-2.での図を比較すれば,理論的に引かれ

た二本の線, S-1/2とS-1以外は全く同じである｡そしてWei岳S理論は, S-00の時

の正しい理論として実線で書かれるのである｡因みに33-1-2.(7)式との対応で,こ

のグラフを作る時に使う式は下である｡
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

a-丘也辿 三下 ｡
M.Ht

kT

伊;平 粁 竹 ‥Curttek･
れ :4汚壕疎放 .

この節の最後に,文献105 r金属学大系 1 破性体論Jで (Bragg-NilliaJLS理論)-

(weiss理論)を明確に述べている箇所あるので,インタヴューとともに,そこを引いて

おこう｡

P389-

.｢第三節 比熱｣

･･････ワイスの理論は規則格子の場合に,長範囲規則度のみを取扱ふブラック ･ウ

ィTJ7ムス (Bragg-NillianS)の理論と正に同様で,実際の結果と一致しない｣

3 X:仙台にいらっしゃったとき, ドイツ-お行きになる前に,ワイス理論をどの

ようにお考えになっていらっしゃったか｡

4 K:あのね,あの時は Bragg-NilliaASの理論は,ああいう order-disorderと

いう問題は,あまりまだはっきりしていない頃で,ああいう理論も出ていな

かったんで,ですけどね,つまりWeiss理論が Bra∝-NilliaJLSの approxト

mationと全 く同じものだというの~はあとのことなんです｡

46 K･.それで, order-disorderの問題があれば Ni-hの場合と同じですからね,

こいつをやってみようということで,その研究をやって,それで Bragg-

Nillia鮎 とか,そういう問題を非常によく勉強してね｡

47 K.･丁度その時に Ileisenkrgが, 托eisenhergの論文そのものは何が一番大事

かというと,結局交換エネルギーというものが spinの方向をそろえるのに

役立つという点において,あれは非常に重要であって,.あの事自体は鉄が強

磁性をもつ原因であると,すぐあれでもって証明されたというのはぼくは早

いと思うんですけどね,しかし交換エネルギーというものを,ある条件のも

とにおいてはプラスになると｡そういう状悪では spinの方向をそろえる方

がエネルギーが低い状葱にある｡

48 K:結局, Brags-Nillia鮎 で,つまりWeissの theoryで,一番問題になった

分子磁場というものの原因は交換エネルギーだという事でおきかえた｡

49 K:それが Bragg-NilliaASの理論と同じようなわけですわね｡
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50 K･.それで,実は Debyeなんかは何ですよ,Weissの理論が Bragg-Nillia鮎 で

あると,mol∝ular 舶gneticfieldであるというのをどうしても納得できな

いから,何かはかのエネルギーはないかというんですね,何か electricな

エネルギーじゃないかというんでやってみてもね,electricな energyでは

Weiss型のものにならないんですね｡だから,それは駄目だという事を証明

してるのがあった｡

51 K;で,結局あそこで firstapproxihatiorL としては,Weissの理論というの

は, Bragg-NilliabLSと全 く同じで,そいでWeissというのはそれを非常に

先取りしていて｡

52 K.･Weissは知 らなかった,原因はね,知らなかったけれども, spinの方向が

parallelにするとか,そういう条件のもとで払 ああいう分子破場と同じよ

うな効果があるということを証明して くれたんでね｡

53 K:それで,まあ我々はWeissの理論を非常に高 く評価する,そういうことにな

ったということなんですかね●

(K:茅,X:勝木)92〉

以上のことより,茅誠司におけるWeiss理論の受容は, order-disorder問題の理論的

解明のために提出された, Bragg-NilliaJLS理論によって完全になされたと法論出来る｡

隻4.Weiss理論受容の構図

蛋4-1.茅誠司の強磁性理論の展開

理論展開の全休像を眺めようとすると,問題を絞って書かれる論文よりも,教育的な著

作の方が判りやすい｡この節では茅が強磁性理論をどのように展開しているかを見る｡

強磁性理論の説明は,どの著作においてもWei.ss理論から始まっている｡そこで図では

出発点をW.eiss(1907)として,下記の5つ.の著作について,理論展開の墳序を示す｡

(Dr強磁性結晶体論J (1936)

@ r茅教授講義 ･宮原ノー トJ (1936-1937)

@ r磁性体論.J (1938)

@ r最新金属学大系 1 磁性体論J (1943)

@ r金属の物理j (1948)
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

図21.茅誠司の著作における強稔性理論の展開.

この図で,理論展開において数式を用いた詳しい説明をしている時は実線で,定性的な

説明の場合は破線で示した｡また,Weiss理論とその裏付けの仕方だけに着目したため,

磁歪や磁区構造に関しての説明はすべて省略 した机 ｢異方性｣ から本多一大久保理論に

触れる場合があるので,それは記した｡

この図を見ると,1936年の① r強磁性結晶体論jだけが異質であ畠｡この著書比本多-
t

大久保理論の影響が強く残っており,実際,本多一大久保理論に対して, 2次元の理論で

あるという見方もしているので,かなり懐疑的になってはいるのだが,Weiss理論を受容

するには到っていない｡② r講義ノー トJになると,本多一大久保理論を除いたすべての

理論に対して,細かい説明がなされている｡つまりこの頃になると, 拝eisenherg理論も

Slater理論も完全に把握していた｡しかし,同時期に書かれた⑧ r破性体論Jで法難解な

neisenkrg理論は避け,Slater理論だけの説明をしている｡そして④ r金属学大系1
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磁性体論Jになって初めて, Bragg-NilliahS理論へ到達し,Weissの分子碇場に対する

明快な説明を展開することになる｡また⑤は一般向けの書物であるため,すべて定性的な

話である机 にもかかわらず Bragg-HilliaAS理論まで到達している｡

これらのことから,Weiss理論受容の年を比定しようとすれば,J<-マロイ問題を解明

した論文 文献012.Die臼tnrstrukturbilduIgindenNickel=EisenLegiemJlgentod

dasPemLalloyproble轟.I(1938)との兼ね合いから,1937年～1938*頃にWeiss理論の受容

がなされたと考えることができる｡1937年以前で払 本多一大久保理論の影響力唄 ってお

り,また1938年までには ITeisentcrg, Slater, 8ragg-NilliaLSの各理論を完全に把握

していたからである｡

54-2.Weiss理論受容の構造図式

これまで明らかにしてきたWeiss理論の受容の仕方を見ると,二つの傾向があることが

わかる｡ 打eisenkrg,Slaterによる ｢固体物理的｣ な理解の仕方と, Bragg-NilliaJLS

やBitterによる ｢凍計力学的｣な理解の仕方である｡勿論これらは相補的なものであり,

量子力学の確立があったからこそ,どちらも進歩したものであるが,今,二つの傾向を分

け,更に本多一大久保理論,Weiss理論を一つの図の中に置いた時,全体としてどのよう

な構図が見えてくるか,この節で考えてみる｡

図22でWeiss理論の受容の構造を傭敢することが出来る｡

本多一大久保理論とWeiss理論は,前者は履歴現象を重視し,後者は Ritzの原子構造

論との対応を念頭においての分子磁場という大胆な仮定をおく93),というように対照的

な立脚点を持っても.'た｡そしてWeiss理論を支えるのは ｢実演とよく合う｣ という認識で

あり,また本多光太郎がWeiss理論を否定するの比,Weiss理論が履歴卑象を説明出来な

いだけでなく,自らが持つ実験データの中にWeiss理論に合わないものがあるということ

であった｡また Ncbsterのように,その時々で説明することが可蕉なものを,実漠の理論

的説明に使用することもある｡つまり,実験データだけで払 どちらの理論が正しいかは

決定出来ないのである｡ (理論負荷性)

1925-19訪年に量子力学が確立されると事態は一変する｡まず, Heisenkrg,8lochの

量子力学的な強碇性理論が出る｡特に Ⅱeisentkrg論文が出たことによって,Weiss理論

の弱点であった自発碇気の発生株溝が解明されたかに思われる｡しかし群論を用いたこの

難解な論文も 多 くの人が直接Weiss理論に結びつけるようになるまでに払 Diracによ

る Heisenkrgtlabiltonianの導出,Stonerによる r個々の系としての原子よりなる集団
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として全系を捉える立場｣ -の移行が必要であった｡しかし,同じ量子力学を用いても広

板一彦坂のように,本多一大久保理論を擁護するものも現れる｡

･茅 :強磁性単結晶の磁化研究 ･Webster:鉄単結晶の碇化研究

･広根一彦坂論文(1931)

(本多一大久保理論)

く固体物理的) く綻計力学的)

･Heisenberg(1928)･Bragg-Ni11ia■S(1934)

･Dirac(1929)

･Bloch(1930)

･Stoner(1930)

･Slater(1936)

･Bitter(1934)

･Bethe(1935)

･Fouler,GuggenheiJ(1940)

･高木 豊(1941)

量子力学的な

研究対象

order-disolder

相 転 移

読み取り 意味づけ 広板 ･彦坂. 2次元理論と･しての読み耽り

図22_本多一大久保理論とWeiss理論の構図.

一方,多元合金の構造を解明するための理論や実漠が発達してくる｡そしてこれが同時

に強磁性の本性をも説明出来ることが判ってくる｡つまり, hngevinが扱った常態性に

おける統計的取り扱いが,量子力学を得たことによって新たな発展段階に入る｡
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このような状況下に茅誠司の研究遍歴を重ねてみると,すでに研究生活が始まった時点

で,本多一大久保理論,Weiss理論とも正確に r読み取｣っていた茅法,強滋性単結晶の

磁化研究実額では,本多一大久保理論に対して ｢意味づけ｣,即ち実嶺によって理論の整

合性を証明する｡その後 ドイツ官学で,量子力学の洗礼と order-disorder問題の解明に

取り組む発端の研究をしたことによって,錯国後パーマロイ問題-と進んでいく｡この頃

日本では広根 ･彦坂で本多一大久保理論を擁護する形で Heisenkrg理論を読んでいた｡

一方,茅はJt'-マロイ問題を研究する過程で fTeisentnrg,Bragg-Nillia鮎,Slaterの各

理論に触れ,Weiss理論の受容-と向かう｡この時,本多一大久保理論に対して払 2次

元の理論であるという ｢新しい読み取り｣を行う｡そして現象論であったWeiss理論に対

してBragg-NilliaJLSの2元合金の理論を通して r意坪づけ｣を行い,ここで茅誠司にお

けるWeiss理論の受容が完成される｡

§5.結語

Weiss理論は実類とよく合うのだれ 巨大分子磁場や定量的に不完全な点が多いと考え

ていた茅誠司には,強破性単結晶の碇化過程を説明するには,本多一大久保理論が遵 して

いると思えた｡しかしドイツで 打eisenkrg理論の評判を知り,exchangeenergyによっ

て分子磁場の量子論的説明が可能であることがわかった｡その後 SlaterによってNiの強

磁性が示され,このSlater理論は茅をWeiss理論受容-と更に進めた｡しかし,exchange

energyは分子磁場の可離 だけであり,かつSlater理論がCurie点の数値を説明出来な

いなど,とちらも長所だけでなく欠点も持っていたため,量子力学的な見方だけではWei

ss理論を完全に受容するには到らなかった｡

ここで茅のものの見方を考えると,52-2で触れたように,常に全休を考えながら,

あらゆる階層からもの捉えようとする患度が茅にはあった｡それは,研究者としての生活

の中では ｢相転移｣ に着目していたことに当たるであろう｡東北帝国大学金属材料研究所
I

時代から,茅の興味は物質の全温度領域に渡っていた｡このような全体性を重んじる見方

は,磁性体に対して,強磁性単結晶の磁性研究やバルクハウゼン効果で認識することの出

来た蔽区の研究だけに留まらず,茅を order-disoTder問題へと轟 くととになる｡そして

その研究途上で接触することになる Bragg-Nillia鮎 理論が,Weiss理論受容に決定的な

役割を果たした｡

Bragg-Nillia鮎理論は二元合金の理論である｡ここでの冬,Bの金属原子を分子磁石の

(†), く1)に置き換えることによって,強砿性-の適応も可能となる｡しかも Bragg
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-Nillia払S理論がおいている仮定,AA, BBなど同じ原子が並んだ時に増加するポテン

シャルエネルギーを合金全休に渡って平均化すること,これがWeiss理論の持っている分

子磁場の仮定と同等であることから, Weiss理論の受容に至るのである｡

更に茅誠司の Bragg-Nillia鼻S理論-の接近についていえば, order-disorder問題へ

と向かっていた茅にとって,それ比ごく自然なものであった｡当時大きな問題となってい

た per舶lloyに取り組むためには,これは打って付けの論文であった｡そして,恐らくは

Bragg-Nillians論文を知った結果,ここでX線解析によらない order-disorder解明方

法である Sykesの比熱封定法を知ることが出来,す ぐパーマロイ問題にそれを応用するこ

とが出来たのであろう｡この成果が perhalloyの性質を蘇明したとして,世界的に盗めら

れる大きな研究婁損になったのである｡

このように茅誠司におけるWeiss理論の受容を見てきたわけだが,この研究の過程で残

された問題や生まれてきた問題が数多 くある｡

茅誠司に関して言えば,磁区構造の研究に対して更なる議論が必要である●宕区構造解

明の歴史については,伴野雄三 r科学 シTJ-ズ物性-3 磁性.J(1976)三省堂 ｢第6

章 磁性の重要な美袋の物語 6-1.強磁性体の碇区模様の観萎｣ (P291-313)など㌫

述べられたものがある机 更に細かい研究が必要であろう｡･また,}<-マロイ問題に関し

ての歴史的な研究も必要である｡これには茅スクール出身者である日本の研究者が多く登

場するので,日本の物性物理学史研究に大きな意味を果たすものと思われる｡

また,科学論的な観点から言えば, Weiss理論と けeisenbergなどの強磁性理論のよう

に,現象論的な理論か発見されてから,後に原子論的説明がなされることがよくある (鈴

木増雄の言葉だと ｢軟派理論｣ と ｢硬派理論｣9.) ) ｡ 例えば,超伝導の LDndon方程式

とBCS理論の関係,磁性なら反対称交換相互作用の DzyaloshiTISkyと守谷亨の関係など

が上げられるだろう｡この関係づけを明らかにすることも興味ある問題である｡

このように,物理学史,更に広 くいえば科学史の中には多 くの魅力的な問題があるよう

に思われる｡

§6.謝辞

この論文で取り上げたような問題が存在することを指摘して,資料の一部 も貸し出して

頂いたこと,及び研究全般に渡っての指導をしていただいた勝木塞先生に,またこの間題

に関しての議論をして下さった信州大学理学部物理学教室物性研究室の犀川和彦先生 寺

尾例先生に,深く感謝いたします｡
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また,この研究に関連した N.班.Braggの論文をお送り頂いた早堀田大学の逝桂一序先生.

資料探しの時に御世話になった信州大学中央図書藷の畦員の方々にも深 く碁謝いたします｡
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r･･････かれらの得た結論は,Weiss理論の量子力学的な裏付けではなくて,むしろ本

多一大久保の Ele脈ntark叩 lexの量子力学的な裏付けであった｡かれらの l自発碇

化'に対する理解はWeissのそれとは根本的にちがっている｡ WeissにあってはH-

0の橿隈においてなおかつ単一碇区内においての有限の磁化が存在し,それが自発破

化であったのだ机 広根-彦坂にあっては単一の Ele鴨entark叩 lexにおいてH-0

の極限で磁化は0であり,Hの大きな領域でのグーH曲線をH-0に外挿したときの

6軸の切片がWeissの 4日発破化'に対応するものとみなされた｡j

14)文献304.宮原将平 ｢回顧と展望｣ 中 P355より抜粋｡

15)前出.文献13.P212に結論として述べてある｡

16)この月給の金額は文献207 r50年昔の美袋手帖から｣ (1982)中の P2の茅の記述に

よるものであるi一方,文献302 r巨木.茅さんJの P29では r金^円也 (誤植では

ない)の月給をもらう身となった｡｣と書かれてI､る｡これは r追忠 相上武次郎先
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正五年四月一日理科大学近時理化学研究所研究祥助ヲ嘱託ス為手当年額八育四十円を

姶ス.第二部勤務 (東北帝国大学)｣とあることから推封すれば,村上が34jR,茅が

25歳であったことを考えても,月給 8円ということはないと思われる｡

17)文献207.｢50年昔の実嶺手帖から｣ (1982)P2より抜粋｡この上記の本,及びその項

目については確認していないため,茅の書いたことをそのまま溝のみにした｡

18)永宮健夫 r磁性の理論J (19m 吉岡書店 P5-9にかけて引用されている｡

19) r物理学辞典J(1986) 培風館 の ｢破気異方性｣ の項目 (FW ～801)には, r結晶

の磁気異方性は本多光太郎と茅誠司 (1926*)によって初めて滞定された.｣とある

が,正にこのことである｡

20)文献201.日本金属学会報 学会賞受貰講演(lfXi5) 中 P415より抜粋｡

21)文献202.私的記亜 ｢本多光太部研究会記毎 祥遺2｣(1973.12.10) 河宮信席による

茅へのインタヴュー 中 門.発言74.(ページと番号は覚えのために付けられている)
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24)文献捌.｢茅先生を囲んで｣ (1977)f唱15.左投より抜粋｡

25)文献206.日本物理学会誌の巻頭言である r官学時代の患出｣ (195g) より抜粋｡

26)文献207.｢50年昔の実壌手帖から｣ (1982)P3より抜粋｡

27)C.ILJohanssonand∫.0.Linde,■恥ntgenographischeBqtimhtLngderA加 nordJltJng
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indenMisckristallreihenAu-CuundPd-Cu'Ann.d.Phtsik顎,(1925)439_ この

論文は確認していない｡上記の筆者とタイトルは FOSTEI～C.NI‡ANT)NILLIAMSH∝K-

LY,Border-DisorderTransfor船tionsinAlloys'pev.Md.Phys.姓 (19詔)I-71.

中の 稚8-71.中の BTBLIOGRAPnYからの孫引きである｡

28)文献102.r強稔性結晶体論.J(1936)Pllから抜粋｡永宮健夫が前出 r稔性の理論Jの

P4 中で,あたかも,金属材料研究所時代に,この大きさの結晶を作ったように記述

しているのは誤りである｡永音吐 r強者性結晶体韻.Jに書かれたことをそのまま使っ

て,誤解したものと思われる｡

29)文献207.｢50年昔の実演手特から｣ (1982)P2より抜粋｡

30)文献304 ｢回顧と展望｣P355-356,｢怒気の歴史｣ 文献309.に触れられている｡

･31)勝木(｢私信j)によれば,●r有山手軽Jの 1940.10.17.の項に r9.30より京大物にて学

研第二分科会/Superlattice,Hagnetostriction｣との記述がある机 これ辻 r物理

学講演集 (2)J (1942年 3月発行)の r金屋物理学｣ の章に掲載された茅誠司 r規

則格子生成に関する実演的研究｣および高木秀夫 r強磁性の磁歪現象｣ に対応するも

のであろう,とのことである｡

32)文献207.｢50年昔の美袋手垢から｣ (1982)P3より抜粋｡

33) R.BKkeruTtdtl.D6ring著 Ferro船gnetisvus.(P412)から推頚すれば,この論文

は以下の2つであろう｡0.DAHL/ZurFrageunterk血IharerZustands云ndemngenin

Eisen-Nickllegiemngen(DiehohePermeabilitatYonltlftgek血lte■Per鮎lloy)I;

0.Dahl,̀Kaltverfor肌ngundErholungki1.egiemJlgendlitgeordneterAto■ver-
teilung':Zeit.Metallkunde型,(1932)107.;翠 (19諮)133.

茅自身は文献 012と 017で,後者の論文を上げている｡

34)文献203.｢北海道大学創基音周年記念学内行事 理学部講演集｣ (1976)Plo-11｡

35)北海道帝国大学時代の話を主にしている項目を上げると次のようなものである｡

文献107 r雪椿Jでは ｢雪へのあこがれJP232-234_

文献108 r続 雪椿｣では r春に蒋えた 冬̀の華'｣P201-226.(中谷宇吉郎追悼随

筆), r北海道のばれいしょ｣P230-234, rスキーとかんづめ｣P238-241_

36)邦訳 :W.ハイゼンベルグ r現代物理学の自然像J (1965)みすず書房 訳 尾崎辰之助

37)文献312. ｢茅誠司｣ r中央公論J昭和33年 1月号 P212より抜粋｡

38) r茅声明Jは朝日新聞 昭和35* 6月17日 夕刊1両で,租井文相の茅声明に対する

｢教育者の義務を放童するもので理解に苦しむ｣という非難の記事中で次のように要
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的されている｡

｢ 学生も悪いけれど根本は政治が悪い 六 ･十五事件 茅東大学長声明 ､

死者まで出したあの乱闘事件は学生側の行動にも責任はある｡しかし警官に多分の

行きすぎがあったことは明らかで､この点については学生をあずかるものとして強く

抗議する｡しかしいずれにせよー事態をここまで追い込んだの比､議会主義のルール

をふみにじった新安保の強行採決､それに続いた国会の様態回復に対する適切な方法

が取られなかったことだ｡もし解散などの方法で国会が正常となっていれば～学生も

平穏な意思表示の機会が与えられ､このような拳には出なかっただろう｡このような

事悪のもとでは大学が学生教育の任務を果たすことはとうてい不可簾だ｡説得などの

教育的方法で学生に静穏な行勤を求めても効果があるとは考えられない｡一刻も早く

憲法の根本理念に従い､民主主義の責任政治を回復しなければならない｡｣

39)文献108. r続 雪椿J 円5-104.対談のタイ.トルは ｢都市化社会の非行少年｣

40)このような茅の考え方を示すものとして払 文献107. r雪椿J P212-222.

｢人間をつくる教育一小泉信三氏との対談 - ｣申 P215で r･･････フレームワークを

越えてはならないとされているものを済み破っても､民主主義を守るんだという考え

なら､かつての五 ･十五事件と同じじゃないかと思う｡法治国家としてふさわしくな

い｡たとえ悪法であっても､それを破ってはいけない､というんですが･･････J と述べ

ることなどから,判断出来よう｡

41) 1988年11月 9日に茅誠司が死去した時, r毎日新聞Jは稗学部長清水洋一の署名入

りの記事を出した (松本では11月10日の朝刊社会面)｡ 清水は茅誠司の東を ｢卓抜し

た物理学者l ｢行動的な科学行政官｣ r良識のある文化人J の三つに分けてその生産

を展望している｡そして ｢茅さんはいろいろな面で昭和の時代が必要とした､たぐい

まれな常識人であった｡ ｣ と結ぶ｡この記事は捻合的 ･多面的見方をしていることで

｢小さな親切運動｣あるいは ｢60年安保時の棄大学長｣ ということを強請する他の新

聞社の記述とは趣を異にする｡

42)朝日新聞 昭和38年12月 1日 朝刊 14両 ｢持論 一人間見失わぬ経済学 兼大学長

に選出の大河内氏｣の記事中より,当時の学長茅誠司を対する評の一言より抜粋｡

43)文献312. r茅誠司J r中央公論J昭和33年 1月号 P209より抜粋｡

44)文献107. r雪椿.J P212-222.r人間をつくる教育-/)､泉信三氏との対談 - ｣

P214より抜粋｡

45)例えば文献107.r雪椿j P156-188.｢科学技術と人間｣ 昭和35年 5月 日立市に
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おける岩波文化講演や文献108.r続 雪椿JPl14-159.r科学技術とその間毘点｣昭和

36年11月22日 自治大学校記念奈における講演などで取り上げている｡

46)前出. N.ハイゼンベJLJグ r現代物理学の自然像Jみすず書房(1965)P15より抜粋｡

47)例えば朝日新聞 昭和36年 3月28日 夕刊 7両より 東大卒要式での法なむけの言葉

としてこうしたことを言っている｡

48)文献107. r雪椿J ｢科学技術と人間｣P177-178.より抜粋｡

49)エントロピー論などはその一端であろう｡ニューサイエンスの中にも,要秦還元主義

を超えることを目指しているものがある｡

50).文献310.河宮信郎 ｢本多先太部の磁気理論｣ P40-41.で本多一大久保論文を簡単に

説明した後, ｢これがその後長くr本多一大久保理論Jとして,本多スクールの強稔

性理論の骨子とされ,あの有名なFe,Ni,Coの単結晶の磁化i対定も,この本多一大久

保理論の正しさを立証 したものとして発表される｡J と結論してt､る｡

51)このように東北帝大理科報告に載ったグラフが,そのまま後年引用されているわけで

はない｡例えば 前出永宮健夫 r磁性の理論J (19gT)で茅誠司のデータとして掲載

されているのは,茅の著作 r科学文献抄4 強磁性結晶体-ii.J (文献102)からの抜粋

である｡

52)本多一大久保論文では,後半2式の分母が sin になっている｡これは原論文の誤植

か間違いである｡本多一茅論文では,この部分は修正されている｡

53)最後の分母,cos払 本多一大久保論文でも,茅のこの論文でも sin と記されてい

る｡これは計算間違いである｡前誌との関連から推考すれば,本多との連名論文は,

やはり本多の目がかなり細かく入っていたのだろう｡つまり茅が一人で, 4S5.今

までの結果の理論的考案.)の項を書 く時に,本多一大久保論文を全面的に信者し,

それを脇において写すように書いたので法,などという急性も出来る｡

54) r金属の研究Jの r創刊に際して｣,辛-巻に掲げられた本多光大部の言葉より一部

を抜粋.書かれた日付は ｢大正十三年 .正月元旦 金属材料研兎所所長 理学博士

本多光太郎｣.

55)K6TAB8HONDA,-onthenature｡ftheA2上ra,.Sf｡T,.ati｡nini,｡n_･

Sic_Rep.T6hokuI叩.Univ.4.(1915),169-214.

が代表的論文｡これに関する研究として,文献311.河宮信取 r本多光太郎の磁気 ･

金属学研究について (Ⅰ)｣及び,河宮信取 ｢日本における金属工学の成立と展的

- 本多光太郎を中心として - J r科学史研究.I堕.(1976),80.
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勝木 轟, r本多の磁気理論と,わが国におけるWeiss理論の受容の過程 Ⅰ.｣
/

r物性研究j31.(1978),1-22.

, ｢本多の磁気理論と,わが国におけるWeiss理論の受容の過程Ⅱ.｣

r物性研究j31.(1979),245-268.

などがある｡

56)文献202.私的記録 r本多光太郎研究会記鐘 祥遺2j(1973.12.10)河音信席による茅

誠司-のインタヴュー｡

57)文献訓5.私的記毎 r物性物理学史聞き書きノー ト｣ (1978.7.26)藤木轟による茅誠司

-のインタヴ■ユー｡

58)文献205.私的記卑 ｢物性物理学史聞き書きノー トj (1978.7.26)勝木義による茅誠司

-のインタヴュー｡

59)∫.C.SLATE凱 -TheFerTO船gnetishOfNickel' ､phys.Rev.壁,(1936)537.

60)文献204.｢茅先生を囲んで｣ 日本物理学会誌(1977).P818左投2行目より抜粋｡

及び勝木 轟, r広板 ･彦坂は異端の芽か?｣ r物性研究J塾 (1977)93.中の,

P98に日本の物理学者たちがどういう経蕗で 汁eisentnrg理論の存在を知るようにな

ったか,その絞れが書かれている｡

61)文献:犯4.｢茅先生を囲んで｣ 日本物理学会誌(1g77).P818左段より抜粋｡

62)文献205.私的記鐘 ｢物性物理学史聞き書きノー ト｣ (1978.7.28)勝木墓による茅誠司

へのインタヴュー｡

63) Heisenbergl強磁性理論の原論文についての研究には,次のようなものがある｡

勝木 浸, ｢本多の磁気理論と,わが国におけるWeiss理論の受容の過程 V｣

r物性研究J_亙 ,(1981)355.

加藤書基, ｢Heisenbergの強破性理論｣ r物性研究J坐,(1985)739.

64) Appendix4. r茅教授磁性捧論講義J (1936-1937)記患者 宮原将平.のノー ト

をここでは指している｡

65)F.81∝h,●zurTheoriedesFerTOhagnetis←tlS/ Zeit.Phys.堅,(1930)206.

66)文献103. 茅誠司 r磁性体論J (1938)P65より抜粋｡

67)文献105. 茅誠司 r金属学大系1磁性体論J (1943)P398より抜粋｡勿論,文献103.

茅誠司 r磁性体論J(1938)にも同様のことが述べられている｡

68)茅がこの頃注目していた論文をいくつか上げておこう｡

N.Aku,low,I臼berdieぬgnetostriktioJlderEiseneinkristalleJ
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Zeit.Phys.9,(1928)389_

N.AktJlov, z̀urTheoriederFeinstmkturderHagnetisiem gskurven

derEisenkristalle.' zeit.pays.壁,(1931)78.

N.Ileisentx!rg,一zurTheoriederぬgJletOStriktionundder他部etisiemngskurve/

Zeit.Phys.壁,(1931)287.

69)文献103. 茅誠司 r強磁性結晶体論J (1936)P15より抜粋｡

70)文献103. 茅誠司 r強磁性結晶体-ii.J(1936)P18より抜粋｡

71)文献103. 茅誠司 r強磁性結晶体論J(1936)P47より抜粋｡

72)前出.文献65. 8lochの spin輪Ve_の論文のこと｡

73) Appendix4. r茅教授稔性体論講義JP195より抜粋｡次の頁に掲げたのが,そのノ

ー トのコピーである｡引用した甲は四角で囲んだ所である｡

74)文献105. 茅誠司 r景新金属学大系1磁性体論J (1943) P402より抜粋｡

75)文献訓5. 私的記簸 r物性物理学史田き書きノー ト｣(1978.7.26)勝木轟による茅誠

司-のインタヴュー｡
1
76)N.L.BRAGGu.E.∫.NILLIAHS,̀TheEffectofThenLalAgitationonAto嶋ic

Arrange舵ntinAlloys.)I,tl,Ⅱ.Pr∝.Roy.SK.,過 (1934)699.=

匙 (1935)540.:温 く1935)231.(Ⅲ.は E.J.NILLIA【Sの単名)

77)H.H.BETHE,̀statisticalTheoryofStJ押rlatticesJ'

Proc.Roy.SK.150,(1935)552.

78)Fouler,GugBenheiJI:StatisticalTherd ynaJbics,Ca■bridge,1939.

R.Il.FOULERANDE.A.GtlGGENtIETM,●statisticalther鵬 ynaJricsofsuper-lattices'

Proc.Roy.S∝.主払 (1940)189.

79)YutakaTAKAGI, s̀tatisticalTheoryofBinaryAlloys/ I,Ⅱ.

Proc.Phys.-Hath.SK.Japn23,(1941)252.and553.

Ⅱの 4344;DerivationoftheNeiss一打eisentNergformulae.'･で,Betheのsuper

latticesの理論と Bragg-NilliaJLS理論の比較をした後,Weiss-1leisenberg理論を

導出する｡そして 4強磁性現象の解析の方法比,2元合金の超格子掻道と密に類似し

ていることが明らかになった.更に,Weiss｣leisenkrg理論が Bra8g-NilliaJLS理

論に対応するなら,我々のこの理論は Bethe理論と比較されるものである.そして,

Bethe理論が Bragg-NilliaJLS理論に一致するのと丁度同じ関係で,我々の理-iBは

Weiss-fleisenberg理論と一致することがわかるだろう. D と述べている｡
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註73) r茅教授磁性体論議義J宮原ノー ト.P195のコピー.四角の中が論文に引用した

部分である｡
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また,原島 鮮 r物性論概説J (昭和42年改訂第8版)裳華房 P198によれば.

準化学平衡の取り扱いと ｢わが国の高木氏の方法も同じ結果に達する.｣ ｡

80)F.Bitter,-AnEle徽entaryDiscussionofFerro義agnetis雷/

PT∝.Roy.SK.過 (1934)629.

-AGeneralizationoftheTheoryofFerr卿 etis).'

Phys_鮎V.塾 (1938)79.この論文では Neiss一打eisenkrgth印ryとい

う言葉を使っている｡

lntrductiorLtOFerro嶋agnetis義, M raN月ill,Ne鞘York,1937.これは未確乱

81)文献204.｢茅誠司先生を囲んで｣ (1977)日本物理学会誌.t唱17 右投より抜粋｡

NixandShockleyの論文は,FOSTEIiC.NIX.ANDNILLIAHSH∝KLEY/Order-Disorder

Transfor恥tionsin.Alloys'fZev.Hod.Phy.姓 (1938)1. のことである｡この論文は

71頁にわたるもので, order-disorder問題の歴史的変轟を見渡すことが出来る論文

である｡勿論,茅-Kus鶴anJIの論文 文献∝方 も BIBLI∝RAP附 に･引用されている｡

82)伴野雄三は1941年～43年に北海道帝国大学在学｡この話は文献205.私的記毎 ｢物性物

理学史聞き書きノー ト｣のメモ書きにある｡勝木が1972年 7月12日に伴野から聞いた

ものである｡

83) r｢科学｣50巻記念増刊号 論文にみる日本の科学50*J (1980)岩波書店.

P21より抜粋｡

84)Ann.Physik_2g,(1934)57. BragBINilliaJLS論文 Iからの孫引き｡-

85)Z.phys.Chel.些貢1934)343. 8ra8g-NilliaLS論文 Ⅰからの孫引き｡

86)前出.77)の論文のこと｡

87)C.SYKES,+HethdsforInvestigatingTher船IChangesOccurringDtlrirLg

TransfomLationsinSolidSolution' pr∝.hy.SK.土壁と(1935)422_

88)前出.77)の論文のこと｡

89)Emstlsing, B̀eitragzurTheoriedesFerroAainetis仙 S/I

Zeit.Phys.塾,(1925)253.

90) Brags-tlilliaJLS論文 Ⅰ.P703より抜粋｡

91)この Bs は, Brillouinfumction のことである｡

Bs叫 -2iilC｡tL穿 孔一志山去a･ヱS
ところで,M.L.BIiILLOUIN,一LESI仰MENTSDEROTATIONETLEMAGNETISMEDAMSLA
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MECANIaUEONDULATOIRF I.Phys.radit川. 8,(1927)74.の論文で,P80に

+A 帥

p-,8書芸 -p量感 =pBt壌 実 車 ㌢e中一e-伽 や ~-色?-I
までの詳算はしてあるが,現在の 8,ill｡uinf.lnCti｡nを誰が,いつから使用するよ

うなったか比確認出来なかった｡例えば,VaJtVleckITheTheoryofElectricaJld

ぬgneticSusceptibilities.(1932)OxfordUniversityPress,･07(ford.(邦訳 r物

質の竜気分轟と磁性J (1958)丸善 )の邦訳 P276に比BrillouinfunctiotI につい

て rそれをBrillouin関数とよぽう.何故ならそれは新量子力学において且riIlouiれ

により使われたから,但しそれは又それ以前に古い理論で Ikbye及びその他により使

われたけれどもそうよぽう.｣ と書かれている｡日本でそれが直ちに受け入れられた

かは定かではない｡ただ,少なくとも茅誠司の場合は,Brillouinfunctionという名

称を使うのは随分遅いようである｡それは文献lq9.茅誠司 r強蔽性J(1粥5)のP35に

Brillouinfunction〔(35)式〕とと hrLgeVinfunction〔(36)式】を並べて書いた上

で,次のように記していることからわかる｡ r(36)式はランジュJ<ン(T.LAngeVin)に

よって求められたものであり,(35)式はその一般化であるからLj(α) 〔*(35)式

のこと〕をランジュバン関数と呼ぶことにする.｣

92)文献205.私的記鐘 r物性物理学史聞き書きノー ト｣ (1978.7.26)藤木麦による茅誠

司-のインタヴュー｡

93)Weissが分子碇壕をどのような経緯で分子磁場という着想に到達じたかに関する研究

として,次のようなものがある｡ 勝木 塞,永井寛之,斉藤方成 r本多の磁気理論

と,わが国におけるWeiss理論の受容の過程ⅦJ r物性研究｣41,(1983)fX;.

94)鈴木増雄, r物性研究J35,(1981)63.
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Appendix 1

☆参考文献リス ト

これは,筆者が論文を書くにあたって集めた,茅誠司関連の資料TJストである｡論文の

名前の記述は,それぞれの雑誌に従.った｡ここでの分類番号は論文中で使われている3け

たの文献番号と一致する｡

◎分類番号0;論文

ooo:K8TAR8I70NDA,SEISIKAYAandYOSIOMASUYA【A,-OTLtheHaBneticPro叩rtiesof

SingleCrystalsofIron.- NATURE,上辺,(1926)753.

001:K6TAR6IIONDAandSELH KAYA, tom･the.%gnetisatidnofSingleCrystalsof

lron.-sci.Repts.TohokulbP.Urliv.過,(1926)721.

002:K̂oTARAoIIONDA,HAKARMASUnOTOandSEIJIKAYA, tontheMagAetizatioAOf

SingleCrystalsofIronat柁ighTevperatures/

Sci.Repts.TohokuI岬.Univ.17,(1928)Ill.

003.･SEIJIKAYA, ~ontheMagnetisationofSingleCrystalsofNickel/

Sci.Repts.TohoktII岬 .Univ.17,(1928)639.

004:SEIJIKAYA, ■Thellagneto一定esistanceEffectinSingleCrystalsofNickel/.

Sci.Repts.TohokuI岬.Univ.17,(1928)1027.

005:SEIJIKAYA, òntheぬgnetisationofSingleCrystalsofCobalt.I

Sci.Repts.TohokuI叩.Univ.堤 (1928)1157.

006:SejiKayaundA.Kussmann, ●Ferro傭agnetishuSu)dPhasengestaltungih

ZtdCistoffsystedNickeトぬJlgan/ Zeit.Phys.Z2,(1931)293.

007:S.Kaya, .臼berdieRenanenzVOJIEinseninkristallen.'

Zeit.Phys.型,(1933)705.

008:S.Xaya,ーpulverfigurendeshagnetisiertenEiseninkristalls_I

Zeit.Phys.担,(1934)796.

009:SeijiKaya, ●pulverfigurendeshagnetisiertenEinseninkristalls/

(ZtdeiteMitteiltlng) Zeit.Phys.99,(1934)551.

010:S.Xayaund∫.Sekiya, 一pulverfigtJrendes鳳agnetisiertenNickelkristalls.I

Zeit.Phys.壁,(1935)53.

011･.S.KAYAundtLTAKAKI,■ijberdieIIysteresisschleifetlnddielbgTIetOStriction
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

derEisenkristallC/ Sci.Repts.TohokuI叩.hiv.迦 垂 (1936)314.

012:SeijiKAYA,̀ Dieijherstmkturbildu喝 indenNickel=EisenLegierungentlnddas

Per舶11oyproblen/ J.FacultySci.EokkaidoI叩.Univ.2,(19詔)29.

013:SEIJIKAYAUNOSYaHEIMI!AmARA..UberdiehgJletisiemJlgdesPyrrhotinkrisL

alls' sci.Repts.TohoktJI叩.Univ.Zt,(1939)450.

014:SeijiKayaundHasakazuNakaya■a, D̀ieijtwstrukturbildunSiJ)detIEisen-

Ⅳicke1-KobaliLegiemngenunddasPerhinvarproble嶋.-

Zeit.Phys.姓 (1939)420.

015=S.XAYAund的.NAXA!AMA, ~DieNachbarschaftordnungindenNickel-ぬngan

Legierungen' phys.-Hath.SK.'Japan且 ,(1940).126.

016:茅 ･誠司,望 洋,蕉坂康治, l規則格子Ni3Fe,Ni3ha)生成と硬度の変化.I

日本金属学会誌 且,(1942)188.

017.･茅 誠司, 4金属固溶休に於ける規q̂格子生成の美袋的研究.'

科学 望,(1942)174.

018:SeijiKAYA,Tada嶋iTAOKAtlndTakehikoIKⅠ, ■批erdenEinflussder如sseren

ZugspaJIJlugaufdieAnfaJIg即杷r¶eabilitatderEiseneinkristallen/-

Pr∝.Phys.-Hath.S∝.,Japan_塾_,(1942)864.

019:SeijiKAYA,MasakaztlNAKAYAHAundfliroshiSATO,●DieijkrstmkttJrbildtJngirk

derlNickeトEisen-MaJlganLegierunge爪/

Pr∝.Phys.一触th.S∝.,Japn_且 ,(1943)179.

020:SeijiKAYAund比iroshiSATO, ●DieijtnrstrukttlrbildtngindenRisen-Kohalt

Legienlngenundihre鳳agnetischenEisenschaften.'

Proc.Phys.-Hath.S∝.,Japan且 (1943)261.

021:SEIJIKAYA,■UniaxialAnisotropyofaPemalloyCrystal.-

Rev.Hod.Phy.室,(1953)49.

◎分類番号 1:茅誠司の著作.

101.r金属の研究J (註)Appendix 3を参照

東北帝国大学金属材料研究所発行

(1924-1937)全14巻

102.r科学文献抄 4 強磁性結晶体論J 君波書店
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足助 尚志

昭和11年 6月 5日 印尉 (1936)

昭和11年 6月10日 第 1耕発行

昭和19年 1月10日 印潮

昭和19年 1月15日 第 3耕発行

103.r磁性休論 仁科芳雄編輯 量子物理学第 5巻J 共立社刊

昭和13年12月12日 印刷 (1938)

昭和13年12月18日 発行

104.r学術研究会編 物理学講演集 (2)J 丸善株式会社

Ⅱ.金属物理. 1.規則格子生成に関する実漠的研究

昭和17年 3月25日印刷 (1942)

昭和17年 3月31日発行 (2030部)

105.r豪新金属学大系 lJ 誠文堂新光社 監修者 本多光太郎

･固体金属論 : 武藤俊之助 九州音大教授

･ 物 性 = 庄司彦六 棄北帝国大教授

･砿性体論 = 茅 誠司 北海道帝大歌津

昭和18年 2月23日 印耕 (1943)

昭和18年 2月28日 第 1耕発行 (6000部)

(荏)折り込み菜に ｢r最新金属学大系J発刊に裁て :本多光太部

執筆所感 :武藤俊之助

感想 :庄司彦六

執筆の感想 :茅 誠司 ｣

とそれぞれ四百字から千二音字程度書いており,この本が出来るまでの経緯が

を示す,重要な資料の一つである｡

106.r金属の物理J 河出書房

昭和23年 2月20日 初版印刷. (1948)

昭和23年 2月25日 初版発行

(註) ｢･･････本書は専門家以外の方々に金属材料を理解される下準備となるように

と思って書かれたものである｡

･･････本書は畏友藤岡由夫氏の怠通に依って執筆 したものであり･･････｣

107.r雪椿｣ 雷鳥社 (注)随筆集

昭和44年 8月20日 初版第 1耕発行 (1969)
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

昭和44年 9月25日 第2尉発行

108.r続 雪椿J 雷鳥社 (注)随筆集

昭和44年11月10日 印捕 (1969)

昭和44年11月25日 発行

109.r強磁性J 岩波全書 158 岩波書店

昭和27年 5月 5日 第1耕発行 (1952)

昭和43年 8月20日 第6耕発行

◎分類番号2=講演,インタヴューなど.

201.日本金属学会手技 4巻 (1965) NO.6 学会賞受貴記念講演

202.｢私的記与 ｣ 本多光太郎研究会記鐘 補遺2(1973.12.10)

(河宮信郎 (名大工)氏によるインタヴ千一)

203.北海道大学創基音周年記念学内行事 理学部記念講演集

北海連大学理学部記念講演実行委員会 1976.9.15

204.r茅 誠司先生を囲んで｣ r日本物理学会誌J 第32巷 第10号(1977)

上智大理工 伴野 雄三,上智大理工 柳瀬 隆男, 日大 理工 安河内 昂

205｡｢私的記録｣ 物性物理学史聞き書きノー ト. 1978.7.26

く勝木 轟 く信州大理)氏によるインタヴュー)

206.留学生時代の患出 r日本物理学会誌j 第14巻 第 4号(1959)

207.50年昔の実旗手帖から r応用物理J 第51巻 第 1号(1982)

◎分類番号3:その他.

301. r私的記録｣ 本多光太郎研究会記鐘 (1972.ll.20-21) 於 =物性研

くこの記藻は,研究会提案者,および参加者のための privateなものとして,

勝木 塞氏により作成されたもの)

302.r巨木 ･茅さん - 異色の棄大学長 - J 半帝 耕一雄著 中央公論事妾出版

昭和60年10月20日発行 (1985)

発行 茅先生の御仕事をまとめる会 代表-伏見康治

茅先生米寿祝賀会発起人会 代表-高木秀夫,鈴木乎

303.茅 誠司氏功績概要 日本物理学会

く物性物理学史の資料として勝木 塞氏より閲覧させていただく)
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足助 尚志

304.｢回顧と展望｣ 宮原将平 (北海道大学理学部) r物性J坦(1972),354_

305.r回顧と展望｣ への感患 河宮信雄 (名古屋大学工学部) r物性Ji!(1972),589.

306.r本多スクールとWeiss-tfeisenherg理論｣ 宮原符平 (北海道大学理学部)

r物性｣坦 (1972),591.

307.rわが国におけるワイス理論受容の過程についての一考寮 j 藤木産 (信州大学理学

部) r物理学史研究J旦No.2(1973.8月)

308.｢日本の磁気学の 100年 - 研究者のみたもの - ｣宮原浮平

r日本応用磁気学会報J旦 (1978)29.

309.｢磁気の歴史｣ 宮原将平 (中央大) 応用磁気講習会(1982.8.m

く物理学史の資料として勝木 轟氏より閲覧させていただく)

310.r本多光太郎の磁気理論 - ｢本多一大久保理論｣ の成立まで - ｣

河音信郎 (名大工) r物理学史研究Jユ No.3 (1971.9)

311.r本多光太郎の磁気 ･金属学研究について (Ⅰ)J 河宮信沸 く名大エ)

r物理学史研究J旦 No.4 (1972.12) (1972年度物理学会年会特集)

312.r茅 誠司｣ 青地 点 中央公論 昭和33年 1月号

313.r茅 誠司氏 - 強砿性体の研究 - ｣梅内賢信 r科学朝日J 25(1965)1月号
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Ap.巨星ndix 2 茅 者成司 年 表

究 . 発 行 物 始文番号 文 献西暦 和暦 生 酒 . 業

1898M3112月21日 神奈川県愛甲那中津柑 (現在愛
町中津)め農家の三男四女の二男として陛
父小太馳 母きち.兄真三とは1年9か一

生まれてすぐ,隣部落の農家に1年はど里
れる.祖父相通は村長や那全議員を務めて

19051911M35M45 4月 小学校入学..小学校卒業乱 高等Jl嘩校に1年間通う.

19121917. 4月 神奈川県立勢三中学校 (現在神奈州(Tl)T5高等学校)入学.

･地理や歴史にひかれる.商舟桝 へ入つ
なり,世界中を経てめぐってみたいものだ

る.

･数学以外は通学途中に予習復習した.
･卒業までの5年間,級申約 100人の中で
には下がらなかった.
･申2電灯がつく.
･申3 飛行機を見る.

3B_中軸 卒麓
4月 蔵前の東京高等工業学校 (東京工翼
身)の電気科へ無言式験で入学.
動1.石川の福音ルーテル教会の寄宿舎へ入

ト部へ入弧
⑧/J市川は通学に不便なため1年くらいし■
町の商工青年会の寮に入る.海老名碓正
会へ通う.父/]湖 β死去.第1回のスベ
で肺免 享年50嵐

⑧上村邦良牧師の作った早稲田教会へ通い.
受ける.受ける.
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1920.1923T9T12 3月 東相 等工業学校卒糞.7月 東北帝国大学理学部受晩 (108)･.より社会を

9月 東北帝国大学理学引物理学教室入学.･数学ばかりやつていた.フォーサイスの撒 当時の物理学教室の教授

分方程式の本ト｢今から思うと,東北帝大の三年間はビア ･本多光太郎 (1916;鉄の研究で学士院井) 明るくするには
･日下部四郎太 (1914:.岩石の力学的研究で学士院賞) ･対立の解消
･石原 純 (1919;相対性原甥の研究で恩賜賞) ･科学技術と

カデミックな気分にひたつて勉強したことは ･愛知敬一 (理始物理学) その間塊点

なかったような気がする｣･不二寮での生活3月 東北帝国大学理学喜一物理学教室卒翼 ･小林 巌 - ⊥(202の貴子A)

･山田光雄 (X線研究の草分け)- -(301)･仙台を経る

1923192419251926T12T15T14T15-Sl東北帝国大学金属材糊形研漸郊甫助 r鉄-炭素系のソTJダス.闇熔線a)形の決定J 00p-001･204;2,302..
･新しい物理の経路が出ると夢中で取り組んだ.特 ｢あんなに苦しんだ実験は私の一生中になかった｣ 30?201,204,301,302303303302201,204,302,303302302201,202,204,301,302,303

にSommerfeldの●一AtombauundSpektrallinien,Z鵬-iteAuflage".(203,205)外遊中(イギリス 301;187)の本多よpり金研の山田 (302)増山義雄とともに鉄の単結晶の製作と磁歪の異方性を研

光雄に電報. ｢鉄の単結晶を作り,その磁性を研究せよ｣11月 東北帝国大学助教授.泉北帝国大学金属材料研究所所員.夏 Z項a)木村栄の長女伊登子と見合い.本多帰朝.ニッケル.コバルトの単結晶研究指示.12月6日 本多光太郎夫妻の媒酌で伊登子と結婚.この年,肋膜炎で2~カ月入院.フランス語の郷乱4月 数学物理学会で鉄のクリスタルの発表を学会で初めてする. (204;60) 究することになる.ニッケルの単結晶の研究に着手.･r金属の研究J101研究;秩-炭素系の固テ容線に就て輯線;電気櫨に就てコバルトの単結晶の研究に着手.･東北帝大卿斗報告

-1i5751 本多,茅:Feの単結晶の磁化l 301

l蔓 鉄Jニッケル板晶蒜 晶冨錆 .o讐ll 重税体の多より学鹿 文と■して提出するようにいわれる. ≡

-
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1 ー 302~金研時代の生活に関する補足文献(108)･腕に自信を･科学的とは何か

晶の磁気曲線に就て
晶の比重に就て
於ける鉄の単結晶の磁化に就て-
測定法 ∫

1 002- 0 0 3

単結晶の磁気的研究
ケル及びアルミニウム単結晶の比重

測定埠

結晶の磁化-
結晶の磁気抵抗劾果- -→ 0 04 ･本多先生と
結晶の磁化-. --+0 0 5 高周波電気炉

lI
ll

いた1202:96,204;96,205). ;
04,205頂短｢ - ≡I

1 203,302.-302,303単結晶の故場内に於ける
電気抵抗変化に就て 202,203,204,205,

単結晶の滋野的研究 . 302

Nとともに山i.Mn合金の研究を

単結晶のバルクハ

19271928S2S3敷物学会年会第3-日の牛後 鉄の単ウゼン効果について揖演する. (201月長女晶子誕生.

･金研時代,始文等に現れな
バルクハウゼン効果 ■- 磁

X線によ る解 析方 法 熱

19281929S3S4北海連帝国大学赴任を前提にドイ.ツ

8月 構浜よりマルセイユ経由 10
箱根丸で約40日の航海.バンジ訂ン
う家へ下宿し,2-3カ月FrauDr
ツ緒の教授を受ける (両者ともかつ
なった).
12月 仙台の~r河北新幸鮎 に学位始
学博士になったことが報じられる.(

1月 東北帝国大学より理判藩士の
る.J
1月から国立物理工学研究所 Physi
nischefZeic-h畠anstaltの磁気研究
る.
下宿では石川啄木を読み卜シユレデ
を研究.した.(302)を研究.した.(302)

5:10の3.i)

い研究としては,

r金属の研究J10
研究;鉄の単緒

;鉄の単結
:高温度に

講義･.磁気と

r金属の研究j10
研究;ニッ

銑 ニッ
に就て

維義;磁気
東北帝大理科報告
17639 Ni
巧1027 Ni
汗1157 Co

磁臥 order-disorder問題を意織して
湖 東 - ドイツ留学の時に役に立つ(2

留学.
月ベルリン着.
ユキセリンとい
日leよりドイ
て本多が世話に

文が通過し,鍾
302)

学位を授与され

kaliSCheTech一
室で仕事を始め

インガ-の拍文

･r金属の研究J10
研究;ニッケル

コバルト

Ku伽1ann,Scharno
する.後にメスキン
緒に研究を進める.
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1930S5 4月 バリ金紋:北海遭帝国大学理学部設立についての賭し合い. (203)中谷宇吉郎とドレスデン.ブラへ ミュンヘン.チューリッヒ.バーデルへ卵子をする.ストラスブルグ大学へWeisSを訪問し,Weissの学位始文を贈られる.G6ttingenまで行き,そこで中谷と別れベルリンへ帰る.バTJへ旅行しド.プロイを妨ねる.(302)春 北海道帝国大学理学部が関学.中谷宇吉郎より大変だから帰ってこいと手紙をもらい,ベルTJンを去る.(203)イギリスにわたって各地の研究所を見学 IトNi-3Mnゐところでニッケルとマンガシカ観姉:.正しく並ぶますと,強いフェロマグネティツクであ;:つて.でたらめ,-Fイスオ-ダ-な配列をするとノ…I.巨 やグネティツクになることを見つけました.辛-圭;.7)-負 (磁気変憩点)がオ-ダ-.デイスオ-ダ-.ド (0,der-dis°,d6r)変態によっ.て非常に変わる!持 いうことはこのとき初めて見出されたものです.'i…禦 .oi字粁 諺 こlL避 雷㌫露 詣 J'% 苦を…I圧 た際に,レ-ニ㌣グラ-ド理工学研究所で rお裾l'i豊 吉a言も誓S,LTabPni冨詣 義弘 差㌫誓㌣言も,r;'!l毒ていい仕事であったのかとわかった次第です. i 204,205,302留学中の生活に関する補足文献(107)

19301931SPS6 9月 北海遭帝国大学痩学部助教挽 . ; i0-06(独での成果)

茅の北大行きの意義につむ_､て(301:351-359)5月 北海道帝国大学理学部教挽 物理第一繕座担任を命じられる.鳥 諒 等 毒諾 韻 語苧蒜 始,電磁星…気学.(302) ≡;.HeitlerのauantumTheoryofRadiation項I; を読んで行う.Mot上-Jonesも.(204‥64) ; 憧 儲 監 瓢 謹製諾 2'#木秀夫とともに.i;-茅の法則を得る (1931年)-(204;102T108,205!儲 豊 品 禦 ).→⊥ヱ鍵 金属体系lJ-S期一;† ーl ll…⑧ 強磁性合金把 の進展- order-disorder,pe-il･rma】loy問題へ強力{つていく. (202,203,204:31-i再1.205:53136-148,301...196265275,302)~ i層 投 写芸重璽 崇 芝蓋曇書芸 富野l一

l闇 熟 読 鼎 諾 戯 篭鮎 毒平針I一…力学は,ぬxPlaJnkのVorlesungen-uberTherm-iI 享と患普 2̀Hn,AB'i-C.,Ni-Fe-Co,享iFe∴Coの脚 線 測温 (205;147,302). i
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数学物理学金 東京 4月2日"純鉄の乗娘と理によ
る甜生の変化についで 繕浪(205･.75の組.

数学物理学会 仙台 4月3日"鉄単結晶の残留磁
気"繕演(205;75の組 .
4月4日 ｢貴子物理学部会｣ "鉄の単結晶の残留
磁気に就で 繕演 (205;75の相.

11月 第1回磁気研究会:金属材料研究所

12月 強磁性結晶体の研究に対し服部公賞受賞.

夏 本多光太郎監修のr最新金属学大系Jの第1巻
｢物梁の茅部生質J中の ｢敵性桐畠｣執翼

秋 仙台で本多に原稿を提出.

春 本多から｢磁性体始｣の原稿が返送される.
茅は上京した軌 本多と槻鳥.本多は摘寺.
2,3ヵ月後 再び原稿の一部を返される.
原稿修正 提出.
本多より,茅の考えと一致する手紙を受け取る.

(105)

5月 強敵性単結晶の磁化機構の研究に対して帝国
学士院賞受賞.(202:102-108)
7月 束京工業大学教授を兼任する.

寮京帝国大学理学部物理学教室の滑水武雄が,札幌
に来て ｢本多光太郎先生の系統を伝えるために東京
帝大に来てはしい｣と交渉.本多と相続.本多には
理化学研究所の本多研究室の研究員も兼任してほし
い意向があったため,東京へ行くことを決心する.

･r金属電気材料j発行.
秩,ニッケルの結晶の研磨面に生ずる模様の観察をおこ
なう.(201,202;66-73)

･科学文献抄4r強磁性結晶体的JIO2発行.

･r磁性体的JIO3仁科芳雄締韓 圭子物理学第5巻 .

･r高温物理学J (物理実験学中の一章)

･r硫気測定J (物理実験学中の一章)

･物理学経済集 (2)
｢規則格子生成に関する実験的研究｣104

八幡製鉄 (現在の新日本製鉄)の依頼で研究@.方向性
珪素鋼板の研究を開始する.(紘;ただし203ではS15
ころとなっている)

J
東大へ移っても研究は続けられる.

0 0 8
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011
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0 1 3
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019
020

303

303

303

303

105

202,302,303
203,204:67-87
知覧

302
北大生活に
補足文献
(107)
･人命救助
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ll (108)･科学技術研究と 匝昏

lI 二重糾交を結ぶ.また集中講義で札幌に来-≡ 自閉症

108に ｢春に消えた .J冬の翠'｣が喜原将平.里親 田岡忠兎 鈴木平,ドl ･北海道の1ばれいしよ･スキーと転結･べリオ-ズ｢幻憩交響曲｣
一● illll

方向性珪素鋼板の研究を続ける. 以下主な文献は302

lIl∫l研究. 呈l

I .ヽ 303この頃の生活に関する神足文献(107)･私の住居
I性体 …

106発行. ･ふろとともに十年

I

富野 療 整 こ重態 など.圭I

…202,302..P55-64に弾しい.特に数学者の音f
圧 漸ー憐樹と_も親しくなる.中谷宇吉郎につ(
!ある.鵜川については202..106.有力な門下∠

l;伴野雄三など.また二女辞も 長男陽-,コl

llt

ユ9431~945 SISS20 12月 東京帝国大学理学部教授.

財団法人理化学研究所研究員.
東大では寺沢寛一面泉を受けて,枕空力学繕座'
任..航空研究所救援兼任.

l: - 戦時--!階毎軍技術運用委員会の委員榔l !
l<

19451946194719481949 S 20S21S22S23S24冬 ｢日本で行われた磁気研究｣の珊査班 Sanf

a,Shotkjey,柑iHiams,Elmen(■permalloyの鄭斯
が来るこく204:93-99)

3月 結晶学紙座の担任.
GHQの経済科学局の科封旦当のKellyと親交.
6月 サイエンス.7)エゾン(scientificliasi

艶臣.重点長就任.(204:113-118)

-1月 学術研究体制世括入金
7月 学術体制刷新委員会発足 副委員長就任.

9月 文部省科学教育局息 (～1949.9まで)
1叩 日本学術金城会員の退挙

1月20日 日本学術金枝発足..第4邪見-
9月 東京大学専任教授へ復帰.
10月 棄京大学理学部長就任.(～1953.10)

, 中谷字音郎
1ては追悼の随筆として
として,高木秀夫 宮

三男整三をえる

北大時代からの⑧方

磁気槻雷の掃海の研

- 東大での主
北大⑧の方向′
秩-ユッケ

フェライ
性

r金属の物理｣

- 東大で

津田栄一,富
飯田修一,岩

まとんど研究らしい研究
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茅 の 糞 は . 動 き 周 辺 の 動 き 拍文番号 主文献302以外

19501951195219531954195519561957S25S26S27S28S29台30S31S32-この年の始め頃 ガリオア蛮金によって日本学節会抹使節団点の科学者4人のうちの1人として訪米仁科芳蜂の死去に伴い行われた副会長選挙で当退.日本学術金紙第2期の後半は副会長を務ゆる.r強磁性J発行. 4月 サンフランシスコ平和条約. 021 107.アップ′レ イヾ･日進月歩の~科学製品∴科学技術と人間204:123-133

9月 国際磁気学金へ招持される.アメリカ.メリーランド大学. (原子力発電に関する博幸馴文集)10月23日 日本学術金城絶息 ｢茅.伏見提案｣撤回. ･5月 血のメーデー事件回軒理絵物理学会が日本で開催され それで,Bo20rth,VanVleck,Schiff,Sla.terら来日.3月 中曽根康弘 稲葉低 斉藤恵三らから｢原

1秋 日本学術金紙第2期最後の給金 提案は紘められず1月 日本学術金枝第3新会長就任. (～1958) 190,215-216204:132107.グルタミン酸

原子力平和利用準備珊査会ベ日本学術全強より藤岡由夫 子力平和利用補助金｣_予算計上
とともに参加. 3月11日 日本学術全強第三九委員会改め原子力
ビキニ事件についての放射線影響特別委員会重点長. 間恕委員会緊急重点会開会.
ユニセフ委点.ユネスコ第8回給金 (南米モンビデオ) 3月16日 3月 1日に起こった第5福鶴丸事件朝
.に参加.40日あまり滞在. 遭される.

社団法人日本アイソトープ協会設立.会長就任.南極学術探枚開始に尽力.6月3日より日本学術全様妨ソ妨申学術視察団団長とし 4月21日 日本学術金紋第17同総会.12月 手隙 君を団長とした中国学術視紺 来日.国際学術連合会長バ｣クナ-博士来日. ソ｢ダ･コーヒー抜我107.青年に望む

て2カ月に凍り中風 ソ連を妨間.11月4日南極地域観測統合推進本音隈8本即急平和7ビー′レヒ人妻貞金へ参加 ･子ともたちの望み303

-
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1958195919601961S33S34S35S36 4月 日本学術会捕給金で金長講尉壬受理される. 12月 全日凍学生自治戯必重合.所謂全学連に2 -107.科学技術教育の改善_205:218-219107.前進歌

仙台市主催教育文化研究会-6月の未～7月 西ドイツへ招待される.7月14日 Heisenーbergより'-DieNaturauffassu叩derheutigenPhysik'Tという冊子を頂く.科学技術会描線良. (～1966)国教科学連合協強金の本音陥負.1月 沖縄訪問. つの反共産党組織ができる. ｢共産主義者同盟｣(ブント)と革新的共産主義者同盟 (革共同)6月 全学連の主導権をブントが撮る.60年安保.安保反対連動激化.

5月 日立市における岩波文化繕浪- 6月1三伯-東大文学部樺美智子死亡.8月 ソ連ミコヤン副首相来日. -107.科学技術と
6月16日 ｢茅声明｣発表.農林水産技術全様重点.(～1964)11月22日 自治大学校妃念祭において誇清 一 人間 -.-108･科学技術とその

1963S38 3月28日 東大第89回卒翼式での告辞 (小さな親切運動 卜二 王の他この時代に就いた役職- (303)!l__j蓋 欝 琵 萱lI義息 国立大学研究所協紙会葬見 国立手弾 博物!ンジミマ.-圧延胤軍営委員及びヘリウム液化装軒 間組点

のきっかけ) 108.大学紛争と

J6月 小さな親切運動発見 小さな親切運動本部代象7月■小さな親切運動本書敵 .代表.8月 茅コンファレンス発見 近角聡借の提案に基づき同氏と伴野雄三 坂田怯｢ 安河内昂ら早こより始められる.第1回テ-マはr磁性｣野尻湖ホテル12月 東京大学学監退官.l沖 究所役立準備委鼻金副葬鼻息i.学外;日本物理学会委鼻息 国立薮膏研究所評嬢釦!緒言硝脱会評城見 理科教育書械会委息 東北大学セ､ 小さな親切

l僧 籍 :吉葉禦 警講 誓書雲鮎 ,日諾 禦 監 蒜 遺 書,A毎菅浩讐 讐 差益吉宗II…脚も表肝 略歴1-I,など. 蔓

I
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総理府所属青少年間蜂蜜練会金島. (～1978)
社団法人青少年脅威国民会強練島..(1979-i
沖縄問題怨扱会委鼻.

日本学術技術振弼会会長. (～1978)
文部省学術書械金委員.
沖縄間鰭等態紋全委員.

大阪万国博覧会テーマ委員.

勤一等旭賞受賞.
日中協会投立 代嵐

沖縄協会金島.
社団法人日本青年奉仕協会会長.
社団法人協力隊を育てる会会見

社団法人日中協会会長.

10月 中国から名誉博士号が贈られる.

緑の文明学会会長.

(302S60出版から｢現在関係している団体名｣)
･会長;沖縄開発審械魚 厚木高校同審金､アジア研究協会
沖縄協会 沖縄平和公園連投協会 血友病総合治療普及会
青少年育成国民金嬢 (名誉金島).聴力障害者情報文化セン
ター,日本アイソトープ協金 日本綜合研究所 (名誉会長)
日本原子力産業金練 (副会長).日本余暇文化振弼金 日本
盆栽協会 (副会長).日本青年奉仕金 日本車斗学協金 目塊
学術交流後援金 線の文明学会 長歌保存会 日中協会.
･顧問;文部省,科学技術庁.北海道開発庁.動力炉･核燃
料開発事業凪 展用促進事業団職業研究弧 国立がんセンタ
ー,医凍情朝システム開発センター,大河内妃念金 玉伶文
胤 警察育英会 原子力環境整備センター.国勢交通安全学
会 国陳耳鼻P酬財斗学振弼金,国立科学振弼財凪 修養凪
交通遺児育成基金,社会教育協会,スガウェザリング技術振
弼財凪 生命科朝辰弼金 日本学術振弼会,日本原子力研究
所.日本原子力文化振期オ凪 日本科学技術振糊 オ凪 日本
科学映画協会 日本コンピューター･ユーチリティ協会 (名
誉顧問).日本金属学会付属金属働勿緒､日本青少年研究所
帆船日本丸紀念財凪 野村学芸財凪 米ロ財凪 村上記念会
日本特許情報センター,日中産業技術交流協会 日中社会科
学交流協会 本田財凪 松下政経塾 リモートセンシング技
術センター,構浜生命科学振弼財団 (時男欄間).本多記念
会.

理事長:井上科学振糊 オ凪 けやきの軌 国際技術振弼協会 生存科学研究晩 日本放送文化基金,
日本梅地研究振弼会

(この他に理暴 き職 員をあげると66団体をかぞえる)
･変わった役職名.;日本科判専物騒組長 日本民族漸女舶元患 理化学研究所相続挽 広領域教育研

究会代表世話人 小さな親切連動本書研モ泉 日本の水をきれいにする金相抜役 発明協会参与 藤原科
学財田審査良 枝浜電算学院学院息 世界平和アピール七人委鼻金重点

11月9日午前 1時4551,心不全のため東京都新宿臥 慶
応病院で死去.89歳だった.
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足助 尚志

Appendix 3
文献 101:F金属の研究J東北帝国大学金属材料研究所発行 (1924-1937)全14巷

巻 年代 項目 題 目 着 席 者 t3ち 頁

第-巻 1924

1925I研究 秩-炭素系の固相線に裁て 茅 誠司 1 45輯録 電気蛙に就て 茅 誠司 123 80228329

1926

四 i1927 研究 l鉄の単結晶の磁気曲線に鹿て 本多光木津茅 鍵司 1 1

高温度に於ける 本多光太郎 11!41.3
鉄め単結晶の磁化に就て 増本 量茅 萌司

講義 磁気と其謝定法I.磁性体の分類と其の簡単なる理論 茅 誠司 45f6781gdIll12 157

Ⅱ.磁場と其測定 159

Ⅲ.強磁性体の磁気瑚定法Ⅳ.鉄及び其合金 IV.ニッケル,コバ ル ト及び其合金の磁性Ⅵ.ホイスラー合金■ 163204266.309310353401451497505547

I五 1928I 研究 ニッケル単結晶の磁気的研究 l茅 誠司 7 .241

秩,ニッケル及びアルミニウム単結晶の比重に.裁て 茅 誠司 .io 385

講義 磁気と其謝定法 (X) (XHⅦ.常磁性体及び反磁性体と其の磁気係数の潮定Ⅶ.強磁性体の磁気と温度の関係 茅 誠司 12. 151

班.二元合金の平衡状意図と磁気係数の関係 56

六 1929I i研究I ニッケル単結晶の磁場内に於ける電気抵抗変化に就て 茅 誠司 1 42

*以後十四巻 く1937年に14巻で廃刊)まで茅 誠司名の研究,講義は掲載されていない｡
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

Appendix 4.

☆茅教授 r強磁性体論｣講義 (1936.4--1937.3)

記強者 宮原将平

･このノー トは日本物性物理学史の資料の一つとして宮原符平氏から日本物理学会-譲渡

され,同会の物理学史資料委員会委員である,勝木湊氏の手元に保管されているものであ

る｡譲渡の経緯は, 勝木 産.永井寛之,斉藤方成 r本多の磁気理論と,わが国におけ

るWeiss理論の受容の過程Ⅶ｣ r物性研究J些 (1983)96-191中の P161註457に詳し

い｡今回,研究の-資料として閲覧させて頂いた｡以下,そのノー トの目次と文献として

使われた論文を上げてお く｡論文タイトルまで払 ほとんどこのノー トには書かれていな

いれ 調べられる限りにおいて記しておく｡未確認のものには*印をつけた｡

1.磁場 (P.1-)

*S.sakuraiandlLNagaoka 理研 Table1(1922) 1,Tabl占2(1927)69.

2.反毛場係数 (P.4-)

･P.KAPITZA/TheChaJlgeOfEl∝tricalCondtlCtivityinStrongぬgnetic

Fields_PartI-ExperiTbentalRestllts.I

Proc.Roy.SK.A,盟 ,(1929)292.

･P.KAPITZA/TheChangeofElectricalCondtlctivityinStrong払gnetic

Fields.PartⅡ一丁heAmglysisandtheinterpretationof

theExperi肥ntalRestJlts.' pr∝.Roy.S∝.A,主監 ,(1929)342.

･Schudde龍agen,C.L.a./TableofD蝕 aPetizingFactorforlrorlRdsJ'

Phys.Rev.Ser.1.塾,(1910),165.

･Joseph帖rsch畑idt/DieEntJLaPetisierwgsfaktorenKreiszylindricher

Stabe/ Zeit.Phys.19,(1923)388.

*Verh.a.D.Phy.G.(1915)369.

･仁科 存, ｢鉄棒及磁場係数に裁て｣ r金属の研究J望 ,(1935)315.

3.熱力学的考案(P.14-)

i)Spcificheatofferro鴎agneticsubstance

*Bloch:fIandbtJChderRadiologie.

*P.Debye:HandbuchderRadiologieBd.4.elestricplarization.

･海野 三朗, ｢炭妻錦に於けるAz,▲A3 変遷熱量封定｣
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r金属の研究｣_塁,(1926)527.

*P.NeissetP.N.Beck,●chaleqrs醸 ifiqtleetChaJPD01岳culairedes

substanc朗 ferro舶gn6tiques/JoumaldePhysique i,(1908)249.

(論文タイトルは,勝木 塞,永井寛之.斉藤方成 ｢本多の磁気理論と,わが国に

おけるWeiss理論の受容の過程Ⅶ｣ r物性研究J41,(1983)96.中, P146-

154の ｢Weiss論文TJス ト｣ の孫引き｡ )

ii)Magneto-caloriceffect

･P.Debye,ADie舶gnetischeHeth餌IezurErzetlgtlJtgtiefsterT叩 raturenJ

Phy.Zeitschrift.室,(1934)923.

*P.HeissetR.Fom er,-surleph6nolknemagndtocaloriqueetlachaleurdu

nickel/ C.R.iR ,(1924)1347.

*P.ueiss,PicardetCarrad, C̀alorinetriedessubstancesferro鴨agn岳tiqtJeS/

Arch.Science Phys.et.NaL43,(1914)133.

(論文タイトルは,勝木 湊,永井寛之,斉藤方成 r本多の磁気理論と,わが国に

おけるWeiss理論の受容の過程Ⅶ｣ r物性研究J41,(1983)96.中, P146-

154の ｢Weiss論文 TJス トJの孫引き｡)

4. 〔-iii]MagnetostrictioJl(P.25-)

･R.Becker,拝臼herdieMagnetostriktioTIyonferro轟agnetischenEllipsoiden/

Ⅰ.Theorie/ Zeit.Phys.堅,(1934)547.

･MaxKometzki/ijberdieMagnetostriktionyonferroALagnetischenEl1ipsoiden

II.Messungenan,RisenundKobalt/ Zeit.Phys.堅.(1934)560.
5.HamiltonscheFunktioninderBe～egungslechungerL(P.33-)

6.LaJVOr'stheorem(P36)

7.DianLagnetisnluSyonAto仲enundMolek山en(P.40-)

･IvarNaller,■DerStarkefktzWeiterOr血ungbeiNasser占toffund

dieRydbergkorrektionderSpektrayonLi'.Izeit.Phys.38,(1926)653.

･∫.C.SLATER,.CENT舶LFIELDSAND RYDBEt拡FOl洲ULASINWAVEHECllANICS''

Phys.Rev.塾,(1928)333.

8.Diamagnetis書IuSderMetalle(P.54-)

i)ZustandederLeitungselektronen

ii)Diamagnetis肌SderLeitungselektronen(LaudauscheTheorie)
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茅誠司におけるWeiss理論の受容の過程

iii)Para軌agnetisptlSderkitungselektrollen

･H.Paulijr,.臼berGasentartungundPara鼻agJletisrus.-

Zeit.Phys.坐,(1927)81.

9.Lattgevin'stheoryofparahagneticGas(P.71-)

10.HissvanLe洲en'stheore4COnCerTIingtheabsenceof傷agnetis曽Nithpure

classicalstatistics0).73-)

*J.H.vanL舵肥れ:∫.d.Phys.j,(1921)361.

ll.PerParahagnetis肌syonAto徽entlndナble姐Ien(P.77-)

i)DiracscheNellengleichung

ii)DiePaulischeTheoriedesSpinelektron

12.〔-1ii)〕Para叶agnetisnrtJSyonAtomem(P.96-)

BeispielL ParamagnetisuLSderlonenderseltenErden
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