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講義ノート

第 42回 物性若手夏の学校 (1997年度)

(1997年9月8日受理)

1997年 7月29日～8月2日の5日間､岩手県八幡平の八幡平ライジングサンホ

テルにおいて､第42回物性若手夏の学校 ｢あなたとわたしの夏の学校｣が開催されま

した｡幸いにも､230人を上回る参加者の多くが開催内容や開催地などに対して良い

印象を抱いたようで､例年にも増して好評でした｡

｢物性若手｣の夏の学校とは?

この問いを念頭に､わたしたち準備局は､ここ数年間における夏の学校の反省点や物

性分野の現状をふまえたうえで準備を進めました｡｢講義｣｢サブゼミ｣に対する工夫は

もとより､特に今回の目玉として ｢ポスターセッション｣を実施することで､若手の求

める夏の学校の実現を試みました｡

講義､サブゼミは､前半 ･後半あわせてそれぞれ 11､14と､例年よりも開講数を

多くしました｡いずれも各分野の一線で活躍されている先生方が講師を勤めてくだきり､

自らの経験に基づいた密度の高い内容となっていました｡31日に行なわれたポスター

セッションでは､物性の各分野から50人近 くもの若手研究者が集まり､発表を行ない

ました｡時間になると､そこはまさに会場を埋めつくさんばかりの人で溢れ､活発な議

論が繰り広げられていました｡

振 り返るとそこには､｢物性若手｣による ｢物性若手｣の夏の学校が､参加者一人一人

によって実現されていたように思います｡

ここに､講義 ･サブゼミのテキスト､そして､ポスターセッションのアブストラクトを

掲載させていただきます｡物性若手の立場からみた物性物理の現状､そして今後の行方

を､ここに兄い出すことができるかもしれません｡

最後に､この夏の学校の開催に御協力頂きました､講義､サブゼミの先生方､サブゼミ

世話人､その他多くの方々に､改めて感謝の意を表します｡

1997年8月

第42回物性若手夏の学校準備局

代表 :泉田 渉 (東北大 ･理)
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f)【メゾスコピック系】 (世話人 :内海 裕洋)
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｢第42回 物性若手夏の学校｣

9)【磁性】 (世話人 :五十嵐 正敏)

遷移金属合金の磁気と電子構造 - ･- ･- - - - - ･- - ･ 佐久間昭正 -505

h)【計算物理1】 (世話人 :樋口 真理子)

高分子自己組織系のレオロジー ***)- - - - - - - ･- - 樹神 弘也 --

i)【計算物理2】 (世話人 :小泉 悟)

密度汎関数法による第一原理計算***)･･････････････････ 取訪 雄二 --

j)【表面物性】 (世話人 :大関 -)

表面 ･界面科学と走査トンネル顕微鏡 *=)- - - ･- - - - ･ 長谷川幸雄 --

k)【非線形物理】 (世話人 :高城 史子)

流体現象の構成的モデル化とシミュレーション- - - - - ･････ 柳田 達雄 ･･･515

I)【誘電体】 (世話人 :河合 紀子)

蛍光スペクトル測定による分子性結晶の構造相転移について - ･･- ･･･ 阿部 浩二 -525

m)【輸送現象】 (世話人 :岩沢 正樹)
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銅酸化物に光を当てる -高温超伝導体の光学的性質一 ･･I････････ 永崎 洋 -547

【編集部注】
*)この原稿は､｢物性研究｣のために､書きあらためていただいたものです｡

**)この原稿は､夏の学校当日に配布されたものです｡

***)この原稿は､都合により割愛させていただきました｡
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