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第1章 序論

金属内の伝導電子を扱う と き,イオン0)ポテンシャルの影響が小さ

い頑合,こ のイオンによ る正電荷を塗りつぶし一様項質とみなし,そ

の中で電子が互いにクーロン相互作用を しながら運動している とい う

軍気的に中性な模型が使われる･この模型を電子気体模型という･た

と えば,アルカリ金属内の伝導電子系ではこの模型がよい近似になっ

ていると考えられている.この電子気体でJよクーロrン相互作甲による

電子問の相関が中心課題である.また,電.子気体の状態を指定する唯

十のパラメーターは一電子あた りの平均体積を】球とみなしたと きの･半

径を原子単位で測った rB である｡

この相互作用を している電子気体の最初の量子論的な取り扱いは

som皿erfeldl)によってなされた. Sommerfeldl)は電子間のクーt]ン

相互作.用を無視し,一竜子の平面波状態を用い, Pauliめ原三哩を考え

るこ と によ り問題の多体的な側面を考慮する と い う 自由電子近･似を考

ぇた.しかしI二の自由電子近似では,Wignerと?oitz2)の方法に

よ
って金属の凝集エネルギーを求めてみる と,正の値と な り金属結合

を許さない結果を与えた.また,Pauユ13)は自由電子近似でスピン帯

磁率を求めたが,アルカリ金属の Liと Ⅳa の実測値に対してオーダ

ーの一致のみしか得られなかった.自由電子近似の欠点は,電子の位

置の問に相関が無いため電子の斥力ポテンシャルエネルギーの高い近

距離に 2 電子が長時間接近し ているこ と である. Har七r･ee-Fook 近

似4)は Pauliの原王苧によって,平行スピンの電子同志を遠ざけるよ

う に作用する交て喚相関の効果を取り入れ,自由電子近似の欠点をい く
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らか改善した.この交換エネルギーのため,電子系のエネルギーは自

由電子近似の場.合よ り下がり,アルカリ金属の;疑集エネルギーは金属

結合に好ま しい方向に少し近づいたが,依然実験とのよしt.一致は得ら

れなかった. Har七reo-Fock 近似では,同権スピンの電子は互いに避

けあう ので,ある電子の周りには他の電子の密度が減少し,いわゆる

exchange hole が生ずる.したがって,自由電子の代わりに e･Ⅹchange

hO1白 をひきずった電子を扱う こ と になる. ､この修正'された電子像は.

準凝子と呼ばれる{ 舶r七ree十F･ookJ二近似にお(ナる準粒子のエネルギ丁

から求めた低温の電子比熱は温.度の対数の逆数の因子をもち,実輿と

まったく一致しなし､ことがBardeen5)により示された.このHa㍗一

tree-Fock 近似の欠点はクーロン相互作用によ る電子の位置の相関

を無視したこ とによる.相関は電子同志を遠ざけ,したがって系のエ

ネルギーを下げる働きをする.このクーロン相関を自由量子模型に取

り入れるこ とによ り Hartree-Fock 近似の欠点を改良するため,ク

ーロン相互作用を電子の運劫エネルギーに対して小さい摂動と仮定し

2 次の子葉動エネルギーを計算する と,クーロン相互作用が長足巨離力で

あるこ と に起因して,この摂動エネルギーに発散が生じ てしま う.こ

の発散の困難を解決するために.Wigner6),
7)とBohmとPineB8),

9)はそれぞれ違った方法を用いた･
Wigner6),

7)は高密度の系I
rS

<<.1,に対■しては波動関数と'して†スピンと↓スピンの1粒子波動

関数からなる Sla:七er行列式の積を考え,反平行スピンをもっ電子問

のクーロン相互作用による相関は, †スピンの 7 電子波動関数が二全J

スピンの電子の位置によっ ていると仮定するこ と によ り考慮した.こ
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の波劫関う牧を用いて全エネルギーが最小になるよ う(=変分をと りエネ

ルギーを求めた.一方,低密度の系に対してはクーロン相互作用が運

動エネルギーよ り も勝るため,電子系が格子を作るとJ仮定してエネル

ギーを求めた｡このよ う にして,電子密度の両極端において得られた

エネルギーの表式を用し＼て,中間の密度,すなわち金属電子密度,の

系に対するエネルギーを内坤法により評価した･しかし,実際の金属

電子密度, 2_<rs≦6,に対してこの内碑による結果が正しいという王空

論的な根拠はない.一方, Bohmと PineB8),
9)はクーロン相引乍用

の長距離効果をプラズマ振印として分離し･残りの自由度は蓮華され
た独立j睦子と なるよ う にカノニカル変換を行った｡実際はプラズマ振

動間の相互作用が残るが,これは高■密度では,S,Sいので頬祝する近似を

行った･こ.の近似はRandom.Phase APPrOXimation (RPA)8),
9), 70),

)1), 72), 73)と呼ばれている.その後Macke74)ぉよぴGell-Mann

と Brueckner15)は電子気体に摂動論が適滴でき,もし始めe)_発散す

る項で止めないで各次数の moqt divergen七 な項の全数列の和を

､Foynman ダイアグラムを用いて求める と,全体と して収束した基底状

態のエネルギーの値が得られるこ と を示した. Cell-Mann とBrueOk-

n白r の方ブ去は,このよ うに巧みにクーロン相互作用の長拒軸力の性質

から く る発散を取り除き'高密度な電子気体について正確な基底状態

のエネルギ■-を与えたが,やはり現実■の金属電子密度領域について(a:

適用できなかった･ Sawada達76),
)7)は運動方程式の方法を用い,

Gel-MannとBrueoknerI5)の級数和の方法からもBohmとpine88),

9)
が求*)たプラズマ振動からのエネルギ-への寄与が導かれること
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を示 した.

ヽ

No'ziereE; と Pino去鴻)は古典論からの類推により,量子論的な多体

系に対して線型応答関数である波数ベクトル qJと振動数L4)に依存す

る誘電頭数を導入し,摂動論によ らないで系の基底状態のエネルギー

がこの誘電関数によぅて表現されるこ と を示した.ここで簡単に誘電

関数 e(q),w)について説明される･電子気体に弱し､外部試電荷

zjex七(r･t)が-られたときの巨視的なボアッソン方程式は

divD(ど,t) = 4TZPeX-t(r′t) ,

div E:(ど.t) = 4¶[-e6n(r′t)+zpe文t(D='t)] '

(1-1)

(1-2)

ここでD(v･,ち),吃(r,ち)は号れぞれ変位場ベクトルと電場ベクトルで

あり,
-eSn(p,七)は外部試電荷により電子気体内に誘起されろ賓荷密

度である. D(1r,七)と 田(P,ち)のフーリエ成分をそれぞれ D(g,W)と

匹(q,a))と書く と,誘電関数 £(･y,W)は巨視的な場合の定貴から類

推し て

D(q.u) =

c(q.u)E(q.u) . (1-3)

で定義される.空間が等方的であるので(1-3)式における e(ql,叫)

はス カ ラーであ る.

D(r′t) -
-

-grad ¢eXt(r,t) , (1-4)

によって定義される夕卜部ポテンシャル ヰex七(r,七)を用いると∈(q,

tt))は(7-7), (1-2), (I-3)および(7-4)式から

_A_



E: (q.w)
(1-5)

となる. (卜5)式においてiex七((mw)とⅤ(q)はそれぞれヂⅩ七
(町,ち)とクーロン相互作用Ⅴ(p) -e2/l叫のフーリエ成分てある｡

以上の 卓(qJ'LA))の導出は巨視的な場合からの類堆に'よって行われた

が,微視的な場合でも(ト5)式を e((y-,LO)の定義と考える･この

よ う に定義された誘電関数から空間と時間に関して.変動する,S,Sいタト場

に対する応答,密度の揺ら ぎの励起スペクトルや密度の揺ら ぎの間の

相関をも知るこ とができるため,誘電関数を下確に求めるこ と は大変

に重要である.最初,誘電関数はLindbard19)によりRPAにより求

められた.しかし,これから得られた正定値符号であるべき対分布関

数 g(p),これは原点に1電子が見いだされたと き別のT.電子.が距離.

r だけ離れた所に見し､だされる確率である,が r が小さいと き高密

度以夕卜では負になるという結果にな り,､金属電子密度領域において R

PA は成立し ていないこ とがわかる. RPA の欠点は shor七 range 効果

が無視されているこ と によ る.

RPAを超えた近似理論を得る最初の試みはHubbard20)と Ⅳozi昌re8

と Pine827)によってなされた. Hubbard20)はbubble ladderダイ

アグラムの無限和を近似的に求めることによ り.,相関エネルギーに対

する exchange七erm からの寄与を考慮した. 一方,･Noziさr'.es
と

pines27)の方法は相関エネルギーに対する大きい運動量の七ransfer

と小さな運動量の transferの寄与の間の内挿にもとづいている.
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両者の方)t去は共に, RPA では正し く取り入れられていなしヽ大きい運動

量の 七ranBfer に対しては,反平行スピンの電子間相互作用がエネル

ギーに主に効くという考えにもとづし､ている.･Hubbard近似20bによ

る誘電関数は RPA よ りよい物羊里的な結果を与えるが,これから得られ

た対分布関数は,i電子の間隔が小さし､と き,金属電子密度領域で依然

として負になる.この欠点は-I Hubbatd20)の誘電関数が日ar七ree-

Pook 近似で oxchango holo を考慮している程度にしか局所場の補正

を取り入れていないこ と によっ ている.金属電子密度では電子問相互

作用が大きな役割を演じているので, Coulomb bolo に関連した局所

場の補正も考慮されなければならない.一方i･:rGaske1122),-:は.Ray-

1eigh-SChr'ddinger の変分法を用し､, Sla七er 行列式と相関関数の積

で波動周数を求め,基底状態のエネルギーと対分布関数を計算した.

対分布関数は金属電子密.度領域でやは り角と なっ た｡

singwi達(STLS)23)ぉよびHubbard24)は古典的リュ丁ビュ方

程式を用いて誘電関数を対分布関数のフーリエ成分のこ凡関数として求

め,局所場の補正に関与する短距離相関を取り入れた･ここで簡単に

sTLS23)の理論を説明しよう｡ (卜5)式からE(q,Q))を求めるた

めには,外部ポテンシャルがかけ.られたときの系の電荷密度のずれを

求めることが必要となる.古典論では,外部ポテンシャルのある場合

の 7粒子分布関数 f(fr,P,･七)に対する古典的リュ-ビュ方程式を観く

ことにより,弱い外部ポテンシャルによる f(町,P,'t)のずれを求め,

これから系の電荷密度のずれが求められる｡この古典的リュ-ビュ方

程式の中に現れる_i-.2粒子分布関数f(r,p;p',P',七)が次のように
f(tr,
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p,･七)の積で近似された･

′ /

f(ど;p,･r,p,･t) = f(r,p,･t)f(r'tp',･t)g(B=-r･) (1-6)

ここで g(r)は平衡状態での対分布関数である･. f(p-P,'七)に対するリ

ュ-ビュ方程式を解くことによ り, i(ql,W)は

E(q,(A)
= i +

Qo(q･u)

(1-7)
1-G(q)Qo(q,u)

と得られる｡ここでQo(句,LP)ニーⅤ(q)Xo(.g,LA)),-iXo(q,W)は自由電

子に関する分極率であ り, G圭(q)は次式で与えられる｡

G(q,ニー去J習【s･q-I,,-1･患･

/

ここで S(t3)は静的構造因子で,

S(q) ≡ 1 +n(g(q)-6(q))

(1-8)

(1-9)

によって与えられる.ここでg(qI)は g(p)のフーリエ成分で,A(q)

はデルタ関数である. S(q)は次の厳密な関係式25)

s(q,ニー去¶をI.
工m

E:(q,u)
a(山 (1-10)

によって`E(q,W)と結ばれているので･ s(q)と 8(q,tA))は(ト

7), (1-8)およぴ(1-10)式から self-oonB1日七en七 に計算される｡

sTLS23)はこ､の∴Belトoonsis七en七な数値計算を行うことにより,敬

値的に E(q,u))を求め,この e(Ly,a))の結果を用いることによ り
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r8≦4 に対して対分布関数は正と求められ' RPAや Hubbard近似によ

って求められた結果よ り大変改善された結果が得られた｡しかし,圧

縮率 8um rulo は満足されず'J-+なわち ■g(ql,W)の長波長の極限か

ら導かれる圧縮率が基底状態エネルギーを r8 で 2 階微分して得られ

る圧縮率と一致せず,またLobo達26)が示したよう(I STLS23)の方

法をスピン相関に拡張して求めモスピン帯磁率はⅣaの実験値27),

28)の 2倍の大きさになり実験値と一致しない結果となった.

圧縮率sum ruleを満たすようにHubbard20)の誘電関数の中にパ

ラメーターを導入する方法がSbam29)と Goldar七と Vosko30)によ

り示されたが,この方填でもやはり金属電子密度領域において対分布

関数を正にすることができなかった.その後Singwi達(SSTL)37)

は対分布関数に外場の.影響を考慮し'SワLS?3)の′一理論:-g)･有効ポテ･-ン.シ

ヤルの局所場の項の中に入るクーロン相互作用を静的な誘電.関数で温

帯することにより, STLS23)の理論を改善した∴ssTL37)の琴論では,

圧縮率 sum rulo は近似的に満たされ,スピン帯磁率の値は実墳値に

より近い値が得られた･しかし, rs>3に対L,.て対分布関数は近距離

で依然と して負のままであっ た.このよ う に金属電子密度領域で同時

に対分布関数が正で,かつ圧縮率 sum rule を満たすよ う な理論を作

るこ とは困難であるが,重要な問領である.

そこでこの論文では,第2章に示したようにSchneider達32),､

二33)が提案した方法を用いて,対分布関数に対する外場の影響を取り入

れることにより,Scboflold34)が示したように,電子気体における三

体相関の効果が近似的に考慮される.したがって, STLS23)と同じ方
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法によって古典的リュ-ビュ方程式小ら, Schneider.達32),
33)の近

似を用し､, Self-consiB七en七 にかつ数値的に電子気体の誘電関数を求

め,これから電子気体における対分布関数,相関エネルギー,圧縮率

およびプラズマ振動の分散関係を求め.る.こ のとき,古典的リ ュ-ど

ュ方程式を解いて得られる誘電関数の表式の中に現れる古典的な分極

率および構造因子をSTLS23)と同様に,対応する量子論での量で置き

換えるこ と によ り,量子論での誘電関数が得られるとする｡ Schneider

達32),
33)の近似は古典的には圧縮率sumruloを厳密に満た･すが,

量子論的には満たしていないこ､とがVaShi8h七aと Singwi35)によっ

て示された.そこで彼らはSehnoldor達32)I
33)の方法にさらにパ

ラメーターを導入し,量子論的にも圧縮率 sum rule.をほほ満たすよ

う に経験的にこのパラメーターの値を決定した.しかし,このパラメ

ーターの導入の正当性を理論的に説明するこ
と はま だはっ き り と なさ

れてし､ないヲ6)I
37)｡以上のような方法によって得られた対分布関

数のわれわれの結果はrB≦3で正であるが,r>4ではやはり短距離
8~

で負となる｡しかし,圧縮率 8um ru19 は近似的に満たされており'

相関エネルギーの結果はSTLS23)の結果に近し､値が得られた｡

電子気体のスピン帯磁率については, Pault3)の自由電子模型によ

る計算が行われて以来,多 く の人達によってクーロンの電子間相互作

用の効果を取り入れる努力がなされた･スピン帯磁率に対する交換相

互作用の重要性は最初Blooh38)により電子気体の強磁性の議論に関

連して指摘され,一方,相関の重要性はWigner6)によって指摘され

た｡ Samp80nとSei七z39)は交換エネルギーおよびWigner6)によっ
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て与えられた相関エネルギーを同時に考慮するこ と によ り, Ⅳa と Ll

に対するスピン帯磁率を求めた. SampSOnと Sei七z39)の理論は全エ

ネルギーを ↑スピンによる項と 心スピン(iよる項に完全に分離し,↑

(またはJ)スピンの電子に対する相関の効果がJ(または十)スピ

ンの電子の密度にも依存しているこ と を無視したため,平行スピンの

電子間の相関および反平行スピンの電子問の相関が同時に重要な高密

度でこの羊空論はよ く ないし,金属電子密度でも よし､結果を与えない｡

pin0日40)は, Bohmと Pines8),
9)のプラズマ模型による電子気体の

相関エネルギーの計算結果を用い,カット オフ波数がスピン分極によ

って変化しないという仮定のもとでSamPSOnと･seitz39)の方法でス

ピン帯磁率を計算し,帯磁率の問題に対する相関エネルギーの重要性

を示した｡ Bru8Cknorと SaWada4りはGolーMannと Bruocknor15)

によって与えられた電子気体における相関エネルギーの理論を用い,

r8((7 で厳密に成り立つスピン帯磁率の表式を導いた･ Bohyn-と Plne8

8),,9)の方法の帯磁率の計算への応用はShimizu42)ぉよびSilver-

8七eln43)によってなされた.相互作用の波数の小さい部分からのエネ

ルギーへの寄与はRPAの表式,すなわちShimizu42)はBOhmとP-

neB8)9t9)の集団座標の方法, silverB七ein43)はbubbleダイアグラ

ムの無限和を用い,波数の大きい部分からの寄与は摂動計算によ り,

磁気的な分極状態における全エネルギーを求め,これからスピン帯磁

率を計算する方法が馴､られた｡ Sllvor8七oln43)は内碑法によって中

間の波数からエネルギーへの寄与を計算した. Rico44)は凱bbard近

似を用い, Landau45)のFOr皿1液体理論によってスピン帯磁率を計算
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し た.

空間的に変動する外部磁場に対する応答関数である一般化帯磁率先(

a)は拡張されたRPA･を用い町Olff46)によって初めて計算され,ク

ーロン相互作用によって帯磁率が増進(enha,nco)されることが示され

た｡さらに波数ベクトル q と.振動数LA).に･儀存する一般化帯磁率 γ(

q,w)はIzuyama達47)により強磁性の問題に関連して導入され,ス

ピン相関のダイナミ カルな振-る舞いのみならず静的な振る舞いを扱う

のに大変重要であることが示された｡ STLS23)の理論をスピン相関に

拡張するこ とによ り,メ(･胡,W)の摂動論によらない計算が Lobo 連-

26)
によってなされた｡イスピンと ↓スピンの電子間の対分布関数 g

ィ斗(r)は rB≦4で正となったが,スピン帯磁率の計算値は
Ⅳa と Li

の実験値27),
281)に一致しなかった｡

ISSTL37)の理論は実験値によ

り近いスピン帯磁率の結果を与えたが, g仙(㍗)の結果は.Lobo達26)

の箱書果よ り悪 く なっ ている｡

第3章において,第2章で説明される.Schneider達3,2),
33)の

近似を用いた誘電関数の計算法が ズ(q,似)の計算へ拡張され., Self-

conBi8七en七 に ズ(q,w)が数値計算される｡この X(叫,W)の結果か

ら･ gイ↓(Jr)I ↑スピン同志の対分布関数g竹(P)串よびスピン帯磁率が

計算され,
.いろい･ろな以前の結果と比較される.得られたスピン帯礎

率の結果はⅣaの実験値28)によ(一致し,高密度領域では厳密な

BrueCknerと Sawada4T)の結果に非常に近い｡

sTLS23), va8hiBhtaとSingwi35)達の行った計算および第2章に
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示された計算では,弱いタト部ポテンシャルがかけられたと きの古典的

な一粒子分布関数に対する運動方程式を解いて誘電関-=,j5Rの表式を導き,-a

その中の古典的な自由電子に関する分極率と構造因子を対応する量子

論的な量ですり･かえるこ と によ り,誘電関数への量子論的な効果を考

慮した｡しかし,このようにして得られた誘電関数はSham36)が示し

たように嘩密な量≠論的な量ではない.そこで第 4章において,;古典

的な一粒子分布関数に対応する量子論的な量である 町igner 分布関数

48), 49), 50), 5り
に対する運動方程式の解から誘電関数の量子論的

な表式が導かれる. ･.Kubo5'7)rが示したように, Wigner分布関数は物

理量をJRで展開する系統的な方法を与え,古典的な物理量の量子論的

な補正を得るのに大変有用である. Wignor 分布関数に対する運動方

程式の中に現れる二粒子分布関数(羊対して, STLS23)-が古典論で用い

た近似と同様の近似を用い,これを g(Jr)と 町igner 分布関数の横で

置き換え, Belt-oonも1s七en七 に誘電関数と構造因子 S(q)が数値計

算′される･.この S(q)の収束値から,電子気体について対分布関数 g

(㍗),-Jt相関エネルギー,圧縮率およびプラズマ振動の分散関係が金属

電子密度領域で計算される･ここでの g(B･)の計算結果は rs主6 で

正と なり,金属電子密度領域で g(p)の正定値符号の条件が初めて満

た される結果と なっ たこ と は重要なこ とである.

第 5 章では,スピン相関の問題に第 4 章において説明された誘電
)

関数を求めるために用いられた Wigner 分布関数の方法を適用し,ま

た古典論でLobo達26)が行った近似と類似の近似を馴＼ることによ

って' X(q'W)の表式が導かれ, self-oonsis七en七に〆(守,a)) お
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こ■己

よび磁気的構造因子 S(旬)が計算される･この官(q)-の結果から gル

(ul), g竹(V･)およ-びスピン帯磁率がr く6に対して数値計算される∴!
8~

g村(･r)は Pauliの排他律に強く支配されて決定されているが, g･f+(

tr)にはクーロン相関の効果が直接反映す_る0).で,クーロン相関がど

の程度考慮されたか調べるのに好都合である･ここで得られた gィl(P

)の計算結果は rBi6 に対して常に正になり,正定値符号の条件が

満足されているので,クーロン相関が適切に取り入れられているこ と

カくわか る.

第 6 章では, 有限の磁場の中での電子気体のプラズマ振動の分散

関係が調べられる｡電子気体の集団運動であるプラズマ振動は,有限

の磁場のもとではLandau準位52)の出現のために,･r磁場のない場合

と は達った振る舞いを示す.磁場中のプラズマ振動は量子論によ り R

pAを用し､初めてZyryanOV53)によって調べられた｡ ZyryanOV53)に

ょって求められたプ?ズマ振動の分散関係はS七epheh54)によ･りダイ

アグラムの方法でも導かれた.プラズマ振動による超音波吸収の RPA

による取り扱いはQuinnと ROdriguez55)によ･ってなされた｡ Mer一

皿in七Cane156)はRPAでプラズマ振動の分散関係を詳し(調べ,し､

ろいろな集団励起状態を示し,またそのダンピングを計算した｡こ こ

では長波長の極限での磁場中のプラズマ振動の分散関係に対する ex-

Change BCaモモering の寄与が,拡張された RPA の範囲内で,J'運動方

程式の方法を用いて調べられる.磁場のない場.合のプラズマ振動の分

散関係に対する exchange BCa七teringの寄与は,=Kanazawa達57)に

よって調べられ,それは波数ベクトル q の 2 乗の項に寄与すること
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が見いだされた･ここではEdwards58)が磁場中のスピン波を求めた

方法に類似の運動方程式の方法を用い, exnJhang? 8Ca･セセeringの寄与

が磁場中のプラズマ振功に対して計算され,磁場方向の波数ベクトル

qlをもつプラズマ振動に対して exohango scaセセer･ing はこ扮･一散関1,%に

g の 2 乗に比例する.項を与え,磁場に垂直方､向の-それに対しては定て数

項を与えているこ とが見いだされた.

第 7 章では全体の結論と討論が与えられる.
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第2章 古典的リュ｢-ビュ方程式旺よる電子相関

§2- 1 序

こあ､葦では,古典的リュービュ方程式を用い,電子気体のク-ロ

ン相互作用による電子相関が扱われる･ 対分布関数g(町),相関エ

ネルギー,圧縮率およぴプラズマ振動の分散関係に対するクー ロン

相互作用の影響が調べられる. 秦7 章で述べたよ うに, rs≦6 の金

属電子密度においては運動エネルギーに比べてクーロン相互作用は

小さいと みなせないので,摂動論でこれを取り扱う こ と は困難であ

る･この事実は, Ge1ーMannとBrueckner75)の摂動論的な取り扱

いにおけるよ う に, mos七 dlvorgon七 torm の級数和から求められた

基底状態のエネルギーの結果がrs《7 でのみ成り立ち, 2irB≦6

ではよい結果を与えていないことからも明らかである｡ Ⅳozi古r0日 と

pines18)は,波数ベクトルqlと振動数Wで揺れている弱い電場が

かけられたと きの系の線型応答関数である誘電関数 e(rJ･,W)から,

平衡状態にある電子気体の物≡哩的な性質が摂動論によ ら ないで求め

られることを示した･ 6(斗,W)は'外乱による系の動的な振る舞い

を記述するので,これからプラズマ振:L.功のスペクトルを知るこ とが

できるが,これのみならずまた静的な性質,すなわち,基底状態エ

ネルギー,圧縮率や対分布関数の知識をも得るこ とができる･した

がって,電子気体について £(q,W)をよい近似で求めることが重要

であ り,かつ有効である.

電子気体の丘(･q,a))は初めてLindhard19)によってRPAで計算
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された.このRPAlよまたEhrenreichと Cohen70)により self-

1COnSis七en七
field me七hod と等価であるこ とが示された｡ RPA では,

局所場の補正が無視されており18),
59),･rsα-でのみ成り立つ･事

実' r8>lではポテンシャルエネルギーと運動エネルギーが互いに同

程度の大きさなので RPAは成り立たなし､･ 2_(rs<_6では RPAが破た

んするこ とは, g(軒)-が r が小さいと き負になるこ とから もわかる.

Hubbard20)はbubble l･adderダイアグラムの無限和の中で交換項を近
､＼

似的に取り入れてRPÅの結束を改良した.しかし,BrouerS60)が

示したように, Hubbard20)の与えた6(q,Q))はやはり2∠rsi6に

おいて小さい r に対して g(Q･)を負にする｡ ffubbard 近似の欠陥は,

sTLS23)が示したように,局所場の補正において短距離の相関が無視

されたことによる.STLS23)の理論では,クーロン相互作用および交

換相互作用から生ずる.短距離の相関を取り入れるために,古典的リ ュ

-ビュ声程式の方法を用い, e(1,b)がg(1r)のフーリエ成分の3L関

数で表されるように近似した･ S℡LS23) (羊よ.る&(qIW)の叫f-

oon8is七en七な数値計草の結果によれば,ーg(0)がrs≦4で正となり,

RPAやHubbard20)の結果に比べて大きな改善となった. しかし,

sTLS23)の理論は小さな切に対して圧縮率sum ruleを満たさない.

すなわち･'.g(q,w)の長波長の極限から導かれる圧縮率が基底状態エ

ネルギーの rs につし､ての 2 階微分から得られる圧縮率と一致しない.

さらに, SでLS23)の理論をスピン相関の問題に拡張したLobo達26)

の計算による と,スピン帯磁率の値は Ⅳa の実験値の 2 倍と なった｡
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Hubba･rd近似で求められた&(q'少)にパラメーターを導入し,圧縮率

sum rule を満たすよ'ぅにこのパラメーターの値を決める試みがなされ

たがヲ9),30) g(p)がr が小さい所で負になるという欠陥は改善

されなかった｡一方, ssTL31)はg(lr)に対する外場の影響を考慮す

ることにより, STLS23)の結果を改良した｡ SSTL37).の理論では,局

所場の補正項?中のクーロン相互作用の遁辞が静的な誘電関数e(q')
を通して考慮されT=,. SSTL37)の計算結果では,Ti縮率8umruleは

近似的に満たされ,スピン帯磁率の計算値はⅣaに対してSTLS23)の

結果より測定値に近い値となった･しかし･g(0)は rsと3で負となる｡.i･

schneider連32),
33)は,古典的リl-ビュ方程式の中に現れる二粒

子分布関数を近似するときに用いる対分布関数に'三体相関の効果卑

近似的に.取り入れられるこ と によ り,厳密に圧縮率 sum rule.を満た

すこ とができるこ と を示した.しかし,こ のやり方は Va8hi8h七a と

singwi35)が示したように,量子論では圧縮率8um ruleを厳溜には

満たさない.そこでVa8hiBh車aと Slngwi35)はSohneider達32).,

33)
の方)1去にパラメーターを導入し,圧縮率 8um rule を満たすよ う

にこのパラメーターの値を決定した.しかし,このパラメーターの導

入の妥当性を羊空論的に説明するこ と は難しい｡

この章ではI Sohneider達32),
33)の近似を用いI

STLS23)と同

様にして S(ql,CP)を18elf-oon8istent に数値計算し,これから'恵子

気体について g(P),プラズマ振動の分散関係, 圧縮率および相関エ

ネルギーが求めら･れる･タ2-2では, Schneii.er達32),
33)の近仙

を用い,
STLS2ぞ)のやり方でe(g･坤)の求め方が示される･ f2-3
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では, a(q,41)を self-ConBisten七に数値計算し, g(B.),相関エ

ネルギー,;疑集エネルギーおよび圧縮率が求められ,以前の結果と比

較され＼る･ ∫2-4では'プラズマ振動の分散関係と圧縮率が長波長

の極限で計算される･ i2-5 では結論と討論が与えられる｡

§2~2･古典的リエーピュ方程式による誘電開法

この節では, SchneidQr博32), 33)の近似とSTLS23)の方法を利

用して,と(q,w)の導出がなされる･古典的な一粒子分布関数

f(A.,P3七)に対する.運動方程式は,弱い外部ポテンシセル¢OX七(v･･,

七)のあるとき,次のように与えられる｡

軸だ出･ u･▽rf(r･p･･T,
-

]▽r心(-,･▽pf(r･p･･r'･p'･･t,a/3p!d3r′

= ▽r¢ext(ど,t)･▽pf(町･P･･t)I ･ (2-i)

ここでf(r,p,q(･pJ,七)は二粒子分布関数で'Ⅴ(r)はクーロン相互作

用である｡ (2-7)式は, I(Er,せ;d,d;けの存在のため, I(k･,P;七)に

関して閉じた形になっていない｡ (2-り式を解くため,次のよう

にf(P,P;A(,P';ち)を近似する

f(r･p･･r'･p'･･t) -

f(r.p,･t)f咋p;七)g(ど,r',･t) ,

ー18-
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ここでg(r,rJ;t)は対分布関攻である･ (2-2)式でg(q･,町J;t)=1

と仮定すると, (2-り 式はLandau-Vlasov 方程式と な り,以下に

説明するのと同様の手続きを実行す.^ば, 氏.PA での
E:(q,山)が得

ら れる.

schneider達32),
33)は,弱い外部ポテンシャルによる点灯での

局所的な電子密度の揺らぎ Sn(㍗,七)に対する二g(r,V',･七)の依存性

を考慮し,次のよ う に仮定した.

g'…J,･t,
-

g(ID～,I'･喜{6n'F,t'･6n'c･,t'}旦且山竺山一･∂n

(2-3)

ここでg(B･)は平衡状態での対分布関数,n●は平均電子密度であるb

(2-3)式の右辺の第2項を無視すれば,近似式(2-3)はsTLS23)

の近似に一致する･ (2-3)式の右辺の第2項はu)-o, I-oでの,S,5

い静的な外場に対する 線型応答の範囲内で厳璽な次のようtcL(表式か

ら の類推によって仮定された.

g(v,r,,･t)
=

g(IM,I). 6n呈出空也.
∂n

(2-4)

ここで 6n は弱い静的な外場によって引き起こ される電子密度の変

化である｡ (2-3)式の ag(Ir-㍗′l)^3nはSchofield34)によれ

ば次式のように三体の対分布関数g3(P,/P/)と関係している･

a(n2g(o:) )

∂n

-19-
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したがって, (2-3)式は三体相関をも部分的に甲り入れたことにな

る. dbhneidQr達32),′3-'3)は, (2-3漉を用いる場合にはvirial

の定理から圧縮率 suh r'ule が満足さ れるこ と を示した. a,かし,

近似式(2-3)を用いI以下に示すように如LS23)の方法によって

E (q, Lu)を求め, しかも その中に現れる古典的な自由電子に関す

る分極率を対応する量子論的な分極率で置き換えるこ と によ って求

めら-れた E(q'u).を用いる場合(I(ま'vashish七aと Singwi35)那

示したよ う に,圧縮率 sum r･ule は厳密には満たされない｡そこで

vashi8hta
･きsingwi35)は(2-31)式の右辺の第2項の係数:7/2･をレヾ

ラメ一夕- a で置き換え,経験的に a=±2/3 とすると,圧縮率 6um

'!.

rule がほ と んど満たされるこ と を見いだした｡ この･/iラメ一夕ー

の導入の妥当性を理論的に証明することは困難であ〝るので36),137),.
lt■

ここでは近似式(2-3)をそのま ま用いる｡

弱い外部ポテンシャル¢eXt(れ息)によるf(p･:p;t)rの平衡値fO(p)

からのずれ f(りl(r,p;七)を

f(i)(ど.p,･t) = f(r′p'･t)
-

fO(p) I (.2-d9

によ
って定義すると,

6n (㍗,七)は

6n(r･t, - lf'l'(r･p･･t,d3pI (2-7)

によって与えられる. (2-1)式に(2-2)と(2-3)式を用い,外

場に関するl次の項だけを残すと, I(1).(㍗,p;七)の方程式として

-20-



虻止必旦･
u･▽rf'1'(r･p･･t,･Jrd3r/vrveff(ど-r',

･▽pfO (p,6n(r'･t'

∂t

≡ ▽r¢ext(r′t)･▽pfO(p) I

が得られる･ここで有効ポテンシャルVeff(B.)

･rveff-(V) = (g(『)
･昔岨)∇rv(F)∂n

'>

(2-8)

は次式で与えられる｡

(2-9)

(二2-8)式をフーリエ変換すること によって, (2-8)式は次のよ うに

解かれる.

6n(旬,t) = -

こ こ で

Qo(q.u)¢eXt(q･u)

Ⅴ(q)+Ⅴ(q) (1-G(q))Qo(q)･u)

Ⅴ(q)=4¶e2/q2 ,

(2-10)

(2-ll)

Sn(q･d)はSn(p･七)のフーリエ成分であり,a(I)とQo(q,W)は次

式で与えら れる.

G(q,=一封藩g#{s(-,-1･n9S(恵山}
∫ (2-I"

q

Qo(q･w) -

-V(q)xo(q)･u)

-21-
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xo(q,w)は通常の自由電子に関する分極率であり,古典論では

xo(q･w,
-

I恵q●▽pfO'p'
(2-14,

-w+Ⅴ･q-iTl

によって与えられる･ 1は正の微少量である･ (2-12)式の中の

構造因子 S(q)は g(Lr･)のフーリエ成分 g(哩)と次のように関係し

てい る.

s(q) = i +n(g(q)-6(q)) ,
(2-15)

こC(q,山)は(7-5)式によって定義されるので,
I(2-10)式から

E(q, Ld)が次のよ
う に書かれる.

E(q,u)
- i +

Qo(可･LO)
(2-16)

1-G(q)Qo(q･u)

)I

(2- 76)式から, a(q)が局所場の補正を与える項であるこ とがわ

かる. 揺動散逸の定理によ り
c(qI,tLJ)は s(q)と次のよ うに関係

している25)｡

屯q2
r

s(q'=

-詔｣.dulm E(q,LO)

(2-17)

(2-72) , (2-76)および(2-77)式は E:(q,Ld)を求めるため

L'･= 8elf-con8i8七en七 に解く べき方程式の組を与える. 電子気体は

当然量子論で取り扱われるべきであるので, STLS23)と同様に,この

-22-



論文では(2-14)式のxo(q,u)を次式

xo(q･LO)
= - 立 fO( ･c･)-fO( )

･2¶,3加一藍{(q･p'2-p2}-in

(2-18)

で与えられる量子論的な式によ って置き換え,次節に示すよ
う に

(2-72) , (2-76)および(2-77)式を Belf-consis七en,七に数値

計算する｡

§ 2-3. 対分布関数,■相関エネルギーおよび圧縮率の計算結果

●

この号以下では, qfはFermi波数としb Wをiiqf?/2m･qを･qf

を単位と して,表すことにする.すると(2-13)式と(2-]8)式

で与えられるQo(ql,LA))の実部と虚部はそれぞれ次のようになる｡

･l

ReQ.(句･u,

-古[8q3･(u-q2･2q,(-u･2q･q2,InI譜卦

･ (u･2q･q2,
(-w･2q-q2,Inlu?'.3'(ぎ2')I]

I (2-19'

ImQo'q･u'-詩帥

-示…【1一言(毒-
q'2]

= 0

: q<2 かつ 0<(A)<2q-q

: q>2かつ q2-2q<u<q2+2q

またはq<2かつ 2q-q2<山<q2+2q

: それ1ユタト

-23-
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ここでら- (2/¶qf)(mo2/色2) ｡

長さをBohr半径-i/me2,

エネルギ-をme4/412-27eVを単位とする原子単位を用い,かつ次

の関係式

q孟-3¶2n,
qF- (αrs)~l･ α-(4/9¶)1/3-o･52l･

を用いると, (2-12)式で与えられる G(ql)は角度について弓賛分を
-▲

実行した後, 次のよ う になる｡

0〇

G(g,.
-

-i･[.dq･q･2{l･号諾In磨l,{s(q,,-l一与rs母･
(2-21,

また(2-17).式は

s(q)
-一言÷q2 ∫

2q+q

duJZm
8αr

1

]o
S

E(q′u) ･言て㌃【9ReE(q･u)]Hau
S

-1
′

u=up (q)

'(2-22)

と なる. ここで(2-22)式の右辺の第l項は電子空孔対励起から

の寄与を表し,1第2項はプラズマ振動からの寄与を表している項であ

り･up(q)はプラズマ振動の分散関係を表して･L､る･叫(℡)
は

§2-4で示されるように! =m g(qJ'如)-o なる領域で Re i(qlh,叫--o

を解 く こ と によ っ て与えら れる.

(2ー76)'●･(負-2り および(2-22)式を用いた self-eon8is七6n七

な数値計算は次のよう に行われる｡ 最初に, (2-21)式の中の

s(q)として.Har七ree-Fock近似によるよく知られた次の表式25)
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sliF(q)

-姦(12-q2)
: o≦q≦2

= 0 こ q≧2 ,
(2｢23)

から出発して G(q)を求め,これを(2-16)式に代入して.a(可,u)

を求める. この E:(q,u)の結果を(2-22)式に入れて再び S(q)

を計算すると･一回りの数値計算が終わる･ これを rs に依存し

て約6 包から8 [∃繰り返すこ と によ り, 0｡ 7%の誤差で G(q)の収

束値が得られた｡ このよ■うにして収束した G(q), e(q, LO)および

. s(q)の値のう ち..,～S(q)は後で示すよ うに g(r) ,相関エネルギー,

圧縮率およぴプラズマ振動の分散関係を求めるために用し､られる量

であるので,それを r8-7-6 に対して表7 に示す｡

2-3- I . 対分布関数

対分布関･数 g(p)は, (2-15)式をフーリエ変換し,角度につい

て不責分を実一行するこ と によ り,次式で与えられる.

00

g(r,

-喜I.dq[S(q,-1]至主㌍･
i (2-24)

ここでrは屯を単位として測られている｡表7に与えられたS(g)
の F,elf-consis七9nt な-･安値計算の碍果を用い, (2一.24)式から

g(㍗)が計算される.rb･-卜6 に対して得られた g(r)の結果をそ

れぞれ,図l-6 に他の結展と共に示す･ 図t-6 において曲線lは
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表1 S(q)の値

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.8

3.0

3.5

4.0

0.01051 0.007483

0.04078 0.02952

0,08779 0.06498

0.1477 0.1124

0.2166 0.1699

0.2909 0.2353

0.36.76 0.3063

0.4443 0.3807

0.5192 0.4564

0.5910 0.5314

0.6586 0.6040

0.7211 0.6726

0.7779 0.7360

0.8286 0.7934

o.8728 0.843-8

0.91026 0.8877

0.∋406 0.9221

0.9636 0.9491

0.9788 0.9678

0.9863 0.9780

0.9892 0.9830

0.9914 0.9868

0.9931 0.9895

0.9944 0.9916

0.9953 0.9932

0.9961 0.9944

0.9973 0.9962

0.9980 0.9973

0.9990 0.9987

0.9994 0.9993

0.006122

0.02430

0.05401

0.09439

0.1447

0.2034

0.2689

0.3397

0.4136

0.4890

0.5637

0.6358

0.7037

0.7659

0.8214

0.8690

0.9084

0.9390

0.9605

0.9729

0.9795

0.9844

0.9879

0.9905

0.9925

0.9940

0.9961

0.9973

0.∋989

0.9995

0.005285

0.02114

0.04722

0.08309

0.1282

0.1819

0.2429

0.3101

0.3818

0.4564

0.5318

0.6060

0.6771

0.7433

0.8029

0.8547

0.8978

0.9315

0.9556

0.9698

0.9778

0.9834

0.9875

0.9905

0.9927

0.9944

0.9965

0.9978

0.9993

0.9997

0.004754

0.01896

0.04249

0.07509

0.1165

0.1662

0.2235

0.2875

0.3569

0.4304

0.5059

0.5815

0.6549

0.フ243

0.7876

0.8431

0.8896

0.9263

0.9526

0.9685

0.9775

0.9838

0.9882

0.9914

0.9937

0.9954

0.9975

0.9987

0.9998

1.0001

0.004339

0.01734

0.J3894

0.06904

0.1075

0.1541

0.2082

0.2694･

0.3365

0.4085

0.4836

0.5599

0.6351

0.7072

0.7736

0.8325

0.8822

0.9216

0.9501

0.9676

0.9776

0.9845

0.9892

0.9926

0.9949

0.9966

0.9986

0.9996

1.､〕004

1.0004
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第7図:rs-7 に対する対分布関数g(r)対qfr｡曲線7 は第2章

の結果,曲線2, 3, 4は,それぞれSTLS23),vaBhish七aとSin-

gwi35)ぉよび･SSTL37)の結果である｡由線5と 6はそれぞれ

Hubbard近似60)と RPAの結果である.
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第2図:r8-2に対する対分布関数g(r)対qfr･記法は第7図と

同 じ｡

-?.ち-



第3図:rs-3に対する対分布関数g(㍗)対qfr･記法は第l図と

同 じ｡
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qf｢

第4図･'r-4に対する対分布関数g(r)対qfr･記法は算=図と
8

同 じ.
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第5図:rs-5に対する対分布関数g(㍗)対qfr･記法は第l図と

同 じ.
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第6図･'rB-6に対する対分布関数g(r)対qfr･記法は針図と

同 じ.
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この章の結果,曲線2, 3,r4はそれぞれSTLS23), vashish七a と

sin?wi35)ぉよびSSTL31)の結果である･曲線5はHubbard近似

によってBrouer860)が得た結果で,曲線dはRPAでの結果であ

る｡図7 から明らかなように' RPAの結果は rs之T で rが小さし､

と き負になる｡この章の g(Ir)の結果
r <3 では常に正であるが,

B一･~

rB_>4では rが小さいとき負になる･大きな rに対して,g(Lr)は

1の附近でゆっ く り振動し1に収束していく｡ g叶.)はすべての r

に対して正でなければならないので,こ の章の g(1r)の結果は STLS

23)の結果より少し悪い｡もっとも,
S-TLS23)の確論では後で示す

よ う に圧縮率 sum rulo が満たされていないが,この章の結果は近

似的にこの sum r:ule を満たしている.図7-6 からわかるように,

この章のg(v)の結果はSSTL31)ぉよびVashi8h七aとSingwi35)

の結果より少し良い｡ SSTL37)ぉよびVaBhish七aと Singwi35)の

理論は圧縮率 sum rulo を近似的に満たす結果を与えている.この

こ とからわかるよ う に,圧縮率 sum rulo を～帯たすよ う に理論を作

ろうとすると
g(B.)が常に正であるという条件が満たされなくなり,

g(lr)が正であるよ うにすると,圧縮率 E;um rule は満たされなく な

るという矛盾したことになる｡今まで圧縮率 sum rule と
g(Jr)之o

の 二条件を同時に満足する理論は作られていない.

2-3一之. 相関エネルギー

7電子あたりの相互作用エネルギーEin七(rs)は次式で与えられ

る｡
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E土nt (rs) ≡ ∑ zE93
q

q2

【S(q)-1] (2-25)

s(･7)が q の大きさのみによるこ と を考慮して(2-25)式の右辺を

書き直すと

Eint'rs,

-一言去r(rs,
･

mrs, -

-;I?dx
[S(x,-1･

こ こ で

(2-26)

(2-27)

系の基底状態エネルギーEo(rs)は,Pauliが見いだした次式によ

り,相互作用エネルギーのみによ
って決ま

る.

2
e

E.(rs,

-互芋･ J竿Eint(入,
rs

o

(Ryd) . (2-28)

ここで.(2-28)式の右辺の第7 項は相互作周のない場合の7 電子あ

たりの平均運動エネルギー,入は結合定数で電子気体では e2であ

る･o2と rsとが比例することを用い,(2-28)式の右辺の第2

項の積分を r での積分に書き直し, (2-26)式を代入する と次の
S

よ う になる.

Eo.(rs)
2.21 4

-
-

. ~~■2T 2
rs ¶αrs ■o

rrs

J r(rs)drs (Ryd) (2-29)

さて相関エネルギーEcorr(rs)は･ Eo(rs)と Har七ree-FOCk近似
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の基底状態のエネルギーEHF(rs)

EHF (rs)
2.21 0.916

r2
rs

S

と の差によって定義されるから

rs

Ecorr (rs)
1

. (Ryd) (2-30)

誉I?【o･916一志r(rs'】dfs
I '2-31'

と なる. BQlf-consis七en七 なやり方で計算され表ユ に与えられた

s(q)の値.を(2-27)式に用いて r(r8)を求め, (2-3り 式から

相関エネルギ･-が計算される･表2 に r(rs)の計算結果が与えら

れる･ Eoorr(rs)の計算値(1*図7に示され,また他の結果と比較さ

れる. 図7 におし･､て,曲線lはこの章の結果,し曲線 2● 3, 4, 5,
/

6および7はそれぞれSTLS23)ナSSTL37)チ.Ⅳozi盲r0日とPine827)I

Hubbard20), qelーMannとBrueCkner15)ぉ･よぴVashish七a.と

singwi35)によって得られた結果である. GelーMannとBrueokner

75)の理論は･r.Bくげ成り立つ･
Ⅳoz且さresとPines27)の方法は内

挿法によっている.曲線8は Lindhard7.少)の｡(q,u)を用いた. RP

Aによる結果であろ▲･この章の結果はSでLS23)
･の結果に非常に近い｡

図7-6 に示された g(p)の結果からわかるよ
う に, Hubbard 近似ヰ

表2 r(rs)の値

rs 123456

r(rs) o.45030.48700.51100.52830.54130.5520
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第7図:rsの関数としての相関エネルギー･曲線Iは第2章の結

果,曲線2, 3,4,ラ,6および7は,それぞれSTLS23),.ssTL3T),:

Nozi昌resとPlnes27), Hubbard20), GelーMannと Brueckner75)

ぉよびVaShish七aと Singwi35)の結果である.曲線8はRPAの

結果である｡
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RPA による場合には短距離の相関が効きすぎているため,相関エネ

ルギーが図 7 に示されるよ う に大きな負の値になっ ている. STLS

23),
vasbish七aと Singwi35)ぉよびこの章の結果においては,痩

距:離の相関が過大に見積も られるこ とがないため,相関エネルギー

がよ り小さい負の.値になっ ているこ とが図 7 から わかる.

アルカリ金属の凝集エネルギーはPine8と Noziteres67)により

次のよ う に与えられている.

Ec｡h-Ei｡n+詳(這'･旦ぞ.Ecorr
'Ryd', '2-32'

ここで(2-32)式の右辺の第7項の Eionは,最も強く束縛された

伝導電子の結.合エネルギーと 自由原子のイオン化エネルギーと の差,

第2項は電子が相互作用していないとイ反足するこ と によ り引算される

伝導電子の平均運動エネルギーで奉り,mkinは電子がイオンからの

周期的ポテンシャルの中を動く と きの実効質量である.第 3 項は電

子の自己エネルギー 7｡2/rs と交換エネルギー ー0･976/rs
との

差である.電子気体の場.合には,電子の自己エネルギーは,一様な

正電荷と の相互作用エネルギーおよ び正電荷の自己エネルギーと打

ち消しノ合lうので,考えなくても よかった. (2-32)式では,アルカ

リ金属の相関エネルギーは電子気体のそれである と仮定されている.

(､2-32)軍を用いて凝集エネルギーを求めるのに必要なEi｡nと

akin/mの値として,,PinosとⅣozitepes167)が推定､した嘩を表3

に示した･mkinはBrook862)によって得られたものである･この
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表 3 の値と図 7 (=示された相関エネルギーの値を(2-32)式に用

いて求められた凝集エネルギーの結果が他の結果および実験値と共

に表 4 に示される.

表 3 凝集エネルギーに寄与する項

エネルギーの単位は Rca1/mole (1Ryd-311 Kcal/mole)

表 4 凝集エネルギー
(Kca1/mole)

LiNaKRbCs

presentthe○ry -36.1-24.0-20.0-18.8-17.7

STLS
-36.0-23.9-19.9-17.8-20.4

SSTLJ
-38.1-26.4-22.6-20.6-20.4

.ヽ

NozleleS-Pines -37.5-25.2-21.8-20.9-19.9

eXperiment63) -38.4-25.9-21.5-19.5-19.9
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2-3-3｡足癖李

電子気体の等温圧縮率 V(はよ く知られた次式で与えられる｡

Kf

α2r;■■■■■--
_

■■■■■■■■■■■-

K: 6

d2Ed(rs)

dr

2 3dE
α r

S
==｣=｢

∴
｣_=

2 3 dr
(2-33)

ここでK+は自由電子気体に対する圧縮率であり, Eo(r8)-2･27/r喜

一o･976/rs+Eoorr(rs)である･図7に示されたEcorT(r8)を用

い｡ (2-33)式から計算された圧縮率が図 8 の曲線lで示される-.

相関エネルギーから F{ への寄与は Har七ree-Fook 近似のエネルギ

ーからの寄与に比べて小さいので, STLS23)と SSTL37)のT(の計

算された結果は図 8 の曲線7 に非常に近い.図 8 の曲線lからわ

かるように,r8之5で圧縮率は負になる･すなわち,rs->5では電

子気体が無限小の密度の揺らぎに対して不安定になってし､るこ と を

意味している.圧縮率への相関エネルギーから の寄与が小さいため,

この不安定性の出現は 日ar七roo-Fock 近似のエネルギーの項によっ

て決ま り,相関エネルギーを求める際に用いられる近似にはあま り

依存し ない.

§2-4｡ 長波長の極限でのプラズマ振動の分散関係と圧縮率

2-4- 1? プラズマ振動の分散関係

電子気体では,電子甲に働くクーロン相互作用が長距離力である

こ とに起因して,集団運動のモードが存在し,それはプラズマ振動

と呼ばれる｡ プラズマ1振動は電子の密度の揺ら ぎであるから,外部

電場に対する電荷密度の応答関数の polo からプラズマ振動のエネル
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第 8 図:r's の関数としての,自由電子気体と相互作用をしている

電子気体の圧縮率の比.曲線Iと 2 は(2-33)式と(2-39)式か

ら得られる｡曲線3と 4は曲線2に対応するSTLS23)と SSTL

3り
の結果である.
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ギースペクトルが･求められる. したがって, =m E(ql,山) -0 なる

領域内で Re
E(q, LO) -0 によってプラズマ振動の分散関係が与えら

れる.小さいq と有限のLOに対して, (2-76)式から Re E(q, LO)

は次のよ う にqlのべき級数に展開される.

2 ､

u

-Res(q･u,
=

i-bTf-[l･号(q'qFT,2-y'q'qF'2,I
･･丁

こ こ で

dx【S(Ⅹ)-1】 +
aS(Ⅹ)

s ∂r

(2-34)

(2-35)

山-/4叩e/mはq(-0のときのプラズマ振動頚, qFTはThomas-
p

Fermi波数でq,言T-4me2qf/(佃2)で与えられる･表7に示された
'q(qJ)の値を用い,~j

(2-35)式から求められたyの値がし＼ろいろな

r8の値'に対して表5 に与えられている･ (2丁34)式からプラズマ

振動の分散関係は次のよ う に与え られる.

u - w (i+9¶(q/qF)2/(40αrs)-0･5y(q/qF)2+･･･)
p

表 5 Y のイ直

(2-36)

r

S

123456

Y

一■■■■l■■■■■■ー一一ー■-'■■■.

o.29250.31500.33070.34210.35200.3586
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任意の q での分散関係は(2-76)式と 32-2 で self-oonBis-

ton七 に得られた G(q)の数値計算の結果から,数値的に計算される

ことができる･このようにして得られたいろいろな rs に対するプ

ラズマ振動の分散関係の循環が図 9に示される･ rB之8に対して極

小値が存在する.各曲線は電子空孔対励起の出現の点で終わっ てい

る.

2-4-2. 圧縮率

等温圧縮率は,外部からかけられた圧力,すなわち外力,, (こよっ

て引き起こされた系の体積変化'の割合によって決定される. ところ

で'長波長の極限(=おける静的な誘電関数
E(ql,0)Iは,空間的に

ゆるやかに変動す争外部電場,-これは電子系からみて外力,に対す

る電子気体の密度の応答,したがって体積変化,■ を表してし､るため,

q が小さい極唄でのE(q,0) (i系の圧縮率と･関係する. この関係

は次式により･圧縮率 BuZn rule として知られてし､る･小一さな qLに

対し て

c(q,o,

-l･竜(qFT,q,2-l･母語(箸,2
･ (2-37-,

RPA.の場合, K/Kf-'7 である｡一方, (2-76)式から小さい

q と'W=0 (=対する誘電関数は)欠式で与えられる｡

占(q･o) - i + (q/qF)2/(市㌻-- Y)
¶

S
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第 9図;し､ろいろな rBに対するプラズマ振動の分散関係･
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(2-37)と(2-38)式から次式が得られる･

Kf/K
= i

-

4αrsy/¶
(2-39)

ここで.yは(2-35)式で与えられる･ (2-39)式と(2｢35)式

を用いて得られる圧縮率の計算結果が図 8 の曲線 2 で 示されてい

る･ (2-39)式を用いたSTLS23)と SSTL37)によるKの別の計

算結果は図 8 にそれぞれ曲線 3 と 4 によって示されている. (2

-39)式で与えられ卑 Ptと(2-33)式のようにエネルギーを rs

に関して 2 階微分するこ とから導かれる K は,車空論が正しいとす

れば,厳密に一致すべきである.したがって,この一致を調べるこ

と は理論の正当性の一つの証拠を与えるこ と になる.しかし,今ま

まで厳密に一致する三哩論は作られておらず,こ の章の結果でも図 8

の曲線7 と 2 から わかる よ う に厳密には一致し ないが,

結果に比べて良く なっ ている.

sTLS23)の

§2-5. 結論と討論

この章では,相互作用を している電子気体に対して,ク→ ロン相

関が重要な役割を演じている金属電子密度において,諸物理量に対

するクーロン相互作用の影響を調べるため, STLS23)が示した

Self-con8is七en七 に
E(qI, u)を求める方ブ去が用いられた｡

古典

的リュ-ビュ方程式の中に現れる二粒子分布関数を近似する と き,

schneider達32),
33)が提案したように,

g(ド)を電子密度で微分

した項を E(q,Q))の表式の中に'取り入れることによ り近似的に三
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体相関の効果が考慮された.以上の近似を用い,電子気体について

self-consistent に &(q,a))が数値計算され,この結果を用いて

g(Lr), Ft, Ecorr(rs)およびプラズマ振動の分散関係が金属電子密

度におし､て計鼻された.この章でのg(町)の結果はSSTL37)の結果

よ り少し良いが, rs之4 に対して小さな r の領域で依然として負と

なる･ Ecorr(rs)の計算結果はSTLS23)の結果に近い･したがって

凝集エネルギーの結果も STLS23)の結果に近い. Schneider達32),

33)の古典論の場合はもちろん,;STLS23)と同様にこの章で行った

よ う に,自由電子に関する古典的な分極率と静的な構造因子を対応

する量子論的な量で置き換えることによって得られた E(q,W)か

ら圧縮率を計算した場合(これを量子論の場.合と称するこ と にする)

でも, g(p)が電子密度に依存する項は圧縮率 sum r･ule の矛盾を改

良するのに重要であるこ とが見いだされた. 古典論の場.合には,

schneider達32),
33)が示したように圧縮率sumruloが厳密に満

たされるが,量子論の場ノ合には図 8 に示される よ う にそ う なっ てい

ない.そこでVashish七aと Singwi35)は, Schneider達32),
33)

の理論に g(町,P',･七)に対する仮定と してパラメーターを導入し,量

子章会の場.合にも圧縮率 sum r･ule をほぼ満たすよ う に,数値計1尊に

よ っ てこのパラメーターの値を決定した.しかし,こ の取り扱いに

対する三哩論的な根拠はない.

この章の計算結果は, RPA や 日ubbard 近イ以によ る結果よ りは,は

るかに改亀されてし､るが, STLS23), ssTL37)ぉよびVashish七aと

sT.ngWi35)の謂論と同様に全金属電子密度領域で同時にg(P)が正

-45-



でかつ圧縮率 sum rulo が厳密に満たされるよ うになっていない｡

すなわち,この章の結果ではSTLS23)の結果に比べてg(lr)は少し

悪いが,圧縮率sumruleは良くなっている.またSSTL31)に比べ

たと き,この章の結果の方が g(P)は良く,圧縮率 sum r･ule はほ

ぼ同じである｡VashishtaとSingwi35)の結果はI 圧縮率Bu皿

rule に関してはこの章の結果よ り良いが, g(町)について,はこの章

の結果の方が良い.結局この章の計算結果は, STLS23), ssTL37)ぉ

よびVashishtaと Singwi35)の結果と同様に,屈全に満足なもの

とは.し､えず,･すべての r に対して全金属電子密度で g(q')が正とな

り,同時に圧縮率 Bum rulo を厳密に満たすよ う な羊空論を作るこ と

が今後の課題である｡-ち

この章で述べられたSchneider達32),
33)の近似を用い, STLS

23)
の方法によって ど(qI,a))を self-con8is七en七 に求める理論

を一般化帯磁率〆(切ノw)の場合に拡張し,･究(g･w)をこ?章と同

様の方法で Belf-oonsis七en七 に計算することができる.l'さらに,-i

この X(qJ,W)の計算結果から反平行スピンの電子由の対分布関数

g†l(町)･平行スピンの電子問の対分布関数g竹(tr)および常磁性ス

ピン帯磁率 ズ を求めるこ とができる｡このよ う な数値計算が次章で

説明される｡
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第3章 古典的リ ュービュ方程式によ るスピン相関

卓3-1 . 序

前章では,古典的リュ-ビュ方程式を利用し電子気体の相関を扱

ったが,こ の章では,これを拡張しスピンの相関を問題にする｡

とくに･反平行スピンの電子問の対分布関数g仙(B･),平行スピン甲

電子問の対分布関数gJr+(1r)およびスピン帯磁率〆に対するクーロ

ン相互作用の影響を調べる. Xはスピンが分極したときの基底状態

のエネルギーの変化を計算するこ と によ って求められる.したがっ

て, yを求めるために相関エネルギーの計算結果を用いることがで

きる.この方法により sampsonと Sei七z39)は, Wigner6),
7)に

ょる相関エネルギーの表式を利用して, Liと Ⅳa,につし､てXを計

算し,初めてPauli3)の自由電子模型でのXに対する電子相関の

効果を求めた｡しかし,･･SamPSOnと Sei七z39)は,分極したときの

基底状態エネルギーを求める際, †スピンからの寄与と↓スtfンか

ら の寄与を完全に分離■したため,正 ししヽ結果を得るこ と はできなか

っ た.

Brueoknerと Sawada4T)は,高密度で成り立つG81ーMann と

Brueckner75)の摂動論による相関エネルギーの計算結果をXの計

算に応用し, 初めて高密度の電子気体につし､て厳密なX の表式を

rsの展開形で与えた･ Shimizu42)ぉよびSilvers七ein43)は,

Bohmと Pin0日8),
9)の相関エネルギーの計算結果を利用し,アル

カリ金属に対してXの値を評価した.別のX の計算法は Landau

45)
の Forml i夜体理論によ る方法である.この理論は現象論である
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ので,具体的な問題に応用するには,その相互作用関数を微視的な

理論から決定しなければな,㍉ない｡ Rice44)はHubbard近似20)を

用いてこの方法でXを計算し,Ⅳa と Liに対するX の値を求めた.

スピン相関の場合, 6(qf'W)に対応する量は,空間的,時間的に

変動する弱いタト部磁場に対する線型応答関数である一般化帯磁率X(

qJ,a))であり,それは=zuyama達47)により強磁性出現条件および

中性子散乱の議論に関連して導入された.相関エネルギーの計算を

行なうことなく直接 X(q･tD)を求めることにより,g～(P)･g什(

p)およびズを求めることができる.Lobo達26)はSTLS23)の理

論をスピンに拡張し･ X(q･Lv)をg仙(町)と g竹(tr)のフーリエ

成分の汎関数と して self-conSis七en七 に計算し,この結果から g

ィ↓(P)I g什(P)およびXを求めた･ Lobo達26)のgル(打)の計算

結果は rs≦4で正となり,クーロン相関がかなりよく考慮された結

果となったが,Li七 Naに対するズの計算結果は,実験値2,7)･1

28)の2倍の大きさになり,よ(なかった.SSTL37)はSTLS23)

ぉよびL｡b｡達26)の理論を改良し, X(q,.w),の計算において

enhancement factorの中の相互作用の項をe(q)で盛帝することに

よって, g†l(B･)と g竹(B･)に対する夕卜場の影響を考慮した･
SSTL

37)
においては X(ql,LJ))の self-consis七Qn七 な数値計算の結果か

ら求められたXの値は, ⅣaとLiの実験値27),
28)に･･sTLS23)

の結果より近くなったが,g仙('r)と g竹(P)の結果は悪くなった｡

この章では,第2章で述べられたSchnっ1der達32),
33)の近仙

●を利用した e(qI,W)の self-consis七en七 な理論をスピン相関の問

-48-



題に拡張し,LObo達26)の方法にならってy(ql,a))を sQ1卜

consis七en七に数値計算し,この結果から g仙(tr), g仰(町)ぉよび

Xを求める･ X(q,w)はg付(『トgN(･r)のフIJ)エ成分および

その電子密度に関する微分の訊問数として表される｡与3-2では,

Lobo達26) の方法になら ってスピンに依存する一粒子分布関数に対

する舌畢的リ ュ-ビュ方程式の解から
X(Lg,W)の表式が導かれる｡

i3-3では,揺動蔽逸定理から導かれる X(q,uu)と磁気的構造因

子 {('_8)とを結びつける厳密な関係式を用い,全金属電子密度にお

ける電子気体について X(却,tA))の Belf-consis七en七 な数値計算

がなされる,.u1さらにこの 〆(q,a))の計算結果と第 2
_童で求められ

たg(-r)の計算結果を利用して, g竹()r)と gル(V･)が計算される･

γ(q,o)のgヰ0の極限からズが計算され,Ⅳaと Liにつし､i実

験値と比較される.この章で得られた Ⅳa に対す畠 Xの計算値は,

schumacherとVehse28)の実剛直によく一歎する･ i3-4では,

結論と討論がなされる.

事3-J2｡ 古典的リュ-ビュ方程式による一般化帯磁率

この節では,第 2 章に示された e(qJ,lQ))の self-oonsisten七

な理論がLobo達26)の方法にならってX(a,tA))のself-"on-

sisten七 な理論へ拡張される･弱い外部磁場 H(V,七)がかけられT=.

と き,スピン √ をもった電子の-う位子分布関数に対する古典的リ ュ

ビュ方程式は次式で与えられる｡
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∂fo(A=･P･･t)

at
+ u･▽rfo(r･p･･t) +

uo▽rH(r･t)･▽pfo(r,p-･･t)

-

ld3r'd3p'vrv(-I,･吉ypfo,o,(-･･r'･p'･･t,
- 0

I (3-1)

ここでル-ghdy2であり,gはLandeのg~因子,0/=±-,I

q,q)(p,p･･p',p',･t)はスピンに依存する二粒子分布関数である･スピン

に依存する対分布関数gqp,(-1七)を用い, fdd,(r･P"I,前七)は次

のよ う に仮定される.

fo,o′(r′p･･r'･pJ･･t) = fo(r∫p,･t)foJ(『/･P'･･t')go;o,(r′r'･･t) ･ (3-2)

弱し､外部磁場によるfo(-l･･t)の平衡状態での値f芝古♪)からの
ずれは次のよ う に定義される.

f(i)(ど.p,･t) - fo(r.p･･t) -

f2(p)0
(3-3)

さらに.
･(3-2)式の中のgo,o′(r,r';七)は外部磁場による影響を

考慮して,次のよ う に表される と仮定する.

go,o,(r･r'･･t)
=

go,o･(Jr-r′l)+(6no(r,t)+6no･(r'･t)
)
ago,o,( lr-r'E)

an

(3-4)

ここでgo,o/(JP-P'l)はg;o,o,(r,r',･･t)の平衡状態での値であり,

6n (r'七)は外部磁場によ り誘起されたスピン oをも?電子の局所的0'

な密度の揺ら ぎで, )欠式で与え られる.
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6no(ど.t, - [fil'(ど.p･･t,d3p (3-5)

したがって, (3-4)式の右辺の第2項はgq,♂(折,巾七)に対するタト

部磁場によ る影響を表す項であ り,この項を無視すれば, .Lobo 連

26)
が用いた近似に相当する. (3-7)式を H(Lr･,七)について 7 次

の項までを残すと,

∂f(i) (q=lP'･t)
Cl

∂t
･

u･▽rfil'(叩･･t,
･

uoVrH(r･t,･∇,fS(p'

一言J)rd3p･d3r･▽rv(巾･
l,6no･ (F'･t,

･ 【go,o･(lr-『′I)+nor
ago,o･(IMF

∂n
】･▽pfO(p)=o , (3-6)

となる｡ここ･でTLは平衡状態での6スピンをもつ電子の粒子数密度

で,

no

-イfS(p,d3p
'3-7'

によって与えられる.平衡状態では, †スピンと ↓スピンが同等で

あるから, fro(p)-flo(p)-fO(p)/2,したがってn†-n↓-n/2･

(3-6)式を F について和を と り,

f(i)(-;t)
= f(Tl)(r･p;t) + f(+i)(r√p;t) , (3-8)

であることを考席して, f(7)(町,P;七) (=ついてリュービュ方程式を

作り,夕卜部磁場をポテンシャルで置き換えると,f当然,
.第

2章の

(2-8)式と一致した式が求められる.すなわち(3-7), (3-2)お

よび(3-4)式は第 2 章の(2-7), (2-2)および(2-3)式の拡
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張になっ ているこ と がわかる.

F(r.p,･t) -

fiュ)(ど.p･･t)-f51)
(r･p･･t) (3-9)

によって定義される F(P,P;七)に対する方程式は(3-6)式よ り次

のよ う に書かれる.

aF(r′p･･t)
+ u･∇rF(r′p･･t)

+ guB∇『H(c･t)･∇ fO(p)
∂t

I -

Ip=-
､-'L-'ー' Jr

ら B=
~ ■

- p

-

ld3r･∇rv(I-,h･6n.(r′･t,-6n.'町′･t'}

･

(冒(tr-r'I)･書
こ こ で

ど-c=
I

an
)･▽pfO(p) = o

首(ど)
-喜(g十十(ど)-g～(ど))

(3-10)

(3-ll)

(3-10)式を導く際,平衡状態では両方のスピン状態が同等である

ことから g-竹･(+)-g+i(r),
-g†↓(町)-g+1(r)なる関係を用いた･

(3｣-I･0)式はフーリエ変換することにより次のように解かれる.

ld3pF(r･p･･t,-一芸

guBXo (q･LJ)H(q･h))

i-I(q)xo(q･Ld)

(3-12)

ここでxo(q,u),･は自由電子の古典的な分極率であり,･第2章の

(2ー74)式●によ:,て与えられる. F(q,p;u), H(q,u) および

I(q)はそれぞれ F(r･P;七)i H(r,t)およびI(r).･･のフーリエ成分で

あり, I(r)は次式で定義される.
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▽rI'r'- {gT(F,･昔幣}∇rv(ど,

(3-13)式からI(ql) は次のよ う に書く こ とができる.

/

叩-去Ⅴ(q,)r器q3{言(lq-q't,-lenq

∂g(lq-q't)

(3-13)

) . (3-14)

′ヽ_ ′ヽ′

こ･こで S(q)は磁気的構造因子であり, gイr)のフーリエ成分F(q)

と次のよ う に関係してし､る.

ど(q) = i +
ngT(q)

(3-72)式より x(q'u)は次のように求められる･

1
(guB)2xo(q･u)

x(q.u)
=

一言4
l一工(q)xo(q･u)

(3-15)

(3-16)

以上の導苧方からわかるように･ (3-76)式で与えられる x(qI'LJ)

は古典的に求められた量である.そこでiLobo連26)と同様に,量

子論的な x(q,u)を得るため･単に(3-76)式の右辺のxo(q･w)

を量子論的な表式(2-18)式で置き換える. (3- I5)式に現れる

′■＼一

I(ql)は(3-74)式からわか■るように S(q)の汎関数であり,この

′■■ヽ一′

S(q)はまた揺動散逸の定理により x.(qJ,LJ)の虚部と次の厳密な関

係式によって結ばれてし､る47)｡

0〇

す(q)
4fi

¶n(耶B)~Jo
2∫a(山=mx (q,LJ)
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(3-14), (3-76)および(3-T7)式は self-cone;is七en七 に解か

れるべき方程式の組を与え,次節では,全金属電子密度領域におし､

てこの方程式の組.を self-c｡nsisten七に数値計算し,収束したX

(可,抄)の値が求められる.

寺3-3. スピンに依存する対分布関数とスピン帯磁率の計算結果

(3-74)式は角度に関する積分を実行した後,次のよ う になる.
I

O〇

I(q,

-言-s,2きl.dq'q,2{l･望諾エn由}{g(g',-l一号蟹}
∫

(3-18)

これから先qとq'はqfを,Pは和;/2mを単位として測る･ま
た(3-77)式は,こ の単位系を用いて書き直すと,

0〇

∫ど(q)
6¶(αrs)

2
dLJ=mx (ql,u) (3-19)

(耶B)~
Jo

(3-76), (3-78)および(3-79)式の self-conBis七en七 な数値

計算は次のよ う に行われる.最終的には self-oonBis七en七 に求め

られた結果は初期値に依存しないから, 第 2章で e(～,tD)那

Self-consisten七 に数値計算されたと きと同様に, (3-18)式の中

■i!空:

の S(qL)と して(2-23)式で与えられる Har･七r･ee-Fock 近似で求

められた S～(q)を最初に用し＼, I(qI)を数値計算する･このようにし

て求められたI(qI)を(3-16)式に用い, X(q,w)が求められるt.

この 〆(qJ,W)の結果を(3-19)式に代入して再び 前qJ)を計算し

て-tE]り分の計算が終わる.収束を速めるため,こ のよ う にして求
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′~ヽー
～ ～

められた S(q)と前の S(q)との平均を次の S(q)の入力とする｡

この繰り返しを約 6 珂実行することによ り, rs-7-5 に対して収

零したS7ql), I((1)および X(･g,w)の値を得ることができた.r弓

～

-7†5 に対.して求められた S(qJ)の値が表 6 に示されている.こ

の結果を用い,以下でg††(p)I g～紳)およびJ(が計算される･

3-3-1 . スピンに依存する対分布関数

g(p)は g↑†(lr)と g†J(Lr)によって次のように表される･

-g(ど) -喜(g十十(B)･g十+(r))
･

(3-77)と(=･-20)式とからg十1(r)とg十､+(P)は

/ヽノ

gll(r)=g(t=)+g(r) I

′ヽノ

gll(r) =g(r) -g(r)

で与えられる｡
gip)は

00

恥-;[Adq上言(q･-1年里
･

ここでr,--:を単位として測る｡表dq:与えられている

(3-20)

(3-21)

(3-22)

(3-23)

s～(ql)

の収束値を(3-23)式に入れて,冒(q･)を求め,これと第 2章で得

られたg(p)の値を(3-27)式と(3-22)式に代入すれば, g什

(p)と g↑心(町)が求められる･このようにして得られた g竹(B･)と

g†J(u･)の結果は,それぞれ区=0の曲線7 と 図77 の実線で示され
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′ノ

S(q)の値

1 2 3 4 5

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.〕

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.〇

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.8

3.0

3.5

4.0

0.98025 0.08623

0.1600 0.1717

0.2386 0.2555

0.3156 0.3371

0.3904 0.4155

0.4628 0.4908

0.5323 0.5622

0.5984 0.6295

0.6609 0.6923

0.7196 0.7503

0.7732 0.8033

0.8225 0.8510

0.8669 0.8933

0.9058 0.9299

0.9391 0.9608

0.9665 0.9854

0.∋878 1.0040

1.0026 1.0162

1.0107 1.0218

1.0118 1.0206

1.〇096 1.〇165

1.0079 1.0134

1.0066 1.0110

1.0055 1.0091

1.0046 1.0076

1.〇039 1.〕064

1.0029 1.0046

1.0022 1.0034

1.0011 1.0018

1.0007 1.0010

0.0了30ユ 0.10090

0.1848 0.2000

0.2742 0.2955

0.3605 0.3864

0.4425 0.4716

0.5202 0.5511

0.5g31 0.6247

0.6608 0.6919

0.7228 0.7529

0.7800 0.8076

0.8312 0.8564

0.8767 0.8991

0.9165 0.∋361

0.9504 0.9671

0.9786 0.9924

1.0005 1.0118

1.0165 1.0255

1.0262 1.0332

1.0297 1.0349

1.0266 1.0303

1.0211 1.〇237

1.0169 1.0188

1.0137 1.0151

1.0112 1.0122

1.0093 1.0100

1.〇077 1.0082

1.0055 1.0057

1.0040
11.0041

1.0020 1.0019

1.〇010 1.0010

0.1104

0.2181

0.3202

0.4158

0.5036

0.5841

0.6570

0.7225

0.7811

0.8330

0.8787

0.9183

0.9539

0.9804

1.∂031

1.0202

1.0319

1.0379

1.0381

1.0325

1.0251

1.0196

1.0155

1.〇124

1.0100

1.0082

1.0055

1.〕039

1.0018

1.0009
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第70成一:対分布関数g什(r)対qfr｡曲線7は第3章の結果,曲

線 2 は Ha･r七ree-Fock 近似の結果,曲線 3
,

4 およぴ 5 は,そ

れぞれLobo連26), rs-2およびrs-4のSSTL37)の結果であるol･

ssm37)以外の結果はrsにほとんど依存しない.
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葬=I図:rs-2と rs-4に対する対分布関数g†1(r)対qfr･･実

線は第3章の結果,破線と鎖線は,それぞれLObo達26)と SSTL

3り
の結果である｡
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てしヽる｡他の計算結果も図=〕と 図77 に示されてい る.図10 におい

て曲線 2 は Har一七rQe-Fock 近似の結果であ り,曲線 3 は hobo

達26)の得た桔具である｡曲線4と5は,それぞれrs-2とrB

-4の場合におけるSSでL3りの結果である.図Ilにおし＼て破線と

鎖線はIそれぞれLobo達26》と SSTL3り によって得られた結果で

ある･図17 には現れていないが, Har七r･ee-Fock 近似の場合には,

反平行スピ沙の電子間の相関が完全に無視されているため, 常に

g†l(tr)-7である･図70に示されてし､るよう(.ここの章のg竹(F)の

結果は, HartrQe-Fock近似およびLobo達26)の場･合と同様に,

r弓 にほとんどよらない･このことは平行スピンをもつ二電子の間の

相関は主に Ferml統計の性質によって決定されていることを意味す

る･
-方,図H からわかるよ うに,反平行スピンの二電子の相関

を決定するのにクーロン反溌力が重要な役割を演じていることがわ

カ､る.

3-3-2. スピン帯磁率

スピン帯磁率先は rs の関野として(3-76)式から次のように

与え られる.

x
= 1土m x(q,0)

q+0

こ こ で

Xf

1-4αr

oo OO

y

-一書f.dq{言(q,-1}･&[.dqrs守,
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であり, rfは自由電子It庁似でのスピン帯磁率である･表dに与え

一■■ヽ_′

られた S(qJ)を(3-25)式に用い,打を計算し,これを(3-24)

式に代入して求められたXの結果が図72(主曲線1で示され,他の

計算結果およぴ Ⅳa の実験値と比較される｡図12 におしヽて曲線 2,

3, 4, 5および6は,それぞれsSTL37,), Lobo達26),.Bruockner

と Sawada4T), silvers七ein43)ぉよびHedinと Lundqvis七64)に

よって得られた結果である.曲線 7 は Hubba,rd 近似,すなわち,

(3-76)式において

(3-26)

とおくことにより L｡b｡遠26)によって計虜された結果である.

Hedinと Lundqvis七64)のL/*f果はLandau45)のFemi楕体理論を

用いて得られている･図12からわかるように, rs<T においては,

土の章で得られたXの計算値はrs<1において正しいBruecknor

主 sawada4りの理論によって求められた曲線4に最も近い. Ⅳaに

対するこの章で得られたXの計算値はX-1.35×-J`emu/cm3 と

訴められ, Schumacherと Vehse28)の実験値 X-7.T3×10 emu/
-A

cm3にかなりよ(一致している.Liについて実験値と比較するため

には,バンド構造によるスピン帯磁率XAへの影響を考慮しなければ

ならなし､｡･Liに対する先の値はSilvers七ein431)によって導かれ､

た次の式

Xs･=
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第12 図:自由電子気体と相互作用をしている電子気体に対するスピ

ン帯磁率の比対rs･曲線lは第 3章の結果,曲線2, 3, 4, 5お

よび6は,それぞれ.SSTL37), Lobo達26)I Bruecknerと Sawada

47),
silvers七ein43)ぉよびHedinと Lundqvis七64)の結果である｡

曲線 7 は Hubbard 近似の結果である.円は Scbumacbor と Vobso

28)
によ る Ⅳa の実験値である.
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から計算される.Ham65) ,=よって求められた実効質量㌔の値を用

い,X｡-2･5×70 emu/cm3と求められる･ LiのXAの実験値は

3

ち-2.08×70 emu/cm である.

53-4･結論と討論

この章では,∫第 2 章で説明された〔(qL,tD)の self-conBi8ten七

な理論が X(q,w)の場合に拡張され,全金属電子密度領域において

Self-consis七en七 に X(qJ,a))が数値計算された.収束した 〆(ql,

tD)の計算結果から常磁性状態におけるg††(u.), g～(r)およびスピ

ン帯磁率父が計算された｡I gq,6,(P)の電子密度に関する微分

age,6I(町)/∂nを含ませることにより非平衡状態での対分布関数に対

する外部磁場の影響が近似的に考慮された. Scbofiold34)によって

示されたように, agJ,J′(P)/anは三体相関を近似的に考慮したこと

に相当している･金属電子密度での g††(v)のこの章での結果は rB

にほとんどよ ら ないが,小さ な r
･に対して依然と し て負と な~る.

ssTL37)のg竹(町)の結果は,図9からわかるように,rsに依存

しており'小さな r に対し rsが大きくなるとより絶対値の大きな

負の値となっている｡ i=の章で得られたXの計算値は sTLS23),

ssTL37,) RPAおよびHubbard近似の結果よりもⅣa の実験値28)

によ り近い.このこ と は,スピン帯磁率の結果を改善するためには,

弱い外部磁場によ る非平衡状態での対分布関数に対する影響を表す

項を考慮するこ とが重要であるこ と を示し ている｡

-62-



第4章 量子論的分布関数による誘電関数と電子相関

i4-1･｡序

第 2 章では,一粒子分布関数に関する,外場のある場ノ合の古典的

なリュ-ビュ方程式をSohneider達32),.33)の近似を利用して解(

ことによって誘電関数f(q'Ld)が求められた･ STLS23)ぉよび

vashish七aと Singwi35)と同様に,このE(u,d))の表式の中に現れ

た自由電子の古典的な分極率r.(,刀,W)および構造因子S(叫)をそれ

ぞれ対応する量子論的な革で置き換えること(=よって, g(却,也)の表

式に量子論的な効果が考慮されただけであっ た.このよ う にして求め

られた e(qJ,W)はもちろん量子論による量ではない.古典的な一粒

子分布関数に対応する量子論白勺な量はWigner分布関数48),
49),

50), 5り
である｡そこでこ の章では,タト部電場のある場ノ合に WigT-･

nor 分布関数に関する運動方程式をたて,これを解く こ と によ り,第

2 章で行った分極率に関する置き換えをしないで,直接,量子論的な

e(qL,,ゆJ)の表式が求められる.

Wlgnor 分布関数は量子論における位相空間分布関数である.量子

論では不確定性原理によ り座標と運動量の両方を同時に指定すること

はできない｡ こ のため Wigner 分布関数は古典的な-j粒子分布関数

のようにはっきりした物理的解釈をもたない50),66).しかし量子

論では Wignor 分布関数を用いれば,古典論での分布関数と形式的に

はまったく同様にして, 物理量の期待値を求めるこ とができる.

さらに Wigner 分布関数を運動量または座標の-方について1貴分し

-63-



た 量は,それぞれj粒子密度または運動量密度と しで,はっ き り した

物理的意味を もつ. 量子論的表式の古典的な極限は,こ の表式が

Wignor 分布関数を用いて書かれている と きには,簡単に求められる.

と く に WignQr 分布関数は物理量を 4iで展開する系統的な方法を与

えるから古典的な表式に対する量子論的な補正を得るのに有用であ

る5り.

甲igner 分布関数は気体および液体の理論におし､て広く用いられた｡

Kubo57)は磁場の中の電子の取り扱い.(=際してWigner分布関数を用

いIまた詳しくこの関数の性質を調べたo ･Dekoyser67)はWigner

分布関数を用い RPA で e(ql,a))を求めた｡ この章では, Wigner,,77L

布関数を用い,その運動方程式の中に現れる･.=粒子 Wignor 分布関数

を,古典論でSTLS23)が行った近似と同様に, Wigner分布関数と

対分布関数 g(㍗)の積で近′似するこ とによ り, 連動方程式を解き,

e(q,u))が求められる｡このようにして求められたE(句,eB))
-0)表式

は,当然STLS23)が古典的リュービュ方程式を解いて求めた色(可,

A)とは違った形をもっている.第2童での計算をはじめ,STLS23)

やその他の-論37), 35)の場合には,色(q'W)の中の局所場の補正

項は自由電子に関する分極率と;皮数のみに依存する因子に分解された

が,この章で得られる e(q,LL))の表式はこのよ うに分解されていな

い｡この章で得られた 卓(ql'LU)の表式は,第 2章の場合と同様に

g(1r)の汎関数と して表される. 第 2 葦で示したよ う に構造因子 S

(qt),ここで S(q)は g(町)のフーリエ成分 g(q)と g(ql)-S(qJ)-
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-〔s(qJ)-T)/rLで関係している, ･:ま卓(qJ,Wl)と次のような厳密な

関ノ附こよって結びついている25) ●

00

s(q,

-一真言†odulm
(4-1)

したがって' E(qJ'W)は(4-り 式を用い, 第 2章と同様に

self-consis七en七 に解かれなければなら なし＼.この章では第 2 章

と同様に,全金属電子密度領域で self-conBis七en七 な数値計算が

実行される｡このe(q)'LA))の計算結果から g(tp)が計算され, rs≦

6 なるすべての rs に対して g(tr)が正になることが見いだされた･

それゆえ,この章で示される理論は全金属電子密度で g(灯)の正定

値符号の条件を満草している. 最近, RPA を超えるし＼ろいろな理:玲

23),I:3]), 35).,168), 69), 70)
が出されたにもかかわらず,全金属

電子密度領域で g(㍗) が常に正である とい う条件は満たされていな

かった･ 与4-2 では, Wigner'分布関数についての.運動方程式を作

り'STLS23)キ類似の近似でこの方程式を解き' a(q,W)の表式が

導かれる･卓4-3では, a((胡,W)の solf-consisten七 な数値計算

が実行される.対分布関数,相関エネルギーおよび圧縮:1''i3の計算結

果が以前の計一度清潔と比頭される｡ 与4-4 では,長波長の極限でプ

ラズマ振動のJ･､散関係および圧絹率が計算される･ 卓4-5では､,

結論と討論がな される.
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阜4-2｡ wigner分布関数および誘電関数

この節では, WignQr'分布関数に対する運動方程式を解いて,
LE(q),;

a))の表式が導かれる. Wigner分布関数 f(LY･,P,t七)は次式で定養さ

れる48).

f(r,p･･t,

=封d31eip'虹'X<vニ(r･昔･t,vα(r一昔･t,,
'4-2'

ここでt:(.Jr,七)と七([r,七)はそれぞれ時刻七,点FにスピンQ(を
もつ電子を作る場の演算子および消す場の演算子である｡ く--〉は

硬式で与えられる弱い外部ポテンシャル U(tr,七)のあると きの電子
0

気体の全ハミルト ニアン H の基底刀犬態での期待値を意味する.

Jh2▽2

日-I

-a[v'a(r･･t,諾vα(r･t,d3r･喜αラ,[v;(r･t?v;(r'･t,v(ど-r''lvB'r'･t'
･

va(r′t,d3rd3r′･左†v:(r･t,ue(r･t,vα(r,t,d3r
･ '4-3'

ここで Ⅴ(Lp)はクーロン相互作用である｡ f(r,剛七)に対する運動

方程式は,付錦 A に示したよ う に次式で与えられる.

af(r;Tt,十%･Vwf(r･p･･t,･克#d31d3pleiL''p-pl'作f'-;t'
･

【ue{r一昔･t,-ue(r一昔･t,i.去きJd31d3pld3p2d3r'eiL''p-pl''%

f(r,pl,･r,P2;t, [V(r十喜一r',-v(r-;-r/H
- 0 I

′
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ここで二粒子Wigner分布関数f(r,P;r',P';七)は次式で定希される･

f (rp･･r',p'･･t,

=吉αラβJd31d3I'ei一`p●1+p''1'''B
x

<v:(w･告･t,v言(r･巧,t,vβ(r,一宮.t,vα(r一昔.t'
(4-5)

方程式(4-4)′は..L.弔すL?とすれば古典的なリュ-ビュ方程式に帰着す

るこ とができるので, 古典的な分布関数に対するリ ュ-ビュ方程式

に対応する量子論的な運動方程式である. (4-4)式の右辺の第l

項と第2 項はJ6 によらないため古典論 の場合と同じ形をしてし｢..る

が,第3 項と第4 項は古典論の対応する項と まった く達う形と なっ て

いることカ予わカ.1る. (4丁4)式はf(p,p,㌔,p',七)を含むた,めL f(p,p;七)

について解くことができない･そこで古典簡でSTLS23)が用いた近

似と類似の近似を用い, (4-4)式の中の f(r,p;r',p/･,七)を次のよ

うに f(r,p;t)と g(r)の穣で近似する｡

f(ど.p,･r/'p''･t) = f(r′p'･t)f(rJ,p',･t)g(ど-ど)
. (4-6)

′

ここでg(B･--rつ'Lt平衡状態での対分布関数である. (4-6)式で

g(r)-7 と仮定することは'RiL,A に対応する.古典詮では Landau-

Vlasov方程式がこの仮定によ▲つて尊かれているo I(lr,P･,15)の U

(p,七)による平衡値fO(p)からのずれf(7)(p?p,･七)を次式で定義

する｡

f(i)(･r′p･･t) = f(r′p'･t) - fO(p)

-67-

(4-7)



(4-41)式を ue(tr,t)に関して 7次の項まで残すと次のようにな

る｡

∂f
(1)

∂t

･v･p･･t,増㌔f'l'(r･p･･t,･去#d31d3pleiBIpTPi'作
･fO (pl, rue

(叫･t,-ue(r-与･t,,･去hBId3Bd3pld3p2d3r･
×eiい(p-pl)/qi(f(i) (c･p1･･t)fO(p2)+f(i) (町･,P2,･t)fO(p) )

･g(-I)[Ⅴ(叩･･告)-v(--･一覧)】
- o ･ (4-8)

付録 B に示されているよ う に, 4f｣ト0 の極限で(4-8)式の右辺の

第3項は-VpUe(r,ち)･VpfO(p)となり,これは古-リュ-ビ子

方程式の中の対応する項であ る. また第 4 項は

-Id3p2d3rJg(ど-r′,f'l'(町'･p2･･t･▽町Ⅴ(-/,
･▽pfO(p, I '4-9'

となり,古典論でSTLS23)によって得られた項に対応する.付録

B に示されているよ う にして(4-8)式を 打 と 七 につし､てフーリ

エ変換する と

山f'1'(q･p,･w,一志pqf(l'(q,p･･u,･iue(q･u,[fO'p卑,-iP(p母,
】

･去Id3p2f
'l'(q･p2･･u,

J5/iTg(q-q/,Ⅴ(qJ,[fO

(p卑',-fO-(p一事】

= 0
.
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ここでf(7)(4,P,W),Uo(L可,似), g(q)およびⅤ(q)は,それぞれ

f(7)(打,P,七), U(町'七), g([r)およびⅤ(町)のフ-)エ成分である｡
0

付録 B に示されているよ うに, 4iぅ0 の極限で(4-70)式の右辺の

第4項は古典論で･qTLS23)によって導かれた項に一致する･タ｢部

ポテンシャル U (lr,忠)によっ て誘起されるう粒子数密度のフーリエ成
0

･'lTtは次式で定義される.

1
6n(q.h)) = -

h3 ld3pf'l'(q･p･･u,

(4-70)式を 6n(q, u)について解く と

6n(q,LJ)
xo(q･w)ue(q･u)

i-l器x.
(q･q'･･u, g (q-q',Ⅴ (q',

(4-ll)

(4-12)

/

ここでxo(q,q,u)は自由電子に関する拡張された分極率で-ぁり,

次式によ っ て定義される.

x.(q･q'･･u,
=

-i[

fO

'p･6jL''-fO'p-6jl;
LO-P

･

q/m+i乃

(4-13)

またxo((g,u)は(2-18)式で与えられた通常の自由電子の分極率

′

であり,
xo(q,q,u)と次のように関係している･

xo(q･LO)
=

Xo(q･q･･U) (4-14)

(4-72)式においてg((卜qL)ニーS(q-q/)と仮定すると, R｡A
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に相当する次の表式が得られる.

6n(q.LO) -

xo(q,w)ue(可√w) (4-15)

1-xo(q,Lo)Ⅴ(q)

(7-5)式を用い, (4-72)式から E(q, u)は次のよ うに得られ

る｡

c(q,w)
- i

-

xo(q,u)Ⅴ(q)-

i-I (q,LO)

(4-16)

ここで qJと a)に依存する局所場の因子I(ql,LJ))は次で与えられる｡

I(q･u,
-

i]器x.(q,q'･･w,
[s(ql',-i,Ⅴ(q/, ･ '4-17'

(4-T7)式で与えられるI(g,d)はSTLS23), sざTL3))ぉよび第

2章の甥論における G(瑚)Qo(q･W)に対応する･ここでQo(q(･w)ニ

ーXo(･J,W)Ⅴ(q)はLindhardの分極関数でG(q1)は振動数に依存し

ない局所場の因子である･ (4-77)式に対応する古典論から.導かれ

たSmS23)のG(q)Qo(q,W)は次式で与えられている･

G(q,Qo(q･w, -

nixo(q･w,I潜㌍,s(q-q',-i,Ⅴ(q',
(4-18,

/

この章における理論では, (4-77)式で与えられる 工(q,W)を G

(.甘)と Qo(q･tA))の積に分解することはできないが,振動数にも依

存するG((刀,tA))をG(qL･W)-I(a(･仙)/Qo(qJ-,W)によって定義する

こと によ り見かけ上そうすることができ,これは Toigo と Woodruff

7りぉよぴGoodmanと
S]岩Iandor72)

-70-
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一般化の一例である.方程式(4-7), (4-76)およぴ(4-17)式

が;,R節で solf-consis七Qnt に数値計算される.

§4-3･対分布関数,相関エネルギーおよび圧縮率の計算結果

(4-77)式の積分変数を変換し,角度に関する積分を実行すると

(4-川)式は次のよ うになる.

∞

ノ q2+qqノ
〟

I(a,u'- #rs]?q'![s(q/I-1'lq2_qq/dt讃;ヲを(4-19,

これ以後q,q/はqfを単位とし,a)は4;qf2/2mを単位と⊥て測る･

α-(4/9R:)7/3-o｡527,さらに七-g･g,としたとき無次元の量F-(

七･-)-(2疋㌔2/mqf)Xo(g,q:w)の実部と虚部はそれぞれ次.で与

え ら れる.

′ヽ′

R&F(t,q,･u)

-請(qt･喜【q2-(芋,2lnl謡譜I
I

q

十喜【q2-(芋,2lnJ岩封】}
,】

～

InF't･q･･w'-一芸【l-5'u-t'2.
′ヽ′

-

A[l15'u't'2,

TT LA)t
･■-

-

__2 3
q

(4-20)

= 2q<t かっ
-2q+t<u<}Eq七t

または2q>t>0かっ2q一七<Ld<2q+t

の と き

:
12q>t

かっ
-2q-t<LO<2q-t

または 0>t>-2q かっ 2q+t<LJ<2q-t

の と き

: 2q>t>0 かつ 0<t<2q-t

またはJ>t>-2q かっ 0<t<2q+t

の と き

(4-∠1)
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(4-19)式によるI(q,u))の数値計算には(2-23)式で与えられ

る Har七ree-Fock 近似での S(q)の表式を最初に用いる･と(q,W)

を計算するため,このI(qI,W)の計算結果を(4-76)式に代入す

る･と(q(,U)_ の結果を,再び S(q)を計算するため(3, (4-7)式に

代入する･この繰り返しを r･s の大きさによって 5 回から 70 回実

行するこ と によ り, 0.7/6 の誤差で S(ql)の収束した値が得られた.

収束を速めるため,得られた S(ql)と前の S《可)と の平均が1欠の S

(･斗)の入力と して用いられた. rs-7-6 に対して S(可)の収束した

値が表 7 に与え られている.

4-3- 1 . 対分布関数

対分布関数 g(p)はフ欠で与えられる.

00

g(r,
-

iI.dq{S(q,-i,i?･1 (4-22)

ここでrはq;f
を単位として表されている･ self-con8is七en七に

計算され表 7 に示された S(q))の値を(4-22)式に用し､, g(Ir)を

全金属電子密度において計算する･図I3に rs-7-6に対する g

(町)の計結果が示されている. 図 73 から,この章での結果では g

(B･)は全金属電子密度領域 rs≦6 において常に正となっていること

がわかる･図74'図T5 および図76 においてそれぞれ rs-?, 4 お､

よび 6 の場合にこ の章で得′ちれた g(Lr･)の計算結果が他の結果と比

較されている.図14,図15 および図16 におし､て曲線1はこの章で
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表 7 S(q)の値

1 2 3 4 5 6

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.〇

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.8

3.つ

3.5

4.コ

0.∂1051 0.007487 0.006129 0.005293

0.04048 0.02951

0.08365 0･.つ6446

0.1448 0.1168

0.2322 0.1675

0.3079 0.2339

0.3748 0.3166

0.4505 0.3967

0.5268 0.4702

0.5982 0.5445

0.6645 0.6164

0.7301 0.6864

0.7844 0.7483

0.8346 0.8054

0.8774 0.8540

0.9138 0.8956

0.)452 0.9310

0.9683 0.9581

0.∋813 0.〕745

0.9897 0.9854

0.9951 0.9938

0.9955 0.9942

0.コ958 0.J946

0.9961 0.9950

0.〕965 0.9954

0.9968 0.9957

0.〕974 0.)965

0.9981 0.9973

0.9989 0.〕983

0.9993 0.9989

0.つ2434 0.02119

0.05402 0.〕4739

0.09758 0.つ8562

0.1519 0.1360

0.2168 0.1862

0.2900 0.2437

0.3649 0.3198

0.4367 0.4054

0.5076 0.4842

0.5811 0.5560

0.6535 0.6292

0.7206 0.7001

0.7826 0.7661

0..8361 0.8237

0.8821 0.8735

0.〕208 0.)154

0.9512 0.9487

0.9706 0.9707

0.9835 0.9853

0.つ937 0.〕964

0.9941 0.9965

0.9944 0.〕966

0.9947 0.9967

0.9951 0.9968

0.9954 0.9969

0.9961 0.)971

0.9967 0.9973

0.9978 0.9980

0.9985 0.9985
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0.004763

0.01901

0.04270

0.07712

0.1221

0.1784

0.2455

0.3192

0.3933

0.4647

0.5351

0.6075

0.6809

0.7499

0.8111

0.8646

0.9093

0.9455

0.〕701

0.9864

0.〕940

0.9972

0.〕982

0.9981

0.9980

0.9979

0.9977

0.9975

0.9980

0.9985

0.004332

0.01739

0.0う†/ワ

0.∂7113

0.1118

0.1677

0.2405

0.3201

0.3935

0.4577

0.5206

0.5903

0.6651

0.7363

0.8005

0.8574

0.)051

0.9440

0.〕709

0.9893

0.)979

1.0005

1.コ007

1.0003

0.〕996

0.9996

0.9984

0.9980

0.)981

0.9984



.5

亡;i

Eg
ヽ-一′

⊂フ)

1 2 qfr 3 4

第73図･"s-7, 2,3, 4, 5, 6に対する対分布関数g(r)対qfr｡
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第14図･･･:rs-2に対する対分布関数g(r)対qfr･曲線T は第4

章の結果,曲線2,3,4,5および6は,それぞれSTLS23),傭

2章の結果, vashish七aと Singwi35), ssTL37)ぉよびToigoと

woodruff7りの結果であろ｡曲線7はBrouers60)によるHub-

bard 近似での結果で曲線 8 は RPA の結果である.
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第75図･'rB-4に対する対分布関数g(r)対qfr･記法は第74図

と同 じ.
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qf｢

第76図･'r8-6に対する対分布開放g(r)対qfr･記法は第74図

と 同 じ｡
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得られた計算結一浪で,曲線 2, 3, 4, 5 および 6 は, それぞれ

sTTJS23),第2章, VashishtaとSingwi35)I SSTL37)ぉよびToigo

と Woodruff7]l)によって得られた結隼である.曲線7は Brouers

60)
によ り Hubbard 近似によ っ て得られ,曲線 8 は RPA の結果で

ある.図74,図75 および図16 からわかるよ う(I,この章で得られ

た結長のみが全金属竜子密度領域のすべての r8に対して g((-r)の

正定値符号の･条件を満たしている.

4-3-2｡ 相関エネルギー

第2章で説明したように,相関エネルギーEcorr(rs)は次で与

ら れ る.

0〇

Ecorr'rs'-S]odrs{0･916-#'rs'}
'Ryd'･ '4-23'

こ こ で

r(rs)
1

亡■
⊥｢ =

2

∞

dq【S(q)-1】 ぐ4-24)

以前のようにS(q)の計算された結果を用い,Ecorr(rB)と r(r6)

がそれぞれ(4-23)式と(4-24)式から計算される･ F(rせ).の値

は表8に与えられている･Ecorr(rs)の計算結果は表9で他の結

果と比較される｡この童でのEcorr(rs)の結果は
STLS23)ぉよび

第2童の吉束に非常に近い.このこ)TはGoodmanと SjGlandor72)

が示したよ う に, g(Bl)が 邑(q(,叫)の qt依存性に敏感であるのに対

して,相甥エネルギーは e.(q,ti))の積分によって決ま り,その詳細
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表 8 r(rs)の値

ど
ら

ー123456

r(rs) o.4540.4880.5070.5220.5310.536

表9 相関エネルギーの計算値 Ecorr(rs)

単位は Ryd.

1 2 3 4 5 6

第 4 章の結果

第 2 章の結果

.35)Vash土shta-S土n9WI

sTLS23)

ssTL31)

Hubbard20
)

■ ヽ

NozleエeS-Pines
21)

RPA

Toigo-Woodruff71
)

-0.122 -0.091 -0.074 -0.063 -0.055 -0.049

-0.117 -0.088 -0.073 -0.063 -0.856 -0.050

-0.130 -0.098

-0.124 -0.092

-0.125 -0.097

-0.131 -0.102

-0.115 -0.094

-0.157 -0.124

-0.128 一っ.092

-0.081 -0.070

-〕.〇75 -a.J64

-0.080 -0.070

-0.086 -0.076

-0.081 -0.〇72

-0.105 -0.094

-0.077 -0.068
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-0.062 -0.056

-3.〇56 -0.J50

-0.063 -0.057

-0.069 -0.064

-J.065 -0.J60

-0.085 -0.078

-0.061 -0.056



な;I,'1=Zには敏感でないこ と によ っ ている.また第 2 章で述べた(2-

32)式に表9に示されたこの章のEcorr(rs)の結果を用い,凝集

エネルギーを評価すると,当然STLS23)の結共に近(なるであろう.

4-3-3｡ 圧縮率

第 2 章で説明したよ う に,電子気体の等温圧縮率K は次で与え

ら れる.

2 4
Kf αrs

~~ ■~~
~~_二~

K 6

d2Eo(rs) α2rs3 dEo

dr

(r )
S

= = = ==

2 3 dr
(4-J5)

S

ここでK;jは自由電子気体の圧縮率でEo(rB)=2･27･/rs-0･976/r白

+Eoorr(r8) ･ (4-25)式と表9に与えられたEcorr(rs)の計･■:‡

結果から打fイて が計算され,結果は監=7の･破線で示されている｡

相関エネルギーからr{への寄与は小さいので, STLS23), ssTL37)

および第 2 章のf{ の計卓結果は図17 に破線で示されているこの章

で得られた r(の結果に非常に近い｡

§4-4｡ 長波長の極限でのプラス'7振動の分散関係と圧縮率

4-4-1 . プラズマ振動の分散関係

(4-76)式で与えられる E(ll,LO)はWが有限で qが小さいと

き, q のべき級数で次のよ う に展開される.

E(q･山,
-

i-'箸'2[l･言(q'qFT'2-r'rs''q'qF'2,････
, (4-26,
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メ

第17 図:自由電子気体の圧縮率と相互作用をしている電子気体に対

する圧縮率の比対rs･破線と曲線lは,それぞれ(4-25)式と(

4-37)式から得られる.曲線 2, 3 および 4 は,それぞれ曲線7

に対応する第2章, STLS23)ぉよびSSTL37)の結果である.
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ここでup-

2

･ qFT-4me2q.f/7r#

(`1-26)式からプラズマ振動の分散関係は次のよ う に得･ちれる｡

wp(q) w (i +
9¶

pし~
r

40αr3
(q/qF)2-o･5r(rs)(q/qF)2+-) ∫

(4-27)

任意の q)での分散関係は(4-76)式と 34-3で得られた =(ty,a))

の数値計算の結集から数値的に計算される｡r･8 のいろいろな値に対

する結果は図18 に示されている｡各曲線は電子空孔対の励起の出覗

の位置で終っている. r >5 で最小値が存在するこ とが見いだされて
S-

い る.

4-4-2. 圧縮率

第.2章で示したように圧縮率 gum ru18 は次で与えられる｡小さ

な q に対し て

4αr

c(q,o,

-l･竜-f (箸,2
･ (4-28,

-方, (4-16)式から小さな qlと h)-0 に対して E(a,0)は次の

よ う になる

c(q･･-l･

(#-y,-1(!,2
I

S

こ こ で

3
Y = ~

8

00

Iodx{s(Ⅹ,-1}{-1･主-
Ⅹ4-16

4Ⅹ3
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第18図:rB-ー6 に対するプラズマ振動の分散関係･
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(4-28)と(4-29)式とから次式が得られる.

Kf 4αr

_≡ i_--j
K: TT

(4-31)

表 7 で与えられる S(qI)を『い, (4-30)式と(4-37)式とから

計算された圧縮率の結果が図17 の曲線lで示され,これは(4-25)

式から得られた破線と比較･される. (4-37)式による第 2 章, STLS

23)ぉ亡び･sSTL31)で得られたTtの計算結果が,それぞれ曲線2,

3 および 4 で示される.匿I77 からわかろよ う にこ の章の理論では

(4-25)式で得られるtt,と(4-3T)式で得られ尋 K'が一致しない｡

すなわち圧縮率qumruleが満たされてし､ない.しかし'STLS23)

の結果よ りは少し良い.現在では,圧縮率 sum rule と g(ド)を常

に正とする と い う 条件の両方を同時に～帯足する羊空論はない. Vasbi-

8htaと Singwi35)の理論は圧縮率sum ruleをほとんど厳密に満

たすが, g(0)の値は rs_>3で依然として負となる･最近Jai･nと

Jaln69)は, Ichi皿aru73)がBogOliubo卜Born-Green-Kirkwood

-yvonの方程式系を解し､て得た 互(q,Lu)の表式から, Self-

consis七ent に
g(F)とKを計算し,圧縮率 sum rule をほとんど頗

密に､l,I:-:5たす結果を得た.しかし,碩らの g(Ir)の結果は rs之3 で

r が小さいと き絶対値が大き な･負の値と なっている.一方,この章

で得られた結果では,圧縮率 sum rule は満たされていないが, g

尽r)は全金属電子密度において正になっ ている.
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34-5｡結論と討論

この葦では, STLS23)の古典論の場合のように,対分布関数を利

用して Wigner一分布関数に対する方程式を解くことによ り' £(qL'

4))の量子論的な表式が導かれた.この章の理論では, a(ql,叫)は

α(q)と Qo(q,W)の積に分解されることができない局所場の因子を

もつ.一方, Tolgoと Woodruff7T)の理論以外のSTLS23)をはじ

めと する他の理論では,局所場の因子はそのよ う に分解されるこ と

ができた.そして,STLS23)の方法.と同様にして, g(g'W)の

self-consiq七en七を数値計算が実行され･ g(町), Eoorr(rs),圧縮率

およぴプラズマ振動の分散関係がその計算結果を利用して,全金属

電子密度領域において計算された.最も重要なこ とは,この章で得

られた g(Lr)の値が全金属電子密度において正と なったことである.

それゆえ,この章における理論は g(B.)の正定値符号の条件を満た

している｡ Eoorr(rs)の計算額果はSTLS23)ぉよび第2章の結果

にかなり近い･この章での理論からは圧縮率 sum rulo は満たされ

ていないが, Kの結果は図77が示すようにSTLS23)の結果より少

･35)はSchneider連32),
33)の理論し 臭い. Vashish七a と Singw1

において適当なパラメ-クーを導入し,圧縮率 sum rule をほとん

ど厳密･に満たすようにこのパラメーターの値を決定した.しかし,

vashishtaとSingwi35)のg(0)の結果はrs23で負となった･

JainとJain69)は, =ohimaru73)の三体相関を近似的に取り入れ,

a(q,W)を self-consis七en七 に教壇計算して, 近似的に圧縮率

sum rule を満たす結果を得たが,やはり g《o)は rs≧3 に対して
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大きな負の値と なっ た.電子気体模型の理論に対して課せられる条

件は,圧縮率 sum rule を満たすこ.i･と対分布関数が常(=Tfと なる

こ とであるが,この両方を同時に満たす理論はまだなく,この章で

得られた結果およぴVashi8h七aと Singwi35)またはJainとJain

69)
の結果からわかるよ う に,一方の条件を満足させよ う と する と

他方の･条件が破れる という こ と になっている.この論文の王甲論から

得られた結果は g(㍗)が常に正とし､う条件を満たしているから,渇

来この章の方法を改良し,圧縮率 8um rule をも満たす理論を作ろ

こ とが今後の課題である｡振動数と波数(=依存する一般化帯磁率,

スピン帯磁率,平行スピンの電子間の対分布関数および反平行スtf

ンの電子間の対分布関数が,第 3 章で示されたよ う にしてこの章の

方法を拡張し,計算されるこ とができる｡この数値計算および結果

が次章で与え られる｡
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第5章 量子論的分布関数による一般化帯磁率とスピン相関

亨5-lo 序

第 3章では,第 2章の£(qJ,LA))の求め方をスピン相関に拡張し,`J

古典的リュービュ方程式から-･攻化帯磁率〆(qJ,a))が求められた･

LobO達ニZ6)と同様に,この先(q,4))の表式の中に現れる古典的な

自由電子に関する分極率Xo(q,W)と磁気的構造因子S7可)を,そ

れぞれ対応する量子論的な革に置き換える こ と によ り,量子論年勺な

メ(qJ,Q))が得られると仮定した｡このような方法では'第 4章で述

べられたように,厳密に量子論的な X('胡, W)を求めることはできな

い.一方,第 4 章では古典的な-j粒子分布関数に対応する量子論的

な量である Wignor･分布関数を用し､,直接に量子論的な e《q,(〟)の
●′

表式が求められた｡

この章では,第 4章の 邑(qI,W)につし､`ての.方法をスピン相関の

場･合に拡張し,スピンに依存する Wigner 分布関数の運重力方程式か

ら,直接に量子論的な X(qI'W)の表式が導かれる･古典論でリュ-

･-26)が用いた近似,すなわちスピンにビュ方;;葺式を解 く 際 Lobo ユ葦

依存する二j粒子分布関数をスピンに依存する一粒子分布関数と スど

ン-′に依存する対分布関数gr,q,(p)の積で置き換えるという近

似に類似の近似が用いられるn このようにして求められた〆(可,W)
`~ヽ_′

はgq,q/(lr)の:jL関数となる･一方, gqd,(r)のフーリエ成分はS

(qI)と関係している.そこで第 3 卓と同様に,近似に依存し ない

{(qI)と メ(qI,u})を結びつける厳密な関係式
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00

:■コ

S(q) =

4f

nT(即B)2ノo
∫dLAllmx(q,u) . (5-1)

を用い, X(瑚'LV.)が 8elf-consis七en七 に解かれる｡この self-

consis七en七 な方法で数値計算された X(q,め)を用い,平行スピン

間の対分布関数g竹(P)･反平行スピン間の対分布関数g†1(-r)およ

びスピン帯磁率〆が全金属電子密度, 2_<r･8≦6,に対して計算され

る｡ STLS23)I ssTL37)ぉよび第3章のgル(Jr)の計算結果はrB≦4

では常に正となるが,-rs>_6 では小さな r･に対して負となるのに対

して, r8-<6に対するこの章で得られる g仙((r)の計算結果は常に正

となり,正定値符号の条件を満足している｡
Yasuhよra74)I

75)は摂

動論によりIadderダイアグラムを集めてg叫(P)を計算し,東に

g仙(p)->0となる結果を得た｡いろいろなrBに対するこの章での

gル(0)の結果は･ Yasuhara74),
75)の結果より少し大きいが･そ

れに近し､値をとっている.卓5-2では,弱い外部磁場のある場合に,

スピンに依存する 附gnor分布関数に対する運動方程式を解し､て,

Jr(.I,tLl)の表式が導かれる･与5-3では,ズ(L7,LA))が
8elf-

con白i8七en七に数値計算され,この結果を用いてg竹(P), g仙(Q')

およぴXが計算され,以前の結果と比較される･ 55丁4.では,結論

と討論がな される.

卓5-2｡ 一般化帯磁率

スピンO-に依存する Wigner分布関数 fd,(Lr,P,七)は次式で定毒さ
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れる.

fo(F･P,t,

-さId31eip･kP<oo+(r･告･t･oo(r一告･t,,
I (5-2,

ここで(:(･r,七)とIi,(打,七)はそれぞれ時刻七点灯にスピン√を

もつ電子を作る演算子および消す演算子である. く--〉は次式で与

えられる,S,5い外部磁場 H(Lr,ち)のある と きの電子気体のハミルト ニ

アン3eでの期待値を意味する.

3C -

-;Io:(q･t,%-22i小α(r,七,d3r
I

ia,kII小三(r･t,o+a(r′･･t,V(ど-r･,

･oB(町,･t,小α(r′t,d3r d3r･･

;[か･t,uαH(r･t,0α(町･t,d3r
,

(5-3)

ここでⅤ(r)はクーロン相互作用,ル-.g′Bd-/2p,cr-±7.･この

章では, f (町,P;七)に対する運動方程式を作り, この方程式から
くJ■

fd(Ir,P;i)を求めて 〆((y･LA))の表式が導かれる･ ､fd･(hl･P･･t)

に対する運動方程式は付録 ▲A における方ブ去に類似の方ブ去によって.

次のよ う に与えられる.

∂fo (7r,-p;t)

∂t ･覧･▽rfo(町･P;t,･去きJd31d3pleiA''p-pl'Pl

･uofo (F,a,I ･･t, [H(r･告･t,--tl(r一覧･t,･･嘉S)rd31d3r･d3p'iF/y

xei(p-p') ･B/i[Ⅴ(叩･･告)-Ⅴ(-′一告)
】

l

xきfo,o･(r･p'汀,'p〃;t)
-0 ･

-P)9-

(5-4)



′

ここで二つのスピン6,6に依存する二粒子Wigner分布関数fq,√′

(v･IP;r',P';t)は次式で定議される｡

fo,q･(r･P･･r-～

-封d31d3l･ei'p叫′.L'''%
･

<v†(r･喜.t'v+oJr･･呈･t,vo･(r･一昔',t,vo(r一書･t',
･ (5-5'

0

(5-4)式は第 3 章の古典的リエーピュ方程式(3-7)に対応する

量子論の場合の式である･ (5-4)式はfq,d′(r,p;rJ･p',･t)を含み,

これについての運動方程式は三社子 wlgner 分布関数を含む.この

よ う にして無喝の運動方程式の連鎖ができる｡この章では,この方

程式の連鎖を切断するため,古典論でLobo達26)が行った仮定と

類似の次の仮定を行う.

fo,o,(r･p･･r'･p'･･t) = fo(r√p;t)for(tr'･pJ･･t)go,o,(ど-r′)
∫(5-6)

′

ここでgq,d,(r)は平衡状態での6スピンと6スピンの間の対分布関

数である｡ 二粒子の問の相関を無視する近似,すなわち(5-6)

式でgs,cr,(7r-P')-7,をして以下の手続きを実行するとRPAに対応

する ズ(q･w)の表式が得られる･したがって(5-6)式のgq,i(

c7･-B{)の導入によってスピン帯磁率を enhancQ しているこ とが後で

ゎかる･弱い外部磁暢によるfd(P･P,七)の平衡値fqO(p)からのず

れf(:)(-･･t)を次で定義する･
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f(i)(r･p･･t) = fo(F･P州- foO(p)
0

(5-7)

(5-4)式を線型化すると次のようにf(q7)(r･,p･･七)についての方程

式が得ら れる.

去fil)(…･,t)I E･▽ f(i)(r,p,･t)
m ど 0

･左きJd31d3p･ei'p~p'''k'R[H(F･;･t,-H(r一昔′t,,uofoO'p･'

･去hBld31d3r,d3p･d3p′′ei'p-p'''L'%(-･･E,-v(-･一昔,
】

･fS'p',oE,･fiチ'(r,･♪"･t,go,o･
(r-r･, - o

F(a.,P;七)を次のよ う に定義する｡

F(r･p･･t) =

f:i)(r,p,･t)
-

fll)(w,･t)

(5-8)式から Fl(r,p･,t)に関する次の方程式が得られる.

品F(町,P州･烹･∇町F(r･pit)

(5-8)

(5-J)

･去きJd31d3p･ei'p-p''●岬【H(r･昔,t,-H(r一昔′t,･ぁぃBfO(p･,

･去きJd31d3r･'d3p･d3p′′ei'叩′'●A'n[Ⅴ(∫-･･;,-v(-･一書,
】

×fO(p･)F(r･,p′′･,t)毎(r-r･)
- 0
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こ こ で

fO(p) =

fR(p)'fe(p)

首(『)
〒喜(g十十(r)-g十+(町))

(5-ll)

(5-12)

(5-70)式を導く際,
f号(p)-f3(p),g↑†(p)-g↓↓(p)およびg小(

T)-gl†(㍗)なる関係が用いられた･第4章と同様にして(5-70)

式をフーリ エ変換して次式が得られる.

Jd3pF(q′p}u, -

x.(q,u) (串リB)H(可.u)

i_r虫J話x.(q･q･･･u,n-q･,v(q･,
, (5-13)

ここでXo(q,qJLL')は(L4-13)式で定義される自由電子の拡張され
′ヽ_′

た分極率, g(q), Ⅴ(哩), H(1,W)および F(q,P,W)は,それぞれ

一-ヽ..-′

g(p)I Ⅴ(p), H(P,七)およびF(P,p･'t)のフーリエ成分である･Xo(

q),め)は(2-78)式で与えられる通常の自由電子の分極率である･

(5-73)式から だ(q,LJ))は次のように得られる.

x(q.u)
-

こ こ で

喜(guB)

2
x
. (q,u)

i-J(q.u)

J(q･w, - Id3q･x.(q･y･u,[g(針q･,-l･Ⅴ(q,I
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■ヽ′

(5-J5)式の磁気的構造因子 S(q)は

′ヽ■

s(q) ≡

1+nす(q) .
(5-16)

で与えられる. (5-74)式は古典論でのLobo達26)の結果の量子

論への拡張である. (5-7), (5-74)およぴ(5-75)式は self-

con8is七en七 に解かれるべき方程式の組である｡次節で.は, self-

oon-siBtentな方法により〆(a,W)が数値計算され,この結果を用

いて全金属電子密度におけるg竹((r)･伽(p)およびX･の値が計算

される｡

$5-3･ スピンに依存する対分布関数とスピン帯磁率

第 3章でX(1,W)につし＼て行った方法と同様にして, (5-7), (

5-74)および(5-75)式を 日elf-consis七en七 な数値計算によっ

て解き,
rs-7-6に対して収束したX(g,A))とST(i)の値が得ら

`~＼ノ

れた.表10 に S(qI) の収束しT=値を示す｡

5-3- 1 ｡ スピンに依存する対分布関数

′ヽ-ノ ～

表70 に示された S(1)の収束値を用い,ig(町)は次のよう に計算

される.i

写(r,

-言I言dq{･"q,-1}宰,
(5-17,

′

＼ ノ

ここでrはq;を単位として測る｡~1このg(P)と第4章で求めら
g(p)の値を用いると, g仰(lr)とgTL(P)は次式によって求められる｡
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夷lo
√ヽ′

S(q)の値

1 2 3 4 5 6

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.つ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.8

3.コ

3.5

4.0

0.つ8892 0.10820

0.1683 0.1907

0.2510 0.2806

0.3280 0.3622

0.4055 0.4432

0.4759 0.5156

0.5461 0.5865

0.6100 0.6495

0.6714 0.7096

0.7320 0.7681

0.7810 0.8141

0.8288 0.8590

0.8740 0.)011

0.9102 0.9337

0.)418 0.〕621

0.9679 0.9850

0.9909 1.0051

1.つ054 1.〇109

1.0105 1.0197

i.3129 1.3201

1.〇104 1.J159

1.0084 1.0124

1.〕067 1.つ097

1.0054 1.0076

1.〕044 1.〇062

1.0039 1.0055

1.0029 1.I)040

1.0019 1.0026

1.)010 1.0013

1.0006 1.0008

. 0.1275

0.2133

0.3080

0.3929

0.4760

0.1300 0.1672 0.1900

0.2425 0.2782 0.3494

0.3441 0.3803 0.4403

0.4308 0.4710 0.5164

0.5143 0.5577 0.5927

0.5492 0.5864

0.6197 0.6545

0.6813 0.7134

0.7397 0.7686

0.7958 0.8211

0.8391 0.8616

0.8813 0.9008

0.)208 0.〕373

0.9504 0.9642

0.)762 0.9877

0.9967 1.0061

1.0147 1.0221

1.つ246 1.つ302

1.0256 1.0302

i.t3247 1.3280

1.〇194 1.コ217

1.0149 1.0164

i.3114 1.O124

1.0088 1.0094

1.つ072 1.JO76

1.0063 1.0067

1.つ046 1.〇048

1.0029 1.0030

1.つ015 1.∂015

1.0009 1.0009

0.6291 0.6568

0.6919 0.7168

0.7444 0.7675

0.7943 0.8152

0.8424 0.8610

0.8789 0.8943

0.9148 0.9275

0.9485 0.9588

0.9728 0.9804

0.J941 0.)996

1.0106 1.0143

1.0251 1.0276

1.つ320 1.J333

1.0309 1.0311

1.〇282 1.0280

1.コ215 1.〕210

1.0158 1.0150

i.3116 1.3110

1.0086 1.0077

1.0068 1.∂060

1.0060 1.0053

1.JO43 1.JO38

1二oo26 1.0023

1.〕014 1.0012

1.0008 1.0008
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g竹(tr)
-

g(･r) ･首(D:)

gT+(r)
-

g(.r)一首･(v)

(5-18)

(5-19)

図79にrs-7-6に対するこの章のg≠(Lr)の計算結果が示される･

図-9からわかるように全金属電子密度, r8-<6･でgル(fr)は常に

正となり,･正定値符号の条件を満たす･.･図 20では' rs の関数とし

てのg41(0)の結果が他の結果と比較される'･ー1図20で曲線7はこ

の章の結果9噛線2は第3章の結果事1曲線3はLobo達26)の結

果で曲線4は摂動論によるYa8uhara74),j75)の結果である･この

章の理論によるglJo)の結果はYasuhara74)･L,75)の結果より少/

し大きいがこれに近い･図 27 に rs-2と rs=4に対して求めら

れたg≠(町)の計算結果が他の結果と比較されている･図27で･-)

実線lはこの章での結果,実線 2 は第 3 章の結果,破線は Lobo

達26)の結果,鎖線はSSTL31)の結果である｡図21からわかるよ

うに,7この章のg小(lr)の結果はr=害0近傍で他のどの結果よりも

大きいので,他のどの結果よりも g仙(lr)の正定値符号の条件を満

たしている傾向にあることがわかる｡図 22 において,この章で計

算されたg竹(Q.)の結果が他の結果と比較される･曲線=まこの章

の結果,曲線 2 岨第 3章の結果,曲線 3はHar七ree-FOCk近似の

結果で,曲線4はLobo達26)の結果である･､曲線,5と6は,.そ

れぞれr-2とr8-4に対するSSTL37)の結果である｡･ssTL31)
8

の結果以外はすべてrsによらない｡図 22から,この章のg竹(Jr)
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第79図･･rs--6に対する対分布関数gル(r)対qfr･
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第20図:rsの関数としての原点での対分布関数の値g†l(0)･曲

線1は第 5 章の結果,曲線 2, 3 およぴ 4 は,それぞれ第 3 章,

LObo達26)ぉよびYasuhara74),
75)の結果である.
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第27図:r=2と rs-4に対する対分布関数g～(r)対qfr･実8

線7 は第 5 章の結果であ り実線 2 は第 3 章の結果であ る.破線と

鎖線は,それぞれLobo達26)と SSTL3り の結果である.
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第22区l･'対分布関数g竹(r)対qfr･曲線- と 2は,それぞれ第

5 章および第 3章の結果である.曲線 3 と 4 は,それぞれ Ha,r-

七ree-Fock近似およびLobo達26)の結果である.曲線5と6は,

それぞれrs-2とrs-4に対するSSTL3りの結果である･ SSTL

3り
の.I.r/;E-'f;果以夕卜はほとんど rs (=よらなし､･

_qq_



の結果は, r が小さし､と き,J俄然と して負となり正定値符号の条件

を満たしていないが,Lobo達26),第3章およびSSTL37)の結果

よ りは, r が小さいとき,1大き く なり,正定値符号の条件を満たす

方向へ改善されているこ とがわかる.また図 22 から わかるよ う に,

g什(P)はrsによらないから,平行スピンの電子間の相関はクーロ

ン相互作用よ り も Pauliの排他律に強く 支配されているこ とがわか

る.

5-3-2｡ スピン帯磁率

スピン帯磁率 Xは rs の関数として次のように与えら鈍る｡

x
=出1(q)･o)

Xf

i-4αrsヤ/¶

こ こで

ヤ=i]?dx【営(Ⅹ,-1･{-i･)一砦In幽}
,

(5-20)

(5-21)

1fは自由遺子近似のスピン帯磁率である･表-oに示される収束し

･ヽ_ ′ヽ′ ′■-

た S(q)の結果を(5-21)式に用いて r を求め,このJの値を

(5-20)式に用いれば,Xが得られる･表11にこの結果がrs-1

～5 に対して示されている｡図 23 に,この章で求められた Xの計

r

ら
12345

X王

X
o.78450.59740.43140.28850.1749
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第 23 囲･'自由電子気体のスピン帯磁率と相互作用をしている電子

気体に対するスピン帯磁率の比対rs･曲線lと 2は,それぞれ第

5章および第 3章の結果である｡曲線 3' 4' 5' 6' 7および 8 はノ

それぞれSSTL37), Lobo達26),I.Bruecknerと Sawada47), si_l.-

vers七ein43), HedinとLundqvis七64)ぉよびHubbard近似の結果

である･ 破線は Ⅳa に対するスピン帯磁率の圧力依存性の刺

定からKushida達76)によって推定された曲線である.丸印と×印

はIそれぞれNaに対するKuShida達76)ぉよびSchumacherと

vehse28)の芙馴宣である.
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算結果が他の結果およびⅣaの実剛直28),
76)と比較されている.

図 23 において,曲線1はこの章の結果,曲線 2, 3, 4, 5, 6, 7

ぉよび8は,それぞれ第3章, SSTL31), Lobo達26), Brueckner

とSawada4T), silverstein43), Hedinと Lundqvis七64) L･:I.tゴよぴ

Hubbard 近似の結果である.破線は Ⅳa に対する X の圧力依存性の

測定からKushida達76)により推定された曲線である.この章のX

の結果はLobo達26)の結果に非常に近(,Ⅳaと Liの実験値27),j

28), 76)
に比べて 2 倍く らい大き く なっている.このこ と は, (5

-20)式で与えられる X とエネルギーを磁化で微分して求めたXと

が一致することを要求する帯磁率Bumrule77》,
78)が満たされて

いないことを意味する｡これは弟 4章の計算結果が圧縮率 su皿

rulo を満たさ ないこ とに類似している.しかし,この章の結果では,

g凡(r)の正足値符号の条件は満たされたが, Ⅳaーの実験値7:近いX--

の結果を与えるSSTこ37)ぉよび第3章の理論では, g↑J(P)の正定

値符号の条件は満足されなかった･今までに gル(町)を常にItEにし,

かつ帯磁率 sum rulo を満たす≡哩論は存在していない.

f5-4･ 結論と討論

この章では,第 4 章の Wigner 分布関数によ る量子論的な e(qJ,

w)の巌り扱いがスピン相関の問題に拡張され,ズ(瑚,W)がself-

consis七ep七 に計貸された.さらにこの数値計算された ズ(q(,w)の

結果を用いてスピンに依存する対分布関数g竹(P), g～(ド)および

スピン帯磁率が全金属電子密度におし､て計算された. Xの計算値は
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Ⅳa と Liの実験値に比べて 2 倍(らい大き く なってし､るが, gル(

r)の計算結果は全金属電子密度領域のすべての
r8 に対して正とな

†

り,正定値符号の条件を満足した.よr)正確なガの値を求めるため

には, Wigner･分布関数の方)'去を用い,第 3 章で古典論で考えたよ

うに,対分布関数に対するタト場の影響を近似的に取り入れ,三体相

関も考慮することによって,メ(q,tA))を Belf-consiB七en七 に解く

ことが必要であると考えられる･この考えを発展させてg†イ(lr)と

gル(-㍗)が正定値符号の条件を満足し,圧縮率 sum ruloも満足し,

かつよ り正確なスピン帯磁率の値を与える よ う な理論を作るこ と は今

後の課題である｡
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第6章 磁場中における電子気体のプラズマ振動の分散関係

36-1｡ 序

前章まで,電子気体系に無限小の外場をかけて系の応答関数であ

る誘電関数および一般化帯磁率を求め,この2 つの量から平衡状態

のいろいろなイ勿理的な性質が調べられた｡ この章では,電子気体系

に一様な有限の磁J場をかけた場ノ合のプラズマ振動の分散関係が調べ

られる｡磁場がかかると Landau状態52)の出現のため集団運動で

あるプラズマ振動の分散関係が磁場のない場ノ合と違ってく るからで

ある｡と く に,磁場中における電子気体のプラズマ振動の長波長の

極限での分散関係に対する exchang0 日ca.セセering の寄与が拡張され

た RPA の範囲内で運動方程式の方法を用いて弼べられる.電子気体

のプラズマ振動は最初, Bohmと Pinos8),
9)によってRPAに.よっ

て調べられ, exchange scq,t七eringの効果はKanazawa達57)によ

ってグリーン関数の方法によ り,波数 q の 2 次の項に寄与するこ

とが見いだされた.磁場中の電子気体の集団励起スペクトルは,は

じめZyryanoV53遜がRPAで求め, E(q'w)の極からプラズマ振動

の分散関係およびダンピングを求めた. Merminと Cane156)はプラ

ズマ振動の複三権な分散関係を RPA で詳し く調べ,いろし､ろな集団励

起状態を示し,またそのダンピングを計算した. この章では,

朗wards58)が磁場中のスピン波を求めた方法に類似な運動方程式の

-57)が取り扱ったexchange soaセセoringの効果方法で Kanazawa ユ葦

が磁場中のプラズマ振動に対して計算される｡■その結果,磁場方向

の店数ベクトル1をもつプラズマ振動の分散関係に対して ex-
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cbango soa七torlng は q の 2 次の項に寄与し,磁場に垂直方向のそ

れに対しては定数項に寄与するこ とが見いだされた｡

S6-2･ 定式化

磁場中で一辺Lの体穣LrL-L3の立方体内に閉じ込められたⅣ個

の電子から なる電子気体を考える.磁場 H に平行な z 軸をもつ直交

座標系を考え る. :こ の系のハ ミルト ニアンは

7e=圭一Xo'pi･ri･Sz'･喜i≡]Ⅴ(『i-rj,●
(6-1)

ここでⅤ¢Lr)はクーロン相互作用, Xo(pi,Pi･Sz)は磁場中のi番

目の電子のハ ミルト ニアンでノ次のよ う に与えられる.

uo-去-〔p十言A(∫,〕2-
gpBSzH･

e

(6-2)

ここでszはスピンオペレークーの z成分,ベクトルポテンシャル

A(P)はA(-r)-(0,Hx,0)ととる･一電子ハ､ミルトニアン･7eoの固

有関数はよ く知られた Landau 状態に対応し て次の形を と る｡

Qn･k,･kz･q.-i.En･ky{de'"kyy+kzz
'rq

,

'6-3'

ここでo-=+7/2,関数5n,ky(Ⅹ)は点Ⅹニー触y/mwcに中心を･も

つ調和振動子の n 番目の規格化された固有関数で)欠のよ う に書かれ

る.

Thk

∈n,kv(x'- ∈n'Ⅹ+mTf'
一

C

_1 nE;_

(6-4)



fn(I) = -÷(ax)2▲■

Hn(αⅩ)
･

(6-5)

こ こ で d- m uu_ /TK,i/TK,Hn(x)はエルミート多項式･kyと kzはそれ

ぞれy, z方向の周期境界条件に合致する値をとる･ またkyは

IkyIくmwcL/2召の範囲内の値に制限される･X,は規格化されたスピ

ン関数･ Woはサイクロトン振動数でeH/mc･ (6-3)式に対応し

た一電子エネルギーe(n,kz,0')は

E(n･kz･q,-望十(n･‡,吋gpBQH･
'6-6'

これはkyによらなし､ため(n,kz,♂)状態は縮重度皿WoL2/hをも

つ･状態･fn,女y,kz,q
,--電子を作るFermi粒子生成演算子Cn+,1

ky,kz,{
によ っ てハ ミルト ニアン(6-7)を第 2 量子化する と

u-n･k,fkz･Oど(n ･kz･q'C'n･ky･kz･q
Cn･k,･kz･q

･‡言･v(q,n三n･"2.n･2.U%(nn'll-'.kk;~qT)u-qx(nn;2:…と十qy)
_×

ky

･k;･k2･k'l･ダ･β

c:･･k,-q,:kz-qz
･a

C'n･2k･y十q,I
k･z十qz･i Cn2･k;･k･z･P

Cn)

･k,･k主･a

(6-7)

u｡Ⅹ(nn･:≡-:)-I/dx
e

- iqxx
fn,ky{xH'n･,

k;汰,
･
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(6-7)式の右辺の第2項のn.,n2,nて,n;に関する和は正のす
べての整数について行う.また qJの和のプライム記号は q-0 の成

分を和から除く意味である･一般性を失わないでI.勺-(qx･ 0,qz)

とおくこ とができる｡波数ベクトル q をもつ磁場中の電子気体の基

準振動の演算子Aqは

Aq-言..Af三,～,'p,･pz;qx･qz'c'n･p,,pz十qz･qCn,,p,･pz･o･'6-9'

pv･pz-〟

で定議される･ここでfnd,A(Py,Pz;qx,qz)は関係式

十

如Al-〔X'･A:)･

(6-10)

を満たすよ うに決められる. dは基準振動の振動数を与える･ (6-

IO)式の右辺を計諾する際に次のよ う な拡張された RPA

c三c,TcICn
-

c三cれNj6j,i-CITcINj6j,.n･C;cINi6i,n-C;cnNi6i,i,

し6-ll)

を用し､る･ただし,Ⅳi-(CITci)｡すると(6-70)式から次のfを

決める式が得られる.

fh?- e(n･pz+qz･q)+ E(n′･ pz･q)1 fnq･^,(py･pz;qx･qz)

=e2x'V

(ex'o'qz'吾‥kn;.aU('rx(nn21:kF:)u~-e･x(4n,･'p?yy)
'"nl

･kz･a

"n2･kz'qz,a)
f冨2.nl(ky･kz;qx･ qz ,

~

ef'Vwni･n2Udnnl'･,?;:.e,)リーLx(;,:I;:†ey)( Nn2,｡z.Z･z.
q
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Nnl,Pz+Lyz+qz･
0)

fnql･n2 ( pv+Ev･pz十ez;qx･qz )

-

ef'VLOnf,n2
U2Ⅹ(

n2･Pv

n, Pl

x

i:I.n/(P,IPz;qx･qz )

十2y)リー2Ⅹ(nn12:Pi;..e)
"n-z十Lz十qz

･0

･ぎーV切ni.n2.Uex'(n::;;十2y)uinn:,'■:;'.e,)Nnl･Pz十2z･
0

･f芸,n2
(p,･pz;qx･qz) ･

(6-12)

(6-12)式において右辺の第1項のみ残し第 2項以下.を無視すると,JI

Merminと Cane156)がRPAによって得た分散関係が得られる｡そ

し て,S,S磁場,長ブ皮長の極限で第 2 項以下は第1項に比べて小さいの

で逐次近似で解く.まず第 2 項以下を無視して

‡hw- 6(n･pz･qz･0)･ e(ふ′･pz･q)li:,n,(py･pz･･qx･qz)

-Z'y(Iyxl･o･qz
ex ･nfn2 Uex(nn12:kk;)u-ex(;;:;)(Nn-.kz･a

ky･ kz･q

-Nn2.kz'｡z.a 'f冨2,nl･(kvこkz;qx･qz, (6-13)

(6-73)式の右辺はn･ n/･ py, qx,qzq=のみよるから,規格化定

数N(qx,qz)を用い

f芸,nJ(py･pz;qx･qz)-
u一｡Ⅹ(:;;;)〟(qx･qZ

'

hal-e(n･pz十qz･0)十E(Tt/･pz･q) I

と おいて, (6-13)式に代入する と

-108-

(6-141



u-qx(:,二p,yy)LJniqx･
qz )

-

5x･
∨( ex, o ･ qz

'nkZ;･･nk;,:2Ⅹ(nn12'i,;)u-2x(::I:;)
( "nl･

kz･d

u-qx(::･･kk,y)d'qx,
qz I

- Nn2･kz+qz･d)
hw- E(n之･kz十qz･8)+E(nl･kz･q)

(6-15)

さて変改変換によ り

k2, U2Ⅹ(nn12･･kky,)u-qx(::･･kky,)-蔦筈8qx･exIUqx(nn:L･･oJ12(6-16,

が成り立ち,これを用いて(6-75)式は

1

-芸諒v(qx･o･qz,n2..n2 ･･uqx(≡::.?)･2kz′す

(･1-nl･k
I q-1l-n2･kz-qz･-)

h旬-`(n2･kz+qz･q)+
e(nl･kz･q) ･･

(6-17)

と な り,こ の式が RPA におけるプラズマ振動の分散関係を与えてい

る.こ こで )uqx(:去:o.))2はMerminとCane156'のC
する｡ q が小さい と き

Ⅹ

Ju｡x(:I,:)l2-1一志(n十喜)q量･
(3n2+3n+1)

8α▲

nI,n2

q;+0(q;)
I

に対応

(6-13)

Iuqx(nnl:..)l2-I.u｡土(:て三'o)E2-駕詳q圭一i#q4x十0(q呈,･(6-19,

I
uこⅩ(nn⊥o;JL2

-
. I

uqx(nnT喜■o)
I乏-(a+1)(a+2)

16α▲
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一般に

lUqx(nn⊥芝,ol
l2-An･pqx2LP) ･ (6-21)

ここでAn･pは定数である･
(6-77)式からqが小さい場合のプ

ラズマ振動の分散関係を求める.まず q-0 の場合 n -皿 のみ考
1 2

え,

nQ)c L2

27r七

∫

n･kz･O

Nn･kz,6-N ･

を考慮すれば, (6-77)式は

1

-a;(A2C

(6-22)

(6-23)

乏

ここでWpはプラズマ振動数でWp-4托Ⅳo3:nmで与えられる｡

7. H〟q (Sine三o)の場合

2
w. -u2 ･ u2u2sin2o /

(u三-u喜,p p C

2 2
u = LA)

~

C I
u2u2sin28･- /--

(u孟-u喜)P C ▲

2. H⊥q (CO80竺o)の場合

2 2 2
u.-u2 ･u2

-

uucos2o /

(山喜･u喜,p
.c

p C

2 2 2
山一- - c｡s2o /

(uc2･u三,p C

(6-24)

(6-25)

(6-.?6)

(6-?.7).

(6-77)式のq-0の解に対するq2に比例する補正項を求めるた
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めにn-n2,n2士7,n十2の項を考慮すると
7 2-

1
=====:=~=二- ｣_二~-

2
u

p

こ こ で

cos2o

2 2 2
h) I-u

C

+

wsin%c.s2o

T=∫

2

･告(
6Tcos4 a

u

3u2-u)2
C

u2(w2-u三)2

h之k2z

+ 2Tsin2o cos2o

3Wsin2o

(u2-w喜)(u2-4w三)

Nn･kz･6

w=㌔k,･kz･{hwc(n十‡'Nn･kz･d

3LO2+lO2
C

(u2-u三)3

J ; (6-28)

(6-29)

(6-30)

H⇒0 のと き, T は運動エネルギーの7/3, W は 2/3 になる･

I. HJ/q の と き

ヰ-a;･ユニq2m

Q,2- wc
2

2. H⊥q の と き

2 3W
w+-

w;十a･2c+一如1

之

a)二= 0

q

a;
--I 3

u芸

~▲

(6-31)

(6-32)

(6-33)

(6-34)

H→0のとき卑はBOhmとPines8)･9)の結果に一致する･ (6丁

37)式から(6-34)式までの四つの式は磁士易 H が存在し-rいる と

きのプラズマ振動の長波長の極限での RPA によ
って得られる分散関

イ系を与えてい る｡
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与6-3･ 交換散乱項による補正

(6-12)式の二右辺の第 2 項以下が excha,nge sea,t七ering を表し

てし､る項で,こ の項は,弱磁場,長波長の極咽で,第l項に比べて

小さいので･

fnq,n･(py,pz;qx,qz)とWをそれぞれf三Tn/《py,pz･･qx,
q ) +

Af:,d(Py,Pz;qx,qz)とW.+AWで置き換える･I::nJpy,pz;Z

qx,qz)とWoは(6-72)式の右辺の第2項以下を無視した式を満

足し,

Af言,n,qpy,pz;qx,qz)とムWはexchange
scattering (:よる

補正を表している.こ のよ う においた(6-72)式の両辺に

uqx(nn,:;yy)
'Nq,,pz･q-"n･pz十qz･q )

(6-35)
も叫-E(n･pz+qz･q)+ e(n'･pz･q)

をかけてn, n', Py, pz,q に-いて和をとる･ Af言,n(py,pz;qx,
q )と A也Jに関してl次の項のみ残して

Z

hAQ)2

n, tt(,

lu｡Ⅹ(:,J二p;v)I2
( Nd.pz.q-N｡,｡z十｡z,0 ,

Py･Pz･0

=~言.K!,
py･pz･q

ihwo-8(n･Pz十qz･q)+E(〝′,pz･q)i2

3'.v切2
e n1

u｡x(hn,,'冨)
u-｡x

(nn12',P{.ely)
n2Lh叫-E(n･pz十qz-q)+e(n(･pz･q)

uex (nnl',P;,.
2,)リーe!G,2'.P;y'ey)

hwo1-(nl･Pz+EJz十qz･0)十字(n2･pz+2z･0)

( N7(I
pz･q-Nn･pz+qz･q)

× (Nn2･
pz十[yz･0-Nnl･Pz十gz･q

)

uqx(;,:;;)リー｡x(;1:…yy)u2x(:l:P;y十ey)u-2x(::::;十e,)
〔T"o-(n･pz+qz･0)+ E(X!･pz･q))〔hwo-

e (nl ･ pz十qz･0)十E(n'･ Pz･q)〕
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× Nn2
･ pz+ez+qz･Q

(NR,･pz･q-Nn･pz十qzQ )

u
q
x (:/:

p?;)u-qx(nn{:,y)LTex(:::;;+ey)uこex(:12.I;yy十g,)
〔五叫-e(n･pz十qz･q)十C(7L',pz･q)〕〔hwo-

E(n･pz十qz･q)十e(n2･㌔,0)〕

× (Nn/･pz.q-Nn･pz+qz･Q)Nnl･pz+ez･q
I

この式を導く と きに(6-17)式を用いた.変数変換によ り

uex (:,;;yy･e,)-･eiexhpy'･`.m
wc

'ucx(ニ.:(o,,)･

(6-36)

(6-37)

が成 り立つこ と がわかる.こ こで

ulx(:,:呈y,=eil㌔1y/`muc'J去te~ilxt∈n(t･宗,En･(t一叢,
･

(6-39)

右辺の積分の値はMeminと Cane156)のAPPendixAに与えられ

ている dn,n′に対応している･したが-てix-11CO8r, i-l⊥sinr
y

と書 く と

uex(;,,'S,)-e
L'exhLyy.-/` 2m

wc'eL`叫uel(ニ.･.?)-I '6-39'

と なる｡ (6-37)と(6-39)式を用いる と, exchange BCaセセQr･ing

によ るプラズマ振動〔振動数への寄与を与える式(6-36)は次のよ

う になる.

五Aw2 'uqx(ニ,'.?)t2
(Nn,,｡z.q-Nn,｡z.｡z.o,

n. 7Ll,
~~~+I------

py･pz･q
E紬｡-1Hn･pz十qz･q)+e(h'･pz･Q)12

eLqxもe'00ア/`mwc'u｡Ⅹ(ニ:
o?)

p?,'･;z'･qe

nl'n2 (紬o- c'n･pz'qz･"'"n'･pz･q')
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u-｡Ⅹ(nn::.?)uel(nn.,Z)u-Ll(ニJ2,I.?)eipd`~n'nJ~n2
'

‡hQ'o-E(n･ I pz+ez+qz-10).e.(n2･pz+ez･q) i

× (Nn･･pz･q-Nn･pz+e-z･,o)(Nn2
A Pz+qz･0-Nn･pz+ez十qz･q

)

十∫

(
u｡Ⅹ(:,I..o)

J2(N^,.｡z.q-Nn,｡z十｡z.q,

nl thwo-E(n･pz+qz･q)+E('t'･pz･q) )2

-

Nnl.｡z.tyz.qz.QLu2l'(nnl,･.?)
Lヲり･

LNnl.
,z十ez,q

E

Upi(;,I.I.?)I

(6-40)

この式は-ノ投の方向の波数ベクトル q につし＼て評価するのが難しし＼

ので, q〝H と q⊥H の二つの場合について考える｡

7｡ q PH の場合･

uo(;,:.o)-
ban.～,I

.
(6-41)

を用し､る と, q が小さい場合･を考え, dW を q で展開しその･2 次の

項ま で■求める と

Aw=_
qヱ

2Nm w
p

∂N

言･?.v,pz.o妄'v?flJuelLnl,'o?)12

n･㌔･q
∂Nnl･Pz+2z･o

apz 8(pz+e･z )
ezpz (伝-42)

この式を求めるときにWoとして(6-24)式によりW の値を弔し＼
p

た. (6-42)式から exchange scaセセering の効果は H-0 の場合,

すなわち磁場のないと きの電子気体のプラズマ振動の分散関係の場
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ノ合のよ
う に波数ベクトル q の 2 ス欠の項に寄与するこ とがわかる･

2｡ q⊥日 の場.合

長波長,弱磁場のi易合, RPA で求めたプラズマ振動の分散関係に対

する exchangQ SCa,上土ering の補正は

Au---u…･2u三
∑

,∑′Ⅴ(i,∑(Nn･l,pz,o-Nn,pz,o)

2Nfbc僻n･py･pヱ･0虹
nl

x【甲ull ':l',呂'u-ll'nn王;i,'S,
'Nnl･l,,z･1z,o

-Nnl,,z･lz.o,
-

(n･l,.(,uli(:王l,,:,
-2- full(:1:Z,,2,

xNnl･Pz+lz･o] (6-43)

(6-43)式からわかる よ う に q⊥H の場.合には QXChange SCa･セ-

セQring は q の 0 次の項に寄与する.しかし,磁場 H を零と する

と,次の理由によって(6-43)式で与えられる dQ)は消える.この

こ と は,磁場のないと きの電子気体のプラズマ振動の分散関係に対

する exchangQ Sea,上土Qr･ing の寄与は,波数ベクトル qL の 2 次の項

から始まるこ とから当,妄;=蕉である. Fermi分布関数を f(a) ･と書く
と

Hウ0 の極限で

･n･1.pz･q-Nn･pz･q-i

(塑十(n･1･‡)吋gp8qH)2m

-f

(諾十(n･‡,もむc-gPBqH)

=huc f･

(盟)2m

-]_15-I.

(6-44)



(6-44)式を用いると(6-43)式の右辺の分母の山cは打ち消しあ

-て消える･さらにUl⊥(≡.n′;冒)はラゲ-ルの多項式Lnn'.n,(Ⅹ)を
用いてフ欠のよ う に表され

ul⊥(nnT::･o,-ull(:ニ0:,,.,-(i,P･
i2,2n;(i,2,4

㍉汀

/((n叫王)3

′

-2

Ln,.n(与)
,

れ

(6-45)

ここで=2-(l⊥/cL)2-c匂I12/oH, nr>0'n>0である｡磁場H→0

のとき丁2)叫となり,

られる ^W は消える.

ull(:'n':0.)と なるため, (6-43)式で与え

§6-4. 結論と討論

こ の章では,拡張された RPA によ り,磁場中の電子気体のプラズ

マ振動の分散関係に対する oxohango sca上土orlng の･寄与を運動方程

式の方法で調べ,長波長の極限で波数ベクトル 吐が磁場 H に平行

の場合は q の 2 次の項に寄与し,垂直の場合は q の 0 次.の項に

寄与するこ とが見いだされた.後者の寄与は磁場がない場.合には現

れなかっ たこ と である｡
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第7章 結論と討論

この論文では,電子気体模型のいろいろな物理的性質が,クーロ

ン相互作用が重要な役割を演ずる金属電子密度領域, 2≦rs<-6にお

いて, RPA を越えた近似によって調べられた｡ RPA は rs<lでし

か成立せず, 2≦r.s≦6では RPAよりよい近似が要求されるからで

ぁる｡ Nozileresと plnes78)が示したように,系の外場に対する

線型応答関数であ る誘電関数および一般化帯磁率を利用 し て平衡;l犬

態での電子気体の諸物理量を計算するこ とができるので,ここでは

RPA よ り よい近イ以のも とで誘電関=･薮と一般化帯磁率を計算し,これ

を用いて電子気体に関する諸物理量が求められた｡

第2章では, STLS23)の用し､た古典的リュービュ方糧式の方法を

用い,夕卜都電場のある場･合の一粒子分布関数を求めて,誘電関数が

self-consis七on七 に数値計算された.こ の方程式を解 く 際に,こ の

式の中の二粒子分布関数を, schneider達32),
33)が行ったように,

･一社子分布関数と対分布関数の積で近似し,また,三体相関も近似

的に取り入れられるよ う に,こ の対分布関数に対する夕卜土易の影響を

考膚した.こ のよ う にし て求められた誘電項数から,相周エネルギ

,対分布周教,圧縮率およびプラズマ振動の分.((関係が計算され

た.電子気体･偵ri･:'H=対する三哩論の妥当性を示す一つの根拠は,対分

布関:l!x-が常に正であ り,かつ)喜市宿率 3um r･ule が満+I_されてし､る と

い う こ と である. RPA によっ て求められる対分布関壬敦は金属電子密

度で,電子軍帽が小さいとき,大きな負になるこ とから, RPA はよ

い近似ではないこ とがわかる.第 2 章の計算では,対分布関数は
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rsま3 では常に正であるが,rs>_4では電子間隔が小さくなると,

その絶対値は小さいが依然と して負と なり,必ずしも常に対分布関

数が正になる と いう条件が満たされないが,圧縮率 sum rulo は近

似的に満たされてい ろこ とが見いだされた.現在まで,こ の二つの

条件を共に満足する三哩論はない.第 2 章の相関エネルギーの結果は

sTLS23)の結果にかなり近(なるが,これは相関エネルギーが誘電

関数の波教ベクトル qL と振動数W の積分によっ ているため,こ の

関数の詳細な形に依存していないこ とを示す.しかし,第 2 章で得

られた相調エネルギーの結果は近岸巨離相関がかな り考慮されている

ため, RPA の結果よ りかな り良い結果になっ た.

第 3 章では,第 2 章の方法をスピン相関に拡張し,微小外部磁

場のある場合のスピンに依存する一粒子分布関数に対する古典的リ

ュ-ビュ方程式を解いて,一般化帯磁率をスピンに依存する対分布

関数の汎関数と して求めた.一方,スピンに依存する対分布関数の

フーリ エ成分は揺動散逸の定理から一般化帯磁率と厳密に結びつい

ているので,この一般化帯磁率が.self-consiB七en七 に計算された｡

この計算結果を用いて,平行スピンの電子間の対分布関数g竹(P)I

反平行スピンの電子問の対分布関数g†l(町)およびスピン帯磁率X

が金属電子密度におし､て計算された｡第3章の理論によるg什(-㍗)

の結果は rs によらず,これは平行スピンの電子問の相関はクーロ

ン相互作用よ り も主に Paullの排他律に支配されてし､るこ と を示し

ている｡g～(p)の結果は他の理論26),3りと同様にr∠4では正
S

-

であるが,rs->5では電子間隔が小さいときやはり負となり,正定
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値符号の条件を満たさない.一方,スピン帯磁率の計算結.畏は他の

self-consis七entな理論26),
37)よりもⅣaの実剛直28)

(=近い

こ とが見いだされた.これはスピン帯磁率の結其を改良するのに,

非平衡状態の対分布関数に対する弱い外部磁場によ る影響を表す項

が重要であっ たこ と を示している.

第2章では, STLS23)の方法にならって一粒子分布関数に対する,

夕卜部電場のある場合の古典的リ ュービュ方程式を解いて誘電関数を

求め,こ の中に現れる自由電子に関する古典的な分極率を,対応す

る量子論的な量で置き換えるこ と によ り,量子論的な誘電関数が得

られる と した.しかし,このよ う にして得られた誘電関数は厳密な

量子論的な量ではなく36),一つの近似であった.そこで第4章で

は,古典的な一粒子分布周故に対応する量子論的な量である Wigner

分布関数についての運動方程式を作り,この式を解いて直接に量子

論的な誘電関数が求められ.た.この式を解く際,二粒子 Wigner分

布関数は, STLS23)が古典論で用いた近似と類似して, Wigner分布

関数と対分布関数の積で近似された.第 2 章と同様に Self-con-

sisten七 な数値計"i,=j_-によ って誘電関数が求められ,こ の結果を用い,

対分布関数,相関エネルギー,圧縮率およびプラズマ振動の分散関

係が計算された._対分布周数の′信濃は全金属電子密度領域で常に正

と なるこ とが見いだされ,初めて対分布関敏の正定値符号の条件を

満たすこ とができた.この条件を全金属電子密度で満たすこ と ので

きる理論は今までなかった･一方,第 4章の計算結果では,圧縮率

sum rule は満たされなかった.今までの〕空論では,対分布開演の正
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定値符号の条件と圧縮率 sum rulo の二つの条件を同時に‡帯足する

こ と はできず,一方を満たすよ う にすると他方は～帯たされな く なる

と い う傾向にあった.しかも,片方の条件さえも厳密に満たされる

こ と はなかっ た.第 4 章の計算結果でも やは り 両方の条件は同時に

は満たされないが,一方の条件である対分布関数の正定値符号の条

件は金属電子密度領域において満たされているので,この計算をさ

らに圧縮率 sum rule をも満たすよ う に改良するこ とが今後の課題

であ る.

第 5 章では,第 4 章の Wigner 分布関数の方)'去をスピン相関に

拡張し, self-consisten七 に一般化帯磁率が数値計ギされた･この

結果を用い, g仙(ド)I g↑†(P)およびズが計算された･ g≠()r)は全

金属電子密度で常に正･となり,正定値符号の条件を満たすこと去く見

いだされた･さらに他のどの理論よりも,0<r≦6でg†㌦0)は大
~

s

きく･このことは第5章の理論によるg仙(P)の結果は他の理論よ

りも,任意のrsでも正定値符号の条件を満たすことを暗示してい

る･g竹(r)に対する第5章の結果は以前の結果と大きな遠いはな

く,クーロン相関をて-,Rり入れるいろいろな近似にあまりよらないし'J

かつrsに依存しないため,平行カtoンの電子間の相関(=はFermi

統計 の性質が強く支配していることが結論づけられる･一方,X
に

っいての第5童の計算値はⅣaの実剛直28),･'76)に一致しない｡

このこ とは第 2 章および第 4 章の誘電関数の議論で,圧縮率 sum

rulo と対分布関数の正定値符号の両方を同時に満たす理論がないこ

とに類似している｡すなわち,今までスピン帯磁率の計算値を実験
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値によ く一致させ,かつ平行および反平行スピンの電子問の対分布

.瑠数の正定値符号の条件を満足させる理論はなかった.第
5 章の理

請では, g十↓(r)の正定値符号の条件が満たされているので,この理

論を改良し,よ り正確にスピン帯磁率を求めるこ とのできる理論を

作るこ とが重要であ り,今後の残された課題である｡

第 6 章では,有限の磁場中のプラズマ振動の分散関係が調べられ
■｣

た.磁場中のプラズマ振.Ljbは Landa,u 準位の出現のため,磁場のな

いと きと は違った振る舞いをする.この章では,拡張された RPA を

用い,長波長の極7碍でのプラズマ振動の分散関係に対する exohan那

scaセセering の影響を調べ,磁場とプラズマ振Ii=･177の波数ベクトル q

2

が平行の と きは q の項に寄与し,垂直のと きは q の 0 次の項に

寄与することが見いだされた.後者の寄与は磁場のないときに′は現

れなかっ たこ と であ る.

第 2 章と第 3 章の内容は Takemi七su Hasegawa. and Ma,Sa,0

Shimizu, Electron COrrela七ion白 a七 Me七a11ic Densi七ies･' J.∫

Phys･ Soc° Japa･ni5(7973) I8 に発表された, 第 4章の内

容は Takemi七su Hasegawa, and Nasa,O Shimizu,苫Iec七ron corre-

1a七ions a七 Me七a11ic Densities rI｡ Quantum Mechanical Expres-

Sion of Dieloctric Function with Wigner Dig;tribution F.unctlon

･'J･
Phys･ soc･ Japarli8 (7975) Ⅳo｡ 4 に発表された.第 5章の
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内容は Ta,kemi七su Hasっga.wa and MaSaO Shimizu, Electron Corre-

1a,Lions at Meta,llic Densities III. Genera,1ized SPin Suscepti-

bili七y and Spin COrrOla七io-n8: J. Phys. soc. JaPan に発表される

予定である｡第 6 章の内容は 長谷川武光,磁場中の電子気体のプラ

ズマ分散…物性研究 L8(7972) 7 に発表された･
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付ち録 A

この付録では Wigner ゲ＼布関数に関する運動方程式が導かれる.夕卜

部ポテンシャルUe(r･七)のある場合の場の演算子 七(p,七)に対する

二運重力方程式は

iも
叫α(ど,t)

∂t

- 【Vα(tr･t),H】

-

-&&.,2vα(r･t,
･

EBId3r･v:(c;t,Ⅴ(-･,
× vβ(Fr)lt)vα(r′t) + ue(tr･t)Vα(『･t) (A-1)

ここで H は(4-3)式ど与えられる全ハ ミルト ニアンである｡ Kli-

mon七ovioh7q)が導入した次の演算子f(F,P;七)を考3_る.

f"(u･p;t,

-封d3leipiu'6vニ(r･喜･t,vα(r一号･t,
･ (A-2,

チ(町,P;ち)の Hの基底状態についての期待値は Wigner分布関数であ

る.すなわち

/ヽ

<f(tr'p',t)> - f(r′p;t)
,

′＼

f(㍗,p;ち)に対する運劫方程式は(A-り 式を利用して

&f(r･p･t,
-去5Id3leip'h'6{巾十告･t',H]Vα(ト音,t'

･

vよ(F･告･t)[vα(町一昔･t)･i-i】)
..L

ニーkp･▽rf(r･pt･t,-去きJd3Ld3r'd3pld3p2
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･

eiA'(p-pl)/i[Ⅴ(…･･;)-Ⅴ(r-r･一昔)】呈(r･pl;i-;p2･･t)

･去きJd31d3pl
e仙(p-pl''n

･

【ue(r･;･t)-u(r一書･t)]f(r･pl･･t)
I

/ヽ

e

/＼

<f(D=,P1･,r′･P2'･t)>
= f(r′p1･･Q=',P2',t) I

こ こ で

(A-4)

(A-5)

(A-4)式を H の基底状態に関して期待値をとれば, (4-4)式が得

ら れ る.

-125-



付録 B

p の任意の周教 F(B.) (ただし Lr･→- で 0 (=近づく とする)につ

いて成り立つフ欠の周係式

eiL'p'A F(r･号,
-

F(r･A3f,eiB'p'i
I (B-1)

を利用すると' (4-8)式の 左辺の第 3項は次のように書き換え

ら れる.

1 1

姐h3 †d31d3pleiL''p-pl'席【ue(tr･;･t,-ue(『一号･t,
]fO (pl,

-去5[d31d3plfO(pl,rue(r･芸
×

eiB･
(p-p1)/ii

a (p-pl) ,t)-ue (r一芸a (tp-pl)

-封d3plfO(pl,叩e(r一芸載′t,-ue(r･是去･t,･6(叫
1

=i有

1

=i石

Jd3plfO(pl,n≡.

Jd3p16(p-pl,

n茎.
1

∞

2
∑

i石n三oて両

-2

(2n+1) ! ･志･芸載'2n'16
b-pl'Ue 'r･･t'

(2n+1) ! (志･是i;'2n'lfObl'Ue'p･t'

.t)】

･豊･芸志,2n'lfO(p,ue(r,t,
･ (B-2'

(ら-2)･式の第4行目から第5行目に移る際,p1に関する部分積分

を行った･ J6ゥ0 の極限で(B-2)式は

-かe(q･t,･志fO(p'
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になる.これは古典的リ ュービュ方程式に現れる よ く 知られた項であ

る･すなわち,古典喜命では外力 -∂Ue(P.,七)/arの形でしか式の中に

現れない.フーリエ変換によ
って(B-21)式は次のよ

う になるo

&n≡.
(2n+1) !

1 竺 1

ld3re~iq'rldte-iut(志･芸-Ji,
2n+lfO

(p,ue (r･t,

ifi
n≡o(2n+1)

!

1 1

ib (2n+i)!

ue'q･u)

(-q/i･貴志,2n'lfO(p)
包._L 虫._i

ue(q･u)(e2
∂p

-･

e｢2
∂臥)fO(p)

一去ue(q･u)[fO(p+争-fO(p一撃】
(B-4)

同様の手続きにより(4-8)式の左辺の第 4項は, 3/a(J{-P') (士Ⅴ(

打-V/)にのみ作用するとして

去√d?p2d7r'n….て謡王叩(r-F',
{ 【

∂ Ji- ● ･■■■■■■････■

a(t:-p=) 2i

(2n+1)

× Ⅴ(ど-i)f(i) (-りt)fO(p2)+f(i) (r･p2･t)fob))

-去Id3p2d3Rn≡.て志げ(帆,(品･去志,2n+lv(R,f'l'(c･p･t'fO'p2'

･去Jd3p2d3r'n….読(『-J,f'l'(叩2･t''
×･ Ⅴ(r.･tr')fO勺p)

纂志,2n'l

(B-5)

(3-5)式の右辺の第 7 項は,被積分関数が R に関して奇問数であ

るので,消える.したがって, (B-5)式は次のよ う になる.
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去Id3,d3r,n≡oて#(r-u',f'l'(-2･t,(諏訪･会意,2n+i

× fO (a))Ⅴ(『･-Er)
′

匂う0 の極限では

-†d3p2d3r'g
(-I, f 'l'(r･p2･t,&v(-I,ifO(p,

(B-6)

(B-7)

となり,これは古典論でSTLS23)によって得られた項である. (B-

6)式は次の合､成積で表現される.

封d3p2d3
00

r ∑

n=0

2

.亡(1)
/

(b=･P2･･t) V2n+i (B=-ど
･P)

こ こ で

v2n.i(-,
-

g(虹,

(志･喜志,2n+1v(r,fO匂p,

(B-8)

(B-9)

で定毒される.したがって, (B-8)式のフーリエ変換は次のよ う にな

る.

i)rd3p2f'l'(q,p2",n≡.

■■■■■
-

(2n+1) !

封d3p2f'l'/(q･･p2･u,n≡.
1

ifi

l
r------=:

=

ifi

V2n+i (可･P)

(2n+1) !Id3q(g_(q-q,,Ⅴ (q',

(q(if孟子n+l二fO
(p,

[d3p2f(i,(q･p2,W, [d3q,g(q-qr"(q,,(eiJ･志-e苧'･志,fO(p,

Id3p2f'l'(q･p2･u,Id3q,g(q-q',v(q', [fO
(p･%',-fO(p-ij&',

,

(B-10)
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(B-70)式は(4-70)式の左辺の第 4項である
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付錦 c

こ7)付錦では,第 2 章における e(q,LA)), S(q)および G(q)の

self-consis七en七 な数値計算の方法が図式的に説明される.始め, S

(q)の入力として(2-23)式で与えられるSHF(瑚)を(2-21)式に

Jt

用いると, α(胡)が解析的に求められる･t`このG(L胡)をGHF(q)と書い

て,これを 弓elf-oonsis七っn七 な数値計算の初期値と する｡

次ペー ジへ
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付言録 D

この付･録では,第 4章における ど(3,LL)), I(ql,LO)および S(q)を

self-conSis七en七 に数値計算する際に必要と なる Re I(ql,W)の計算

法について説明される. (4-79)式に(4-20)式で与えられる Re

′ヽー

F(t,q,LA))を代入すると Re I(tl,a))の表式が得られる･この表式の

中の変数 七 に関する積分は, ,ここで
d は定数,

という タイ プの被積分関数の存在のため,解析的に実行されるこ とが

できなし､.したがって, (4-79)と(4-20)式を用いて Re I(qJ,W)

を計算するために,変数 q/と 七 について 2重積分を行うことが必要

と なる.しかし,この 2 重積分を正の q とWの多 く の値(=対して数

値的に毎回,実行するこ と は,多 く の計算時問を要し,かつ 7 重積分

の数値計算の場ノ合の誤差に比べてよ り大き な計算誤差が生じて し ま う

ので,こ の 2 重積/-)を数値的に計算するこ と は避けなければなら ない.

そこで,この 2 重積分の数値計算を避けるため,後で説明される よ う

･=lnl
1-ち

を 七 の多項式で近似し,
七+a

とい う タイ プの積分が近似的に,かつ解析的に実行される｡

関数う丘似について
80)

★

･･

ln･(諾)-ctf
(ct)

:一三≦t≦吉
のとき,

7-七

l十t

(D-i)

2･

ln(諾)-ff'(呈)
‥c≦t または t≦-cのとき,

*

ここで c=(/言+i)/(/言-i)-=1/0.17-5.83
であ り, f(Ⅹ)は

-132-
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f★(Ⅹ) -ao+alX2+a2Ⅹ4 ,
(D-3)

ao-o･343745797438, i a--0･003366358767, a2-0･000067399745

であり,この近似式の絶対誤差の最大値は4･7×70-8である｡変

数 七 が区間 卜7,7]にあって区間【-7/c,7/c]にないと きは

)欠の関係式

1+t

l一七 2r圭芸
(D-4)

によって七から Tへ変数変換して,Tが区間ト7/c, 7/c]に

存在するよ うに正の変数~r を決定し,変数 T に関して(D-7)式

を使用する｡また,変数七が区間(-w,-1)または区間〔.,′ふ)

にあ-て･区間トoo,-c)および〔c,Od)にない
ときは次の

関係式

--2r芸当
t+1

t-1

(D-5)

によって tから Tに変数変換し,この変数Tが区間(-cd,-C)

または〔c,cd)に存在するように正の整数r を決定し,変数 Tに

関して(エ)-2)式を用いる｡
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