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professorPinesの講 義 を きいて A

阿 部 龍 蔵 (物性研)

やや赤 ら顔の､欧米人としては少 し小柄だとい うPi･nes 先生の印象は､聾

者が滞米中にうけたのと全 く同 じであったOそIDときは ､ こ■ゎい先生だとい う

感 じを抱いていた ものだが ､ 案外､ 気さ くな面 もあるよ うで物性研に来たとき

には､こ こ 2年間本を書 くのに忙 し(てなにもできなかったとこぼ していた｡

さて､ Summer Insもituもeで Pines先生は 3時間にわたbヨoseLiquid

TheoTyについて講義 を行った｡ Landa.uの FermiLiqu.idTbeo･ry は液

体 fie3の極低温におけ る諸性質を統一的に説明 し得るものとしてあまDにーも有

名であろが､BoseLi_quidに閑 し七はそのような理論を発展させた人はあま

bいなかった.Pines 先生の講義は 臼e3の振舞いを統一的に理解 しようとり

う点が主眼であb､新 しいことも含まれていて､ 大変興味深かった｡ 内容を大

別すると､

(1) Elementary exciもation$

12) Sounds

酢 TvFO fluidmodel,Superfidi'dity

である.以下,各項について簡単な説明を試み よう｡

(13 Elementary eXCitaもions

王滝rmiLiquidと BoseLiqluidとの重要な違いは ､ 前者にはフェルミ面

が存在 し､その近傍で準粒子の寿命が無限に長い (00Kで)とい う点である0

-万､B0-8eLiquidでは､一運動量 0の状態を しめる粒子数No は全粒子Nの ･

オーダ-である. 液体 ge4の場合にはN｡はN由+6- 10% 位 と考え られてい

る O したがって､IBoseLiquidの.eXCitationの場合疫は､ condePSate

の存在を考慮 しなければな らない.また､ その安定性 も問題かこなる.すなわち

Ep- ep-p,+ EpJ
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とい う遷移が可能であれば､運動量 pの準粒子は億の二つの ものにこわれてし

まhlその寿命 も有限になるo L友がって､ Cp を

Ep- SP+ 坤 (2)

と展開 したときにb<Oが要求される｡ Fermi の場合とちがって､ Boseの

ときに準粒子のはばがェネ}7/ギー自身よb小さいとい う一般的な証明はないが

-応､このことを仮定 として認めようO

ここで､dyna皿icalstructhreーfacもorS(q,Q')を考える｡ これは中性

子の非弾性散乱によb直接 ､ 観測される量で､

S (q,W )-∑ (pq+ )n20 8 (a- un o) (3)a

で定義されるo pqは密度のフー リエ変乱 a,noは励起状態 と基底状態のエネ

ルギ-差であるO 粒子に対する連続の式 を用いると､

∞ Nq2
fdwS(q,W)W=ぅ㌃0

の Sum ruleがえ られる｡ また､

_q'-p(q,W)甲+(q,a,)+C.C_

とい う_外場に対する線型応答を くp(q,a,〕> とし

x(q,α)- <p(q,a･)>/甲(q,Q,)

によってア ドミッタンス Xを定義すると､熱力学の関係を用いて

ユi皿 Z(q,0)--
qー 0

が示され る (S :音速)0 (7)を使えば

,_._" [∞, S(q,QP) N
limI dQ,
qこ loJo y' a, 2mS2

とい う､ もう一つのSum mleがえ られる｡
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ProfeBSOrPinesの講義 を きいて

(4),(8)は BoseLiquidの励起 をきめる基本的な関係 である.空間的に-樵

な体系に関 しては､q一斗0の極限で一粒子の励 起のみかsumrAuleにきいて く

ると予想されるO-殻 にこの ことが成立すると仮定すれば

wq=q2/2mSq (9)

とい うFeynmanの式が得 られるO ただ し､ Sqは

Cく:)
Sq-IdPS(ci,a)0

で定義される液体の BtTuCも豆refacもoTである｡ 実際 に中性子で観測される

a,q はく9)で与え られるもの よ9,1､さhoこの点 を説明する試み と して Feyn-

nan-Oohenの ba(〕kflowの話 しが紹介されたが､よ(知 られている ことと

思われるのでここでは省略 する ｡

以上の話は ワニ Oでの場合だが､有限温度では どうなるであろ うか ? まず

考え られることは､準粒子のエネルギ- Epは温度に依存 し､温度が上 ると熱

振動のために､そのはばが大 き くな るだろ うとい うことである｡ 実際 この予想

は ロトン領魂 で実験 によb確かめられてい るO また､ spに対するBogoliu-

bovの式か らもわかるように､一般 に CpはNo に依存 しているo 温度が上 る

とNoは小さ くなると予想される｡ 計算に よるとフォノン領域 での音速は

(pug/p)lAに比例する｡ (晦 は superpaTtの密度)ところが､Woods,D測

定 によると､OT38 A-1における長波長の フォノンか らきまる音速は牙 1図あ

矛 1図
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ようにな れ 点線で示 した first sOundの音速に近い値をとるo この ような

ことはいかに理解されるのであろ うか ?

(2) Sounds

上に述べた点を理解するのは､角周波数 抄を二つの領域

(iWr≪ 1:hydrodynamicalreglme

Q)Tr≫ 1:cOllisionless regime

に分け るのが便利である.ここで ヤ･は準粒子の衝突時慶で､ (lo奉)は∵回振

劫する間に何回 も衝突が轟 9､いわゆる local equiH briu皿 が成立する条

件である, Tr～10-88eOとすれば､ これが成立するためには､W<～iOSsec-1

とな お波数でか くとp≦10-4A-1である. したがって､ Pと ep との関係 (分

散関係)を考えるとき､1の領域は殆ん ど点 に等 しho.故に､中性子解析で間

･詔喪 になるのは (lots)め領域である. この条件はプ ラズマ振動 ､ あるいはゼロ音

波の条件 と同 じである｡そ こで､ FermiLiqvid Tbeofyと同 じ精神で,

Bo占eLiquid_のゼ ロ音波を取扱ってみ ようO

振動の復元力が self-consist,eat fieldで与え られ るとし､

Ppol(q,W)千fo<p(q,a･)> (1lj

で分奄部分が定義'されるとする. これを(5ゆ 甲に加えて SCreeningを考慮 し

た xscを

<p(q,QJ)>
Xsc=

甲+ Ppol

とすれば

2- xsc/(1→foxsc)

がえ られる｡こ こで､ Sum ruleを利用すると

-1imI- lim rsc-
くわ-→ Co 也)-→ Cく)

Nq2
ma12

がえ られる｡そ こで W>伽BCに対 して
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中

zsc～Nq2/m也,2

であるとしよう｡ そ うすると (13)か ら

Nq2/m~L
Z =

む2-802q2
,_ (CO>wsc)

ProfessorPinesの講義 をきいて

(15)

(16)

となれ ゼ ｡ 音速soは so=(Nも/m)1/2で与えられるo zの感が集団運劫のモ

ー ドを与える から

a>=Soq (i7)

の分散関係がえ られるO勿論 (17)は soq>a,sc の条件下で正 しいもので､

甲BC がなんであるか よ(分 らないのではつ きbLたことは言えぬが ､ .一応､

ゼ ロ音波の可能性が示されたわけであるo 要するにPirle-S 先生e)poinもーは

1体のダ リ-ン関数の極は､密度の相醜関係の ものとT- Oでは一致するが､

有野温度では異な れ 中性子回折が観測されるのは後者である､ とい き こ とで

ある｡ レ､ずれにせ よ､有限温度での exCitaもion はこれか らの問題ゼあると■

の注意があった｡

(3) TWO fllユid皿Odel

_液体fle4は電気的に中性であるので､一電童気的な外填た対す鳥応答を議論で

きをい. しか し､&と.y,う回転ベク トルで回転す畠座療系か らみればコリ*l)

の力が働 き､あたか も磁場がかかったようにみえる･｡ このような考えにもとづ

いて超流動 と超電導 との鍵戟が行われたoまたB'oseLiquidの ･Su-Per･

partA.;運動 とているときの話があったか ､ この'ぺんは Feynmanの理論 と同

じなので省略 したい.

以上､Pines 先生の講義のあらましを述べたつ もりである･が､かな b日数

がたっているので思いちがいを してV}る点 もあるか_もしれない?hづれ詳 しい

ことは Proceeding を参考に していただ (とし､最後にPines 先生が宿題

と して残 した三つの点 を述べてお く .

(1) conqenBa七eに対するkineticequationを導 (こと｡

(2).well-definedBoseliqlユidnodelをつ くること｡

(3) 有限温度における excitationの問題｡
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