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18.不規則系のホール効果 .･混㌔ )～ )

東大理 福 山 秀 敏

不規則系に於 ける電子 状態に関する議論は,状態野度に対するものが第-で

あるが ,これ らrの議論-(=用い られているモデTv敦び近似の範囲での輸送現象の

研究は近似の意味を知 るためにも有用であ るe 軽 々の輸送係数の うちホ～ )レ係

数は不純物伝導を最初に示唆した ものであ り,電 子状鮭を探 る重要 な効果で あ
1)

るが ,最近,その一般論が展開されたO それに よれば ,不漁新発の一つq-Jl例

である液 体金属の うち nearly-free-electron (NEE)のモデ/レと-して扱

える系に於て も1･?ホT JV係数が 白煙電子の場合 とは異 を少得 るが,反面この モ

デ′レがそのまま適用仕凍 そ うに も希い蔽 棒金尿が存在す る｡ hTgの ように固体

の時に存在 していたバン ド･ギャ:ップの痕跡が残 っている場合がそれであるが ,

この ようを系に於亘 る輸送現象の研究の足がか りとして

LK - ∑ tijai+aj+∑eiai十ai･ 1 1-)

で表わされ る二元合金の性質を窮べたo 勿論 , (1)がそのまま多価の液 体金

属に適用出来 るわけでは夜いが ,hTg等に対す る可能 を考え方の基礎 を与えるC

式 (1)で表わされ る系の輸送現象 ,とくにLホーJV効果はそれ 自体,この効

果 q/)符号の問題の理解には興味洗いO著者 ら2)は以前

.2

LU-忠-+ ∑ vo∂(r-Re) rvD< 0)
2 二 i

5) 4)

(2)

で表わ され る系に於て ,Klauder 及び yonezawa が行 そった近似の範取 で

のホ-.7V効果を詞べたが ,その際 ,いかをる藤度及び温度の条件の下で も,香

純物帯領域に於てホ- 7レ効果の符号が電子蛭である事を示 した O この議論に際

栄) 一部分は Prof.Y.Wadaによ少日ソ低温 物替学会譲 (Novosibirsk,

十969)で報告 された｡

米米) qhTall Effect and Orbitalhflagnet,ism of飢 nary Alloys'

(to be submitted to Prc'g.Theor.Phys.)
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しては,不純物の済度が十分小さい としたが ,もし,この "不純軌 "の濃度が

増 し, ¶ host"の原子の濃度 と同じ程度になれば,当然,通常 の プ ロツホ ･

バン ドに於け ると同様 ,符号が変化 して よいはずであ る. この事情の移 り変わ

りが式 (1)のモデ/レで聾解出来るはずである｡

5)
不規則 系に対する近似 として,どの程度良いか不明であるが , 議論を

6) 7)
coherenもーPOtenもialの近似 (Onodera-ToycBaWa近似 )に限考｡

この近似 の範医では,電流に対する verteX COrreCtionsはきかないので,

oxx- 琉 fd叶 aif)･(8%)2･(ImGR- ,,2 ( 5)

一撃 u LdFl釦 荒 )2叢 ･一筋 誹 競 〕

a ae ae

oxv-5打ck y

x 〔=mGFL(k,･E)〕予

ここで だ(k)は tijの Fourier変換 ,また ･GRは一体の retarded ダ リ

-ン函数であ る｡結晶形 としては, simple cubic typeを考えるが , E(k)

の k一依存性 をそのまま取扱 うのほ複雑 なので,次の近似を行な う｡

古 君8(El (り )-詰｡[.-(ao)2〕y2 (5)
2

誉(岩 )2- ど(k" -菰 〔.-(A )2〕y2 (6,

媒 )2(葦 )26- (k" -義 〔卜(惹,2,y2 (7)

4

こ こで･Vo はバ ン ド巾の半分 ,Ⅴは速さの次元を持つ畳o上の近似 より

♂
ⅩⅩ

4e2v2

5nVo2
1

L- Z〝2- -
2

i

ReT｡(.･Z,(1% 2 +5izi
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目 口)

af= Reで｡ (1+Z)i
Z(トZ2)

Z〝2

⊥

tN
-■■_‥.

(1-4Z21+

Z = (LL-∑(jL+iS))/Vo≡ ZJ+ iZ〝

･｡-〔(1-Z)/(1+Z)〕y2､(=mT｡> 0)

(5-4Z2)

1-Z2

(15)

これ らを数値計算 した ものの うち,｢部分が図 1,2であるO エネJt,ギー的に

低い方のバン ドの上端で 6Ⅹ享が 正 と在る場合は二種類の原子の比率及びそ の

原子のエネルギー準位の間隔 (△)に依存す るが ,それは式 日 1)の解析的 な

性質により,図 5に示 されるよ うになるo 即 ち , I,I,乱は全て persiste-

nce type の場合に属するが ,i.ではェネJVギー的に低い方にあるバン ドの到

る所で ♂Ⅹyは負 ,瓦では高しっ方にあるペソ ドの到る所 で正である0 4CACB≧打2

で表わされる領域 苛では二つの各々の ペソ ド内でホ-)レ係数は符 号を変え ,こ

の意味でプロ ッホ ･ペ ソ ド的に夜,つている｡ こや ,局在電子 とプロッホ電子 の

特徴の共存は軌道磁性に も反映 されている.

E主g. 1 F土g.2
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