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No什鳶 im.pieLiquidAlloys

の電気 的磁気的 性質

新潟大 ･理 田 巻 ∵繁

§1. はじめに

液体電子論の最近の研究方向の一つ として, N.F･E.か らの deviation

哲追求す る問題があるO特に puremetal で simpleな性質を･もって高て

も合金化に よりanomaly一をもつ場合が あるoAu-Zn,Au-Cdもその例め一

つである｡

92. Au-Zn,Au-Cd系の敵性 1)

岩崎,上杉,･小川に よれば PJ-AuZn は嵐 魚道 long-ra'ngeorderを

もつOこのAuZn及 ひAuCdのXを測定す ると野 1凶の よう に･なるO 融点で
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のとびは他の金属に比してかな り小さ く,融解による電子構造の変化が小 さ

ho換言すればP'-phase に対応す るようなcluster状の short-range

ord占rノがあるととを示唆してい●るO叉,液体状態におけもーxの温度鋲存性が

大 きいことはこ′の order が温度 と共にな く茂 りsimpleをmixture all甥

になるものと考え られるo

Au-Zn 系のXの濃度依存性 を第 2図に示す o Ah-Cd 系もCd side を

除いては ゞ同様め 挙動を示す O -
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このように液体状腰において もorde卜 disorder-transitio･n の挙る

系が あって もよいのでないであろ うか ?

Bragg⊥Wiiliams近似で Pseudo long-range orderq totalene,rgy

をWとするO△E-SW を用いる｡

Au Zn,Au Cd で△Eを夫々2000,1500Cal/molとするとSは

10000K で夫 々0.5, 0.55となる｡

一方xobs=(ト S)xideal+SXclusterとすると (Xclusterは 外挿

値) Sは 100DOK で夫 々0.48, 0.56とな りは ゞ一致す るO

同様にTc も計算値は 1200,16占ooK及び実験か らの推定値は夫々 148q

1700OK とな る｡この仕事は 当グ)V-プのM C 2,土屋 良 海君の 修士論

文の一部 となる予定であるO

95. 電子ガス中のAnion

lcもikawa-Shimoji,Watanabe-Tamaki 等の仕事のように例えば

liquidBiに Bi2Siを溶解させた場合を考 えるo

Faber-Ziman theoryによる計鼻値は電気抵抗の変化分△p を説明し充

い ｡ 多分, 原凶の一つ として anion 附近の 電子 の分 布 が 乱 れ , free

electron の E(q)と異なって くるのでないであ/-Jうかo

anion のポテ ンVヤ)i/として Positiveクーロン力の他VC外殻軌道によ

る強い repulsion が参ると考え られるのでα∂ (r-a) (α;パラメーター,

a ,･イオ ン半猛)としてphase shift芳Zを計算 Lelectrondensityを

計算する｡

これを用いて e(9)を計算する予定で あるが 目下 でi(2-5 迄)計算完了o
αは△pに fitす るよ うに決めるつ もりであるが, とにか く伝導 電子の侵入

慶であり,α--0で純粋なクーロン力 (点電荷) となることを考えればαの

大-小で electronegativity の小一大が推定され るO克 って 1/α は

electronegativity の一つの尺度 となるであろ うO計算は田巻,土屋,

金子恒雄VEよって遂行中であるo
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液 体 半 導 体 の 電 気 的 性 質

北大理 下 地 光 雄

この報告では, この間題町 娼す る一般的な報告 1)はさてお き'才つれわれの

所で研究哲行な った TトT占 系を具底 的VTL注 目し,それ を通 じて液体 半導体

の特徴に簡単に触れるO この系の電気伝導鮭O,熱麗能 α,Hall係数 Rの

測定結果 2)-4)は,第 1, 2∴ 5図 に見 るよ うに,･Tl2 Te組成 (Tl原子
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第 1I望 :Tl-Te お よびTl-Se 系の 電 気伝導度
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