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与 え られ た相 互 作 用 (Lennard-Jonesポ テ ン シ ァ ル ,

及 び擬 ポ テ ン シ ァ ル理 論 に基 づ いた有 効 イ オ ンー イ オ ン

ポ テ ン シ ァ ル )を もつ系 と理 想 三 相 モ デ ル の系 との 関係

金沢大 ･理 樋 渡 保 秋

(8月16日受理 )

§1. はじめに

我々は既に金属 と非金属のいくっかの物理的性質の違いを,第零近似に於て,統一的

にとらえるモデルとして,次のようなポテンシァルをもっ古典粒子系を考えた｡ (理想

三相モデル )
1)- 3)

¢Ⅰ(r)-Cr-n-aγ3 exp(-γr)

(C>0, α≧0, n>3, γ- 0+)

(1-1)

それによると,金属,非金属の物理的性質の質的な相違 注1)紘, このモデルの範囲内

で,前者 (n=5)は後者 (n=15)に比 してコア-が著 しくソフトであることによって

いる｡この結果は,融解温度 Tmと融解体積 Vmの間の関係 (いわゆるKrant-Kennedy

プロット4)),あるいは 0｡Kの固体の実験値 (比容積,凝集エネルギー,圧縮率 )を用′

いて得 られたものである｡ここでの目的は,金属,非金属に対するより現実的なモデル

(Lellmrd-Jonespotential, effectiveion-ion interaction)とこの理想三相モ

デルの関係 を考慮することにあ り,これらのモデルと｢等価な ｣理想三相モデルを求め

ることからも上と同じような結果が得られることを示す｡

注 1) 一般に金属は非金属に比べて

(1) 凝集エネルギーを単位にして計らた融解温度が低い｡

(2) 融解に際 しての体積変化の割合い,羊ン トロピーの変化が小さい｡

(3) 体積変化 (率 )に伴 う融解温度の変化は小さい｡ (主 としてアルカ リ,アルカ

リ土類金属 )

又(1)と共に,凝集エネルギーを単位に して計った臨界温度は,金属の方が大き

いことから,金属の liquidrangeは非金属のそれに比べて長い｡
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樋荘作歌

理想三相モデル (1-1)は斥力をあらわす ソフト･コア-と引力をあらわす革acポテ

ンシァル5)の和 とから成 り立っている｡一方非金属物質 (特にアルゴンについてよく調

べ られている )に対する対ポテンシァルとしては,Lemard-Jonesポテンシァル

α 12 α6

虹 J-48†(千) -(丁目 (1-2)

がよいとされている｡又最近金属についても,電子-イオン間の相互作用を摂動的に取

り扱い,擬ポテンシァル 6)(モデルポテンシァル )を用いて,イオン-イオン間に働 く

有効イオンーイオン対ポテンシァ ル ¢pが求められ,それに基づいた金属 (Na)の融解

理論もっくられている｡7)

-ところで(1-1)は 互 -Jとも¢pとも対ポテンシア′レそのままの形はあまりよく似

ていない｡それは (1-1)の引力部分 (Kacポテンシァル )の相互作用の range が無

限に長いことを考えれば明らかである｡しかしながら,対ポテンシァルのこのような相

違が系のマクロな性質に直ちに反映するかどうかは疑問である｡ (ここでは,固相,液

相のような密な状態のみを考えている｡)Schiffの解析 8) はこの点に関する一つの否

定的な解答 として注目される｡つまり彼の解析によれば,液体の構造因子 (二体分布関

数の Fourier変換 したもの ) の第 1ピークと第 2ピークの比は対ポテンシァルのコア

がソフ トであるか,′､- ドであるかに若干依存するが,対ポテンシァルが longrange

であるか Shortrangeであるかにはほとんど依存 しないとしている｡

ここでは話を簡単にして, T-0の固体を考える｡

-粒子がまわ りの全ての粒子から受ける相互作用エネルギーの 1/2が丁度-粒子当

りの平均のエネルギーW であるから,

w I-ijfsi,¢I (rij)

一土ccnd-n1 4WaPid-32 (1-3)

となるOここで, ∑ は i(referenceparticle) を除く全ての粒子 jについて和
j(≒i)

をとることを意味する｡又dは最近接原子間距離,Cnは結晶構造とnの値による定数,

射 ま Ⅴ-d呂/射 こより定義される定数である｡同様に ¢L-J,¢pから,WL-J,Wp

をっ くると,
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与えられた相互作用 (Lennard-Jonesポテンシァル,及び擬ポテンシァル理論 に基
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-‡是 i)虹 J(rij)
WL-∫-

W,-‡ 長 i)隼 rij)

(1-4)

(1-5)

となる｡WIはWレ J,Wpと同じく, dの関数として min･をもづ｡ 又パラメーター

の与え方によっては,WIはWレ J,Wp ともよく似かよった形をとることが出来る｡

事実,Wの比容積Ⅴについての-,二階微分が圧力,圧縮率に関連するから,任意めd

でエネルギー,圧力,圧縮率をLe-ar°-JonleS(dr¢p)a)それらと一致 させるよう

に,パラメーター n,C,αを決めることにすれば,部分的なdの領域毎に (1-3)～

(1-5)は一致するO(少くとも2階の微係数までは )

こうして得 られた n,C,αはもはや定数ではな く, dの値に依存するようになるだ

ろうから,厳密には,エネルギーの微分 (dに関する )を計算するとき,パラメーター

自身の微分も考慮 しなければならない｡しかしここでは,それを無視 した｡ (-これ は

iterationprocessの第 1段階で切ったことに相当する｡)

このように,一般の与えられた相互作用 をもっ系のマクロな性質を理想三相モデルで

近似 して理解 しようとする立掛 ま剛体球モデルによるそれ 9)～ 12) と類似であり, いわ

ばその拡張である｡ところで剛体球モデルが理想物質としてよく用いられる理由は,モ

デルの簡潔さはいうまでもないが, Alder達の計算機シミュレーションによる精力的な

研究 13)によって, 状態方程式をはじめ,分布関数,拡散,粘性等実に広範囲にわたっ

てこのモデルが調べ上げられたことにあるように思える｡しかし,剛体球モデルは現実

の物質からはあまりにも理想化されすぎているように思えるし,最近 Hoove,達 14)～ 15)

によって soft-Coremodelの計算機実験が行われ,状態方程式,その他が調べられた

こと,又我々によっで拡散係数等 Dynamicalな性質も調べられている16) こと等 から-

いって,より現実的 と思われ soft-Coremodelを現実の物質を理解する出発点とし

てとる方が好ましいと思 う｡

このような立場の一環 として,ここでは,先にのべた方法を用いて, §2ではLennard

-Jonesポテンシァルを相互作用ケこもっ系の referencesystem としての理想三相モ

デルを, §3では,擬ポテンシァル理論に基づく(イオン)+(電子)系の reference

system としての理想三相モデルを調べる｡最後に §4では, §2, 3で得 られた結果

を考察する｡又擬ポテンシァル ･モデルの実際の金属-の適用の限界についても簡単に
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触れる｡

§2. Lennard-Jonessystem と idealthree-phasemodel

先ず最初にこの節では,非金属物質に対 してよく用いられるLermard-Jonesポ テン

シァルを相互作用にもっ系をとり上げ, §1でのべた方法から, それに "等価〝 な理想

三相モデルを求める｡

(1-2)を(1-4)に代入すると,

α 6

wL一,-2ElC12(‡)12-C6(甘 ) ]
(2-1)

を得る｡ここに C12,C6は正の定数で,結晶構造が fccのとき次式によって与えられ

る｡17)

C12- 12･13, C6- 14･45

各々の系の圧力 Pi(iニト J,Ⅰ),圧縮率 Biは次式によって定義される｡

∂Wi Pi∂W i

Pi--- -I--∂v 3d2∂d

∂pi d ∂Pi-- =ー-
∂v 3 ∂d

(i-Ⅰ,L-∫)

(2-2)

(2-3)

(2-4)

(1-3),(2-1),.(2-3),(2-4)から,Lennard-Jonessystem に "等価〝(近

似的にである｡以下この言葉はこの意味で用いる｡) な理想三相モデルの三つのパラメ

ーターは任意のdに対 して次式で与えられる｡

2Ⅹ~6†C.2Ⅹ-6-C6ト ーAx~3+Tx~n

12Ⅹ~7 ‡C6-2C12Ⅹ~6i-3Ax-4-nTx~n-1

ただし,

(2-5)

(2-6)

12Ⅹ~8 卜 7C6+26C12Ⅹ~6ト ー 12Ax~5+n(n+Ll)Tx~nd2 (2-7)
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Ⅹ-d/α

A-47EdPi/8g3

T-CCn/2EOn

である｡ (2-5)⊥(2-7)の解 は容易に求 ま り,

n-6十 18/‡3-(C6/C12)Ⅹ6 )

I.-6tC6Ⅹn-6-3C12Ⅹn~12才/(3-m)

(2--8)

(2-9)

(2-10)

A-2†(6-n)C6Ⅹ~3-(12-n)C12Ⅹ~9)/ (3-n) (2-ll)

となる｡この内最 も興味の&,るパラメーター nについて少 し詳 しく論ず る｡ (2-9)

の nの値 をⅩ(-d/0)の関数 としてプロットす ると第 1図のようになる｡ 図中に示 さ

れている ⅩO, Ⅹ1は (2-1)のWL-Jが min･及び node をもっ ところの値である｡

(2-2)の値 を用い ると,それ らは,それぞれ

E i

/

/

Ⅹ1 1 Ⅹo x

図 1 Lemard-Jonesポテンシァル (6-12) 吃 "等価 〝 な理想三相モ

デルの 'Lの値｡ "等価〝の意味については本文参照｡
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Ⅹ0- 6

-0.971

- 1.09

(2-12)

によって与えられる｡今 P≧0だからⅩ≦ Ⅹ｡であ り, それ程高くない圧力領域を考え

ると,ⅩはⅩOとそれ程違わないから 15≦ nS 24 位 となる｡このように nの値は

Ⅹの値に若干依存するので,これ以上詳 しい議論をする場合にはパラメーターのⅤに関

する微分を考慮する必要が生じる｡ここではこれ以上立入らないことにして,ここで得

られた TLの値は,以前に不活性ガス物質の融解及び, OoK の固体の実測値から解析 し

て得られた値とほぼ一致しているということのみを記するにとどめる｡

§3. 擬ポテンシァル理論に基づいた (電子 )+(イオン)系と理想三相モデル

最近,金属内の電子-イオン間に働 く相互作用 を擬ポテンシァル (モデル ポテンシ

ァル )として取 り扱 う方法が成功を納めているようである｡それによると,摂動論の2

次まで考慮すると, (電子 )+(イオン)系の全エネルギー Wpは (-原子当 り)

wp-zu｡l+昔Z紬 )+uMa｡十 uBS (3-1)

となる｡ただしZは価竜で, uelは1電子当 りの電子ガスのエネルギーであって,ここ

2.21
では, Nozieres-Pinesの公式 ue1-- 一 旦919二(o･115-0･031伽 rs)

r㌔ rs

を用いた｡但 しrsは数密度 β(-昔 ),価電Zを用いて,号 r㌔-(βZ)~1 によ-て

定義されている｡又 uMad,uBSはそれぞれ Madelungエネルギー,バン ド･エネル

ギーといわれているものであって次式で定義される｡

uMad一 誌 q罠. 諾 島 etq'(Ri-Rj)
(3-2)

q2
uBS -孟 島 前 訂 忘 -1lfvi(q,f2∑e叶 (RiqRj) (3-3)i,j

ここに, vi(q)は電子-イオン間に働 く擬ポテンシァルのFourier変換,β(q)はそれを
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vi(q,ニー等 + p(q,

用いて,

(3-4)

で定義される｡擬ポテンシァル vi毎 を第 1原理から導 くことは一般に容易 ではないの

で,それに対 しては,モデルポテンシァルがよく用いられる｡ここではAshcroft8)の

emptycore

vi(q,--′晋 -cosqr｡
(3-5)

(3-3)式にあらわれる E(q)は電子 ガスの Screening･functionといわれるもので,

それに対 しては多 くの計算があるが,ここでをまKleinmanの公式 9)を用いた｡(3-1)

-(3-3)からWpはイオンの配置によらない部分 (Woとする )とイオンの配置 に よ

る部分 (Wsとする )から成 り立ってい草ことが分る｡従って

Wp-Wo+ Ws (3-6)

とかける｡イオン-イオン間の有効対ポテンシァルを ¢p(Rij)とすると,Wsを用い

て

ws-去 i罠j¢p(Rij) (3-7'

によって定義される｡ここでは ¢p自身についての議論は行わない｡

ところで (3-1)を(3-6)のように2つの部分に分けるときに任意性が生 じる｡

Stroud-Ashcroftはそれ らを

w o-zuel+ 言 zp(0,･‡ 真 ｡浅 †去 - 1I lvi(d 12 (3-8)

ws-uMad+去q罠.#V†去- 1= vi,q,l2i- 'q o'R i- Rj)(3-ら)i≒j

と選んでいる｡一方 Hasegawa-Watabeは (3-9)のqについての和を q-0も含め

- 35 6 -



樋渡保 秋

るよう にWsを定義 し,その結果

wo-zuel.言 zp(o)+‡ a .諾 †志 → = vi(q,.2

-等 qpin.[筈 +意 †去-1= vi(引 2 ]

(3-10)

ws-古 君 [晋 十孟 t志 - = vi(q,'2] ∑ eiqòRi~Rj)
iキj (3-ll)

とと-ている｡二つの定義による違いは,Qpqこついては無視出来る程小さい(～0(喜))

が,Wsについては大きい｡ここでは両方の定義 を用いて話 をすすめる｡

さて (3-1)に等価な理想三相モデルを考える｡そのや り方は §2 の場合と同じであ

るが,今の場合は,イオンの配置によらない項 W｡がある点だけが, §2の場合 と異 っ

ている｡そこで一つの方法は,イオンの配置による部分 Wsとイオンの配置によらない

部分 W｡とを別個に取 り扱 う方法である｡そ してイオンの配置による部分は §2と全 く

同 じ方法を用い,イオンの配置によらない部分は,理想三相モデルのわ く内では,その

性格からして,W0--4方aovllとお くことにする｡Wsから,部分的な圧力 Ps,圧

縮率 Bsを次式 で定義する｡

Pi ∂Ws
Ps ニー- -3d2 ∂d

d ∂Ps
Bs= 了 ∂d

(3-12)

(3-13)

§3と同じようにして,理想三相モデルのパラメーター n,C,a を次式から求めるこ

とにする｡

ws -ユ ccnd-n-4花αsvl12

psニー4万asv-2+也 ,-1d-n6

Bsニー8符asv~2-!
l

n(n+3)CCn

18

- 3 57 -
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(3-14)

(3-15)

(3-16)
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α-αo+ αS (3-17)

ws,ps,Bsを既知の量 とすれば, a,C,asは (3-14)-(3-16)から,

n- (Bs-2Ps)/(Ps/3-Ⅴ~1ws/3) (3←18)

ccn- (2Ws+8万asv~1)d℡n (3-19)

αS-((n+3)Ps/3-Bsi/4万,-2†2-(n+3)/3i (3-20)

によって与えられる｡又先の定義から

α.ニーvw｡/47T

α-αS十 αo

(3-21)

(3-22)

である｡ (3-5)の rcとして第 1表の値 20)を用い,又 紬 )としては (3-4), (3-

5)から得 られ る関係 P(o)-4万ZrC2を用いないで, AshcroftandLangreth20)の

行 ったように, stability条件 (p-0)から決 めた値 を用いた｡以上の事 を凧いて,

種 々の rsにおけるWs,Ps,Bs等を計算 し, (3-18)-(3-21)から, n,C,αi

(i-S,0)を求めた｡ 計算の結果は

第 2-8表にまとめた｡pは示された

rsの値に於 ける全圧 (-Po+Ps)で

ある｡尚,表中 Ⅰと記 してあるのが,

Wsに対 して, Hasegawa-Watabe

の定義 を用いて得 られたものであ り,

Ⅰと記 してあるのが,同 じくStr｡ud

-Ashcroftの定義に従 って得 られた

ものである｡これ らの結果 は,擬ポテ

ンシァル理論にもとづいて得 られ る有

効対ポテンシァルが,アルカ リ金属に

対 しては, ソフ トであることを示 して

いる｡ (Ⅰの方 が, ,Lの値は若干大き

いが, ここで取 り扱 った近似の程度か

表 ユ 計算に用 いた rc の値

rca)(a○u.)

Na 1.67 ._

K 2.14

Rb 2.61

Cs 2.93

Zn 1.27p

-.∴ゝ4 1.12

a) From tablelofRef. (20)
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表 2 Na

n 読 (Ry X (a.u.) 3) CCn(Ryx(a.u.)n)

rs (a.u.)P(kbar) i. 正 Ⅰ 廿 Ⅰ 甘

3.93 0 4.5 6.74. 1.3899.68 4.1095.74 0.9514×1032.154×104

3.77 9.8 4.3, 5.9よ 1.6698.65 4.2884.71 0.7943 0.611.4

3.62 25.4 4.15 ･5.36 . 1.9947.72 4.5093.7_5 0.6895 0.2667

3.46 50.0 4.33 4.95. 2.3366.86 4.7732.86 0.6262 0.1542

表 3 K

n aa…(Ry X(a._u.,守 CCn(甲yX(a.甲.)n)A

rs(a.u.) P(kbar) Ⅰ I I R Ⅰ 丑

4.86 0 5.3 9.64, 0.66041~5.6 5.899-ら.08 0.710㌔ 1040.1573×108

i4.66 ∴i 4.6i1 5.0 7.8 0.970214.0 6.088■7.43. 0.4521 0.434㌔106

4.28 24.0 ど巨 6i■ 5.94 1.680ll.2 6.615~4.48 ;0.2492 ×1050.1658

- 3 5 9-
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表 4 Rb

∩ 芸S.(Ry不(a.u.)3) CCn(Ryx(a.u.)n)

rs(a-.u.) P(kbar) Ⅰ. Ⅱ I_Ⅰ 廿 Ⅰ ･.Ⅱ.

5.20 0 5.2 7.37 2.41917.5 8.8209.10 1.345×1-045.79㌔ 105

4.99 ･4.75 4.93 6.46 2.93515.8 9.1907.30 0ー8549 1.024

4.ウ8 12.5 4､.67 -5.8 3.62914.2 9.6835.64 0.5675 0.2983

4二57 25.1 4.4 5.24 4.57412.7 10.34-4.09. 0_.3963 0.1200

表 5 Cs

n aa… (RyX(a.u.)チ)-CCn(RyX(a.u.)n)-

･rs(a｣u.) P(kbar) Ⅰ 廿 Ⅰ I Ⅰ 甘

5.625 0- 5.3 7.44 2.-93420.8｣ 10.9110.5 2.85㌔ 1041.274×106

5.4-0 3.92 5.03 6.5 3.66018.7 ll.418.40 1.586 0.1896

5.175 10.4 4.74 ■5.8 4.55417.0 12.056.44 0.9804 0.05180

4.9p5 20.8 4.47 5.25 5.81415.3 12.93-4.63 0.6385 0.01945
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表 6 Zn

n pad:(Ryx(a.u.n CCn(RyX(a.u.)∩)

rs(a;-u.)P(kbar) Ⅰ 甘 Ⅰ Ⅱ ド ∬

2.31 0 9.9 8.9 -0.762516.2 8..455L7.15° 0.9446×1060.284㌔ 106

2.30 6.96 9.9 8.87 -0.7782_16.0 8.4417.00 0.9124 0.2662

表 7 AB

rs(a.u.)P(kbar.) Ⅰ 丑 Ⅰ ∬~ I .__甘

2.074 0 -14.8 18.7 -4.07239.ら 14.5421.3 1.516×10~130.9296×1012

2.057 14.1 -16.1･18..1 -4.10239.0 14,5020.4 0.1804 0.3245

2.049 21.7 -16.7 17.8 -4.11758.6 14.4920.0 0.065_25 0.2009
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表 8 Pb

n aa言(甲yX(a.u.)3) CCn(Ryx(a.u.)n)

Irs(a.-u.)!P(kbar)11 Ⅰ .甘 Ⅰ Ⅱ _Ⅰ 亜~

i2.30 io -0.123 IIi-ll.54｢1.70!122 24.3983.7 0.4513 -0.01220

2.29 3.7 -0.152 -1.79i-ll.57120i 24.3782.5 0.4187 0.009983

2.285 7.5.-0._183 -1..885 -ll.61119 24.3581.1 0.3866 0.008058

2.276 ll.5 -0｣2165 1-ll.64-1.986i 118 24.3479二8 -0.3554 0.006429

らいって,このことは問題にしない｡又 Znは非金属 とアルカリ金属の中間的なやわら

かさを示 している｡一方ABについては, Ⅰの結果は,非金属 とほぼ同 じnの値を示 し

ているが, liquidrange,融解に際しての体積変化率,エントロピー変化の大きさ等

多 くの点でABはアルカリ金属にむしろ近い｡又,ACの 1の結.1g=及びPbの結果 (Ⅰ,.

Ⅰ)はパラメーターの値が負になっていて物理的でない｡従って,又前に得 られた結果

2)- 3)からいってもこれらの金属に対 して理想三相モデルは単純なや り方では reference

systemとして不適当である｡-(このような多価金属に対 しては,擬ポテンシァルの方法

自身もあまり良 くないことも考えられる｡ §4にこのことについて少 し触れる｡)

§4. まとめ

§2,§3で得 られた結果から,次のことが結論される｡即ち,Lemard-Jones系は,

かたい斥力部分 をもった理想三相モデルが,一方擬ポテンシァル ･モデノレの系 (アルカ

リ金属 )紘,やわらかい理想三相モデルが相当 している｡ Znはその中間にある｡ (C

は他のパラメーターに比べて rsの値による依存が強い｡ C-8Unとかけ, n の値に非

常に敏感である為である｡) しかしAD,Pbに対 しては適当な理想三相モデルは存在 し

ない｡これらの結論は,我々が不活性ガス及び金属の実測値を用いて解析 して得 られた
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ことと,ほぼ同一である｡2)～ 3) と ころで, §3 でイオンの配置による部分 と,よらな

い部分とを別個に取 り扱ったが,それは一つには,イオンの配置によらない項 (っまり

電子の項 )をKacポテンシァルで近似 した場合,その α｡の体積の依存のしかたが,イ

オンの配置による部分を (soft-core)+(一Kacポテンシァル )で近似 したときのパラ

メーター n,C,αSの体積の依存のしかたよりも大きいのではなかろうかと考えたから

であった｡ しかし結果は必ず しもそうはなっていない｡従ってその意味では,この分離

は本質的ではないようである｡

最後に,擬ポテンシァル ･モデルが現実の簡単な金属に対 して, どの程度良いモデル

であるかを, T-0の状態に限って若干 しらべてみよう｡簡単な金属について,凝集エ

ネル専一,圧縮率の計算値 と実験値とを第 9表に示す｡ (P=±0)又第 2-7図に状態

方程式 (T-0)を示す｡実線は計算値である｡ o印はBridgmanの実卿値 21) である

が,文献 (7)の図から読みとった値も用いてある｡図 2の点線は, shockwaveの実験

データで,文献 (7)の図から読みと/T3た｡ 2-7図から見る限 り,擬ポテンシァルの方

法は,アルカT)金属,Znについては非常に良 く,AD,Pb等の多価金属に対 してはあ

ま り良くないことが分る｡

表 9 基底エネルギーと圧縮率 (p-0)の計算値と実験値の比較

-(Ry/ion) (KBar)

Wp 実験値 a) ･Bp -実験値b)

Na -0.463 -0.460 63P.5 64.1

氏 -0.383 -0.390 29.1_ 28.6

Rb 一一0.359 -0.366 29.4 -

Cs -0.336 -0.345 24.0 1

Zn -1.857 -2.10 542 588

AD T4.01 -4.14 536 714

Pbt -6.48 -7.16 321 l 435

a) From table甘ofRef.(20)

b) From tablel.2 0fphysicsofmetalsedotw

Ziman(Cambridge,1969),p.44.
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図 7

本研究に際 して,有意義な議論をして下さいました松田先生に深 く感謝致 します｡又

計算機 プログラムの一部をお貸 し下さいました小川泰氏にお礼申し上げます.
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