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乱流又は高密度プラズマの理論

東大 ･琴 ･物理 一 丸 節 夫

プラズマが熱平衡野態から大きくずれて,ある集団運動のモー ドが不安定条件に近づ

いた場合.それに伴 -て,プラズマ中のゆらぎが非常FLT大きくなる｡これは,プラズマ

における臨界揺動の現象で.ある｡1) さらに不安定領域に入ると,プラズマは乱流状態に

なる｡これは,熱平衡状態に近い静かなプラズマとは質的に異-た状態であるo物理量

のゆらぎは,熱的ゆらぎで代蓉されるような微視的な強さではなく,巨視的な世界で問

題 となるような強さをもつようになる｡2,3) 強さのみでなく,ゆらぎの相関距離 もデバ

イ長 ID より充分大きな尺度が問題 となるOこのように,乱流プラズマでは･物理量間

の相関が巨視的なスケールで存続するような状態を,取扱 うことになるO

4- 6)

荷電粒子系で,､強い相関の取扱いが重要になる別の例 として.高密度 プラズマがある｡

いま,温度Tで熱平衡状態にある密度 nの古典的な電子系 を考えるo平均の空間電荷 は

中和されているとするO系中の東 関エわ レギーと運動エわ レギーの比は,プラズマ ･パ

ラメータ 8-(4打n)y2｡3(kBT)~3/2i;h評価 される. 通常の高温低密度のプラズマ

では Eくく 1で ,相関の効果はあまり重要でないOしかるに,密度が高 くなりe>～1

になると,相関エネ/レギーと運動エネルギーがほぼ同じ大きさをもっようになる｡そ し

て, e･=10で熱力学的な不安定性がおこ｡,系の等温圧縮率が発散する.6)Eがこの

臨界値をこえると,系は液相 と固相に分離するものと予期 され る｡

このように､乱流状態にあるプラズマや高密度の電子系を理論的に正 しく取扱 うため

には,系に固有の強い相関を理論の枠組の中に組込むことが必要 となる｡この観点にた

-て展開された乱流又は高密度プラズマの理論を,以下に概説するO

ト 乱流プラズマの基礎理論

(1) 階級方程式 を基礎 として強い相関を繰込んだ荷電粒子系の動的理論

Bogoliubov-B｡rムーGreen-Kirkw｡od-Yvon(BBGKY) の階級方程式から出

発 して,プラズマの密度揺動について,そのスペク トル函数を決定する理論を考えるo

前述のように,乱流プラズマの特徴 は,巨視的スケールで存続する相関にあるので,
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R｡st｡k｡r-R｡senbluth の流体的極限にうつ りて)8→ 0 をと-て差 しつかえない｡

まず･ S体の分布函数 fs(1,-,S)を

S

fs (1･ .･･ ･ S )- .1I F ( i )1=1

のように,一体の分布函数 fl(1)≡F(い の積で表現する取扱いを考えるo (数字は,

対応する粒子の位相空間での座標 を表す｡)周知のように,この場合 ,BB(iKY の階

級方程式は,Fに関するVlasov方程式に帰着する｡Vlasov 方程式は単一粒子の伝

播子 (single-particlepropagator)を記述するが,その非線型項の存在により,

軌道修正の効果が現われ 8) それ を通 じて,集団運動の振動数や寿命に影響 を与える｡

この取扱いでは.試電荷 としてとりあげた単一粒子が.ある与えられた乱流場の中でど

のように振舞 うかは記述 さ.れているが,試電荷 を取上げた行為そのものが.ゆらぎの場

に影響 を与える可能性は考慮されていないO

次に,二体相聞の繰込みを考える｡二体の相関函数 G(1,2)をー

f2 (1･2)-F(1)F(2)+ G(1･2)

で定義 し.多体の分布函数を

G(i,S+1)

i=l F(i)F(S+i)

S

fs十1(1･-,S+1)- fs(1,-,S)F(S+1)〟 (1+

で構成する｡この表式により,BB(iKY の2番 目の方程式に現われる重要な効果は,

相関による二粒子間相互作用の修正である02)す なわち･クーロン相互作用 帰 r)-

e2/r が ,

F(1)F(2)
∂

両 rr'1-7)- f (1,2)- め ｡7 : r'2E)
2 2 ∂7 0 1

1

できめられる実効的な相互作用 ,少(r) でおきかえられることになるOこの修正は,乱

流プラズマ,高密度プラズマの両方の取扱いに共通 して現われる重要な相関の効果であ

るo上記の修正を別の表現でいい直せば,点電荷間の相互作用が,空間分布をも→た電

荷群の間の相互作用に置換えられていることになる｡ この事情 を.フーリェ成分で表わ
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乱流又は高密度プラズマの理論

す と･.e2- e2t(盲) という置換えに相当するO ここで･

==Eコ=

t(k)-1+‡ 洋 S(㌃盲)

-う
(1)

==】
また,S(k)は系の静的な構造因子で, 波数空間での密度揺動のスペク トルを表わす｡

----ラ
実効相互作用が S(k)を含むので,それによ→てきまる.集 団運動 の振動数や寿命 も

=E ==Eコ
S(k) の汎函数 となる｡乱流状態ではS(k), したが-1て相互作用が大きく変化 し,

それらを通 じて不安定な集団運動が安定化され有限の寿命をとることが期待される｡ こ

れが e2-の相関効果の繰込みによる安定な乱流状態の記述の基礎概念である｡

上記の考えに基ずいて,BBGKYの第 2方程式 を解 くと

S(i) - .r- sHk,a;良)
(2)

-… JK～(首,a';S)J2

なる積分方程式が得 られる㌔)ここで

言(盲,W;S)I- .ld了f(了)机 a'-五･了)
→

+∑br言,3,Q')sr言一言)S(q)
EE
q

は乱流の発生源を表わすスペク トル函数 ,f(了)は速度分布函数 また b(首,?,W)
m =E

は非線型の結合係数である｡ K(k'W;S)は,乱流プラズマの実効的な誘電応答函数

を表わす｡この方程式は.乱流プラズマのみならず,静かなプラズマについても正確 な

スペク ト′レ函数の表式 を与えてお り,熱平衡状態では揺動散逸定理そのものである｡
m ⊆⊇コ

この積分方程式は,多 くの重要な物理内容を含んでいる｡まずその形から,Krk,

W;S)- 0は , 乱流プラズマ中の集団運動の分散式 を与えていることがわかる｡この

波動について,非線型結合の効果を含めて.その生成消滅を記述する式 を, (2)式か ら

導 くことができる.種々のプラズマの状態について,それぞれゆらぎの強 さや相関C1持

続時間を評価 し,'また系のサイズに依存する効果などを記述することができる｡これ ら

についての詳細は,文献 2と3にゆずる｡

(2) Universal spectrum の理論
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乱流理論 としては,上述のような微視的な取扱いに基ず くものの外に,もう･一つの流

れがある.それは,粘性流体の乱流群論 で特 に目ざましい発展 をとげたもので,Ko卜

mogorov的な次元解析に基ず くuniversal spectrum の理論であるo いま系の振

舞いに特徴的な長さ r と r があり, r1-くく r2 である場合 を考えるQ流体の場合 l1 2

rは分子間粘性による渦運動の熱化に有 効な長さ･ r2は巨視的な特性長であるoその1

比はレイ ノ′レズ数に対応するoその2つの特性長の間で･ rl≪ r≪ r2 を満足す

るような領域で r- αr なる変換を行 うoこれに伴い.系の物理量 も同様の相似変換

が行 なわれたとし･ r ≪ αr≪ r2 である限 り.系の振舞を記述する方程式が･そ1

のような相似変換に対 して不変であることを要請する｡いいかえると, r ≪ r≪1

r2･での自己相似解 (sel卜 similarsolution) を求 める作業に対応 し･二次の相

転移の理論での scaling-law hypothesis と等価の考えであるo

プラズマの場合に, r としてデバイ長 ･ r2 としてク-ロン衝突による平均自由行程1

をとる｡ この比はプラズマ ･パラメータ Eであり, e≪ 1 の場合は, 上記の条件 を

満足する.そこで, r << r≪ r なる尺度 について ,BBGKY 方程式の相似解か
1 3,9,105

ら,ゆらぎゃ相関を解析する｡

熱平衡に近い静かなプラズマでは,二体相関は一体分布の積に比べてEのオーダーだ

け小さな倍をとり,三体相関はさらに82倍 だけ小 さい という順序づけがなりたっ｡こ

れを基に した BBGKY方程式の相似解は,ゆらぎの波数空間でのエネル,ギー ･スペク

トルについて,ど- ～- <(1/2)mv2>=kB T を与えるoこれは･等分配 則 にはk
かならない｡

強 く乱れたプラズマについては.上記のような順序づげはなりたたないO実際,二体

三体等多体の相関函数のすべてが,一体の分布函数 とEの桁値で同等の値 をとることが.

そのような乱流プラズマの特質であるQ したが-1て,BBGKY方程式の相似解 を求め

るにあた-ても,この新 しい枠組の中で解析 さかねばならないoその結果は

e宕 - n<与m v2 >k~3 y(kl, ,cosx;{Z,) (3)

--一-÷
ここで,y は無次元函数 ,x は系の非等方性を表わす軸 と kのなす角 ,また izlは

E を除く系の無次元パ ラメータの集合であるO

いま粘性流体の慣性領域に対応す るものとして ･ }D→ 0 をとり,その極限でもy

-I26-
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乱流又は高密度プラズマの理論

が有限の値 をとるものとすると,e→ 二 11<(1/2)mvZ>k-3 を得るQしたが→て,
l

k

これが,Kolmogorovスペク トルに対応する,強い乱流状態にある電子 プラズマの

universalspectrum を表わすものと考えられるoこのスペク トル車,Kolmogorov

的な議論 との対応の詳細や,パルサー現象 との関連などについては,文献 9にゆず るQ

(31乱流プラズマ中の輸送現象

乱流状態にあるプラズマ中の輸送現象は,BBGKYの1番 目の方程式を基にして,

解析することができるOそれにより一電気伝導度 ･電子及びイオンの加熱率･拡散係数

3,ll,12)i:た前述の相似則によなどに対する,乱流スペク トルの影響 を定めることができ,

る解析を,輸送係数の評価に応用することもできる｡
3,9)

Ⅱ,高密度プラズマの理論

この場合 ,熱平衡状態に′ある電子系における強い相関の繰込み理論 を取扱 うことにな

る｡前述のように,二体の相互作用が∴実効的に t(klで修正 をうけ,それ を通 じて ,

誘電応答函数が形状因子S(k)に依存する｡ したが-て,この衷式 を揺動散逸定理 と組

合せると,

もk2 ハ-
S(kl ニ ー

87T2ne2'1-
.rdくりCOth(

もW ､ T 1

2kBT′川 ~ K(k,u;S)
(4)

という形の.S(k)に関する self-consistent equationが得 られるo Hubbard
13)

や Singwi一派 14)は･この方式によ｡,金属中の電子系について解析 を行い,従来 の

RPAから有意義に改良された結果を得たo Lかし,この方式 を古典系に適用 した場合 ,

既知の正確な解析結果 を再現 しないなど.重要な難点が見出されたQ以下では,そのよ

うな難点についても改良された琴論の内容 を概説するO

(11電子液体の誘電応答函数

BB､GKYの2番 目の方程式を考える｡これは二体相関を決定する方程式であ り,そ

の形式解 を見出すのは容易である｡その解は,三体の相関函数 を含むが,それが二体相

関の組合せで書けるならば,結果として得 られる式は,二体相関を定める式になる｡ し

たが --て,熱平衡状態では,この式は (4′)式 と等価 のものでなければならず .この事
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を利用 して.BBGKY方程式の解から,誘電応答函数を決定することができる.

三体の相関函数 を,二体相関の組合せで表現するのに,0/Neilと Rostokerの解

析結果 を利用する｡15)彼等はプラズマ ･パラメータの展開について,最低次の三体相関

の形 を計算 した｡それに基ずき,三体 の位置相関が

h(777)- g(71,72)g(77)+9(72,73)g(73,-r'1)1I 2I 3 2I3

+9(77)#(77)+n･F'd7g(71,74)グ(72,J74)グ(77)3I 1 1I 2 4 3I4 I

なる形で,二体の位置相関 ダ(了て)で表わされ るもの とす るOそg)結果 ,誘電応答1I2

K(k,aJ;S)- 1-

函数 は,

め(klI(k,a))

11¢(k)W(k)I(k,aJ)

ときまる｡ここで

¢(k1- 47Te2/k2

x(k,a')-一旦 .rd了
は価

1
W(k1--∑

n __う

->-->k.q
2

q q

1 → ∂f

W一五･∇ ∂マ

S(ql〔sr戊一石l)-1〕

(5)

(21熱力学的諸件質の検討

誘電応答函数 (5) を.揺動散逸定理 と組合わせることによ り, S(k)に関する積分

方程式が得られるOこの方程式を, e展開により解析的にとくことにより,次のことが

わか る｡

川 相関耳ネルギーについて.既知の解析結果16)を厳密に再現す る｡ したが→て,

熱力学的 に計算され る等温音速 も,E展開の同じ次数 まで正確に与えられ る｡

(ii)圧縮率の総和則によ り,S(k)の k- 0の振舞か らきまる等温音速は,上記の

熱力学的音速 と, 82eneの項まで一致する｡

これ らの一致点は,これまでの他の理論にはみ られなか→た改良にな-ている｡それ

-I28-
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で次に,e展開によらず,e>～1の領域を含めて.積分方程式 を直接数値的に解 くこと

を試みる. 計算は e≦10 の領域で行なわれ,次のことがさらにわか るQ

(舶 相関エネルギーの倍は,Br｡sh等によるM｡nt｡.C｡rl｡計算 の結果 とチ7)罪

常によく-致する｡相関函数についても,同様の一致がみ られ ,短距離相関の振舞いも,

他の理論 と比べて,大きな改良にな-ているO

伸 e= 10で等温音速の二乗が零にな り,熱力学的不安定性があらわれる｡それ

に附随 して,Orn?tein-ZJernike型の臨界揺動や相分離が予知 されるo

(31非理想プラズマのkineticequation

プラズマの衝突項 として周知の Balescu-Lenard の式は,Boltzmann の衝突

項などと同様に,系の運動エネルギーを一つの保存量とする形にな-,ている.高密度 プ

ラズマでは,相関エネルギーの効果が重要性 を増すので,そ､のような非理想プラズマに

ついて,従来の Kineticequationを再検討す る必要がある｡この間題についても,

最近,理論面での進展がみられている｡
18,19)
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フォ ノンの非線形相互作用

日電中研 中 村 紀 -

§1 序 論

伝導電子の ドリフ ト速度が音速 を超えるとき起 るフォノンの増幅現象は CdS や

GaAs､のような圧電性半導体で観測 される｡増幅は波動ベ ク トルが ドリフ ト速度のま

わ り約 100の狭いチェレンコフ ･コーンの中にあるフォノンで起 り,そのエ桑ルギー

は熱平衡 の 106-108倍になる (第 1図 1上

増幅が更に進むとフォノンの間に強い非線形相互作用が現われ系は熱平衡から大 きく

-Ⅰ30-
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