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シ リ コ ン の 負 膨 張 係 数

京大理 石 田 郁 二

ダイヤモンド構造の半導体に於ける負膨張係数の発見が, D.F.Gibb｡nl)によって

なされて以来,実験的2)3)にも,理論的 4)5)6)にも,多くの研究がなされた｡

これらの異常性は,熱膨張係数 (α)の代 りに,平均化されたGruneis｡｡定数(<γ>)

の温度依存性を議論する方が,便利である｡というの払 熱膨張係数 (a),等温圧縮率

(〟),定積比熱 (Cv),系の体積 (V)を使 うと,

く γ>-
α `Ⅴ

(Ill ･̂

中

( 1･1 )

なる関係があり, しかも, Cv,V, Kが,全温度領域で正値なので,aの符号は,直ち

に,<γ>の符号と解釈できるからである｡

そこで, R･H･Call達2).の測定 した<γ>の温度依存性 を, Debye温度 (♂)ではか

って, SiとGeの<γ>-T/@関係 を示 したものが,第一図であるO

<γ>
-

Ge

一lIl一 Si

Il一lIl.ヽl

＼＼ /

l㌔/
＼

0･0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

図 1 平均化されたGruneien定数 (2)osi-650oK,OG｡-375oK
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石田郁二

この実験の定性的な議論を, quasi-harmonic近似で行 うと,平均化されたGnmei-

sen定数は,

; rj(q)･(紬 j(q)/2kBT)2･tsinh(輿 (q)/2kBT))I2
<γ>- 6

∑
ウ

= (Bwi(p)/2kkT)一･恒 j(q)/2kBT))-2

(1･2)

j=1q J- AI J ▲r' l'''

として求められるo但 し, a'i(q)は,分技 j,波数 qの固有振動数であり,固有振動数

のGruneisen定数は, ､

rj(q)=
dlna'j(q)

dlnLl (1･3)

として定義され,iTlは,単位胞の体積である｡

(1･1)式は, rj(q)を除く全ての量が正であるから,<γ>が,定まった温度領域で,

負になるために,少 くとも,いくつかの規準振動数のGr皿eisen定数が,次の条件 を満

足しなければならない｡

dαJ(q)

dfl

>0 (1･4)

この条件 を知るために,我々は,まず, Si結晶の規準振動数を,具体的に, 知 らね

ばならない｡最近,R叱Pick達7)は電子 論から出発 した微視的な格子振動論を,半金

属で確立 し,その後, 氏 M.M｡rti㌔)が,この理論を, Si結晶に応用 した｡その要旨

は,電子による遮蔽効果を,すべて,逆誘電率内に押し込めた一般論を作 り,それに基

づいて,いわゆるボンド電荷モデルを導き,振動子の分散関係を計算する｡そうすると

音響型横波振動数の安定化の原因が,ボンド電荷 (Q)にあることが指摘される｡単純な

ボンド電荷モデルに於いては, [1･010]方向のⅩ点での音響型横波振動数(a,TA(X))

は,ボンド電荷 (Q)に比例 し,

a'TA(Ⅹ)-41･17×Q
(×1013S｡｡~1)

(Q=0.1) (1･5)

Qを考慮しなければ,純虚数になるa･TA(Ⅹ)が,これによって安定化することを結論 し

ている｡

この点は, Gruneisen定数を理解する鍵 として,特に,重要である｡というのも,ボン
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シリコンの負膨張係数

ド電荷の体積変化が,熱膨張に際 し,正であれば, γTA(Ⅹ)は:,負になることが示せる

からである｡

この条件は,§3.で確認される結果,<γ>の負温度依存性が,このボンド電荷の体積

変化の正値によって,一部分,理解される｡

そこで,この論文に於いては,この推論に基づいて,ボンド電荷モデルを使って,平

均化されたGn∬肥isen定数を定量的に計算し,かつ, Siの負膨張係数の起源が,音響型

横波振動の安定性に関連したボンド電荷の体積変化の正値によることを示 したい｡これ

を示すのに,次の方法で,計算を進めていくことにする｡

§2･では, Shawポテンシャル効 を使った擬/､ミル トニアンの解 として,等方的なバ

ンドギャップモデルの電子バンド構造を仮定し,そして,fieineJones理論流10) に,

ボンド電荷を適切に導入する近似を行って,ボン ド電荷モデルの断熱ポテンシャルを,

単純金属電子論 と同様に,二次の摂動計算で求める｡

§3.では,格子振動とGnmeisen定数に必要な基本量,(例えば,バンド･ギャップ,

ボンド電荷,並びに,それらの体積変化 )が,数値的に計算される｡

§4.では,ボンド電荷をパラメーターに取って,振動子の分散関係を,数値的に計算

する｡

§5.では,ボンド電荷の体積変化をパラメーターに取って, GIlmeisen定数 を計算 し,

続いて,比熱,及び,平均化されたGrmeisen定数を計算するo

§6.では,負膨張係数の起源を考え,そして,これらの計算結果の結果 を示 して,簡

単な討論 を行 う｡

§2;ボンド電荷モデルによる断熱ポテンシャル

BornOppenheimer近似 1D が,ダイヤモンド構造物質内のイオン電子系に使われる

時,イオン電子系に使われる時,イオンの質量を無限大として計算 した自由エネルギー,

即ち,断熱ポテンシャルが,イオン位置のみの函数として,

F--kBT･1nTrexp(-H/kBT) (2･1)

と,与えられる｡

このノ､ミル トニアンは,余 りに,一般的過ぎるので,まず初めに,次の三つの仮定を
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行 う｡

(1) 内部殻電子は,イオンと共に動 く｡

(2) 内部殻の波動函数は重ならない｡

(3)最外殻電子,即ち,価電子の感ずる電子イオンのクーロン ポテンシャルの代 りに,

shawポテンシャルを使 う｡

これは,イオン芯の半径 (yc)を使 うこと｡

V｡Ii(y)- 務 , 〟< yc

-Ze2
･C

(2･2)

として定義される｡一般に,擬ポテンシャルを使 うと,イオン電荷に対 して,電荷補正

を行なわなければならない12)が, Si結晶の場合,イオン芯の半径が小さいので,その

補正は,無視できる｡㊥ 従って,イオンの質量 (M)を,無限大に取った擬/､ミルトニア

ンは,

H-去 TEaPT2a･ 最 長 ′

(ek≠ 経つ

･Ⅰ与宅
(t≠u)

e2

Z2e2

IR (至上R(釦 -∑∑ V｡_i(rT-R(Ke))BHT
(2･3)

として定義される｡第一項は,電子の運動エネルギー｡mが,電子の質量｡PT｡が, t

番目電子の α成分の運動量を表わす｡第二項は,イオンのクーロン相互作用エネルギー

R(Ke)が,第 8番 目単位胞 内の 6番目のイオン位置ベク トル. Z-4が,イオン当 りの

価恵子数を表わす｡第三項は,Shawポテンシャルの電子イオン相互作用エネルギーを

表わす｡最後の項は,電子のクーロン相互作用エネルギー｡ rlが,t番目電子の位置ベ

クトルを表わす｡

つぎに,仮定(4)を行 う｡

(4)T- OoKでの (2･3)式の固有値問題の解 として,いわゆる等方的なバンド ギャ

ップモデルの電子バンド構造 を仮定する013)
一般に,この波動函数は,
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シリコンの負膨張係数

サk(P, - ¢k(r)-寿eikr , 6(k)-諾 <,EF±;g
- ¢k(r)+ ♂(r)

宛F(r)

(IkI<k. ,Ikt2kF- k｡)

㌔
6(k)- eF-育
(k｡<lkl<kF)

eu'- eF･i g

(kF<lkl<2kF- k｡)

(2･4)

(2･5)

(2･6)

として記述 されるo (2･4)式は,波数表示の k｡状態までの電子が,自由電子的である

ことを示 し, (2･5)式は, S･P3共鳴のために,価電子帯の全部 の電子を,自由電子

とみなして定義 したフェルミ エネルギー (eF)を境にして,バンド ギャップ (Eg)那

形成 される時,フェルミ面の低エネルギー側に対応する波動函数であり, (2･6)式は,

その上側に対応する波動函数である｡

(2･5)式の波動函数の空間分布函数の干渉効果を調べると,最近接イオン間の中点

に,空間的に広がったボンド電荷が現れる｡これを第 e番 目単位胞内のk番 目イオンに

属するp番目のボンド電荷の位置ベク トル (rkeP)上に,点電荷 (ZILJ)10)が局在 してい

ると,HeineJonesは考えたが,ここでは,さらに,次の仮定(5)を行 う｡

(5)(2･5)式のエネルギー状態にある電子が,全て,点電荷 (Q)を構成する｡即ち,

kE=k:(olLr)+ b･･(P,)･(¢k(r,+ b(P,)- ∑ Q机 - rkeP,eA:I)

と仮定 し,このボンド電荷 と,HeineJonesのボンド電荷は,

Zly = 2Q=
V;(Gill)･Veff(G22.)･nea(EF)

8√Fte(Gll.)- e(G｡｡1))

veff(G 220)-- V*a(G220)-

V芸(Glll)-
･｡(Glll)

eH(Gill)
<0

Ⅴ*a(Glll)2

>0

E(G llO)- E (Gool)
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石田郁二

n…(EF)-
3Z 6

2eF eF

Eg=2IVeff(G22.)I

(2･11)

(2･12)

の関係で結ばれていると仮定する｡

ここで使った記号E3:,HeineJones理論 と同一であるoVeff(G220)紘, S･P3共鳴で,

バンドキャップを形成するための有効ポテンシャルであり,V*a(Glll)は,孤立原子を

遮蔽 した Shawポテンシャルの逆格子ベクトル点 (Glll-普 (1･1･1)のフー リエ成分

であり, eH(Gill)は,Hubbard近似の誘電率であり, nSい F)払 イオン当 りに換

算された電子のフェルミ面密度である｡

仮定(4)と(5)を使 うと, T= OoKで,価電子帯に占められた電子の空間分布函数は,

p.(r)-謹言F'k(r,F,(P,

-Ek=:¢'k(r) ¢k(r)+∑Qq(H kCp)CkP
(2･13)

として計算 される結果,価電子帯の電子は,ボン ド電荷を形成するための電子と,自由

電子部分とに,完全に,分離 したことになる｡

従って,イオン当 りの自由電子は,

Z*- Z- 4Q (2･14)

であり,イオン当 りのボンド電荷量は, 4Qなので,イオン当 りの電子数は, Zとなる

から,イオン セル(n a)内では,電荷の中和条件がみたされていると知 られる｡

そこで,上の五つの仮定を使って, (2･1)式の断熱ポテンシャルを以下で計算する

ことにしょう｡

第二量子化表現を行なった系内の電子状態は, (2･4)- (2･6)式の波動函数 を使

うと,

め(r)-i:kakWk(r) (ak ; 消滅演算子 )
(2･15)

として表わせるから, (2･3)式の擬ノ､ミル トニアンは,容易に,第二量子化される｡
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シ リコンの負膨張係数

(2･13)式の電子密度の対角成分から,ボンド電荷 を通じての相互作用が,′､ミル トニ

アン内に現われる結果,断熱ポテンシャルは,

F- Ft- Ⅰ + Fト B + FB-B+ FBand + F + Flg
(2･16)

くさ

としてまとめれる｡ (2･16)式内の各構成要素は,次のようにして計算 される｡

FH , FI-B,とFB-Bのそれぞれは,イオン間,イオンボンド間,及び,ボン ド

間のクーロン相互作用エネルギーであり,これらのエネルギ一札 -様な電子雲内にひ

たったイオン電荷 とボンド電荷の電荷間に働 く静電気的なクーロン相互作用エネルギー

と考えて, Fucksの方法 15)で計算する｡

FBandは,バンド構造エネルギーであり,これは,単純金属の電子論での取 り扱い方

と同じ方法で,電子間に働 くクーロン相互作用を通じての自由電子密度のゆらぎを自a

無撞着に考慮すると,遮蔽 された有効電子イオン相互作用が,ハ ミル トニアン内に現わ

れるから,これを二次の摂動論 16) で計算する.

Fgは, 電子ガスエネルギー17) であり,これは,電子の運動エネルギー,交換エネ

ルギー及び,高次の相関エネルギーである｡

Flは, 擬ハミル トニアン内の静電的なクーロン相互作用内に, Shawポテンシャル

の相互作用 と考えて Fuchsの方法で計算したために生 じる補正エネルギーである｡

これらの詳 しい計算の仕方は,AppendiiA で示すことにして, (2･16)ポテンシャ

ルの各構成要素の結果を,以下に示す｡

(i) イオン間のクーロン相互作用エネルギー

FI-Ⅰ -‡長｡vi-i(P)･exp巨 P2/472, ･lS(P)I2

+⊥ ∑ ∑
2 伽 Od

(伽 ≠e′k′)

2N i

Z2e2e,ftqIR(ke)-R(2,I)Ii

R(:)- R(il:)l

符Z2e2 H z2e2

√膏~ 2甲2fla

- 47 1 -
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vi_i(P) - 4芸 等 e 2

S(p)- 烏 exp(iP･R(2,)

(2･18)

(2･19)-

v i-i(P)は,イオン間のクーロンポテンシャルのプー リェ成分o S(P)は,イオン

の構造因子｡ erf(x)払 エラー函数｡ 甲は, Ewaldの方法で計算 したために導入され

た任意パ ラメーターである｡

(ii) イオンボンド間の相互作用エネルギー

FI瑠 = "畠｡ vi-e(P)･se(P)oexp(-p2/472)･IS(P)I2

zQe2･e,ft引R(eK)-,GU,p,日
-∑∑

伽 e紗

+ 一2N t

vi_A(P)ニー

IR(CK)- ,ke,'p,l

8甲ZQe2 4HzQe2

4∬ZQe2
flP2

Sb(P)-4cos(PxTx)･cos(PyTy)･cos(PzTz)

+4isin(PxTx)･sin(P, Ty)･sin(Pz Tz)

a

で= す (1,1･1)

(2･20)

(2･21)

(2･22)

vi-β(P)紘,イオンボンド間のクーロン相互作用の7- リェ成分o Sb(P)は, 単

位胞内のイオンから見たボン ド電荷の構造因子｡ rは,イオンから見たポン ド電荷の位

置ベクトルである｡

QiJ) ボン ド間のクーロン相互作用エネルギー

- 4 72 -



シ リコンの負膨張係数

FB-B 号志 ｡ vb-e(P)･.sc(P).2･ expト P2/472,･.S(p,f2

鳥 屋 puBd

(伽p≠ゼ′dd)

-l Ni

Q2e2erf tで･lrだP-P望'Jd口

)Pと′,-rl:,,′l

4符2(ぎe2,2Hぜe2

√有~ 符2g】｡

v b_ ♂ (P)-

4H Q2e2

fiP2

vb_e(P)紘, ボン ド間のクーロン相互作用のフ- リェ成分である｡

¢漣バンド構造エネルギー

FBand 一号 畠.

e昌 (Pト 1

(1- f*H (P))･ ve_e(P).E*H (P)

× lve-i(P)+ ve-b(P)･sb(P)l2･ iS(P= 2

ve_i(P)-

vb_e(P)-

ve_e(P)-

e*H (P)-1+

-41TZe2sin(rc IP l)

flrcIP

4 ∬ Q e2

叫 P J2

4〝e2

n IPl2

41TZ*C2

fiLl･P2･(%E｡)

lnJ

(I- fL(p,)･ii ･

4k.2-p2 . 2k.+lPl

81PI･k｡ 2k｡-IPI

60-
汽2 ko2

2m Z*- 意 na

- 473-
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k*S2 -

4H e2nea*(eo) 6Hz* C2

f*H(P)-

P2

fla°Eo

2(P2+ ko2+ k*S2)

(2･31)

(2･32)

V｡_i(P)払 Shawポテンシャルのフ- リェ成分o ve-b (P)は, 電子ボンド相互作

用のフ- リェ成分o v｡_｡(P)は,電子用のクーロンポテンシャルのフ- リェ成分o

仮定(5)のために価電子バンド内の自由電子の数が, (2･14)式の制約をうける効果は,

バンド構造エネルギー内に於いて,Hubbard近似の誘電率 (E*H(P))のみに含まれる.

その補正効果が,自由電子の最大エネルギー,及び,原子当りの自由電子数として,(2

･30)式で表わされる｡そして, f;i(P)紘,Hubbard近似に伴なう交換相互作用補正

であり,k*82は,Thomas半径であるo

(漣 電子ガス エネルギー

r｡を,-電子の占める体積の半径 として,

47Cre3 _ f2a
Z*

と定義し, Bohr半径 (aB- 豊 )の 割合 を

rs - r｡/aB

と定義 した無次元量の変数 (rs)を使って,電子ガス エネルギーを求めると

Fg- 2NZ* 1% -

× 13･5× 10-12erg

として計算される｡

Cv)補正エネルギー

Fl = 2N X

0.916

rs
+ 0･062lnrs- 0･096

HrcZ*z c2

3fla
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シリコンの負膨張係数

§3.; ボンド電荷 とそれの体積変化率

格子振動で重要な役割をはたす基本量に,(i)バンドギャップに関連 したボンド電荷が

あり,Gruneisen定数の負温度依存性を解釈する鍵 と考 えられる基本量 として,(ii)ボン

ド電荷の体積変化があるので, Shawポテンシャルを使って,これらの量を,幾分,詳

しく調べてみょう｡

これらの諸量は,ボンド電荷の概念が導入される以前の値なので,この中に含まれる

Hubbardの誘電率は,断熱ポテンシャルで求めた (2･29)式と幾分異なって,次のよう

に,

41IZe2

EH(P)- 1+

H(P)-÷ +

fH (P)-

k㌔ -

flaP2仁子EF)
(ト fH(P))･〟(P) (3･1)

4kF2- p2 , 2 kF+ lP l

81Pl･kF 2 kF+ lPl

P 2

2(P2+kF2+ks2)

67rZe2

Ela･EF

(3･2)

(3･3)

(3･4)

定義される｡

一方, Shawポテンシャルのイオン芯半径は,Heine Abarenl1°Vポテンシャル

(vH.呈(q)8)18)の最小波数 q｡値で, via.)A(q｡)-0の値が一致するように,

,(a)(p)-
- 4汀Ze2sin(rcLPl)

I)arcIPl3

rc= 1･12A

として決められる｡

(3･5)

(3･1)式の誘電率,及び,遮断された孤立イオンの Shawポテンシャルの逆格子点

Glllと022｡での数値 を,表 1に示 しておいたので, (2･12)式のバンドーギャップは,

Eg- 2･56×10~12ergとして求まり, (2･8)式のボン ド電荷は,Q- 0･022として

求まる｡
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表 1; 逆格子点の特殊な点での物理定数 ;

逆格子点 epenn(G)13) eHA(G)12) V*aHA(a)8)18) *Va(G) n志 V'a(G)

Gooo= 0 12.0 (:X:) - 13.3 - 13.3 8.9

l O111 1 0JL.tJ 2.0 l - 3.4 - 2.4 - 1.2

Ep｡m(G)13) ; pennモデルの誘電率, eHA(G); Hubberd近似の誘電率,

Ⅴ*aHA(G)8)18); pe- の誘電率で遮蔽 されたHeine Abarerkovの原子当 ｡の

ポテンシャル (単位 ･10-12erg), V芸(G);遮蔽 された原子当 りの Shaw-ポ

テンシャル (単位 ･10~12erg),f2志 Ⅴ芸(G),･Shaw- ポテンシャルの体積

変化 (単位 ･10~12erg)

次に,ボン ド電荷の体積変化値 を計算するために,それに必要なHubbard近似の誘電

率の体積変化 を調べることにする｡体積変化 を計算する場合,逆格子ベクトル,電子の

運動量,及び,運動エネルギーの体積変化に注意すれば,

n志eH(q+G)十 十

fl

+

〟tq十G)

n志 H(q+G)-

2(q+G･G) fl

3lq+ Gl2 1- fH(q+G)

d

言古 fH(q+G)

志 H(q+G)i･tEH(q+G,- 1) (3･6)

H q+G･G)-Iq+GL2)

6lq+G 12

4k者+Iq+G l2

4kF tq+GI

0 品 fH (q+G)-

2kF+ iq+G 事

2kF- lq+G t
(3･7)

(k呈+ks2)･tlq+G t2-(q+G･G))-o･5k昌Lq+G I2

3 iIq+G L2+k長+ks212
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遮蔽 された孤立原子の Shawポテンシャルの体積依存性は,

O蓋 Ⅴ芸(q+G)-va (q +G,･
*

dlnEH(q+G)

dlnEi

n誌 va (q十G)ニ ー va(q･G)+

fl 0

V｡(q十G)df2
V｡(q+G)

47rZe2 (q+G･G)

3narclq+Gl5

(3･9)

(3･10)

× trc･iq+G lcos(rc･lq+Gl)-3sin(rclq+GD)

とな り,有効なポテンシャルの体積変化は,

o 意 vcff(G22. )- 0 志 va*(G詔｡)'･

･ V 'a(G lll)

とな り, (2･8)式のボン ド電荷の体積変化は,

Q志 Q- 弓 十

として導かれる｡

dlnlveff(G220)

dlnEi

2 v: (Glll )

E(GllO)-e(Gool)

fl d

V*a(Glll) dEl

tn蓋+ti

(3･11)

V*a (Gill))Q

(3･12)

(3･11)式,及び, (3･12)式の値は,表 1の値を使 うと, dlnEg/dlnfl= -

0.14,及び dlnQ/dln= 1.63の数値が得 られる｡ この結果を,表 2に示す｡

表 2; バンドギャップ,ボン ド電荷 とそれ らの体積変化率 ;

Eg=21Veffl dlnEgdlnf} fi _A_也dlnn

理 論 値 2.56 -0.14 0.022 1.63

HeineJonesの雇 o) 6.75 -0.79 0.095 2.69

パラメーター値 0.083 4.74
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パラメータ一倍 ;格子振動及びGrtmeisen定数の計算に使った最適値,(a)バンド

-ギャップの体積変化値 として実験値を使って,HeineJones理論 10)に従って

計算 した値｡

(バンド-ギャップの単位 ; 10-12erg)

Shawポテンシャルを使って計算 したボンド電荷の体積変化値が,正値 として得 られ

た点は, §1の推察通 りなので,Ⅹ点での音響型横波振動のGruneisen定数の負債が,

理論的に予想 される｡しかしながら,表 2を見てわかるように,理論値は,実験値に較

べ,かな りの-だた りがあるから,格子振動の計算には,ボン ド電荷 をパラメーターに

取って,分散関係 を求め,そして, Gruneisen定数の計算には,ボンド電荷 の体積変化

をパラメーターに取って,<γ>を実験 と合わせる方法で,パラメーター の最適値 を決

定する｡

§4; Siの振動子の分散関係

a成分のイオン変位は,RO(望)を,第 8番 目単位胞内の K番目のイオン の平衡位置

ベク トルと定義 してお くと,

｡｡(望)- Ra(ek)- ROa(ek) (4･1)

として定まる｡低温でのこの変位は,十分′トさいので, (2･16)式の自由エネルギーは,

変位の巾展開が行えるから,調和振動子のノ､ミル トニアンは,

H-Fo(RO)+嘉 pa2 (p- ‡ £ 島 [

82F

aR .(f) ∂R p (ke',)

× ua(Bk)･up(S) (4･2)

として定まる｡FoOIO)は,イオンの擬集エネルギーであり, Pa(kC)紘,イオンの α

成分の運動量であり,記号 [〕Oは,イオンの平衡位置の函数を意味する｡

イオン変位のフ一 ･)ェ展開は,α成分の偏向 ea(2)を使 うと,

uα(Ke)- 孟 Zq ea(冒)･exp(iq･RO(KC))

-478-

(4･3)



シリコンの負膨張係数

として表わせるから,ハミル トニアンの運動方程式を解いた後の分散関係を決定する永

年方程式は,

la,2∂ap∂…′- Dap(Kqk,)l- 0

1
Dap(kq′)--NM

卜

/
∑

帥
∑
伽

82 F

EiiiiZ!
/
/
〃Vt<
′しβ

.
求∂ノヽ

qG..α
求∂

]

(4･4)

o･exp[iq･(Flo(Ke)- RO(f;))]

(4･5)
として導かれる｡

(2･16)式の断熱ポテンシャル内の 7は,任意パラメーターなので, 7-00に取ると,

(2･16)式内の実空間部分は,ゼロになる結果, (4･5)式のダイナミカルマ トリック

スは,簡単に,

DapCqk)-意GEt｡Cap (q･G)一志 GEt｡ Cαp(G)(1+exp(iGで)) (4･6)

嘘 Dap｡qk,,-忘QE=｡Cap'q･G)･exp(iGT)

として定まる｡ 断熱ポテンシャル内の波数依存項から生 じる力は,

Cap(q+G)-[vi_i(q+G)+2vi_b(q+G)･sb(G)

+vb-b(q+G)･ ISb(G)I2

E*H(q+G)ll

(1-f*H(q+G))･v e_e(q+G)･E*H(q+G)
Iv｡_i(q+G)

+V｡-b(q+G)･sb(G)I2 ]･(q+G)a･(q+G)p

(4･7)

(4･8)

として求まるから, (4･4) 式の永年方程式が,解けることになる｡

ボンド電荷の値 として, Q- 0.0に取った時の自由電子モデルでの分散曲線 を,第 2

図の実線で示 しておいた｡注意すべき点は, (2･14)式に矛盾 しないように, Z*で計算

しなければいけないことである｡
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叫 1O-､うscc~l) 頃 1013 sc了 ) 叫 IO l'i s(,｡11)

]く(Yluct71､､抑(､- ,rdln;.I(､(d q.I.,L､)

第 2図 ; 自由電子モデルの分散曲線

実線 ; 現在の計算

破線 ; R.M.Martinの結果8)

残線 ; T.Somaの結果 23)

一方,ボン ド電荷の値 として,Q- 0.083に取った時の分散曲線 を,第 3図の実線で

示 しておいた｡
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叫 101tうS｡｡~】) 叫 1O13See-1)

II A 1.0 K ∑
×

Reduced wavec(x,rdinate(q/qm｡x)

第 3図 ; Siの分散曲線

実線 ; 現在のボンド電荷モデルの理論曲線

破線 ; R.帆 Martinの結果

残線 ; T Somaの結果
23)

離散点 ; G.I)ollingの中性子非弾性散乱の実験 22)

双方の図の比較から,音響型横波振動の振動数は,ボン ド電荷の相互作用を考慮 して

初めて安定化する事実がわかる｡

そこで,ダイヤモン ド構造の特性 をふまえて,ボンド電荷が,Ⅹ点での音響型横波振

動の振動数ではたす役割 を物理的に考えてみよう｡
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(a)

第 4図 ; Ⅹ点の音響型横波振動の変位様式

(a) 最近接イオン間に中心力が働 く様子

も) 最近接イオンの斥刀 とボン ドイオン間の引力

fl ;音響型横波振動の変位に対する複元力

K点でのこの音響型横波振動の仕方は,第 4図のように,第 0,1,2番 目イオンからな

る三体イオンのはる面内のボン ド角(0)を変化 させる振動に対応する0第 4図の(a)のよう

に,最近按イオン間に,中心力 としての斥力 (tc)が, 1イオン 及び, 2イオンにはた

らいたとしても,この振動の変位に対する復元力ではないから,この振動は不安定とな

る｡それ故,第 2図中のⅩ点での音響型横波振動数は,純虚数になると解釈 される｡

一方,第 4図の(b)のように,最近接イオン間の中点に,ボンド電荷が置かれ,しかも,

周囲のイオン変位 と関係なく,平衡点に固定されているモデルを考える｡このモデル計

算が,第 3図の結果である｡このモデルに於いて, 1イオγに働 くカ(f)は,イオンボン

ド間に働 く引力 (fB)とイオン間の斥力 (fc)の和として,

t - tc +fB

と定義される｡このカ(I)を,第 0番目イオンと 1番 目イオンを結ぶ動径方向のカ (f〝 )

と,それに垂直な力 (fl)に分割できる｡ この垂直力の方向は:,この音響型横波振動の

変位に対 して,常に,逆向する復元力である｡それ故,第 3図中のⅩ点での音響型横波

振動数は,ボンド電荷があるために,正になると解釈 される｡
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従って,ボン ド電荷,即ち, S･P3共鳴が, Ⅹ点でのはさみ振動に対する復元力 と考

えられるから,ヴァレンスモデルの S･P3共鳴のために生 じるボンド角力,即ち,三体

力は,ボンド電荷モデルに於いて,このボン ド電荷の幾可学的な配置と,ボン ド電荷 自

身がになっているために,ボンド電荷 を通 じての相互作用力を,三体力 と言って良い根

拠が,ここにある｡

以上の議論から,ボンド電荷量を増やすと, T･Aモー ドの振動数は,｣投に,高 くな

る事実が,良 く,理解 される｡しか し, T･Aモー ド以外の振動数は,このボン ド電荷量

の変化に,余 り影響 を受けない点が特徴である｡

だから,ボン ド電荷のQ- 0.083の値は, a Dollingの中性子非弾性散乱から得た

分散曲線 と,なるべ く一致するように決めた最適値である｡ この値は,HeineJones

の計算 した表 2中のQHJ-0･095倍に近い値が得 られ,従来の理論値 と矛盾しないこと

がわかる｡

唯,実験と不一致な点は,IIX方向のL･0モー ドとT･0モー ドの交叉 と,IIKX方

向の L･0モー ドのK･Ⅹ領域の振動数であり,これらの点は,現在のボンド電荷モデル

では,改善できない｡

表 3; 弾性定数 (単位 ;1012dy｡em~2)と圧縮率 ¢)

Cll C12 C44 Cll-C12 ユA:(Cll+2C12)/3

理 論 値 1.32 1.12 0.42 0.20 1.19

.㊥R.NLMartln 1.66 0.96 0.75 0.70 1.19

T.Soma 2⑳ 1.50 0.66 0.50 0.84 1.94

§5; Gnmeisen定数,比熱と平均化 されたGruneisen定数

平均化 されたGnmeisen定数は,

･γ,-Iou h(a)･Cv(芸)dw/Jowg(W,･cv (a )dw (5･1)

cv(I)- (‡ )2/ (sinh‡ )2
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g(α)-
6N J=q

芦_♂(W-wj(q))

h'巾 志 気γj(q)∂(a-Wj(q))

(5･3)

(5･4)

として定義 される｡ここで使ったCvは,定積比熱であり, g(60)は, 振動スペク トラ

ムであり, h(a･)tj=,Gnneisen定数 (γi(q))の重みがかかった分布函数であるo

§4で求めた分散曲線を基礎にして,これらの諸量の数値計算を行 う｡

(i) Gruneisen定数

規準振動に対応する一連の固有ベクトル (U)を使 うと,規準振動 2乗振動数は,

QJ2= U-1.D ･U

として求まるから,Gnmeisen定数のマ トリックス表現が,

r-3 ･# - 3 ･U-1･= ･U

として得 られる｡ (5･6)式の最後の関係は,一般的に証明できる.

(5･5)

(5･6)

(5･6)式は,このダイナミカル-マ トリックス要素の体積変化がわかれば,Grune-

isen定数 を数値的に計算できる関係式である｡このダイナミカル-マ トリックス要素

の体積変化は, (3･6)- (3･12)式の体積変化に注意すれば,復雑ではあるが,簡単

に,計算が行える｡

ボンド電荷の体積変化値 として, dIn°/dlnf1- 4.74の場合の Gnmeisen定数の数

値計算結果 を,図 5で示す｡
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γ

0. LO 1.81.61.4 TO1.2 LO1.00.80.6 LA0.4o A 1.TOLA707 ∑ 0_

第 5図 ; IIX,IIK,IIL方向のGrtmeisen定数

この図から,長波長での ･Grureisen定数の各々は:, γTA(0)- 0･22, γIA(0)-

0･28,と γLO(0)- γTO(0)- 1･12とな り,短波長で払 γTA(q)が,負になるが,

他のモー ドの Gruneisen定数は正である｡
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従って, γTA(q)が,短波長で負になる事実が,<γ>の負の温度依存性の原因として

考えられる｡

(ii)比 熱

(1､,

第 6図 ; イオン当 りの比熱

実線 ; 現在の理論曲線

離散点 ; yu changの実験

§4の振動の分散関係 と, Phillipsの内揮公式24)25) から計算 した振動スペク トラ

ムを使って,イオン当 りの比熱の数値計算を行 うと,図 6の数値計算結果は, yu=Ch- ■

ang等 26) の得た実験と非常に良く一致するo

QiD 平均化 された Gruneisen定数

以上の議論 を使 うと,ボンド電荷のパラメーター値 として, Q- 0.082を取 り,そし

て,ボンド電荷の体積変化率のパラメーター値 として, dlnQ/dlnf1-4.74の値 を

取った場合の<γ>の数値計算が実行でき,その結果 を,図 7で示 した｡
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く r>

第 7図 ; 平均化されたGruleisen定数

実線 ; 理論曲線

破線 ; R｡H.Call達の実験曲線 2)

この温度依存性は,T-OoKで,<γ>=0.26,T- 50oKまで,<γ>払 単調に

減少し,最小値<γ>ニー 0.20に達 してから,再び, 50oK<T<400oKまで単調に増

加 し,それ以上の温度で,<γ>-0.58になる｡この計算値の温度依存性は,aIt

call達 2)の得た実験結果と全温度領域にわたって良く一致していることが知 られる｡

次に,ボンド電荷値を固定し,ポンド電荷の体積変化が,Gruneisen定数中 ではたす

役割を調べると, dlnQ/dlnf1-0･Oの値に取った時, γTA(q)及び,他のGruneisen

定数 も全て,全波数領域で正となり,<γ>は,全温度領域で正になる｡ dlnQ/dlnf1

-4.74の値の時, Grtmeisen定数は,図 5の結果が得られ,<γ>の温度依存性は,図

7の結果になる. dlnQ/dlnflの値を,さらに増せば, γTA(q)の波数依存性の形状

を保って,全体的に減少 し,他のGru肥isen定数の値は,この体積変化に余 り影響を受

けない｡従って,<γ>の温度依存性は,図 7の形状を保ちながら,全体にわたって減少
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するO それ故,<γ,の温度依存性を適確に示す最適 値 が,競 合 - 4･74であるoこ

の最適値は,表 2を見てわかるように,バン ドギャップの体積変化値 として実験値を使

い,Heine-Jonines理論に従-て 計算 した dW - 2･82の値 と比較する時,1･6-

1.7倍大きいことがわかる｡

§6 ; 結論 と討論

平均化 された Grtneisen定数の温度依存性 を調べることは,ポテンシャルの非調和性

を調べることと等価なので,ボンド電荷 とそれの体積変化の最適値を独立に選んだニケ

のパラメーターを含む現在のボンド-電荷モデルは,シ リコン結晶内の真のポテンシャ

ルを非常に良 く近似 していると考えられるはずである｡

そこで,現在のボンド電荷モデルに於けるボンド電荷の役割を考える時,音響型横波

振動の振動数が安定化するために,ボン ド電荷 を,絶対に必要とすることが,図 2と図

3の比較から知 られる｡

従って, [1,0,0]方向に伝播する振動数は,

a･iA(q)-Q･f(q)-a,芋r(q)>o (6･1)

と表わせる｡ a･誓r(q)>Oは,図 2の自由電子の音響型横波振動の 2乗振動数の大きさ

であり,Q･f(q)は,ボン ド電荷を通 じての相互作用の 2乗振動数 として定義され,

しかも, f(q)は,ボンド電荷に独立な量として定義する｡

音響型横波振動のGru肥isen定数は,

0 品 亀 (q)-tQ･0 品 f(qト 0 志 紘 (q))+i(q)･0 ･志 Q
(6･2)

として定まり, f(q)及びW芋r(q)は,ほ ,ゞクーロン相互作用の フ- リェル成分と考

えて良いから,これの体積変化値は,

o 怠 f(q)<0

0 蓋 wf,(q)<O

の符号をしていると考えられる｡
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これらの関係を使って, §5の最後の内容を解析 してみょう｡

也 -Oの暗, γTA(q)が,波数と独立に,正となる事実払dlnf2

Q･n 志 f(q)-n 志 wf,(q)<o
(6･5)

の関係を満足 しなければいけない｡しかも, Il点とⅩ点のそれを比較すると, γTA(Il)

>γTA(Ⅹ)>0から,

Q･O 蓋 f(,)-n 蓋 wf,(,)< Q･n 志 f(Ⅹト n 志 wf,(Ⅹ) (6･6)

の関係が知れる｡この関係が成立する理由は,図 2と図 3の比較から,r点近傍で

∂

tQ･n 去 f(q,-0 両 wfr(q,)q-,,0

の関係 と,短波波側での値は,

tQ･n 岩 f(qト n 菜 顧 q)｡q=Ⅹ-0

の関係から予測される｡

(6･7)

(6･8)

次に,ボンド電荷の体積変化値を,徐々に増加させると, γTA(q)は,波数 と独立に,

一様に減少する事実と,競落- 4･74の値に取-た図 5の波数依存性から,長波長の

γTA(q)が正になるためにt3:,

Q･0 品 f(,)-n忘 wf,(,)+fL,)･n志 Q<0 (6･9)

の関係 を満足しなければいけないし,又,短波長での γTA(q)が,負になるために払

Q･0忘 f(Ⅹ)-n志 願 Ⅹ)+f(Ⅹ)･n蓋 Q,0 (6･10)

の関係 を満足しなければならない｡

(､6･9)と(6･10)の関係を,同時に満足させるボンド電荷の体積変化値は,(6･6)

式の不等式から,確かにあることが知られる｡

さらに,ボンド電荷の体積変化値を増やすと,長波長で,

Q･Q蓋f(,)-n志 和 ,)･ft,)･n志Q,0
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の不等式に変わるために, γTA(q)は,全波数で,負 とな り,<γ>ぬ,低温で,負に変

化する｡

以上の議論から,図 5の γTA(q)が,長波長で正で,短波長で負になる事実は,ボン

ド電荷の体積変化値が,適切な正値であるためと結論 される｡図 5から図 7の<γ> の

温度依存性の仕方を考えてみると,次のようになる｡ ′

低温では, γTA(q)と, γ1A(q)の長波長が,<γ>に効いてくるために,<γ>は正

値とな り,温度が上昇すると, T.Aモー ドの振動スペク トラムが,他のモー ドのそれ

に較べ,いちぢるしく大きな値 を持っために,このモー ドが,<γ>に,主に効き,WTA

(α)紘,振動数,即ち,温度の増加に伴ない減少するから,<γ>は,減少 し,最小値に

達する｡ さらに,温度 を上げると, ℃ Aモー ド以外のモー ドが,<γ>に効いてくるた

めに,再び正値になると解釈 される｡

次に,ボン ド電荷の体積変化値が,何故,正になるかを考えてみょう｡

表 1の数値 を使 うと, (2･9)式勘 V｡ff(G 22｡)ニー1･48とな り, (3･11)式は,

n 志Ⅴ｡ff(G 22｡)- 0･35となるから,バン ド-ギャップの体積変化- ,

dBntVeff(G22｡)l/dennニー0･14として計算される｡

一方, (2･8)式のボン ド電荷は,干渉項,即ち,

C(Glll)-

V*a (G ill)

E(GllO)- E(G｡｡1)
(6･12)

と,ボンド電荷 を構成するイオン当 りの電子数,即ち,イオン当 りのフェルミ当 りのフ

ェル ミ面密度 n…(EF)と, S.P3共鳴に伴なう電子エネルギーの低下値 (IV｡ff(G22.)

1)の積 として

Nb-nea(EF)lVeff(G22.)I

定義 されるから,

Q-C(Glll) ･Nb/16√訂

(6･13)

(6･14)

として書 き直せる｡これの体積変化 を調べると, denC(Gill)/denfl- 1･11と

dBnNh/denf1- 0.52の値が得 られるから,表 2の denQ/dCnf1- 1.63の値 を得る｡

denQ/denn の符号は:,主に, 1/EF,1/e(G),とC(Glll)の正の体積変化値によ
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って決定されるから,波動函数の干渉効果は,系の熱膨張に際して,電子の運動が不活

発になるためにおき易 くなっていると結論される｡逆の場合も,簡単に解釈できる｡こ

の符号に対する物理的解釈が,<γ>の負温度依存性の起源の本質を説明する点である｡

現在のボンド電荷モデルの理論には, 2ケのパラメーターが含まれており,それらの

パラメーターは,ボンド電荷 とそれの体積変化である｡Q- 0.082のボンド電荷値は,

図 3の分散曲線のT.Aモー ドと実験値が,最っとも良く一致するように決めたパラメー

ター値であり,J.C Phillips27)及び, Heine-Jonesのボンド電荷値 10)と,ほ ,ゞ

一致することが表 2からわかるので,これは物理的に考えて意味をなす値である｡一方,

dCnQ/denf2- 4.74のパラメーター値は,ボンド電荷 とは,独立に,<r>の温度依

存性を説明するために使った最適値なので,衣 2の実験値の 1.6- 1.7倍値ではあるが,

本来の意味での観測手段がないと考えてよいから,この値は物理的に意味ある量と考え

られる｡

しかしながら,表 2中の理論値 とパラメーター値のこの差異は, Shaw- ポテンシャ

ルから出発 したボンド電荷モデル理論の欠陥と考えられる｡

それから,.現在の 2ケのパラメーターを含むボンド電荷モデルに於いて,<γ>の温度

依存性の説明できない点は,T- 500K近傍の最小値が,実験値よりも大きい点である｡

この点は,ボン ド電荷に運動の自由度をもたせるならば28)幾分,改善されるかもしれ

ない｡

最後に, Geの負膨張係数について考えると,振動子,及び電子の分散関係は,Siの

それに非常に良く似ている事実から,現在のボンド電荷モデルで,説明できると思われ

る｡

この間題に関して,終止御指導していただいた松原先生,小野寺先生,吉光先生,町

田さんに,深 く感謝する次第です｡
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appendix A

一般に, (2･13)式の擬ハ ミル トニアンを, (2･15)式の波動函数で,簡単に第二量

子化できるが,ここでは自由電子密度のゆらぎを考慮 した′､ミル トニアンに限定して,

断熱ポテンシャルを求める｡

低温でのノ､ミル トニアンは,

ko _ ⊥ 1 _ _ Z2e2
H-2_E e(k)a+kak+÷ 写 写
｣ 】ku=o ー＼'~′uKuKl2 euk eTd LFt(BG)-R(f;)I

(ek≠βな/)

+ ∑倉Jv｡_i(卜 RCe))≪¢妄Q,)b(,)≫｡,eKk=ko

･左 謹 ｡kSh.∫¢･k･,(r)ve-j(r-R(望))¢k(r,･dr･a･k･,ak

+Eko∑ 去 FJoL,(,)ve_｡(ド ,′)¢k(,)≪¢k,(,,)b(,′)≫d,d'
k=op=Ok′=ko

･a妄+I ak

･i kFk.毘 J≪宛(r)b(r,≫ye-e(p-rP'≪¢E,'r'b'0 ≫drd'

Ii g kf.0,已 J軋 ,(r,Ok',-I(巾 ve-e(rl ′)¢k叶 )¢k(r)drdr′

･a;.pa;,-I ak,ak

毘 ≪ok'(r)b(r)≫- ∑ Q･∂(rl望p)β応β

(A･1)

(A･2)

として表わせる｡ (A･2)式の簡略記号は, (2･7)式そのものなので,これを(A･1)

式に代入すると,ボン ド電荷モデルのノ､ミル トニアンが,

Z2 C2

kSo〟＼)~′uK"Kl2 27 品′ IR(KB)-R(望)I
(伽 ≠e/ふっ
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+ eEは vi-b(R(Ke,-r2',d)+i eEpゐ vb-b(rkeP -PSd)
(eKP≠ゼ/応'd)

･ eEkkE3.o‡ Ive-i(p-R(仇 r･ Cap,kZH Iv｡-b(- rf,,p,,dr

･i kEE.oAo吉 ∫ve-｡(- r′)drdr,

･ 去o∑ 上ve_i(P)+V｡_b(P))･S(P)･a古十｡ ak
k=OP≠0

･‡k!ookf.o畠｡ve-e(p)･ak･･, ak･,-, ak′ak

∈∃

く}

vb-i(R(CK)-- kC,1)-Q･V｡_i(R(ek)-,B:,d)

vb一｡(- rkeP)-Qv｡一 ,-,f:p,)-
Qe2

p-rkeP

vb-ら(r望p-re:,d)-Q2･V｡_｡(,CCP1 KB,p′)

(A･3)

(A･4)

(A･5)

LA･6)

として得 られる｡このハ ミル トニアン内の静電気的なクーロン相互作用項を,Fucksの

方法 15) で取 り扱いたいために, (A･3)式のノ､ミル トニアンを,次のように分割する｡

H- HeS+AH+H｡-i+ Hg (A･7)

HeSは,静電気的なクーロン相互作用エネルギー部分で,イオン電荷とボン ド電荷が,

一様な負電荷 (-Z*e/nα)にひたっているとして,

He§-‡ 記 昆 ′

(伽 ≠e′が)

Ze2 ZQe2

tR(CK)-∩(ed')I eukあ ′tR(望)1 8:,p,I

･teEpeE,d
(CRP≠OGLd)

vb-b(rke;p,)- BELk!.0‡ I
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' ∑ 去o÷ J v｡-b(,-,ek:p,)｡,王 _Zko芸o 去 ∬ V｡_｡(卜 ')d, d,′
屍,dk?o v J Te-b＼- ーん'P''u-I2k=okT=o v2

(A ･8)

と定義す る｡

(A･8)式内の第二項と第四項に,Shawポテンシャル型 の ク ー ロ ン相 互 作用の代り

に,クーロンポテンシャルを使ったので,それから生じる補 正 エ ネ ル ギ ーとして,Flを

AH-Fl- ∑ ∑ ['｡_b(R(ekト rek;p′)+
Ph e/応Ip/

･eH !.o‡I tⅤ｡-i(r-R(望)+

ZQe2

r二R(∬1
)dr (A･9)

と定義する｡ (A･9)式の第-項は,イオンから見たボン ド電荷位置が, Shaw ポテン

シャルのイオン芯の半径外にあるので,完全に消失する｡従って, (A･9)式の第二項

から, (2･36)式が導けれる｡

H｡_iは,有効な電子イオン相互作用 と,電子間のクーロン相互作用の和として,

He-i- kS.0 是 ｡aE･,ak･tve-i(P)+ve-b(P)osb(P))･S(P)

●

･ ikB=O.kEF=0.,Et｡ak'･, ak',-, ak′ak ･ Ve-e(P)

と定義 され る｡これから,バン ド構造エネルギーが計算 される｡

Hgは,価電子バン ド内の電子運動エネルギー,即 ち,

Fg-Hg-2 9 Elk)k=0

(A･】0)

(A･11)

のみであるが,一般に,この電子ガスエネルギーは,この運動エネルギー以外に,電子

間のクーロン相互作用 を通 じての交換エネルギー,及び,高次の相関エネルギーが含ま

れてお り,この効果 を考慮 した結果が, (2･35)式である｡

(i) 静電.気的なクーロン相互作用エネルギー

Fucksの方法に従って,イオン電荷,ボン ド電荷 と電子の-様な負電荷間にはた らく

クー ロンエネルギーを計算すると,このエネルギーは,
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シリコンの負膨張係数

(A･12)

として導かれるか ら,これを, (2･17),(2･20),と(2･23)式に分割できる｡-様

な電子の負電荷のクーロン相互作用エネルギーが,ゼロになる理由は,次のようにして

証明できる｡

第 e番 目単位胞内の Kイオンに所属するイオンセル内の r位置のポテンシャルは,

Ew｡ldの方法によって,波数依存のポテンシャル (め(1)(r))に分割できる｡これは,

め(r)- ¢(1)(r)+ め(2)(,)

47E
o(1)(r)- ∑ 官(p)･｢二つ 一一･eXP(-P2/4で2)

E2p2 )JLY＼

erft打 卜 Rしだ)1

P≠0

め(2)(r)- = (ze)k
LyK/

- ∑ (Qe)kfp,
e/応/d

*
克′莞

Ir-R(空目

erft打 卜 rT,A,I

IP-P2',dl

｡rft打 ト ー′-R(2,I)li

Ip- で′-R(eK;)I

凱 p)- 忘 EEG(Ze)ん eXPtiP(r-R(佃

(A･13)

(A･14)

dT′ (A･15)

1
-五品(Qe)a,p, eXPtiP(p-rkU,d))

一 意 完 ′宕 Iexp{iP･(ト ー′-R(隻)}dr′ (A･16)

として定義 される｡ (A･14),LA･16)式の T積分は,単位胞 6番 目内の ぷ番 目のイオ

ンに属するイオンセルの電子座標に関するセル積分である｡

イオンセルで定義 された電子のクーロンエネルギーは, (A･13)式 を使 うと,
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E｡-- ‡ 芸 ∫ ¢(-)dT
(A･17)

として表わされる｡ (A･13)式を(A･17)式に代入すると, (A･17)式のセル積分は,

構造因子中に格子和が含まれるために,これを使 うと,系全体の積分に拡張できる結果

積分値は, p - Oの時のみ,有限値となる｡ (A｡13)式内の波数和は,p-Oを除外 し

ているから,この頃がゼロになる｡

従って, (A･16)式は,

E｡ニー‡ 告 ∫o'1'LT)dT

Zee

2E2a CIK

Zee

芦 (Ze)応 I

芦 (Qe)HPJ
2Eia è0 --r

z*e z*e

'言玩 eEk 元 一 I

err(打 卜 R(ke= )

I卜 Rしだ)I

erf(両 卜 R(ek)

IT-r望pt

dT

err(打 T-T,- R(Ke)I)

トー ー′-R(Ge)I

一 意 {Z-4Q-Z*}･I.-

-0

erf(7日rl)

IP

dT/dT

(A･18･1)

dr (A･18･2)

(A･18)

となって,一様な負電荷のクーロンエネルギーが,ゼロとわかる｡ (A･18･1)の二重

積分は,いずれもセル積分であり, (A･18･2)の r積分は,系全体の空間積分である｡

(ii) バン ド構造エネルギー

(A･10)式の′､ミル トニアン内の有効な電子イオン相互作用に,電子密度のゆらぎを,

自己無撞着に考慮することを考える｡ そこで,仮 りに電子密度のゆらぎを自己無撞着に

取 り入れた有効な電子イオン相互作用のポテンシャルが,て (p)として求まったとする

と,それによってもたらされる電子密度のゆらぎは,
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Ap(P)- Eko<aE+p ak>-て(p)･x(p)k=0

として求まり,ここで使われた電気的な感受率は,

x(p)-ふ 去o.

と書かれ,又,誘電率は,

パk)- E(k+I)

eRPA(P)- 1- V｡_｡(P)･x(P)

シリコンの負膨張係数

(A･19)

(A･20)

(A･21)

として定義される｡従って, (2･29)式は, (A･29)式は, (A･20)式の k和 を行なう

際に,等方的なバンドギャップと無視する自由電子近似で計算 した結果である点に注意

しなければいけない｡

電子密度のゆらぎを自己無撞着に考慮 した有効ポテンシャルは,

て(p)-tv｡_i(P)+V｡_b(P)･ sb(P)i+ V｡_e(P)･Ap(P) LA･22)

として決定されるから, しA･10)式のハミル トニアンは,

He-i(P)- 去o ∑ ve-i(P,aE･,ak+ kf o.,E t.ve-e(P,･Ap(P)ak'･, akk=OFFO

- 去o∑ て(p)akL , ak (A･23)k=OP≠0

となる｡従って,これを単純金属のバンド構造エネルギー計算と同じ方法で,振動論の

二次計算を行い,そして,電子密度のゆらぎから生 じる自己エネルギー補正を行 うと,

バンド構造エネルギ-は,

Fbandニー÷ 畠 ｡てLP)21･I(p)+ ,Et｡JoAp'p)ve-eLp)･ApLP)･a(Ap(P))

一 号 ,Et.

として導かれる｡

CRPA(P)- 1

･｡_｡(P)･eRPA(P)
Iv｡-i(P)+ V｡-b(P)sbLP)I21S(P)t2

(A･24)
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