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永井克彦,内藤豊昭

Kirkwood lnstability に つ い て

山口大 ･文理 永 井 克 彦

東大 ･教養 内 藤 豊 昭

こゝで Kirkw00d lnstabilityというのは, Kirkwood-Monroe の融解に関する分

子場近似理論-の補足とい う形で提出された, 1951年の論文の内容のことを指 してい

るoその内容は,一応 rigorqlSなものであると謂われて来たが,一次元のhardrod糸

に不安定性が存在するという結論が得 られる等の問題点が指摘 されて来た｡我々は,そ

のKrkwod lnstability の理論が結局誤 っている点を明らかにするo

先づ, BGY階級方程式の第一方程式から出発する｡

v llnnl(1)+Pv IU(1)- -PIlv I V (i-2)]nl(2lg,(1･2)d2, (ll

こゝで nl(山 は一体分布函数,U(1日ま適当な外場のポテンシャル, Ⅴ(1-2)は粒子間相

互作用, g2(1,2)は二体の相関函数である｡ 又,簡単の為,座標 riのかわりに iと

書いたo今均一な液相を考え,そこに何 らかのゆらぎが生じて

n l(1)- ㌔ +ng¢(♪

g2 (1･2)- ge(卜2)+ x(1,2)

となったとする.但 し添字 Cは均一な液相の量であることを示す(2),(3)を(1)に代入 して

め,∬ に関 して一次までとり,両辺をFourier変換すると

但 し

め(汰)- M (汰)/ (1-G(k))

G(汰)- 莞f J 旦ユ V′(r)ge(r,eikrdrr

M(汰)- iJ
k･△(∫)

k2
eikrdr (6)

△缶)-βvrU(r)+βneJ∇r v(r-r')I(r,r′) I/ (7)

が得 られるo こゝで, もし(4)の分母に零点があれば,その時の波数 kcに対応するゆら
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ぎ ¢(k｡) は自発的に成長することになる｡

今, 2体力 として剛体球ポテンシャル (半径 a)をとれば

e-pv(r)= o(r-a)

-βⅤ′(r)e-β, (r)-♂(r-a)

となる0-万 2体相関函数 gg(r)を

ge(r)- e-pv(I)f(r-

と書 くと, f(rlは r - b で連続函数 と見倣せるから(5)式の中で

-βV′(r)ge(r)- f(a+E)- ge(a+E)

(8)

(9)

(10)

とお くことが出来る｡

G(k,- 一首J誓 eik.r∂(r-a)dr･ge(a+8) (ll)

(ll)式 を用いて,一次元乃至三次元系について 1-G 駄)- 0 の根 を求めることが出

莱 (3),剛体系は,一次元系-三次元系に於いて,不安定性 をもっことになるo

以上の話の面白い点は, ggに何 も異常性が存在 しないにもかかわらず,液相 に不安

定性が生 じるとい う点であるが,一方で,一次元系にも不安定性 を生 じるという欠点 を

もっている｡ Kirkwood lnstalilityに対 し,この観点からの批判がKunkin& Fri-

sch(3)によって為 された｡我々の取 り扱いは,このKunkin Frisch の批判 を徹底 さ

せ, Kirkwのd lnstalityに根拠のないことを示すo

先づ,外場 U(1)があるときの nl(11のゆらぎは,摂動論で

ゆob--βUOd[1+nT㈲] (12)

と求められるo但 し甘(力 は (ge(r1-1)の Fourier変換である. (12)に於 いて勘

訂卸 に異常性があれば ¢(k)にも自発的なゆらぎが存在することになる｡ところで,(12)

は外場の一次までの近似 としては正確であ り,一方又,(5)式 もゆらぎの一次までは正

確なものとされているから,本来両者は一致 しなければならないはずである｡ Kirkw00d

理論では, g(2)のゆらぎとnl のゆらぎが独立なものとして取 り扱われているが, これ
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は誤 ま りであ り, g2は常に nlの汎函数 として書かれ るものであるo g2に於 ける

nlのゆらぎに寄因する変化分

∂g2(1,2 )

∂nl(3)

∂nl(3) (13)

を正 しく取 り入れると,(4)式に於 けるG(k)は完全に打 ち消され, BGY方程式をゆら

ぎの一次について展開した結果が (a)式に一致するとい う当然の結果が得 られる.詳細

は我々の論文 4)にゆづる｡

我々の計算では外場に対する系の応答 とい う形で計算 しているが, G(k)が消去 され

るとい うことは,より一般的であり,外場がない時は nlのゆらぎは (13)の項によって

常に打ち消 されることになる｡
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(註) 研究会席上,′ト林謙二氏より, Kirkwood lnstability とは, KirkwoodMonroe

分子理論を含む広い意味で用いられ るとの御指摘があったが,我々の議論は 1951

年の Kirkwood理論のみを対象にしていることを断ってお く.
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