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石田郁二

イオン-ボン ド電荷モデルの格子振動

京大理 石 田 郁 二

§1.序

絶縁体物質中の格子振動の理論は,Pick達によって代表される理論 1),2)A;あるが,ダ

イヤモンド構造物質-の応用は,電子を殆んど自由電子と見倣 したMartinのボン ド電荷

モデルによるSiの分散曲線 3)と,Sh血aの計算 4)が,中性子散乱からえた分散曲線

の実#5)～8)を 説 明すること に成 功 を 収 め た｡他に,Valence-モデ ル 9),10)とか,Shell

モデル 11),12)等々の 計算がある｡ ボン ド電荷モデルは,これ らのモデルに較べ,パラ

メーターの数が少ないために,負膨脹係数の数値計算に適 している｡ ここでは,Zincl-

blend型結晶- も使えるイオン-ボン ド電荷モデルの調和振動子論を,Martinのボンド

電荷モデル3)を基礎にして導き,一方,HeineJ･onesの理論 13)を,zinc-blend型結晶-

も使える理論に拡張する｡双方の理論から得られる実電荷量の定義の違いを使って,負

膨脹係数14)一17)を説明するようなモデルを考える｡

§2では∴zinc-blend型結晶の断熱ポテンシャルを,波数依存の有効ボンド,イオン

電荷の函数として求める｡ §3では,この断熱ポテンシャルから,イオン- ボン ド電

荷モデルでの調和振動子の永年方程式を導 く｡ §4では,Zinc-blend型結晶の電子バン

ド構造の簡単なモデルから,非線型電子密度を計算し,イオン-ボンド電荷モデ/レの

近似の意味を考える.13)§5では,この応用として,SiとGe の分散曲線の数値計算

を行い,修正したボンド電荷モデルで,Siの Grdneisen定数を計算する. §6で,簡

単な議論を行 う｡

§2. Zinc-blend型緯晶の断熱ポテンシャル

zinc-blend型結晶の単位胞の体積fl-a3/4内に,異種イオンが,ALB8-Lとして,

2ケ占められるので,A,Bイオンを区別するために, a- 1,2の記号を使う｡Lは,

周期律表の列 (L-4,3,2,1).A,B原子の最外穀電子を脱電子状態にすると, K原

子は,Zだeのイオン化が生じるために,この電荷を通 じてのポテンシャルがはたらくo
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イオン-ボンド電荷モデルの格子振動

この電荷分布は,一般に,系内の単位胞の数をN,そして,第8番目単位胞内のKイオ

ンの位置ベクトルを豆(;)とすると,波数 子成分の Kイオン構造因子,

sK(F)- 吉 亨 exp(iF･6 (; )) (2･1)

を使って記述できるから,一体近似の/､ミル トニアンは,自由電子の消滅演算子a首 と

電子密度の演算子 p(i)-吉 IEa首.子 a首を使 うと,

+

Ik1-0

co 2co _チ

H - 2∑扇 a首+差l是 .ive-Ki'F)sK(FH ve-e(p)<p(-F''Ip'F)Tfl=0

-‡,蓋 ｡ V (F)< p 'F''2+‡il ま .喜= ｡viK:iK′(F''sK̀p 'SK,'-F'

一言
e~e

一抹 ′)I(i 真 ｡ve-e(F'･'pか <p'F'>)

･(p(-F)-<p(一子)>)) (2･2)

として求まるo e首-h2E2/2mは,自由電子の『状態の運動エネルギーであ｡,vi乍e(子)

は,Kイオンの擬ポテンシャ′L8),19)であ｡,V乍-F'(i)-4汀ZKZぷ′e2/nF2とV｡_｡(子)-1~1

47TC2/n72は,異種イオン間と電子間 Coulomb相互作用ポテンシャルである｡

(2･2)式内の密度演算子の熱力学的平均値は,

<p(i)> - T,P(子)･expトLL'/kBT)/Trexp(-LK/kBT)

-<p(i)>L +<p(F)>N
(2･3)

～ ･･-チ

とな｡,<p(pi)>L と<p(i) >Nは,W(P)に関して,線型と非線型電子密度として

以下に定義するO 前者は,電気感受率 x(子)を使 うと,

<p(i)>L - 一%(i)･x(F) (2･4)

′､′･･-チ
となるから, (2･2)式内の一体の電子 -イオン相互作用ポテンシャルW(P)は,単位

胞当りで定離 れた擬ポテンシャルW(子)-ゑ vi三｡(子)･sK(P)と誘電率 e(i)- 1十

･･.チ
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V｡_｡(F)･x(pi)を使 うと,

i

W(F)- W(F)+V｡-｡(F)くp(pi)>- iw(pl 十V｡_｡(P)くβ(F)>Nl/e(F)

(2･5)

として書ける｡従って,低温と断熱近似で,-ルム-フォルツの自由エネルギーを,

W(p)に関して,3次と4次まで摂動展開で解いた後に,森田達の理論20)k使って,共
′ー′-チ

CC
鳴効果による干渉効果のフ- リェ成分 ∑

ZFl-o

F - -kBT･Bn･iexp(｢り/′kBT))

W(F)< p(F)>N をとりだすと,これは

.m FE言 差 ｡ve-e(F'･Ì p'F)>J2'i

- 2 ∑

･ (sx(F,･s K,(-F'-去 ,-‡孟 席 動 2･x'F'+

2 2 CO
∑ ∑ ∑

伝 -1a/-1聞 -o

○く〕

∑

fFJ-o

vffi'(P7

6(一g)< p (F)>N

(2･6)

として求まる｡

(2･6)式を,波数依存の有効イオン-ボンド電荷の函数としての自由エネルギー表

現に書き直すTCめに, (2･3)式の非線型電子密度を,有効ボン ド電荷密度<p(F)?N,.L-,

と有効イオン電荷密度<p(i)>Niに分離するo即ち,

<p(pi)>N- <p(F)>N,b + <p(i)>N,i｡ (2･7)

後で示されるように,上式のゼロ成分は,現象論から予想される電子の局在化した大き

さの概念 と一致する｡ この時,最近按イオン間の中点に貯 った有効ボンド電荷密度の

形が,

･p(i)玩 ,b -与Q (F)･崖 lS｡,K(i)

2

4
sb,X(P)-吉亨 B leXPliF･(io(i)+7Hzp)I

j

(2･8)

(2･9)

として,それから,有効イオン電荷密度の形が,異種原子上に,正 (-Zl(7)-Z(pi)

>o)と負 (Z2(F)-Z(pl)>o)のイオン化が生 じるから,
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イオン-ボンド電荷モデルの格子振動

2
<p(i)>N i- H≡lZK(F)･sK(i)

(2･10)

として書 けるo (2･9)式 内の有効 ボン ド電荷 Q(i)の位 置ベ ク トルは,平衡

状態のイオンの位置べク ト′レio(ZK)とこのイオンに属する p 番 目の有効ボン ド電荷の

位置ベク トル 7Spの和 として定義されているから,平衡状態のこれ らの位置べクト′レは

･11--T･21- i (1,1,1),712--T22-‡(1,-1,-1), T13-- T23-i(-1,1,-1)

.-ナ ~~ナ -1 ------ナ 一丁タ.

･l｡ニーT2｡-昔(-1,-1,1)となるo

-｢ナ ー･-コ■

それ故 , (2･7)式は,Appendixで詳 しく示されているように,有効イオンZ(F)

とボンド電荷 Q(F)の大きさを定めることができるので, (2･7)～ (2･10)式を (2･6)

式に代入すると,これは,最終的に,

E(F)-1

)ia<kFil 2后 -oe(i)･V｡_｡(i)

F- 2 ∑ e: 与芸 IW(F)+ ve_｡(i)･

2
･崖 1(ZK(-F,･sK(-F)+÷Q(一g)･sbX(-i))･2

･ 芸 Wl ･呈 (zK (-F'･sK (-F' 十 ‡Q(一声)sbK(-7"
膚 -o e(F) K=1

1 - V｡ -e(F)

+ 盲 去 o

2
I∑(zK(Pi)sK(F)+与Q(F)sbK(i))I2X=1

Iiまま真｡vf=F'pi)･(sx(F'･sK,'-F'穀 〟′)+△F

(2･11)

として導ける｡△Fは , §4で考えられた電子バンド構造 を基礎にすると,バン ド-ギ

ャ ップ (Eg)形成に伴ない自由電子状態から押 し下げられた電子の内で,空間に局在 し

た電子数 を除外 した電子のエネルギー低下量である｡ 即ち,共鳴状態にある電子数は,
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Per-i面の平均密度 n(EF)-6/eF と空間に局在 した電子数 n- % 工 芸蒜 を

使 うと,言Eg･n(EFト nとなるから,これによるエネルギー低下量は,

却 -言 Eg･車 9･n(EFト rLI

となる｡

(2･12)

§3. イオン- ボン ド電荷モデ/レの永年方程式

有効電荷の大きさは,イオンの運動に影響 されないとすると,調和振動子のポテンシ

ャルは, (2･11)式の構造因子中のイオン座標の変位に関して, 2次まで展開すれば求

まる｡ (従って,運動方程式は,簡単に解けるが,homopolarの時,Martinのボ ン ド

電荷モデルの解3)に移行する近似 を行 う｡ )デカル ト座標の α成分の変位 を,振動子

i
の波数 す と分極 ea(qK)を使ってフ- リェ展開すると,これは,

uα(LK)-Rα(三上RZか j;ま｡eaだ)･exp局 ･Rio(Zx') (3･1'

として定まるから,この近似下での Kイオンのα成分の運動方程式は,質量MK,逆格

子ベク トル百･最近接イオン間の位置ベク ト′レ㌔ K′ エ ア･(卜 ∂K,X,),(チ-号(1,1,1))

を使 うと, 6×6のダイナミカル -マ トリックスが,

一ナーー･･･ナ･

Dap(Kfd,-Mixi.蓋｡断 +iG)･eiG.Td -∂Kd ,蓋｡ Ki= 1CZKp"(Gi,･

●e--T･='･･･- :

と表わせるから,

2 -~ナ ~ナ

苛 G7=11W2･8ap･66,〟′~Dap(G7K,))･Cp(xq,)=0

(3･2)

(3･3)

となるo (3･2)式内のCaKpX' (言+百日ま,イオン当 りで定義 された平衡状態の有効ボン

4

ド電荷の構造因子 ;SEK(6)- ∑ exp(iGi･7KP)を使 うと,
/)=1
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イオン-ボンド電荷モデルの格子振動

C3折 +百)-<viK:㌘′(百十百ト
e(6+百)-1

E(㌃卜6)･V｡_｡(6+6)
･vi二e(6+言)･Ⅴ霊卜百石)

1

十石 高 ･〔‡Q(6･GW i竺e'紺 ･sbOd'-すか viTeトql一m･射 咽

･訴 (q+G)2･V｡_｡(qTGl･sbOK(右Gl･sbOd(-冒-6)],(示6)｡･(む百)♂

- (1-6KK,)･(-∂す,0)･% 2･ve-e(6,･S:K(-Gl･sbOぷ′(㌃ 2- ･Gp

+⊥ ･〔zK(右6)･viK_'eトす-6)十ZK′(-6-6)vi二e(6+百)
E(i+百)

･去Q(示6)･ve_｡(む6)･izx(計百)･S:K′(-6-6)･Z応′(一掃 )･藍 (計GII

+zK(6+6)･zK,(-す-6)･ve-e(i+百)〕･(i+6)α･(i+GIp (3･4)

として整理できる｡

イオン-ボンド電荷モデルの立場は,波数ゼロの有効ボンドとイオン電荷 (空間に貯

った実電荷 )の大きささえわかれば,この運動方程式は,完全に,解けたことになるが

この点は,もう一度 ,後で示す｡これらの値は, (3･3)式の長波長の音響型振動数が,

ゼロの条件,

2 ~ナ

三 豊 K,!1 茅 Dap (言 K ′)= 0
1 ト

Q(0)- 2, Z(0)- ‡ (Z2巧 )

から,

(3･5)

(3･6)

として決定することができる｡Q(0)- 2は,単位胞内の電荷の中和条件と等価となる

ことは, (2･3)式の電荷密度の期待値 ,即ち,
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<p(i)> ニー
W(p-)･(E(F)-1) ヱ . Q(i)( ′ユ tZK(Pi)

+ ,享.iヱ三 ･sbK(i)十二二 ･SK(F)I

E(Pl)ve-｡(F) k=1ー28(F) U'v E(F) (3･7)

-ウ
の長波長の極限値が,粒子数保存則のために, lim <β(P)>--8となることから,

声→o

簡単に知ることができる｡ (3･7)式の導出は,<p(7)>の実空間分布のフ- リェ成分

(2･3)が, (2･8)と (2･10)式を使って求めたことになるから, (3･7)式の 1 1が,

W(i)に関して非線型な電子密度になっている｡従って,本来の意味でのこの非線型電

子密度内の電荷分布が,現象論的に定義 した電荷の幾何学的分布,即ち, (2･8)と(2･

10)式の構造因子と一致するために,イオン間の中点に貯った電荷の大きさが,Q(0)/

e(o)であり, a-1イオン上の正電荷の大きさが,Z(0)/E(0)であると解釈できる｡

それ故,イオン- ボンド電荷モデルの永年方程式は, (3･4)式に於いて,

Q(i) -Q(0), Z (7,- Z (o ) ,S ,' QX ',慧 - zX (3･8)

とな り,これは,有効ボンド,イオン電荷とボンド,イオン電荷の波数依存性無視の近

似と等価であることがわかる｡

Il点での尭学縦波振動数 a'L｡(0)と光学横波振動数 wTO(0)の 2乗差を,理論的に

計算すると,これは,

ゥ. , ,_. ,1 1､ 47TZ(0)2e2
wfD(0)l o(o)- (Mil+ Mi2)∴ fl E(0)

として導ける｡右辺は,簡単に計算できる量だから,中性子やラマン散乱の実験値と比

較すれば,このモデルの良し悪 Lを簡単に知ることができる重要な関係式である0

§4. 簡単な電子バンド構造モデル下でのイオンとボン ド電荷

平衡系の/､ミル トニアン (2･2)から,Fermi 面の共鳴状態の概念を使って, i)zinc-

blend型結晶の電子バンド構造の簡単なモデルを設定し,ii)共鳴状態の干渉効果から

イオンとボンド電荷の大きさを見積る｡

j)簡単な電子バンド構造
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イオン-ボンド電荷モデルの格子振動

(2･2)式のハミルトニアンに従う･Green 函数57(冒,訂′;E) の運動方程式は,無摂
.i

動 Green函数完(k;E)-1/(E-eF)を使 うと,

〔×〕

g仔,F';E)- 57.(E;E)･∂F k3' ∑ go(E;E)･融㌃Fl)･粥 ,F';E)
Ik71-0 (4･1)

として解かれるo平衡系を考えているから, (4･1)式内の～W(㌃El) の構造因子が,
′■ヽ■...′

sK(Gi)- exp (iG71X)と SbK(Gj)-sK(6)･sER(Gi)になり,Wは,逆 格子ベク ト

ルの函数になる｡しかし,Hartree近似のノ､ミル トニアンの運動だから,摂動展開を行っ
′ヽ■ノ

た時,エネルギー- シイフトを与える波数ゼロ成分のポテンシャルW(0)は, (2･5)
2

式内に, lim <p(F)> - 這 1 ZKを代入すれば,ゼロとなるからこれを除外するo
F→o

従って,～W(百)に関して,4次まで自己無撞着に考慮 した自己エネルギー ∑(E)を使 う

と, (4･1)式のGreen函数は,

57仔,ど;E)-57｡(F,E)+G ｡(E,E)･∑(E)･g(F,冒;E) (4･2)

となる｡

Zinc-blend型結晶の電子バンド構造は,Femi面を除き自由電子的なので,Femi面

近傍の電子エネ/レギー準位の計算に, (4･2)式を使い, 共鳴状態を取 り扱う近似を行

ないたいが,この計算は,非常に複雑である｡そこで,計算の簡略化として,次の近似

を行うc

a)完全な自由電子として,電子を4ケ波数空間につめると,12面体のJones-zone

に内接する球になるから,Fermi面の電子状態をJones-zoneの中点の 12点の組 11,1,01

で代表する㌔0)
b) Zinc-blend型結晶の特性を現わす主な擬 ポテンシャルのフ- リェ成分値は ,

～W(Gi2,0,0),融 il,1,1),耐 62,2,0)であ｡,他の成分値は,小さいので無視するO

上と同等な大きさを与える逆格子ベクト′レの組を,12,0,01,ll,1,11と12,2,01で

記す｡

C) (4･5)式に於いて,E F -2Tw (I,1,0)に選んだ時,共鳴状態のエネ′レギー準位
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を計算したい理由から,∑(E)内の各次数が,第 0近似で,E-E(1,1,0)を代入した

時発散項のみを考慮する｡

- 2Il(0,0,1)の Green函数以上の近似下で解かれた自己エネルギーは,k-
a

57(60,0,1 ;E)-1/〔Go-1(60,0,1;E )-∑(0,0,1)(E)〕

∑(0,0,1)(E)- L～W(百1,1,1)Z2･sf(61,1,0;E)

を使 うと,

∑(E)-夏a)(E)十 2 :(b)(E)十 ∑(C)(E)

(4･3)

(4･4)

E(a)(E)-S?(i-_ ;A)･欣 毎,言,0)+～W(百一一 )･g(i.,0,1;E)･締 ---)1!1ク0 1)1Il l〉1Il

+～W(GiT,T,i)･57(60,0,7;E)･～W(百i,1-,1)J2 (4･5)

･(b)(E)-錐 T,1,.;E)･J～W(ち,0,0)+前 6I,T,1)･57(6.,0,1;E)･W 7,1,7)

･#(Gi,i,i)57(60,.,I;E)･'l稲 子,1,1)J2 (4･6)

憂C)(E)-S?(61,1-,0;E)･J～W(6.,i,.).W(Gii,i,1)･E,(i.,0,1;A)･W l言,I)

+～W(61-,i,7)･S?(ko,0,I;E)･W(Gl,i,1)J2

一ヽ_ノ
(4･7)

としてまとめられる｡

(4･2)式と (4･3)～ (4･7)式の自己無撞着解を見付ける代 りに, 第 0次の摂動近

似で取り扱い,次に,Fermi面上の電子 (1,1,0･)と (ll,i,o)状態間の共鳴近似を行

なった (4･2)式の Green函数は,

57(61 , 1 ,0;E)-(E-E(I,i,0))A (E-E(1,]し,0))･(E-ど(i,T,o))

一 日veff(62,2,0;E(1,1,0))J2+lVeff(62,0,0･･E(1,1,0)J2
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+ Jveff(60,2,0:e(1,.,0))121〕
(4･8)

となる. たたみこまれたポテンシャルは, (A･2)式で定義 した対称ポテンシャル～ws(F)

と反対称ポテンシャル亀 (F)を使 うと,

,-
veff(G2,2,0;E)-Ve冒f(Gi2,2,.;E)･exp(i62,2,｡･7/2)

ve冒f(62,2,0;E)-its(01 2,2,0) ･

21～ws(Gil,1,I)･Gfs(61,1,1上 転 (Gil,1,1-)～wA(61,1,1)I

E - E(.,0,1)

veff(言2,0,0:E)-Ve:i(62,0,0;E)･exp(i言2,0,｡･7/2)

ve:f(Gi2,0,0;E)-WA(言2,0,0)+
4Ws(61,I,i)私(Gil,1,1)

E - e(0,.,1)

(4･9)

(4･10)

として表わせ,Veff(Gjo,2,0)も, (4･10)式と同様に,簡単に求まるo従って, (4･8)

～ (4･10)式を使うと,伝導バン ドの底と価電子バン ドの頂きのエネルギーは,それぞ

れ,

E(1て1,0)- eF･ i Eg, E(1,1,0)- EF -i-E9

とな り,バンド- ギャップ は,

E9- 2･iJVeff(Gi2,2,0;e(1,1,0))Ⅰ2+ JVeff(Gi2,0,0;e(1,1,0))12

1

+JVeff(言0,2,0;e(1,1,0))J212

(4･11)

(4･12)

となるoこれ以外の電子状態は,自由電子状態のエネルギー E- e言となるから,等方

的バ ンド- ギャップ-モデルの電子バンド構造の単純化 されたモデルを導いたこ とに

なる｡
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ii)イオン電荷とボンド電荷

くり込まれたGreen函数 (4･1)を,

57(E,i?;E)-57(6,i;E)･∑(i∵哀'';E)･g(F',F';E) (4･13)

として,自己エネルギー ∑(㌃F';E)を解くことができるから, (2･7)式の非線型

電子密度は,

1 ∞ co
<p(子)> ニ ー - ∑ L9in/ 57(ど,i+F;E)･dE

7T lfl=O -∞
-･･つ■

- <p(p)>L + <p(i)>N (4･14)

として求めた近似に等価 となる｡

上式の<p(首)>L は, (2･4) 式 に な｡,<二両官)>Nは, 自由電子状態から外され

た電子の共鳴に伴なう干渉効果を,～W(子)に関する非線型電子密度 として上手く抽出す

る関係式であり,これは, (A･2)式となるoこのik和は,バンド-ギャップE9 の

形成で押 し下げられたイオン当りの平均電子数が,n(EF)･Eg/2なので, a)の近似

kF n(eF)･Eg
∑ 1-

蘭-ko 24 [71-(1,1,01

子密度のダイヤグラムは,図 1(i)と (ii)のようになる｡ ( )内に記 した例は,こ

こで考慮されるダイヤグラムの一例であ り,これ らと等価な大きさを与えるあらゆるダ

⊆言こコ
イヤグラムを加えると,Gl,1,1成分の非線型電子密度が計算できるO図 1(i)の非線

型電子密度は, (4･9)式を使 うと,

<p(61,1,1)>N,S

∑ 1 となり,,b)とC)の近似を使った時の非線型電

n(eF)･Eg ∑ ∑ ∑

24 -k-(1,1,0用1-(2,2,0才012-(1,1,1i
-｢■

F.Gi2-a.,1,1=(1,1,0)

百一Gil,1,1-t0,0,1)

～W(62)･♂(61+言2-Gil,1,1)
- +

(E㌃E的-q,1,1)(Ei-ef-6.,1,1)
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×博(61)+ ∑

6/=(1,1,ll

～W(百′)･～W(61-6')

E首- E仁一6,

62-6'-(1,1,1)

7-6'-†0,0,1)

2･n(EF)

24(E(-1,1,0)-e(0,0,1))

･ive冒f(言2,2,0;E(1,1,0))･(～ws(67,i,1)

′ー′ ′ーノ
･ iWA(6T,T,1))+VeSff(62,0,2;E(1,1,0))･(Ws(Gi,1,i).iWA(Gi,.,I))

･veff'6.,2,2)･(～ws'61,i,i)+ i～wA'61,I,T川 ･eiOl,1,1･7'2 (4･15)

.i

1 ユ 1

として求まるo k,Gl とG12の和は,i2･(誓)212,18･(2f)2I2日 3･(普)212の

一こ 一=

-づ■-･･･タ --･ナ
大きさに制約された組,ll,1,OI,12,2,OIと 11,1,1Iの和の内で,k+G2-Gl,1,1

-ll,1･11と古-61,1,1-10,0,11の讐を満たすものに限られることを示すo i I

内の和は,6,の大きさが,13･(2f)212の制約を受けた射 1,1･11の内で, 副条件

として,百1-6'-il･1,11と㌃ 亘 ,1,1-10,0,1Iを満たすものに限ると,i Iは,

(4･9)式となる｡ (4･15)式の最後の導出には, (A･3)式を使う｡

同様に,図 1(ii)の非線型電子密度は,

<p(61,1,1)>N,Z

n(EF)･Eg

24
∑ ∑ ∑

ik-(1,1,0)61=(2,0,0)Gi2-(1,1,1)

･Ct.7才;
↓い
㌫

1q

1.1

1,1 (1,1,1)
(0,0,1)

～W(62)･8(61+言2一言1,1,1)

(軒EL62-G-1,1,1) ･噸 -eF-61,1,1)
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×挿(61)十 ∑
♂-‡1,1,1)

～W(言1-6')･融 6')

巨ly :-I(_(..･,
6.-6'-(1,1,1i
F竜 '-(0,0,1)

4iX n(EF)

24(EE1,1,.)- e(0,.,1))
ive:f(62,0,.･･E(1,1,0))･(i,S(iI,1,1)

′､/--} ′ーノー→
･ iWA(Gi,1,1))+Veff(60,2,0;E (1,1,0))･(～ws(言1,T,1)･iWA(Gl,i,1))

⊆言コ

･ ve:f(言｡,0,2;E(1,1,.))･(Gs(言 1,1,I)･ i私 (言1,1,i))I･｡iGl,1,1°7/2

(4･16)

として計算できる｡ 従って, (4･15)と (4･16) 式の和は,現象論的に決めた電荷密度
⊆a

分布の 01,1,1成分の (2･7)式,即ちフ

<p(Gil,1,1)>N-〔‡Q(Gil,1,1)i400S3(言)日2cos(61,1,1･7/2)I
i;芦こコ

- 2iZ(61,1,1)･Sin (61,1,1･7/2)〕･eiGl,1,1･7/2 (4･17)

.i

とが等 しくなる条件から,Gl,1,1成分の有効ボンドとイオン電荷は,それぞれ

Q(言1,1,1) n(EF)･Gts(6T,i,1)･Ve冒f(62,2,0;E(1,1,0))

8･(E(-1,1,0)-e((),0,1))

n(EF)･WA(6lr,1,1)･Ve: f(62,0,0;E(1,1,0))

Z(61,1,1)-

と,

として定まる｡

4(E(1,jL,.)- E(.,.,1))

n(EF)･～ws(言1,1,1)･Ve:f(召'2,0,0;E(1,1,0))

2V'f(EIl,1,0) - e(0,0,1)

+
n(EF)･～wA(iGT,I,1)･Ve冒f(62,2,0;E(1,1,0))

4ノテ (E(-1,1,0)- e(0,0,1))
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(a) (曾CW ,)
WtGl)

砕くG2)

(G〆iIu))

#(GI)

(Gl<f.1.1))

(a)

Id)

tbl

(b)

蘇(A)
(Gl(J-5,1))

甫(ら.)

(G.･･くれ1))

図 1;干渉効果の言1,1,1 成分の非線型電子密度

i)HeineJonesが,Ⅳ族で計算した非線型電子密度

a), 2次の電子密度

b), 3次の電子密度

ii)Zinc-blend型結晶の対称性低下によって現われる非線型電子密度

a), 2次の電子密度

b), 3次の電子密度
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バンド- ギャップ (4･12)式は,光学実験21),22)で知られた Ⅹ5-X3 のバンド- ギ

ャップに当るから,Zinc-blend型結晶の非常に簡単な電子バンド構造モデルになってい

るoこの特殊なモデルで計算されたボンド電荷 Q(61,1,1)/e(言1,1,1) とイ オ ン電荷

Z(61,1,1)/e(61,1,1)は,空間に貯 った実電荷の大きさなので,これらの値は,波数ゼ

ロ成分のそれらと等 しくなると予想される｡即ち,

Q(0)～ Q(61,1,1) Z(0)～ Z(61,1,1)

e(o)~~ E(ち,1,1) , e(0)~ e(61,1,1)

(4･20)

の関係が満たされれば,イオン-ボンド電荷モデルの近似は, 非常に良い近似と考え

られる｡

§5. Ⅳ族結晶-の応用

zinc-blend型結晶の場合 ,誘電率は,Pennの誘電* 23)となり,これは, Plankの定

数 it,プラズマ振動数ab2-47,e2/mflを使 うと,

吉(i,- 1+ (hi p,2･(1-.A ,･{1･吉 (kf,2(1-4%j '.2 (5･1)

となり,擬ポテンシャルを定めれば,イオン-ボン ド電荷モデ/レでの 永年方程式 を計

算することができる｡この簡単な例として,Ⅳ族の SiとGeの分散曲線の数値計算を

行 うことにするo 単位胞内の原子は,同一なので,Zl-Z2となるoこのために,皮

対称ポテンシャル屯 (言)は,ゼロとなるから, (4･19)式のイオン電荷Z(61,1,1)も,

ゼロとなるo従って, (4･18)式の有効ボンド電荷 Q(61,1,1)I(4･12)式のバンド-ギ

ャップEgと, (5･1)式の誘電率を連立方程式として解 くことで,これらの値を,自己

無撞着に決めることができる｡ボンド電荷モデ/レに,この誘電率を使 うことは,矛盾し

ているが,Q(0)/e(0)=Q(81,1,1)/e(61,1,1)の関係がみたされるために, (5･1)

を使ってよいことになる｡このモデルが,Martinの結果 と同一になる理由は,次のよう

である.Pick達の理論によれば,有効ボンド電荷 を決定する非線型電子密度 を,一般

的な非対角成分の電気感受率 x(F,pi,)を使って,<p(i)>N-- ∑ x(i,iL,)･
iT'(≒官)
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面(F')として定義しているから,これは, (2･3)式の定義と異なる｡ しかし,ボンド

電荷モデ′レに必要な波数ゼロ成分の誘電率は,偶然に, e(0,0)-1+ve_e(0)･x(0,0)

- e(o)となることが, Adler24) と Wiser25) によって証明されている｡ このため

に,Martinの定義 した波数ゼロ成分のボンド電荷は,現在計算した定義 (2･3)と一致す

るから,Martinのボンド電荷モデルと等価になっている｡

数値計算には,Aschropt-ポテンシャル26)

vi-e(F)-

47TZe2

fl･子 2

･cos(rc･JfJ) (5･2)

を使い,原子芯の半径 rc の決定の仕方として,Heine-Abarenkovポテンシャル27)の第

-節目のゼロ値が一致するように決める｡次に,格子振動内ではたすボンド電荷の役割

を知るために,自由電子近似の分散曲線を図2の a),b) で示 した｡

1

Ltcc
6
1

T-I-~ーi,し.:I.O.GILJ.LAr 一一~､､､I.I-.TL 二一一･Elj,★ll+■■ー-､ヽ T-＼ ヽ + ･LICl'se(一一T-n---:-二一一tCLt
tj L〔､1-aこ[ :6こし▲′ ⊥■一

L(e(luL即1加 Ve Ve{†0′C(M3rO･nOre Lq'qr'IulJ

a), Si

b)Ge
i.J'･CtJ紙 J JLl(､lユSPr/I

′---育-A-,-しっ､､､､L1～､､､/ユ～,′ エ イ 一一-EJT一一=.･′し(Itl.し);Lh､ ＼ T.' ｣(､ へ I′ケ

■1

Iゝ -i,､､､､､､-_TA ∵二:ike.′)′ .′ノ′/-/ ▼→rl.-- ㌔ ･1-_ ILII

b),Oe

; 現在の計算 ; 森田,相馬の計算 28)

図 2; 自由電子近似の分散曲線

N,bt

ボンド電荷モデルの分散曲線は,誘電率が,パラメーターにとられてお り,音響型縦波

振動のIl点での立ち上がりを,実験と一致するように決めるO この計算に使われた誘

電率を図 3の a),b)で示し,分散曲線の数値計算結果を,図 4の a),b)で示した｡

図 3と図 4の比較から,音響型横波振動の安定化の要因は,ボンド電荷を通じての三体
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C)4 08 】2 16 20 24

a), Si b), Ge

修正された Pennの誘電率

penmの誘電*23)

Hubbard近似の誘電率 29)

図 3 ; 誘 電 率

o) SI
u(I♂9K~'l I.lH0k 11)

ム 10 1( ∑ QO
Fh 伽VdcN'Cwd･n(】tt(q勺rrbX)

a), Si

10 k 【 OOヽ ･~
ReducedVJcveVector〔ooro･notefq/qrTYM

b), Ge

現在の計算

a)Martinの計算3), b)森田,相馬の計算28)

中性子散乱の実験 5)～9)

図 4 ; ボン ド電荷モデルの分散曲線
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力による｡従って,S･P3共鳴のために,ダイヤモンド構造が安定化しているとわかる｡

数値計算に使われた値は,表 1と表 2の通 りで,表 2中の有効ボンド電荷は,Q(0)辛

Q(石1,1,1)とな｡,ボン ド電荷は,Q(0)/e(0)二 Q(61,1,1)/ e(61,1,1) の関係が,

程,満たされる｡

表 1; 62,2,0と61,1,1 成分の誘電率

e(Giyp)6prG2#) eNa62") も亀 甲)e(61" ) 午(61JJ) ha61")も(61,1,1)

Si 1.20 1.20 1.10 1_20 1.82 1.80 1.50 2.0

Ep; Pennの誘電率公),eNa;奈良の誘電率叫 ,eH;Hubbardの誘電率29)

表 2; バンド- ギャップとボンド電荷値

rc 良(毎 2耕) Re(～W(61")) Eg Q(0)e(0) Q(召1,1J)嶋 ,1,1)

Si 現在の計算 0.514 0.598 -4.689 6.579 0.167 0.109
HeineJonesの 結 果 0.872 -4.602 6.75 0.123

Martinの 結 果 0ー167

第ゼロ次の計算 ((≠0) 0.514 0.598 -4.887 6.94 0.147

Oe 現在の計算 0.515 0.167 -4.322 4.80 0.125 0.087
HeineJonesの 結 果 0.218 -4.945 6.84

Martinの 結 果 / / 0.125

第ゼロ次の計算(QFO) 0.515 0.167 -4.472 5.64 0.113

(rcの単位 ;A, Re(W(言))とEgの単位 ;erg)

ー 1 5 5 -
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この関係を使って,音響型横波振動の Grtineisen定数の異常を説明するために,波数依

存のボンド電荷を,

Q(0)/ど(0) ;()<向 ≦君 .61,.,1･

･･Q(Gil,1,1)/er61,1,1);蘭 >舟 61,1,1L

(5･3)

として定義し直す｡αは,波数 言1,1,1 とゼロ成分のボンド電荷値の大きさが一致する

ように,定数値にとる｡ (5･3)と表 3で示した体積変化値,及び, 規準振動の固有ベ

ク トル Ⅴ を使うと,Grtineisen定数は,

fl d

r =一評 言石 V･D･'

とな る｡

表 3; バンド-ギャップとボンド電荷の体積変化値

(5･4)

rc仏) ndEg fl de(0) E(0二の dQ(0) e(6111)n dQ(6111)

鞄 df一 一E(0) db -Q(0)doe(0) Q勾_u) d∫ーe(61n)

Si 現在の計算 0.514 -0.153 -0.636 0.636 1.244HeineJonesの 結 果 -0.54 -1ー047 1.047 1.031

実 験 -0.869 0.526

Ge 現在の計算 0.515 -0.277 -0∴408 0.409 1.042HeineJonesの 結 果 -0.865 -1.059 1.059 0.529
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図5は,Siの数値解で,音響型横波振

動の Gr血eisen定数は,長波長で正とな

り,短波長で負となる異常性を示すため

に,負膨脹係数の実験14)を,定量的に,

上手 く説明すると予想される｡この起源

は,熱膨脹に際し,三体カが増加するた

めと解釈される｡

§6. 簡単な議論

zinc-blend型結晶のイオン-ボンド電

荷モデルの断熱ポテンシャルをうるには

波数ゼロ成分の有効イオン,ボンド電荷

の大きさ,即ち,実際に電子が空間に局

在したボンド電荷とイオン電荷の大きさ

Ⅴ T

2.0/.00.0 tl,0,ol一■一■-1=-// 71i tU,OJiJ'--1+0-音.i-- 〔1.日 】2.0′､OqO-/.0一2.0-3.0-1.0

1り ^

ノ′IJLAl J I

L3tf.卜､､≒AL'IO▲. ALLLA Jb●ヽ ▲

｢ やヽ ,I._ATA .K､-ち ,∫l r ~､̂ .ヽ

RedtACeJVAye帖 rCp.rJ''TLAte
(a/)～)

; 現在の計算

; 以前の論文の計算結果 13)

図5; Siの Grtineisen定数

と,系内の幾何学的な分布の仕方を知る

必要がある｡これを知るために,非線型電子密度分布の形を,波数依存の有効ボンドと

イオン電荷の概念を現象論的に導入して定義する｡これを,ハミル トニアンから導いた

断熱ポテンシャル (2･6)式に代入して, 調和振動子の永年方程式を求めた後に,長波

長の音響型振動数が,ゼロになる条件から,波数ゼロ成分の有効ボンドとイオン電荷を

決定することができ,イオン-ボンド電荷モデルの永年方程式が解けたことになる｡こ

のモデルは,種々の電荷の波数依存性無視の近似になっているので,この近似の妥当性

を,次のようにして調べる｡ (2･2)のハミル トニアンから計算した Zinc-blend型結 晶

の単純な電子バンド構造モデルを基礎れ て導いた波数 百1,1,1成分のイオンとボンド電

荷が,波数ゼロ成分のそれらと等しい関係,Q(0)/e(0)二Q(石1,1,1)/e(61,1,1),

Z(o)/E(0)= Z(61,1,1)/e(61,1,1)を満たす物質,例えば,GaAs,GaSb,InSb,

zns等の物質に,イオン- ボンド電荷モデルを使えば,非常甚良い近似になっている｡

siとGeの場合,上の条件をみたすために,分散曲線は,実験8)と非常に良く一致す
..こ

るoSiの Grdneisen定数の計算に,短波長側に当るボンド電荷に,Gl,1,1成分のボン

ド電荷を使うと,負膨脹係数の実験を上手く説明できる｡従って,Zinc-blend型結晶の

-157-



石田郁二

Gr由neisen定数の計算に,IV族と同様な方法で,修正したイオン- ポンド電荷モデル

を適用すれば,負膨脹係数の実験 31)を説明できるのではないかと考えられる｡

終始,御指導していただいた松原先生,町田さんに,深く感謝する次第です｡

AppendixA

(2･8)式内の自由エネルギーの摂動展開の 3次と4次項に, 共鳴状態の概念を考慮

した森田達20)の理論を使い,再規格化したエネルギー表現を使 うと,これは,

AJ3'H --{W(-p-)･〔27<EkFilf2
≡≡EP

十F'EkFfl蔦葛

♂(㌃ki1-i)･W(㌃kil)融61-62)

(EirEi{1) (E- EiT2)

♂(k1-63-F)･融EJl)融ElJk2)～W(62-63)

悔 -Eil1)悔 一報2)(Er EF3)
〕 (All)

となる｡ (2･6)式の結果は, (A･1)の共鳴エネルギーの一部を考慮して,非線型電子

密度を使って表わしたもので,これは,

}

<p(p)>N-議 f2%2

~童 ,号 f2鳶

6(妄言2一首)･～W(㌃ち)W～(言1一首2)

(Eir 鞄 1)(EF一報 2)

♂(㌃E3-Pl)･W(㌃言1)･W(il一言2)･W(E2-f3)

(E㌃ 聖 1)(E㌃EF2)(Er EE3)

となる｡ (2･5)式と (A･2)式のダイヤグラムは.図 6のようになり,一体ポテンシャ
′､ヽ･ノーナ

ルW(P)内の非線型電子密度の役割が,よく理解できる｡ この非線型電子密度から,

有効イオンとボンド電荷を分離するために,一体のポテンシャル

～W(i)-jWs(i)+ iWA(Pi))･exp(i子･7/2)

を,単位胞内で対称ポテンシャル
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イオン-ボン ド電荷モデルの格子振動

～(GI)

∨くGt)

＼＼(-J":)
a) W*(i)- - - W(子)- V｡｢｡(F)･x(F)･W*(i)

i(J-;)

ve -e(i)
b) V｡*_｡(i)- ‥ -veJ F)-V｡_｡(首)x(F)V｡*_｡(F)

E(P)

C) W(F)-W(F)+ve-e(F)< p(i)>N

図 6; 一体近似の電子 - イオン相互作用ポテンシャル
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～ws(i)- 〔‡ (vlfW '+vi'ft'F')+旦些 ･V｡_｡(子)･(4｡｡S(Pxa'8)2

･cos(pya/8)･cos(Pza/8))〕･2cos(F･7/2)/E(F)

(A･4)

と反対称ポテンシャル

wA(P) - 〔‡ (vi(i (i)- vl(三t(i))+ Z(子 )･V｡一｡(i)

′､.′ -･ナ

･9g'･ve_｡(F)･(4sin(Pxa'8'･sin(Pya'8'･sin(Pza/8))〕

･2sin(子･7/2)/E(子) (A･5)

を使-て, (A･3)式の左辺を記述できるo (7-言(1,1,1))･

(A･3)式を (A･2)式に代入し, (A･2)式が,現象論的に定義 した非線型電子密度

(2･7)式 と等 しくなる条件から,有効ボン ド電荷 と有効イオン電荷は,

÷Q (i)･14cos(Pxa/8)･cos(Pya/8)･cos(Pza/8)H 2cos(FT/2)I

8(言二言2一子)

京-kFjFITE-2(軒EEl)(軒qF2)
ニー∑∑∑

･wA'{1-E2'ト f< EkF号i2号

/ー′

iws(k-kl)～ws托1-盲2)一転(i-El)

∂(6-ki,一貫)

(BrEEl)(E㌃鞄2)(E㌃鞄3)

×〔悔 (i-ill)qs(kill-62)一転(i-fl)～wA(fl一首2))･Ws(f2一言3)

+1～wA仔-il)Gfs(71-62)+Gis(ill)私(E1-62))･WA信2-E3)〕
(A･6)

Z'首)(2sin(F･7'2))-?<EkF葺 52
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イオン-ボンド電荷モデルの格子振動

･Gis(61-ki2)+Gfs(叫 )WA特 -f2)∫

∂(盲-f2-一子)
+ ∑∑∑∑
'il<ukFfl宅,E-3(Ef-Ail)(Er 鞄2)(Er-El;3)

×〔悔 (妄言l)W～R(il言2)-WA(㌃fl)～wA(fllk2)I･～wA(盲2-i3)

+i～wA(㌃む W～S(il-f2)+Ws(妄言l)W～R(fl⊥f2)ト ～ws(72-ち )〕
(A･7)

として求まる｡ Ⅳ族結晶の場合,vi(It(7)- vi(_2三(子)となるから,WA(7)I o とな

り, (A･7)式のZ(i)= oとなるo Zinc-blend型結晶の場合,対称性低下のために,

有効イオン電荷があらわれる｡
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