
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

超流動^3Heの低温に於る準粒子輸
送方程式について(^3Heの超流動の
動的諸問題,研究会報告)

小野, 義正

小野, 義正. 超流動^3Heの低温に於る準粒子輸送方程式について
(^3Heの超流動の動的諸問題,研究会報告). 物性研究 1977, 28(4): D10-
D13

1977-07-20

http://hdl.handle.net/2433/89366



小野義正

超流動 3Heの低温 に於 る

準粒子輸送方程式 について

東大理 小 野 義 正

超流動 3HeのB相 (BW状態 )の粘性係数を準粒子に対する輸送方捉式を用いて計算

Lt)～6)実験7)～ 9) と も 比 較 し た｡ 転 移 温度近傍 で は 変分 法 を用 い た 計算 結果 1),2)は,

20気圧での実験8)とよい一致を示 した｡ しかし低温では準粒子の数が減少してくるの

ので,準粒子衝突による緩和時間 T は T∝β1/2eβ△(β-1/kBT,△-△(0)gap at

T-0)で表現される様に長 くなる｡ 従って平均 自由行程 βも長 くなり,ある温度以下

では実験装置の大きさ程度になり,この温度領域では輸送方塩式は意味をもたなくなる｡

これがどの程度の温度でおこるかを調べた｡

輸送方程式をⅩ-P◎ と書く｡Xは ドリフト項であり,P◎ は線型化された衝突項

を表現する0分布函数 fkを局所平衡 f這-〔explp(Ek-k･u)I+ly lからのずれで

あらわす｡

fk - fkO十Ok∂fkO//∂Ek (1)

ここでEk - (Ek+△2)1/2は準粒子の励起エネ′レギーであるo 又 ドリフト速度は u-

(ux(Z),0,0)とする｡

粘性係数を求める試行函数◎kを,

kxkz ㌔ ∂u

qk - kxvzTs∂ux/∂Z- 五一･-TsiEk (2)

ととる三),2)ここで ㌔は超流動状態での有効穏和時間であるO変分法を用いて求めた粘

性係数 qsは,

qs-く◎･X>S2/く◎,P◎>S

である｡各々の内積を,

<◎･x>S- TsDs, く◎,P◎>S- Ts2cs

-plo-

(3)

(4)
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とすると粘性係数 と緩和時間は,

qs-Ds2/cs Ts - Ds/Cs (5)

で与えられる｡

一方正常状態についても同様な計算を行い ‰ - D三/C｡, Tn-I)n/Cnを得る.

これ らから還元粘性係数号と還元緩和時間了 を求めると,

号 - りS/㌔ (T｡)- (Ds//鶴 )2(cn/cs)

7 - TS/Tn(T｡)- (Ds/勺-)(Cn/Cs)

となるoここで 7n(Tc),Tn(Tc)は転移温度 Tcでの値であるo I)S/Dn,Cs/Cnは

B相での粘性係数の計算の際求めてあるので2)表 Iに号と-Tを還元温度 t-TA cの

函数 として与えた｡

ノ､/
Table1.Thereducedshearviscosityqandthereducedrelaxation

time'7in theBW state(Bphase)ofsuperfluid3He

t-≠/㌔ 1.00Jl.99 0.98 0.94 0,92 0.90 0.84 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

ノヽヽ■./7 1.00 0.7240.6620.5300.5070.4730.4350.4080.38303770.3830.4020.4330_471

一方 Tcでの平均 自由行程 P(Tc)- vFTn(Tc)(vFはフェルミ速度 )は正常状態の実

験 10)から求められ表 丑に PくP(PCP)(多重点 )のデータを書いた｡

TableⅡ･Meanfreepathβ atTc andatlow temperatureintheB

phaseofsuperfluid 3He (P<P(PCP))

_P (bar) 0 3 6 9 12 .15 18 21

β(㌔ )(〟m) 55.9 27.5 16.5 12.0 9.36 7.62 6.31 5.39

Tc(mK) 1.10 1.44 1.74 1.93 2.08 2.20 2.30 2.39

β(t-0.3)(mm) 3.95 1.95 1.17 0.849 0.662 0.538 0.446 0.378
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超流動状態での準粒子衝突による平均 自由行程は

5d

p - IvgroupL Ts - A (Tc)T L Em l
(8)

で与えられるoここで vg.oupは準粒子の群 速度で vgrou,- ∂E/∂k- vF(e/E)であ

る｡ 一方低温での分布函数は

fO(A)～- exp(-PE)二 exp(-β△(0))exp(-β82/2△(0)) (9)

で近似 されるo これから 8-ノ△(o)jb~二E～△(0)と近似 されるので

Ie/El～ ノ妄語 花 76-)- ノ (州 ン七 ) (10)

今 PCPより下の圧力 を考えているので弱結合近似を用いた｡ (㌃-1.781はEuler数

である｡) これから,

ノー′
P-P(T｡)T (V 7,)(T/丑 ｡) ( ll)

が求まる｡ t-0.3及び 0.2での平均自由行程を表 屯に与えた｡これから t-0.3で

βは実験装置の大きさ程度になるので,準粒子衝突のみ考えた輸送方程式は t≦0.3で

は使えない｡4Heの超流動のアナロジーを用いると,低温ではCOllectivemode(phonon)

一準粒子衝突が重要になると思われる｡
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KineticEquationの微視的導 出と

そのスピン緩和-の応用

山口大文理 永 井 克 彦

超流動 3IleのNMRの線Hlの議論はLegett-Takagil)によって与えられたがそこでは,

normalpart7)持つスピンが,粒子間の衝突によって局所平衡に達する 退転が議論 され

た｡nOrmalspinは衝突によって保存 されない為にこのような緩和が可能になる｡この緩

和時間は,BogolonのBlotzmann-5程式を用いて議論出来るが,2)我々は, Bogolon の

Boltzmann方程式の微視的導出に興味をもって来た.

ここでは, ABMstateを考え,ある時間変化をする与えられた外部磁場に対 しnormal

spinが追随 していく過堤を考える｡

kineticeq･を Kadano打-Baym の方法に従って導いてみる｡ 4×4行列の一体 グリ

ーン函数に対する方粒式を, self-Energyとして Born近似による散乱を含む形にとると

次の様になる｡

+(1)-

叫 (1)

巧 (1)

吋 (1)

巧+(1)

(1)

ととり,Gaβ(1,1′)- (-i)<T+a(1)～+(1′)> でGを定義すると,Gis(1,1′)
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