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合金の相分離の時間発展

ていることが分る｡4種類のクラスターに属 し

ている単位胞の総数Nocにっいて緩和関数を調

べてみると,図 3のようになる｡かなりよく指

数関数にのってお り,転移点に近づ く程傾きが

小さくなっている｡これより緩和時間を求める

と,図4に示すようになる｡ これは抵抗の測定

から実験的に求めた緩和時間の温度依存性と定

性的によく一致 している｡従って,抵抗の時間

変化がオーダー又はデ ィスオーダーの部分の大

きさに依存 し,クラスターの大きさに依存する

ものではないということを示唆 している｡
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合金の相分離の時間発展

山口大教育 古 川 浩

急冷された2元合金の時間発展を議論するOモデルとして Ginzburg-Landau型方程

式にしたがうものを仮定する｡
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<gk(t)電 ′(t′)>｡- 2LkBTkO∂(t-t′)6k,k′
(2)

ここでく >.は初期状態での enSembleaverage･<x(t)>Oは時刻 tでの平均値を表わ

すo qk(t)は局所的な組成 で(I,日 の fourier成分,Lは定数であるO講演では 0-2

の場合について述べたが,これは orderparameter 符が conserveされ る場合 である0

0-0の場合は 7が COnSerVeされない場合であるoFは doublepeakを持 っ coarse一

grained 自由エネルギーである｡

急冷された後のある時刻 tで体積 Rd経度の多くのクラスターが出来ているものとす

る (d:dimensionality) Oさらに系が自由エネルギーの局所的な極値にあると仮定する0

∂F

両 寺 0, 7k=O for k' kc 享 R-1 (3)

時刻 t以後系は (3)で表現 される状感 を通って相分離するものとする｡ クラスター内

部のゆらぎを無視すれば,長さのスケールはRのみである｡それ故 effectiveな自由エ

ネ/レギーは次のように書けるだろう｡

F- F｡･i 吾 x'k,R,111でkJ2 (4)

ここで xはRを不変とした時の定常状藤に於けるstructurefunctionであ り,次を満足

する

I(汰,R)-′x(r/R)eikrdr=Rd了(kR)

了(x)∫

さらに

∋> 1 for xく 1

≪ 1 for x> 1

(5)

(6-a)は (3)に対応する｡ (6-b)は Rdより小さいクラスターが時刻 t以後 には出来

ないことをあらわす｡ (1)及び(4)より

d

d7 符k(t)ニ ーL kO kBTRd首(kR)11 かk(t)+gk(t)

structurefunction s(汰,t)-<fqk(t)12>Oに対 して1)
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合金の相分離の時間発展

孟S(k･t)- -2LkOkBTfR-d7(kR)~1-S(k,R)-Its(汰,t) (8)

(8)式がスケ-′レ不変であることから,すなわち(8)の解が

S(A,t)= RdS(kR)

であることから,

R O乙 ta′, a′- 1/(d+e)

了(x)11が単調増加関数であると仮定すれば,

i) S(汰,I)は β-0のときk-0にpeakをもっ｡

ii) S(k,t)は 0-2のとき,k-km ≒0にpeakをもつ O

でI

R-1～ t-1/(d+0),及び PeakhightRdo

これらの結果は計算機実験の結果 (β=o

及び 2)2,3)とよく一致 しているO-方 0-0

に対する川崎 ら4)の結果は㌔ 近傍 での

Hashimotoら5)の実験 と consistentである｡

我々の方法はTc近傍に対 しては適用出来な

いO図は7(x)oL x~4とおいた場合を三次元

の spin exchangekineticlsingmodel2)の計

算機実験 とS(k,t)を比較 したものである｡

色々な時刻 (r)における実験データを(10)を

もとにして T-40の場合にreduceしてある｡

実線及び2点破線は我々の理論,破線はラン

ガ-ら6)の理論であるO 埠度はT-0･59Tco

(9)

(10)

i)の場合 S(kl t)-去S(0,t)によ-てhalfwidthを定義する｡するとki,km c(

0.0 .2 .4 .6 .8 1.0 L2
q*
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SimpleSelトConsistentMethods

in theTheory ofSpin()dalDecomposition andNucleation

京大教養 冨 田 博 之

スピノダル分解で相分離の進展に伴って成長する構造関数の鋭いピークの振舞いは,

次のように定性的に理解される｡簡単のためイジング ･スピン系を想定する｡

(1) 相関々数の sum-rule;

′dqs(q,t)- 1, S(q,t)… <S(q)S(-q)>t

(2) スピン保存則 ; S(0,t)=const.

(3) 単波長部分は急速に平衡に達 し,その部分の面積が長波長域に移勤しピークを形

成する｡

(4) t--すなわち平衡状態では,LROの存在により,q-Oに特異性M2∂(q)を

もち,ピークは t--でこの ∂･･関数に無限に漸近する｡

この観点を生かした近似理論を考えるo Langer達は,TDGLモデルを用いて,局所

秩序の発展 した段階で,モー ド結合項を,

<S(o)2n-ls(I)>t= E<S2n>t/<sZ>ti<S(o)S(I)>t

と近似 し,構造関数 S(q,t)に対 し発展方程式

∂
alS(q･t)- - q2(q2+A(I))S(q･t)+q2/K
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