
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

P-fミクシング模型(V. Ceプニクタイ
トの物性,価数揺動状態の総合的研
究,科研費研究会報告)

高橋, 尋子; 竹ケ原, 克彦; 柳瀬, 章; 糟谷, 忠雄

高橋, 尋子 ...[et al]. P-fミクシング模型(V. Ceプニクタイトの物性,価数揺
動状態の総合的研究,科研費研究会報告). 物性研究 1982, 37(5): 78-83

1982-02-20

http://hdl.handle.net/2433/90464



P弓ミワシンゲ模型
東兄大理 高騰尋子 斬り原"-R序 岬瀬皐 穐各超絶

§1.序

ce7ニ'7タイ トはNolLl聖の席晶鳩迫をもち､車でもCe,Sb.CLLBもはJkに示す

よう左翼噂fiふるまいをする. 1) 銘品瑞軒点電荷モデルで討皐さ帆る値

〔ciSb:2叫lく.CeB了.2叩k)も＼ら大き<-ずれていろ.〔CeLSい.室温tihS2uk

までl引ぎ3写K′ CeBL:Sk), r l,2.i2,) 千畑 こ反して翼幣lこ亀いtC)011方向

の像気翼克也tSSr各色寸も｡r3.4コ3)非常に捜絶郎 敷瓦相国も示す博 . どの

頃噂でも(0011面内の曳吸岨祖iQF同株漁vl.略にCLSbではT"近傍に2_亀鏑

過しT:-bnDYLnul%Yte,ttCS(te.概観減さVLも.rSコ 4)憩い亀気莫方他にも蛾

thy)ぢす随 l魚柵低vl.(CeSb:1bk. CeBLt1.2bkつ 5) 十分党Vl敬場の下

では草魚岨境域でも彼序境域ヒlaIぎ同程度の里方岨棟級別されろ. rGつ

同L!.CL7ニr79イトでもcRLP,CE,Asでは銘品瑞の才コち消しは等hほど頓蓋で

はなく､要幣も後免翼大鹿もない.CLN炊外のk 了ニワワイトは.CR3十で各

flL.LS蕗台の基氏収監2F馳 伊立方渦軌塙で指QilL.YtR.i,ヒrlE)oublもtに命

製する.lTンド構過は.主にP状箆から敵る価電子韓のトソプ軒 rlかこか 〕

主に盲dtt乳状絶類ら放ろ伝導帯の息櫛X息lこあう.7二つトサン株重くfiろ

につ机て.廿ンドギヤILJアは蔽'j;し.kAsて靖久すう.Ce.Sb.Ce,Biでは偲亀

3-帝ヒ伝導時に南限の亀rs.リ廊あって数%のホール伊｢tも迫億にあうと毛え

られる.門 〕 最迫sk帆州 yu友 COOPEY [官つ は .干ヒ伝導電子のLOVLlte,ルt

帆は川谷 をも鹿することによt).こ帆らの翼幣も鞄乳的ふるまvlと乱晒しよ

うとしてVtう.しけLJl-Jなる杖随の蔽軌略数は健に平たい酌としてVlろ

ので.むしろ(oQl)面内の最迫賂プニワトげソ挽鼠にあるP状絶ヒ漁く混じ

ろはすである.当こて鼓ではfヒ伝導帯ヒの心x叫 に対して.†ヒ侭電古帯

ヒのnutX亡竹 - P守れixILn9エ チルを考えてみろ｡Pヒ寺和 島じると庖亀古軍は

上へ.解 し咋ルは下へS山千tiる.価亀子韓併全部っま-てVl帆ぼ.奥愚的
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伝工射 しキーの紺等且もvl.CR,P . CeAsはこの慌金に相当守るので.P･i山一

xIIyL細 動黒酢顕亀でfinのせヒ解釈できる.しかしホール櫛各色Iq帆伊.管

の命工ネlレギー廊下知ることになる.き引こ庇亀子韓か上弔うVur.一郎の

電副ま伝導帯に乱世こむ虹 色体町こホール柵檀旭し､この増加分のホール

加全体のエネルギーも下げるのに亀等fSa寄与もする.

§2.p-了恥蜘 吋 こよう鹿晶塙のiコも購し

患亀荷tデルでは.液軌取扱廊怯イオンの闇へ向付って伸Wてnろrl状鑑

柵左馴 尺取になる.一大pイ心hl竹の立塙ては.肢軌関数秤了二ワトサンの

カへ向廿って伸耶てVtろ75怖心入明 柵大きVlから､p-†YMLx†竹は托牧経の工

ネルキーを下げる六向に働く.喪鴨ホール柵｢和二島在してい引反定の下で

は YrulXryt‰ PUntY-k は4frt壮絶ヒう=3/2.なるP状経頓にけ辞C)でなく､rl

l}Pヒ混LdS古い.

くrt‖V-5-3/2i'6-0,-ち;雄 [(柵 鳩 (pfR)〕 (1)

Lt,i′=ド,入,.A,ソ (Gy潮 もk【恥 の乳百日こ役 う)

朱鳥rbヒrqヒの実車的fl鹿島嘱分裂 △Oiは.府 ､電荷tチtLの銘品塊1和しキ

ー.p-frh,eX亡vt各の工をルキー臥W舶え箆のエントロピーのか給わvlで決まも

わけである.乍こで.泉の自由1ネルギーを4frS状酪owopultltjt仙 私 の蘭

数ヒして農き下す.

F=(18･)IFvb(18･)十FLb(恥)十F♯ (XB･) (2･)

Fvb+FLいよ.p-i札はLIn各による価亀音帯のS吊it′ 汽肌lこ伴t)伝導噂への亀

舌の乱れこ叫によ,て虹じ引Yソドの工ネルキー変化である.F叫は丸亀荷

tデル銘品環のLネルギーと弔壮絶の1ントT3ピーである.△告はrTyO)

Popututk肌thb単仮数kvけ垂化し1:-b略の全内部エネルギーU帆の変化令として

定義される.寸もy)ち

鴎 -監 k__18 ここでガは 監
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玖下 §3のiSi鼻でも相VlうlYラX-勺は.Ce,SLの蕗合を偲乾してえ1にきし

のておく.

泉1.P弓YulXiy特の大きさ

取扱軌 ホール数 (-取扱軌亀子数 )

良電荷モデルによう糸島偽

名導帝のX痕における為肋陵を

d-f互換相互在韓

9L塙

〔p†町)I0.SeV
(p十TT)--O.之SelV

Q.0S/cc,

23bk

0.25帆

0.1Se,V

5bヒoe.
§3T の相戦等

△告の温良変化の計阜結果皇国1にtl､す. 固1

室温廿らSbkイ司泊まては史廠値ヒ良く- A8(K)

150

敦すう埴柵得S的巳.しかし､このモチ

ルTIir%乞4亀鹿追0)まま扱廿7てnろ

ので.低温ではr!のPOPulQ廿 ontrr敷減し

状亀はroに落ちこんでしまう.低温での

銘品場のふるまnV,叔序曲への転得の妓

3-を見ろf:-～めには.このモチlLをさらに

一歩進めて.4･盤複の代のpopL̂tqttOYL

とtフて亀緬すうこと価製豊 ヒLeby)肌う.

隻3.吸気異力姓t.漁後払領域での基底択鮭

モチlレhミLt,トニ了ソ皇軟のように畠く.

11-Hvb十H4t十Hpl+Hcb十Hdヰ

0 100 200 300

丁(K)

(4)

Hvb は頚益金迫軟で扱う偲亀尋韓.‖叫 は4t状隆で席､電荷tデル絶品鴇を名

tl.仙 Ii毛軸曽量氾仏で扱う銭亀串.口外はP弓yMIxtln甘. H41は吊 束吸

相互仲間で分子場迫収で弧t)｡日の蜘弓値も削 ､にうう叶壮経 (基底私腹つ

を取直うう前日こ収0)ように考える.ます4f基底状敗を牧の5つの場合に仮乾

して31う- J1-512て量石化鮎 をxt帆ヤ 帆〔oQlH 1101(1111に向け良港
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良 (当れ ㌣hcbSe-1,2.3)/冊失格07J主-ll/らヒ3/もの格色 (うVtや､ul

cASe4.冒).うLてこ肌らの泉尾秋鮭の内部工手lLキーの下がL)Uを求めて

比扱して31う.Uを求めろ繭にp-i仙川 吋 こよう低電3･帝のsh汁t,の様子を

case,1ヒつVlて晩2tこ示す.鴨敏的なこt.1工.ビq)堀金でも与えS爪た叫状

亀ヒ最もi<温Lv5P状軽快1本t-:け大きく～Mt,し.残りはl言とんと変わ

らない.阻3け晩之で最大sh注tしてVl引 Tt/卜の711しミ面である.

Jz〟¢0ー)(x-.y-.2.) lx-iyト､ヽ (x一一y-)lte1＼
1II ＼ヽlヽ

･y..I-,(y-.Z.)′′2,1 lヽI. .ty, A . . y . .( x - .y - )

ヽ ′′ 一ヽ
∫＼ ′′ lヽヽ ′ ′

､､､､ ′′′,Ix. い ､ /′.′

＼､_ノ′ ′ l ､､__ノ

X A(kOO).(Oho) ｢ ム(Oo比) x

X(一oo) W

含工えルぎーの下か I)Uをrnの晦扱勤しryルtjhS測った値として良2に示す

泉2 cASe,1 case2 cbSe3 ca584 cASe.どl l ▲

観序耽敗 l t ■3号/JrOO11 3ih〔11O1 コtJln1日 Tls11八 r53/ら

上の喜1境鹿果thら牧のよt)Tlことby考蘇できう.1) Case.16)工をlLキーの

下肘 )桝最大であう07で､【DQH か容易j5向 .cASも1ヒ20)工和 しキー0)i

t]tS冥お腹租馬を見境ろと約1054とOeで . 車扱皐東を乾喝ううに十命であう.

2)旭えて.コミニST/2か頚級吐優桟の基氏状能の主要項に伝.ろこと伊予捜さ

れう.吏聴lこ島尾択箆を13S>=叫 5/2>十 OIづ/2>の附こ仮乾して象分路

lこよi)巻尾収監を汲定すうこ.玖エロ.門｢′β朝.07ら ヒra･t).コモ- 5-/2梯i

尊榎である.乙帆は中腹寺即 日で与乙G帆てVlう産直状鑑

135･>=0.1qsIS-/之>-0.1001-3/2>日01とR.vt一致を百､号｡乙 のよt)にし
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て汲良しT-L皇良壮絶の1ネルギーは.-3123yhe.V｢Vある.3)阻2b､ら偲亀

子帯はAi触上でユー亡甘スヒン寸の杖敗のれ-ル餅大きく健也してVlう.こVt

tjt'〔001)面内で0)漁礁岨祖邑件岡も引き起こす｡4)さらにJYソ卜のshけt

によ-て読経さ帆うホ-1し加tihもt)多く､雪肌からの1之lL半-0)下か')へ

の考も柵大きVtこt,皇考えうと.乾偽性僚機でも塊堀乞佃うてこ-Xントも

簸蕗すうと雪肌に伴ってITr ル伽壇加すうので叔序相 ヒ同温良の翼力牡か乳

y)帆うことを乾的できう.5) 拘吹絶IユPと尽ヒんtvl乳Lvら息vlO)で.rQ彼

序壮絶に軸しては ∪ --○ ヒ考えて良い.そうすると.基底根絶とrTl壮絶ヒの

工をlLヤーはthfaD路吐してVl弓と言もろ.直島うJIvきこヒは.他のqf壮絶

射 昆VうrT3P状匝0)ホールか br}いのでt E(a)1本ルキーはす17と高vlと

nt)ことであう.取って納経秋鮭はrqに迫Vl状随で.伽鮭Lネルや-もわも

り大きくもvlと手根できう.まk.Ce,Sbの仙ル Yn叫 陀廿L SLltRJはrq壮絶で

あうと考えSV̂う.きSに軸鮭エネルギー廊あまI)大きくrihので .飯序状

魚価 こy)帆や巧く.Nk'C,tt青､併催VlヒVlうことも考えられる.

54.まLQ)

§2_ヒ3で.常夜也領域におけう鹿島場のS]も満Lと.汲像岨傾城におけ

う後見異方性と産直状臥 臥tlv判̂ 1二親像すうVlくつtho)岨削こつれて最輪

してきた.重要なことは.こ帆らの腹 鼓 冊 11･?のp-i心メ↓vta･ヒnt)モデルで

統一Lf:-JYラメータを円vlてSR,トトcL肌～tstevtt,に.乾 的されさとnうことであ

ち.
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