
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

エネルギー等分配則と拡散粒子の
位置に対する重力場の影響

餌取, 寛次

餌取, 寛次. エネルギー等分配則と拡散粒子の位置に対する重力場の影
響. 物性研究 1982, 38(3): 105-109

1982-06-20

http://hdl.handle.net/2433/90744



物性研究38-3(1982-6)

エネルギー等分配則 と拡散粒子

の位置に対する重力場の影響

宮崎大 ･工 ･応物 餌 取 寛 次

(1982年 5月 10日受理 )

摘 要

Brown運動をする粒子の Langevin方程式から,重力場の影響 を老慮 した粒子速度の自

己相関関数が求められる｡これによって,粒子のエネルギー等分配則と位置の2乗平均を示す

式が与えられる｡ これらは,従来の表示からの重力場によるuずれ わとして示される｡

§1.序

重力場での拡散方程式の解に関連 した前回の報告1)とその拡散係数に対する補足2)について,

共に Langevin方程式による粒子速度のゆらぎの扱い方が問題 とされている｡

今回の解析では,重力に関する項を含む Langevin方程式から粒子速度の自己相関関数が

求められる｡ この相関関数から二乗速度の集団平均とェネルギー等分配列が導かれ,従来にお

ける無重力場での拡散粒子に対する表示3-5)からのくてずれ けが,粒子の初速度と重力加速度に

関係 して示される｡

§2.速度相関関数

質量7nの粒子に対する任意時刻 tで速度 U(i)を有する Langevin方程式は,重力場 (9 '･

重力加速度 )を考慮すると次の式によって示される?

班 --pu(i)-9+R(i)/,a, p-γ/m ,dt
小

ただし, γ及びR(i)はそれぞれまさつ係数及び周囲媒体分子の熱運動に基づくランダムな力を

示す関数 とする｡

(1)式の解は, U(O)- U.(一定 )として

U(i)- U｡exp(TOE)-(9/P)〔ト exp(-囲 〕+(1/m)I:R(t′)exp〔p(t'-i)]d,t'

(2)

ETORI,KanJl
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観取寛次

R両 の集団平均<R(i)>-二()によ/'て､重力場を考慮 した場合 仁,f>())に, Tを相関時間 と

した粒子の速度相関関数くU(i)U(A+ T)>gは(2属 から求められる｡

く U'1-)U(i+I)>g-非ランダム項

+(1/m-3)I/<R扉RLl)>(､､Ⅰ)〔β(/l寸 ト 2∠-JTE)〕dld〟

()くJL<t, 0<:(くt+巨を (3)

ランダラ相関に対 しては,白色雑音としての性質6)を有するものとすると

<Rh)R(A)> - α∂(〟-i), α:任意定数 (4)

さらにまた,重力場 を考慮 しない場合 (9- 0)における従来のエネルギー等分配則4)を用い

ると

lim <U(i)U(i+T)>()-<U2(-)>∠→()O
T→0

- kBT,/7n ,

ただし, kB は Boltzmann 定数であり, Tは絶対温度を示す｡

上記(4)及て月5)式を用いて(3)式の計算 を遂行すると,次のようにαが定められる

a-2rkBT･

したがって,Brown運動をする粒子の重力場における速度相関関数は

く U(i)U(i+ T)>g

- (kBT/m)exp(一神 目+(U.2-kBT/7n)expトp(2t+IT=〕

- (U.9/jP)(1+[1-2exp(-Pt)]exp(-PfTl)i

+ (9/P)2(卜 expl-P(i+回 ]i[1-｡xp(-Pi)].

重力場を考慮 しない場合には

(5)

(6)

(7)

< U(i)U(i+ T)>O

- (kBT/7n)cxp(-P吊 )+(uo2-kBT/Tn)expト p(2t+回 )] (8)
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であることが示される｡

比較的長い時刻での相関は

< U(i)I)(i+丁)>g- (kBT/m)exp(-pLTl)+(9/P)2, pt≫ 1

となる｡

§3. エネルギー等分配則

(7)式から速度の2乗平均を求めると

<U2(i)>g- (kBT/Tn)〔ト exp(-2Pt)〕+uo2exp(-2Pt)

-2(U.9/P)〔1-exp(-Pt)〕exp(-Pt)

+ (9 /P ) '- 〔 ト exp(-P t )〕 2.

<U2(i)>,- (kBT/7n)〔ト exp(-2Pt)〕+U喜exp(-2Pt) ,

lim <U2(i)>O-kBT/m･t~-う∞

(9)

(10)式は重力場を考慮 した場合の過渡的な関係式,であって,(ll)及び(12)式はそれぞれ従来からの過

渡的な表示3)及び平衡分布での Maxwell粒子に対する表示可を示す｡

したがって,エネルギー等分配則に対する平衡分布での重力場によるくくずれ りは,(2日 10)及

び(12)式から次のように与えられる｡

tI霊<imu2(i)>g-号 kBT弓 m(mg/γ)2

- tli-mくそ mu2(tD .+怒 号muZ(i)
(13)

即ち重力場でのくくずれ Mは,重力とまさつ抵抗 との釣合による定常速度に関係 した項という常

識的な答が得られる｡

§4. 拡散係数

重力場を老慮した Langevin方程式から,任意時刻における粒子の位置 Z(i)の集団平均

< Z(jL)>を含む関係式は
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di t<Z(i);(i)>+p<Z(i)2(i)>-<;2(i)>一g<Z(i)> (14)

によって与えられる2.)この前回における報告では,エルゴ- ド的立場を考慮 して,<22(i)>

には平衡分布による関係式(12)を対応させた｡

今回は,この項には重力場での過渡的な影響が含まれるとして(10)式を対応させる｡

従来の重力場が考慮されない場合では, Brown運動をする粒子について

<Z2(i)>.- 2Dttト [ト exp(-jet)]/(Pt))

-2Dt Pt≫1

ただし,Dは Einsteinの関係式によって表わされる拡散係数であって,D- kBT/(7nP)に

ょって与えられる3.,7)

この(16)式は,自由粒子に対する拡散方程式のインパルス源による Gauss分布解から得られ

るものと一致 している｡

さて,(2)式から得 られる<Z(i)>gと(10)式を(14)式に代入 して<Z(i)2(i)>が求められる｡ し

たがって

く Z 2(i)> g- 2 J 三<Z ( i,);(t′)>dt′

- 2Dt(1-[3-4exp(19t)+exp(-2ノダi)]/(2ノダt))

+(1/P)2[uo2+2uog/P+(9/P)2][卜 2exp(-Pt)+exp(-2Pt)]

-2(1/P)[uog/P+(9/P)2]i+(9/P)2t2

+ 2(9/P)(U｡+9/P)texp(-Pt)

-2Dtt1-(1/Dp)[uo9/P+(9/i)2])

(17)

+(1/P)2[U喜+2U.9/P+(9/P)2]+(9/P)2t2 ,pt≫1, (18)

- 2Dt- , U. - 0 , 9/P≪ 1 (19)

(16)と(18)の両式による比較から,重力場でのくくずれ Hが示 される｡ さらにまた(19)式によって(16)式

-の近似条件が与えられる｡

この(17)式を用いて位置の分散 (2次のゆらぎ)を求めると
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<(Az(i))2>g-<Z2(i)>g-(<Z(i)>g)2

- 2Dtt1-(1/2Pt)[3-4expトPt)+exp(-2/タt)]) (20)

となる｡

この(20)式に拡散係数の古典的定義8)を適用すると

Iim<(Az(i))2>/(2t)-D
f->CO 21･

以上の結果から,<22(i)> に重力場の過渡的影響を含ませると従来の表示と一致 してくる

ことが確かめられる｡
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