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石井 晃

latticeの歪を伴ったペプチ ドのC-0bondの振動励起が実現する可能性を指摘 し,このdefor-

mationを伴ったソリトン波がミオシンとアクチンの相対的なslidingにおける力の発生の起源で

あるとした.Davydovsolitonは次の形のnonlinearSchrddinger方程式でかかれる｡

∂2
(i緩 -A･J評 +GFa(i,i)f2)a(i,i)-0

ここで,i-Z/R,a(i,i)はamidelvibrationの励起のprobabilityamplitude,Aはen-

ergy,Jはamidelvibrationalexcitationのdipole-dipolecoupling,G-4x2/K(1-u2/

u喜)で,再まamideIvibrationalexcitationとlatticedeformationとのcouplingconstant

であ り,〃Oはsoundvelocityで,これはsolitarywaveのvelocityの上限を与えている｡方

程式の解は

Ia(E,i)F2-

.′L Zコ

2cosh2[p(仁〟t-fo)]' u= KJ(1-u2/uo2)

I/-u/R

で与えられ,latticedistanceのrelativereductionを表わす p(i,i)の波 も同型の局在波

p(i,i)-

Xie

K(1-u2/V.2)cosh2[p(i-〃t-fo)]

で表わされる｡最近Scottl)は数値計算によって｡-Helicalproteinにsoliton波ができるため

のx一値の範囲として

o･35×10110N≦ xl≦0･6×10-10N

をみいだしている｡

1) A･C.Scott:Phys.Rev.A26,578(1982).
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物性に現われるsolitonには強磁性体におけるものの様に構造それ自体が トポロジカルに

ソリトンを形成 している場合 もあれば (sine-Gordon系 ),そ うでない ノン トポ ロジカルな

ソリトン(KdV,NLS等 )もある｡この種の分類はTD.Leel)によって拡められたが,彼に拠

ればノントポロジカルなソリトンは構造からの要請が無いため,孤立波 を維持するためには

波の鉱が りを妨げる引力場が必要である｡ 境界条件 としてその引力場が与えられてしまって

いる系 もあるだろうが,. ソリトンとして興味があるのは引力場が孤立波の振巾の関数 として
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変化する場合である｡適当な孤立波の振巾に対 して引力場が最大 となるなら,その系はノン

トポロジカルなソリトンとして安定 という事になる｡

この様なノン トポロジカル ･ソリトンの 1つとしてKubo-Namiki-Ohba型 Solitonbagが

ある2.)これは Schr6dinger場 とKlein-Gordon場 との結合系になっていて,それぞれの場が

相手にとっての引力場の役割 を果すようになっている｡ このソリトンはもともと素粒子の相

互作用のモデルとして考えられたものだが,物性に関 しても2つの例について応用されてい

る｡

1つは電子ガス中を動 く陽電子の問題で,分極の雲を付随させて動 く陽電子の姿はそのま

まKubo-Namiki-OhbaのSolitonbagとなる3.),4)これは従来の計算5)が 1つ 1つの電子 と陽

電子 との相互作用から出発 して,消滅率では成功 したものの有効質量では実験 と喰い違って

しまった事情を顧みて,集団モー ド(プラズモン)と陽電子 との相互作用から先に入れて計

算 してみようというモデルである｡ 運動方程式は次の様になる｡

方2

-言右 転 + e押 =町

転 -P2転 +wp2¢--4weu2少2

ここで少は陽電子場で¢はプラズモン場である｡ この方程式の多体論的導出は省 くが,文献

4の他に2通 りの導き方がある6.),7)

もう1つの例はブロックごとに軸方向の双極子モーメントを持っ一次元高分子鎖系でのポ

ーラロンで,Solitonbagとは別にDavydov8)によって次の運動方程式が提出された｡

宜2

~T ,:-'′-⊥zI･1･''こ/1･''

･J_ ･･1.lj,I‥I,,I.ご′I II.I,･:

ここで再ま結合定数,Wは双極子の変位で W2-a,02+uo2kZの固有モー ドを持っている｡ この

方程式 も数学的には先の陽電子の例 とまったく同等で,やは りKubo-Namiki-Ohba型soli-

tonbagの解を持 っ ｡

次にKubo-Namiki-Ohba型 Solitonbagについて説明しよう｡ これは粒子場少と力の場 ¢

とが

･JIJ

J''Ll:I-I-~{二Il･''-~'/'･'J.:'

転 -P2転 +p2¢-3中旬

なる連立運動方程式の形で結合 したもので,粒子は速度 ひで走 りながら束縛されているとして
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+(x,i)- V(xIVt)elk(m t)

とすればrg- ♂(再ま定数 )という仮定のもとでこの連立方程式はsech2の解を持つ｡

3/̀2

4,-で ㌻ γ SeCh2(A(a-ut))eik(m i)

め-筈 γ2sech2(A(x-vt))

ここで γ2- 芳2/2m(P2-u2),A-p/2JiF f .この解に対 して当然次の事が疑問にな

る｡

(1)I刷 2dx- 1と規格化できない｡

(2)フェルミ場少とボーズ場 ¢を等号で結ぶのはおかしい｡

この疑問はこのソリトンが波動関数に対するソリトンになっている以上,安易な古典近似で

妥協出来ない事情から来ている｡

ここではこの疑問に次の方法で答えた｡ まず ソリトン状態を表わすケットとして次のもの

を選ぶ｡

Fsol>-cJdx少(tr,i)F'(tr)lo>Jcoherent>

ここで F'は粒子の生成演算子,少は粒子場のc数の振巾,ボーズ場 ¢はコヒー レント状態

をとった｡規格化はこのケット全体で行 う｡

<so‖sol>- C2JdxF4,(x,i)f2- 1

C が規格化定数 となる｡ ノ､ミル トニアン演算子を

巌 .rdxtg+(x,(一芸 豊 )F(x'-9純 )V･'x)g(x)

･i[b2(x)･p2¢2(x)･p202(x)])

とすると,これの Fsol>による期待値はそのまま振巾少と¢(x,i)-<soll¢lsol> に対する

ノ､ミル トニアンとなる｡

H-<sol値 Isol>

-C2Jdt再 十(-2i )転 一郎 +少弓 [Qt2･〟26･P26x2])
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以上の操作によって少も¢も単に場の強さを表わす c数 となったからγ少-¢という比例関係

に対 しても一応不都合は無 くなった事になる.また規格化はケットIsol>について済ませた

から積分 I刷 2dxはどんな値でも良い事になる｡

このHに対する運動方程式 とその解は先に示 したとお りであ り,その解をHに代入 して

Es.I-
方2〟2 方2p2(p2+V2)

3m(P2- u2) '30m(P2- V2)2
+ i-u2

なるソリトンのエネルギーが求まる｡このエネルギーの表式は結合定数9に依存 しない事が大

きな特徴で,これはポテンシャル場 ¢が9-1に比例 しているところに起因するoまた恒にEs｡1

-号-u2<Oである事はこのSolitonbag解が安定である証拠である｡

物性における具体例である陽電子消滅について応用 してみよう｡従来理論では説明出来な

かったアルカリ金属内の陽電子の有効質量を計算 してみることにする｡金属内に入射された

陽電子はたとえ高速であっても電子励起やフォノン励起によって急激に減速 され,有効質量

を測定する時点では電子ガスのFermi速度より充分遅いと考えてよい｡プラズモンの分散関

鮎 2-wp2･p2k2でP2-号ufであるからPに対 してもP≫Vと近似 してよいoするとソリト

ンのエネルギーEs｡.をu2で展開して

Es｡.(k,-Es｡.(0)十諾 十 0(k4 )

但 しmu- 芳kである｡このm*を有効質量と定義

する｡ 陽電子の質量をプラズモンとの相互作用

無 しでm｡とすると,近似 P≫ Vのもとで

と求められる｡ ここで ㌔はよく知 られた密度パ

ラメータで電子ガスの密度 をn,aoをボーア半

径 とするとき争 S3aD3-ま である｡

結果は末尾に示 した図のとお りでヲ),4)上 の実

線が m｡として真空中の質量,下の実線がバン

ド質量を選んだものに対応 している｡バンド質

量による計算値 と実験値9)との驚 くべき一致は

実験誤差の大きさによって大分価値が差 し引か
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れるとはいえ,単純なプラズモンとの相互作用のみを採 り入れたモデルとしては充分な成功

と言えるであろう｡ 個別励起モー ドや電子 との短距離相関がなぜ有効質量に寄与 しないかは

将来の課題であるが,今回行った集団モー ドとの相互作用をソリトンとして厳密に採 り入れ

るという方法は多体問題に対する1つのアプローチとして有効であろう｡

まとめると2つの場が互いに引力を及ぼ し合 う時,その系がself-trapedsoliton(Soliton

bag)の解を持つ場合がある｡ Kubo-Namiki-Ohba型はその 1つの例であ り,固体内で分極

の雲を伴った陽電子や,ある種のポーラロン等にその実例が見出せる｡ その普遍的な形から

考えて他にも多 くの実例が見出せるであろう｡

ソリトンとしての基本的な問題 を考えると,なぜr少-¢なる比例関係になるのかよくわか

らない｡ 確かに数学的な解 として存在するのであるが,物理的要請から出てくる方がすっき

りする｡また粒子が 2ケ以上ある多 ソリトン問題の定式化 も将来の課題であろう｡
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ア ン ダ ー ソ ン モ デ ル の 厳 密 解

阪大 ･工 川上則雄,興地斐男

§1 はじめに

近藤効果という言葉で代表 される金属中の磁性不純物に関する研究は,多体問題の取 り扱

いの本質に触れる問題 として固体物理学において重要な位置を占めている｡ このいわゆる局

所的電子相関問題 を具体的に取 り扱えるモデルとして,アンダーソン及び S-dモデルがある｡
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