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｢凝縮系におけるスローダイナミックス｣

準結晶中のフェイゾン緩和のダイナミクス

姫路工業大学理学部 石井 靖

1.はじめに

正20面体の対称操作 という結晶学的に許されない回転対称件をもちながら､X線､電

子線等の回折現象を引き起こすような長距離的な位置相関を備えた構造をもつ相がAlとMll

の急冷合金で発見されて､準結晶と名付けられた｡【1】その後､他の合金でも同じような非

結晶学的回転対称性を備えた相が発見され､準結晶相はかなり普遍的に (必ず しも急冷試料

だけでなく)みられることが明らかになってきた｡準結晶では正20面体の方向秩序が長距

離にわたって保たれているので､アモルファスと結晶の中間にある構造という言い方もされ

るが､その基本構造の記述からいってむしろ非整合構造の 1つとみる方が適当であろう｡

準結晶には他の非整合構造と同様に原子密度波 (秩序パラメータ)の位相の自由度とし

てフェイゾンを考えることができる｡ フェイゾンの自由度により理想的な準結晶構造からの

ずれ､すなわち観測された回折点の帽や理想位置からのずれ等を系統的に整理することがで

きる｡また準結晶の整合相が実際に存在 し､その構造はフェイゾンの自由度により記述でき

ることもわかっている｡現実の試料では作成の段階にフェイゾン場の乱れとして記述できる

不完全さがしばしば導入され､フェイゾン場の緩和過程は準結晶秩序の形成の 1過程として

興味深い｡

2. ペンローズ格子上のフェイゾン

準結晶の基本構造の雛形としてペンローズのタイル粘 りがある｡図 1のように辺に印を

つけた2種類のタイルを辺に沿って夫印が措かれるように貼 り合わせることにより5回

EatTile

√

SkinnyTi一e

PenroseTiling

図 1:ペンローズのタイルとペンローズ図形
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瑠 >-く∑多 く詔き

図2:4通 りの可能なhexagoll且ip

回転対称性をもち非周期的な構造を作ることができる｡ この図形を写真にとってそれからの

光学回折像を作ると､確かに鋭い回折ピークの集まりからなるパターンが得られ､このペン

ローズ図形が準結晶構造の雛形となっていることがわかる｡ここで辺に沿って矢印が措かれ

るようなタイルの貼 り合わせの規則をmatchillgruleといい､その規則が破れた辺を1重の

央印か,2重の矢印かにしたがってsinglearrowmisnlat.Cll(SAM),(lotlblcalTOWll血lllatCll

(DAM)とよぶことにする｡

ペンローズ格子上で個々のタイルは5つのインデックスl/･i,(i-1,‥,5)を使って､その

位置座標 rおよびフェイゾン座標 V,tJ3を

5 5 5

r-妄uieiI･ V-岩uiel･ t,3-岩IV･i･

と与えることができる.ただし､e土1,e.[(i-1,...,5)は2次元ベクトルで

2(i-1)7r_,__2(i-1)7r
5 5

4(i-1)7T_,_4(i-1)7T
5 5

と定義される｡こうして空間の各点で3次元のフェイゾン場 (秩序パラメータ)が定義され

ていることになる｡

ペンローズ格子において局所的なフェイゾン場の揺らぎは図2に示すような六角形の

パターンの貼 り替え (lleaXgOll且ip)を作 り出す｡図2で丸印をつけた辺の矢印の向きが

heaxgonaipによって変化することに注意しようOしたがってこの llCaXgOll的)は (六角形

に配位 した回りのタイルの向きによって)SAM (またはDAM )の生成､消滅､移動を生ず

る.当然 heaxgollflipによって個々のタイルのインデックスは付け替えられて､その点にお

けるフェイゾン場も変化することになる｡また図2より､DAM の生成には SAM からなる
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｢凝縮系におけるスローダイナミックス｣

檀 (seed)が必要であること､DAM をつないでいくといつも閉曲線をなすこと､sAM は

比較的自由に単独で移動できるのに対してDAM の移動にはSAM がいつも付随しているこ

となどが わかる｡

3.フェイゾン緩和の計算機シミュレーション 【2】

我々はペンローズ格子上のフェイゾン場がlleaXgOllAil)を素過程として如何に彼和され

ていくかを計算機シミュレーションで追跡した｡最初に理想的なペンローズ格子 (有限サイ

ズ)を作 り､これに対してランダムにheaxgonflipを行って乱れた構造を作り上げる.系の

基底状態は準結晶状態であるとしてSAM,DAM にそれぞれ適当なエネルギー損 E.,,Eaを

仮定する｡乱れたペンローズ格子を急冷し低温に保った時に平衡状態に緩和 していく様子を

モンテカルロの手法にしたがって追跡する.ここですべての六角形パターンに対 して1度の

trial丑ipを行うことで ltime(MC)stepとする.また系の温度をゆっくりと変化させて熱

平衡状態の性質をみる場合､タイルの総数が 104個ぐらいの系で通常 2000-3000tillleStep

で平衡状態に至る｡

乱れたペンローズ格子を急冷し低温に保持したときの SAM,DAM によるエネルギー

の緩和の様子はDAM の有無により非常に異なった様相をもつことがわかった｡もしDAM

が作られることを禁止すれば (すなわちEd-∞ )系は非常に速やかに平衡状態に彼和 して

いくのに対し､もしDAM の存在を許すとエネルギーは20000tillleStepの後も平衡状態に

緩和しない (図3)｡エネルギーの緩和曲線を過当な関数でフイットしてみるとT≧0.6で

は指数関数でフイットできるのに対 して､T≦0.4では対数関数のフイットが彼和曲線をよ

く表現しているように見える｡

熱平衡状態ではT≦1.0の低温においてはDAM はほとんど励起されないのに対 して､

山

･
山

TimeStep

図3:急冷したペンローズ格子のエネルギー緩和 (どS- Ed-1)
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図4:T=0.2に急冷した場合のスナップショット (右は対応する 1)3場)

例えばT=0.2に急冷した系のスナップショットをみると､DAM の鎖が緩和されずに残っ

ていてこれの運動が律速となっていることをうかがわせる｡さらに急冷した系での SAM の

分布は熱平衡状態よりかなり少なくなっていて､比較的自由に動き回れるSAM は緩和の初

期の段階でいち早く対消滅してしまったと考えられる｡DAM の運動にSAM がいつも付随

していたことを考えると､sAM の多くが消滅してしまった状態ではDAM の鎖の運動には

改めてSAM を励起しなければならず､これが DAM の運動のエネルギー障壁を与えている

と想像される｡

この辺りの様子をフェイゾン場で見るとどうなるだろうか｡図4のスナップショットに対

応する部分でフェイゾン場をながめてみるとDAM の鎖はてノ3-仇1のドメインとてJ3-2..3

のドメインの境界になっていることがわかる｡すなわちDAM を許した時のペンローズ格子

上のフェイゾンの緩和過程はγ3場でみた時のドメインが成長する過程とみることができる｡

DAM を禁止した場合 V3場でみると1ドメイン構造になっており､この時はフェイゾン綾

和が非常に速いことから､ドメイン内でのⅤ場の緩和はかなり速いということができる｡

図3によるとr=0.5辺りを境として緩和の様子に違いがあるように見えるが､これ

は有意なものだろうか｡ペンローズ格子の熱平衡状態の性質はモンテカルロ計算により調

べられている｡StralldbllrgandDressell31はここで調べたEs-Ed-1の系でT-0･5と

T=4.5辺りに相転移があって､T≦0.5では理想的なペンロ-ズ格子 (秩序相)が実現し､

0.5<T<4.5では SAM だけが励起された相､T>4.5ではSAM,DAM ともに励起され

た相が現れると結論した｡彼らの結論が正しければr-0.5辺りを境とした緩和の様子の

違いはSAM に関わる秩序一無秩序転移によるものと考えられる｡ ところが他のグループの

研究によれば秩序相 (ペンローズ格子)からsAM がたくさん励起されたような無秩序相へ

の転移は絶対 0度でおこると結論されており【4ト 現在 r-o･5での転移は疑問視する向き

が多い｡
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TimeStep

図5:急冷したペンローズ格子のエネルギー彼和 (T-0.4)

T=0.5辺りを境とした緩和の様子の違いが有意なものかどうか調べるために (少し小

さな系で)長時間のシミュレーションを試みた｡図5によるとT-0.4で 2×105t･illlCSt･ep

をすぎる頃から対数関数的な緩和曲線からズレがみられ､106tillleStel)に至る辺りでは指数

関数的な緩和曲線が得られることがわかった｡これから評価される緩和の時定数はT-0.4

で丁=4.5×106で､r=0.6の結果,T-1.4×104 と併せてエネルギー障壁を

r- ToCXP(A/T)

で評価すると△～～6.9が得られ､DAM の鎖の運動の為には局所的に SAM が励起されな

ければならないという事実と矛盾の無い値が得られる｡ しかしながらr-0.8,1.0の結果も

使って △ の温度変化を評価してみると､△恕1/Tl･8 となり､T-0で △ は発散するよう

に見える｡この辺りの様子は時定数の評価誤差なども含めてもう少し詳しく検討しなければ

ならない｡

DAM の存在を許した時のペンローズ格子上のフェイゾンの緩和過程は1,3場のドメイ

ンが成長する過程とみることができる｡特に緩和の後期過程は各ドメインの中の SAM の分

布はほぼ熱平衡分布に達していて､ドメイン壁の運動だけで媛和過程が記述されると期待さ

れる｡上でみたようにドメイン壁の運動に関わるエネルギー障壁が有限であるならば､ドメ

インのサイズは時間のべきで大きくなると期待される｡[5】そしてドメイン壁の運動に伴って

秩序パラメータが保存されなければ､そのべきは1/2になることが知られている｡このよう

な緩和の後期過程 (t>>T)をT=0.6について追跡してみた｡ドメインの中のSAM の分

布がほぼ熱平衡値に達している時間領域ではエネルギーの平衡値からのズレはrv(1/FS1)

で減少している (すなわち､ドメイン壁が減少している)ようにみえる｡こうした振る舞い

と上述の非保存系のドメインの成長との関連は目下検討中である｡

-62 1 -



研究会報告

4.まとめ

準結晶の動的側面としてフェイゾンの緩和過程を計算機シミュレーションにより調べ

た｡ここでみたいくつかの特徴的な振る舞いは準結晶に普遍的なものというよりはむしろペ

ンローズ格子独特のものというべきであろう｡しかしながら､乱れたペンローズ格子の構造

緩和過程はドメイン壁 (DAM)の運動が異なるタイプの欠陥 (SAM)の分布によるため

に興味深いダイナミクスを示す｡現在より詳しい解析を進めている｡

本研究会において､宮下精二氏および高野宏氏よりたいへん有益なコメントを頂きまし

た｡この場をかりて感謝の意を表します｡
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