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｢原子核とマイクロクラスターの類似性と異質性｣

球殻微粒子の光吸収における量子サイズ効果

慶大理工 江藤 幹雄

§1.序

金属超微粒子における量子サイズ効.巣については､1962年に久保の論文【11が発表されて以来､多く

の研究がなされて来た｡その効果は光吸収スペクトルにも現れる｡･光吸収のピーク位置は集団励起モー

ド(表面プラズモン)の固有振動数 LJsに対応するが､その値は古典諭での結果 LJp/va (LJpはバルク ･

プラズモンの固有振動数)からシフトする｡また吸収ピークの線幅も系のサイズと共に変化 し､それは

Landauda･mpingの機構で生じることが示される 【2】0

最近､球殻状の金属微粒子が実験で作製され､その光吸収のサイズ依存性を観測することが可能と

なった｡Zhouらは､半導体微粒子 (An 2S)の表面が金属 (An )で置き換わった系を水溶液.中に実現し､

その光吸収を測定した【31｡金属の球殻部分が厚くなるにつれ､(i)2種類の表面プラズモンの振動数が

互いに近づくこと､(ii)吸収の線幅が次第にsharpになること､という興味深い結果を報告している.ま

たMartinらは､C60分子の表面に金属をコー トした系を研究している 【41｡

本論文の目的は､球殻微粒子の光吸収を理論的に研究し､実験結果と比較することである｡まず､古

典電磁気学の範囲での考察を行う(§2)｡古典諭の問題点を明らかにした後､量子サイズ効果を究明する

ため､久保公式から出発した第 1原理からの計算を実行する｡§3で Hartree-Fock(HF)及び Ralldom

PhaseApproximation(RPA)の定式化を解説した後､計算結果を §4で述べる｡最後の章 (§5)でその

考察を行う｡

図 1:球殻微粒子のモデル｡
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図 2:吸収率の波長依存性 (古典電磁気学の結果)｡外径は

b=4.Onmに固定､内径a=b-0.2×nnm (n=1-15)で

吸収率はnと共に増大している｡電子密度はAn のバルクで

の値を採り､またfm/亡o=1･33,Ecr/̀o=6･5とした○
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§2.古典電磁気学による計算 一

モデルとして図 1のような球殻微粒子を考える｡外径 b､■内径 aで囲まれた部分は金属で､その外

側､内側はそれぞれ誘電率 em,Ec.の誘電体である｡微粒子の大きさは電場の波長よりも短い場合を考え

(長波長極限)､従って外部電場は空間的に一様とする｡計算の概要は以下の通りである｡

(1)まず外部電場 Ecx(u)がかかっている場合の球殻内での内部電場 E(r,U)を求める｡それは古典

電磁気に従ってLaplace方程式を解くことで計算される｡

(2)微粒子の分極 Pは､RPAの範囲で､内部電場及び独立亀子系の分極率 αo(U)を用いて次式のよ

うに書かれる｡

P(P,U)=αo(u)E(r,U)･

αo(LJ)=∑ f8-ft
hu+e8-Et+i6

ここで分梅率 αo(U)は

(1)

A(Pz)Stl2, (2)

で与えられる(EBは 1電子の固有エネルギー､fBは Fermi分布関数)｡それを球殻に閉じこめられた独

立電子系に対して計算する｡

(3)最後に､光吸収スペクトルは外場の成す仕事率の表式を用いて求められる【51｡

その計算結果を図2に示した｡図はem/fo≡1.33,fc,/Eo=6.5の場合の吸収係数の波長依存性を表

している｡球殻が厚くなるに従って､2つの吸収ピークの位置が互いに近づくこと､それらの線幅が次

第に狭くなること､がわかる｡この特徴はZhouらの実験結果【3】と良く一致するものである｡また球殻

内外の誘電率亡｡.,fm を変えると､吸収スペクトルが定性的にも変化することが明らかになり【5】､それ

は球殻の周りの分極の効果の重要性を示唆している｡

以上の計算ではCo山omも相互作用の効果は(1)式右辺の内部電場を通じて考慮されている｡しかし

古典電磁気学では､誘起電荷は球殻の表面に ∂閑数的に分布していると仮定している｡実際には誘起電

荷は Fermi 波長(入F)程度に広がっているため､入Fが系のサイズに比べて無視できない場合､その近似

は非常に深刻になる｡その領域を扱うためには久保公式から出発し､またCo山omb相互作用を第 1原

理からの計算で考慮することが必要となる｡

§3.HF-RPA法

外部電場 Eex(u)に対する分極 P(u)の応答 αe(u),P(u)=αe(W)Eel(u),は久保公式によって次式

で与えられる｡

αe(u) = くくPl;Pz))u

･U.00(lpz(i),pz"e-iutlSf (3)

ここで分極率((Pz;Pz))UをIIartree-Fock(lip)の1電子軌道車,(r)で展開するcGreen関数((aIa,I;Pz))U

は RPAで次の関係式を満たす｡

くくa!a,,;Pz))U = Gf?,),(LJ)(Pz),,,,
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G!?,),(U)

+∑ G!?,),(u)(VSr,,∫,- V"I"I)((a!a,,;Pz))U,
81al

f,,-I,
hw -(E,- E,I)-i6'

ここでErはIiFの固有エネルギー､V",,′,はCoulomb相互作用のmatrixelementを表す｡このGreen

関数を用いて､分極率は

αe(U)=∑(p,),,,,((a!a,,;p.))U,
rlr′

にように書かれる｡この結果は､バルク橿眼では(1)式の定式化と.一致することが示される 【6】｡

(6)

この関係式を図 1のモデルに適用する｡但し､電子は∞ のpotentialによって球殻内に閉じこめら

れ､また E｡,=Em -Eoと仮定した｡球殻内には-様な正の電荷を分布させて neutralityを保った｡電

子配置がclosedshenの場合のみを扱ったが､この場合計算式が非常に簡単化される【7】｡また､レベル

間隔がkBTに比べて大きい場合を考えて､T=0での計算を行った｡

§4.計算結果

図3(A)に外径をb=712A,電子密度をWigner-Seitz半径 r.-3に固定した球殻の光吸収,守αC(U),

を示す｡1電子レベルの離散性を反映した細かい構造が現れるが､非常に大きな吸収ピークが2つ見ら

れる○球殻が厚くなるに連れて それらのピークの位置が次第に近づいて行く｡(ある程度厚くなった系
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図3:(A)吸収率の振動数依存性 (HF-RPAの結果)｡外径b=7.2A､Wigner-Seitz半径 rs-3の場合

で､電子数N(内径と外径の比 a/a)はそれぞれ(a)50(0･77),(b)62(0･66),(C)90(0･28)｡破線は半

径 bの球 (N=92)の結果を示す｡(B)吸収ピークでの誘起電荷の動径分布｡al,blは低エネルギー側の

ピークに､a2,b2は高エネルギー側のピークに対応｡Cでは最大ピークでの結果を示す｡
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図4:振動子強度の分布の振動数依存性｡左図はT,=1､右図はrB=3の場合を表す｡電子数Nは(a)
50,(b)72,(C)90｡外径 bはa=0の場合にN=92になるように固定し､内径 aを動かした｡

C(a/b=0･28)では2つのピークの区別は出来ない｡)

図3(B)は各吸収ピークでの誘起電荷分布を表している｡(誘起電荷はcosβに比例することが示され

【7】､図では∂=0での動径方向依存性を示す｡)これを見ると､低エネルギー側のピークでは動径方向

にはノー ドがなく､高エネルギー側のそれでは 1つのノー ドを持つことがわかる｡

線幅の議論を行うには､振動子強度を導入するのか便利である｡分極率は振動子強度の重みで複数

の Lorentianを重ね合わせた形で書ける【7】 ｡ 図4にその分布を示した｡

まず低エネルギー側のピークに着目すると､最大の振動子強度 1つだけから構成されていることが

わかる｡これは1電子レベルの離散性に起因している｡IIartree-Fockで得られる基底状態を見ると､薄

い球殻系 &(b)で電子は18,1p,1d,1f,1g(18,1p,1d,1f,1g,1h)レベルを占有する｡非占有軌道の中で

は 28レベルは lh(1g)レベルより非常に高い所に位置する【7,81｡ 従って､最大の振動子強度は主とし

て lo- 1h(1h- li)の励起から形成される｡一方､残りの振動子強度は 1ト一2L,(t,t′主S,p,d,-)

の多くの励起から構成され､従ってそれらの位置は､最初の振動子強度から高エネルギー側に大きく離

れる｡

図4中の高エネルギー側のピークは､それら多くの振動子強度から構成される｡その広がりは非対

称で､高エネルギー側に裾野を引く様子が見られる｡その線幅はおおよそvF/(A-a)と一致しているこ

とがわかる｡

§5.結論と考察

まず古典論の結果 (図2)と量子論の結果 (図3)を比べると､ピークの大小関係が逆になっている(図

2の横軸が波長になっていることに注意)｡それは誘電関数 C,,Emゐ効果のためで､それらをEoにすると
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図3と同じ大小関係になる【5】｡いずれの結果でも､球殻が厚くなるにつれて2つのピークは互いに近づ

き合う｡よって､ピーク位置のサイズ依存性に関しては､両者の結果は基本的に一致していると言える｡

一方線幅に関しては､量子論では (i)低エネルギー側の鋭いピーク､(ii)高エネルギー側の非対称性､

と言うエネルギー ･レベルの離散性を反映した特徴が現れた｡それらは古典論では説明出来ない量子サ

イズ効果である｡球状の微粒子と比較すると､球殻微粒子では量子サイズ効果がより容易に現れる可能

性がある｡Zhouらの実験 【3]ではその効果がはっきりと見られる程には系が小さくないが､C60分子の

表面に金属をコー トした系 【41等ではその観測が期待される｡

最後に線幅の起源について述べる｡線幅がvF/(a-a)と一致する結果は､その原因が微粒子表面で

の散乱であるかのよう に思われる｡が､今､表面の効果はSchradinger方程式の境界条件として扱って

いるだけで､そこでの非弾性散乱の効果は入っていない｡ゆえに､線幅の原因はLandau減衰の機構に

よるものである｡その議論はすでに球状の微粒子に対して､川端､久保によってなされている【21｡

この研究は川村 清教投 (慶大理工)との共同研究によるものである｡
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