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｢S- 且肇互作用による異常性について｣について

長 岡 洋 L介 (カリホル -ヤ大 了

(1月22日受理)

高 野 様

物性研究の論文.1)興味探 ぐ読みま した.そ こで得 られている結論は次の二 島

にまとめられると思います ｡

1) Jの符号によらず低温で異常がかこる0

2)その異常は T-Tcで Sharpに一種のphasetTanSitionとしてか こる｡

1)の結論はこれ.までの誰,o計算 ぎ?T～ B)ともちがいます し､ 2)の結論 も､

少 くとも私が予想 してお bましたこととはちがってか わますO問題は大分重要

に思えますので､以下とbあえず私に気のつ きましたことを書 きたいと思hま

すO書 きますことが私の ｢感 じ｣に よる所が少 (ない ことをお許 し下さい . 冒

本での議論の一助になれば幸せですo

IO この間題 を調べ るや b方は高温倒か らと低温剰か らの二通 Bがあると思い

ます｡高温側か らとい うのは peTtuTbaもionでやっていって､それが温度を

下げていった時にど うなるかを見るや b方で､Abrikosovヲ)Yasida-Okiji4)

な どがそれにあたると思います｡ Suh15) の もそれに入ると思 うのですが､

Suhl自身はまだそq)方法が低温までつかえる可能性をすててお りませんので

一応例外 としてお きまLlま う｡ この方法によります-と､例えば Abriko80V･で

は T-Oのとき､ scd七七'er:ingamf)iiT,udeが

Jla,)-
J(q･S)

fl)

と得 られ､JとOのと~き 回 -eFeXp(1/Jp)に一種の reSOrlanCeが出ます.

*)京大基研よb海外出張中
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8 -d相互作用による異常性

(pは-電子 あたbの状態暫露)(1匿 は perもurbationの各 orderで

∫(J可可)か 1あ項はすべて集められているとAbrikosov もゐべています し

その計算 をcheck した私 と同室のAllanGriffin も言ってお りますので､

ことでは(1桓 結果 を信 じることにしたいと畢います三ところで用は巾が 0の

resonanceを与え､ これはどうもpbysicalではない､ もし(1)で無視された

項 をちゃんととり入れれば きつ と有限の巾が出て来るだろ う- とい うのは誰

で も考えもことです.そ こでか bにく1)が

I'回-
I(6･S)

(1-Jp可 可/EF)+iS
(1う

と書 きかえ られるとして,二次まで正 しく計算 して出て来る i皿aginary part

普(1うの由 にと9 こみますと､その結果は Q'>0のとき

aEl

S=す Jp
(2)

阜なbます ｡ところがこの (1う(2日:い う形は超電導の問題でVertex parもを

perturbaもion で計算 したのと全 く同 じ形で7)6,にフいて解析接続 をすると

不安定な poleが出て しまいます-.有限畠慶で同 じ議論を しますと､ こうい う

不安定性はあるTc以下でか こることがわか bます. ､

Abrikosovの計算を知うました時､私の疑問を以上のような形でAbriko一

畠ovに伝えました所 ､ 私的にこれについて彼の見唇を知る.F,とが出来ました;,

それによりますと1彼が巾が出るように計算 をすすめた所､得 られた経果は (1う

の ような形ではな く､S-Ⅰ では Suhlが最初の論文5)で得たのに一致 し､そ

れは超電導のときのTと同 じ形ではない､従ってそれは不安定を意醸せぬとい

うのです O ところがこの Subユの形菜 も､位置 こそちがえ (1うと同様 Jく0だ

と不安定な poleを与えることにかわ 少があ りません｡ Abrikosovがそれに

目をつぶづているのは理解 しかねるとをろです.1ノ

とにか く以上の ことか らわかることはJ< oな らT<Tcで何かがおちるらし

いとい うことですoJ> 0では (1うーはtresonanceも､ 不安定な poleももた

･高野さん達がAppendixで出された式は(1)とち-がい ますが､三輪君か らの私

信によbますとこの部分は取消されたとの事ですので ここではふれません.
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長岡洋介

ず, perturbaもio-Tiが低温でだめになる証拠はこの限 bでは何 も見 あたbま

せん ｡

20低温倒か らの aPPrOaChとい うのは私の計算6)やこの論文がそれにあたる

と思います｡ それ七はそれは高温側からの apprOaCbとどう結びつ (べきもの

なので しょうか ? 特 にこの論文で得 られているJ>0での Self-conSisもent

solutionとh うのは､pertuTbationで得 られる答とどうい う関係にある

ので しょうかO両者は本質的に同 じなのか､前者は近似のせいで出て来 た

fictil,ious な ものなのかゝ私には どうもこれは fictitiouB な もののよ

うに思われますOとい うのはJ<Oでは低温で pertuTbaもioヱユによる答がだ

めにな り､ かわ わにseユf-consisもenも 80ユutionが碍 られるとい う事情が -

あを ､ この場合には､二つの解は本質的にちカモう.と思われるの把､J> 0でだ

け二つが同 じになるのは考えに (いか らですoそ こで私はどこか らこうい う

fictitions な解が出て来たか､その可能性として二つの場合を考えてみま`

した｡

1) この論文 と私の計算は本質的に南 じで､二つ ともどこか悪いところがあ

る｡

2) 二つの計喪は本質的 にちが う.(私のが正 しいかどうかは別 として)

1め 可能性は私が自分のたてた self-Consisもenも_equaもionをすっか り

解かないで､J< 0な ら解があることを示 しただけだったことか ら来ておbま

す ｡ そ こでまずJ>0でも解があるかどうか調べてみま した｡ しか し式が複雑

で私には J>0で解 をみつけることも､解がないことを証明することも出来て

お りませ･k｡ただ､この論文で得 られている ような J< Oのときとすっか り同

じ形を した解がないとキだけは確かな ような気が します.そこで､ここでは､

-まず 2)の方について ､ つまり､二つのや わ方のちがいについて調べてみた

いと思h ます0

30オーに､おそ らく誰でもが感 じると思います東関は､ス ピン演算子 Sを

a+,a で督 きなあす ことのよし慈 しです. 単純に考えますと･S-与 のとき

sz-i (中 ｢ alai) eもC.

と書 きなおす ことは､そこにス ピンがあることを考えるかわ b忙､､ユocaユi21ed
-284-



8-d相互作用による異常性

Ieveユ を考えることになってお りますO従って､Sz-±与 とい う状態のはか

に､その.levelがすつか b空の状態､すっか りつまった状態 (とも紅 S-S5

-0)が勘定に入って来て しまいます｡ Abriko80Vの perもurbationの時は

展開の各項にa+,aは a+aとい うかたまbで しか入って来ないとい うこ とから

この困難は､normalizationをかえるだけでのぞけたので したが､ここでや

てつお りますように､ 後でa+,aを二つにわけて しま うような時､AbrikoBQV

の議論はそのまま適用できない ように思われますOこの困難が どこでどのよう

に結果把軍容するのや､私には具体的に指摘で きないのですが っ

4° そ こで､もう少 し別の角度か ら考えなお してみますoJ< 0で低温でおこ

ることを一種の Phase もransition とみます と､私の場合 ordeT Parame-

terに当る量は

EKE,<CK+千CkrlS->

遠′<(電↑ck,｢ C蒜lCKIL)Sz>

(3)

C3つ

または

で与え られます｡< >は普通の Sもatistical avera-geですか ら､対称性

か ら言って(3巨=(3,)でなければな りません ｡ 二方 この論文でやっておbますこ

とは(3),(31)をつ ぎの よ うにこっの量の積の形にお くことにあたっているよう

に思います.すなわち､磁場-0として､(3ぬ

姦<C妄TCK′la了aT> 守 一 最 .<養 魚 干 <alcK,1> - - α2

(3つは

最,<(C左TCK十 か K,i)i (aTaT一可 aL)-

～～‡最上<C;†a↑> <a7cK,fい く C蒜iai- く aTc･K.↓>

+ <電 凸 ユ <aてC机 ユ + <C芸,魚 さく alcK,T> i

=p2- a2･
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長岡洋介

(4)-(4つと高 う関係は 声- 0のときm:限 りみたされます｡ところがJ>0のと

きに得 られた解 とい うのが α- 0､ β キ 0になってhたこと･を考えてみますと

この解が ちょうど上の ような具合 に対称性を破ってhることになるのです｡ 最

初の α,βとい う量 自体が対称性に反 していたことを､最後の答にはa2,β2だ

けが出るこ･とであるVlは許されるか も知れません C,その意味で aP-0 とい う

結果は ､私の場合でし勇 と､<Cも CK,LSz> といっ た量が aβに相当すること

か らみて､そ してこの量が対称性か ら0となることからみて､ もっともなわけ

ですが､･βキ 0である限 カ､上の対称性は破っているわけなのですOこの こと

は J>0の時の β キ 0とい う解が fi,Ctitions な ものであることを意味 しな

いで しょうか ?

50 この論文で得 られているオ二の結論､T-･Tcで SbarpIJe一種の p̀hase

transitioP がお こるとい う点 もオーの結論にお とらず重要 に思われます.

私の式は複雑なためにT-Tc までは解けなかった｡一方 こめ論文で得 られた

式はT-Tcまで正確に解けて､Sharpな pbaseもranSiもioてユを与えるとい

うことになってお ります O そ こで問題は こ､の簡単化把よって , 何か本質的な も

のが失なわれなかったか どうかとい うことにな bますo

私の論文がどうしてT-Tc まで解けないか と言います と､-話は少 々,tech-

nicaユ 把な りますが､式が次の ような形を しているか らです.

勘a･)+JT回 -inhomo女eneouSterm

T(a･)+JmG(a,)+JrJ(a)-0･

(5)

簡単のため骨組だけ書 きました ｡ 式のちゃん と･した形は論文6)の (2.8),(2,

14)式 をみて下さい｡(5)でG,Tはそ串ぞれ 警 C匝+港 ,≪ Sclc+予.とい う

形の GTeen函数､ mは(3)の よ うな orderparaneterです｡私は(5ほ 解 (の

かこ

n≫ 1 16)

を仮定 し､～ T の項を無視 したので したOところが T～Tc,.では(6妙 だめで

従って解けないとい うわけです｡ 一丁 の項が どこか ら出て来たかとい うと,I

≪ scTc+≫ とい うCireen 函数の時間後分 をとるとき､ ;の部分か ら
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-

｢■
◆.



a-d相互作用による異常性

J≪ SS中 +≫ があらわれ､その一部がJ≪ cic十≫ に reduce′したのでし

た O このような項は､この論文のようにGreen 函数の分割を一つ前にや りま

す と出てまいbません.

ところで(5-)式は､この項のおかげで別の解 き方 も出来るのです.私自身は間

違 いましたが､(5)は perもurbationで考えて少 くもJ3 までは正 しく (実妹

これは私が近似 をする際の一つの方針でもあったわけです｡つま bKOndo

anomalyがちゃつと入るためには､その近似は少 くもJ3までは正 しくなけれ

ばならないだろうとい うわ吟です)実際 Yosida-Okijiが示 しましたように

T≧Tcまで正 しそ うな解 を得 ることも出来ます｡この意味で(5)式は超電導の

Go墜ov eq･とは大分ちがっているといわぬばな ljませんO-

私のとった 打orderparameter軒 についても同 じようなことが言えます.

(3)で定義される量は高温で も意味をもっていて Perもurbation で計算するこ

とも可能です｡ちゃん とは計算 してみておbませんが､それをやると亀蜜がTc

に近づ くと急に大 きくなるとい う風になっているのだと思います.そ うします

とこれは T>Tcで普通の phasetransition の場合の.SboTtra･旦声Order

に当っているようです.-方Tく Tcでは私の計算によ少ますと､T-0で最大

それか ら温度が上るに したがって小さ (な わもT-Tc､でほ とん ど･0になるの

で､これは longrangeorderに当 ります｡あるいは こ うも言えかもー知れま

せん . 普通のPbaSe transitionの場合に､q-dependentな _qrderpa-

rameterA(q)を考えたとすると､Tcは IA(0)が 0になる温度として きまbl.

A(q)(qキ 0)はT>Tcでもshort rangoTderとして生 き残る｡ところでこ

こでの問題は もともとloc)al な問題であるため考えなければな らぬのは

EqA(qH:い う量で､これは全温度領域で 0とな らない.

問題はこの ような高温側の解 と低温側の解が T-Tc.のあたbでどの∵妄うにニ'

つながるのかとい うこ･とにな bますOこの先は私の ｢感 じ｣_にすぎない?で す

が､私の出 したく5)式の Self-conSisもenも sOlutionが - I.･･.の項のため

にT-Tcになーる前にだめ挺なる事情か らみて､二つの解はそ･･こでなめらかにつ

ながるのではないか とい う気が し辛す･. T;Tc でちようど0になるような

longrangeorderに相当する量が､私には尽いつかないとい うのも一つの
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長岡洋介

理由ですO

この論文では､i把も述べましたように.～一･一一～ の項はは じめか ら出てま

hbませんOそれと同時にとられるOrderpara皿eterも

a- ∑ くaTcKT> 用K

と､それ 自身T>Tcでは意味をもたな (なる畳ですOそれはそれとしてその自

身の中では self-consisもenも'になってV'るわけですけれ ども,phase

trariSitionの存在 を示 したことにはな らぬのはないで しょうか ?

60~以上をまとめますとつ ぎのようにな ります ｡

tl) J>Oでは perturb亀もion が低温でも悪 (な らない以1 ､ 何 も特別な こ

とはおこらないだろ う｡

(2) ぬ arpな phase transition とい うのは､それが出るような近似をし

たか ら出たので あって､それの存在を証明 したことにな.+･-らない.

それでは一体T'-Tcで何がお こるのか､私が上に予想 したことが正 しいのか

それともこの論文で示 したような一種のPhase もransitionが結局はお こる

のか､高温側か らperturbationで考えたときちようどで-Tcで不安定な

poleが出て来るとい う事情は物理的には何 を示すのか､ 一種め phase もTan-

sitionがか こるとして も､ その ｢一種の｣とい うのは ､ 従来の pbaBe lJran-

sil,ionの概念をほんのちょっとmOdifyすることですむ ものなのか､そ うで

ないのかOそのあた-bの事情をもつとよく知 bたい ものだと思hますOど意見

をおきかせいただければ幸いです.
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