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磁性不純物近傍でのオーダーパラメータの空間変化

恒 .藤 敏 彦 (阪大基r )

都 築 俊 夫 (京 大 理)

(6月20日受理)

磁性不純物は超電導に大 きな影響を与 えるので.I)不純分の まわ りでオ･-ダー

パ ラメータが空間的にどの ように変化 しているかと云うことは面白い問題だと

思うO実際ー不純物ポ･テンシャJt,のrange は非常に短いが､ コヒ一一レンスの

長さは非常に大きいので､不純物による散乱の影響 は不純物か-らかなり離れた

位置に まで尾を引いていると期待 されるoLかしこの表現は正確でないo物理

的に考えて明 らかなようにー もしポテンシャルが spin-flip effec;七を持 た

ないと､不純物の効果はやはりshoTもrangeであり_鏡 いフェル ミ面の存在

による改数PF程 度の坂動的変化 をオーダーパラメータに与えるにす ぎないO

この点i羊ついてはFetterが調べているoZ)我々にとって興味のあるのは

spin flip-SCaももering をひきお こす滋性不純物が存在す る場合であるO ,

spin flipは超電導に deBiiruCもiveeffec七 を与えるので､オーダー),8

ラメーターの変化にはlongrange になるであろうO 以下では､まず磁性不

純物が唯-つ存在す る場合にらいて調べ る｡転移温度近傍に限 る｡ 次いで､低

密度の極限で､転移温度への影響 を報告する｡

王 SingleParamagneticInpuriもⅤ.ー＼■■

コヒ･-i,ンスの長 さに比 してpoもentialや師の range は非常に短も､ので､J■ー

デルタ関数型に板 る｡不 純物は原点にあるとして

･巌 誓 bt･十av三･二を頼 (出

^ l '} 7: ^

皿 ′'-

bo,aOはp叫entialのnOnmgiietiCI)arT･及 び Lqpinjiepenaeこも Parも

に対応するSCaもteringleng-1血 である03)i は不純物ス ピンも= 1｡転番温度
■ヽ1

-15･中一-



オー ダ ー パラ メ ー _タ
LJJこ

近 くに限 る とオー ダーパラメータ di虎 は小さいので･-次近 似 で AaPtL)の 従

チ方奄式 は

AaptLl- gT∑′d3-9Gnal'Lf-'d}LBGnp,'-rl･E叫 ) t2)Q)

で与 えられる｡絶対値 も決め ようとすれば､非線型項を含める必要があ るが､

我 々にとって空間的変化のみに興味がある. Gn は不純物場内での正常電子の

グ T)-ン幽数で､

∧

Ⅴ

～ 1-Po伺 Ⅴ αβ

で正確に与 えられる｡

ここでKon加 効果は考えていないo G｡rrr' a･)は自由電子のグ fj-ン関数t～′■■′
potw)ニーi好珊0)sign a,･ 叩Ojはフエ}L,ミ面での状態密度であるo

0 1

AaP聖 - 聖 輝 ga?- (-1 0 )

を用いて 重きに対する万巻式に書 くと

Atr)=gT∑′a_3280日r-Cla･)Go(lr-eトーW)Aiel
色I

+gT ∑ (( ) 十 (

GJ 1-9｡伺v ll 卜 Pot句v22

× ′且3cG｡(rw)Goくけ-eト か)A(e)

+ダT∑((■■■Iヽ
o 卜Po(覇 rll 卜 Po卜砂)令

l聖!
Ⅴ

'22p三三 訴 ',2'

×fd3ccio(rG,)C;lo(I,-W)Go(伽 )GoEC一也)Ata

1-po(-oJ)v 21

(4)

始めに述べたように一切の右辺は､aoに依存 した longe rangeな非振動型の

按分 kernelを与えることを示そう｡そのため

緑 r伽}- -蒜 母野 〔iporsign伽一号 r)~軒 ･,, 1 鴫

Ⅱ三

を用いて右辺の割算をする,
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恒藤 ･都築

=l- Id32-88(- )Go(一 秒)Go(Co)Cio{2-秒)die)
I2-I.d3CG｡(r･j,)Go(ea!柑 0日rrC卜Q,)dip?

とか くと､ uシ を無視する近似で
EF

二=ニー責 二二
(6)

を示すことが出来 る0 枚数年の振動効卦 ま心o/EFのオーダーの寄与 しかしないO

ここで SF 恥 は フエル ミエネルギーとデバイ振劫数であるot6)を用いて(5)の

右辺 を計算すれば､non皿agneticpartは完全に打消し合って
＼ ヽ

Atr)- gT∑′d36.Ko(圧-efa')Ate)
al

_2(空 )2a2gT∑Ko(r伽)fd3CK.(C w)A脇
m QJ

K.(r付,…G｡(r- 0(r-a ,-(蓋,2e一等 r

をうるo

(8)

埠BCS kernel, aはは)のa｡ をrenOrmali2ほ した scaもteringlength

ただし簡単のためスピンの大 きさを含めた｡

(9)

絹の解を求める｡

Atr)- A｡r1+F(r)) , Ao- A的

とか く｡ フ- I)エ空間で考 える｡

8(qlF{q,--8b 卿O,wf書 taだ署 G{胡Ⅱだ
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- - rcn¥ 一語 ｡{警 戒 誉 },

Gt包転 生 + ∑空 もa三1警 F(q)
2 位I

a qvoq

オーダパラメー タ

(12)

(13)

咽 は或る俺 qoでのコ ヒ一･レンスの長 さを E｡田とか くとqo～ft翫

互生 ～壁 ≪ 1

2dT fot07

だから､ (12) から

2

Zo …(n o)
2打T 蓋 葎

このqoに対 して (ll) の右辺は零でな くてほならないので､一.附加条件

-1:芝コ∑tanど-o 26+1IGf由= 0

(14)

(15)

がつ くO (ll)､(13)はq積分で大きなq_か ら発散が現われる.適当 な値 qc

でカッ トす ることにす るo結果から分るようにx｡≠ Voqy2万Tつむ 1一考慮 して､

(ll),【13) の q- 依存 性を調べると

F柚 ニ ーヱ
Ⅹ もa云 1･Ⅹ,Ⅹ -器

2如 2 Ⅹc a2恥C=二一二一一･.⊥L .ニーこご
7亡は) CnXc Ⅱだ

が良い近似解であることが分る-｡ ここで

E∃ ⅩC=
7(I/31
24打3

i
牽 ,･-aPo

(18)

でカッ トⅩC はIsca七もeringlengt･h と結びつけられ る9 r一･空間に もどす

と

Ftr,-一正 高 菜 (吾,2

2 3こ-～ 呈打T
e'Ⅵ)十 (19)

この ように_不純物によるオーダーパラメータの変化 は scatもering

lengも血よりずつとloniiTrange になるO この態菜 は問題の非局所性に よる
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ものであることを注意 してお く｡

ところで (19) は不純物の近 くで発散す る｡ しかし実際には不純物の近 く近

傍では オーダーパ ラメータは零になっているであろうからdr)-0の点 rcで

かブトしてそれより内部七は 糊 と考 えるO とC)rc は

廷 Ⅹc
rceve- だ- a

P_TIXc
で与え られる｡

(20)

工‡ 麗移温度への影響

低密度の極限で､ オー ダーパラメータの空間的変化が転移温度にどのような

影響をもつかを詞べ よう｡ randomに分布 してい るとして_ それ らの位置 を

R羊･ ･･････････瓶 とするO不純物と不純物の間で Aが一定値になるその儀を 緑
か くと

A(r1- A(r:Rl･････RN )-di〔1+F(r;Rl･････RN)〕

体槙平 均を Aとか くと

盲-ユfd3rAfr)-Ai〔1+弄くRl･･-･軸 )〕Ⅴ

ニ A (I ;Rl･･･RN)-盲 1十F(V:Rl･∵fk)-･･1+苧

十方 gap方程式の核をKdP(I,C:Rl･････RN)とか くと

(21)

(22)

KaP(re:Rl･･･fk)-Ko(ir一別)ga声十Klα?(re:Rl･-･㌔ )gap く22)

従って ある李鈍物の配置の仕方を決めると

‡-言fd3rd3PK,re:Rl･･･BN ,雪 祭 通 旦 (23)

当然の ことながらA,･又は Aには移存 しない｡

IFt<妻こ 1 だか ら
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オーダー/<5'メ-タ

1
言二言′d3rd3eK(TC:R三･･･戦車 1+_F(C:Rl･･･軸 一声 i

(22) を用いて

土-ifdSrd3cf-KO車-el)+Kユ(re:Rユ･････RNHダ Ⅴ

･i/d3rd32Kl(re‥Rl･-･･㌔ HF-､(C:Rl･･戴 卜 斉tRl･･･fh,,(24,

不純物の位置について平均を凝つて̀℡C を決めよ うoすぐ分るように (24)の

右辺の第-項 はBCS項 とAbrikosov｣}orI'kdv 項 を与 える｡オーダーパラ

メーターの垂問的変化がAGへの補正になるO低密度撃取では､F(r:Rl･･･㌔)
絃夫 々の不純物での まわりでの変化の和 と近似 してよいであろうo

F(r:Rl･.･鞄丁)-∑F(r-Ri)
i=1

この場合､境分核 も同様に和ととってよい ことが菰野されるo

N

Kl(re:Rl･･･㌔ )-.∑ Kl(re:Ri)
1==1

(25)

(26)

Kl(rlC:Ri)はsingleiqPlユriもy の場 合に与 え られている｡ 異った不純物

は独立であるとして

喜fcl-3Td3e< Kl(rC:Rl･･､研 ぎ(P:Rl-RN,一事 (Rl･････RN,,>av

-喜号′d-3rd3ef<Kl(rC;Ri,F(e;Ri,>av-<Kl(re;-Ri,>avF i

･も もfd3rd32{<KェtrC:Rib av<F(C;5=･,,av-<KlfrC･･Ri,-av勘

<F>av- 亨 に注意 すればー不純物密度ni- 町 Vの 2乗に比例する第二行

は完全に打 ち消し合 うことが分る｡第一行の蹟分を実行すれば

緩 -盲･苛 (ape,2警
1 申
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m2a意 蔚 3r享古'22'1'rf報 e# (22+2'B'::ニー

__√･-I:' 千草

S積分の下限は発散す るのが､前節で述べたように r｡ で か ソトす る-0

2打Trc/V.<g lに注意＼して

申 323r

fF(apJ12旦 巨 -- ∴ 虹 ･a王n 3 Cn支C
丁･㌃ (apJドニ rユーモ十･二三斗一･･ap8rX∵__

E葦 一芸

となるO おなじみのAC-の記号で書 こうとすれば

1 8--訂 EF･(ape,2芸T3

･芸薄〕 (27,

(28)＼ー

を用い るとよい｡ (27) の右辺第一項はAG と全 く同じであることはす ぐ分 る

であろ うC オーダーパラメータの空間的変化 はTc を少し上昇 させるぐ 代表的

な場合で､AG への禰iEは 1%軽度であろう¢ しか しTc か らこの補正 卑実験

的にチェックす る-tとは困塵であろう｡ Rondoresonaceに よる補正と重な

り合ってしまうからである｡
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