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5-a.相互作層による基底状態のエネjL,ギ⊥

近 藤 fF) (電試)

(7月20日受理)

金属中に常磁性不純物を- コいれた場合の基底拭憲のエネルギーは,Jが小

さいときすでに議論 したように次の ように表わされると推定 される♪

互ニ ーもJ2?2D- ちDexpト1/k訂JTp)+･･- flI

ここに kは la)程度の常数､ pは一原子当 りの状態密度､2Dはバン ドの巾で

pは一定とし､ フェル ミ･エネル ギーはバン ドの中央 とする. 第-項は伝導電

子の散乱か らくる通常の摂動句.最初の項であり､第二項は束縛状態による下 り

とみなされ るoすでが が負の場 合はも -2であろうと推定 したが,1)この論

文ではたしかに ち- 2であることを示 しかつkiの値 も定める｡

そのために次のように考えるO通常の散乱項は(1)の第一項 と､そのほかJ3,

J4･･･に比例する項があるが､それらにはJp が小さい限 り摂動展開が適用出来

るとするo Lかしこのことは直ちに玉がJで展開出来ることを意味するのでは

な くEか らある値 (fi)の第二項) を引いた残 りに摂動論を適 用すべきであると

考えるCそのために鞄yleiが chrるdingerとBrillouin-Wignerの中間

のような方式 を用い ることにする｡

汲動函数を次のように展開する｡

¢=軸 +¢1+ 勉 十 ･･･ (2)

ここで 免は無摂動の基底状態で､伝導電子がフエJt'ミ球をみたし局在 ス ピンが

gz-Sであるような状態､¢liまこれからeleotron-holepairを一つ作っ

た状態, 軸ま二 コ作った状態 とする｡これを (flo+V)や-軸 にいれて荷造の

⇒ 現在 ベル電話研究所に在職中｡
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S継 相互停耗

pairの数の等 しい部分を くらぺると

鴇Qo+8(vQl)-E亀

Ho¢1+VQo+1(VやJ+i(vg2)-狗

t頚

(41

等がえられるo ここで､例えば 1(Vや)はⅤ申2の うちの electTOn-holepair

が- コの部分を安わす｡

これ らの式 を4･1.4,･･･について摂動でとく.そのために

やユニ411)十4!12)+ L･･

¢1-d221+4123)十･･･

と展開するO ここで 轡 は 41のj次の部分oま液 Eは

A-鞄十ち+ち十･･･ t5)

と展開するO 鞄 .鞄 ･･･ はJについて 2･3･･･次 とするo q) はすでにのべ た

ように無摂動のエネルギー< go鴇 亀 > と必 らずLも等 しくないO これ らを

鳩に代入すると

dll)- (Eo-Ho)｣ Ⅴ90

412)= 申｡-H｡)~11(V(E｡-H｡)~lv亀)

等を うるO これをt3)に代入すれば

E=Eo+E2+E3+･･･

-<Qo鴇 や.> + <Q.Ⅴ(Eo-fL)~lv¢o>

+< Qo v申O-fie)-1V毎 -Ho)'Tiv亀>

+<在V(瓦｡-Ho)~lv(E｡-HOつ-1v(i.-H｡rlv如>

-琶2<Q.Ⅴ(E｡-fro)~2W｡>+-･
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近幕 藩

を うるO これはEo をself-consis七ent に定める式であるO明らかに

玉O- < @onoやo>とい う解が存在する. この場%(6)はhayleiか Schr8-

dingerの摂観論 と一致す るo Lか L,:Jが負の場 合にはこれ よりエネルギーの

低い解があることを示 そう｡

そのためt6)のマ ト7)クス .エレメン トを計算するO

そ うするとn次の項にはa(i.0g(a/I))ir (0≦ r≦n-1)に比倒 した萌が含

まれ ることが判 るo ここに a…<QofloPo>-Eo･我々は最 も強 く発散す る項

(rt幻-1) のみとることにするO

す ると

E=且o+E2+E3+ ･･･

- < Q.froQo>-410g2･B(B十1)JZp2r)+o(J3p3)

-2J2p2a(S十1)alog(a/D)i1+2JClog(a/Tj)

+ (2Jplog(a/｡))2十･･･l 畑

がえられ るOここで第2､3項はJの2ー 3次 であって丑2'E3はこれに 等 し

いとおくO対等の級数は幾何級数と推 定されるか ら緒局諾O-<4,0flo晦 >ニ ーa

から

a-2J2p2a(S+1)左log(a/D)i1-2Jplog(a/I))r l t8)

がえ られるO これから､すでにのべた ようにa-0 とい う解があることが判 る｡

Jが正の ときはこれが唯-の解であって

互= <¢oHo亀>T 4log2･8(S+1)J2β2D +o(J3p3) tg)

となって 叫 eigh-Schradinger と一致す るc LかLJが負のときは

1⊥2Jplog(ZVD)〒2J2928伝+1)log(a/D) -,_(10)

が解を もっ｡最 も強 く発散す る項 のみ残す とい う我 々の近似 とCOnSis七enも
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Fourior 変換

であるため壬こはこれを

1-2Jplog(a/D)-0(Jp)

とすべ きであ り, これから

a-ちDexp (V2Jp) (J<o)

となるo k2 は 1の程度の畳o これか らEは

琵- <QoHoQo>-410g2･S(S+1)J2p2D+a(J3p3)

-k'2Dexp(1/2Jp) (J<o)

81)

(12)

(13)

となる. これ はJ由ミ1よりも小 さい極限で正 しいO これはRay-1eigb掘 chr㌫

dinger 摂動に くらぺ て最後の項だけ低いO

我 々の基底状態は (2S+1) 重に縮退 してい るo Lか しこれは必ずしもス ピ

ンが生きの こっていることを意味しないO

この点をしら- るために湘 -kの鮫塾函数t2)でIqa の平均を計算 しようOす ると
～

<sZ;> -S-2J2p2slog(a/D)t1+2Jplog(a/D)

+ (2Jplog(a/D))2+･･･i

= 2J2p2810g(a/D)(1-2Jplog(a/Tj)r l (I,ll

がえられるo ここで再び最 も強 く発散する項のみ残 した.不幸にして (ll)か

ら判るように 我 々の最 も強 く発散する項のみ残すとい う近似では (14) の債

を正確に定めることは出来 ないoLかLSB の変化が 1の程度であることは軋

るoすなわち､､例えばS-鬼の場合をとると. 4?Oではス ピンは例 えば上 向であ

ったのが_相互作用によって下向きの状態 も1の程度混ざるとい うことになる｡

(薮い ほ逆に､ これが 1の程度であるとい う要請をおくと (14) か ら卜2Jplog

6/D)がJp の程度でなければな らず､従ってk3= 2 がえられるといってよ

い｡)上向きと下 向きとが正確に同 じだけ混っているかどうかは判 らなかった
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近藤 淳

が,我々はそうであろうと推定する｡ そうすると我々の基底状態のもつス ピン

の2重縮退は伝導電子のスピンの向きか ら生じていることにな りこれ紘 (不純

物が有限の fraGtion あれば) ト')ビアルといえるo
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