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超伝導 の圧 力効果

垣 谷 俊 昭 (阪大基礎エ )

(8月 19日受理)

§l Introducもionl

圧力漁具で興味あるのは､格子間隔 の変化 の影啓を直接 うける現象で あるo

超伝導を記述するBCS 方程式は

Tc-o･858iDeXP(-1/節用Ⅴ) tl)

で表わされ､Debye 温度 CD, elecもron のFermi 面での sta七e

densityiqo),お よびcouplingparame七erVは格子間隔の変化によって影

響 をうける. これ まで超伝導lD転移温度Tc,髭界磁場 flo の圧力効果の実験が

多 く発表されてお8)12,n針もransitionmetalについては､Te をのぞいて圧

力をかければTc は下 る0 10Kaも皿 の圧力をかけて､Tc は 0･2-0･4oX L

か下 らないが,各 elemenも に共通 した性質が あるの で=興味深 い0第 1図に示

すように､nOntransiもionmetal については

den(q3/erp
dCnv - p en 窒 +cl, ? - 2･5, C1- 0 (2,

の関係がなりたつO(1)とt2)を比べると

denNto)Ⅴ
ダ ニ

aeIⅣ

であることがわかるoさて, pが ele皿etに よらずほは-建値をとることは､

dCnNto)/dCnvとdCnV/dCnvとが相殺 していると考 えられるO しかし､

それがどの ように相殺しているかについては､閏0町をmicroscopicな
■声

pareuneもerで表わし､各々の庄
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垣谷俊昭

力効果 をみなければ

な らないo今 まで

Tc 自身 microscopic

なpara皿eterで十

分精密に与えられて

いないので､その圧

力効果 を求めること

は非常 にむ ずかしい

と言え る0-万 甲の

(
dc
＼
OL
)
n
a
p

乍
tI
g
p

定義をみれば､

捧境で微分するので

体積に依存 しない定

数は消える｡従って

捧鏡に依存する

parameもerのみ集

めれば よいO この考

え方で まず､Lbrel,第 1図

Anderson3)が与え

たN糊Ⅴ を用いて､

24
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--4

一･8
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･一･20u l 2 3 4 5 6 7

cn(eo/Tc)

いろいろな超伝導金属のen(OD/Tc)

対 deneTC/OD)/deny
｡nontransitionmetal
.transitionmetal

どの程度 甲と(㌍邑/qp

を説明で きるか詞ぺてみる｡ (以下,Moreli.Uぬ deronを餌.A. と略すC)

§2.Theory

M.A. はNo町を次の ように与えたO

Nto)Ⅴ= }一 ㌔ = スー 2S

汰
1+pcn票 2 ､k芸十号qi

2
〕 t3)

寡-項 はphonon induced interacもionに よる項､第二項 はCo血onb

inもeractionを くり入れたためにできた項であるct3)を捧鏡で微分す ると

中一0,2 となり..実験値の 2.5 と合わない｡ これはM･A･の硬 り扱いの中で､
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超伝導の圧力舟果

metal に対 してjellitm mOdelをと｡､ )の式の中で,C芸-書芸V02と

おいてい るためであるo Cs は音速,Mはionnasa mは electronmass･

Ⅴ.,はFermivelociもyであ るO この組係式は値 については正 しい･'Fl_

pressureeffecも に於 ては正 しくないO両辺 を体積で数 分すれば

denvo2 2

左辺-磨 -2(- TG弓 )--3･3, 右辺 - - -一一･denv 3

暮1
とな り一致 しないo ここで 屯 はGruneisenconsもan七･であるo 音速 の正二

カ効果をみるときは､ oohesiveenergy の 2陪数分が凝 くため､metal中

のVan丘erⅥaalsforceや ion-ioninやeraCtiorlの項 が重要になるOl】
従って,それ らの効果をG-runeisenconstan七の中に含 めーその実験 値を用

いることにするo phononの parameもeTを残して､ 1をか きなおすと､

1 NZ･2 _r ks2 ､2
〕 >

~ 2MCs2NfO)t LkB2+q2ノ ーav･
(4)

となるO 勘 ま ユC皿3車の atomの数- Zは唐電子数, ks はThomaBFer皿i

の SCreeningconsもanも,qはphononのnQ皿entum で､､<>av.紘

nomen的mspaceで平均をとるO ところで electronのnOmenもu皿 を室 ･

k′とすれ ば､ 近-k'-K-･G･十qとかけ､ Gは逆格子ベク トル.であるO超伝導

に寄与す るelectronの mOmen如m kFermi_mo王道nもu皿 に近い値 をもつo こ

この ようにすれば､･phononの甲Omenもumspaceでの平均のWeiさか･もはKに

比例す る｡ tJ通こ1appprocess を入れ たときに も､N.or皿al.pTOCeSSと同

様 の甘eightが成 り立つ として.

≡⇒Ri 〕 >
ks2 ､2､ foqD(k82+q2

ks2+q2 ノ ーav･ iqDqaq

となるoufo)Ⅴ を体積で数分すると､

P=den(i-㌔) N(o)Ⅴ十㌔denl- jE兼 den j;X

aenv Nto)V dCnv Nto)V deny

-227-
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垣谷俊昭

Nco)Ⅴ+flJX delli

NiO)V aenv

㌔ denJLX

Nto)Vdenv

NtcI)Ⅴ+d' ,denN

NtO)V

Nto)Ⅴ+jL兼

NtO)Ⅴ〔2Tci一一

jF 1

NtO)Ⅴ

denC孟 denNtOl dent-+
den

v aCn_V

k芸 ハ-2 1 q孟タi-ii
i-'S2+qbq 3 3k…

Ei1-･
fl

(1'+iEen⊥ )
(沙1

〟(4k♂+

鶴 +qB

+qも

k孟)

a Cnv

〕 t6)

i(9弓)
t7)

こ･こで､ TG ニーdenβ/dCrlV, 9-denr/deny-denNto)/dCnv+1,

で Tは electr(嘉ic specificIleaも consもant であるo gの値 は例 えば､

T占-と王ⅠO の presSure dependenceの実験か ら,BCS や助けを得て求め

ること.ができ る㌔)㌔

nontranBiもion meもalについて､ 甲を第 1表に まとめるO

四滴Ⅴ は実験値 を用いたoN(a)Ⅴ･ p煮･k芸/4kDZ は 3) より引用したe rG

は 4)よ り引用したO又 co叩preSBibili七y から得た TG を用いた. これ らに

ついては §3 で検討するo i,pexp.は 符 より引用した0

第一乗 より
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超伝導の圧力 効果

_ヱ 二 望 三g <<
Ji

NED)V dCrIV

IJtb)Ⅴ+〆 dCnl

Nt0)Ⅴ aC.nv

Ej

であることがわか り､phonon in血 ced inもeractionが主に効いているo

又 den i/dCnvには 鞄 が主に効いてい至るb Pの藩論値 と実験値 はかな り一

致しているO次にdTc/dp の値を求め実験値 と比較す ることにす るotl)より､

denTc

dp

従って

dCnq⊃alnv .1denN棚Ⅴ

dCnv ap Nfo!Vdenv

- CTC(rcr
1 aen鞘olV

NtO)V aCnv

となる. A=なco喝汀eSBibiliも港

dPnv■｢~_~ ~-
dq

第 2表 dTc/dT)の実験値 と理論値

Tc rG. ㌔he瓜 .. .& 革 紐 ..魯 dx,.

(繁)L~ LrJ-Ax lOy蝕 1x~.405OR/血 x:_10%Ⅳ由m

AC I.19 -1.96 3.4 i.36--_-2.~8 増..9ji).2

‡n 3.41 1一60 2.4 2.39 - 5.←4 ｢生.3=出).2

.Sn 3.†3∴ 1.85 2.3 1.畠1 -.｢与-0-丁句.6二田.1

PP 7.19 1_1-2 0.47 2..28 - 1...-4--増.既出).._W

Zn 0.91 2.15 ･0ー05 1.64- 0,2畢 ｢1-6±0,4

工.dr-.fig 4.15こ (3.00) 1.8 3●47. - 2.2. -3.7QtO.(追

Rは心より引用した. (dTc/ap)e野 .昧2) より引用 した.O第 2表か ら､

AC,工n,Sn,Cd.では割合実験と合っていることがわかる｡Pb･ノflg:の ような

StrongCOuPlin･g Su･PereOn血 ctorではヽ実験値よ り小 さ小 o Zn で実験
値 と合わないのは､ Sの誤差が大 きいためであろ う.'もし9-3 とすれば､

早-2･4･dTc/dp･- -1･7× 10T5deg/at叫 な ｡実嘩憶 とよく一致す る0
-229-



塩草俊昭

TC では実験値 と全然合わない｡第 2図に示すようにt bで最大のTcを示す よ

うなam辺aly があるo PI

dTc/apをか七の領域で求め

て実験値と一致しなかったが

也-Cの額域では多分理論と実

験は-致すると思われるo

a-bの領域については §3で

述 べるo

§3 Discussion

闇 まずM.A.の方法がどれ

程信頼 で きるものか換討するo

班.A.は deformation

敬

2.1
O

poもenもial もheorem か ら
●

UnklappproceBS を

NormalproceBS以上には 第 2回

重要視しなかった｡すなわち

K-汰-k′=G+q なる

wavevecもorに対 して,

form facもorをU的- Ut功

とおいた｡ しかし実際の格子

1∝沿0 20000 30(X沿
p aim

Te の転移温度の圧力の変化

:Buckel

:Bo甘en & Jones

:Jennings島 Swenspn

より引用した｡

I
)]P
一

l

き

き
集

ま

弓

,.
.-

-

壷

讐
嘗
て
.7

1

振動をNormal processだけで記述すると､短披長のとき意味のないものに

なるQ又 deform左もionpotentialtheoremは長政長の額域 に於てのみ適

している.S)従って短故長の領域が重要となる超伝導に於てほ､defomaもion

potenもialもheorem は適用出来ない と思われるO又M.A.はform factor

をThoⅡaSFermi近似のdielecもricconBtantを用いて繋わ したが,莱

際はpoもentialはもつ と浅 く, pseudopoもenもial を用いるのが よいO､又

班.A.ではt触 1appproceSS を考慮 しなかったため_墳故の超伝導への寄

与を無視 してしまった｡ しかしtunnelingの実験か ら､横波 も超伝導に多 く

寄与 しているととが明らかであるO頓波 との cOuPlingがあれは､ phononの
-230-



超伝導の圧力効果

frequencyspe申 r一皿で多 くの pe故 を適当に考慮 しなければならないc

frequenGyは cOuPlingparameもerに対して 王/伽昌の形t.寄与するので,

frequency二､の低い横波.が effectiveになるo以上の ことを考慮 してM･A･

のparameter lをかきなおすと

は !.Nt轟 く 【竺 ･eq)U和 2,av. t9}

となるo 1/a,iはphononの frequenGy SPeCもruロ に於 て､ロ鹿 lapp

processーを通 してooupieする横波と･Normal prQCeSS･也 app

proceSSを通 してooupleする巌波に適当なweioghBを.つけて平均 した もの

である｡ (望･eE)2はKのqに平行な鼠分とL垂直な成分の帝で､7琵チ+K2sin20

とか くことができるO ここで､OはKとqのなす角度であり,ヰ 均をとれ書ま

く血2∂>-0 となるので計算は容参になる¢

この ように糊で与え られ るNtqⅤ は定質的な層歯性にとはしも?oLかしその

圧力効果に注'日するとき,各 パラメータ約を積の何乗 に鹿存するかが重要にな

るo t4)式と(9‡式 を比べ ると､Uhklapppmcess の有無 とform factor_iこ

ちがいがあるが､各 々の圧力依存 性は本質的には変 ?.ていないと思われるO.甲

に主に効 くのは ,G_であることがわかったが,それが )の式の中で分母のC芸
からくることについては両者で共通 している¢ 従って,f4)式を用いて圧力効果

を調べることは十分意味があり､イ芳醇でき るα

硝 Pb･鞄 の ようなstrongcoup王主ng をする超伝導物質に野 しては､

phononscatteringlife ti皿eを考慮 しなければな らないだろ うo Lか

しそのために,上の理論値か ら大 きくほずれるこ-とはないだろうO

lt ll
(iii)8地 eiBen COnS.tanもは熟力学的にGJruneisenの関係式によって求

めることができる｡すなわち

Go)

であるo aは地e-alexpansion coefficient,千 IR compressibility■

cL はIatもice のBPeCificheatであるC 一方cozHpressibility の

nonlin埠riもyか らSlaterの方法 6互 短を求めることができるo Lかし常

-231-



塩谷俊昭

温で二つの方法で求めた 丁♂ミ一致しないnetaW 多い｡それ ま熟力学的に得た 75

は TMejq'紐 C,毘/kT)-liの分布に従ってできたphononについて平均をとっ

ていーるのに対 し､ C喝preSSibiliもy か ら得 られ る･Td:紘,あたか も

frequencyが零のphononをみてい るといえ.a 主 登 っ て低温JT･は熱力学的に

得た 礎まco甲reSSibiliもy か ら得られる短 に近 くなると予想される｡低

温で もhermalexpansionの瀦定 はあまり成されておらず､超伝導物質では

pb とAg だけである｡すべての eleme甲 についてデータが得 られないので､

第1宏ではconpressibility か ら得た 短 摘 いたo Pb731∴Ae8)につい-

ては､低温の 地ermal expansioncoeffiもienも･ゐ謝意鹿妻 用いで ilO)

か ら求め ると､ 屯(Pb)- 2･7･ ,a(Ae)- 2･6となり･,蜜こ蕗の雇よ り少 し

大き くなるo Lかしぜ;(OD)3iこ比例するので､ 解 きををでLLi-.''適 k大 き■I

く変わ るog三foE慧 慧 三9,P?'慧 IaetyIO)qf==i4,'三 志iS f e71ecti慧 oi(Ⅳ)

Gr-.-aneisenconBtanも と等価であることが示された｡

dCnT
ダ=苫前 = 'e=

3aeVA:

Ce
I:

そこで もher皿alexpansionくつoefficientは温度依存性によって､

electronpartとIatti99part に分けること牟でき, a -皿 +BT吉A:.∴::I. ･-

= ae+aLとなる0-万比熱の方 も､同 じ温度依存性に よって.ele¢tron

ParもとIaもticeparも に分けることができるoこれ らの値 を用いて上式か

ら9を求 めることができる｡

又 Oisen とRo去-rerlliま熟力学的に出撃 して､

vn - vs-vs菜菅 T選 者 )

雷 -a+b(若 )2 ･ a-君 ･ ,b-雷 -I;0若

なる式を与 えたC (vn-vS)/Vs,を温度の函数として測定することによ?て

a･bを求めーることができ､従つ七gの値 を求やることができる｡ これ らの方

法に よっ て得たgは必ず_Lも｢･敦せず､誤差 も大 きいe第 1安の9の鰻 は主に

-232-
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超伝導の圧力効果

後者の方法で得 られた値であるc gの値は freeelectronmOdelをとれば
2

言と
なるが､第 1表の Fの億 はこれより大 きくなってい るO これは electron

のFermi 面がBragg 反射面でゆがめ られてお~り､圧 力をかけると､ そのゆ

がみが更に増 し､実質的に staもedensi七yを下げ ていると考え られるo

柄 Teのa皿0naly な圧力効果に関して､ elastic.oonsもan七が

hexagonalaxisに PerPendiqul鉱 毒 嵩 Itii･1.鶴 えることが報

告 されているoll)･12)又鞄 をimPuriもy として,少 し加えたとき､圧力効

果に対 してnormalな部分が変 らず､ anomaly な部分申減少することが報告

されているO'3)これか らTEの圧力効果には 2つのmeChemismが効いておりI

圧力の高い領域では､ ano皿aly を示すmecbanismは効かな くなる｡従って

圧力の高い領域ではnormaユな圧力効果だけを示 し､ これ までの理論で よく説

明できると思われる_｡ l

(vi) transitionmeもalについて同様の圧力効果 を詞べたが､実験値 と

合わなかった｡実験値 では_Tc の圧力効果 は小 さく､又その符号を変 え るこ

とがある｡ transition Ⅱletalの場 合には複雑 なbanq_構造を考 えなければr▲-
ならず,今迄の ような簡単な議論では済 まないと思われる｡一

(喝 ) dTc/dp< 0 の超伝導金属に圧力を十分かければ,!.TG-'Oとする

こと示できるか どうかとい う問題時,非常に興味あり､ これ まで二つの考えが

擾出され ている｡ 01sen 等は一つの element について､圧力を加えていっ

たとき甲が一定 であると伎愛 して､

Cn(TC/ OD)

en(Tc/Gdp- o
- {認 T P (ll)

を導いたol4)V釦 ま圧力 pのとき,a)体凱 (ll) iこよると- 0-になってはじめ

てTc- o とな ることができるO従って圧力を加えるだけでは超伝導状態 を正

常状態に移す ことができない0

-万BraIndt とN･I･GinzburglS)･16)･u)はnonもransiもionri

me七al に於 てはNo)は圧力に依存せず一万0uplingTparameもeTV .が圧力

をかけると減少 し､ dTc/dpく 0となる.と‥考えたo critical-pressure･を

PcとしてーTLtP PreSllredependenceは

-233-



垣谷俊昭

Tc- Ae3KP (一馬等 )
(12)

で与 え られ ると仮定 したoA . aはconsもanも･Cd に対 して､ちfpl の実

験データと比較 して

57,000 at皿 ≦ Pc ≦ 70.000atm y

とした｡ しかし実験では 26,000 at皿 までしかデータがなく, (12)が実

験曲線 と十分一致しているカナどうかについては決定的なことは言えないOとこ

ち,{･､払 A. で与えられ るNtO)Ⅴ を用いると､

ダニ aN(o)V + ら

a- 〔2短 -

b=FE*〔a-

kB2+q;

2

5- 号一三歳 〕

1 1 汰
(i

1+pCnlF､̀ 2p(4ko2+ks2)
)(9弓 )〕

也一l

となるc a, bに於 て､ k82･q右 ko2･p ' は圧力に対 して一定でな く､

亀 , 9も圧力が大き くなれば減少す ると考 えられるd LかLaの中では･ 屯

が主 に効いており､あまり圧力が大きくなれ ば､ 短 は変化 しないので､ aは

はは一定 と考え られるこ とができる｡ bに於 ては､p*は圧力によって_あまり

変化せずー主 にaによってきまるO従って bもほぼ一定 としてよいo従って

Nt0)Ⅴ-0となる圧力があまり大 きくない場合には (13)で,//

p- denNto)Ⅴイdehv の定義式に もどして解くと_

1

vtd ′ b ､a
vt0) taNEOjⅤ + b

-(14)

となる｡ Nfo)V はp-0 のときの値をとる｡

廃3表に dTc/dp､で実験と一致 したriOnもransiもionmeもalについて,

Tc-oとなる体 積を列記 したo これによると,一番体橿変化が少 くてすむ Cd

でさえ､ 31%の体蹟変化が必要にな るO そのため､.圧力の小 さな寵熟 こ於 てと

い う仮定 を悪 くしている.従ってVt由′Ⅴ(0)のord_eresもiⅡlateの滝田にと
.},

どまらざるを得ない｡しか しOIsen 等が与え長よ5'妾 Tc-O となるの紘
一234- `
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超電導の圧 力効果

Ⅴ-0 に 限 る と い う 緒 論 と は 十 致しない｡

第 3 莞 乾 移 温 度をOokにする捧境変化

a 也 莞撒 .

A C 2 ._3_.~1 ･0.20 Opt.62

Ⅰn 1 ..8.- ･0.i-1.7 . 10...46

a - H gSn 1.6 0.-Op6 0一一151.7 一j o.15 0.45-

§4 結 論 ′

Morel'AndeTSOn の与えたNto〉Ⅴを履いて_その圧力効果 を詞べ たO 各

elem血七 について､ rG, 9･の正確な億がわか らないのでーそこか ら･くる誤

差を考慮 しなければならないが､nontransitionme七alで gおよび

-aTc/dp は実験とかなり良い一致を示したO又 pが ele皿ent にあまりよら

ず-ほぼ2･5の値をとるということは-主に T8-がelemen七 にあまりよら

ず､ほは2の櫨をとることに縄額づけ られていることがわかったc dTc･-/dp

< 0 より圧力を十分大 きく_すれば､ Tc-o lとなる可能性が_bるぶ,圧力･の

低い鋸域 での取 り扱いを拡張 して求めると､Cd で､ 31 %圧縮 したとき,

qj- 0となることがわかった｡

.I1i!
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