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講義 ノー ト

笥 6章 N M 氏

§6.1 一般的考察

3Iieにお けるNMRの実険については§4.6にのべた.特 に横共鳴の共鳴振動数 Wは

U2-7'L,y+a,2.LT)

で与 えられた｡ 与 こで W ｡= γし〟｡ffと 書 くと Lu｡f了 3()Gとな りかな り高 い磁場に相 当

していることに注意 したい(

一時的な立場か らNMlも吸収について考えb3.)まず次の定理がな り立っ.
< < < <

有理 :全種化 M～,磁場のないときのハ ミ′レトニアンをIl.とす るとき 〔聖,IiJ-0な

らば吸収磯は必ず W-rLKのところLLTでる.

t証明 ) 振動磁楊 tx方向に偏極 しているとする )をふつ うの摂動論で扱 うとエネル

ギーの吸収がお こるT=めには,次の二つの条件 をみT=す少な くとも二個U)状態 In>,

lm>が存在 しなければならないことが分かる.

(1)エネ′レギー差:En-E - THa'm
<

(2)行例肇素<nlMx!m> ≠0
<

但 しtn>.Im>は外部磁場 を含むハ ミル トニアン11

< < <

ll=llo一里●i/

の固有状態である.ここで次の量を考 える.

〔 〔M x,11] ,‖ 〕 - 再 2Ld2益x

< < <

ln>.lm>で行列要素 をとると

<
((FJn-Ill,乙､)-r2砲 2‡<nlMxLm>-0I

(2)か ら 1.1JnTl.lJm-捕 ll/

(1)か ら hα)-r胤N W-γ
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A･J.Leggett

よって 〔M̂,責〕=oな らば, Q'=γのみが可華 である.～
q.e.d.

<

3TTeにお いて重 要な力 はハー ド･コア と vanderWaals力 である･､これ らは聖を保存
<

す る. よって これだけでは実験の結果は説 明できない･では聖を保存 しない力 は何か ?

一番大切 な ものは原子核間に働 く磁気相互作用つ ま り双極子 ･双極子相互作間である.

<

HD-吉名
i≠ j

γ27i2

Iγijl2

こ=̂でズ-Rix(pauli行列 ,<

畳 J±lJ十 Sは保存 されるがとiココiこ:▼コ i=:▼ウ

な い ●

<
IID

< <

(ヱi･ヱ了 3(ヱi･～rijH ヱj･～rij)

<

- ～rij/l～rijlである･ llDがあるときにも全角溝

とは別 々には保存量でない.これか ら益 も保存 され′■■..′

●ー

~′し

●-

∧

γ
<
S
～

.

と

以外 に ヰ諭 を保存しない相互作用があるかも知れない.金属中のRKKY相互作剛 こ当ii:■■:

たるものが 3Heのよ うな絶縁性液体 にも存在す る.これは原子核 の双極子場 によって分

極 した電子が隣 りの原子核の双極子 と相互作用す ることによる. もちろん絶縁体である

からこの相互作用は凸｡ と同程度 かそれ よ りも小 さい･ しか しその対称性 は双極子相互
<

作用 と周 'じであるか らHDの中に含 ませてお けばよい･ (もっ とも薄膜の場斧には RK
< <

KY型 の相互作用の方がHDよ り強 くなる可能性 はあるのHlDの強 さの目安 は

T･2石2 _7

gD≡LT )～ 10 Ka

で与 えられ る.ここや aは平均′頃子間距離である.

双極子相互作 剛 こよる有効磁場LUは古典'･'mには一 見次のよ うに考 えられる.

～亨苛 - Z苧 -o･5zG

ここで Zは最近接粒子の数である. Z～< 12とすればLdl)≦6Gとな り, これでは上述 の

∬ eff-30Gは説 明できないことになる. しか しNMRシフ トの現象は実は遺子内学的 な

なものであ りこのような古典的な議論 は使 えなレ､｡ 【つ ま り双挿子場の量子力学的揺動

がきくので 以～γdDの形には書 けない･ )

-3701



講義 ノー ト

§6.2 理論 の比較

NMRシフ トについて今までに十位 の論文がでたが大別 して次の四つに分けられる.

(表 8-1参照 )

① Anderson,VermaandWerthamer

古典的運動方程式の方法で考えるので3Heの量子力学的効果は入 らない.

② 1Jeggett

断熱近似 (あとで詳 しくやる. )

③ MakiandEbisawa

ESPのみの議論｡ Green函数 を開いて運動方程式の方法でや る.

④ Takagi
1.i

磁場 Iiの大きい場合の横共鳴についてのみであるが,非等方的超流動体の仮定は

用いてな く普遍的な議論である.

少 くとも①②③は互いに全 く違 った考え方に基いている.具体的に比較 してみ よう.

まず (6･1)式がHによらず普遍的に成立するかどうかという問題i羊対 してはLH- 0

の とき

Anderson:帝二項 もOとな りW-0.つま り〔6･1)はだめ

I,eggett .'ABMの場合には (6･1)はLd-0まで有効

一方LK一大のとき.には Takagiによると任意 の状態で L6･1)は正 しい.

次に横共鳴については①一③はほとんどあらゆる点で異なった予言 をしているのでこ

れに関する実験が出ればどの考えが正 しいかわかるであろ う.

§6.3 定性的理論

定性的な考え方には四つの理論に共通する側面があるのでそれ を以下に述べよう.例

として ABM型の状態 を考えてみよう.この状態は dLn)-df〔n)の形 に書 ける. ここi::!▼:iこ:!ウ i..=■ウ p:

で且はCooper対 のスピン量子化軸である. (つ まり且の方向に対 して Sz-0なる方

向である｡ )系の状態は次の四つのベ ク トルを用いてきめられ る.

S.L d.e～-～ ～ ～

但 しCは Cooper対qつ軌道角運動で fL且)によってきまる. NMRの間藤で重要なのは′-′
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A.J･Leggett

predictions

′ヽ+- C)の ⊂〕こねGI- 岩 ～Q)○ (勺-- ～-clef)p∽ ′~ヽ辛
I- [司 Z cq 亡 L

這 O∃ 蒜 C二cc ●一一⊂∇U

@ C: -CO t<lll Pl∽ ⊂弓 六〔勺■■■■Q) ー■■●■a≡
'3(勺 P_1 G JQ)Q)■ L■ (⊃U >→

芸ヽ一一ノ 班〔f] ーC3 Oど. )

一■ー ⊂コG･■.一十一 岩E-iC で∽吉 男 cq∈l Cf)Eq ∽巨]

十一■一q) ′■■ヽ1『 U■ ∈〔勺 1-Q)Q)〔nN ー

◎恕 三三 .. ●▼■■十一 .■■CQ H ･呈 台 室 3+Q) ,工l G > >
ト一 . 賀ミ く勺 も一.■ こ､一

一l㊦ き(′〕 Q)7; .琶 Uj._Q).-AN D (ユ･- .Y,<~Cccu"a .土 -So星+ー CC U t十･▼..■ ｢.一

Q)｢コ し一Q) 設 昌 舘 喜 ～+ a l ′局一■ノ 己Q)⊂⊃ 〔勺I一 一U C 童

亡 'C) U?Q) I.■■ ーヽ-≡.1<< ′■■ヽ

C●- 一一 くつ ロコ き

bD コ■一 ′■■■ヽ三 雲 ._ i ,_ CQ

a) (勺 〔ロ ー.′ (勺 ーノ

一一 h■一I- C)Ilil .≡ C)や U .S Q)-.ロ U

○ I- 'a cG 'a pg

'C; > U ･q) CC-O と･'̀■一 一 q) CL O Qj O C)
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講義 ノー ト
/〈＼

Std･ Cである･足は外部磁場朋 ミあれば SPLu(〟Z)となる･ HDを考えなければ～ ～ ′ヽ-/ ～ ～
<

Cの方向はきまらない. しかしIII)を考えるとC:/dの方向にきまってしまう･これ を′■■′ ⊥′ ′■■′′■■′

図示 したのが 8- 1図である. (註. ABM型 の状熊では dの方′■ヽ.′

向はFermi面上 どこでも同 じである. )

NMRの実験では Sに摂動 を加えるので S及び dは変化 をうける.JP～ ～ ～

βは双領子相互作局によって且と結合 しているが,これは弱いの′ヽ′
で Sとdが動 く間に 机まほとんど変 らない.そこで βは固定されー ～ ′-′ ′ヽ′

ているとして考えればよい.このため βとdの相対的方向が変わ′■■′ ′■■′

り,双極子エネルギーが変化する.つま りSとdが変わるために～ ′■■′

は Zeemannエネ/レギー以外に双極子エネ/レギーを加 えなければ
巴≡≡≡≡≡E

旦

なら7:fい.これか らシフ トがでて くるわけである. Sと dの運動′ヽ■■ ～

の詳 しい様子についてはまだ議論があるが以下 (§6.4)で私の論文に従 って詳 しく解説

しよう.

§6.4 1｣eggett理論

以下の議論ではABMに限らず一般の超流動状態 を考える.

(1)Kinematicrelatinns

平衝状態ではALB,)は古典的ベク トルとみなしてよいが, NMRを考えるときには

ALユ)は変化するので動的変数･即ち量子力学的演貨子 と考えなければならない･そこ

で次の演算子を定義する.
●

d3p
TiL且'≡aZ:gJa-daLOiOz)a相 p∂し足弓)て云前言

(註 ) 分母の t2Wfi)2はまちがいではない･こうすれば Ti(且)は角運動量の次元をもつ･
<

£しま)の平衝状態での期待値はま(ユ =こなる. <Ttn)>-旦LR) Ti也)と旦 の交換関′■l■■′～

係は

〔Si･TjLが 〕=ihFiJkTkL且)

〔Si･8j〕=iiiEijkSk

- 373 -



A.J･Leggett

〔Ti吐)･Tj〔A')〕=0

〔Ti吐',T声 が ]≠0

〔④の右辺は少し複雑であるから省略するが,オーダはfiSである.以下の計算に必要な

のは① と③である. 】

ここで旦･ 三は共にマクロな量であることに注意 しよう･つま り①一④の右辺は左辺に

比べて無視できる･従って,交換関係を用いて旦･王の運動方程式 を作っT=あとでは･

交換関係を無視 し･旦･ 王を古典的ベク トルとみなしてよい･交換関係 を用いて運動方

程式 を作 るときに量子力学的な性質が入って くる. )

(2) 断熱近似

系の勤的現象を考えるときに重要な時間スケールは

(･i)Tll全スピン且の緩和時間 )

正常 3Heでは数分ないし数時間であ りミクロな立場からみると大変長い. A相に入

ってもTlはあまり変 らないと考えられるので T1-- と考えてよい.

Oi)G/A(inversegapfrequency】

超流体密度 と常流体密度が平衝からずれると甘/Aで平衝値にもどる.･H/A～h/A

kBTc～10~8sees.である.

diDI〔準粒子の緩和時間 )

準粒子の分布 が平衝値にもどるのに要する時間である.熱伝導 ･粘性 ･スピン拡散●

などの係数に入ってくる寿命 と同じオーダである. A相-の転移点TANの近 くではス

ピン拡散の寿命から評価すると で- 3×10~8secs･T<TANでは正常成分が減少す

るので 丁は大きくなるが超音波吸収のデータによるとT-TABまで下っても5-6倍
-8 -7

くらいのちがいがあるだけである.そこで T-3×10 -2×10 secsとしてよい.

4伽'-.1Lシフ トに相当する時間 )
-･･･6

実験からa･ニ1≧ 10 secs

である.以上によ り

-1
市/A,T≪uふ≪Tl

-37 4 -
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となる.つまりNMRの問題で73:,常流体 と超流体の相対的な密度 と準流子の分布は平

衝にあるとしてよく,-万全スピンは全 く緩和 しないと考えてよい.

まず外部磁場〟-0の時 を考える. あるスピン分極 Sがあるとしよう.Tl大ゆえ双極′■ヽ■′

子相互作用がなければ Sは変らない･双極子相互作屑を考えるtと且は変わ り,交換関係iこ:■ウ

によ-て息と結びっいているTもかわる･息と芝の変化の特徴的な時間a･Il は長いか らi.=≡コ
上述のよ うに, S,T以外 は平衡値に達 してしまう.あとで示すようにTはある種の才ー ′l■l■.′ ー

差 をするだけである･ vanderWaals力 とハー ド･コアカから来るエネ′レギーは三の

方向によらないので Tの才差運動によって変化するエネ/レギーは次の二つであろ.:i.:::!ウ

(a)Sによるエネルギー～

ELS,-与 γ2x-ls 2～

Lxは平衡値のスピン帯磁率 )

(b)Dipoleエネ/レギー

I1,--I豊 冊 tn"2- 3厄･Tta,J2)′ヽ■′

従って有効ノ､ミル トニアンは

lleff-FJ哩)+liD托 し且))-γ旦･Ld,fLt)

で与えられる.磁場があるときも同様であって Ld,fit)を tt)-Ld+LH,fLt)でおき変

えれば よい. γA ≫ W｡のときにはNMJlの特徴的時間は rdで与えられるが.-fi/A,T≪

-1
LrLX) である限 りrH≦ W.のときと同様に考えてよい.

ここで上の有効ノ､ミル トニアンについて一言注意 してお く. xは本当の平衡 では等方

的である. しか しNMlもの実験のときには SとTは平膚値からずれるので xはテ ンソルーヽ-′ ー

とな ｡11.1(S,-喜 r2x;jlLqiSj Lxi, (まTの函数 )としな くてはならない･ しか しこのJ～ 1/ '.II I I '-)I ～

効果はあま り重要でない.たとえば AliM乳 BW型or)ときには影響 を与えなレ､し,Tc

近傍ではいつもきかない.そこで以下では xは等方的であると考える. (もっとも歴史

的観点からいえば重要なことであるか 耳､しれない. とい うのは理由の初期の段階で理論

① と②の間でこの効果 をめ ぐって少々混乱を起こしたからである. )こうして我々の間

- 37 5 -
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預は交換関係 (6･3)と有効ノ､ミ/レトニアン

H｡fft旦4 1-1喜 γ与 ls 2-γS･詔 t,十llDtEi

によって完全に定義 された.

(3) 運動方程式 とその解

し6･3)と(6･4)か らSとTの運動方程式 を計算す ると

dS
-⊥ヒ=SXd Lt)+RD
dt ～"

RD-J豊 也 ,×語 + C･C･li:ltiこ:15

dT〔n)
～ ～ -TLn)×H
dt ～～ ～

∂tj
け … -- - -γ2xll～S+ rd川
～ ∂siこ:▼コ

(6.4)

(6.5)

(6.6)

但 しTの運動方程式 を求 める掛 こIll)か らの寄与 【～ gI〕旦)は -ULS)か らの寄与～ I∫ l′～ 一ヽ■′

i～γ2Z-ls～EF旦)に比べて. し,gl)/81.i- 1()~7)ので無視 LT= h 平衝状態ではD-0′■-′

T- constである. し6･6)はよく知 られ7=不 ピンの才葦運動の式 と同 じではな くむしろ′l■■′

ろJosephs(ヽnの方程式に似ている. (-文献 5の粒径 )

普通のNMRの実験では し〟rfは小 さいU)で Sの平衡からのずれは小 さく1抽 小 さい･～ ′ー′

従って運動方程式 を繰形化 して挿 くことができる.計算は杏易だから省略 して結果 を述

べる.-股には二つの横共鳴がでて くる. しか しAlうMu)場合には一方の共鳴は零 とな

り一方 しか観測にかか らない. もう一つの方は

Gd2-73I/Oli+u20〔T)

W2otT)ニーr2x-1.ご く 〔si〔Sillll)〕〕>
l=Xy

と書ける.縦共鳴 もあらわれる

-376-
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(6.8)

となる･横共鳴のシフ トと裡共鳴が同 じになるのは Coopen対 の波動函数 f(エ)に軸対

称性 を仮定 したか らである.

< 〔Si〔Si･Ill)〕〕>-0(<IJD>)

であるか らW2.--γ2了<lID>である･ P波 を仮定 して T≦ Tcで考 える と

W20-喜Aγ2【1月 7Jo)骨 a哀 2LkBTcjlenLl･14Ec,仰 〕2tl寺 ,

A-28花･ a-AC/(AC)tics-喜〔P波 ) (6･9)

嘉 2:寅の粒子か ら Landauの準粒子 に うつるときの くりこみ因子で自由 F｡rmi気体

ででは 1も2-1

ec～17く:liCS切断エネルギー 〔P波以外 を考 えて ヰ､.最期の因子 1/5が変わるだけ

であるハ )従 って,

V20- 藷 - 1i2×5× 1 0 10 川 Z)2 ( 1-着 ,

( 6 . 10 )

とな り横共鳴の芙頗桔某 日 う･1)とよ く合 う.

し云 2- 1ととるとぴっ7=り合 うがこれは偶燕であろう｡ )

L州 型の ときには ∑ < 〔Si〔Si･lID〕〕>-0となるa)で嘩共鳴シフ トはない･縦
i= xy

共鳴はAliMよ り少 し高い周波数にlLtJ.ら.

^相での尖頭は, wZ-γ?j･/-W"2 〔つ ま り横共鳴U)シフ トと縦共鳴の周波数 が等 しい )

となっているので A和は Aln L型と考 えられている.まTLlj相 については現在 Conc11と

I.aJollaで縦共鳴 の'f･験 が行なわれている.

§6.5 吸収線巾につ いてU)コメン トし定性的 )

§でのべたように巾はかな り小さい.我々の開いた断熱近似がかな りよいことを示 し

ている.この事情は,T=とえば正常 3IleU)第一音波 tGUT≪1)と比べ られ るだろ う.徴

- 3 7 7 -



A.J.Leggett

視的な原子の運動は非常に複雑で,働 く力は Fermi面上で一様でない.従って Fermi

面の零音波的な変形がおこる. しかしこの変形 は時間 での間に普通の Fermi面に緩和

して しまう.従って減衰は co2Tの程度にな り, wT≪ 1では小 さレ､二っま り鋭 い共鳴に

なる.金属中の音波に対す る電子の効果を考 えるときも同様である.電子の寿命 では音

波の し周波数 )-1に比べて短い (WT≪1)ので電子はほとんどいつ も局所平衝にある.

そのため ∽2丁程度の小 さな減衰 しか起 らない.

我 々の議論でパラマグノンをあらわに考えなかったの も,これ と同 じ理由による.メ

ラマグノンの代表的周波数は up-2io G/hでNMR周波数に比べて非常に大きい･従 っ

てパラマグノンの効果は理論orlパラメタ tA,aJ.LT).xなど ) の中に含 まれてしまって

あらわにはでてこない.

このように断熱近似にあてはまる条件 wT≪ 1 は少なくとも実験的にはノよく満たされ

てお り,理瑞的にも,共鳴の周波数,共鳴の個数,縦共鳴の有無,などを問題 とする限

り十分いい近似である｡ aJT-0では巾は 0となるので.巾を考 えるためには少なくと

もa)T の一次まで考える必要がある.双極子相互作用のため Ferhi面上の異なった点

に瑚する準粒子 のスピンの うける力はちが う∩このためスピン分極は Fermi面で一様

でな くな り, これが有限01時間 Tで締和するために巾がでる.この効果 を扱 うには立で

なくS〔rl) の嘩動 をきちん と考えなくてほならないので詳細な計算はむずか しい.も六～ /■ヽ′

ともスピン分極 が一様でなくなると今考えている部分波 とは異なる部分波がまじづてく

るため, このような機構 が働 く確率が小 さくなるかもしれT亡い.
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