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物性研究 35-6(1981-3)

多電子系の秩序状態

東北大学金属材料研究所 立 木 日*眉塾

講義 ノー ト

1. はじめに

金属中の電子系は,電子間有効相互作用が斥力の場合,絶対零度では強磁性になり,引力の場

合には超伝導になる｡このような多電子系の秩序状態を取 り扱 う一つの方法に,梅沢博臣民に

より開発されたボゾン理論がある｡このボゾン理論とはどのような方法なのか,例を挙げて説

明しよう｡

例 1.金属中の電子

陽イオンは-様なバックグラウンドをなしており,その上を電子が運動していて,電子間に

は強いCoulomb相互作用が働いているというモデルをとる｡このような電子系には集団運動の

モー ドとしてプラズマ振動が存在する｡一方,各電子についてみると,強い斥力のC｡ul｡mb相

互作用のため,他の電子は近づきにくくなり電子はホールの衣を着る｡その結果,強いCoulomb

相互作用は遮顧され,有効相互作用は弱 くなる｡ このホールの衣を着た電子は準粒子 (quasi-

electron)と呼ばれる｡quasi-electronの間の相互作用は弱 くほとんど自由粒子 として扱える｡

金属の伝導度などの物理量は強いCoulomb相互作用を持った裸の電子で記述されるのではなく,

相互作用の弱いquasi-electronで記述 される｡つまり,このような電子系で実際に観測にかかる

のはプラズマ振動 とquasi-electronなのである｡

例 2. 中性子と陽子の系

裸の中性子 と陽子からなる系を考えると,各粒子間の相互作用は非常に強い｡しかし実際に

は,中性子は陽子の衣を着,陽子は中性子の衣を着て準粒子となる｡また,中性子は陽子と結

合 して重陽子 となる｡観測にかかっているのは相互作用が弱 く寿命が長いこれらの3つの粒子

である｡

例 3. 遍歴電子による強磁性

例えばNiなどがこの例と考えられているが,このような系内の電子間には非常に強い相互

作用,すなわちcoulomb相互作用が働いている｡この相互作用とパウリ原理によって電子系の
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スピンは分極を起こし,上向きスピンを持っ電子と下向きスピンを持つ電子の総数に差が現わ

れる｡電子の性格を調べるために,例えば下向きスピンの電子を1個付け加えたとする｡ する

と電子間の強い相互作用のため,この裸の電子は安定でなくなり,図 1の様に2つの異なった

quasi-electron

図1. 強磁性遍歴電子系に加えられた電子の状態変化

状態に分れる｡一方はホールの衣を着た下向きスピンのquasi-electron状態である｡ 他方の状態

では,上向きスピンの電子が励起 して上向きスピンを持っquasi-electronができ,更に上向きス

ピンの電子が励起した結果生 じたホールと付け加えられた下向きスピンの電子が結合 して対を

なし,集団運動としてのスピン波あるいはstoner励起が発生する｡ 実際にNiに電波や中性子

を当てて電子の励起 を測ると,裸の電子の励起ではなしに,スピン波やquasi-electronが観測に

かかるのである｡

上に挙げた3つの例からもわかるように,実際の物理量 として測定にかかる粒子は強い相互

作用を持った裸の電子ではなく準粒子の方である｡ このような観測にかかる粒子のことを物理

的粒子と呼ぶ｡ボゾン理論は,相互作用の非常に強い裸の粒子によって表現 された物理量を,

相互作用が弱くほとんど自由とみなせる物理的粒子で記述 し直す dynamicalmapあ るいは漸近

場展開と呼ばれる方法を,その基礎においている｡そして強磁性状態,超伝導状態等の秩序状

態を物理的粒子の一つであるGoldstonebosonの凝縮 したものとして記述する｡

多電子系の主な秩序状態としては強磁性と超伝導があるが,以後,超伝導のボゾン理論によ

る取 り扱いを詳しく述べる｡

2. 超伝導におけるボゾン理論1～3,21)

超伝導は電子間にBCS引力相互作用が働いている時に出現する｡ 超伝導を取 り扱 う方法の

一つに, Gor,kovのGreen関数法がある｡ このGor'kovの方法は一般には非局所非線形方程式
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となり解 くことが困難であるが,特に温度 Tが超伝導転移温度 Tc に近い場合や,磁場Hが上

部臨界磁場HC2 に近い場合には,線形方程式で近似でき解くことが容易になるoしかし,これ

らの条件からずれて超伝導の秩序が発達すると,線形近似は許されず,取り扱いがむずかしく

なる｡

ボゾン理論の立場からは,実際に観測されるのは物理的粒子であり,これらの粒子はほとん

ど自由に近いので,超伝導状態 も物理的粒子で記述されたならばこの状態を記述する方程式は

線形方程式に帰着されるのではないかと予想できる｡

§2･1 Lagrangian密度

まずLagrangian密度を定義 しよう｡電子の運動エネルギー, BCS相互作用と電磁場のエネ

ルギーを含めたLagrangian密度 L(甲(x),Ap(x))を考える｡ここに 甲(x)は電子の場,

Ap(a)は電磁ベクトルポテンシャルを表わす演算子である｡ Ap(x)は4次元ベクトルでAp(a)

-(Ao(x),Al(x),A2(x),A3(x))であり,Ao(a)は¢(x)でスカラーポテンシャルを表わ
→

し, (Al(x),A2(x),A3(x))-A(tr)が通常のベク トルポテンシャルである｡p,yなど

のギリシャ文字は(0,1,2,3)と動く4次元量の添字,i,j,kなどのラテン文字は (1,2,

3)と動く3次元量の添字 とする｡また,3次元の空間ベクトル (C1,C2,C3 ) はアルファ
⊆=‡コ

ベット文字の上に-をっけてGと表現することもある｡4次元ベク トル間のスカラー積は次

のように定義する｡

GpVp-- G｡V｡+言･〆 (211)

ここで2度繰 り返 して現われる添字については和をとるものと約束して和記号は省いた｡微分

演算子 ∂〟 を成分に分けて

･0--÷ 意 , ∂ 乙 - aaxi

( C :光速度 )

と定義 しておくと便利である｡

I.agrangian密度はある種の変換に対して不変性を持っている0

1)次の位相変換に対 して不変である｡

甲(x) - eiOp(x)

Ap(x)- Ap(a)

ここで βは定数とする｡
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2)次のゲージ変換に対 して不変である｡

p(x)- expt乙意 l(x)ip(x)

Ap(x)- Ap(a)+∂pス(x)

(2-4)

ここで }(x)は任意の C一数関数とする｡

i(x)が一様な場合にはゲージ変換は位相変換に帰着す る.

古典論での電磁気学の場合,適当なゲージ条件を付け加えると方程式が簡単にな り解きやす

くなる｡ また,量子論の場合,電磁場を量子化する際には,まずどのようなゲージ条件を採用

するか決めてお く必要がある｡そこでゲージ条件 を次のように書 く｡

Dp(∂)Ap(a)-0 (2-5)

Dp(∂)は1階の微分演算子で,Dp(∂)- (0,∂1,∂2,∂3 )ととれば coulombgaugeになり,

Dp(∂)-(∂｡,∂1,∂2,∂3 )ととれば Lorentzgaugeになるo今のところDp(∂)の具体的な形

は決めずゲージを不定にしてお く｡超伝導の場合には CoulombgaugeもLorentzgaugeも不都合

である事が後に示される｡

ゲージ条件は付加条件なので, Lagrange乗数として場 β(∫)を導入 し,

LB(x)--B(x)Dp(x)Ap(x) (2-6)

をLAgragian密度 L(x)-L(甲(x),Ap(x))に付 け加え,totalLagrangian密度 Lt｡t(x)とする｡

Lt｡t(a)に対 して, Ap(x),B(x)に関する変分原理が成 り立っ とすれば, ゲージ条件は忘れ

て計算することができる｡ エー｡t(∫)の具体的表式 は次のようになる｡

Lt.I(x)--÷F"(a)F"(x)･Lel(x,Ap(a))

-B(x)Dp(∂)Ap(a)

Fpy(x)-∂pAv(Lr)-∂vAp(tr)

ここで

(2-7a)

(2-7b)

は電磁場テンソルである｡ Let(x,A〟(x))は電子部分のLagrangian密度であり,電子と電磁

場の相互作用項 も含んでいる｡

エー｡t(∬)に変分原理を適用 して得 られる場のHeisenberg方程式は

∂vFvp(x)ニー47Cjp(a)-Dp(∂)B(x)

Dp(∂)Ap(x)-0
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となるoここにjp(x)-去 ∂L(a)/∂Ap(x)であり,Gauss単位系での電荷密度 をp(x),電

流密度をj(x)と書 くとj｡(a)- p(x), j(a)-与7(x)と対応させることができるo (2-

==岩 ⊆⊇】

8)式は右辺第 2項 を取 り除 くとMaxwell方程式

(∇21 吉 豊 )Aj(a,-grad(divX(x)+上土障 )'C∂i
=_4W並

C

･2相 +div妄 言(x)ニ ー p(x)

(2-10)

(2-ll)

と一致する｡

(2-8), (2-9)の演算子方程式 を解 くことが,これからの問題である｡ (2-8)の演算子

方程式はDp(∂)B(a)だけMaxweu方程式か らずれているが,実際の観測量はMaxwell方程式

に従わなければならない｡つまり,任意の2つの物理的観測可能な状態を Ia>, Eb>とす

ると, (2-8)式の左側から Ia>,右側か らIb>をかけた暗

くal∂ レFレP(xH b>ニー4W< aEjp(x)Ib> ( 2112)

< alDp(∂)B(x)Ib>-0 (2-13)

を満たさなければならない｡ゲージ条件は演算子の間で満足 している0 Maxwell方程式 が物理

的状態での期待値の意味で成立す るためには,更に(2-13)式の補助条件が必要なのである｡

つまり,状態空間としては観測可能な空間を含む,より大きな空間で議論を進め,観測量 を取

り出す際には,観測可能空間-投影するとい う方法を用いるわけである｡

§2･2 FunctionalintegralFormalism

これまで物理量 を裸の粒子の場 pT(x), Pl(x),Ap(x), B(x)などの Heisenberg場で記

述 してきたが,相互作用のほとんどない物理学的粒子の場で書き換える｡これをdynamicalmap

という｡ これを行 うためには多点関数間の関係式,つまり様々なタイプの Ward.Takahashiの関

係式 (W-Tの関係式 )を求める必要がある｡W-Tの関係式 を導 く最 も手軽な方法は,Func-

tionalIntegralFormalism を用いる方法である｡

電子の場を

･x,-(pp :T ,),
p'(x)-(pT*(x),Pi*(x)) (2-14)

とスピノルで表現する｡これからは超伝導状態を仮定するので,BCS秩序パ ラメータ一一を作

る場
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¢(x)- PT(a)pJ(Lr)

が存在することを想定する｡め(∫)から実の場

拍 )-吉(帰 )+Q*'x))

x'x)-吉 (拍 )-折(x))

(2-15)

(2-16)

(2-17)

を作る｡結局,超伝導状態で考えられるHeisenberg場は甲(a),Ap(tr),B(x),¢(x),I(a)

である｡それぞれの場の sourceと呼ばれるパラメーターを導入する｡ ¢十(∫)のsourceを

症 )-(ZTi'(:',),
甲(x)のsourceを √ (x)- (qT*(a),71*(x))と導入するoAp(x),

¢(x),x(x)のそれぞれのsourceをJp(x),Kl(x),K2(Lr)と導入する｡Ap(x),¢(tr),

I(x)とsourcesJp(x),Kl(x),K2(x)は C-数として,Functionallntegralを次式で定義する｡

ただし¢(a),♂ (x),7(x),7+(x)は反交換関係を満たすものとする｡

wlq,∫,K]-iI [dAp･･･]exptL/d4xlL(a)-B(x)Dp(∂)Ap(x)

+ √ (x)や(a)+ p+(x)7(x)+Jp(x)Ap(I)+Kl(x)¢(a)

+K2(tr)I(x)-e¢(x)]) (2-18)

ここで [dAp.･･]は [dAp] [dp†][dpl] [dpT*][dpi*][dB]であり,汎関数積分の体

積素を意味する｡ e¢(a)の項は対称性を破る項で, 強磁性体において磁化の方向を決めるた

めに導入される弱い磁場 と同じ役割を持ち,秩序状態を導き出すために付け加えられた項であ

る.計算の最後で, E- 0の極限をとる｡ Nは規格化定数でN-W [7- 7十-Jp-Kl-K2

- e-0]である｡

汎関数 F[甲,Ap,B]の平均量を

･Flp,Ap,B],6,〟,∫,K-訂 [dA/l･･･]Flp,Ap, B]

×exp hJd4x [L(x)-B(x)D〟(∂)Ap(tr)

+が(x)甲(x)+p'(tr)7(tr)+ Jp(x)Ap(a)

+Kl(x)¢(x)+K2(.r)x(x)- E¢(x)])

(2-19)
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で定義する｡sourcese,甲,J,Kの うちに0のものがあれば,その添字は落すことにする.

例えば,

<F[p,Ap,B]>6,か,I …<F[甲,Ap,B]>6,7" =0

である｡

このFunctionallntegralを用いて, Heisenberg場の関数 の基底状態に於ける期待値 を表す

ことができる｡つまり,次の公式が成 り立っ｡

<OITF[pH,ApH,BH]lO>6-<F[p,Ap,B]>E (2-20)

Lo>は基底状態の状態ベクトルであり,pH,ApH,BHは裸の粒子の Heisenbergオペレーター

であり,Tは時間順序オペレーターである｡ Heisenberg場の期待値が C一数のFunctionalIntegral

により計算できることを示 している｡この公式は,R.P.Feynman,∫.Schwinger,K.Symanzik,

H.UmezawaandA.Viscontiらにより証明されている4-8)0

§2.3 Ward_Takahashiの関係式

FunctionalIntegralFormalismの方法 を用いて ward-Takahashiの関係式 (W-Tの関係式 )を

導 く｡ W-Tの関係式 を求めるには,FunctionalIntegral w[7,J,K]において,変数 甲(x),

Ap(x)につきQ-変換と呼ばれる変数変換を施す｡単なる変数変換は積分を変えないから,

W [7,J,K]は不変で ∂W [7,I,K]- 0である｡この関係からW-Tの関係式が導かれる｡

位相変換 p(x)- e乙eP(x)を施す｡この変換に関してはtotalLagrangian密度 L.｡t(x)-L(x)

-B(a)Dp(∂)Ap(a)は不変である｡ 0が微少量 として展開すると,

p(x)- (1+ 乙0)甲(x)

p+(x)- (1- iO)p+(x)

となる｡超伝導の秩序パラメーター ¢(∬)は,この変換によって

¢(.r)- (1+2iO)め(x)

となるから, め(α)の実部,虚部はそれぞれ,

¢(a)-¢(a)-2ex(a)

x(x)- I(x)+20¢(x)

(2-21)

(2-22)

なる変換を受ける｡これ らの変換式 をW [7,I,K]の定義式に代入 し,L.0.(a)の不変性に

注意 して指数関数部分を βの1次まで展開する｡

wlq,J,K]-W'[甲,∫,K]+20Id43<÷ (了(x)p(a)-〆(a)7(x))
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-Kl(x)x(x)+K2(a)¢(a)+ EX(x)>E,γ,J,A

積分の体積素 [dAp･･･]の中には, dpTとdpl',dplとdplとが対になって入っているか

ら,位相変換を行っても [dAp ･-]は不変であり,

W [7,I,K]-W′[7,J,K]

が成 り立っ｡従 って

Jd4x<÷ (打 x)p(x)一打(a)7(x)+K2(x)O(x)-Kl(-)x(x)>E," ,K

-I EId4x<x(x)>6,で,I,K (2-23)

なる,位相変換からくる『-rの関係式が導かれる｡

ゲージ変換について同様の計算を実行すると,更に別のW-Tの関係式が得 られる｡

Jd4xく宣 告 ( 7'(x)p(-)守 (x)症 ))-iB(x)D(a)+÷ Jp(x)ap

+意 tK2(x)Q(x)-Kl(x)I(x)D emJ,K揖 )

たeJd4x<I(x)'ei(x)

ここで

D(∂)- ∂pDp(∂)

である｡ (2-24)式の両辺に偏分 ∂/61(y)をとり,

∂ス(x)
- ♂(tx･- y)

∂1(y)

(2-24)

(2-25)

を用いる｡また,微分演算子を含んでいる項にっいては部分積分を行 う｡更に e-0の極限を

とると,次式を得る｡

Jd4x<÷惹け(tr)p(,)j (y)7(x))-‡D(a)B(xト‡∂pJp(x)

+意 iK z(x)Q (y )-Kl ( x ) I (y))> 符,I,K ∂ ( a)- y)- 0 (2-26)

(2-23), (2-26)式が位相変換不変性,ゲージ変換不変性に関する情報を含んだ基本的な
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W-Tの関係式 だが, sourceのパラメーターで何度も汎関数微分することにより,無数のW-

Tの関係式 が導かれる｡

(2-23)式をK2(y)で汎関数微分 を行い, 符,J,K-0の極限をとる｡左辺は<¢(y)>E

になる｡右辺ではFunctionalIntegralの定義式 と照し合わせると,指数関数部分からx(y)が現

われて

<¢(y)>6-- iEId4x< x(x)I(y)>e (2-27)

を得る｡同様に, (2-26)式の両辺に汎関数微分 ∂/∂K2(y)をとり,極限 8,7,J,K- 0

をとると,次式 を得る｡

LD(∂x )<B(x)I(y)>-旦ヱ <O(y)> ∂(3- y)
方C

超伝導状態がBCS状態だとし,秩序パ ラメーターを

u ≡ lim<¢(x)>Ee→0

で定義すると, (2-27), (2-28)式は書き直されて

u - - lim 乙eJd4y<x(x)x(y)>68-0

2β
乙D(∂tr)<B(x)x(y)>-- V∂(a- y)

方 C

(2-28)

(2-29)

(2-27)′

(2-28)′

になる｡ (2-23),(2-26)式を他のsourceパラメーターで微分することにより,更に別のW

-Tの関係式を得る｡このようにして得 られるW-Tの関係式の うち, dynamicalmapを行 う

際に必要なものを挙げておく｡

くB(x)B(y)>-0

Dp(∂x)<A〟(x)I(y)>- 0

D(∂x)<B(a)Ap(x)>- i∂px∂(a- y)

Dp(∂x)<Ap(x)Ay(y)>- 0

(2-30)

(2-31)

(2-32)

(2ト33)

§ 2･4 Dynamicalmap

前節に得 られたW-Tの関係式 を使って, 準粒子を求めてい く｡ まず,秩序パ ラメーターの

虚部の場 x(a)に含まれる準粒子がどのような性質を持っているか調べよう｡ I(a)がボゾン

的一粒子励起を持っていると仮定すると,〟(α)のGreen関数は
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<OITxH(x)xH(y)lO>-<x(a)x(y)>6

- i(2打)-4Jd4pexptil-p.(tx-i,)+F･(冒-ア)]) (2-34)
≡E

X Ax(po,p,e)

とスペク トル表示で表わすことができる｡ここに

zx(p2)==∃
Ax(po,p,e)- ljJm + ･･････ (2-35)
^`〉▲ α→o(p.2/C2 )-a,2(才)+Ea(pZ )+iα

であり,p2-才2で, (2135)式中の････-は,cut-singularityを持っ項 を表す｡a'(ダ)は 6-

0の時の-粒子状態のエネルギーで, ea(p2) はFunctionalIntegralW [7,I,K]の中に対称

性 を破る項 64,(x)を含めたために生 じた自己エネルギーである｡Zx(p2) はスペク トル強度

を表わし,運動量才の励起状態をIs,才>とすると

zx(pZ)-響 ∑l<olxls,才,lZ∫
C

である｡-粒子状態が存在 しない時には,

zx(p2)-o

となる｡ (2-34),(2-35)式を(2-27)′式 に代入 して変形 を行 うと次式を得る｡

V- .eii-. e ∫ d4 y佑 exp L 乙Po( tx - i,)+i才(言弓 ) ]

× Ax(p｡,?,e)

Zx(0)
- lim e

(2-36)

(2-37)

超伝導状態になっている時,つまり〃≠0についてこの極限操作を実行すると

V -Zx(0)/a(0)≠O

w(0)-0

が満たされなければならないことが示される｡これにより, x(x)にはエネルギーギャップの

ない準粒子の-粒子状態が含まれることがわかる｡この粒子が,系が超伝導状態に転移して生

じた Goldstonebosonである｡

そこで
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Q'2(才)- V,2(7)→2
(2-38)

C

とおき,このGoldstonebos｡nの場を xO(x)と表わす｡ xO(x)は次の自由場の方程式を満足す

る｡

(一旦 +vB2(∂)∇2)xO(x)-o
at2

更に,正準形式に従 って xO(a)のノルムを定めることにするO

[xo(x), 1axO(y)

(I ()/y
]∂(tx一 ㌔ )-iS'4'(--y)

これらの関係式からxO(x)のGreen関数の運動方程式 を求めると,

(ユ ーBL 十乎 ∇ 2)<on O(x)xO(,)1.,
C2 at2 C

- i∂(4)(3-y)

である｡ Fourier変換 してスペク トル表示に直す と

乙

<oETxO(x)xO(y)暮o'-石 諦 Id4pexpト ipo(tx- ty )

+i才･(プーマ)]×
(p.2/C2)-W2(才)+iα

(2-39a)

(2-39b)

(2-40)

(2-41)

となる｡ (2-34)式で 8-0の極限をとったものと, (2-41)式を比較すると,結局 Heisen-

berg場 xH(a)は準粒子の自由場 xO(x)を使って

xH(x)-Z㌘(∂)xO(x)十･-- (2-42)

と書ける｡･--･は準粒子の高次の normalproductsを表わしている｡このようにして秩序パラメ

ーターの虚部の場 xfI(a)は,ほとんど自由なGoldstonebosonの場 xO(x)に dynamicalmapさ

れた｡

次に,場B(x)の dynamicalmapを求めよう｡ Heisenberg方程式 (2-8)の両辺に ∂pを作用

させる｡

∂p∂yFyp(x)--47r∂pjp(tr)-∂pDp(∂)B(a)

㍑〟(α)の反対称性より
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∂p∂リFvp(a)-0

であり,また,連続の方程式

･pjp(a)-⊥ (普 +冒 ･7(I))-0C

を用いると, (2-43)式は

D(∂)B(x)-0 (2-44)

となる. つまりB(x)は自由な場であることを意味 している｡ W-＼rの関係式 (2-28)′と

dynami Calmap(2-42)式 とか ら,場B(x)は1-貨 zx-%(∂)xo(x)を含んでいることがわか

る.それぞれを(2-28)′式に代入すると

D(∂X)<xO(x)xO(y)>- i∂(tr一夕) (2-45)

が導かれる｡ これはGoldstoneboson関数の満たすべき運動方程式であり, (2-40)式 と両立

するには

D(a)-∂pDpニー⊥ 旦 + 延塑 ∇Z
c 2 at2 C2

を満足しなければならない｡従ってこれまで不定であったDp(∂)が,

Dp(∂)- (∂O,uB2(∂)/cZ∂乙)

(2-46)

(2-47)

と定まる｡ゲージ条件は系が超伝導になっていると一意的に定まって, Coulombgaugeとも

Lorentzgaugeとも異なるゲージとなる｡このゲージをpllaSOngaugeと呼んでいる｡

W-Tの関係式 (2-30)は,B(x)がノルムを持たないことを示 している｡このことはB(x)

が何か xO(x)以外の準粒子を含んでいることを示唆 している｡この準粒子を bO(x)と書 き

B(x)の Dynamicalmapを

BH(x)-貨 zx-y2(∂)(bO(x)-xO(I))

と表す｡(2-44)式に (2-48)式 を代入 して (2-38)式を用いると

D(∂)bO(a))- 0

(2-48)

(2-49)

が成 り立ち, bO(a)も自由な場である｡ B(x)は自由場であったので, (2-48)式で示 され

る以外の高次のnormalproductsは存在しない｡

- 33 4 -



多電子系の秩序状態

(2-48)式を(2-30)式に代入すると

<bO(a)bO(y)>ニ ー <xO(a)xO(y)>ニーi∂(4)(x-y) (2-50)

とな り, bO(x)は負 のノルムを持ち,確率解釈はできな くなる.それで bO(a)をghost場 と呼

ぶ｡このようなghostを導入 しないと理論は一貫しない｡実際の物理空間にghostが現われては

困るので,閉じ込めがなされる.観測可能な物理状態をIphys> と書 くと, bO(x)lphys>

は観測にかからない非物理的状態にな り,lphys>の状態 とは直交 していると考えるのである｡

この事情はQ.E.D.の理論と同様である｡

次にAp(x)のdynamicalmapを求める｡ (2-31)式のW-Tの関係式から, Ap(a)には

Goldst｡neb｡S｡nxO(a)を含まないことがわかる｡ もし含めば (2131)式の右辺は0でなくな

るからである｡更に (2-32)式のW-Tの関係式が成 り立っには, Ap(a)はghost場 の一階微

分 を含まなければならない｡

ApH(a)-告 zxy6(∂)∂〟bO(a)

とおけば (2-32)式 を満足することが示される｡Ap(x)に関するW-Tの関係式 (2-33)式

を満たすには, Ap(x)には ∂pbO(a)以外の場が必要であるoその場をUpO(x)と書 くと, 電

磁ベク トルポテンシャルA〟(x)のdynamicalmapは

ApH(a)-告 zx%(∂)∂pbO(x)+Uno(x)+-- (2-51)

となる｡自由空間ではAp(x)は光子であるが, 金属中に入ると電子やホールを励起 して,光

子は電子,ホールの衣を着て有効質量を持つようになるoUno(x)はこのベク トル準粒子, つ

ま りプラズモンを表わしている｡

Upo(a)の性質を調べようo系の I･agrangian密度を

Lt｡t(x)-Le(a)-iF"(a)F"(x)+如 Jp(a)Ap(xト B(a)Dp(∂)Ap(x)(2-52)

とお く｡ L｡(x)は電子系のLagrangian密度で,ベク トルポテンシャルは含んでいない｡ 電子

と電磁場の相互作用は, (2-52)式 の第 3項のように電流 とベク トルポテンシャルの積で表

わしてある｡ここで裸のベクトルポテンシャル』〟(α)を,電子やホールの衣を着て繰 り込 ま

れたものAir)(a)で表現する｡

Ap(a )-Zly6(∂)Ap(r)(x) (2-53)

Zl(∂)は繰 り込み定数である｡ (2-52)式に(2-53)式を代入するとLagrangian密度は次の

よ うに書き換えられる｡
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L.0.(x)-Le(x'一三禁 F/Evr,'x)Fp(J,(x)I4wZl"(∂)Jp'x)Ap(r)(x)

-zl%(∂)B(x)Dp(∂)Ap(r)(x)

(2-54)

ここで

FX)(a)-∂pAy(r)(x)- ∂〃Ap(r)(tr)

である｡繰 り込まれたベクトルポテンシャルdJγ)(∫)にっいて変分をとると, Euler方程式

∂Lt｡t(x)/∂Ap(r)(x)-∂レ∂Lt｡.(a)/a(∂yAp(r)(x))-0

より,次式が成 り立っ｡

4花Z㌘(∂)Jp(-)+ZIIi(∂)Dp(∂)B(x)+Z∠(∂)∂レFy'L)(x)-0

Ay(r)(x)は電子,ホールの衣を着て有効質量を持つから, (2-55)式は

∂yFv(L)(x)｢ npv2(∂)Ay(r)(x)- ｢ npy2(∂)Au(r)(a)

+ (1-Zz(∂))∂〝Fy(pr)(x)一如 ZII4(∂)Jp(a)

-zJ%(∂)Dp(∂)B(x)

(2-55)

(2-56)

と変形できるoここに7nJLレ(∂)はAP(r)(x)の有効質量であるo有効質量を持った光子の従 う方

程式は, (2--56)式の左辺-0で与えられる｡ (2-56)式の右辺-0とすることができれば,

質量繰 り込みが可能 ということになるが,ここではそれを仮定する｡

プラズモンの従 う方程式は(2-56)式の左辺を0とおいたもので,Fy(pr)(x)の定義式を代入

して両辺からZ/%(∂)をかけると

(∂29JLU - ∂〃∂p-7npy2(∂))Aリ(a)-0

と書ける｡ここに

(2-57)

(2-58)

であり, Zは3行 3列の単位行列である｡ ここで考えているA〝(x)はプラズモンであるから

(2-51)式の UuO(x)の部分である｡そこで (2-57)式を次のように書 く｡

AA"(∂)UyO(x)- o

ただし

Apリ(∂)-∂29pリー∂〝∂p-7npvZ(∂)

である｡
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(2-56)式の右辺を0とおいたものから,質量 7npy(∂)が既知の場合は,電流密度に対する

表現が得られる｡

4打Jp(x)ニー7npy2(∂)UFO(x)+(Z㌻ 1(∂ト 1)AJL〃(∂)UFO(x)-Dp(∂)B(a)

(2-61)

B(x)に(2-48)式を代入すると, (2-61)式は電流密度 Jp(x)を物理的粒子で表現 したこ

とになる｡即ちJp(x)のDynamicalmapが得られた｡

(2-59)式を用いてプラズモンUyO(x)の性質を調べる.UFO(x)はベクトル場であるから,

一般に縦成分と横成分に分けられ, UFO(a)の時間成分 U.0(x)は縦成分に含めることができる｡

縦成分 UpOl(a),横成分 UpOt(x)を次式で定義する.

Upol(x)-(UoO(x),UlOl(x),U201(a),U301(a))

Upoi(a)-(0,UlOt(x),U20t(x),U301(x))

各成分の空間部分についての条件は次の通 りである｡

i70(x)-首ol(x)十百 ot(a)

盲×訂 oz(x)-0,号･百 ol(x)-o

(2-62)

(2-63)

(2-64)

(2-65)

このような縦,横成分を取 り出す演算子を定義 しておくと便利である｡横成分を取り出す射影

演算子を次の行列で定義する｡

0 0

縦成分を取 り出す射影演算子は

(2-66)

(2-67)

で定義するoこの演算子を使 うとUyO(a)の構成分UvOt(x)はLpytUyO(a)で表わされ,縦成分

Uyol(a)はLpyZUvO(x)で表わされるO

超伝導状態ではゲージ条件は固定されて, phasongaugeを用いている｡phasongaugeの定義

式

Dp(∂)Ap(x)-0

にdynamicalmap(2-51)式を代入すると

Dp(∂)[告 zx%(∂)∂pbO(-)]+Dp(∂)UpO(x)-o
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となる.第一項にはDp(∂)∂pbO(x)-D(∂)bO(x)とい う因子 が含 まれているが, これは

ghostの運動方程式 (2-49)式により0であるO従ってプラズモンUpO(x)も phasongauge を

満たす｡

Dp(∂)LC(x)-o (2-69)

さて(2-59)式 を縦,横プラズモンの式に分解 しよう｡まず有効質量 m〟レ(∂)がOの場合を

考えよう｡すなわち

ApvO(∂)-∂29JLリー∂〟∂ レ

である｡ phasongaugeの条件 (2-69)式 を用いると

2

A｡uO(∂)UyO(a)-⊥ -D(∂)U.0(a)
vBZ(a)

vB2(∂)
ALyO(∂)UyO(x)-t∂2∂ij-(1-T )∂iaj)U,9(x)

C

と変形できるo縦,横プラズモンUpO/(a),UpOt(x)の定義式で表わすと

2C

AovO(a)UFO(x)=一 両 D(a)UoOZ(x)

ALVO(∂)UNO(Lr)- ∂2UiOl(x)+ D(∂)UiOl(x)

となる｡ 従 って有効質量が 0の場合,各プラズモンはそれぞれ

D(a)UpOZ(x)-o

∂ZUpOt(x)-o

(2-70)

(2-71)

(2-70)′

(2-71)′

(2-72)

(2-73)

なる方程式を満たすことがわかる｡有効質量がOでない時,物理的に縦成分 と横成分では有効

質量が異なると考えられるから,それぞれ mz(∂), 7n∠(∂)と書 くと,各プラズモンの運動方

程式は次式で与えられる｡

(D(∂)- TnlZ(∂))UpOJ(x)-o (2-74)

(∂2- 7nt2(∂))UpOt(x)- o (2-75)

(2-74), (2-75)式をFourier変換 して各プラズモンの分散関係 を求める｡ a･l(72),

Wと(ダ 2)を縦プラズモン,横 プラズモンの振動数 とすると,
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wz2(才2)- C2(
vB2(デ)

才2+ 7n12(W∠才 2) )
C

G,t2(才2)- C2(ぎ2+7nt2(a,i,pj2))

を得る｡ これらの結果はBohm-Pinesによる計算 と一致する｡

ダニOでは縦 プラズモンも横プラズモンも区別がないので,有効質量は等しく,

m12(首2)-7n2(斉2)

とおくと,横プラズモンの有効質量は

7ni2(デ2)-,n2(才2)+ダ2♂,n2(ぎ2)

と書ける｡この表式を用いると(2-74), (2-75)式か ら

(2-76)

(2-77)

(2-78)

(2-79)

AJW(∂)-∂29pリー∂p∂y--- 2(-∇2)‰〝(-∇2)+∇2∂n2(- ∇2)Lp三 (2-80)

7np2y(∂)-7n2(- ∇2)7ルト ∇2ト ∇2∂7n2(-∇2)Lp三

甲p(-∇2)=(

と表わせることが確かめられる｡

プラズモンUpO(x)の Green関数を

A〟リ(tr - y)--<UpO(x)uyO(y)>

(2-81)

(2-82)

(2-83)

で定義する.ベク トルポテンシャルAp(x)は(2-51)式のようにdynamicalmapされているが,

一方 (2-53)式よりプラズモンの場は正 しくはZz-%(∂)Uno(a)ととるべきであるOこの量子

化されたプラズモンの交換関係を用いると,プラズモンの Green関数 Aル(a)は

App(∂)Apy(x)-iZl(∂)gFW∂(x) (2-84)

を満足 しなければならない｡また

∂pAル(∂)- - m2(- ∇2)∂ル (-∇2)-一m2'-∇2)(竺 )~2DyW｡ 2-85)

を用いると, (2-84)式 の両辺に左側から∂〟をかけた式は

Dp'a)Aβリ(x)ニー i(響 )27√2(-∇2)Z∠(∂)∂y8'-' (2-86)

になる｡一方,W-Tの関係式 (2-33)にdynamicalmap(2-51)式 を代入 して得 られるプラ

ズモンのGreen関数の運動方程式は
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Dp(∂)A"(x)ニー 乙(蓋 )2zx(∂)∂u6(x) (2-87)

である｡(2-86)式 と(2-87)式は,ともにブラズモンのGreen関数の運動方程式で, 両立

しなければならないから

-2ト ∇2)- (笠 )2zx-1(∂)zz'a'(竺 )2 (2-88)

が成 り立っ｡この式は2つの繰 り込み定数の間には関係があることを示 していて,例えば

GoldstonebosonxO(a)の繰 り込み定数zx(∂)紘,プラズモンの質量 7n2(-∇2)を媒介にして,

プラズモンの繰 り込み定数 ZZ(∂)から得 られることがわかる｡

§2.5 ホゾン変換

前節では様々な物理量を準粒子によって記述 した｡この節では,準粒子で記述 された系から

古典的に振舞 う巨視的量 を求めるボゾン変換 と呼ばれる方法を説明する｡

古典的 ということは量子論的ゆらぎがみえなくなるということである｡ ある量子数 nを考え

ると, hnの量子論的ゆらぎは hAnである｡古典論は

hAn_An
-- j O

hn n

という極限にあたっているので, Anを極めて小さくするか, nを極めて大きくすればよい｡

量子数 nがBose粒子の量子数である場合には,Bose凝縮によって nを極めて大きくできる｡

秩序状態では必ずgaplessのGoldstonebosonが存在するので,この凝縮によっても古典的な巨視

量 をつ くることができる｡

超伝導の場合にも, (2-37)式以下でみたように,波数 q-0でエネルギー a'-0となる

G｡1dst｡neb｡S｡nXO(x)が存在する｡このGoldstonebosonの凝縮 した状態が超伝導状態である｡

しかしながら,この ㌦(∫)は観測にかからない｡というのは,物理的状態の条件 (2-13)式

は, dynamicalmap(2-48)式を代入すると

< physIDp(∂)(bO(x)- xO(x))lphys>-0 (2-89)

と書 き換えられるL.(2-50)式以下の事情からghostbO(x)は観測にかからない場であり

< phys吊0(x)座hyS>-0

であるから, (2-89)式 より

< physlxo(x)lphys>-0
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が成 り立つ.すなわちxO(x)もbO(x)と同様に,観測可能な状態には励起されないことがわ

かる.このようにGoldstonebosonxO(x)は観測にはかからないが,凝縮を起こすことができ,

その結果,超伝導系のさまざまな状態,例えば渦系状態を作る原因となるのである｡

そこで,観測可能な巨視的現象を記述するため,ボゾン変換を次のように定義する｡

xo(a)一 路)+吾-(-∇2)zl-A(∂)(響 )~lf'3' (2-90)

Upo(a)-Uno(x)+ ap(a) (2-91)

ここで,f(a), ap(tr)はC一数の関数であり,凝縮のために生 じた巨視的部分を表すo xO(a),

Uno(x)はともにBose粒子であるから, C-数を付け加えても交換関係は不変であるo(2-90),

(2191)のボゾン変換された後の C一数を含むHeisenberg場もHeisenberg方程式 (2-12),

(2-13)の解でなければならない｡ボゾン変換はHeisenberg方程式の一 つの解か ら他の解-

移る変換である｡メ(∬)の選び方にはある程度任意性があるが,変換前 が(∬)は (2-49)式

を満たしていたので,変換後 も同じ式 を満すものとする｡

β(∂)メ(α)-0 (2-92)

この方程式を満たす J(α)は境界条件によって様々な型をとるが,それが物理系の様々な凝縮

状態に対応 している｡

電流密度を準粒子で表現するには(2-61)式にdynamicalmap(2-48)式 を代入すればよい｡

4wJp(a)ニー 7npy2(∂)UFO(a)+(zl-1(∂ト 1)A" (∂)UFO(x)

-Dp ( ∂)筈 zTy2(∂)(bO(a)一 g0(a)) (2-93)

ボゾン変換 (2-90), (2-91)を施し,基底状態で平均すると C一数以外の項はすべて0にな

り

47rjp(a)-47C<OIJp(x)I0>

ニー 7n"2(∂)aリ(a)+(Zz-1(∂)-1)AjLyaリ(x)

+2um '- ∇2)zx-%'a)zl-%'a)(ヱ誓 )-1Dp'a'f局

を得る｡関係式 (2-88)式 を使 うと,

如 jp(a)-1nJW2(∂)ay(a)+ (zl-1(∂)ll)AF"ay(x)

'-h m2(-∇2)(T )-2Z了 1(∂)Dp(a,f(a)e
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と書き換えられる｡ 基底状態にある系の従 うHeisenberg方程式は

<ol∂yFv〟(a)lO>ニー 47T<OIJp(x)lo> (2-96)

である｡ボゾン変換後 もこの方程式に従 うという条件は, (2-96)式に(2-95),(2-51),

(2-91)式 を代入 して

(∂29JLy- ∂p∂〝)a〃(x)-7np≡(∂)aリ(I)-(Zz-1(∂)-1)A〟レ(∂)ay(x)

-五 m2(-∇2)(叫 -2zl-1(∂)Dp(∂)f(x)e C

となり,整理 して両辺にZ∠(∂)をかけると

A"'a'ay(x)--生 m2(- ∇ 2)(空 ⊥ )-2Dp(∂)f(x)¢

(2-97)

(2-98)

を得る｡つまりベク トルポテンシャル α〟(∫)はJ(∫)と(2-98)式のような微分方程式を通し

て関係 しているのである｡

ベクトルポテンシャル α〟(α)はphasongaugeの条件

Dp(∂)ap(a)-0 (2-99)

を満足 している｡ このことは (2-98)式の両辺に左側から∂pをかけて, (2-85),(2-92)

式 を用いることにより

∂pApu(a)au(a)- (ヱ担 う-2n2(-∇2)DU(∂)a〃(x)C

一生mZ(-∇2)(響 )- 2∂pDpf(x)e
(2-100)

と容易に示せる｡ボゾン変換 をしたあともう一つの条件式 <physEDp(∂)B(tr)Iphys>-0

(2-1a)も満足 されている必要がある｡ B(x)に(2-48)式 を代入し, xp(I)に対して(2-

90)式のボゾン変換を行 うとf(x)の項が出てきて (2-13)の条件を満足 しないかに見える.

しかし,ボゾン変換 を行 うことによりHeisenberg方程式 (2-8)そのものが変化 を受 け上述 の

項 をちょうど打消す項が出てきて (2-13)の条件は自動的に満足されていることを示すこと

ができる1)0

超伝導状態での電流密度,電磁場その他の物理量はベクトルポテンシャル α〟(∫)とJ(∫)に

よって記述されるので, α〟(∫), チ(∫)の関数形を定める(2-92)式と(2-98)式が,ボゾン

理論を応用する際の基礎方程式である｡

(2-98)式 を使 うと基底状態での電流密度は

47rjp(x)- -(A/lV(∂)十 7npZy(∂))aリ(x)
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と書ける｡ (2-81)式 と関係式 (2-98)を用いると

4wjp'x)-互 -2(-∇2)(響 )-2Dp(a)f(a)e

1 7n2(-∇ 2)でp (-∇2)aレ( x )+∇ 2 ∂m2(-∇ 2)LpEa〃(a)

に変形 され,更に(2-85)式を使って最終的に

4wjp(x)---2(-∇2)符〟十 ∇2)(a〝(x)-笠 ayf(x))

+ ∇2∂7n2(- ∇2)apt(a)

を得る｡ところで秩序パ ラメーターに関して次式の成 り立っことが証明されている｡

< pT(tr)pl(x)>-l<p†(∫)PJ(x)>lexp(2if(x))

(2-102)

(2-103)

(2-104)

つまりf(a)は超伝導秩序パラメーターの位相の半分である｡ 電流密度の式 (2-103)には

∫(α)は ∂〝J(∫)という形で入っている｡これは位相の勾配が超伝導電流を引き起こすこと､を

意味 し, Josephson効果を表わしている｡

(2-103)式をもう少 し簡単化する｡(2-104)式の第 2項,構成分のベク トルポテンシャ

ルからくる電流はスピン電流に相当することが示せるので,常磁性超伝導体 を考える場合には

この項は落とすことができる｡また (2-103)式の0成分は電荷密度に関する式であるが, 時

間的変化が遅い場合問題にならないので,これからは(2-103)式の空間成分だけを問題 にし

よう｡従 って電流密度は

如 T(x)ニー,n2(-∇2)(冒(a)一生 盲f(x)) /(2-105)e

と書ける. Tn(-∇2)は縦 プラズモンの質量であった｡波数がOのプラズモンの質量 7n(0)は,

London侵入度 互 の逆数に等しいから

7n2(- ∇2)- ,n2(o)
,n2(- ∇ 2)_ 1

1n2(o) }L2
a(- i∇)

が成 り立っ｡ただし

C(- i∇)- 7n2(- ∇ 2)/nZ(o)

である｡結局,電流密度の表式は

1
4J (-)--甘 C(-i∇)(a(x上 空 Sf(x))

e

(2-106)

(2-107)

(2-108)

となる.Gauss単位系では左辺のア(a)を?(x)/Cで置き換えればよい｡ (2-108)式 は非局

所な方程式である｡Fourier分解することにより
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C(- i∇)9(x)-Jc(a- y)9(y)dy (21109)

の成立することが確められる.ここに積分の中の C(x)は C(k)の Fourier変換を示す. (2-

109)を用いると(2-108)式は

4W7(x)-一五Jc(x- )(3(y上 告ff(y))dy (2-110)

と積分表示にすることもできる｡ (2-110)式でf(y)を落とし, C(3- y)を ∂(tr- y)に

すればLondon方程式になる｡特殊な C(x-y)を使えばpippard方程式にすることもできる｡

実際の応用にはプラズマ質量 m(-∇ 2 )の運動量依存性を計算 して, C(-i∇)を求めておか

なければならない｡そのためには電子間相互作用の具体的な形を決めて近似計算 しなければな

らない｡BCS相互作用を仮定し,乱雑位相近似(R｡P.A.)を用いてGoldstonebosonのBethe-

salpeter方程式 を解いて C(∬一夕)を決定 した結果は,Shapira,SllahandUmezawa(Physica

84B(1976)213)に与えられている｡ コンピューターを用いた計算結果は以下に示す通 りであ

る｡

C'x)-J蓋 T C(p)eLPx

I->ー

c(p)- expト リ[-p/K(i)]り)

頁ニ スL(i)p

i- T/Tc

lL(i)

γ(i) }L(0)

1
6(i)- 二7 ･̂(H)

ソニー0.4257VN(0)+0.559

7 - -0.7857VN (0)+2.207

γ(i)- 1+ atn/(1-i)'n

α ニ ー0.0536㌢Ⅳ(0)+0.3719

n -0.3714VN(0)+3.846

7n--0.0414VN(0)+0.556

(2-111)

(2-112)

(2-113)

(2-114)

(2-115)

(2-116)

(2-117)

(2-118)

(2-119)

(2-120)

(2-121)

ここでN(0)はFermi面での状態密度, Vは電子のBCS相互作用の結合定数である｡ これ ら

の結果は0.2≦VN(0)≦0.4の場合について計算したものである｡ 不日まほとんど温度に依存

しておらず,近似的には2に等 しい｡従って C(p)の大体の形はGauss形であ り,pがコヒ-レ
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ントの長 さEの逆数程度になると減衰する.

超伝導状態 と常伝導状態との違いは,プラズマ質量771(∂)の振動数 a'依存性の相違か ら起

こる.常伝導の場合には, W-0の極限では77Lは 0になり, (2-108)式か ら電流が流れ な

くなる｡これに対 し超伝導の場合には, aI- 0の極限でも7nは有限にとどまり,ベクトルポテ

ンシャル言(x)あるいは位相の勾配が存在すれば,超伝導電流が流れるのである.

3. 超伝導 と磁性

§3.1 実験事実

超伝導も磁性 も固体物理の中では,典型的な秩序状態である｡この両方の秩序状態が共存で

きるかという問題は,昔から多くの人々により議論 されてきた｡最初は Ginzburgが,超伝導と

強磁性 の共存問題 について, BCS理論の現われた頃考察 している｡ その後, Abrikosov-

Gor'kovが超伝導体中に磁性不純物を入れていくと,超伝導の転移温度 Tcが下が り,ついには

超伝導が消滅すると論 じている｡それなら超伝導体中に入れる磁性不純物の量 を少なくすれば

超伝導の転移温度 T｡をあまり下げず,また磁気秩序 も出現するのではないかと考えられる.

このような考えに側った実験的研究が以前から行なわれている｡その最 も新 しい ものは,例え

ば ceRu2系である｡Ceは4価になりf電子がな く非磁性的である｡ それにGdなどを少し入

れると強磁性 と超伝導の共存することが発見された｡しかしこのような系は希釈合金なので,

常に空間的不均一性が問題 となり,強磁性と超伝導が同じ場所で共存 しているか疑問が持たれ

ていた｡ところが最近 3年程前に,超伝導 と磁性の共存に関して確実な物質が発見された｡そ

の物質は,MRh4B4である｡ ここでMは希土類元素で, Nd,Sm,Er,Tin,Yb,Lu など

を含む｡Mを希土類元素で置き換えると,あるものでは反強磁性 と超伝導が共存 し,また別の

ものでは低温で強磁性 も起こりうることがわかっている｡このような事実 を発見したのは,カ

リフオルニヤ大学の Matt壬血SとMapleのグループである｡また,ほぼ同じ時期に cheWel化合

物 と呼ばれる物質,Ml.0～ 1.2Mo6S8およびMl.｡～1.2Mo6Se8に,超伝導と磁性の共存するもの

がみつけられた｡Mとしては pb,Sn,Gd,Tb,Dy,Hoなどである｡ これ らの実験事実 は,

ジュネーブ大学の石川 とFisherによって発見された｡例えばM として pdや Snを入れると上

部臨界磁場HC2 が60Tと非常に高 く, その意味でも注目をあびたoそれ以後第 3の物質が発

見されたoそれはMRhxSn,系 (M-Er,nn)であり, この系は7つの相 を持 ち,第 Ⅰ番 目

の相が超伝導 と磁性の共存する相である｡これは最近,米国のベル研究所で発見された Stannide

と呼ばれる物質である｡これ らの物質では磁性は希土類イオンが但 うが,希土類イオンは規則

格子上に配列している.それで同時に超伝導と磁性が出現 しても空間的不均一性は問題になら
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ず,完全に共存状態であると言える｡

図 2はMRh4B4系でMをLaからLuまでの希土類元素で置き換えた時の状態変化を示す｡

LaRhlBI

CeRhlB4

PrRh4B4

NdRh4B4

SmRhlBI

EuRhlB4

GdRh.184

TbRh4B4

DyRhjB4

HoRh484

ErRhlB4

TmRhlB4

YbRhlB4

LuRhlB4

10

温度 (K)

匿ヨ 超伝導相 国 強磁性骨伝導相 田 反強磁性超鰯 相

図 2. RE Rh4B4の状態変化

ただし,La,Ce,Pr,Eu,YbはMRh｡B4化合物 を作 らない｡Gd,Tb,Dy,Ho では超

伝導を示さず強磁性を生ずる｡ErRh｡B4は比較的高いTcで超伝導になるが,低温で強磁性

にな り超伝導は消滅する｡ SmRh4B｡や NdRh4B4は低温で反強磁性 と超伝導とが共存する｡

図 3は ErRh4B4の交流帯磁率 x｡C と電気抵抗 pの温度変化を示す22)0 ErRh4B4はTc -

8･7Kで超伝導になり, Tc1-0･92Kで抵抗が生 じて超伝導は消滅する｡温度がo･92K以下で

は強磁性状態であることが中性子回折 により確かめられている｡
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図3. FJrRh4B4の交流帯磁率 xac (上図 )と

電気抵抗 (下図 )の温度変化22)
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Rhの一部 をIrで置換 した四元化合物 抄 (IrxRhー ∬ )｡B｡の相図が図4に示 されている｡

これまでの物質では超伝導転移温度Tcが磁気転移温度 Tm より高温であった.この系では,a

Lowten.r̀turephi8.dlABriLZnforth- y-ten Dy(IrxRh1-Ⅹ)484a.te-inedby
23)Au8CePtlbllityAAdre暮iAtivity■■JLBtlrA ■rLt■叩 ▲rC一m●lttd+姐PleJ･

図4.

が0.6-0.9のところで磁気秩序が超伝導より高温で出現 している｡この実験は, ラフオイエ

のグループによるものである23)0

RERh｡B4系 (RE-希土類元素 )の結晶構造を図5に示すoREと二種類のRH4B｡の unit

RERh4B4

笹
oRE ◎Rh ･B

図 5.RERh4B｡の結晶構造
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に分かれてお り,磁性は REが担っている｡超伝導電子は主としてRh｡B｡の unit上を動 き回

っているので,超伝導電子 とREの持っ局在磁気モーメントとの直接的な相互作用は弱い｡

図6はcheⅥel化合物の相図である｡多くのREMo6S8 において,低温で反強磁性 と超伝導

LaMo6S8

CeMo6S8

PrMo6S8

NdMo6Sが

SmMo6S8

EuMo6S8
GdMo6S8

TbMo6Sさ

DyMo6S8
HoMo6Sd

ErMo6S8

TmMo6Sti

YbMo6Ss

LuMo6S8

0 1 2

温度 (K)

固 超伝埠相 国 強磁性骨伝導相 国 別 細 性超伝串相

図 6. REMo6S8の状態変化

の共存状態が起こる｡HoMo6S8だけは高温で超伝導になるが,低温で強磁性磁気秩序 を起こ

し超伝導は消失する｡EuMo6S8では何も起こらないように書かれているが,最近のデータに

よると7kbarの圧力 をかけると, Tc- 11Kで超伝導 に転移 し,更に低温で反強磁性にな

ることがわかっている｡

chevrel化合物の結晶構造は図 7に示されているように, REとMo6S8のunitに分かれてい

る｡超伝導電子はMo6S8 のunit上を動き回っているので希土類イオンとの波動関数 の重な り

は小 さく,exchangeや mixingによる交換相互作用は非常 に小さくなっている｡
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･REMo6S8

os ⑳Mo ⑳ RE

図7･ REMo6S8 の結晶構造

§3･2 phasongaugeとcoulombgaugeの関係

2章では,ゲージ条件としてphasongaugeという特殊なものを使ってきた｡物性論で用いる

のはCoulombgaugeなので,実際の問題 を扱 う際にはphasongaugeとcoulombgaugeの関係式

が必要になる｡

phasongaugeの条件は

Dp(∂)ap-o (3-1)

である｡ ベクトルポテンシャル言には縦,横両成分が含まれる｡このゲージでの電磁場の表現

は,言の縦成分,横成分 をi'(1) 5'(t)と書 くと

冒--盲 a｡-t i''l'-‡ i,'t)

I 1-ち(I)

-一言 (ao弓 も 言 ･宕 )一T a

H-)-盲×宕 (t)

(3-2)

(3-3)

になる｡一方 coulombgaugeの条件はα｡〟をcoulombgaugeでのべク ト/レポテンシャルとする

と

古･iTc-o
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ベクトルポテンシャル?Cには構成分 しかないことを示 しているO電場,磁場の表現 はそれぞ

れ

i-一言 a｡｡- i iTc (3-5)

宮-盲×才C (3-6)

の様に表わされる｡ (3-2)式 と(3-5)式, (3-3)式と(3-6)式を比較することにより,

coulombgaugeとphasongaugeの関係式が次の様に求まる｡

→ _→(t)
αc- α

aoc- ao+ ! 吉 盲･宕

●
==岩】

§3.3 モデルと相互作用

2章で述べたBosontheoryの結果を磁性超伝導体に応用 しよう｡ 磁性超伝導体のモデルとし

て図8のような最も単純なものをとる｡規則格子に大きな磁気モーメントを持った希土類イオ

ンが並んでおり,その中を超伝導を担 う伝導電子が動き回っているとする｡ 希土類イオンの磁

気モーメントの間には弱い交換相互作用が働いている｡ この交換相互作用の起源 としては,R

KKY相互作用,超交換相互作風 磁気双極子相互作用などが考えられるが,すべてからの寄

与を含めて JSiSjと書 くo伝導電子は超伝導になるのだから,伝導電子間にはBCS相互作用

が働いている｡希土類イオンと伝導電子の間には,S-f交換相互作用が働いているが,この相互

CONDUCTION ELECTRON● ●
i--JSiSj-YSi 〇三EILJzED /

●

I ＼…S･･&･!ニ ＼

一､--三豊
NTERACTION

●

: t吾 /i

図8. 磁性超伝導体中の相互作用
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作用が強いと超伝導は壊れる｡ここで考えている化合物では,磁性と超伝導 とが共存するので

あるからS-f交換相互作用はそれ程大きくないということである｡つまり,希土類イオンの

4J電子と伝導電子の波動関数の重な りは極めて小 さいということであり, それは詳細なバン

ド計算によって確かめられている｡ 3-f交換相互作用の存在する場合,電流を記述する式 (2

-108)で影響を受ける部分は C(∇)である｡ C(∇) がどのような影響を受けるかは計算可能

であるが,ここではその効果は小さく無視できるものと仮定 して議論を進める｡

§3.4 スピンスパイラル秩序と超伝導Bl｡ch壁12,13,14･19)

簡単のため定常的な場合を考える｡ この場合にはベクトルポテンシャルはゲージの取 り方に

はよらない｡つまり

3,h｡S｡n(t2:)-3C｡ul｡mb(tr)-冒(x)

が成 り立っ ｡ 電流の表式はGauss単位系をとると

･j ( - )-一 五 才 C (-i∇ )(宕 (x )一 吾 裾 -) )

C

･忘 ∇2∂m2(-∇2)宕t(a)

(3-9)

となり,第 1項めは超伝導電流を表わ し,第 2項めは磁性超伝導体ではスピン電流を表わす｡

磁性の影響はアニマ ×宕エア+47蒜 より才を通して第 1項目にも含まれている.スピシ電

流の表式 は物理的に別の方面から推測できる｡磁気誘導 (微視的磁場 )を次の式で定義する｡

才(x)-宕(x)+如 言(x) (3-10)

i'(x)は超伝導電流の作 る磁場で,訂(a)は連続体近似での希土類 イオンの磁気モーメン

トである｡ (3-10)式の両辺に古 ×を作用させて

盲×i'(x)-笠 ?,C,sis.｡nt(x)

を用い,更に完｡rsist｡n.(x)として (3-9)式右辺第 1項を使 うと(3-10)式は

盲×7(a)-一女 (-i∇)(3(x上告紺 x))+4符号 × 謡(x)

となる｡ (3-12)式の両辺にもうー度∇× を作用させると

ぎ×盲 ×t(x)ニ ーi c(- i∇)(亨 ×宕(-ト 号 音 ×f(-))
+如 盲 ×盲 ×完(x)
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E ≡E

と書き換えられる｡∫(α)が singularityを含まない関数の場合には ∇ × ∇∫(∫)は0になる

が,超伝導体中に渦系などが存在する時にはf(x)は singularityを含んでいて,盲 ×盲f(x)

からも寄与がある｡今の場合には簡単のために,このような寄与はないとしておく｡ 盲ナ(Lr)と

宕(a)は

宕(x)-亨 ×言(x)

で結ばれている｡磁気モーメントを縦成分 蒜l(x)と横成分 諒 t(a)の和で表わす｡

7n---i(x)-蒜t(x)+ 蒜1(a)

ここに7nl t(x)と7nl l(x)はそれぞれ

守 ･窟t(x)-0,号 ×蒜 1(x)-o

(3-14)

(3-15)

を満す｡ 宕(.r)は横成分 しか含まないので, (3-13)式に (3-14), (3-15)式を代入 して,

横成分だけを取 り出すと

-∇2才(x)-一幸 (一之∇)i(x)14W∇2; I(x)

を得る｡これより磁気誘導 宕 (x)は横成分の磁気モーメントで表わされ

i'(.r)-
47C∇2

･2+青 C(-i∇)

7nj t(a)

となる｡磁場の横成分 ㌃ t(∫)は (3-17)式を用いて

hjt(x)エア(tr)-47E蒜 t(x)

47cc(-i∇)

lL2∇2+ C(一 乙∇)
蒜 t(a)

(3-16)

(3-17)

(3-18)

と求められる｡これはスピン電流により作 られる磁場を表わしている｡一方,磁場の縦成分

㌃ 1(α)は㌃(∫)が横成分 しか含まないから

宕1(x)ニ ー如 蒜 1(x) (3-19)

となる｡

これらの表式から,磁性超伝導体での磁気モーメント間の有効交換相互作用が,どのように

表現されるか調べよう｡磁気モーメント7n(x),7n(y)の間には交換相互作用が働いており,そ

の相互作用定数をγ(∬一 夕)とする｡ この交換相互作用の起原には, RKKY相互作用,超交

換相互作用,磁気双極子相互作用などがあるが, γ(∬一夕)はすべてからの寄与を含めた相互

作用定数とする｡ 磁性超伝導体では,磁気モーメント間に流れている超伝導電流により,交換
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●
Screenlngeffect

,4x, cpue;Eisttent ･聖 m(∫)

exchangetypeinteractioninnormalstate

弓†
m(x)Y(x-∫)rh(∫)d3xd3y

図9.

相互作用は遮蔽 される｡常伝導状態での交換相互作用は

-‡∬窟(a)γ(x-y)a(y)dxdy

一与Id(a)γ(一乙∇)諺(x)dx

と書けるので,超伝導状態での分子場7m,S(a)は

完n,S(x)-γ(-i∇)冒(a)+宕(a)

と表わせる｡ (3-21)式は (3-18)式, (3-19)式 を代入すると

亮 n,S(x)-(γ(-i∇)-4W)蒜l(a)

十 (γ(-i∇)-
47cc(-i∇)

スL2∇2+C(- i∇)
7nlt(x)

(3-20)

(3-21)

(3-22)

と書 き換えられる.横成分の有効交換相互作用定数 を7(-i∇)と書 く｡そのFourier成分は

7(q)-γ(q)-
47cc(q)

lLq2+C(q)
(3-23)

となる｡第 2項は超伝導電流が相互作用 を遮蔽する部分である｡常伝導状態での交換相互作用

が強磁性的 とした場合, γ(q)は図 10の点線で示 されるように q-0で最大値 をとり,温度

T-Cγ(0)(C:Curie定数 )で強磁性が出現する｡超伝導状態での有効交換相互作用定数

ア(q)は図 10の実線で示 されている｡ qが小 さい ときには,超伝導電流が非常 に強 く遮蔽す

るため, ア(q)は q-Q-(穿 -)%l空 で最大値 をとるOこれは進行方剛 に垂直 なス ピ

ン配列を持っ波数 Qのスピン･スパイラル秩序が, TQ-Cr(Q)以下の温度で出現す ること

を意味 している｡これは非常に長い波長のスピン･スパイラルであり,最近中性子回折の実験

でHoMo6S8では波長 }～200Å,ErRh｡B｡では波長 A- 100Åのスピン･スパイラル秩序
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Wq)-Y(q)-
__旦咋(qL一

入Eq2･C(q)

0 q

.千 .
spln-SPlralorder

Q～ (4TC/D)l/4人こ/2

TQ=C掴 )

図 10･ 交換相互作用定数の q-依存性

の起こることが観測されている｡

図 11はスピン･スパイラル相,常磁性超伝導相,強磁性超伝導相の自由エネルギーを, 常

磁性常伝導相の自由エネルギーを基準にとって計算 した結果であるo 温度を下げていくと,TQ

で常磁性超伝導相が2次転移でスピン ･スパイラル相に移り,更にTC2 で1次相転移を起こし

て強磁性常伝導相に移る｡ 実際中性子回折によると, ErRh｡B4や HoMo6S8ではスピン･スパ

イラル状態に相当する散乱 ピークが観測されている｡このように低温で強磁性常伝導状態,高

温で常磁性超伝導状態となる物質では, TC2 とTQの間の温度範囲で波長の非常に長いスピン･

スパイラル状態の実現することが,実験でも確かめられている｡

温度がTc2以下の強磁性常伝導相では,試料は多くの磁区に分かれ,その間にはBloch壁 が

存在する｡Bloch壁内ではスピン配列は,スピン･スパイラル配列に類似 している｡ それで

Bloch壁の厚さ Jがコヒーレンスの長さ Eより十分長い場合には,Bloch壁の外側では常伝導

であっても,Bloch壁の中では二次元的超伝導の実現する可能性がある｡ これは理論的予想で

実験的にはまだ確かめられてはいないoただ図 3で示 したように, ErRh4B4の Tc2 以下の電
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0
F

ErRh4B4 , HoMo6S8

図 11. 強磁性超伝導体の自由エネルギー

Superconductin9Bloch-uall

図 12.

気抵抗が Tcl以上の電気抵抗より小さいという実験結果は,強磁性相に超伝導Bloch壁 が存在

するとすれば理解できるかもしれない｡

§3.5 スピンのゆらぎ15)

磁性超伝導体では,有効交換相互作用の形が(3-23)式第2項の部分だけ,強敵性常伝導状

態下のものとは異なるので,スピンのゆらぎの様子も変化すると期待される｡ ErRh4B4 など

では,磁気転移点近傍で大きなスピンのゆらぎがあり,その様子は有効交換相互作用定数の q

依存性 と関係がある｡縦成分,横成分の相互作用定数の差が大きいので,各成分のスピンのゆ
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らぎにも大きな相違が現われ観測にかかるものと予想 される｡そこで各成分の帯磁率を調べる｡

qの方向が Z軸に平行なとき,最低次の近似で垂直帯磁率 x⊥(q),平行帯磁率 x〟(q)は次の

様 に書ける｡

x⊥(q)- (gPB)2(sqx,S-qx )

C

T-C(T(q)-
4 7c c (q)

lL2q2+ C(q)

xu(q)- (gPB)2(sqz,S-qz)

C

T-C(γ(q)-47r)

(3-24)

(3-25)

ここで Cはcurie定数である｡ qの小さいところでは xl(q)とx//(q)はほとんど等 しいが,

qが大きくなるにつれて x⊥(q)が x//(q)よ り大きくなる.他方,常伝導状態下の帯磁率の表

式は, (3-24)式で 互 -- の極限をとることにより

Kin (q)-

H un(q)-

T-C T (q)

C

T-C(γ(q)147r)

(3-26)

(3-27)

と求まる｡ 波数 qの小さいところを調べると,超伝導状態では x⊥(q)もxN(q)も等しいが,

常伝導状態になるとx⊥(q)が急激に増加する｡

最近,超音波減衰の実験からこのような事実が観測されるようになった｡測定は,ウィスコ

ンシン大学とカリフォルニア大学の協同研究および東北大学でなされた｡音波のエネルギーは

図 13で示されるようにスピンと音波の相互作用を通 してスピン系-費やされる部分と,伝導

電子 と音波の相互作用を通 して伝導電子系-散逸される部分とがある｡用いる音波の振動数が

15MHz程度 の時には, 伝導電子系に散逸する音波のエネルギーは,スピン系に散逸する音波

spin fluctuation

図 13.超音波減衰
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のエネルギーに比べて, 1/1000程度小 さいので,音波の減衰はほとんどスピン系により起こ

されると考えてよい｡音波減衰係数は揺動散逸定理を用いると計算できる｡音波の波数 手 に

対 して磁場を垂直にかけたときの音波減衰係数 αqは

αq-AM2[x⊥(q)]2

で与えられ, 手 に対 して磁場を平行にかけたときの音波減衰係数 aqは

aq-AM2lxH(q)]2

(3-28)

(3-29)

で与えられるoここにAは音波 とスピンの結合に関係 した定数,MEま磁化 x⊥(q), xu(q)

は垂直帯磁率,平行帯磁率である｡音波減衰係数の計算結果を図 14に示す｡温度 を磁気転移

点以上の温度に固定し,外部磁場Hを増加させていく｡第二種超伝導体を想定 しているので,

0 0.2 0.1 0.6

日/(¢/LE(o))

図14.音波減衰係数 (a)の磁場 (H)依存性

tはTcで規格化された温度である｡
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外部磁場Hが下部臨界磁場Hc,より小さいときは,Meissner状態で磁場は侵入せず,磁化は誘

起 されないからaqは0であるo外部磁場がHclより大きくなると渦系が試料中に侵入し始め,

渦系中に磁化が誘起されるため,音波の減衰が起こる｡ 用いる音波の波長は10000Å程度で,

Londonの侵入度 IL ( 300Åから1000Å)と比べ非常に長いので, x⊥(q)は xu(q)にほ と

んど等しく,音波の減衰は等方的になる｡外部磁場が上部臨界磁場HC2を越えると系は常伝導

状態になる｡常伝導状態になっても平行帯磁率は変化しないので,音波の進行方向と磁場が平行な

ときの音波減衰係数は,図 14の一点鎖線のような磁場依存性を示す｡垂直帯磁率は (3-24)

式 と(3-26)式を比較するとわかるように,常伝導状態になると急激に変化し,磁場と音波進

行方向の垂直な場合の音波減衰係数は,図14の破線のようにHC2のところで急激に増加する

ことが予想される｡実験結果は,上に述べた理論的予測と定性的に一致している｡

§3.6 中性子の磁気散乱16)

中性子の磁気散乱は,中性子の磁気モーメントと希土類イオンの磁気モーメント間の磁場を

媒介にした相互作用により起こる｡超伝導状態では磁場は超伝導電流により強く遮蔽されるか

ら,中性子散乱の様子も大きな影響を受けると考えられる｡希土類イオンの磁気モーメントが

作るベクトルポテンシャル及び磁気誘導は

77e(宅)×(デー7e)

U､ 7e 17-完 13

5.(刀 -盲×議(ア)

読(ア)-∑> (3-30)

(3-31)

で与えられる｡ここで完 ,ア は磁気モーメント才(7e)を持つ希土類イオン及び中性子の位

Magneticscatteringofneutrons

･:∴ .. .

neutron m agnetic

mom en t

rareearth
magneticmoment

図 15.
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置である｡この磁気誘導は試料中に超伝導電流を誘起する｡この超伝導電流により中性子 と希

土類イオンの磁気モーメント間の相互作用が影響 を受ける｡超伝導電流により遮蔽 された磁気

誘導をi(7)と書くと,Bl(ア)と遮蔽 されていない磁気誘導 式 (ア)の差が,超伝導電流によっ

て作 られた磁場であるから

ヲ×(盲(7上 武(ア))-竺 '17)

が成立する. 遮蔽因子 S(-i∇)を

i(ア)≡S(-i∇)io(ア)

で定義すると, (3-32)式は

(3-32)

(3-33)

(卜耳㌔ 7 )盲 ×i(7 )-号 7(7)--七C(-i∇)Aj(7) (3-34)

と書き換えられる｡ (3-34)式の両辺に盲 ×を作用させると

(1-
S(- i∇ ))盲 ×盲 ×i(7)-寺 C(-i∇)Bl T)

とな り

盲 ･言(ア)-0

を考慮 して, S(- i∇)について解 くと

S(-iv)-

∇ 2

1
∇2-才 Cト i∇)

と,遮蔽因子が演算子の関数 として求まる｡

中性子が散乱されるときの磁気相互作用ノ､ミル トニアンは

Hin.-17N･首(ア)ニーJLN･S(-i∇)io(ア)
⊇E

(3-35)

(3-36)

(3-37)

で与えられる｡ここで7tNは中性子の磁気モーメントである｡ このノ､ミル トニアンを使 って

Born近似を施すと,常磁性超伝導状態での中性子散漫散乱の散乱断面積 を計算す ることがで

き,結果は次のように書ける｡

詰-2ll･91意 F(7)12kBTLS(q)]Zxl(q) (3-38)

F(q)は磁気構造因子であるo [S(q)]2の因子が超伝導電流による遮蔽物果を表わしているO

遮蔽因子 S(q)の具体的な形は (3-36)より
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S(q)-
q2+lL-2C (q)

(3-39)

で与えられる｡ [S(q)]2のグラフ図 16をみると, qが小さいときには [S(q)]Zは0に近

0 1 2 3 4 5

人β

図 16.遮蔽因子 [S(q)]2の q一依存性

(x:Landauパラメーター IL/i

AtL:Londonの侵入度, i:コヒーレンスの長さ)

く前方散乱はほぼ完全に遮蔽 され散乱強度は非常に弱められることがわかる｡このような現象

は磁気転移温度近 くの強磁性超伝導体で,中性子小角度散乱を測定することにより観測される

であろう.常伝導状態下の強磁性体は,中性子散乱断面積は波数 q- 0でピークを持っが,超

伝導状態になると上に述べた超伝導電流による遮蔽効果のため q=0では散乱断面積は図 17

の実線のように0になることが期待される｡実験はまだ行なわれていない｡

§3.7 渦系状態11,17)

次に渦系状態が磁気モーメントの存在によりどのような影響を受けるか考えてみよう｡常磁

性超伝導体に外部磁場をかけ,系にn個の渦系を作ったとする｡ 系に磁場が侵入することによ

｡,去 HBだけエネルギーを得するが,磁束の回 ｡に超伝導電流が流 れるために花gself(Eself

:渦系の自己エネルギー )だけのエネルギーが増加する｡従 ってGibbsの自由エネルギーは,

Meissner状態を基準にすると

G- nEs e lf
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0 1 2 3 4
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図 17.
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図 18.a 渦系
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だけ増加する｡磁束は量子化さjJLるので, ¢を磁束の単位 kc/2eとすると

B- n¢

が成 り立ち, (3-40)式は

G-n(Eself-%H)

に書き換えられる.外部磁場Hを増加させ下部臨界磁場

Hc1- % Ese.i

(3-42)

より大きくすると, Gibbs自由エネルギーGは負になり,系に渦系が侵入 した方が Meissner

図 18.b Gibbs自由エネルギー

状態より安定になる.更に外部磁場を上部臨界磁場H｡2より大きくすると常伝導状態が安定に

なる｡外部磁場Hが

Hcl<H<Hc2 (3-43)

の条件を満足する時,系に渦系 (混合 )状態が実現する｡

常磁性超伝導体の場合には磁気モーメントが存在 しないので,磁束 Bと外部磁場Hとは等し

い｡磁性超伝導体の場合,渦系中にある磁気モーメントを持った希土類イオンは分極を起こし

磁化を生ずる｡その結果磁束量子化に影響を及ぼす｡

渦系が存在する時,系のエネルギーを絶対零度の場合につき次の様に計算することができる｡

渦系のエネルギ-Wは

W--÷Jd3xT(-)(i'(x)-号 音f(x)) (3-44)

と書けるo x -0に渦系がありア(x)はその渦系の回りを流れる超伝導電流とする｡宕(x)
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をこの渦系の作る磁場とすると

警T(a)-盲×ア(x)

が成 り立ち, (3-44)に代入して部分積分を実行すると

(3-45)

W-急 Jd3x宕(x)･盲×盲f(xト去Jd3言 (x)･7(x) (3-46)

と変形できる｡ x -Xにもう一個渦系が存在するという状況はf(x)に singularityを持たせて

盲×盲f(x)- 7C?♂(x-X) (3-47)

と置くことにより表わすことができる｡丁 は渦系の方向を示す単位ベクトルである｡ この時

には (3-46)式は

W-音‡A(X上古Jd3言(x)･了(a) (3-48)

と書き換えられる｡渦系の作る磁場のエネルギーを加えると全エネルギーの表式は次式で表わ

される｡

E-W･去Id3言 (x)･7(x)

告 h(X)

(3-49)

これは ∬ -0, ∫ -Ⅹにある2つの渦系間の相互作用を示 し, ん(Ⅹ)が正なら斥力相互作用

が働き, A(X)が負なら引力相互作用が働 くことがわかる｡

一方,磁束量子化の条件は渦系中に誘起 される磁化を7nj(x)と書くと

¢-Jb(a)dZx

-Jh(x)d2.r十 47rJ7n(a)d2x

(3-50)

で表わされ, A(a)の空間分布は7n(a)により影響を受ける｡温度が磁気転移温度より十分高

い場合,磁化1n(x)は小さくh(a)の空間分布はほとんどの領域で正である｡従って渦系間に

は斥力相互作用が働き,渦系は桐密な三角配列をとる｡磁気転移点近傍の温度 の場合,磁化

7n(x)は大きくなるので h(a)は大きな影響を受け,図 19に示す様に h(x)の裾の部分が負に

なる｡この部分では渦系は引力相互作用を持つ｡その結果渦系は互いに引きあい,磁場がHcl

になると渦系は急激に試料中に侵入するOその事情が図 20に示 されている. 外部磁場 Hが

Hclより小さい時 Meissner効果のため磁化は

M - -
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図 19. X-0にある渦系のまわ りに生ずる磁場
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図20･ 磁化曲線 (i-T/Tc)
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にそって減′トするが,外部磁場がEclになると渦系が急激に系内に入るため,磁化曲線には有

限の飛びを生ずる.最近ドイツのアドリアンが,外部磁場HがHcl近傍の時の磁化を精密に測定

して,この飛びを観測している.温度を更に下げるとH-0のところでも磁化曲線に有限の飛

びを生ずるという計算結果を得た｡これは外部磁場が存在しなくても渦系状態が出現すること

を意味しており,この状態を自己誘導渦系 (混合 )状態と呼んでいる｡物理的には渦系の存在

のため生 じた磁場が磁化を誘起して磁気系のエネルギーを下げ,渦系状態をself･consistentに安

定化させると考えることができる｡

自己誘導渦系状態の出現条件を調べるため絶対零度の場合を考えよう｡磁気モーメントを持

たない第二種超伝導体では,外部磁場Hが下部臨界磁場Hclと上部臨界磁場HC2の間の範囲に

あるとき渦系状態が出現するO試料中に-様な磁化が存在するとき電子は47EM をあたかも外

部磁場のように感じて運動する｡従って,

Hcl<47rM<Hc2 (3-51)

の条件を満す磁化〟が存在する場合には,外部磁場をかけなくても渦系の出現する可能性があ

る｡一様な磁化が発生するためには,希土類イオンの磁気モーメントに働く分子場の平均値が

Hm- n4-47CM+γ(0)M>0

なる条件を満足しなければならない｡その結果,磁化〟が

Hm<47CM<Hc2

(3-52)

(3-53)

の条件を満す時には,自己誘導渦系状態が安定な状態となる｡

§3.8 相図

これまで自己誘導渦系状態,スピン･スパイラル状態,Meissner強磁性状態について調べて

きたが,どの状態が実現するかはパラメーターに依存する｡Landauパラメータ一 KB-lL/Ec

(AL'･Londonの侵入度, Ec '･コヒーレンスの長さ)と超伝導転移温度 Tcで規格化 した温度

i-T/Tcを変化させ,他のパラメーターは固定した時,自由エネルギーの計算から求めた相

図を図21に示す｡実線は二次転移,破線は一次転移を表わす｡ 〝Bが小さい場合には温度を下

げていくと, Meissner状態,spiral状態,ferro状態と状態変化する｡ErRh｡B｡や HoMo6S8

はこの場合に相当していると考えられる. GBが2･5より大きくなると, Meissner状態から,

spiral状態,vortex状態,ferro状態と変化することが期待されるが,実験的にはまだ発見 され

ていない｡

温度 tとある単位で測った磁化 uoを変化パ ラメーターとした相図は図22で与えられる.

低温で強磁性になる物質,例えばHoRh4B4に非磁性イオンLuを加えていったときの相図を
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0 1 2 3 4 -5 6

図211 温度 t(-T/Tc)とLandauパ ラメータ一

KB(-互/E)に対する相図

0 0･1 0･2I uo

図 22･ 温度 直 T'Tc)と弘o(-笠 ,

Z｡- √汗両肩 前 )に対する相図
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2エー

図 23に示す｡ xはHoxLul_xRh4B4で定義されている｡

A

図 23.温度 t(-T/Tc)と磁性イオン濃度xに

対する相図

§3.9 表面 と薄膜略 19)

強磁性超伝導体の表面や薄膜では非常に奇妙な現象が起こる｡表面や薄膜の状態を調べる際

に重要なことは,電流や磁化の試料表面での反射を考慮に入れることである｡ a -0が試料表

面とし,反射率をRとすると,点xに流れる超伝導電流γ(a)は

ア(-)--童 Jc(-~ -′)冒(x′)dx′

(3-54)

- R言古 Ic(xh ′)3(x′)dx′

で表わされる｡薄膜の状態を考える場合には両表面からの反射の寄与を取 り入れなければなら

ない｡外部から磁場Hoをかけた時, 表面から試料内に侵入する磁場の空間依存性を図 24に

模式的に示 した｡温度 Tがある温度 T｡(≫Tm )より高い時には,通常の超伝導体と同様に侵

入 した磁場はLondonの侵入度 IL程度で単調に減衰するが, Toより低温になると磁気モーメ

ントの影響で外部からかけた磁場と逆方向の磁場を持つ部分が表われ振動 しながら減衰する｡

更に温度を下げるとTsで表面での磁化が発散する｡つまりTs以下の温度領域では外部磁場を
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図 24. 表面磁場の温度変化

かけなくても表面磁化が自発的に発生 し,超伝導 と共存する｡表面磁化は,表面に超伝導電流

を流し,この電流に誘起 される磁場によりself-consistentに安定化されるのである｡

このような現象は強酸性超伝導体の薄膜でも起こる｡外部から磁場Hoをかけた略 図 25に

示 されているように,温度rが磁気転移温度 左 より下がると,内部磁場に負の部分が現われるo

/ b〝～?ちJJ'JU ○那 ～

He.
帆

図 25.薄膜内の磁場の空間変化

H.は外部磁場を表 し,温度 tは常伝導

状態に於ける強磁性転移温度 左 で規格

化 されている｡(i-T/Tm )
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表面の場合と同様に臨界温度 ㌔ 以下で自発磁化が生 じ超伝導と共存する｡図 26に示すように

Tsは膜厚 2aに依存する.点線で示 したTsOは半無限超伝導体表面に現れる自発磁化に対する

臨界温度である.膜厚が ILより薄いとTsは TsOより大きい｡膜原を厚 くしていくとTsは漸近

的に TsOに近づく｡

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

a/入L

図 26･臨界温度 Tsの膜厚 (2a)依存性

磁性超伝導体に関する解説が固体物理にあるので参照されたい23)｡ ここで述べた話 しは,

Thermo･fieldDynamicsと呼ばれる有限温度の場の量子論により有限温度に拡張される｡ これに

関しては文献 9, 10を参照されたい｡
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