Title

Author(s)

Citation

Issue Date

URL

2. 遍歴電子強磁性体の弾性的性質への磁場効果(青山学院
大学理工学部物理学科,修士論文アブストラクト(1981年
度))
近野, 正史

物性研究 (1982), 38(2): 74-75

1982-05-20

http://hdl.handle.net/2433/90640

Right

Type

Textversion

Departmental Bulletin Paper

publisher

Kyoto University

青 山学院大学理工学部物理学科

1. 電子 一格子系 の 自由エネルギー と

電子間交換相互作用
田

中 親

子

最近,磁気的秩序 と超伝導 の共存 とい う問題 が活発 に研究 され ている｡超伝導の原因は,蛋
子 一格子相互作用 による電子間 の引力 であ り,磁気的秩序 は電子間交換相互作用 の結果である｡
従 って,両者 の共存 を考 える上で,電子 一格子相互作用 を電子間相互作用,特 に電子間交換相
互作用 を取 り入れて調べることが必要である｡このようなプログラムに従 って,既 に金属 の格
子振動 に対す る電子間交換相互作用の重要な効果が指摘 されてい る｡ (Ki
n 1976)
本論文では, この方向に沿 って,金属電子格子系の 自由エネルギー を電子間交換相互作用 ま
で取 り入れて計算 した｡既 に,金属電子格子系 の自由エネルギーの計算 については,I
chi
mu‑

ra,Mahan をは じめさま ざまな人 によって計算 がなされている｡ ところが,電子間交換相互
作用 まで考慮 された ものはな く, しか もそれ らの導 出は,複雑 をきわめている｡
我 々は,電子 一格子相互作用 とクー ロン相互作用 を同時 に考慮 した Li
nked cl
ust
er に関
して無限次 まで和 をとり,電子 一格子系の 自由エネルギー を自然 に導 いた｡結果 として得 られ
た 自由エネルギーは,電子部分 と格子部分か ら成 り,格子部分 のそれ は,電子 一格子相互作用
を考慮 しなか った賂合 と同 じく,独立 したフォノンの運動 を記述す る調和振動のエネルギーの
形 をしている｡ただその振動数 は,電子間交換相互作用 を考慮 した電子 一格子相互作用 によ っ
てスク リー ンされた振動数 に変 っているとい う,物理的 にみて道理 に適 った結果 にな った｡

2. 遍 歴電子強磁性体 の弾性的性質‑の磁場効果
近

野

正

史

金属中では,格子振動 のスペ ク トルが伝導電子 のバ ン ド構造 と密接 に関係 している｡それは,
イオン‑イオン相互作用 が伝導電子によって遮蔽 され るか らである｡ この遮蔽 効果 を議論 する
上で,電子間交換相互作用 の果す役割が重要であることが, D.J
･Ki
m によって指摘 され,
このよ うな立場 か ら金属のフォノン振動数 と磁性の関係 が得 られてい る｡本論文 では,金属 の
磁性 と格子振動 のこのよ うな密接 な関係 を確証す るために,遍歴電子強磁性体の音速 が外部磁
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場 によって どのよ うに変化す ることが期待 され るか を Ki
m の理論 に基 き議論 し,そ して実験
結果 と比較す る｡
外部磁場が金属 の格子振動に影響 を与 えるのは,イオン‑イオン相互作用 を遮蔽 する伝導電
子 を通 してである0本研究 では･主 として対象 とす るの払 既 に強磁性状態 (T< Tc, TC :
キュ リー点 )になった金属であるか ら, まず強磁性状態 での遮蔽定数 が自発磁化 とともにど う
変化す るかを見なければな らず,次にその遮蔽定数 が外部磁場によってどのよ うに変化す るか
を知 らねばな らない｡既 にこの間題 は, 拡i
m (1981)によって取 り扱 われ,電子 に対 して簡単
な状態密度 を用 いての数値計算 によ りT< TC での音速 の磁場依存性 の大 き さが フェル ミ面の

m の理 論 を拡張 し,よ り
位置 によ りきわめて異 なることが指摘 されている｡本論文では, Ki
現実的なバ ン ド構造 を用 いて数値計算 を行 う｡われわれの結果は, Ki
m の結果 と同 じく,普
速 の磁場依存性が強磁性金属 の電子構造 を敏感 に反映す ることを示 し, この理論が,音速 に関
す る実験事実から電子構造 に関す る詳細 な知識 を得 るのに極 めて有用 であることを確証す る｡

3. 相 転移 の動的視点 のた めに
(超電導体 における集団励起 )
金

井

敏

行

われわれの話題 は,超電導体における対称性 の破れ と,それに伴 って現 われ る集団励起 と,
それ らの励起 の性質の物理的起因 をなるべ く明瞭に理解 しよ うとす ることである｡こうい う問
題 をとり上げ る動機 は倉 田 ･河内氏 の修士論文 (1980)にあ る｡そこで,彼 らは強磁性体の磁
化 の Tc付近 でのダイ ナ ミクスをス ピン波 の相関 をもとに議論 した｡
彼 らは, 2次 の相転移 を示すある系 のオーダー ･パ ラメータの動的発展 を,適 当な熱浴 を導
入 し,それ との相互作用 を通 して,議論 を進 める方法の定式化 を行な った｡一般的手順 として
は,まず,適 当な熱浴 を考 え,問題 の対象 とな っている系 との相互作用 の形 を決 める｡次 にこ
の相互作用の形 か ら,注 目している物理量の期待値,すなわちオーダー ･パ ラメータにつ いて
の運動方程式 をたてる

｡

対象 としては,ハイゼ ンベルグ ･ス ピン系が選ばれ,そのオーダー ･パラメー タ,ス ピンの
Z

成分の期待値,<sz>の運動方程式 が導出 され た｡ この試算 におけるミソは,相互作用 の中

に,強磁性体 における集 団座標, ス ピン波 の演算子である S吉 を導入 し, この集団座標 に媒介
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