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新体系物理学が,電子の軌道運動とその反磁

性の理解に与えた進歩の内容に就いて;原子

構造,ラーモア反磁性の説明,ヴァン ･リュ

-エン及びランダウ反磁性の誤謬

東大 ･理 飯 田 修 一

(1984年 3月 16日受理 )

§1. 序

筆者により建設された新体系物理学, "New FrameofPhysics"は,昭和 58年,物性

研究誌に,始めてその全体像の概要が示された1.)その結果,量子物理学と古典物理学の厳密な

接続関係が明らかにされて,物質の物理学の理解がより具体的になると共に,電子の軌道運動

に伴 う反磁性の理解が一新 され,完全な導体,すなわち電気抵抗が厳密に零であって,永久電

流を維持できる物質は,もし存在すれば,それは古典物理学の範囲内で,既に完全反磁性,す

なわちマイスナー効果を示すことが証明された｡従って超電導体の示すマイスナー効果は,その

完全導体性に附随するものであって,量子力学は,それが電気抵抗零の完全導体になるために

のみ重要であり,マイスナー効果は,それに直結 した古典物理学的性質であることが結論され

たのである｡しかし以上の結論は,相当に複雑,且っ彪大な新物理学の理論展開の結果確立さ

れたものであって,前記の概要1)は全体を一定の頁数の範囲内に収めねばならない編集上の要

求によって,要約形式にならざるを得ず,従って,一般の物理学関係者が,その本質を理解す

るのは容易でない抽象的な形式の公表状況になっている｡そこで本稿では,大学院学生を含む

一般の物理学関係者を対象として,出来るだけ平易に,新体系物理学が提示する電子の軌道運

動と,固体内自由電子の反磁性に関する結論の内容を,原子の電子構造 と言った基本的部分か

ら出発 して,解説 し,いわゆるクーロン･ガスに対するランダウ反磁性の内容とその誤謬点を

明確化して,この間題に結着をっけたいと考える｡

新体系物理学の建設は,物理学における新らしい鉱脈の発見であって,新体系物理学をあら

ゆる物理現象に適用 して,そこから有効な果実を摘み取ることは,これからの仕事である｡と
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くに多くの物理現象において,その古典物理性 と量子物理性の限界 と接続関係 を明らかにする

ことは,常に新 らしい物理学探求の糸口となり,新鮮な概念,原理,更に新らしい実験の開発

される高い可能性を持っことを強調する｡新体系物理学は,電子の軌道運動磁性の熱統計力学

ェネルギーに関して従来の取 り扱いと決定的に異なる結論を与える4.)しかし電子の軌道運動の

記述そのものは,従来も対応原理の立場で同様に取 り扱って来たことであるとも言えるが,新

体系物理学の成立は,そうした古典物理学的記述探求の有意義性に関して絶対に近い信頼度を

保証 した点が異なっている｡更に未公表ではあるが,電子の永久電流モデルを基礎にして,ノ､

ミル トンの作用原理を相対論的に厳密に適用すると9-2(1+α/27r)の電子に関し, トー

マス因子を含む,軌道および摂動運動の完全な運動方程式が導出されることが判 り,新体系物

理学の基礎は更に充実しつつある｡

なお磁場のもとでの電導電子の挙動は,量子ホール効果など最近重要な応用が,半導体分野

や,プラズマ物理学の分野で発生 しつつある｡とくに10ー6といった高精度の量子ホール効果

の理論においては,境界面に沿って常磁性的に運動する電子軌道が,存在するか否かが,洪定

的に重要となってくる｡新体系物理学は,この常磁性電子は非常に高い磁気エネルギーを持っ

ものとして,その存在が殆んど否定される｡この結論と一致 して,常磁性境界電子群を無視 し

た理論が,実験 と合致するものとして発展 しつつあり㌘)新体系物理学の新らしい実証例になり

つつある｡

本稿も筆者の論文の慣習に従い,2)･3)MKSP系 (MKS有理化ガウス系 )を使用する.

なお筆者は実験物理学者であり,本来実験物理学に最大のエネルギーを傾注しているもので

あるが,この課題は筆者以外に解決が出来ない状況にありf)磁性物理学の研究者 として避けて

通れぬ課題であって,筆者が解決することになったことを御理解戴きたい｡

§2.本解説に必要な新体系物理学の新物理概念

新体系物理学は電子のスピン構造を含めて,各種の新概念,新原理を開発提示したが,その

中で本解説に必要なものに限定 して,ここに再録 してみよう｡

A.古典物理学方程式は,それを代数表示 して,演算子関係式 と見る限 り,殆んどの式が量

子物理学の世界でも成立する｡

B.ハミル トニアン形式の方程式よりも,ラグランジァン形式の方程式の方が,多 くの場合

より本質的であり,特に電磁シグナルの伝達速度の有限性を考慮せねばならない場合,こ

の見地が重要になる｡多電子系の反磁性の熱統計現象には,この条件を正 しく考慮せねば

ならない微妙な極限機構が関与する｡
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C.最終平衡状態が,巨視的に不均一になる体系では,B項が重要になる可能性があり,そ

の際,単純な系で使用された量子熱統計力学の関係式

Trace〔exp(-PLu)〕 (1)

は,その物理学的根拠を失 う｡

D.量子物理学の状態を,古典物理学の方程式に従 う古典状態の,非常な多数筒の集合 とし

ての,アンサンブルで代表させ,古典概念を或る程度使用 して考えることが可能である｡

もちろん,アンサンブルが定常なら,その量子状態は定常で,福射の発射などは起らない

と考える｡

E.巨視的に不均一な量子系を,各部分に対 して通常の量子物理学の常識を適用 し,全体的

には古典物理学の考え方を適用 して,近似 してゆくことが可能であり,複雑な系に対する

唯一の方法になる｡

F･Schr'o'dingerの状態関数や(rl,r2; , rN, i)を状態表示の基本と考え,他の

表示は,その数学変換と見徹す立場を取る｡電子に関する状態関数少は,その電子に関す

る極大知識を代表 し,電子そのものを示す波動と,数学的操作の中で現れてくる実在その

ものではない波動とが,不可分に融合しているものと解釈する｡

G.磁気学の課題では,磁気誘導による電磁エネ/レギーの移動 と,磁場Hの持っ磁気エネル

ギーは本質的に重要である｡ところが,従来の r-マ トリックスを使用 した量子電磁力学,

Q.E.D., は,この両者を一緒にしてその理論構成の中から消 しているという構造を持

っている｡電子そのものといった単純な対象の解析は,それで十分であり,八桁といった

高い精度の一致も得られるが,物性論の対象である巨視的世界に,その取扱わ億で拡張す

ることは不可能であり,新体系物理学が優位に立っ｡

H.従来の電子の軌道運動に関する-ミル トニアンには,印加磁場の源 と,試料の磁化との

間の相互作用磁場エネルギーが本質的に脱落し,従って,熱力学的に意義のあるエネルギ

ーとしては不完全になる4.)

Ⅰ.従来は,ボーアの対応原理があるとは言え,それはかなり定性的且つ莫然としたもので

あって,量子物理学と古典物理学は根本的に異なる二つの物理学体系であって,基本的な

点と詳細な点の両者に互って,その間の対応は完全ではないと考えられた｡新体系物理学

は,両者の対応が本質的であって,とくに物性論の領域では,パウリ近似ディラック･ハ

ミル トニアンといった最 も基本的な量子物理学の方程式が,そのC-数表現に関する限り,

古典物理学的に導出されることを示 した｡従って,あらゆる物理現象に対 し,新体系物理
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さて新体系物理学では波動関数を実在的な波動と,確率波や数学的な道具としての波動とが

不可分的に融合 したものと表現 したが,原子内電子の波動関数のように,小さな領域に集中し

て定常状態にある波動関数では,統計確率的な結果を与えるというよりも,むしろ電子自身に

伴う実在の波動的要素が大きいと考える｡その理解の中で,電荷は

(-e)1,*.:,

に従って分布 し,軌道運動に伴 う電流は,一般形では

〔+*(-ev刷 - (if.'〔少*{(チ)V- (二 )A'+I c

+両 (一冬)V-(二ヱ )Ai4,*〕
l c-

(3-8)

(3-9)

によって存在するものと考えられる｡ただし,新体系物理学の立場8)に立っているから,

dr
U=-

d土

紘,軌道運動に伴 う,電子速度の演算子であり,シュレディンガ-近似の立場で

e>0,｡-⊥ (p -(二1 A)=ユ モチ V- (二 L)A)
Tno C 7no 1 c

(3-10)

(3-ll)

とおくと共に,式 (3-9)では, 古典物理学の立場に従 う電流を取 り出していて,実数である

ように右辺を変形していることが注意される｡Aはもちろん,その電子に働 くベクトル ･ポテ

ンシャルである｡この際, 少nz,nを実在的に考えたとしても,一つの電子を構成する+nz,nの他

の部分の造る電流が, (3-ll)式のAとして自分自身に寄与することはない｡ 式 (3-1)-

(3-3)までの表現において,虚数表示は式 (3-3)だけで,式 (3-9)により,軌道運動に伴

う電流には虚数表示が不可欠で,従って ein¢に伴 う電流しか,この場合現れない｡ (3-1)

の表現は Z軸 を特別な量子化軸 とした表示である｡これから7nの値により21+1ケに縮退 し

た∂∠,mト Z_<n≦Z)を直交変換 して,虚数の現れない表示にすることも出来て7)結晶中の

軌道状態の表示に使われている｡

なお式 (3-9)は,座 [-0の場所では零になる｡従って座1-0の場所では電流は存在し

ないが,原子内の波動関数のように一つの電子の波動関数自身が,定常状態で, γ - γOの一

定値のところが,節 として,座 1- 0であるとすると,一つの電子が, r - roの球面で定常

的に二分されていることになる｡これらは古典的措像の及び得ない量子物理学の措 く物質粒子

の波動性によるものと理解 される｡
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さて,式 (3-1)を導 くシュレディンガ-の定常状態の方程式は, (3-ll)式のA-oとし

1

LU〒云 Tp2+U(r)

て

通/少=E少

である｡さらに角運動量を示す演算子9),10)

I-rxp-rx‡V, Z2- 至aaQ
∂ 1 ∂2

･l2- - h2(意 志 sinO訂 十一;前 評 )

l2∂l,a(0,♂)- h21(i+1)∂l,n(0,¢)

と動径 r方向のエルミー ト演算子T

hl ∂

Pr= ir ar

によって

希 p2-一芸 (

1

2 g2
LU=英二+～

∂2
｢ +ヱ 3-)+

J2

ar2Ir ar /L27nor2

z e2

27no■27nor2 47Cr

(3-12)

(3-13)

(3-14)

(3-15)

(3-16)

(3-17)

(3-18)

(3-19)

となり,第一項は動径方向-の電子の運動エネルギーの成分となる｡ V⊥をそれに直角な速度の

成分 とすると,

l2 (r,n｡vl)2_ ,n｡u12-- ～.･･･.llllllll.lllll.･.･.･･･-.･.･.･.･･-.･.･.･.- ･
27nor2 2m,or2 2

から,第二項は (♂,♂)方向,即ち回転方向の運動エネルギーの成分である｡

さて,ファインマンの定理 とビリアル定理 (附録 A.)

∂通/

亀 -<て ㌃>n∂α

(3-20)

(3-21)

千(A/i)∂/∂rはエルミートにならない｡
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∂〟 ∂L〟

'可 pf >=̀ qf 布 >

などにより,解の古典的意義を解明する｡そのために

石訂 ~Rnl(r)-Lj2nl(r)

(3-22)

(3-23)

とおく｡これで式 (3-6)の規格化の条件は,半無限の一次元系 と一致する｡こうして

方2 d2 方2g(～+ 1)
〔一丁二一一さて +
し 2modr2`2Tno r2

が得られる｡それで

p r*三 吉 , 〔r･pr*]-ih

とすると,上式は

〔亘 と 三十hZz(i+ 1)

27no A 27花or 2

崇 〕戊u (r,-En∠戊u (r) (3-24)

(3-25)

崇 〕戊-E戊
(3-26)

という一次元の量子力学の方程式 となり,そのポテンシャル U*(r)は, r-0で+-, r-

-で,負の値で零に近接 し,従って極小値を

i(i+1) 47EhZ
al a= n ?

zTnoe2

(3-27)

で取る｡γMは/と共 に, ～(/+1)に比例 して急激に増大し,従って,軌道は外側に拡がる

ことが示 される｡この rMが,量子数 nに関係 しないことも指摘される｡

さて式 (3-26)にビリアル定理,式 (3-22)を適用 し,

(pr*)2＼ _ / h2 1(i+1)
<⊥ユエニー.ー>p--<一二.2m0 27no γ ･p+<霊 ,p

(3-28)

が得られる｡ここで,式 (3-26)の固有関数 をわれわれは既に知っているので, その事を利

用 して,nの代 りに量子数 p

p-n-i-120

によって,固有状態を指定 している｡当然

(pr*)2＼ .ノ h2 i(i+1)
>p+< 27no rZ ･p･<一霊 ,p-Ep--
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であるから,

1 Z82

-<-五㍍~>p=Ep--2

Z2moe4

327C2(p+U7+1)2万2

--<⊥産 土 >p-<27no

となる｡更に式 (3-26)を/で微分すると

方2 2Z+1＼ー Z27noe4
>-

克2Z(i+1)

27norZ

27n｡ r2/~ 167C2(p+i+ 1)3方2

1
< T >=

γ

Z27no2e4 1
Z'1) (JT･

87C2克4n 3(2

> p

167C2n3克2

(3-31)

(3-32)

(3-33)

が得られ, (3-27)式の結果を裏書きする｡従って,回転方向の運動エネルギーの成分は

h2 1(i+ 1)＼_ Z2,n｡e4 i(i+1)

2mo r2 ′~~167C2n 3h2 21+ 1
≧0

である｡又動径方向の運動エネルギーの成分は(3-30), (3-31), (3-32)より

Z2,n｡e4 2Zp+n Z27n｡e4 , Z(i+1)
327r2n3方2 21+1 32

W2n3尤ZL Ib z･i

(3-34)

〕>0 (3-35)

と計算 される｡

従って,動径方向の運動エネルギーの成分は必ず零より大きいが,回転方向の成分は零を含

み,それは S関数 (～-0)の場合である｡表 1にこっの成分の相対強度 を,各電子軌道 に対

して示す｡

さて,表 1において,S,p,d,fは軌道角運動量量子数 /-0,1,2,3に対応 し, 回転方

向の運動エネルギーは,主量子数 nに無関係であって, 0,2,6,12,20と単調に増大する｡

ところが,動径方向の運動エネ/レギーは,ns,np,nd, nfについてはnと共に単調増大で
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あるが,同一のnで考えると, 2S二 2pで不変で, 3S-3pは増大するが, 3p-3dで減少

し,同様に4d- 4f, 5d-5fで減少している｡従って,回転方向成分対動径方向成分の比

率は3dで4,4fで6, 5fで2.2と言った値になる｡3d,4f,5fが非閉殻状態で安定で,

それらに非閉殻を伴なったイオンが磁性イオンを形成すること,又それらの非閉殻の安定性は,

4fが最大であることなどの事情 と,上記の数字 とは十分に関連 している｡

さて附録の式 (A-4)を適用すると, (3-34)も利用 して,

克2日 /+1)t ノZe2
>-<

27nor3 /~＼87rr2
>-

が得られる｡更にダビドフによると11)

･r,-喜〔3n2-i(i+1)〕

Z37no2e6 1

647E3克4 n3(21+ 1)

47C方2
Z7noeZ

2

'r2>-÷ 〔5n2+1-3Z(i+1)〕 (

(3-36)

(3-37)

(3-38)

である｡従って,波動関数の,平均半径<γ>よりの平均偏差値

長 -(-r-<r>)2>- <r2>-<r>2

-喜〔(n2+1)2-(p･1)212-1〕妄 (zS ) (3-39)

と計算される｡表 2に,各電子殻に対する平均軌道半径,<γ>および,平均偏差値の相対値

1
〔3n2-i(i+1)〕, 〔(n2+ 1)2-(i+1)Zz2-1〕亨 (3-40)

を示す｡非閉殻構造で安定 となり,磁性に寄与する典型的な電子殻, 4fと3dが,その<γ>
1

が,同一のn数の他の電子穀よりも,小さく,従って,原子の内部にあり,又 〔<(r-<r>)2>〕亨
も又小さくて,まとまった形で存在することになることを,これらの数値から読み取って戴き

たい｡表 1の大きい回転方向の運動エネルギーと合せて,たとえ,3dの鉄族原子,イオンの

場合には,周囲からの結晶電場の影響などにより,軌道運動磁気能率,従って,定方向の軌道

運動角運動量成分を持っことが,少いという事情にあるとはいえ, /-2の全角運動量は常に

維持 していて,磁性に最適の電子殻を形成 していることが,十分に読みとれる｡

なお原子構造は最 も単純な量子系の一つである｡全系としては,そのハミル トニアンは

p-写〔志か

z e2

47Eri

2

〕 +∑ 一一ヱ一･.I
i>] 47rrり
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であって,シュレディンガ-近似でもなお,-

電子近似である今までの記述に加えて,電子双

互間の静電相互作用を入れなければならない｡

ところが,本質的には式 (3-1)状の波動関数

の積の線形結合を基礎とし,唯ZをZ′と考え

ると共にパラメタ-を(3-36)式が極小化する

ように定めることにより,既にェネルギ=値に

おレ?て, 2- 3%Oといった高い精度での一致を

得ることが出来るようであると2)従って-電子関

数 とパウリの原理だけを武器 として,相当程度

に高い近似が得られると信ずることの出来る根

拠がある｡

これらの状況は新体系物理学の古典的アンサ

ンブルの立場で,次のように理解される｡先づ

パウリの原理に関し,二つの永久電流環2)で表

現された二電子は,もしスピンが反平行であれ

ば,全スピン角運動量を保存 した億,互のスピ

ン軸 を回転できて,磁気エネルギーの変化を零

に保ち乍ら近接できる｡しかし,もしスピンが

平行であると,全スピン角運動量を保存する限

り,ある方向より近づいた場合,巨大な磁気エ

ネルギーの増大,もしくは減少があり,二電子

が近接 した状況のもとで,不確定性原理による

表 2.波動関数の平均位置<γ>および平均1
偏差 〔<(r-<,>)2>〕言の相対比

較
1

電子殻 <r> 〔<(r-<,>)2>〕ち
1s 3 1.7

2S 12 4.9

2p lO 4.5

3S 27 10.0

3p 25 9.8

3d 21 7.9

4S 48 17.0

4p 46 16.9
4d 42 15.9
4f 36 12.0

5S 75 26.0

5p 73 25.9
5d 69 25.3

16.6

8

6

2

6

8

8

0

0

0

9

8

7

1

1

1

s

p

d

ー

g

h

6

6

6

6

6

6

0

9

5

0

1

6

7

6

6

5

1

1

3

3

3

3

3

2

不確定距離の範囲内で,磁気的相互作用エネルギーが,近接の､相対方向によしり激､しく変動し,

固有解の形式を取 り得ないという特徴が発生する｡この場合,量子力学的にはパウリの原理に

よって二つの電子の波動関係少.(r)は,必ず互に直交 し,従って重畳度の低い ものであり,

さらに反対称化することによって,二電子の重畳域では電子の波動関数は自動的に零に近づく｡

この事は,パウリの原理が,新体系物理学の立場に立っ電子の古典像より予想される,波動像

での矛盾を,自動的に解決することを示す103)換言するとパウリの原理は,新体系物理学の電子

の古典像が,量子物理学の枠組みと両立するために必要な条件であり,その成立の基礎に二電

子のスピン磁気能率間の強い磁気的相互作用が介在することになる｡従 って,交換磁場 (Ex-
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changeField■)は,言葉通 りの古典物理学的意義を持つことが,望見される｡

さて以上の事実を踏まえて,電子間相互作用を無視 した近似の妥当性について,次の二つの

事実が指摘される｡先ず第-は上記パウリの原理によって,スピンを平行にしている二電子は,

相互に近接する確率が小さいから,必要な補正は小さい｡スピンが反平行な場合には近接する

訳であるが,近接 した結果衝突 したとしても,もともと電子間相互作用は内力であって,全運

動量,全角運動量などを保存 した衝突であり,又二電子を区別することが出来ないから,衝突

して互に反転 した運動と,衝突しないで,互に通 り抜けた運動との区別が出来ない｡第二に,

原子の場合の S電子のように,クーロン静電双互作用は, γ-0で-になるけれども,波動方

程式の枠組みの中で,この1/rの-は,それ程特異的でなく,有限の電子密度 少*少の値でも

数学的に矛盾がない｡符号が異なるけれども電子間の双互作用 も同様であって,特別な状況に

ある磁気双互作用が,前記のようにパウリの原理に従って,零近似の矛盾が除去されている以

上,残る静電相互作用に関しては,-電子波動関数の積の一次結合によって殆んど十分に表現

され,必要な修正は,その解の基本的性格を変えるものでないというように理解される｡

さて, しかしながら,ここで一つの注意事項 として,以上の結果のすべてを,次節以下で問

題にしてゆく自由電子,あるいは電導電子の反磁性に関して,適用可能と考えることには稗問

題がある｡それは,自由電子の場合には (3-36)式で基本 となった,原子核からの強い静電

引力項が欠除している｡そして,電子間静電相互作用項は,式 (3-36)において,たとえ,

磁場の印加による弱い磁気力が加わったとしても,その主要作用力を形成 している｡更に,電

導電子の場合には,イオン･コアからの静電引力 も重要で,電子波の散乱,即ち,電子系の全

運動量,全角運動量に変化を与える点で,電子間相互作用項 とは質的に異なる作用を与える｡

従ってこれらを無視することは,絶対に許されない｡一つの重要な差異は,電子間作用だけの

自由電子の場合には永久電流を持つ可能性があるが,イオン･コアよりの散乱,即ち抵抗のあ

る場合には,永久電流は存在できない｡

なお電子の古典的大きさは新体系物理学では10-2 Åと考える≡),14)この大きさが,古典物理

学の全体系の中で矛盾 しないことは,文献 1), 14),特に文献 14)の AppendixAで詳述

されるが,ボーア磁子を持っために絶対に必要な大きさで,Q･E･D.のダーウィン項よりの推

定とも一致 しき5)それに対する反証は全 くないことを附記させて戴 く｡

§4.ラーモアの反磁性

さて,原子,イオン,分子に対 して,ラーモアの反磁性の理論がある｡結論は簡単で,それ

らの電子群はその磁場に垂直な平均軌道半径の二乗の和に比例 した反磁性を示し,ラーモアの

-170-



新体系物理学が,電子の軌道運動とその反磁性の理解に与えた進歩の内容に就いて;
原子構造,ラーモア反磁性の説明,ヴァン･リュ-エン及びランダウ反磁性の誤謬

反磁性 と呼ばれる｡今からその運動方程式のラグランジアン表現を示す｡われわれは新体系物

理学の立場に立ち,その方程式はq数方程式 (q‥quantal)として,量子力学的にも有効と考

える｡さてかなりの数の電子があるとして,

dpi_ 〟 , _ n rVi･A(ri)

-viLL- qiVi〔di 乙 L l乙 Lー C
@(ri,Y,)]

p乙--Vi+且 A(ri), A ( ri)- 喜H IX riC

め(ri,rj)ニー=ヱ 立 十三一エ ー.

2

i 47Cri り '如 γij

(4-1)

(4-2)

(4-3)

が得 られる.ここにA(ri)は外部より印加 した磁場Hlに伴 うベク トル ･ポテンシャル,め

(ri,rj)は, 単一の原子核 と,他のすべての電子から来る電気ポテンシャルであり,pi

はi電子の運量で,mviの力学的運動量と, qiA/Cの電磁場の運動量 (文献 1),式(ll)参照 )

から成立すると理解する｡量子論で,演算子に変換するのは,式 (3-ll)に従い, 全運動量

piである｡ラーモアの考えに従い,

uL-孟 Hl

によって,角速度ベクトルa･Lを定義し, i電子の速度 viを

zJi=V/+Q'LXriL乙

(4-4)

(4-5)

と分解する.riは原子核よりi電子-のベクトルである｡vi'は式 (4-5)によって,原子核

を中心 とし,角速度a･Lで回転する回転系 S′上で見た, i電子の速度ベクトルを,静止系のβ

系より眺めたものになっている｡従って

pi-mVi,･ mwLX ri一三言HIX ri- nV 之′

が得られる｡ノ更に

生vi〔vi･A(r乙)〕
C

(4-6)

-3ilt(vi,h LXri)･V iI告 (-yi,-i･0)+ (Oi′+wLX ri)XHl(0･0,1)〕C

- Tna･LXvi'+ 7na,LX(atxri)
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となる｡従って式 (4-1)から

dzJi/

Tn77-- 7na,LXvi'+7na,LX(a,LX ri)+ eviゅ(ri,rj) (4-8)

が得られる｡式 (4-8)の右辺の第二項は遠心力相当の項であって,通常の条件では極めて小

さい｡従って,S系から眺めたvi′の変化は,a'Lの角速度で,全体が回転 していることを除く

と,磁場Hlのないときの運動状態 と同一になる｡従って体系は磁場のないときの状態を保っ

たまま,角速度 a'Lで回転することになり,ラーモアの反磁性を示す｡也'･LX riは, 原子,イ

オンに対 しては極めて′トさい｡新体系物理学の立場に立って,量子力学的な状態を示すアンサ

ンブルを,古典的運動状態の和として形成させると,アンサンブル全体を回転させても,何等

の矛盾も出ないと推定できる｡従って,ラーモアの回転反磁性は,量子物理学の固有状態にも

当然伴われなければならないと結論できる｡

さて,これから,式 (4-8)の成果を一般化して,ランダウ反磁性や,16)ヴァン･リュ-エン

磁性17)の考え方を十分に解析 し,その誤謬点を明確化する操作に入る｡そのために,式 (41

1)を一般の円柱対称の電気ポテンシャルの場の中にある多電子系の式であ̀ると考える｡そう

すると,必要なことは¢(ri,rj)の中の

- ∑4% - ¢(ri) (4-9,

として,麓(ri)は円筒形の容器の中では零であって,それから出ると, 無限大になるような

ポテンシャル関数であると考えることになる｡それだけの考慮をすると,式 (4-8)までの計

算はすべて有効に思える｡しかし,詳細に定量的に当ると,更に次の重要な考慮が必要である

ことが判る｡先づ,式(6)で,右辺の第二項

7na'IJX (WLX ri) (4-10)

が,他の主要項 eVも¢(ri,rj)に対 して無視される条件は, 電場の源である原子核又はイ

オン ･コア-の実効電荷を(+ e)と最低に見積った場合,

2

mw 呈pi<<｣ ｣
47Tr …

であって,磁場Hlを, ll,1200e-103sT3)とすると

2

pi<<一望 三一 - 2 9 cm
花γ…H 壬

(4-ll)

(4-12)

と計算される｡従って,ミリメーター以下の大きさを考える限 り,この項は大きくはない｡つ
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ぎにこのラーモアの回転運動の結果予想される反磁性の磁場を考える｡ラーモア反磁性に伴 う

反磁性電流は,電子密度をNoとすると

j-No(-e)va,L--eNoa,LXr (4-13)

であって,銅の場合の銅の原子数の個数密度18)8･5×1028ni-3をNoとして採用 して見ると,

中心の磁場Hは,pを円柱座標の動径として,

H-I.p三dp

であってヲ)その値を印加磁場Hlに等しいとおくとその臨界的な pの値 pckま

βC=
4mC2
e=･､ru-370Å

(4-14)

(4-15)

が得られる｡式 (4-15)の表現は,丁度超電導体の示すマイスナー効果の渉透深度定数 1｡

(p‥penetration)の表現の二倍であって,本質的な関連の存在を示す｡もちろんラーモア反

磁性に伴う反磁性磁場が,印加磁場を打ち消す場合には,当然内部は磁場のない時の状態 とな

り,ラーモア反磁性導出の前提 (式 (4-1), (4-2))が根底から崩れるが,その崩れた結

果が,マイスナー効果の状態であることは,新体系物理学の立場に立って殆んど疑 う余地がな

いであろう｡ただし,この際熱統計効果如何という問題は残る｡新体系物理学は,多電子系の

最低固有電子状態が,磁場の印加 と共にマイスナー効果の状態にそのまま移行すると予想する

のであるが, 1022といった多数箇の電子が関係 した場合には,その熱統計効果に関して十分な

理解を得ておく必要がある｡これから,その説明に入る｡

なお式 (4-9)を仮定した場合には,容器内に於て式 (4-3)の主要項は電子間のクーロン相

互作用

2

り 47Cr i)

(4-16)

であって,その相互作用の強さは,古典的には圧倒的である109)従って全容器に拡がって,擾

乱のない波動関数を考えることは不可能である｡しかしながら,§3で詳 しく説明 したように,

量子論の場合,波動的に拡がることと,パウリの原理の効果により,式 (4-16)項の考慮が自

動的に入 り,式 (4-16)項を無視したとしても,高い精度の近似が得られる場合が存在すること

も事実である｡又その際,実際の電導電子には必ず存在する,イオン ･コアとの相互作用如何

という問題 も相関する｡従って,誠に微妙な,言い方によれば近似の程度の判らない近似の問

題が,そこに発生 してくるのであって,古来,多くの試みの対象 となったのである｡
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§5.ヴァン ･リュー工ン理論およびランダウ反磁性の概観

ランダウは 1930年12)=金属の反磁性"と題 して,容器内の自由電子が印加磁場Hlの中で

示すであろう磁性の一つの量子力学的取扱いを示 し,弱い反磁性が現れると結論 した｡この結

論に先立ち,ヴァン･リュ-エンは 1921年17)同一の対象の古典物理学的取 り扱いを示 し,磁

化は生 じないと結論 した｡ヴァン･リュ-エンの取 り扱いは,その後ヴァン ･ヴレックによっ

て,極めて明解に解説 されたが20)その要点は次の通 りであるO

先づ運動方程式 としては,電子間の相互作用を無視 し,式 (3-12)に磁場の考慮のみを加え

たハミル トニアン

N-去 〔p-(ユ )A (r)〕2- e¢(r) (5-1)C

を採用する2.1)め(r)は式 (4-9)の¢(r)である｡更に,磁場Hlは円筒軸 Z軸 に平行に印

加されるものとする｡そうするとZ軸方向-の電子の運動は単純で一定速度であり,上下の境

界面では単純に反射されるだけである｡従って Z軸方向の運動を切 り離 し,xy面内だけの運

動を考えることが出来る｡そうすると,式 (5-1)は,容器内では,本質的に,

LU- 喜 -0(vlZ+uz2) (5-2)

であって,運動エネルギーを示 しているのに過ぎない｡ここにvl はxy面内の速度成分 であ

る｡運動は式 (5-1)より

∂し〝

- - V⊥H ,豊 - V1 -371-ま 〔p･ヱA(r) 〕⊥C

として記述 される｡更にノ､ミル トニアンの従来の常識を信

頼 して,〟は熱力学的なェネルギーでもあると考える｡そ

うすると,速度 vlは何等の特殊性 を持つ理由がないから,

容器内の至るところ,壁の附近を含めて完全に統計的に分

布する｡そうすると図 1に示 したように,容器の内部の電

子のサイクロトロン運動に伴われる彪大な反磁性は,容器

の壁面を常磁性方向にサイクロトロン運動 と衝突とを繰返

しつつ逆回転 してゆく,異常境界電子群によって完全に補

償され,結果 として,古典的には,何等の磁性 も示さない

ことになる｡

ランダウの量子力学的取 り扱いは,本質的にはこのヴァ

ー 174 -

(5-3)

図 1 軸に平行な磁場のもとに

ある円筒形容器内古典電

子のサイクロトロン運動

を,磁場に垂直な平面上

に投影 したもの
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ン･リュ-エンの取扱いと同等である.ただ量子力学の場合,壁面ではその波動関数 4,(r)

が,零にならなければならないから,その結果,古典電子系に較べて,境界面附近の電子群の

密度が低下し,その結果,反磁性の相殺が不完全となり,小さい反磁性項が残ることになった

という説明が成立する22)

以上の記述で,われわれ実験物理学者は直ちに本質的な疑問を生 じるOそれは,ほんとうに,

磁場を印加された金属の表面には,図 1に示されるような高速の電子 (常温のkTで105m/S

はある｡もしフェルミ･エネルギーを0.1-1eVとすると,3×106m/Sに近づ く｡ )が,

常磁性的に運動しているであろうかということである｡金属の表面附近も,内部とそんなに変

っている筈がない｡もしそんなに高速の一方向きの電子群があると,当然なにかに影響 しなけ

ればならない.例えば熱を発生するとや ,或は何か表面だけ異なる性質を示すとかである.と

くにランダウの反磁性の場合,上記のダーウィンの解釈が正 しければ,反磁性に寄与する永久

電流は,結果的には集中して,境界面附近に発生することになる｡通常の電流と異なり,サイ

クロトロン運動の相殺が,表面附近だけ不完全ということではあるが,新体系電磁気学の立場

に立ったときヲ)磁化Mがあるのではなく,巨視的なマクスウェルの表面電流 kが現れ, x～
【

10~5 (CGSGauss系 )とすると,

k-3.4X IO7sI/m- 102A/m-1A/Crn (5-4)

といった値になる｡この電流が実在し得ようか｡少くとも今までにそんな電流の存在が,認め

られたことはない｡ここで少し角度を変えて,多数の電子が,熱的に駆動されて完全にランダ

ムであっても,ヴァン･リュ-エンの解の状態だけが唯一の解ではないことを説明してお く｡

最初,電子系を磁場零の完全無秩序の状態にして置き,次に瞬間的に磁場Hlを加えたとする

と,古典電子系は当然瞬間的に磁気誘導により,表面に EddyCurrentが流れる状態になっ

て,磁場の渉透は有限の厚さとなり,以後EddyCurrentの減衰と共に,次第に(といっても

ミリ秒以上の高速であろうが )内部に渉透する｡この渉透状態のどの瞬間を取って見ても,電

子群はEddyCurrentを形成する極 く僅かの漂流速度 (DriftCurrent)の他は完全に統計的

になって居る｡そしてマイスナー電流の状態は,新体系物理学により示されたように,この種

の状態の一種であって,その漂流速度が,渉透した静磁場によって自動的に維持される関係に

なっているのである2.3)従って完全無秩序 とヴァン･リュ-エンの状態とは一義的に結合する

ものではない｡

新体系物理学が明らかにしたことは,上記の素朴な疑問より遥かに本質的で,今まで未考慮

の新物理機構存在の認識であり,式 (5-1)を熱力学のエネルギーと考えること自体が過まっ
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ていると結論するoそして,熱力学エネルギーとしては,4)外部磁場Hlと,試料 C2との間の磁

気的相互作用エネルギー

JJtHl･H2dV

を加えねばならないと主張する｡このエネルギーは,境界面常磁性電子群の場合,

J托Hl･H2dV-INv2

となり, 〔文献 4),式 (B12)〕

喜HIX r･itC ～ 101～2ev

(5-5)

(5-6)

(5-7)

といった彪大な値になる｡ただし今H1-103oe,lrl- 2×10~3m,lvl～105-6m/S

と仮定している｡従って,境界面を常磁性的に回る電子が,一つ消える毎に,体系の熱力学的

エネルギ一札 101～2 evといった彪大な利得を得る訳であって,もし,そんな電子が発生 し

たとしても,直ちに,消えて定常には現れないと結論する｡ただし,以上の結論を,解析的に

納得のゆく形で示すのには,文献 1)の長い論文が必要になったのである｡

なお通常の金属はマイスナー効果を示さない｡これは通常の金属内の電子が,完全な自由電

子ではないからであって,新体系物理学は,超電導体のように永久電流を維持できる体系は,

自動的にマイスナー効果を示すと結論する｡このことは,境界面上を常磁性的に一周するよう

な電子の量子力学的状態が,超電導体の場合には存在 し得るが,常電導体の場合は存在できな

いことを示 している｡そしてわれわれはジョセフソン･ジャンクションによって,超電導体の

場合,その波動関数は巨視的尺度まで,位相が相関することを知って居 り,一方常電導体では

そのような相関は観測された例がないのである｡従って常電導体の磁性の計算には,イオン格

子の存在による電子の波動関数の散乱を本質的に考慮せねばならない｡そして同時にサイクロ

トロン運動によって,大きい反磁性を生 じ得る要因も存在する｡後程説明するランダウ･レベ

ル も,強い磁場のもとで,サイクロトロン半径が小さい場合には実在 となる筈であるが,それ

らが,すべて熱擾乱と相関するという,複雑な状況と考えられる｡以下の記述で説明されるよ

うに,そうした複雑な状況のもとで,計算結果 として常電導体金属にランダウの反磁性項の桁

の反磁性が得られる可能性が,十分にある｡ランダウの反磁性項は,そうした微妙さを含む,

ユニークな頃であって,電子の箇々の運動が,マイスナー効果 と異なり相互に相関せず,巨視

的な永久電流を維持できないことを仮定した時,色々な計算の結果に現れるものである｡しか

し,永久電流を維持できる体系では,ランダウの反磁性は現れないという,新体系物理学の結
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論は不変で,古典電子ガスも,量子電子ガスも,いずれも永久電流を維持できる体系なのであ

るからヲ)ランダウ反磁性は現われない.

なお熱統計を行った結果としてのランダウ反磁性は,新体系物理学によって決定的に否定さ

れるが,電子密度が小さく,電子間の相互作用の無視できる場合のランダウ準位は実在であり,

又ランダウの想定 した前提は超電導体の場合に妥当するなど,̀その計算の部分々々には有意義

な結果が,いくつも含まれていると考える立場に立っている｡

§6.新体系物理学によ､るランダウ反磁性の解析,I.

さて,体系は§4,§5で仮定した円柱対称の容器中の

自由電子群 とする｡他に平行平板で囲まれた二方向に無

限大のある自由電子群を考える方法21)もあるが,物理的

完全性を重視する｡

さて,図2にZ軸方向に磁場Hlが印加 された状況で,

里 面上に投影 された古典電子のサイクロトロン運動の

軌跡を示す｡図 2は境界面 と衝突 しない場合である｡サ

イクロトロン運動の半径 γ｡は,

γC=
7noCV_ Z)

eH a)C

eH
a,｡-- -2a,L-1.76×107H(Oe) (6-1)

7noC

となる2.5)ここでむは∬y面内の速度,a,Cはサイクロトロ

ン角速度であって,HをOeで示すとS~1になる.軸対

称の系の中での運動であるから,角運動量 J

i-rxp-rx (,nov-ヱA)
C

(6-2)

が一定の運動である｡ランダウ ･ゲージ,式 (4-2)を

仮定して, i),図2(由で,中心-の最遠点 P+および,

最近点 P_で考えると,その動径は

〟

β十=β0± γC = β0±㌃

(6-3)

である｡βOはその中心-の動径で,その運動量は
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図 2. 古典電子のサイクロトロン運

動の三つの場合｡(a) 円筒の

中心を含まぬ場合,(b) 円筒

の中心が中に入った場合,(C)

円筒の申しと運動の中心が一

致した場合｡
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pj:=±7noV一言T P± = ±-A2
eH _ _ ⊥7nou moW cP o (6-4)

であるから,それらの点で角運動量は

i- (po±葺 (-T )(po･wt )-一讐 エ (po2- r2C)` o (6-5)

であり,確かに負で一定である, ii),図 2(b)の場合にも

eHp+
p± -7nou一一一- ニー, P± - rc± po2c

であって,

z- p±p±-竿 (r2C-p.2),0

であり正で一定である.とくに,図 2(C)の場合,

TTLoQ)C 2_TTLoV

T rc~ち童
> 0

(6-6)

(6-7)

(6-8)

である｡

サイクロトロン運動の半径 γCはp- U/Cとおいて表 3のようになる｡表 3によって,サイ

クロトロン運動の半径は一般に大きく,常電導の金属では,その平均自由行路程である200Å程

度よりも遥かに長い場合が普通であり,純粋のランダウ ･レベルの状況の発生は困難である｡

次に境界電子群のことを考える｡図 3に示されるように,この場合

JO_= Po- rc< pL･ P+= Po+ rc> JOL (6-9)

である｡pLは境界までの動径値である｡あきらかに角運動量の式 (6-5), (6-7)は有効で

あるが,常磁性か反磁性かは必ずしも単純ではない｡

表 3.有効質量因子を無視 した場合のサイクロトロン運動の半径, γ｡

u 3×103ms-1 3×104ms-1 3×105ms-1 3×106ms-1 3×107ms-1

♂ 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1

H 103oe 1500Å 1.5p 15p 1■50p 1.5皿皿104oe 150Å 1500Å 1.5p 15p 150′̀
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:

i)po> rcの場合

この場合の一つ,図 3(a)では常に常磁性的である

が,他の場合,図 3(C)ではABとDEの領域では

中心に対 し反磁性的で,BCDの領域では常磁性

的である｡したがって綜合効果が常磁性か,反磁

性かは,計算 しないと判 らない｡

ii)po< T｡の場合

この場合は,図 3任))に示 したように常に反磁性的

である｡

綜合効果 としての常磁性,反磁性の識別は,次式

p-苧 孟 f crxdr-k fcrxIdr

1 . ､ -e
訂 rX(- ev)-需 言 rx(p+ヱA)C

(e>o)(6-10)

を用いて計算できる26) この式は基礎に取ったノ､ミル

トニアン,式 (5-1)をHlで微分して

P=~
∂-U e

∂H1 47noC

4TnoC2

(-pxr+rxp)

1

rx(HIXr')=ちTrX(-ev)

(C)

璃

図 3∴境界電子群の二つの場合,(a),(b)

と,(a)の場合の反磁性,常磁性の

分解o

2 / 2

〔- 2T% - ㌢ pB 〕 (6-ll)

として得ることもできる｡ (式 (6-ll)は量子物理学的に通用するよう非可換の代数で通 して

いる｡ 〔 〕の中は図 2の場合の古典値｡ )しかし,これは,いわば,遇然の産物であって,

新体系物理学は,式 (5-1)のノ､ミル トニアン, 〟の中に,軌道運動に帰国する磁気相互作用

エネルギーが,

-U～ -(p･Hl) (6-12)

の形で入っていると考えるのは全 くの過まりであることを明確化 している｡式 (6-10)に従っ
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て,前記(i)の場合,図 3(C)に示 したように,反磁性項 と,常磁性項が分解 され,結果は,異な

る斜線で示 した二つの面積の大小関係によって決まることになる｡このように考えると,図2

(a)に示 したような,完全なサイクロ トロン運動の場合 も,中心に近い円弧の常磁性の寄与 と,

遠い円弧の反磁性の寄与 との差 し引きとして,反磁性項が,サイクロトロン円軌道の面積の形

で残ることになる｡これ らの状況が後程説明する量子物理学の状態関数少の中にも明瞭に反映

することが予告される｡なお図 2,図 3に於て,磁場が十分の強 さであればb)が一般であって,

(b)の場合は特殊にな り,その寄与は小さいと予想 される｡

さて以上の古典論の準備 を踏まえて,ランダウ反磁性の説明に移る｡先づランダウは,その

論文16)の最初の部分で,ランダウ ･ケージで

LJU-号 vf+苦 車 掌 V2-e¢
(6-13)

〔 ux , V ,〕 -与 〔 (px･ヱAx),(p , I;A , ) 〕 -与 嘗 (6-14)7no C 1Cmo

を得て,次に変換

eH
Vx -

√ 蒜' cTn｡ 何
せ,

を行 うと

lQ,P]- ih

になるから,こうして変換 されたハ ミル トニアン,

2

LU-且 ･与 ･iwc2Q2- e¢27no

の, ux, V,に関する部分は,自動的に調和振動子の解に等 しくなるとして,

EO- 克w c 'n弓 ,･ 一空笠 (a-0,1,2,- )27花o

(6-15)

(6-16)

(6-17)

(6-18)

を与えている｡これ らはエレガントに見えるけれ ども,境界条件を無視 したものであり, (6-

18)状の解が存在することは確かであるが,§5で述べたランダウ反磁性の本質である境界電

子群のことはその後の解析の問題 としていることを注意 しなければならない｡物理的状況より

推定 され,後程示すように,これらの単純和は,天文学的に磨大な反磁性 を与える｡

さて,円柱座標 を用いて式 (6-13),従って,式 (511)のノ､ミル トニアンを解 くこととしヲ5)

シュレデ ィンガ一の渡動関数
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少(p,♂,I)-f(p)eiklZ+ in¢ (6119)

を仮定すると,直ちに

2

･& ･三吉 -T2一 芸 等 pZ+等 e附 等 E,, f (p)- 0 (6-20)

E-E′+望 ･豊 ガ

が得られる2.7)式 (3-17)に従い,

･ zz,-くそ& ,- i-

(6-21)

(6-22)

は直ちに導出され,状態が角運動量のZ成分, h7nを持っ角運動量の固有状態であることを示

+ 2.8)

ここで,古典物理学の式, (6-5), (617)と合せて,

克-～竿 ( r…-1 .2 )

という対応が指摘される2.0),nの負,正はそのまま

γ｡≦ βo

(6-23)

(6-24)

となり,状況が,図 2,図 3の(a)の場合であるか,又は(b)の場合であるかを区別する｡この対

応は本質的なものであって,亀),従って7n>0の場合は,量的に重要でなくなることを予め注

意する｡もちろん,式 (6-21)から,体系が,軌道運動に帰因する磁気能率のZ成分, (-m)

JLB- po,bを持ち,その磁気能率の,ゼーマン･エネルギー表現式,- (porb･H ),のエネル

ギーの固有値,,npBH,が導出されたと判断 してはならない29)式 (6-21)の最終項は,ノ､ミ

ル トニアンの物理的意義に従い,飽 くまで電子の運動エネルギーの一部に過ぎないのである｡

角運動量には式 (3-17), (4-2)に従って,ベクトル ･ポテンンシャルから来る電磁運動量

の寄与がありヲo)それを除くと,式 (6-10),(3117), (6119)より,

･pz, -∬伊 (叢 )llz+{rx(ヱiHxr)}Z〕-C2

-J∬¢*ト

が導出される｡従って,

eh,a e2H
27noC 4moC

FP2〕少dV
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i),n<0 0≦p<i√=㌻言で常磁性電流,

p>i√=~官蒜で反磁性電流｡

ii)Tn>0 すべて反磁性電流｡

i-lh-Jg-√= -811×吉 Åmoa)C

となる｡ IHは長さの次元を持つ重要な定数で,

H- 103応Oe

(6-26)

(6-27)

(6-28)

として,式 (6-27)のようにオングス トローム単位で与えられる｡

さて量子物理学では古典物理学と異なり,解の重畳が許されると共に,その固有解は,系の

対称性を反映 したものになる.解 i)は図 2,3の(a)を軸対称に重畳 したものを,又解 ii)は,

そのわ)の古典解を軸対称に重畳 したものと考えられることは明らかである｡新体系物理学は,

この重畳を古典状態のアンサンブルとして意識的に考える｡従って, √=す完 )は図3(C)のB

又はDの位置の動径 βに対応すると推定される｡

式 (6-19)を仮定し,式 (6-20)が導出されたことによって,∫(〟)は実関数 となる｡こ

の事はβの動径方向に,電子の速度が確定値を持っことはないことを示 している｡この事実も

又,上記の電流 と同様,多数筒の古典状態を軸対称に重畳した結果として,自然に理解される｡

しかしながら,この事は,式 (6-19)で示 される量子物理学の固有状態申 こは,動径方向の

速度の成分が無いということではない｡このことは既に原子の波動関数 +nl,a(式 (3-1))に

於て,式 (3-35)に示されるように,同様な状況のもとで,有限の動径方向の運動エネルギー

成分を得ていることからも明白である｡その定量評価は後程与えられる｡

さて,まず式 (6-20)を解 くことにする｡題意から明らかに物理的に意義のあるβ-0に

特異性がない筈で,これは∬,γで Taylor展開が可能で,従ってβの幕級数に展開できるこ

とを意味するものであるT.さて

f(p)- e一妄(i)29(p)

とお く｡そうするとm｡a'C/i -ノ｢ 2を注意して

2

9"･9,(三一貴)･9(ヱ欝 ′+等 eめ-1 一五 )- oβ2

(6-29)

(6-30)

T円柱座標を使 うと円柱座標特有の特異性が β-Oに現れるがこれは見掛け上であって,真性特異点では

なく, βの偶関数 を要求する必要はない｡ (例 ∬-βcos¢)
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が得 られる｡これでβの次数が2種類に整理されたので,

00

g(p)-易 azps'i,ao≠0, 3≧O

とすると,容易に

a｡〔32-,n2〕- 0, S-±7n-17nI

al〔(S+1)2- ,n2〕-0, a1- 0

1 (f7nJ+2j- 1ト ー扇
叩rJ

)≧ 1, a2j一手 ● 4(Elnlj+j2) ●α2(ノー1)

(6-31)

(6-32)

(6-33)

(6-34)

が得 られる#o g(pL)- 0でなくてはならないから, aZj(j≧ 0)がすべて同一符号では解に

ならない｡従 って,あるj≧ 1に関 して

2E/
(lTnl+2 j - 1 ) - - < 0

売払｡

が必要である｡従って,必要最小限の条件 ノ- 1を入れて

E′>克a,C(
巨n廿1

が導出される｡従って (6-21)と合せて

E> +hwc(
h2kz2 ,._.,i,nl+,a .1+
27no L' 2 2

である｡すなわち

i) m<O, E,宝 十 方wc ( 喜 ) ( ---1,- 2,--･･)

ii) -≧O, E,里娃+克項 - 弓 )(--0,1,2,---)27no

(6-35)

(6-36)

(6-37)

(6-38)

(6-39)

が得 られる｡ (6-18)式 との差は,9(pL)-0の境界条件の結果である｡ここで i)とii)

は今まで通 り,図 2, 3の(a),(b)に対応する｡ (6-21)に現れたゼーマン･エネルギー形式の

項は消えている｡

さて,一定の,nについて,E′を(6-36)の最低値にとると, 9(p)はaoplnlとなり,式

♯ S-巨nlは円柱座標として p-0が正則であるための条件であり,一般に現われるo
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(6129)のf(p)はpの全域で同符号で, 0又は aoより出発 して, p--で零になる.E′

を徐々に増加 させると,後程詳 しく説明するように,最初-にあった零の位置が,有限のβの

値に下 り,それと共に関数Jは無限遠では

α｡｡左 ㈲ Z

に近接 して無限大になる｡更にj-2とおいて,式 (6-35)が零,即ち

E′-克a,C(
l7nl+3

(6-40)

(6-41)

で再び,無限遠に零が現れ, E′を更に増加させると,その零が再び, 有限域に下ると共に無

限遠で式 (6-40)に近接 し,以下同様に繰返す｡従って無限遠が零になるのは

E′- 売Q,C(
I7nl+2n+1

であって,関数fは,そのE′が,

方(･' ぐ

F7nf+2n -1

), n-0,1,2,･･････

< E/<方Q)
ml+2n+1

C 2

(6-42)

(6-43)

にある時, 0< p<∞の間に,零をn箇持っている｡従って,境界条件 f(pL)-0は,この

n筒の零のどれかを利用することになる｡

さて, (3-23)の考え方で

h(p)- 布 ~f(p)

とおいて, A(p)を規格化する｡その方程式は

克2

27710
A ′′+i {(mZ｣ )享 +露 }h-E′ k27no

(6-44)

(6-45)

である｡われわれは既に (6-42)の場合,無限遠で零になることを知っている｡ 従って,単

純化のため,そ う仮定 して,それらの関数を調べる｡

さて,式 (6-45)は一見 して,そのポテンシャルに極小があり,7n-0ならp-0,mL≠0

なら

1
pM-A(4m2-1)す- }～巧丁完丁 (6-46)

で極小になる｡従って関数は一般にその極小点の附近に集中し,nの増大と共にその前後に拡

がってゆくものと予想される｡式 (6-26)の値が, (6-46)に現れたことは偶然ではない｡
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図4. A(p)の一般的な挙動を示す図｡実線はあり得る場合,点線はp

>β吉で零を切り±-に発散する場合｡

式 (6-42)を実際,式 (6-45)に代入すると

h〝- {(-2三 )与 + 差 一 五 (I-･･2n･ 1,,A

が得 られる｡従 って, kの係数 を ?(p)とすると, ?(p)は

pJ-:I
[
2(I7nl+2n+1)±

･6°-I(n･i)+n(n･1)+
5
61

]

(6-47)

l
一2

(6-48)

で零 とな り,その間で負の値,又その外側では常に正の値を取ることが判る｡式 (6-47)から,

A(p)曲線の変曲点は p吉と, A-0の点だけで, hnの正負は図 4のように決まり, p--

で h(p)-0である｡又 p- 0で h(p)- aoか,aopl-ll,nl≧1である｡そうすると,図

4に示 したように, p>p吉と, p盲>p≧0の二つの領域で, A-0は原理的にあ り得ない｡

従 って,式 (6143)で述べたn筒の零は,すべて

p言≦p≦p吉 (6-49)

の間に存在 しなければならないことが判る｡もちろん,これ らの零点は,同時に変曲点 となり,

正弦曲線に近い振動曲線 を形成する｡更に後程,大部分の電子に就いて

nくくl7nl

と 仮 定 す ることになるので,そう考えると,式 (6-48)から

pi - = √訂 訂±Jln･# 〕
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が導出され,関数は従って,略々

JO- √汀言Tj

を中心 として,.前後に

ヽ2Thミ

(6-52)

(6-53)

の拡がりを持ち,その零点間の平均間隔は2了71/J-7{であって,l7nlに依存 しないことが

判る｡さて ■

h d
Pp=- ～idβ

と考えて,ビリアル定理を応用すると,

･霊 ,n,n′-<憲

である｡又式 (6-42)から

h2<1〝 > +<ββ

27花0 7払,n/ 27no

･霊 室 ,n, n- 克w c

従って

(mZ｣ )(一左 )+

･m2-か 去+諾 i

[17日+ 2n+1

< pZ> - jZ･2(17nT+2n+1)
TTZIa

2
14 > ′-ha,｡(77iln

(6-54)

(6-55)

lTnr+2n+1

(6-56)

(6-57)

(6-､58)

が得 られる.従って, p2の期待値も,ポテンシャルの極小点 pM (式 (6-46))に近く,,nと

共に大きくなる｡更に(A-4)式 (附録 )を適用すると,

･-2三 ,<与 ,-言'# < p,- (4m2-1,<S,β タ

が得られる｡

次に式 (6-21)を使って方程式 (6-45)を

〔-
克2d2

百石 右下十七
(7n2

克2, ｡ 1
7n --

277Lo
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と変形 し,パラメタ- 7nに関して,ファインマンの定理を適用する｡上式のノ､ミル トニアンを

L〝として

E,a,n- ha,｡(

であるから

Tn<0,0-

ml+m

+a+言)+
1ヽ .h2kz2

=<丁 >=<_ii_PT+土 建
∂LU

∂Tn ＼∂7n/ ､7noJO2 J27noC

仇,0,hW c-<霊 号 +字 ,

であるOなお ha,C- heH/TnoCである｡両式から

･享,-2lmlス2

(6-61)

(6-62)

(6-63)

(6-64)

という,単純な関係が得 られる｡従って式 (6-56)より,動径方向の運動エネルギーは

2 h2<& >IE)
27花0 7n,n 27noj2

1 1

(n+百十す信 ｢)- 拘 (言･i･ 1617n
)>0

(6-65)

と計算 される｡この値が,殆んど7nに依存 しないことは,nの解釈から当然である｡

さて,βの平均偏差の二乗の期待値

<〔β-<β>〕2>-<β2>-(<β>)2 (6-66)

は,<β>の計算に帰着する｡ところで<β2>はβの大きいところ,<1/β2>はβの小 さ

いところが強調されている筈である｡<β>は従って,その中間程度 と考えられる｡従って

1
<p>- 1〔(217nl+2n+ 1)〕雪

と仮定すると,

< 〔p-<p>〕2>- 1 2 (2n+1)

が得 られて,中心点<β>から

± ノ2n+1･i

(6-67)

(6-68)

(6-69)

程度の拡がりを持ち,式 (6-53)と一致する｡従って,式 (6-51)の pIが,境界 pLに近接
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しない限 り, pL- ∞を仮定 しても大差はない｡ i- }Hは式 (6

-27)で与えられるから,a-1kOeとして, pL- 5mm- 5×

10~3mとすると

pL 5×10-3m′ヽ′ ~~-
1 8×10-8m

-6×104

である｡従って,式 (6-67)から,桁数で,

(217nI,2n)～4X109

(6-70)

(6-71)

になると,境界の影響 を考えねばならなくなることが推定される

訳である｡

図5に (n｢n)平面上に,固有状態の分布 を示す｡この場合

のエネルギー固有値 E,a,nは,式 (6-61)に示 される｡もちろん

これは運動エネルギーである｡見られるように771>0と1n<0で

大きく異なり,7n<0では,E,a,nは7nに無関係 となる｡7n>0

ではm+nに比例する.従って,E,a,nの値で見る限 り,その一

定の線はTTi>0では図に示される

7n--a+const

の線で,m <0では7n軸に平行な直線 となるO

この近似で, E,a,nを通常の熱エネルギーの常識

En, a - hwc(n′弓 )-kT

/-
n -

7nI+71L
+ n

(6-72)

(6-73)

(6-74)

とお くと,式 (6-28)を使用 して,T-300Kとして

kT 103
n′+｣ - =2.4×-

2 如,c K

といった値になる｡一方電子の箇数を8.5×1028m~3とすると

(4.4×109)3m~3-(4.4×107)3cm~3

であって, 1cm3の体積 を考えると,二次元の自由度の中に,
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考え方に従ったもの

である｡新体系物理

学では,この分布は

意味がなくなる｡

(6-75)

(6-76)
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(4.4× 107 )2- 2×1015 (6-77)

の固有状態が必要で,スピンを考えると, n-,n平面上に約 1015ヶの状態が必要である｡ 従

って, (6-75)のn′は問題にならず,フェルミ分布の為,運動エネルギーは, kTの遥かに

上にあると予想される.式 (6-74)から,7n<0の状態に関する限 り,そのエネルギーはmに

依存せず,従って,解の存在する限り,その極限まで詰ると予想される.もちろんITnlを増大

させることは,図2, 3のpo- pLであって,その限界は式 (6-51)のp言 が, pL に近接す

る7nの値であろう.これは式 (6-70), (6-71)によって,

1m7-2×109 (6-78)

であり,その結果 nは式 (6-77)より, n-,n平面で5×105の値が必要になる｡ これは式

(6-75)に於て, 1kOeに対 し, 2×102倍の運動エネルギー,フェルミ･エネルギーとし

て数 eVの値まで,電子を詰めることが必要という答である｡

こうしてn-Tn平面上で,図5に示すように7n>0は極 く僅かであり,圧倒的多数は訊く0,

にあること,その際

o<n<5X IO5′~ヽ■′

o< (-,a)<2×109′■■.′

(6-79)

(6-80)

であることが判る｡

さて,以上のように全貌を見せてきた (n,7n)で指定される固有状態の物理的状況につい

て説明しよう｡すでに度々述べて来たように,7n<0が,図 2,図 3の(a)の場合であって,Tn

>Oが,図 2,図 3の(b)の場合である｡この事は式 (6-25), (6-26)の解釈 と勿論一致す

る｡従 って,この最 も重要なm<0の場合

o≦p< √̂ニラ完

で常磁性電流を,

√二罰蒜}<p

(6-81)

(6-82)

で反磁性電流を与え,境界 βLが,何れの箇所にあるかで,その全体効果が決定する｡なお 境

界条件 h(pL)- 0は, A,a,a(p)が持っ, nケの零のどれかに一致すればよく, この解は,
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式 (6-61), (6-60)に於て, nを整数に限定せず,±1程度の調整を行 うことにより,容

易に満足させられる｡

さて,境界の影響が無視できるところでは,軌道運動磁気能率は,式 (6-25), (6-58),

(6-61)により,

<pz>--7nPB-(Im廿 2n+1)pB

--(m+lm‖-2n+1)JAB

(6-83)

であって,xy面内の運動エネルギーに比例し,式 (6-21), (6-25)に現れた仇の役割は

消失し,式 (6-ll)の括弧に示される古典値と厳密に一致する｡又式 (6-83), (6-79)か

ら,境界に関係 しない電子群の大部分は,強磁性体中の原子の磁気能率の105倍 といった圧倒

的に大きい反磁性磁気能率を持っことになる｡境界電子群は,式 (6-25)の磁気能率が

･届 p ｡弓 <妾 , pB

であって, これ らが境界 p- pL附近にあり,更に式 (6-51)の拡がりを考えて,

解 <享 , ≧
(pL- 2√ラ音 ･i)2

^2

とすると,式 (6-70), (6-79)から

2×109 ≧書く+ ,≧2×109-2×108

(6-84)

(6-85)

(6-86)

となる｡従って,常磁性磁気能率は,更に巨大であって,+108〟Bといった彪大な値も期待

される｡

さて,ここで,式 (6-ll)に従って,

p-一芸 ∴<p,-一読 <H,

は,新体系物理学の立場でも期待される｡式 (6-73)から,

p-一意 〔huc(

7nl+7n_ 1
+n+÷)〕

2 2

である｡α,｡は式 (6-1)に与えられるから,もし境界がなければ,
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pz-一志 (tmf+-･2n･ 1) (6-89)

であって,式 (6-83)と一致する｡境界条件を入れると,前述のようにnが,Hに依存するこ

とになり,

･Z--｣ヒ (lm廿-･2n･ 1)+一望 ト Si)27noC moo
(6-90)

が得られる｡式 (6-45)でHを増大させると,式 (6-27)に従って, )が減少 し,式 (6-

46)のpM が減少 して,従って零点は一般に原点に近ずく｡ところで,Hを一定として, E′,

従ってnを増大させると,零点が無限遠から,原点に近づいてくる｡従って, p*- pLにある

関数の零点が,Hの増大により,p*く pLになったものを,元に戻すためには, nを減少させ

なければならない｡従って

荒 く O

であって, (6-84)式 と合せて,

克eH , ∂ n ､ ′〈.
ニ (一着 )= (2日nl+7n+2n+ 1)pB一言<+ >pB7noC

1 ′β2

(6-91)

(6-92)

となる｡

こうした磨大な反磁性および常磁性磁気能率を伴 う非常な状況が,＼電気抵抗が有限である常

電導体内で起っている筈がないというのが,新体系物理学の一つの結論である｡表 3に示すよ

うにサイクロトロン半径 rcは,H-1kOeとして,)3×103-6ms-1の速度の電子に対 し,

1,500Å～ 150〟となる｡こうした長い距離を常電導電子が,コヒーレントに動 くことは不可

能である｡上記の取扱いは更に,巨視的な試料の円周全体に互って相関する少(r,0,¢)

を仮定している｡これらは基本的に間違っていて,-このような長い距離に互ってコヒーレント

な波動関数は,超電導体でしか実現できない｡そして,超電導体のように量子力学的永久電流

を維持できる体系の場合,熱統計力学の内部エネルギーとして用いることの出来るものはE,a,n

ではなく,更にこれに外場磁場Hlとの相互作用の磁気エネルギー,式 (5-5), (5-6)を加

えたものになることが,新体系物理学の結論1),2)であり, その結果,彪大な常磁性磁気能率を

持つ境界電子群は,+101～Zevという彪大な磁気エネルギーを伴 うことになり,それ らは急

速に消滅 して,反磁性状態の電子に移 り,その結果,磁束は急速に内部より押 し出されて,マ

イスナー状態に遷移 してゆく｡この変化は磁場中で常電導体を冷却 して超電導体 とした際に発

生する変化 と,稗類似する｡
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常電導体が,マイスナー効果を示すことが出来ない理由は,常電導体は,ヴァン･リェ-エ

ンや,ランダウが,その金属内電導電子の反磁性の際に仮定したような,ポテンシャルの容器

中に閉じこめられた完全な自由電子ガスを持たず,金属イオン結晶格子の中で,結晶格子によ

り,常に熱擾乱散乱を受けて居 り,巨視的な電流を維持できず,従って,本解説で考えたよう

な7n,'nの巨大な,従って反磁性,もしくは常磁性の巨大な磁気能率を持つ電子状態が本質的

に出来ない系になっているのである｡従って,超電導体のように,試料の表面全体に量子電流

の流れる状況 も出現できず,あたかも,ランダウ達の取扱いが,正当であったかのような,弱

反磁性の状況も実験的に現れ得たのである｡

さて,このような状況のもとで,ランダウ反磁性の計算をこれ以上進めることは意味がなく

なった訳である｡しかしながら,いわゆる権威 と称せられる人達の業積であって,長い間,世

界中の他の権威者達も信 じて来た,所謂,物理学の常識を打破するのには,それ相当の,昔の

人達の努力の内容を知ることも必要であろうし,又,その努力の内容が,多少の修正の結果,

ある種の物理学的意義を発見出来る可能性がないだろうかという検討も行 う必要があると考え

る｡従って,次章で,以上の解析結果を踏まえて,ランダウ反磁性の計算方法の詳細 と,その

物理的評価を与える｡

§7 ランダウの反磁性の解析.Ⅰ;熟統計とその評価

ランダウの反磁性の取 り扱いは,既に見たように彪大な反磁性 と,彪大な常磁性の差 し引き

勘定であって,余程旨くやらないと何をやっているのか判らなくなって了う｡しかし,もとも

とはヴァン ･リュ-エンの考え方に基づき,零磁化であるべき体系に,量子力学の結果として

の境界電子群の相殺の不完全性から,何等かの反磁性が残って良い筈という考え方に基づいて

いる｡

さてヴァン ･ブレックによる取 り扱いは次の形式による2.7)円柱対称性 を仮定し,その-電

子 のエネルギーとして,式 (6-61)を採用する.そうして,7n>0は,サイクロトロン運動が,

円柱軸を囲む特殊な場合であり,関係する電子群は少数であると考えて無視する｡そうすると

実効エネルギ-は

E:,n- 紬 C(n･i) (7-1)

となる｡このエネルギーの状態が,7n--1から式 (6-23)もしくは (6-64)に基づく771の

値,すなわち,
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--弓 (芋 )2- 芸 pfhce H (7-2)

までの値 を取れるものとする誉それ以上のTnの値の状態は,零点の JOが, pL以上 とな り, 境

界条件 を満足 させ得ないと結論する訳である｡そ うした上で,フェル ミ分布の代 りに,ボル ツ

マン分布 を仮定する｡この点は,計算の便宜上であって,フェル ミ分布にしても,結果は大同

小異になる｡そ うすると状態和は

p:eE
2h c ∞

z- ∑ ∑｡-(a+与)売払C/kT
TTL=-1 n=0

IP呈eH e-紬 C/ 2 kT _p呈eH 1
2hc 1-e - ha)c kT = 4克c sinh(克a･C/2kT)

(7-3)

である｡これは-電子に関するものであるから,単位体積の電子の数 ⅣOを掛けて, 単位体積

の自由エネルギーFは

F-No(-kTlnZ)

磁化 〟は (6-87),(6-88)の関係 を信頼 して,

aF
M--- -No(+kT･aH 憲 ,--NopB 〔 coth eBE一 志 〕kT

--NopBL(FEBH/kT)

(7-4)

(7-5)

が得 られる｡ここに,L(PBH/kT)はランジュバン関数である.H- 0とすると帯磁率 をx

として

NoJLBZH N oPBZ

3kT 3 kT
(7-6)

が,得 られ る｡これがいわゆるランダウの反磁性帯磁率である㌘)特に注意すべき点は,境界域

常磁性電子群 よ りの常磁性の寄与を,単に式 (7-2)によ り,巨石の最高値 を, Hに依存 した

値で制限 していることだけにより,取 り入れたと考えていることで,常磁性 を計算せず,反磁

性電子数の減少 として, 1/Hの項 として,結果 に現れ る. この間接的方法による常磁性電子

の寄与の計算方法については,多 く討議 されたところであるが,熱力学エネルギーを,式 (7-

串 pLは正確に§6の pLである必要はない｡
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1)で定義する限 り正 しい もの と認められている｡ しかし疑点は残る｡これ らの疑念 を解消 さ

せる証明が,ダーウィンにより与 えられた｡いまからそれを説明する｡

ダーウィン22)は,〟- βLで無限大のポテンシャルの壁 を設定する代 りに,式 (6-20)の形

に着 目し,

- β¢ - 号 p 2 (7-7)

として,地物線状のポテンシャルの谷 を考え,熱統計を完全に行って後,B- 0に持ってゆ く

場合 を研究 した｡式 (6-20)でこのことは

♂2∬ 2 1

訂 - 評 - 4左 枠 里方2

になることを意味する｡従って

克2 1

lh wc=右 手 → 克uc〔1

12

4'n oc2Bl三

2g28

l
一25id

といった変換 を行えばよい｡もちろん,式 (6-21)は

E-E′+ ifii+ 克uc盲

Tn

2mo

(7-8)

(7-9)

(7-10)

(7-ll)

であって,このha･Cは (- e¢)の値に関係 しない｡しか し,式 (6-42)のha,Cは式 (㍗ lo)

の変換 を受ける｡結局式 (6-61)のE,a,nは,

En,n- h wct号+〔1+ e2H2 ･ ラ(i l･n弓 ,}+諾 (7-12)

1

となる｡ (6-91)式で問題にした境界電子群の nのH依存性は,式 (7-12)に見事に表現 さ

れていると言える｡その係数はHと共に減少 し,期待 された通 りの形である｡

さてこの E,a,nを使 って熱統計に入る｡再び単純化のためボルツマン統計 を使用すると,-

電子の分配関数 Zは

Z-∑｡-E-フル/kT=官 e-i-C(蔓十bif )/kT.∑｡-h 伽cbh .i)/kT
m'n 7n = - ∞

eα

α-1〕〔1- ｡-(β-1)｡〕
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A- 〔1+ 月
2

CO

m4
2

〟

ワ一夕)

α=PBM _ ehH

kT 27noCkT
(7-14)

を得る｡この計算では相互作用無視の点は残るが,境界電子群の処置に関しては完全である｡

従って磁化〟は

∂ ∂

M=NokT盲京 lnZ-NokT石膏

である｡更に

2 2
4B7noC PB

e2(kT)2a2 '

∂ ∂

kT万言~ p B訂 ,

などを使って計算すると,

〟 =-Ⅳ 〟B

α

a-1][1-e

∂b 4B 11
∂α 7n｡a･≡αb

霊 α.A- A-1

吉α(b2- 1)+:!a3(b4-1)+･--

を(b2- 1)+去α2(b4- 1)+,･･.･,

となり,H--0の附近で, A--1に近接させると

M～-
3kT

(7-15)

(7-16)

(7-17)

(7-18)

となり,ランダウの反磁性項が見事に導出される｡

ここで,式 (7-17)のAの中にはHが入っているから, その効果を見るため更に詳 しく検

討 して見ると,
讐 1 2 , Bh2

1+∑

nTl(号n+1)(2n･2)!L-0(kT)2

- 2 BhZ

n当(2n+2)!L ,n｡(kT)2

(7-19)

となる｡ (2/3)n+1>1であるから,B≠0の場合,境界電子群の常磁性項が増大し,反

磁性帯磁率は絶対値が減少する｡B--でx- 0であろうから,これは当然である.

さて新体系物理学は,以上の計算が,磁性の熱統計計算であるにも拘らず,体系の磁気エネ

ルギーが,どこにも見当らず,単に運動エネルギーに関して,熱統計を加えただけである点,

根本的に過まっていると結論する｡これらの計算に於て採用された量子物理学的前提は,理想

化された完全自由電子の近似であって,その仮定のもとに立っ限 り,巨視的永久電流の存在可

能な形式であり,もし,境界電子の量子状態が,式 (6-79)に従って,フェルミ面の近くの電
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子であり,数 eVの運動エネルギーを持っているものとすると,その速度 むは106m/Sの附近

であって,式 (5-6)に従って,その正の磁気エネルギーは102ev といった彪大なものにな

る｡このエネルギーは,もちろん,'式 (6-61)のE,a,nには含まれていない｡最も単純な場合,

すなわち,試料 C2が,ランダウ反磁性である場合を出発状態 として,もし,上記の102evの

常磁性電子の多数の状態が,熱擾乱効果によって,反磁性電子の状態に変換 したとすると,文

献 1),式 (39)31)に従って,印加磁場の源,C1に向って,電磁エネルギーを伴 う電磁波が,

∂W1 - - ∂Um12- ♂〔- (Fe2, Hl)〕 (7-20)

の形式で発射される｡Um12は上記のC2とCl周 の磁場の相互作用エネルギーであり, p2はC2

の全磁気能率である｡∂『1はそのシグナルが,C1に到着 した際,電磁的になされる仕事であ

って,今の場合,

∂W1-- ∂Um12-102evx(電子数 )

といった彪大なものになる｡又同時に,その式 (40)32)

｣Nv2(otO'8tO
∂E2･(j2+∂j2)dtdV- ∂Um22+∂UR

(7-21)

(7-22)

によって,試料 C2の反磁性磁気能率が増加 した分だけ, 上昇 した自分自身の磁気エネルギー,

∂Um22の上昇に見合 うだけ,試料自身から,その電磁気的でないエネルギー,すなわち,この

場合,電子群の運動エネルギーが減少する｡その際,運動エネ/レギーの減少に伴 う,体系のエ

ントロピー減少 との競合が発生する｡この競合の勝敗を決定するのが,遷移エネルギー原理33)

であって,不可逆過程発生の方向を

〔TE〕+T∂S>0 (7-23)

と規定する｡"遷移エネルギー"(TransientEnergy)〔TE]は,この場合-∂Um12- ∂Wl

である.エントロピーの減少,T∂Sは,式 (7-22)に従 う運動エネルギーの減少に伴 うもの

で,その程度の量であり,ランダウ反磁性による磁場IH2Iは,印加磁場JHIIより十分少さく,

∂Um22は大きくないから,その結果 としてのエントロピーの減少も小さいことが結論される｡

この過程は繰返されて,磁場の鯵透を許 した境界の常磁性電子群は,つぎっぎと反磁性に転 じ,

従って磁場の鯵透がなくなり,最終的には,式 (7-23)が,至るところ,等号になる状態,す

なわち,マイスナー効果の状況に落ち着 くことになる｡

なお以上の記述は,もし,磁場が完全に渉透 したランダウの状態がはじめに存在したとした
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場合の仮想的な結果であって,実際は,考えている体系は磁場の印加 と共に自動的にマイスナ

ー効果の状態になり,ランダウの想定したような状態は造れない｡又,試料の境界面を一周す

るような巨視的に大きい-電子の電子状態を想定し,それが一挙に軌道状態を変えるというこ

とも,もともと起 り得ない｡それは第一に,電子間双互作用の存在により,そんなに長距離に

一つの電子の波動関数が,伸びると想定することは正 しくない｡第二に,媒達論の原理に基づ

き,長距離に伸びた電子状態が,光速度より早く一挙に, コヒーレン トにその状態 を変える

ことは,原理的に発生出来ない誉従って,式 (7-23)は,熱擾乱による ∂J,すなわち,マク

スウェルの巨視的電流と認め得る最小の電流単位に対 して適用されるべきものであって,巨視

的には点に近い体積 AVに,閉回路として発生するものとして,文献 1)では描写 されている

のである｡いづれにしても,ランダウの想定した状態には原理的になり得ない｡

なお (7-23)のTE原理の本質は,高い位置で支えられた単振子を考えて戴ければよく,こ

の場合,支えを外すと落下し,巨視的な運動エネルギーとしての 〔TE〕を発生する｡ 〔TE〕

は熱力学的な準静的に設定される配位空間 (ConfigurationSpace)中に表現できない,遷移

状態のエネルギーを意味 し,ある意味で,一旦外に出たエネルギーは,完全には元に戻 らない

という不可逆過程の一つの原理を表現する.古典力学の動的な原理に基づく運動の開始は,す

べて 〔TE〕を発生させる過程として理解できる｡磁場中の電子の反磁性サイクロトロン運動

自身 も,磁気エネルギーを下げ,その下げた分だけが, 〔TE〕として,印加磁場の源に向っ

て飛行するものと理解することが可能である｡しかし量子論的には単純であるが,古典的には

-電子だけでは単振子のような形式になり,不可逆過程ではなく,可逆過程の形式になって了

う｡多数ケの電子があり,少くとも閉回路の形式で,サイクロトロン運動が形成されたときに,

上記の原理が,正確に作動するという複雑性を持つものである｡しかしながら,この事情の結

果 として,その逆の場合,磁場中で,電子が常磁性的な軌道運動を集団として行 うことは,物

理学の原理 としてはあり得ないのである｡もし発生すると,磁気エネルギーが上昇 し,その上

昇に見合 うエネルギーを,印加磁場の源から貰わねばならないから,負の 〔TE〕'が巨視的に

発生 しなくてはならなくなる｡これは式 (7123)で余程のT∂Sの利得がない限 り,起らない｡

なお遷移エネルギー原理自身は,既存の物理学,すなわち,力学,電磁気学,及び簡単な場合

の熱学 ･統計力学の原理が,媒達論の原理と両立できる唯一の原理として,解析的,数学的に

導出,発見されている33)もちろん,式 (7-23)は可能な状態変化の範囲内で,その進行方向

を規定するものであって,物理学的に,例えば,電磁気学的に不可能な変化を考慮する必要の

*ここに従来の量子物理学の基礎常識と,新体系物理学による理解 との相異が顔を出す｡
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ないことは当然である｡

さて,ランダウや,ダーウィン,ヴァン･ブレック達の想定した状況のもとでは,ポテンシ

ャル壁中の多電子系は,自動的にマイスナー効果の状況になり,その事は超電導体の観測によ

って実証されていると新体系物理学は結論する｡常電導金属では結晶格子を形成する金属イオ

ンと,電導電子 との間の相互作用,散乱があって,巨視的な永久電流を維持できない体系であ

り,もちろん,式 (6-64), (6-71)に示されるような巨大なpを持っ軌道が安定には存在

できない｡通常こうした金属では200Åといった程度の平均自由行路程を考えて居る｡ところ

で,式 (7-6)や,式 (7-18)の結果は考えている体系の大きさに無関係な結果になっている｡

従って,もし,これらの金属において,200Å-400Åといったところで, 常に散乱が起り,結果

として,そこに完全なポテンシャルの壁があることと同等になっているものと仮定すると, この場

合,ランダウの反磁性の状態に幾分近いものになると推定される｡その場合,関与する磁気エ

ネルギーは,電子の造る回路の半径に比例するから, 200Åと57n,nとして,先の計算に比 し,

200×10~10

5×10~
=4×10-6

の因子が掛 り,先に102evと考えた磁気エネルギーは

4×10~4ev-5oK

(7-24)

(7-25)

の桁 とな り,熱擾乱と競合できなくなる｡もちろん,磁気能率にも式 (7-24)の因子が掛る｡

そうすると,結果 としての磁化は僅少なものとなり,

lglくく 1 (7-26)

の場合には,新体系物理学に従 う体系の熱統計も,磁気エネルギーを無視 した,従来の方法が,

十分な近似になり得る(文献 34),Eq･(77),p.224) という結果に基づいて,ランダ

ウの反磁性の取 り扱いが,意義を持っ可能性が出て来るが,この場合には,先に無視 した,n>

0の場合も十分に考えなければならないであろう｡

§8.新体系物理学の提起する電導電子反磁性の世界像と′Q.E.Dとの関係

以上で本稿の課題の大綱は終 り,新体系物理学の考え方に就いては,文献 1)を読んで戴き

たいというのが,公式的な答であるが,最後に新体系物理学の創造 した電導電子反磁性の世界

像を,極 く大雑把に概観 しておく｡

新体系物理学は磁場のもとにおける電導電子の反磁性に関して,先ず明瞭に二つの場合を区
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別する｡それは

A.巨視的な永久電流を維持できる体系

B.結晶格子との散乱があり,巨視的な永久電流を維持できない体系｡

である｡この際,微視的な永久電流に関して一言述べると,量子物理学によって,すべての体

系は微視的な永久電流を維持できる体系であると考える｡いわゆる古典物理学では, りまさっ"

や,散乱が必ず普通であって,動いているものは,何もしなければ必ず停止するといった概念

が通用 しているが,新体系物理学は,巨視的物理学と微視的物理学を統一的に把握 し,かつ古

典物理学体系と量子物理学体系との厳密な解析的接続関係 を明確化する立場である｡以上のい

わゆる "緩和減衰現象門は,巨視的物理学の系から,微視的物理学の系-の,エネルギーの散

逸として考えられるべきものであるが,新体系物理学で,量子物理学系への解析接続 を考える

古典物理学体系は,微視的物理学体系そのものであって,それより更に超微視的体系は存在 し

ない｡従って,理由の明白なェネルギーの散逸機構は勿論考えるが,理由の判 らない, りまさ

つ"年どに類するものは考える必要がないO従って,たとえば,新体系物理学で,磁気能率を

持っFe3十イオンの3d電子の軌道運動は,古典物理学の括像としても,損失のない永久運動

として把握される｡また度々お断 りしているようにヲ,6) 電荷が加速運動をして居ると,必ず,

福射を伴 うという,電磁気学の大きい誤解とは訣別して戴かねばならないのである｡

さて,Bは通常の常電導金属であって,この場合,磁性の研究は,その電導電子と結晶格子

との散乱効果を明瞭に体系の中に取 り入れて,解析 しなければ正 しい解答に到達できない｡普

通 200Å位 しか,自由行路程のない電子に,僚倖を祈って,巨視的な軌道を持っ量子状態を仮

定した,ヴァン･リュ-エン,ランダウ,ヴァン･ブレック等の計算は,以上述べたように物

理学の青史に残る,世紀の誤謬を形成 したのである｡

次に,Aは,その代表例として,超電導体があり,新体系物理学の結論と一致 して,磁場の

もとで,体系は表面に反磁性永久電流を発生させて,マイスナー効果の状態に入る｡この結果

は次のように解釈することが,出来る｡

超電導体に磁場を印加すると,マクスウェルの方程式に従 う起電力,-(1/C)∂A/∂王に

よって,表面にEddyCurrentが誘起 される｡この誘起された電流は,そこに磁場Hがある

限 り,ランダム運動をしている古典的電子 としても,又量子物理学に従 う,単一電子の状態と

しても,マイスナー状態の渉透深度の状況のもとで,運動学的に安定化する3.5) その状況が熱

力学的にも安定であることを証明することは,相当に周到な準備が必要で,文献 1)の彪大な

貢数が必要であるO しかし結論は明瞭で,各電子は,その電子の存在する小さな空間 AVL

か意識せず,その巨視的には小さいが,微視的には大きい空間 AVで,そこに存在する磁場H
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-Hl+H2のもとで,自分の最安定熱力学的状態に落着こうとする｡その際磁気エネルギーは

本質的に重要であって,各電子の力学的な運動を記述する実効ノ､ミル トニアンには磁気エネ/レ

ギーが,含まれていないにも拘らず,熱統計効果には,その創生する 〔TE〕などを通 じて決

定的に重要な役割 りを果して,マイスナー効果の状況を,その最安定状態とすることが結論さ

れる｡

なお従来の物理学で,磁場のエネルギーが無視されて来た根は深 く,その根源は,量子電磁

力学 (QuantumElectrodynami｡S,Q.E.D.)に迄及び,Q.E.D.でヲ6)電子の量子力学的

状態をr-マ トリックスで表現するが, そうすることによって,電子のスピン磁気能率に基づ

く磁場と印加磁場との磁気相互作用エネルギーが,自動的に理論構成の枠組みの中から消えて

了うというところにある｡Q･E･D･から,従来の原子の量子物理学が組み立てられ,その計

算結果は,原子のエネルギー準位や,電子の9-因子等,広汎な分野で,八桁,九桁と言った

理論と実験 との一致を得ていた訳で,まさか,そんな厳密な理論体系に,大きい欠陥があると,

誰も考えなかったという歴史がある｡なおこの間題は電子の自己エネルギー無限大の発散 とい

う,Q.E.D.の持つ最大の欠陥 と結合 して居 り,従って,発散の問題 を解決 しない限り,辛

が着けられなかったという事情もある3.7)本解説では余 り強調 しなかったけれども,新体系物

理学は,電子の永久電流モデルという,発散の問題を自動的に解決する新概念の根拠を得て,

以上の困草の解決を謀ることになり,六桁程度 ということで,現時点ではQ.m D.の精度 よ

りは押下であるが,これらの諸問題を一挙に解決し,巨視的物理学にまで展開可能な物理学の

枠組みを樹立したのである308)判って見るとQ.E.D.は,先述の 〔TE〕に相当する,磁気誘

導 と呼ばれる,電磁エネルギーの移動と,磁気能率と印加磁場の存在下で,必ず存在する磁場

のもつエネルギーとの両者を一緒にして無視 していた訳であって,幸い,電磁気学的に両者の

和の変分は零になるという厳密な関係が存在する結裏 1)スペクトル線の波長といった,微視的

な観測量には全 くその影響が現われず,従来の原子物理学の骨組みが形成されたのである｡と

ころが,巨視的物理学では,これらの無視された効果が重要である｡一番簡単な例は変圧器で

あって,われわれの電力は,まさに磁気誘導によって,伝達されていると言ってよい｡又磁場

の持っエネルギーも,超電導マグネットの断線時等に,疑いようのない姿で現われる｡そして,

マイスナー効果の熱統計力学に際して,その重大な役割 りが,新体系物理学によって明白化さ

れたのであると言える｡

以上新体系物理学は,従来のQ.E.D.の基礎の上に立っものではなく,Q.E･D･と併行

する新物理学体系である.現状では一応 10~6程度の精度の構造を取っているが,Q.E.D.の

構造を取 り入れて,Q.E･D･以上の精度に仕上げてゆく可能性 も十分にあるものと予想する｡
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従って,ここにも若い頭脳の活躍する新 らしい領域のあることを指摘 させて戴いて,本稿を閉

じる｡

なお本稿で述べた,ランダウ反磁性の量子論の理解に関 して,芳田杢氏より, 1981年の夏

より秋にかけて,色々討議戴き,文献などの状況 も知 らせて戴いたという歴史がある｡合せて

ここに感謝 させて戴 く｡

附録 A.抱束状態に対するVirial定理

ノ､イゼンベルグ表示に拘泥することなく,新体系物理学では8)

･ ･ ∂Lu ∂謎/

= 'qrpr)-qrpr･qrpr-玩 pr-qr元
(A-1)

把 fET< 孟 (qrpr),dt-T.i-J iTま くq,plr,dt-0 (A-2)

･芸 pr,-<qr荒 , (A-3)

ただし,= は時間平均値である.定常状態では- は不要である｡同様にq芸pTや,ln

qr, Imp, に作用 させることにより

∂Lu

<血 >-<両 >- 0,<並d≠ d≠
∂L息′

'= -<不二>= 0

･p芸崇 ,- 0,< q ,n笠 ,- o

1dqr＼_,l / 1dpr

`二 二皿 '=0, `~ ⊥ ｣'- `二 (~両qrdt pr dt pr

などが得 られる｡
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