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五十嵐潤一

陽電子はフォノンの衣も同時にまとっているはずであるが,それによる有効質量の増大は1

-2%に過ぎない.しかし,フォノン散乱による陽電子の状態のダンピングの効果で運動量分

布の幅がみかけ上広がり,かつ長い尾をひくようになる(ガウス型の分布がローレンツ型の様

相を帯びてくる)ことが指摘されている90)この効果を無視 した従来の実験の解析払 みかけの

有効質量を与えていたに過ぎない可能性が高い｡

最近Kに対して再実験が行われ,この効果を考慮した解析が行われた雪)その結果,真の有効

質量が m串-1.47nであることがわかり,同時に陽電子-フォノン結合定数 も求められたo
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10.遷移金属における3d空孔の運動

阪大理 五十嵐 潤 一

1.序 論

3d空孔の状態を直接的に反映する実験 として光電子分光をあげることができるo光を照射

して放出させる電子のエネルギースペクトルを測定する実験で,電子のぬけた状態 (空孔 )の
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遷移金属における3d空孔の運動

エネルギースペクトルを求めることができる｡最近,角度分解光電子分光により,多くの固体

で空孔のスペクトルが測定され,バンド計算のエネルギー分散関係と比較されている｡また2

つの3d空孔ができた状態は,共鳴光電子分光によって観測できる｡これは,照射光のエネル

ギーが内殻準位 とフェルミ準位との差に相当する値を通過する時,共鳴的にスペクトル強度が

増大する現象である｡2個の3d空孔は,いったん内殻電子がフェルミ準位より上にある状態

に光学励起され,それにひきつづいたCoster-Kronig遷移によってつくられる｡以下議論する強

磁性ニッケルの場合,実験1)はバンド計算とかなり違 う結果を与えている｡すなわち,(1)交

換分裂 (同じ波数をもつ状態の†スピンと1スピンとのエネルギ一差 )は,バンド計算の約半

分である｡(2)3dバンド幅は,'バンド計算より30%もちぢんでいる｡(3)フェルミ準位から

6eVはなれた位置にサテライ トがあらわれ,共鳴的に増大するOこれ らの食い違いは,電子

相関の効果によるものと考えられる｡

せまいバンドの電子相関は,遷歴電子磁性の基本的問題の1つであり,かなり以前,ハバー

ド,グッツピラー,金森等により重要な進歩がもたらされた｡特に金森2)紘,電子数が少ない

極限で正確な解を与えるt--行列理論 を提案 し,ニッケルの強磁性を議論 したoその後,電子-

マグノン相互作用を考慮することで,金森理論を拡張する試みがなされたが,3)電子-マグノン

多重散乱と電子一電子多重散乱を結びつける点にあいまいな所があった｡筆者4)は,三体相関ま

で正確に考慮することで,上記のあいまいさのない理論を発展させた｡以下では,この理論を

概略したあと,一次元ノ､バー ドモデルに適用し,厳密解と比較することで理論の妥当性を吟味

する｡次いでニッケルに対するモデルに適用し,光電子分光と関連した問題点を議論する｡最

後に,三体相関の重要な例として,半導体,絶縁体での共鳴光電子放出をとりあげ,遷移金属

の場合と比較して議論する｡

2. 三体相関理論4)

次のノ､バ- ドハミル トニアンを用いる｡

H-∑[(E(k)-〟)aTk†akT+(E,(k)-p)a言Jakl]k

+ (U/N)pl!2qa!1･qlaTp2-qTap2Tapll
(2.1)

ここでaTkoはスピンO,運動量 kのプロツホ電子を生成する演算子であり,Uはクーロン相互

作用, FEは化学ポテンシャル,e(k),E′(k)は運動エネルギーである｡以下,議論をJスピン

バンドには電子が1個しか存在しない場合に限る｡この理論では,中間状態における電子一正

孔対 1つを含む三粒子相関を,フアデエフ理論5)を用いて正確に考慮する｡粒子 3と2との多

重散乱のみを考慮すると金森理論がえられる｡また,粒子 3と1との多重散乱を考慮すること
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五十嵐潤一

図 1. 3粒子状態の略図

でマグノンの効果はとり入れられる｡ 詳細

は省略して,一次元モデル,すなわち,8(k)

--2tcosk… 6′(k),の場合に適用した

結果を厳密解と比較して示す.6)

(1)基底状態エネルギー

図2に示されたように,厳密解(McGuire-

LiebJWu)との一致は大変よい｡

(2)基底状態の相関関数

図 3に,原点に Jスピン電子がある鯵合

の†スピン電子の分布を与える相関関数を

示した｡ †スピン電子 とJスピン電子とは,

さけあって運動している｡ 三体相関を考慮

することで, Jスピン電子近傍の分布が改

良される｡

(3)一粒子励起スペクトル

光電子分光で観測されるスペクトルと対

応している｡(電子-空孔とおきかえて考

える｡)図4からわかるように,有限系の数

値的に厳密な計算と比較して大変よく一致

している｡

o TU2 kF 花

図2･基底状態エネルギー.kF≡ 7E(Ne-1)/N
Ne11は†スピン電子数｡エネルギーは,

相互作用のないNe-1個の†スピン電子
系のエネルギーから測られる｡実線は厳

密解｡×印は三体相関理論｡波線は金森

理論｡一点破線はハー トリー ･フォツク

近似｡
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図 3.基近状態の対相関関数｡原点に1スピン

電子があるとした時のもの｡
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図 4. -粒子励起スペク トル｡釧 ま全運動量.

Zはエネルギー｡ヒストグラムは有限系

での数値解｡スペクトルの上につけられ

た数字は強度を示す｡(全体で1｡ )

-70-



遷移金属における3d空孔の運動

3. ニッケルへの応用4)

三体相関理論が十分正確なスペクトルを与えることが,以上のことからわかった｡この理論

をニッケルの強磁性状態に適用 してみる｡ Jスピンdバン ドがすべて占有されてお り, †スピ

ンdバンドには0.6個空孔があるとする｡0.6個の空孔は,主として3つの縮重したバンドに

分布 しているので, 1バンドとして0.2個 †スピン空孔があるとし,縮重の効果を全 く同一の

バンドが3つあるとしてとり入れる｡前章の理論は,電子←空孔 とおきかえればそのまま今の

場合に用いることができる｡

表 1. Niの有効バンド幅とサテライト

U 有効バンド幅/W サテライトのフェルミ準位からの位置

1.05u) 0.73 ～geV

0.64W 0.83 メ-7eV

Wはもとのバンド幅｡

半定量的な見地からは問題が残る｡即ち,バンド幅の縮みを実験結果に合わそうとすればクー

ロン相互作用をバン ド幅より大きくとらねばならず,そ うするとサテライ トの位置はフェルミ

準位から6｡Ⅴよりももっと離れる｡この事は,すでに指摘されているようにア)4S電子の遮蔽

効果を考慮することで解決できるかもしれない｡

4. 半導体,絶縁体における共鳴光電子分光

三体相関が重要になる例として,半導体,絶縁体での共鳴光電子スペクトルを,次の2バン

ド･/､バー ドモデルに基づいて考察しよう｡

H- kF;Ev(k)aTkoako+∑Ec(k)b!obkq
†

'(Uvv/N)pIPE2qa吉1.qlap2-qTap2↑apl↓
' (UvC/N)pIP% 0; a三1+qqbpT2- qO,bp 20′ap 16

ここで, a+,A+は,それぞれ,価電子,伝導電子の生成

演算子であり,Uvv,Uvcは,それぞれ,価電子同も

および,価電子 と伝導電子間の,クーロン相互作用であ

る｡終状態では,価電子帯に空孔が2個;伝導体に電子

が 1個つくられている｡

この三体問題は,前章で述べた理論を拡張することで

解ける｡理論の詳細は省略 して,ev(k)ニーEIV困 ,7r
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電子放出の終状態｡



五十嵐潤-

Ec(k)- 聖 刷 +B,Wc/Wv-2,の 1次元モデルに適用した結果を以下に示そうO 三体7r
束縛状態 (trion)の存在する領域を図 6にtrionの波動関数を表2に示した｡Uvcが変化しても,

UvC/(WvJ2)

5 IO

UyvJ(Wv/2)

図6. 3体束縛状態の存在する領域｡

(文字Tをもつ領域｡)

表2･三体束縛状態の波動関数 や (xl,x2,X3)粒子3

- の位置 ∬3を原点に,そして原点の振幅を1となる

ようにした｡エネルギー単位はWv/2である｡

Uvv-8
Uvc-0.5

0 1

1.0 -0.08 0
0.59 -0.08 1

Uvv-8
Uvc-2

0 1

1 -0.08 0

0.19 -0.08 1

Uvv-8
Uvc-6･5

0 1
1.0 0.008
0.06∫0.008

粒子 2の粒子 3に対する振幅の空間分布はほとんど

変化 しないことに注意しよう｡図 7で,中間状態で

の内殻空孔と伝導電子 との相互作用- Ucore/(Wv/2)
ニー1.5とした場合のスペクトルを示した｡相関の強い場合は,サテライ トピークはtrionから

成 り,入射光のエネルギーがしきい値をこえても消えずに残る｡ このスペク トルは,CuI,

Cu20等の実験に対応 していると思われる｡相関の弱い場合,幅の広いサテライ トがあらわれ

るが,入射光のエネルギーを増大させると,オージェスペクトルにとけこんでしまう｡
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図7. 共鳴光電子スペクトル.EBは,入射光のエネルギーと光電

子のエネ′レギーとの差｡､ェネルギー単位はすべてⅣⅤ/20

点線,実線,破線,一点破線はAV ≡y-〃0--1･0,0,
1.0,2.0に対応する｡ ここで 少は入射光のエネルギー,

L/.はしきい値.

5. 結 語

銅,ニッケルでの共鳴光電子分光は,終状態で 2つの3d空孔は同 じ原子位置に強く束縛さ

れてお り止まっているとの仮定のもとで3d,4S電子の遮蔽効果を考慮 して,解析されている｡
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一方,ハバー ドモデルを用いた理論によれば,束縛状態は非常にゆっくりとしか並進運動 しな

いが,2つの空孔の相対的振幅は空間的にかなりひろがっている三)ここで,前章の tri｡nの波

動関数において,2つの空孔の相対振幅は,Uvcを大きくしてもほとんど変化 しないという事

を思い出そう｡4S電子の遮蔽効果においても同様の事が起こっていると考えれば,2つの3d

空孔の束縛状態は,ハバー ドモデルで用いるクーロン相互作用定数で決まっているのではなく,

裸の大きなクーロン相互作用定数で決まっていると考える方がよいのかもしれない｡このこと

をはっきりさせるため,3d空孔2個 とそれを遮蔽する4S電子 とが存在する模型で,有限系の

数値計算を進めている｡
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