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共鳴準位不純物のCDW相-の効果

(1986年 10月 27日受理 )

常盤大学 三 沢 進

要 旨

U-0 Anderson 不純物 (共鳴準位不純物 )が 1次元電荷密度汲 (CDW)と相転移にどの

ような効果を及ぼすかを,CDW 状態に対してのHartree-Fock近似の枠内で,Green函数の

方法で考察する｡不純物が 1個のときの束縛状態が有限濃度で impuritybandに成長してエ

ネルギーgapをこわす様子を調べ,超伝導体に対する結果と比較する｡ 転移温度-の効果に

ついても考察する｡

§1 序 論

最近, Roshenl)は通常の非磁性不純物を含む 1次元電荷密度 (CDW)状態の熱力学的性

質をHartree-Fock近似で調べ,エネルギーgapやオーダーパラメタ,転移温度,帯磁率等の

振舞を考察 した0本論文では,U-0 Anderson 不純物 (以下, ｢'共鳴準位不純物｣と呼ぶ

:Uは局在電子間のCoulomb斥力 )のCI)W相-の効果を調べてみる｡

超伝導体中の場合は,Anderson不純物の効果にっいて古 くから多くの研究 2~6)がなされて

きた｡特に,Machida-Shibata5) (MS)は,共鳴準位不純物 1個のとき超伝導のエネルギー

gap内に束縛状態がFermi準位に関して対称の位置に対をなして生 じ, 有限濃度のときには

これが impuritybandに成長してgapをこわしていくことを兄いだした｡

本論文では, 1次元CDW中の共鳴準位不純物をMSと同じGreen函数の方法で考察 し,超

伝導体に対する結果と比較する｡この方法は,正常金属中の 1個の共鳴準位不純物のときには

厳密解を与える｡しかし,本論文ではCDW状態にっいてはHartree-Fock近似で扱ってゆら

ぎの効果を無視し,また,鎖間結合等の役割を無視しているので,そのまま実験結果を予想す

るものではない｡

MISAWA,Susumu.
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§2 不純物 1個の問題

1次元 Peierls-Fr61ich系中の共鳴準位不純物に対する totalHamiltonianHtotを Bra-

zovskii-Dyaloshinskii7)のCDWの表現法を利用 して次のように表わす｡

Htot-Hc+Hc7+ Hp + Hd+ Hc-d･

Hc-∑Jdx言 6+ (x'[-ivF芸 子3]20(x,Iq

/へ /＼ /＼

HcIP-与Jdx言o+(･x)llp(･x)I.+ lP+(x)T-]cq(x)･

Hp-号W｡9)鶴

Hd-=Edd,o+do,♂

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

Hc - i-∑ Jd･xl言 o+ (･x)芦 (x) do+d,十 i)十(x)言 o (x )] ♂ (･x - x l ). (2･6)cr J 0-' ､ I 0 0

ここで, Q(-2kF)はCDWの波数であり,kFはFermi波数である｡ スピン0と±kF に

近い波数をもつ伝導電子の消滅演算子をcol.(義)e±iQx/2とするとき,

/＼
co(x)-

cq+(･x

co_(a

con(.I)二 ,k烏 ′2Ck･nQ/2

forn-i.

(2.7)

(2.8)

Lは系の長さである｡また,

T3･ T土-去(手車 72)

/＼ /＼ /＼

はPauli行列である｡振動数 a'(q)のフォノンの消滅演算子をbqとすると,フォノン場

p(x)eiQxは

p'x)- .qf<{Q吉 (bQ+ q+A-+Q-q)eiqx (2･9)

で与えられ (Nは格子点数 ),電子-フォノン結合定数を)で表わした｡局在電子については

エネル ギー ed,スピン0のd電子の消滅演算子をdoで表わした｡S-dmixingvによって,
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/＼
㍗(∬)は,

/＼
㌢(∬)-㍗

で与えられる｡不純物の位置を雪 とした｡

次に, Hartree-Fock近似でCDW状態を考え,

lP(x)-A,

をオーダーパラメタとし,ゆらぎは無視する｡また,

とす･bdと,

言o(･x)- ∑ - eikx
JkJ<Q/2CkoフF

で,電子系に対するHamiltonianは次のように書きかえられる｡

H +HcIP + Hd+ Hc-a- Ho+Hl･C

Ho-PovFkg k+07 3言 ko'E Ag k+6; 1; ko'∑edodo+do･♂

Hl-記 言k+07k(xi)do･Fodo+宕k+(･Xi)cko･

/＼

ここで去k(.xi)-Vf l覇
であり, k手口は lkLく Q/2の領域に限る｡

このHamiltonianに対して,次のような2時間 Green函数を導入する｡

/＼

Gkk′o(a,)-≪ 言 kq;言 k+,o≫

≪ck+kFO;C kt+kFO.≫ ≪ ck+kFO;Ck+,-kFO≫
十

≪ck-kFO;C k/+kFO≫ ≪ck-kFO;Ck+,-kFq≫

ー 341 -

(2.10)

(2.ll)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

(2,17)

(2.18)
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Gdq(a･)-≪do;a:≫ (2.19)

これらのGreen函数の (2.14)の下での運動方程式は,次のように解くことができる｡

Gkk,q(W)-ZkOo(W)∂kk′+ZkOo(a)uk(xi)Gdo(W)宕k+,(･Xi)akO,o(a), (2.20)

/＼ /＼

ここで,

akOo(W)- (W-uFkT3-A71)-1,

/′＼

GdO(CD)- (a,-ed-F(W))Jl ,

/＼

F(W)-鍾 (･x i)akOo(a)v k(xi)

Il(a)+AcosQxi)
for QJく A,

T-V2/VF

束縛状態の位置 aF Q,B(xi)は, (2･22)の Gdq(W)のpolcによって決定される｡

すなわち,

Y(Q')… WB(xi)+T
a)B(xi)+Acos(?x乙

/ム2二wB(･xi)

- Ed

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

これをa,B(xi)にっいて解くと,図 1に示すように,個数は1個 (Q･xi-0･7Cのときは Ed

の鮭によって 1個または0個 )であ り,MSS)が超伝導体中の同じ不純物に対して得た結果

(束縛状態の個数は2個で,Fermi準位に関して対称の位置にある )と異なる｡

§5 有限濃度の問題

有限濃度 C(-Ni,nP/L･Ni,npは不純物の個数)の共鳴準位不純物を含むときの伝導電子の

Green函数は通常の近似を用いて次のように表される｡

/＼ /＼ /＼

Gkko(a,)-((V-VFkT3-AT了 Z(W))｣ ･ (3･1)

ここで,自己エネルギーZ(a,)は,以下の (3･5)で与えられる局在電子 Green函数 Gdq(a･)

を用いて,
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/へ
I(W)-く∑uk(x乙)Gdo(W);i(･xi)>AV乙

-く琉 i三xL e: Xi] a do(α)>AV･
(3,2)

と表わされるo く >AVは不純物わ配置に関 しての平均である. 式 (3.2)で非対角成分は,

Fukuyama-Lee8)により弱いピン止めの議論に用いられている方法を用いて,

-くLEe±iQxiL>AV-～空妄-(呈)喜
1L乙 L

と評価され,対角成分に比べて小さいのでこれ を無視すると,

ll(W)≡cv2†否do(W).

有 限濃度 の ときの局在電子 Green函数は,

Gdo(W)- (a,-ed一万(W))∴

F(W)-く号 宕 k+(･Xi)Gkko(W)uk(･Xi)>AV･

/＼ /＼

式 (3･1)-(3.6)を自己無撞着に解くために,

/へ ′､､ノ

Gkko(a,)- (a,-VFk?3+器 1)-1,

-1j) -3 0 .5 1-0
u

図 1 束縛状態の位置の決定｡

A-1,I'-1,6d- -2o
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図2 式 (3.12)における,いくつ

かのEの値に対するVのu

依存性｡

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)
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とおくと,(3.6)は

F(W)ニー
I.=

のように計算できて,(3.1)と(3.7)よりAとa)に対しての次の方程式が得 られる｡

～
60=a)-CV2

′■)
A-A.

′＼′′■ヽJl
ここで, a -W/A,V-al/A とお くと, (3.9)より,

V -a+

ただし,

とした｡

V-id+-I'u/ノ手詔 ~

ed- Ed/A･ -I.-I./A, I -cv 2/A2

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.ll)

(3.A)状態密度

MSと同様に, C≪1または (≪1のときには,第0次近似としての V - uを(3.ll)の右

辺に代入すると,

i)- a+ (3.12)

u-id+テu/ノ手=~訂

この式のVをuの函数として表すと,図 2のようになる｡式 (3･12)のpoleは cosQxi-0の

ときの (2.25)で与えられる束縛状態の位置にある｡ このため, Cが小さいときVの束縛状態

の位置付近で弘が実数でなくなり, Cが大きくなるにつれてこのようなVの範囲は広がってい

く｡従って,伝導電子の状態密度

N(W)=3i lm
a

7" F 石二言

(3.13)

の定性的振舞は図 3のようになると推測される｡すなわち,不純物 1個のときの束縛状態の位

置の付近からimpuritybandが成長してエネルギーgapをこわしていく｡ MSの超伝導体に

対する結果と異なり,Fermi準位に関して対称でないこわれ方をすることに注意したい｡これ
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N(hJ)2Ⅰ一/ TVF C=0C:Sc.'1

-1 0 1

図3 不純物濃度が増大するとき

の,impuritybandの成長｡

t V
1

∈ =1

-1 .1.01♪1I.1 0 1 u

図4 式 (3.ll)における,いくつ

かのEの値に対するUのu

依存性｡

は,両者の束縛状態の存在の仕 方の違いに起因 している｡

不純物濃度が大きくなったときは,正 しくは (3.ll)を解かねばならず,数値計算の結果を

図 4に示す｡結果は本質的には変わらないことがわかる｡

(3.B)転移温度
/＼

次に,濃度 Cが微小のときの転移温度 Tcについて調べる｡式 (3･1)の Gkko(a,)か ら得 られ

る温度 Green函数の表式 を用 いて,濃度 C の 1次まで計算すると,

Tc 【 〔 2Il(LwnJ+r)
log-{ -～-C7" F Tc ｡ 写
-voTco ′ ~ c O n-,oLwnJ2 ((匝 nJ+r)2+63)

ここで,Tc｡は不純物がないときの転移温度であ り,

(3.14)

a'n -(2n+1)7CTC｡

は Matsubara振動数である｡式 (3.14)の右辺は負であるから,共鳴準位不純物 も(通常の不

純物 と同じく)転移温度 を下げることがわかる｡n和 を計算すると,

4Tc.(6孟+I12)

27C(Il-iEd)2

1

27;(Il+iEd)2

[-+(i,･少(三 十

上 す(圭 +再 +

- 3 4 5 -

Il-ied
27TTco

I'+iEd

27rToo

)]

)]). (3･15)
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ここで, 少(Z)はディガンマ函数である｡式 (3.15)は

Tc｡≪ノ秤

のとき,次のように近似される｡

Tc-Tco

Too
-～-C7"FI"[

×log2り

4Tc｡(63+r2) 7E(63+Il2)2

璃 丁戸 26dI,

7CTco 7C(83+I12)2

ここで, ワニeγ-1.78･･･(γはEuler定数 )である｡

tanll% ]･ (3.16)

§4 結 論

1次元CDW状態はHartree_F｡ck近似で扱い,共鳴準位不純物の効果をGreen函数の方

法で考察 したO結果は以下のようにまとめられる.

CI)W 中に共鳴準位不純物が1個あるときは,束縛状態の個数は超伝導体中と異なり, 1個

(Qxi-0,7Cのときは Edの陪により1個または0個 )である｡有限濃度 C のときには,この

束縛状態 (ただし, cosQxi-0に対応するもの)の付近からimpuritybandが成長するの

でCDW のエネルギーgapは(超伝導体とは異なり)Fermi準位に関して非対称なこわれ方を

する｡また,通常の不準物と同様,~共鳴準位不純物もCDW相-め転移温度をさげる｡
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