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｢強相関伝導系の物理 若手夏の学校｣

東京大学物性研究所

東京理科大学

柴田 尚和

近藤格子

1 Anderson格子と近藤格子

重い電子系として知られるCe化合物や U化合物のf電子は､その大きな軌道角運動量から

非常に局在した軌道を持ち､遷移金属の3d電子と比べて比較的良く原子状態を保っている｡し

かしながら､実際には､f電子の波動関数は､隣合う原子の外殻電子の波動関数と重なりを持ち､

そのためf電子はある確率で伝導電子と混成する｡このような状況における電子状態は､f電子

の軌道縮退を無視すれば次のハミルトニアンによって記述される｡

HAL=-i∑ C.Tqcjq･V∑(fIqct･q･cfqfiq)･Ef∑fJqfiq.昔∑fIqfiqfLfi-q (1)
<i,j>q iq iq lq

これはAnderson格子模型と呼ばれ､Vはf電子と伝導電子との混成の強さを､Efはフェルミ準

位から測ったf準位のエネルギーを､Uはf電子間のCoulomb斥力を表している｡f電子の局在

的性質からUは他の項に対して小さくないので､多体効果をあたえるこのUの項は本質的に必要

になっている｡

図 1

ここでf準位に電子が平均して 1つだけ存在する場合を考える｡実際､このような状況は多

くのCe化合物で成り立っていると考えられるが､この模型ではEf<0,2E/+U-0とする

ことで実現される｡これは､f準位はFermi準位以下にあり､かつ､2つの電子が同じ一つのf準

位を占有したときには､Coulomb斥力 Uによって f準位に電子が存在しない場合と同じエネル

ギーになることを意味し､するとf準位に電子が存在しない確率と2つ存在する確率が等しくな

り､平均して 1つの電子がf準位に存在するようになる｡この状況において､混成の強さVがf

準位のエネルギー Efに比べて大きい場合､f準位の電子数のゆらぎは大きく､CeSn3やCeNiに

見られるような価数揺動を示し､f電子の遍歴的性質が強く現れるようになる｡一方で､混成の

強さVがf準位のエネルギー Ef･に比べて′は くなると､f準位の電子数のゆらぎは小さくなり､

常に1つのf電子がf準位に局在する状況が生まれてくる｡こうした状況が実際に成立している

と考えられる物質は重い電子系の中でも近藤格子系と呼ばれている｡一般にf電子の数が常に1

で固定された場合､f電子の自由度はスピンによって記述される｡上のAnderson格子模型は､∫

電子の電荷の自由度を抑えると近藤格子模型になる｡理論的に取り扱う上では自由度の少ない方

が簡単であるから､重い電子系を理解する第一歩としてこの近藤格子模型を調べてみる｡
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講義ノー ト

そこで､まずAnderson格子と近藤格子の関係を考えてみる｡Anderson格子においてf準位

の電子数がほとんど常に1である場合､f電子と伝導電子との主要な混成の過程はVについての

二次摂動で与えられ､次の4つに分類される｡

1.up(down)スピンの電子がいるf準位に､down (up)スピンの伝導電子が一時的に移り､そ

の電子がそのまま伝導バンドに出ていく過程｡

1･ 章 一 罵 -Vv
r準位 -4- 一斗｣'-ニトー

図 2

2.up(down)スピンの電子がいるf準位に､down(up)スピンの伝導電子が移り､代わりに

もともとf準位にいたup(down)スピンの電子が伝導バンドに出ていく過程｡

2● 章 一芳 一r準位 -千
十千㌔
⊆⊆= 図 3

3.f準位にいるup(down)スピンの電子が伝導バンドに出ていき､代わりに伝導バンドにい

たup(down)スピンの電子がf準位に移る過程｡

一一1-
3･ 章 一

f準位 -4-
V v

千

一 軍 図4

4.f準位にいるup(down )スピンの電子が伝導バン両こ出T-いき､代わりに伝導バンドにい

たdown(up)スピンの電子がf準位に移る過程｡

-1 丁

4･ 章 一
r準位 +

-ヰー

'LIAsr

⊆⊆=
図5

ここで､1.の過程は､伝導電子とf電子のスピンがそれぞれ反並行の時に起こり､f電子のスピ

ンは変化せず､伝導電子とf電子の入れ換えがないので､この過程によるエネルギーへの寄与は

次のように表現できる｡
v2

Ef+U-Ek
C主,二ock_qf!qfiq
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｢強相関伝導系の物理 若手夏の学校｣

また､2.の過程は､伝導電子とf電子のスピンがそれぞれ反並行の時に起こり､伝導電子とf電

子のスピンが交換され､伝導電子とf電子の入れ換えが生じるので､この過程によるエネルギー

への寄与は､
v2

Ef+U-EkCと.qck-qfit_Jiq (3)

と書ける｡3.の過程は､伝導電子とf電子のスピンがそれぞれ並行の時に起こり､伝導電子 とf

電子のスピンは変化せず､伝導電子とf電子の入れ換えが生じるので､エネルギーへの寄与は､

v2
印 - Ef

cL,qckqfitqfiq (4)

となり､4.の過程は､伝導電子とf電子のスピンがそれぞれ反並行の時に起こり､伝導電子とf電

子のスピンは交換され､伝導電子とf電子の入れ換えが生じるので､この過程によるエネルギー

への寄与は
v2

Ek-Ef
C王,qck_qf!_qfiq (5)

となる｡いま､E/+U--E.Fが成り立っているので､伝導電子のエネルギーの k依存性を無視
して

v2 v2 J
･.･一･･一･･････.･- ～･.･･･一･■- ～･-
Ek-Ef Ef+U-Ek 4

(6)

とおけば,混成の効果は上の4つの項をまとめて次のようになる｡

JSG'ct･,ck.-CL･⊥ckl''fit.fiT-fIlf.･↓,.i'cL･,cklfIlfi.･cL･,ICk.f!Tft･l'〉 (7)

ここで､伝導電子の生成消滅演算子をFourier変換すれば､J.I-喜(cITTCiT-CLCil),ql-C.TTCil,
qz:-cIICiT,Sf-主(fJTfi†-f!lfil),Sl-flTfil,Sl-f!lfi†を用いて混成の効果は最終的に

J;(JlfStf･喜(柵 ･柵)) (8)

と書ける 【1】｡これは､伝導電子と局在スピンとの間に反強磁性的な交換相互作用が働くことを

示 している｡このようにして､Anderson格子において f電子が常にはば1つ存在するような場

合は､V,Ef,Uの3つの項を (8)式の形にまとめることができ､下の近藤格子が導かれる｡

HKL- -i<E;qctTqc,･q.J;(qtfS.弓'柵 .碑 ') (9)
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2 RKKY相互作用

近藤格子系の多くの物質 (CeSb,CeB6,-)は､低温で磁気転移を起こす｡同じ4f電子系の

希土類金属 (Tb,Dy...)の磁性はRKKY相互作用によって説明される｡ここで,近藤格子での

RXKY相互作用をみてみる｡

近藤格子は､伝導電子と局在スピンから成っている｡いま､交換相互作用 Jがないときを考

えろと､このときには､局在スピンがどの方向を向いても伝導電子は影響を受けないので､基底

状態は伝導バンドに電子がFermi 準位まで詰まり､Nを局在スピンの数として､2Nのスピン縮退

があるようになっている｡ここで､あるサイトiに小さな交換相互作用Jを入れてみる｡すると､

伝導電子はそのサイトで.痛 に相当する局所的な内部磁場を感じるようになる｡この内部磁場に

よって伝導電子は偏極することになるが､最も偏極し易い電子がFermi準位近傍の電子であるた

め､kFをFermi波数として2kFの波数を持って振動する伝導電子の偏極が内部磁場の働くサイト

iを中心に広がるようにして現れる｡ここで､他のあるサイトがこ交換相互作用 Jを作用させる

と､今度は､そのサイトの局在スピンS-3カ唱 導電子の偏極から生じる内部磁場巧 を感じて､エ
ネルギーを下げる方向にそのスピンの向きを合わせる｡このように､任意の2つの局在スピン間

には伝導電子の偏極を媒介として2kFの振動をする相互作用が働く｡この相互作用がRKKY相

互作用で､3次元の自由電子を媒介とする場合は

HRHA･Y咲∑ J.･jS-i･S-i
i3'

J22kFrz･jCOS(2kFr.･j)-Sin(2kFri,･)
Jij--ニール (2kFrt･3･)4

(10)

(ll)

と計算される【2-4】｡実際､希土類金属の4fスピンの配列は､この相互作用によって説明される｡

3 J>tにおける短距離相互作用

上で示したように､近藤格子において､交換相互作用 Jについての摂動計算を行なうと､局

在スピン間には非常に長距離まで働く相互作用が現れる｡この相互作用は､Heisenberg模型にお

ける最近接スピン間のみに働く交換相互作用と比べて非常に長距離まで周期的に働く｡したがっ

て､3次元系においてこのような相互作用が支配的になっていれば､一般に低温において磁気転

移が生じ磁気的秩序が現れるはずである｡事実､多くの重い電子系は低温において磁気転移を起

こす｡しかしながら､重い電子系の中には低温まで磁気転移がないもの､さらには､低温で半導

体的に振舞う物質があることもまた事実である｡これらの物質では､RKKY相互作用とは異なっ

た機構が低温で支配的になっているはずである｡そこで､RKKY相互作用とは異なった有効相

互作用として､どのようなものがあるのか､近藤格子において交換相互作用 Jを大きくして考え

てみる｡簡単のために伝導電子の数が局在スピンの数 Nに等しい half-fi1lmgで､さらに局在ス

ピンの大きさSが十分大きいqlsl+q｢Slの効果を無視した状況を考える｡

Jが小さいうちはRKKY相互作用がJ2でスケールされているので､Jが大きく.なるとともに

局在スピン間の相互作用は強くなる｡しかし､このような状況はいつまでも続かず､局在スピン

間の相互作用は､次第に摂動計算の結果からはずれてくる｡その挙げ句の果てがどうなるか､今

度はノ(>0)が大きい極限を考えて､1/Jについての摂動計算を考えてみる｡Jが大きな極限で

は､いま伝導電子は局在スピンの数と等しいので､局在スピンと反対向きのスピンをもった伝導

電子が各サイトに丁度1つずつ配られた状態が安定になる｡この時に働く局在スピン間の相互作

用は､あるサイトの局在スピンによって強く偏極した伝導電子が､隣のサイトに移ることで働く

-600-



｢強相関伝導系の物理 若手夏の学校｣

が､いま､各サイトに1つずつある伝導電子のうちの一つが隣のサイトに移ると､移る前の系の

エネルギーが-〃J/4であるのに対し､移った後の系のエネルギーが-(〟-2)∫/4となり､移っ

た後の系のエネルギーは〃2だけ高くなる｡したがって隣のサイトに移った伝導電子はすぐにも

とにいたサイトに戻り､結局､伝導電子のホッピング要素tについての2次摂動で局在スピン間

の相互作用が与えられることになる｡この2次摂動は､隣合う伝導電子が互いに反並行の時にの

み可能となるので､隣合う伝導電子の間に結局

誓<昆 布 (12,

という相互作用が働くことになる｡高ま､伝導電子のスピンと局在スピンは､Jが十分大きいこ

とから互いに反並行になっているので､上の式は

8t2

i-≡slfS,f (13)
<7㌧3>

と書き換えられ､したがって､局在スピン間の相互作用は隣合うスピン間にしか働かず､さらに､

Jが大きくなるとともにその相互作用は小さくなることが分かる｡

丁
㌧
一

才

十

帯

十

▲■～
●t

I4
'什
･I+

+
巧
十

伝導電子

r電子

図 7

このように､伝導電子と局在スピンとの間の交換相互作用 Jを強くしていくと､はじめのう

ちは局在スピン間の相互作用を強めるようにJが働くが､しかし､.ある程度 Jが強くなると､伝

導電子は局在スピンに強く束縛されるようになり､局在スピン間の相互作用の媒体としての役割

を果たせなくなる｡結果的に､局在スピン間の相互作用を弱めるようにJは働く｡

4 近藤 SpinIJiquid相

half-fi11ingの場合でJの大きな領域では,伝導電子は局在スピンに束縛されるようになり､結

果的に局在スピン間の相互作用は短距離になった｡しかし､それでも局在スピンの揺らぎの効果

qlsl+qlslを無視したため､最近接スピン間に反強磁性的な相互作用が働くIsing模型が有
効ハミルトニアンとして得られた｡そのときの基底状態は依然反強磁性相である｡ところが､こ

の局在スピンの揺らぎの効果を無視する近似は､Ceのfスピンの大きさが 1/2と小さいことか

ら適当ではない｡したがって､ここで局在スピンと伝導電子との間の揺らぎの効果を考える必要

がある｡

局在スピンと伝導電子との間の量子力学的揺らぎの効果として近藤効果が知られている｡こ

の効果は､局在スピンと伝導電子が低温でシングレット状態を形成するというもので､電気抵抗

には極値をとった後のlogTで の上昇､帯磁率には低温での非発散的振舞い､という著しい特徴

をあたえる｡この近藤効果はもともと不純物スピンと伝導電子との間の問題であったが､Ce化

合物においても､かなり高温から電気抵抗のlogTの上昇がみられ､それがCerLaトccu6の実験
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【5】から分かるように不純物領域の電気抵抗のlogTの上昇と連続的に継っているので､重い電子

系においても重要な効果になっているはずである｡

ここで､近藤効果にとって本質的な局在スピンの揺らぎの効果を正確に取り扱うことを考え

る｡いま､局在スピンに揺らぎを与える項 qlsl+qlSlに係数71を付け､この係数を0のとき

の古典極限から､1のときの等方的な場合へ増やしていき､そのときの基底状態の変化をみるこ

とにする｡このときのハミルトニアンは次の異方的近藤格子になっている｡

HAKL=-i<宗,qcITqcjqIJ;(qfStfI2'柵 十村 '〉 (14)

厳密に解ける一つの例は､一次元 half-filhngでJ(>0)の大きな場合である｡この場合､局所的

な基底は次の2つをとれば十分である｡

J晶 lO)

J晶lO)

この2つの基底をそれぞれつぎのように表記することにする｡

IP.f) - ll/2)

l7).f)ニト1/2)

ここで7)はS-1/2のスピン演算子と同じ表現をもつpseudoスピンである｡このときに局在ス

ピン間に働く相互作用は､前に示した通り､伝導電子が隣のサイトに一時的に移って､また戻っ

てくるという伝導電子のホッピングtについての2次摂動で与えられる｡これはいまのpseudo

スピンの表示では､隣合うpseudoスピンPの間にJI-8t2/Jのイジング型の相互作用を与える

ことになる｡一方で､伝導電子と局在スピンとの間にスピン揺らぎを与える寺(qlsl+JlSl)
の項は､上の17)tf=1/2)とl7),T=-1/2)の状態を結び付ける行列要素を与えるので､7)fを用い

て表現できる｡したがって､次のような横磁場中のイジング模型が今の場合の有効ハミルトニア

ンとして得られる｡

Heq-JI∑ p.FP.P+1+りJ∑ p.F･I I
この模型は次のようなJordan-W igner変換をすることにより 厳 密に解くことができる｡

ai - (-2)i-1pIZ7'2Z-7'lf_1町,

af-(-2)i-17'fア2Z-7'.f_17'!.

(19)

(20)

竜 とαkを､αf,a.･をBogoliubov変換した後の準粒子の生成消滅演算子として､上のハミルト
ニアンは最終的に次のようになる｡

Heq=LqJL∑ 1･入2.2人cos抽 k一撃写 1.人'2･2人cosk, (21,A

この式から分かるように､下の条件で励起にギャップがなくなり､相転移が起こる【6】｡

入-島 一芸 - 土1 (22)

この相転移の後では､77-0のときに存在していた反強磁性磁気秩序は消失していて､代わりに､

量子揺らぎの非常に強い､専方的な交換相互作用のときでも励起にギャップがある相になってい
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｢強相関伝導系の物理 若手夏の学校｣

る｡この相の典型的な状態は､りJ- ∞ のときの基底状態である各サイトで伝導電子と局在スピ

ンがスピンシングレットを形成しているものである｡そのため､この相は近藤 SpinLiquid相あ

るいは近藤シングレット相と呼ばれている｡

0 反強磁性相 †近藤SpimLiquid相 ¶

Tl=4t2/J2

5 近藤ギャップ

half一丘11ingの場合で Jを大きくしていくと､一次元では

4i2-

77=~戸

/図 8

(23)

を条件にして､より小芋なりで磁気秩序は消失し､代わりに､近藤 SpinLiquid相が形成される

ことが分かった｡この相は各サイトで伝導電子と局在スピンが局所的にスピンシングレットを形

成している状態と連続的に継っているので､half-fi11ingの場合であれば次元によらず一般に存在

する相である｡この相の特徴は励起にギャップが存在することで､そのため低温で半導体的にふ

るまう重い電子系の理論的モデルになっている｡このときのギャップは前の章の取り扱いから分

かるように量子力学的多体効果から生じているもので､通常のバンド理論的なギャップとは性質

の異なるものである｡そこで､今度はTl-1の等方的な場合に戻って､この相の特徴になってい

る､励起のギャップについて考えてみる｡いまの場合､particle-hole対称性が成り立っていて､こ

のときの固有関数は､下で定義されるスピン演算子β

書写(cITTCiT-CLCilIf!.fir-f!lfil)I

∑ (C.TTCil+fITfil)

I

∑(C!1叫 +巾 T)
t

と､上の演算子を下向きスピンの電子についてのみ

cil- (-1)icll

fi1 - -(-1)ifIl

のように変換して得られるZ成分が電荷の演算子になっているpseudスピン演算子 J

J z - 妄∑(cfTCiT･C.TICil･fif,fiT･fitlfil12)
1
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3' - ≡ (-1)t'(cf'Cレ f!Tf!l)1

3~ - ∑ (ll)i(cilCiT-fl.lf.･T)
t

の同時固有状態になっている｡このとき､基底状態はS-0,3-0の状態にあり､そこからの

最低の励起は､Eoを与えられた量子数の中で最低のエネルギーのものとして

As=Eo(S-1,3=0)-Eo(S-0,3-0) (32)

か

Ac-Eo(S-0,3=1)-Eo(5-0,3-0) (33)

で与えられる【7】｡△Sはスピンの量子数を変える励起で､△Cは電荷を変える励起でであるから､

△Sをスピンギャップ､△Cを電荷ギャップと呼ぶことにする｡この2種類のギャップをJの大きな

ところで求めてみると､△,については､あるサイトで局所的に形成されているスピンシングレッ

トをトリプレットにすることで得られ

･S=言-(昔 -J

となり､△Cの方は電荷を2つ加えることで得られるので､

･C-0-2(-¥ )-壁2

(34)

(35)

となる｡ここで､△Sの方が小さくなっているが､通常､最小の励起のギャップ△Sを近藤ギャップ

と呼んでいる｡~これらのギャップのJ依存性は､一次元の場合に数値的に有限サイズスケーリン

グを用いて調べられていて､Jの小さなところでは

･S ∝ el2tq/bJ (1≦b≦言) (36)

Ac u J (37)

と求められている【7,8】｡このように､近藤 SpinLiquid相における励起にみられるギャップは

スピンに対するもの△Sと電荷に対するもの△Cが異なっていて､その比△C/△SはJを小さくして

いくと発散する｡これは､△C/△Sが常に1である通常のバンド確論的な半導体のギャップとまっ

たく異なっていて､この近藤 SpinLiquid相の一つの痔徴になっている｡また､一次元の場合に

は常に近藤ギャップがあり､J→ 0まで相転移がないこともわかる｡このように､J=∞ から

J-0まで相転移がなく連続につながっていることは､Tsvelikの非線形Jモデルにマッピングし

て調べた計算 【9】とも一致している｡ここで､一次元の場合に△3∝ e-2叫 bJのような非摂動的な

ギャップが形成されることは､RKKY相互作用を導くようなJについての低次の摂動計算は一次

元系では正しくないことを示している｡事実､一次元の場合のRKKY相互作用は1/γの距離依

存性を持ち､そのため､N6el状態が基底状態になっている古典極限においてもサイトあたりのエ

ネルギーが-1ogⅣで系のサイズとともに発散してしまう｡しかし､3次元の場合にはRKKY相

互作用を導くJについての摂動計算は有効になっていて､half-fillingの場合には､この近藤 Spin

Liqtlid相と反強磁性相とを分ける､ある交換相互作用の大きさJcが存在するはずである｡

6 小数キャリア系

重い電子系の中には Ce当たりの伝導電子の濃度が数パーセント以下である′J､数キャリア系

と呼ばれる物質 CeSb,CeP,… がある｡さて､近藤格子における低電子濃度の特徴は何であろう

か､伝導電子が 1つだけあるような低電子濃度の極限を考えてみる｡
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いま､伝導電子は1つしかないので､この電子が他のサイトに移動しても､そのときの行列

要素は常にIiで与えられる｡伝導電子と局在スピンの間の交換相互作用から生じる非対角項の行

列要素の符号も､基底をqclqlelectronvacuum)⑳lSIz,…,SNz)とすることで-J/2と与えられ

結局､ハミルトニアンの非対角行列要素はすべて同じ符号になる｡このような状況における基底

状態の波動関数は､Perron-Frobeniusの定理より､与えられたStzofにおけるすべてのスピン配置

の基底の係数を正にしたもので唯一に与えられる【10】｡このことから基底状態のStoLは､局在ス
ピンの数をⅣとして

Slot-
ルー1

2 (38)

となり､基底状態は強磁性状態である.ことが示される｡

この強磁性は､長岡の定理のからみちびかれる強磁性と関係がある｡Jー ∝'の極限を考え

てみる｡このとき､伝導電子のいるサイトにスピンシングレットが1つだけできる｡このスピン

シングレットは､移動先の局在スピンの向きと反対向きのスピンをもった伝導電子がホッピング

It/2によって移ることで隣のサイトに移動できる｡その際､伝導電子はスピンの向きを変えず

に移るので､残された局在スピンの向きはスピンシングレットの移動先にあった局在スピンの向

きと同じになっている｡ここで､伝導電子のいないサイトの局在スピンに注目すれば､伝導電子

のいるサイトのスピンシングレットを正孔とし､あたかも局在スピンがスピンを保存しながら移

動しているとみることができる｡いま､局在スピンは常に1つのf電子からなり､2つのf電子

が同時にあるサイトを占有することは禁止されているので､結局U-(刃ハバードモデルにマッピ

ングされる｡スピンシングレットの数はいま1であるから､この状況はU-∝'ハバードモデル

のhalf-fillingに正孔を1つだけ入れたものに対応している｡ここで長岡の定理が適用される｡こ

の1電子の問題は低電子濃度の極端な場合であるが､このときの強磁性相が安定相であることは

一次元の場合に数値的に示されている【11】｡

fspim l

fSpin J

splmSinglet

TT!2i::
図 9

実験的に得られている小数キャリア系の低温磁気構造は,Ceの磁気モーメントが､ある結晶

軸に垂直な面内で強磁性的に揃っていて､それが CeSb,CeBiーの場合にはAF-1A型 (++一一)の

積層構造を､CeP,CeAsの場合にはAF-Ⅰ型(+-)の積層構造とる[12-15】

的な磁気構造は､低電子濃度の近藤格子からは説明できない｡

巌 2pB

CeO
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実は､小数キャリア系は半金属的な伝導バンドをもっていて､波数空間のr点には正孔ポケッ

トが､X点には電子のポケットが形成されている【16,171｡反強磁性的な磁気構造を理解するた

めには､r点とX点の正孔と電子という2種類のキャリアーを考えることが必須であると考えら

れる｡実際この2種類のキャリアーがf準位を介して交換されると､fスピンの間に反強磁性的

な相互作用が働き､本来の交換相互作用と競合するようになる｡このような認識から､小数キャ

リア系の理論的模型として次のような近藤半金属模型が考えられる｡

a = -i∑(elTqejq･hLh,･q).喜∑ (efqeiq一可qhiq)
<i3'>q lq

･去D∑((Sf)4･(sty)4･(S.f)4〉1
+ Je∑ s.Pq芸+Jh∑ S.Pqhai+JI∑ sFcrlq,

iα iα iα
(39)

ここでetTq,h.Tqは､それぞれ電子と正孔のポケットをつくる伝導バンドの電子の生成演算子であり､

βはfスピン即 こ働く結晶場の強さを表している｡最後の3つの項が2種類の伝導電子とfスピンの

間に働く交換相互作用を表し､Je,Jhが本来の単一バンド内の交換相互作用の大きさを､JIが半金

属のときに特有なバンド間を伝導電子が遷移する際に生じる交換相互作用の大きさを与える｡creai,
qhai,qがまそれぞれTqaq,をパウリ行列としてqS･-1/2∑qq,elqTqaq,eiq,,Jhai-1/2∑qq,htTqTqaq,hz･5,

qlq･-1/2∑qq,(efqTqaq,hid,+hLTqaq,eiq,)と定義される｡

Ⅹ

Intra･band

図 11

Inter･band

rpoint†ト 十 < Txpoint rpoint†響 †Ⅹpoint

rspin 図 12 fspin 図 13

このハミルトニアンにおいて half-fi11ingを考えると､電子の数と正孔の数が等しい半金属の

状態になる｡ここで簡単化のためにfスピンが面内で強磁性的に揃っていると仮定して､強磁性

的にスピンが揃った面に垂直な方向の自由度を残す1次元化を行なう｡すると､バンド間の伝導

電子の遷移から生じる一般化された帯磁率

1 てrI(Eek)-I(Ek+q)
xI(q)-壷 ∑J Ehk+q-EekA

(40)

はq=打で対数発散をして､強磁性的に揃った面の間に反強磁性的な構造が生じる｡ただし､実

際には1次元系に見られるような完全なネスティングは生じていないので対数発散は抑えられ､

バンド間の伝導電子の遷移から生じる反強磁性的な相互作用と本来の交換相互作用から生じる

2kFの周期を持つRKKY相互作用､さらにcommensura.bility､結晶場から生じる異方性が競合

して､CeSb,CeBi,CCPに見られるような複雑な磁気構造が現れると考えられる【18】｡
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7 1次元の相図

1次元近藤格子の基底状態については､低電子濃度の極限とhali-fi1ungの場合以外に交換相

互作用J(>0)の十分大きい領域がはっきりとわかっている｡∫- ∞ の極限では､伝導電子と局

在スピンは完全なスピンシングレットを形成する｡non-half-fillingの場合､伝導電子と局在スピ

ンの数は等しくないので､スピンシングレットになっているサイトが適当に一次元格子の上に散

在していることになる｡各々のスピンシングレットは､Jー ∞ の極限では互いに飛び超えて移

動することはできないが､隣にスピンシングレットがなければ､そのスピンシングレットは隣へ

移動することができる｡その移動は､移動先の局在スピンの向きと反対向きのスピンをもった伝

導電子が､ホッピングー〃2によって移ることから生じ､このとき､伝導電子はスピンの向きを

変えずに移るので､残された局在スピンの向きはスピンシングレットの移動先にあった局在スピ

ンの向きと同じになっている｡このことから､この極限はU-∞ ハバードモデルにマッピングさ

れる｡このときの基底状態は､ハミルトニアンの非対角要素がすべて同じ符号の-〃2で与えら

れる｡ただし､1次元のJー (刃の極限では､スピンと電荷の自由度が完全に分離されているの

で基底状態はスピン部分の2〃の縮退が残っている｡ここで 1/Jの補正項を入れると与えられた

SfZolにおけるすべてのスピン配置の基底の間に-i/2と同じ符号の行列要素が与えられる｡ここ

でPe汀On-Frobeniusの定理を用いると､基底状態の波動関数は節のないnodelessのものになる｡

これは､与えられたSfZoiにおけるすべてのスピン配置の基底の係数が正で､Stoiはゼロにはなれ

ず､基底状態が強磁性状態になっていることを意味する｡このときのSiolは､スピンシングレッ

トを形成していない局在スピンの数で決まり､伝導電子の数をⅣe､局在スピンの数をⅣとして

Sfot-
N-Ne

になっている【191｡また､そこからの励起はスピン波で記述され､そのエネルギーは

Eq=Je庁(1-cosq)

(41)

(42)

と与えられる｡

一次元近藤格子の基底状態はJが十分大きい領域と低電子濃度の極限が強磁性状態で､一方､

half-fi11ingのときがStot=0の近藤 SpinLiquid相になっている｡そこで､伝導電子の濃度Ne/N
とJの大きさで相図を書いたときに､この2つの相がどのようにつながっているかが､次の間題

になる｡これについては有限系の数値計算がなされていて､non-half-fillingでは､あるJにおい

て常磁性状態から強磁性状態への相転移が起こることが示されている【20]｡相転移を起こす Jの

値は､下の図に見られるように､低電子濃度の極限でゼロになり､half-allingに近付くにつれ無

限大に発散する｡

夕U=叫 Hubbard

0 1
p-Ne/N
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近藤格子のJを強磁性的なものにすると､この交換相互作用が強い領域でS-1/2の伝導電子

と局在スピンがS=1のスピンに合成される｡したがって近藤格子はhalf-filhgにおいてS-1

反強磁性Heisenberg模型にマッピングされる｡1次元S-1反強磁性Heisenberg模型の基底状

態はⅡaldane相であることが知られているが､このときに現れるHaldaneギャップは､強磁性的

なJが弱いときの励起のギャップと連続につながっていることが数値的に示されている【8】｡この

ようにhalf-alhgの近藤格子においては､交換相互作用が反強磁性的で等方的な場合における近

藤 SpinLiquid相と強磁性的で等方的な場合におけるHaldane相が存在する｡次に､この2つの

相の関係を調べるために交換相互作用に異方性を入れ､強磁性領域と反強磁性領域を連続的につ

なげ､そのときの相図を考えてみる｡反強磁性的な相互作用が強いときの有効ハミルトニアンは

4章で示した横磁場中のIsing模型になり､異方性パラメタTlをIsing極限の0から増していくと

り-筈 (43)

を条件にして､反強磁性磁気秩序は消失し､かわりに､近藤 SpinIJiquid相が形成される｡一方､

強磁性的な相互作用が強いときの有効ハミルトニアンはsingle-ion異方性 D2--絢 11)のあ

るβ-1反強磁性 Heisenberg模型になる｡

HeFff-冒(DzS.72･JzS.fSiZ.1･J⊥(S.fSI7.iISFSly.1))I
2t2

Jz=Ji=--J

(44)

(45)

この模型はHaldane問題に関連して調べられていて【21-23】､single-ion異方性 Dzを -∞ から

増していくとDz～10,25Jz(--0.25J⊥)において反強磁性相からHaldane相への相転移が起

こり､Dz～Jz(=J⊥)においてHaldane相からPlanax相への相転移が起こる【24】｡このこと

から近藤格子において強磁性的な相互作用が強いときには

12
qcN-H～1-万

で反強磁性相からHaldane相へ相転移が生じ､

4i2

qcH-p-1+ァ

(46)

(47)

でHaldane相からPlanar相への相転移が生じることが分かる｡このときPlanar相はciqー CTCiq

というカノニカル変換によって近藤 SpinLiquid相に移されるので､Haldane相から近藤 Spin

Liquid相へは直接相転移していることが分かる【25】｡

Nl :N占el-1
tI :H山dane

porモ(:PlaJla.rOFKondo

N2 :Niel･2
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