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講義ノート

重い電子系の物理
理論ミニマム

三 宅 和正 (大阪大学 大学院基礎工学研究科物理系専攻)

1.はじめに

Ceや Uを含む金属化合物のなかで ｢重い電

子系｣と呼ばれる｢群がある.呼び名の由来は,

それらが特性温度 T;≪ 7TFより充分低い温度領

域で自由電子の数十から数百倍の有効質量をもつ

｢フェルミ液体｣のように振舞うことである.金属

の低温でのエントロピーおよび比熱はフェルミ縮

退を反映してともに温度と有効質量に比例する.

したがって,ここで ｢重い｣ということは大きな

エントロピーがTF*程度の低温まで残っているこ

とを意味する.Ceや Uにはf電子が含まれてお

り,大きなェントロビーの起源はf電子間の強い

オンサイ ト斥力により生じる ｢スピン自由度｣で

ある.即ち,｢重い電子系｣は強相関電子系の典型

例といえる1,2)

この講義では,基本的な実験事実を概観し,｢重
い電子系｣の特異な性質を ｢フェルミ液体｣の枠

組でどう理解するか,小さな特性温度 TIはどう

して得られるかなど.定性的理解のための ｢理論

ミニマムJを紹介する.その際,もう一つの強相

関電子系と考えられて注目を集めて来た r銅酸化

物高温超伝導休｣の場合との相違をも視野に入れ

た話しをしたい.それにもとづいて,r重い電子

系｣における異方的超伝導の出現機構,極端に弱

い反強磁性が出現する理由などについて論じる.

また,r講義の応用｣として,結晶場の効果がフェ

ルミ液体の準粒子の異方性にどのように反映され

るかについて,異方的な重い電子半金属 CeNiSn

および異方的超伝導体 UPt3の場合を議論する.

2.重い電子系とは

2.1自由電子気体とフェルミ液体

重い電子系の基本的性質を概観する前に,先ず

自由電子気体について復習しよう.フェルミ温度

TF≡eF/kBよ･り充分低い温度領域 (T≪7TF)で

の比熱 Coと磁化率 xは

cv空言DFkiT, (1)

x巴戒DF, (2)

となる.ここで,フェルミ準位での状態密度 かF

は

･F-Ⅴ謡 , (3)

である. kF≡(3打2N/V)I/3はフェルミ波数で,

フェルミエネルギーはeF-h2ki/2m となる.

現実の金属ではフェルミエネルギーと同じ程度

の大きさをもつクーロン相互作用が存在するに

もかかわらず,自由電子モデルは低温 ･低エネル

ギーの現象に関する限り系のよい記述を与えるこ

とが知られている.その基礎にはフェルミ液体論

がある3).即ち,相互作用のある電子系の低温領

域での比熱 ･磁化率は

cve;D掴 T, (4)

x-舘 , (5)
で与えられる.ここで,フェルミ準位での状態密

度 D;は相互作用によりくりこまれた有効質量

m●を用いて (バンド効果を無視すれば)自由電

子の場合と同じ形
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D;-V等 , (6)

に表せる.式 (5)の分母はフェルミ液体効果とよ

ばれ有効質量だけにくりこむことのできない相

互作用の効果を表す.上で低温領域と言 うとき,

T≪T;を意味するが,くりこまれたフェルミ温

度は

T;=STF,
と定義されるものである.

(7)

2.2重い電子系の低温でのふるまい

式 (4)-(6)のような関係が成立する理由は後で

論じることにして,重い電子系の典型物質 CeCu6

の磁化率と比熱の温度依存性を見てみよう.図1

に Ce｡Lal_SCu6の7(T)≡Cv/T とx(T)を

示す4･5). T<lKの温度領域で(4),(5)の関係

が成り立っている.ただし,その絶対値は普通の金

属の値 7 -1mJ/mole･K2,x ～10~7emu/mole

に比べて約 103倍の大きな値をとる.電子数密度

は同程度であるので,(6)の関係より電子の有効

質量が m'～103mであることを意味する.その

とき,(7)のフェルミ温度はTI ～10Kで与えら

れる.即ち,重い電子がT<'1K≪TIの低温に

おいて出現する.

図 1の磁化率は r>10K の広い温度領域

においてほぼ Cl∬ie別 に従っている.即ち,そ

の温度では局在 した磁気モーメン トが顕在化し

ていることを示す.磁気モーメン トの縮重度を

2 (有効スピンで記述可能と仮定)とすると磁

気モーメントが独立であれば1ケあたりエントロ

ピーは たBb2である.普通の金属では電子 1ケ

あたりのエン トロピーがこの程度の大きな値に

達する温度は T～TFである｡重い電子系では

T<TFの広い温度範囲において局在磁気モーメ

ントが存在し,それが T<T;≪TFkおいて

消失しフェルミ液体になったと考えることができ

る.フェルミ液体の比熱はCv～_TTであるから,

Cv-T(∂S/∂T)Vの関係より,エン トロピー

Sも同じくTTと表せる.高温で顕在化した磁気

モーメントがT;程度の温度まで生き残っていて

0

(
a

D
TOU
Jtt
宕

)
I

(
3

3

tOtu･tX
JD
トヽ
.

U

0.1 1 10 100
TemperattLre(K)

0･1 1 1.0
Temperature(K)

図1 CeCu6の磁化率と比熱の温度依存性一･5)

大きなエントロピーを与えていたのが,T<T;

においてTに比例して急激にゼロに向かうので

7-Cv/Tが大きな値をもつのである･この事情

を図2に示しておく.

さて,重い電子系が金属であることはその電気

抵抗率pの温度依存性から見ることができる･図

3には,例としてCe才Lal叫,Cu6の敏合を示す4).

S/N
-.スピソ白由良

一一一一一一一一一一一一一

TI

図2 電子1ケあたりのエントロピーの温度変化

の概念図.実線が重い電子系を破線が普通

の金属の賂合を表す.
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図3 CeCu6の電気抵抗率の温度依存性4)

T<10Kで p(T)は金属的にふるまうことがわ

かる･ r>10Kでβ(r)∝-brのような温

度依存性を示すのは,上述のように独立にふらふ

らしている局在磁気モーメントが存在し,それに■

より伝導電子が散乱されることで生じる ｢近藤効

果｣として理解されている.

2.3重い電子の起源一直観的説明

それではなぜ Ceや Uを含む金属化合物で重

い電子が現れるのだろうか?物理的措像が比較的

はっきりしているCe化合物について考えてみよ

う.Ceは稀土類の2番目の元素でありf電子を

含んでいる.重い電子の性質を示す系では,Ce3+

に近い価数の状態にある.即ち,- 5525p6 (Xe

の閉殻構造)+4flの電子配置をとっている.4fl

の波動関数は原子核からボーア半径より内側に
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図4 Ce原子の電荷の動径分布6).距離の単位は

ボーア半径

inlm Cdon crystal丘eld

図5 Ce3+イオンのエネルギー準位の概念図

ピークをもち非常に局在性がよい8).(図4参照)

また,スピン軌道相互作用の影響が大きくて図5

に示すように,全角運動量 J=e+Sが J-7/2

とJ-5/2とに大きく分裂している･∫-5/2

の基底多重項 (6重縮退)は,さらに結晶場の効

果によって,｢般に3つのKramers2重項に分

裂する.結晶場分裂の大きさ △1, △2は物質ご

とに異なるが,4fl軌道の局在性がよいためスピ

ン軌道による分裂に比べればはるかに小さい.

図4のように 4f電子の局在性がよいので,同

じ軌道にもうーっ電子が入る場合には 4f電子間

に大きなクーロン斥力 Uf(～10eV程度)がは

たらく.フェルミ準位 gF(-〟)と4fl状態のエ

ネルギー準位 EEの差 (EF-Ef)が Ufに比べ

て充分小さければ,4f軌道は近似的に1ケの電子

により占拠され結晶場の基底2重項のどちらかの

状態にあるといってよいだろう.基底2重項の自

由度を有効スピン (以下では,混同のおそれがな

いときは単に ｢スピン｣と呼ぶ)で表すと,｢スピ

ン｣が顕在化したといえる.即ち,2.2節の大き

なエントロピーkBln2が現れるのである.

もちろん,4f電子の局在性がよいとはいっても,

波動関数のすそは Ceイオンの外に向かって延び

ているために (図4)周囲のイオンの電子から構成

される伝導電子と混成 (C-f混成と呼ぶ)するので
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4fl準位は幅rをもつ.上で ｢充分小さければ｣

というとき,それは

Uf-(EF-Ef)≫ F,かつ EF-Ef≫r,

(8)

を意味する.また,C-f混成を通じて ｢スピン｣は

反転することができるから,rスピン｣が一定の

成分を保持できるのは時間間隔h/rに限られる.

従って,2･2節のTI(図2参照)は,TI ～r/kB
で与えられる.なぜなら,不確定性の関係より,

励起エネルギーkBTをもつ状態の寿命はh/kBT

より短くなりえないので,温度 kBT≪Fで問題

となる励起状態では ｢スピン｣は平均するとなら

されて消失しているからである.

局在性のよい4f電子の Ufは大きくrは小さ

いので*1',ce化合物において条件 (8)と小さな

TIが実現し易くなっているのである.この節の

議論をもう少し定量的に進めるために必要となる

理論的な道具立てについて次節以降で論じる.

3.グリーン関数と準粒子

3.1松原グリーン関数と遅延グリーン関数

相互作用する系の熱力学的性質や輸送現象を理

解するには励起状態の性質を調べる必要がある.

そのためにはグリーーン関数のことばで記述する

のが便利なので文献でもよく用いられる7).実験

家にとってもその簡単な知識は不可欠といえる.

そこで,この節ではグリーン関数について説明す

ることにしよう.

まず,松原グリーン関数を導入する.(フェルミ

粒子の場合に限ることにする.)

Gq(k-,T)≡-<T,ah･q(T)瓦h･q(0)>, (9)

-(二:芸霊 ,'aakh;('TO;; rT::巨 lo,

ここで,lTl<β≡1/kBTであり,<･･･>はグ

ランドカノニカル平均を表す.即ち,

･1) 正確にはrは斥力 Ufによる多体効果でくりこまれたも

のなので,条件 (8)はセルフコンシステントな関係である

ことに注意.

<･->-Spl･･･e~β(H-pN)]

S p le - P (H -pN)]
(ll)

ak･q(T)とah-q(T)は,波数k-,スピンUをもつ

粒子の生成および消滅演算子を用いて,それぞれ

ah-q(T)≡eT(H-pN)ah･qe-T(H-pN) (12)

丘k-q(,)≡e'(H-pN)alk･qe~'(H-pN) (13)

と定義される･式(9)のTTはT一棟と呼ばれ,演

算子を順番に入れ換えることにより丁の大きい順

に並べかえる (その際入れ換えの数だけ (-1)を

掛ける)換作を表す.

Spの記号のなかでは演算子はサイクリックに

動かせることを用いると,-β<丁<0に対して
-◆

Gq(k-,T)--Gq(k,T+P), (14)

の関係が成り立つ.従って,｢虚時間T｣に関する

フ-リエ変換

Gq(k-,T)-T∑ e~iu-'Gq(k-,ion),(15)
～

を行 うと,振動数 un - (2n+1)打T (n -

0,土1,士2,-)に対応するフーリエ成分のみが

現れる.後で便利なように,フーリエ成分は iLJn

の関数として表している.逆変換は,

････■
Gq(k,ion)-

lβ

Lβ

-･●
dTeiwnTGq(k,T),

dTetUnT<ak-q(T)房k-q(0)>,(16)

となる.

自由フェルミ気体では系のハミル トニアンは,

Ho-∑ eh･ath-qah-U, (17)
A-q

であるから,そのグリーン関数 G(0)はak-q(T)-
e-T(ek'~P)ah-Uの関係を(15)に代入して簡単な計

算により

GP(k-,山n)- 石 完 , (18)

となる･Ek･≡(ek--P)は化学ポテンシャルpか

ら測った粒子のエネルギーである･(18)の関係

は,｢Ggo)(k-,ion)を振動数の関数として解析接

読 (iLJn- W)した関数 GLo)(k-,W)の極W=毎

は化学ポテンシャルから測った粒子のエネルギー
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を与える｣ことを意味する.u=ii∞ が収積

点であるから,解析接続の仕方には2通りあり,

i.)-i∞ から上半面を通って解析接続したものを

遅延 (RBtarded)グリーン関数 G(0)a(k-,W)と呼

び,LJ--i∞ から下半面を通って解析接続した

ものを Advancedグリーン関数 G(0)A(k-,W)と

呼ぶ.LJの実軸近傍では,それぞれ

GLo)a(k-,LJ+i6)-

GLo)A(k-,W-i6)-

W-Eh-+i6'
1

W-Ek--i6'
と与えられる.∂は正の微小量である.従って,

lGSo)a(k-,W+i6)]'-GPO)A(k-,W+i6),(21)

の関係がある.以下でみるように,この段落で述

べたグリーン関数の性質は相互作用のある系につ

いても発展的に受け継がれる.

3.2グリーン関数のスペクトル表示

相互作用がある系のグリーン関数の具体的表式

を求めることは一般に難しい.しかし,個々の系

の詳細とは無関係にいくつかの有益な関係が成り

立つ.相互作用がある系の固有状態 恒>を

HIn>-Enln>, NIn>-Nnln>,(22)

とすると,完全系の関係 ∑nln><nl=1を用

いて (16)式の <ah-q(T)缶h-q(0)> を具体的に書

き下すことにより,松原グリーン関数のフーリエ

成分は

Gq(k-,ion)-=11∑ e-〟(En-pNn)×
n,m

I<mlalh-qln>l2
iw -inn

(e-β(-n+1),(23)

と表せる･ここで,=≡∑ne-β(En-pNn),

inm≡En-E.n-FL(Nn-Nm), (24)

である.3.1節の G(0)と同様に解析接続すると,

遅延グリーン関数は実軸の近傍(ion-LJ+i6)で

G5(k-,LJ+i6)-Sl∑ e~β(E--pN-)×
nlTn

<mLat-qln>l2
LJ-En,n+i6

(e-βfnn+1), (25)

となる.任意の実数芯,αについて成り立つ公式
1 P

I-a+i6 3-a
-i6(x-a), (26)

を用いると,Kramers-Kr6migの関係

ReG芝(A-,W+ie)-

≡:i:Xxa.:

lm(譜(k-,I+i6)
IILL)

, (27)

が成立している.即ち,複素平面 L.)の上半面で

解析的である.

T-0におけるG芝(k-,LJ+i6)は

G芝(k-,W十i6)-∑
iLil

I;

<mLaとqIO>l2
W-i,no+i6

<nlah･qlO>l2
U+Eno+i6 I

(28)

と書ける.状態 lO> は粒子数 Ⅳ の基底状態を

表す.(28)よりGRはu-EmoとLJ--enoに

極をもつ.普通は波数ベクトル (結晶運動量)の

保存則が成り立つので,系の固有状態は波数 k-で

指定される.状態 tm>は基底状態に波数 k-を

もつ粒子を1ケつけ加えた状態であるから波数 k-
をもつ状態である･同様に,状態 恒>は基底状

態から波数 k.をもつ粒子を1ケ取り去った状態で

あるから波数 -k-をもつ状態である.そのエネル

ギーは,それぞれ(24)式を用いて

emo-Em(N+1)-【Eo(N)+FL],(29)

Eno-En(N-1)-【Eo(N)-p],(30)

と表せる.これらはいずれも正の量で,それぞれ

(〟+1)粒子系および (〟-1)粒子系での励起

エネルギーを意味する･即ち,(28)式はその W

に関する極が系の励起エネルギーを与えるという

意味で,自由粒子系に対する (18)式の一般化と

なっている.

(26)の関係を用いて (28)の虚部をとると

lmG芝(k-,W+i6)-

一打∑ l<mlalk-qlO,l26(W-Emo)iiil

一打∑ I<nlah-qIO>l26(W+Eno),(31)
▼I

となるが,これは波数･スピン分解した1粒子スペ
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クトル密度がpq(k-,LJ)≡ -1/q･lm(譜(k-,W+i6)

で与えられることを示す･(31)式の第 2項は

r-0Kにおける角度分解光電子分光スペクトル

強度に,第1項は逆光電子分光スペクトル強度に

それぞれ比例していることが式の意味から理解さ

れよう･また,(31)式と交換関係 lak-J,at･q]'-1
より,スペクトル密度はつぎの和則を満たすこと

がわかる.

/_'nu
一･･●

dLJPq(k,LJ)-1. (32)

有限温度のスペクトル密度は (25)のGRを用い

て同様に定義され,(32)の関係も成り立つ.

式 (26),(27)を組み合わせると

G芝(k-,W+i6)-

lm(譜(k-,x+i6)
打 .Lm W-I+i5'崇 L': dx

(33)

の形の関係が成り立つ.ところで,GRはWの上

半面で解析的だから(33)の関係はlmW>0の

すべての領域で正しい形を与える.lmLJ<0の

領域の表式を得るには (33)の∬の積分路を変形

することにより解析接続する必要がある.

仮に,1粒子スペクトル密度が

pq(k,I)-竺
一･●

汀(x-a)2+C2' (34)

のようにローレンツ型であれば,(33)よりWの

全複素平面で

GqR(k- ,LJ)-
LJ-a+iJcl'

(35)

となることが容易に示される･式 (34)は励起エ

ネルギーがbのまわりに幅 回をもって分布して

おり,不確定性の関係よりh/lclの寿命をもつこ

とを意味する.即ち,GRの極の美都は励起状態

のエネルギーを虚部はその崩壊率を表している.

従って,1粒子スペクトル密度が (34)のよう

な形を部分的にもっており,かつ Ibl≫回であ

れば,一定の波数 k-に対して一定のエネルギーを

もつ状態が近似的な定常状態として存在すること

になる.そのような状態は粒子のように見なせる

ので ｢準粒子｣とよぶ.つぎの小節では3次元の

フェルミ多粒子系でそのような準粒子の存在が可

Elk.I -kf':

図6 フェルミ粒子の2体散乱過程

能であることを議論する.

3.3断熱接続とフェルミ液体

スペクトル密度が幅をもつのは,一定の波数ベ

クトル (結晶運動量)をもつ励起状態が縮退して

いてそれらの間でお互いに遷移し合うからである.

しかし,その遷移の起こる確率がなにかの理由で

大きく制限される場合には,その幅は励起エネル

ギーに比べて小さくなることが可能である.

まず,自由フェルミ気体を考える.この基底状

態ではフェルミ球の内側の1体状態はすべて占

拠されている.フェルミ球の表面の近傍に波数k-

(k～>kF)をもつ粒子を付け加えた状態は,3･2節

で出てきた匝>の特殊な場合に当っている･つ

ぎに,この系に斥力相互作用を断熱的に (ゆっく

り)加えることを考える.波数 k～をもつ1体状態

は,一般に他の粒子と衝突して別の波数の状態に

移る.その最も簡単な過程は図6に示すような2

体散乱であるが,パウリの封純原理が散乱の可能

性を著しく制限する.実際,この散乱過程におい

てエネルギーが保存される必要がある.即ち,

ek一十Eh-1-玩,+な11･ (36)

さらに･排他原理より克1<0および0<Eh-,布
の条件を満たす必要がある.フェルミ準位 eF

より上の準位 (i> 0)は空いており,下の準

位 (i< 0)は詰まっているからである.これ

らの条件と (36)を同時に満たそうとすると,

-Ek･<Ek･1<0かつ 0<克,<免の制限がつく･

そのため,詳しい計算をしなくても図6の過程

の遷移確率は針 こ比例することがわかる･即ち,

波数 k-をもつ上の状態のエネルギーは克,崩壊
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率はTkは COnStX童 で与えられる･

従って,k-kF(Ek･-0)の極限では相互作

用の大きさによらず

Tk･=COnStX電≪lEh-1 (37)
-･■-●

である*2).っまり,k巴kFの粒子は相互作用が加

わってもなかなか波数ベクトル k-を変えない*3)

しかし,摂動論によれば,遷移が起きなくてもエ

ネルギーレベルのシフトは起こる.即ち,エネル

ギーの波数依存性はek--h2kF(k-kF)/m+eF

から変化して e～h--h2kF(k-kF)/m'+pとな

る.つまり,質量が m→ m*のように ｢くりこ

まれる｣のである.フェルミ波数 kfは ｢くりこ

み｣を受けないことに注意しよう.この ｢くりこ

まれた｣エネルギーを用いても遷移確率の計算は

行うことができて,(37)式においてEをE-で置

き換えたものが得られるだけである.従って,こ

の波数ベクトル k-をもつ状態は 3.2節で述べた

｢準粒子｣の資格をもっている.

もちろん現実の系では最初から相互作用は働い

ている.にもかかわらず,｢上のような相互作用を

断熱的に加える方法は,フェルミ波数の近傍に粒

子を1ケつけ加えて出来る状態に関する限り (そ

の遷移確率が漸近的にゼロとなるため充分ゆっく

り行うことができるので),現実の系の状態をよく

表している｣と考えることができるだろう.それ

がLandauの ｢フェルミ液体｣の思想であり7･8),

強い相互作用のある系を理解するのに有効な ｢断

熱接続｣という理論的手法の原点となった9-10)

この考え方は,フェルミ球から1ケ粒子を取っ

た状態についても適用できる.従って,自由フェ

ルミ気体の励起状態を粒子一正孔対として記述す

るやり方は,相互作用のある系に対しても低エネ

ルギーの励起状態にかんする限り有効である.即

ち,｢準粒子｣の分布によって低励起状態を記述

することができる訳である.この ｢準粒子｣は,

●2) このことは3体以上の散乱過程を考えても変わらない.そ

の坊合,位相空間の制限がより厳しくなり,Tはtのさら

に高次のベキに比例するからである.
■3) 相互作用は波数ベクトル (結晶運動量)を保存すること

に注意.

フェルミ粒子が相互作用の衣をきたものであるか

ら,フェルミ統計に従う.これが (4)の関係が成

り立つ理由である.

3.4グリーン関軌 こよる準粒子の表現

相互作用のある系の遅延グリーン関数を具体的

に求めるには,フアイマン図形を用いた摂動展開

により松原グリーン関数をもとめ,さらに3.2節

のように解析接続するのが普通である7).その詳

細についてはここでは述べない.しかし,そのよ

うにして得られるGRは一般に

G芝(k- ,LJ)- -●

LJ-Ek･-∑賢(良,L4)I

(38)

の形に書ける.∑R は自己エネルギーと呼ばれ,

相互作用の効果を表す.3.3節の諌論によれば,

フェルミ波数近傍 (従って,フェルミ準位近く)

でのGRが ｢準粒子｣を記述するはずである.

その性質を見るため,∑氏を

･R(k-,u)-ER(k-F,0)･冨 山

･誓 ･(k--k-F)･ilm∑R(k-F,W),(39)

のように展開する.これを (38)に代入すると,
-● -

LJ ～0,k～kFにおいて

G芝(k-,LJ)巴 _Z k-
W-Ek-+鞠 '

となる.ここで,

zk-= (1-g )-1

E～k-≡Zk-lEh-･誓 ･(k--k-F,]

寵≡-zk-lmER(k-F,8-k･)

である.また,化学ポテンシャル 〃は

p- eEF+ER(k-F,0)

で決まる*4).

(40)

(44)

遅延グリーン関数 (40)は確かに(35)の形をし

ていて,自由フェルミ気体に対する表式 (19)が-

･4) fk-≡(ekh JL)において,化学ポテンシャル FLは相互作
用の効果を含んだものであることに注意.
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般化されている･分子の 融 ま ｢くりこみ因子｣と

呼ばれ,1粒子スペクトルに占める準粒子の割合を

表す.即ち,k- ～ k-Fをもつ粒子のうちで準粒子と

して記述できる部分の割合を示す.従って,T=0
-●

Kでの1粒子の波数分布nq(k)≡<at･qah-q> は･･･■一･■
相互作用があってもk-kFにおいて zk･Fだけの

不連続を示すことが期待される.実際,(31)式を

用いると

nq(k-)-∑ l<nlah-qlO>l2
n

1∵こ_二_ー-
打 /_ou

血lmGqR(k-,u+iS),(45)

となるが,k-巴k-Fでの漸近形 (40)を用いて W一

積分を実行すると (7∝E2に注意),
-･●

nq(kF-)-nq(k-F')- Zh-F, (46)

を得る･ここで,k-F+(-)はフェルミ面上の外 (内)

側の波数を意味する.

つまり,相互作用が働く場合にもフェルミ面は
-･･●

nq(k)が不連続を示す k-空間の曲面として存在す

る'5).それによって,｢T=0ではフェルミ統計に

従 う ｢準粒子｣がフェルミ面の内側を占拠してお

り,低温の性質は ｢準粒子｣フェルミ気体として

理解できる｣という描像が可能となるのである.

4.フェルミ液体としての重い電子系 11)

4.1周期的アンダーソン模型

2.3節で議論 した ｢重い電子系｣の特徴をもつ

ハミル トニアンは

HpAM - ∑ Eh-Ct-qCk-q+∑Efflmfim+A,q I,m

亙 ,Em(vk-,q読fi-elk-'隼 h･C･)

+U∑fiTmfimfIm′fim, (47)
llmm/

と表せて,周期的アンダーソン模型と呼ばれる.

･5) 現実の金属のように異方的な系では,フェルミ波数 k-fは

｢くりこみ｣を受けるが,フェルミ面で囲まれる領域の体積

は不変である (Landau-Luttingerの定理)7).

ここで, 1項目から伝導電子のバン ド,f電子の

1体レベル,伝導電子とf電子の C-f混成の効果

を表し,最後の項は同一サイ ト上の f電子間に働

くクーロン斥力を表す.Jの添字 m は結晶場準

位を表し,C-f混成の行列要素 Vは結晶場準位の

波動関数の形を反映して一般にk-,U,m依存性を

もつ.

以下では,f電子がサイ ト当り1ケに近い状

態であり,しかも最終的に得られる重い電子の

有効バン ド幅 T;が結晶場分裂 △1に比べて充

分小さい場合を考えることを見越 して,結晶場

の準位 としては基底 2重項に限ることにしよう.

すると,伝導電子のスピン成分を混ぜるユニタ

リー変換によって,伝導電子のスピン指標 Uは

結晶場の指標 m に置き換えることができる.ま

た,fh･m-1/挿 ･∑Ji,neih-･Riに注意すると,

(47)は

HpAM -∑ [毎CtkLck-m+Effk!mfh-m
A.,7n

+(vk-Cfk-mfk-m+h･C･)]

十芸∑fk!_qTfki,.q･tfh-1↓fk-T(48)
h-,A-′,q-

となる.I(1)は結晶場の指標 m(h)を表す･

U-0の場合には,(48)は簡単に対角化でき

て混成バンドを形成する.(図7参照)f電子のグ

リーン関数 Gfo)は

Gfo)(k-,U)-
u-Ef-

JVk-(2

W-Ek-

, (49)

と求まる･これの極W-蔓が混成バンドの分
散を与える ;

Ehf-芸lEf･eh-

(Ef-Ek-)2+4lVh-l2
で与えられる.

4.2準粒子としての重い電子

クーロン斥力 Uの効果は,(葦 において f電
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図7 混成バンドと重い準粒子バンド

子の準牡 Efの自己エネルギー∑Eによる補正と

して表せる :

(翠(k-,U)

lVh-l2

W-Ef-∑f(k-,W)一 言 亮

, (51)

∑fを (39)と同様に展開して,整理すると

GfR(k-,LJ)
αf

W-Ef+鞠 (W)-

となる.ここで,

af=(1-%)-1
･････●

Ef≡aflEf+∑f(k,0)]

･f帽2

LJ - Eh-

, (52)

-･●
寵(W)≡ -aflm∑f(kF,U) (55)

である･(52)をU-0に対する (49)と比べる

と,フェルミ準位近傍に関する限り,クーロン斥

力の効果は混成行列要素とf-レベルの ｢くりこみ｣

として現れることがわかる･(52)の極が (今を無

視すると)｢準粒子｣の分散を与える*6).

与-拒:--f言

(Ef一缶)2+4af帽 2 (56)

(56)より,重い電子 (傾きの極端に小さなエ

ネルギー分散)が実現するための必要条件は

af<{1, (57)

であることがわかる.つまり,｢くりこまれた C-∫

混成｣(afl/2vh-)が強いクーロン斥力によって大き

く抑えられる必要があるのである.一方,｢くりこ

まれた f-レベル｣(Ef)の位置は rEk-<Efの2

重縮退した状態を占拠する伝導電子の数とサイ ト

当り1ケ薄めたときのf電子の数の和が全電子数

に等しくなるように｣ように決るはずである.(図

7参照)

さて,｢準粒子｣は非常に弱いC-f混成でつくら

れる混成バンドであり,(重い電子が現れるような

状況では)その成分はほとんどf電子である.莱

際,f電子の割合 A,i(A-)は

卵 -ll･ 違 盟 -1, (58)

三三号…芸 だ,tiT等k-(Fkl,2/_EBiF.芸ll芝諾 .図7

4.3f電子の1粒子スペクトル

つぎに,f電子の1サイ ト当り (波数で平均し

た)の1粒子スペク トル密度pf(LJ)≡ -1/7TN･

∑k-ImGF(k-,LJ+i6)のふるまいを調べよう･

W～0では (53)とaf≪1を用いて

pf(W)巴∑ afl6(W-Ekf)+6(LJ-Eh=)](59)
h-'

となる.この値はU=0のときとほとんど変わ

らない.即ち,準粒子の状態密度は増大している

が,粒子のスペクトルでみるとほとんど変化が見

られない･状態密度の増大を (59)に含まれる′ト

さな因子 αrが打ち消している訳である.準粒子

･6) Efのk.一依存性は,以下の縫漁を見通しよくするため無

視する.あとでその仮定がよいことが確かめられる
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fTf(山)

卜ctド†ik,
も IvJa＼

CPqf<K1

･( ､＼

一丁 一一二

図8 flの電子配置に近い重い電子系での1粒子
スペクトル密度のふるまい

が意味をもつのは 回 <afJVk-l2/鶴F-r～TI

である･(59)を回 Srで積分するとαf(≪1)

程度の値になるから,(32)の和則によれば,準粒

子が1粒子スペクトル密度に占める割合は (重い

電子系では)非常に小さい.

fwl>Fでの pf(W)の定性的ふるまいは (32)

の和則を用いて議論できる.結晶場の2重縮退ま

で考慮すると,

/_I:dwlpfT(小 pfJw,]-2, (60,

が成り立つ.一つのfサイ トについてflとPの

電子配置のエネルギーを比べると,後者の方がほ

ぼクーロン斥力 Uの分だけ大きい.2節で論じ

たようにflに近い配置をとるときに重い電子が

現れるとすると,これら2つのエネルギー準位は

(60)を満たすようにフェルミレベルを挟んで充

分離れていなければならない.即ち,準粒子から

の寄与も合わせると1粒子スペクトル密度は図8

のようになる.フェルミ液体の性質に直接関係す

るのはu～0の成分であるが,pf(W～ Ef)の

山はf電子がほぼ1ケ詰まった状態に対応してお

り局在した有効スピンの1粒子的表現である.こ

の部分は,磁化過程に関連した現象などフェルミ

液体からのはずれの効果を議論するとき重要とな

る12)

さて,これまではグリーン関数の具体的な詳細

に依らずにできる議論だけをしてきた.それでも

いくつかの基本的なコンセプトが明らかとなった

と思う.以下では,なぜaf≪ 1なのか,Efはど

のようにきまるか,電気抵抗と比熱の関係,異方

的超伝導の機構,なぜ極端に弱い反強磁性が可能

なのか,などについてもう少し具体的に問題を論

じる.

4.4Rice-Uedaの理輸

この小節では,ハミル トニアン(48)に対する

くりこみ因子 afおよび Efを近似的に求めてみ

よう･(48)式の各項のうち,U-0のときのハ

ミル トニアンに対応する第1項をHoと表し,第

2項の相互作用をU∑infiTnfilのようにサイ ト

表示で表す.fuce-Uedaは基底状態を変分的に求

めるため変分波動関数

Jg>-RnfPGlgo> (61)

を導入するla)･ここで, 仲o>は (伝導電子とf一
電子の総数が同じで)U=0のときの基底状態を

表し,Rnfはnf(サイト当りのf一電子数の平均値)

一定の状態-の射影演算子,PGはGutzwillerの

射影演算子とよばれ

pG=nl1-(1-9)nfiTnfil] (62)
I

で定義される.式 (62)の 日 の中は,iサイ ト

が †と1のf一電子により2重に占拠されると9,

その他のときは 1に等しい･(61)を用いて求め

た基底状態のエネルギーEGは,nfとgとの関

数であり,EGが最小となるようにnfと9が定

まる.U=0なら9-1であり,U-∞ なら2

重占拠が完全に禁止されるので9-0である.即

ち,変分パラメタ9は,斥力 Uによってf一電子

が避け合うことで2重占拠がどの程度抑えられる

か,つまり電子相関の程度を表している.

(61)による相互作用エネルギーの平均は簡単

に求まって

< 叫U∑infiTnfilIO>

<QTL中 >
-UD (63)

となる.Dは2重占拠が生じているf-サイ ト数の

平均値である.サイ ト当りの2重占拠の割合をd

で表すことにすると (d≡月/〟),確率的な計算

により
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92-a(1-nfT - nfl+a)

(nfT-a)(nf1-a)
(64)

の関係が成 り立つので,以下では 9の代りに d

を変分パラメタとする･(64)中の nfT,nfJは平

均値である･一方,(61)による無摂動ハミル ト

ニアンHoの平均の計算はむしろ複雑であり,3

次元の場合は近似なしで解析的に求めることは

できない.ここでは,ハバー ドモデルに対 して

Gutzwiller14)が行った近似計算を拡張して得ら

れる結果を示す.*7)

m ce-Uedaによると,Hoの平均値は有効ハミ

ル トニアン Hetfを用いて

<叫Ho仲 >

<叫 や >
=< @oIHefflBo> (65)

Heq(nfm)-∑ [eh-Cth-mCh-m+Effk!mfk･m
k.,7n

+偏 (Vh-CLfk-m+h･C･)] (66)

と表すことができる13).ここで,中Oは,n≡

nc+nfおよび nf.nが一定の条件下での Heffの

基底状態である.また,qmは

qm≡((nfm-a)(1-nf+a)+(nf,5-a)a

+2【(nf.A-a)(nf向 - a)a(1-nf+a)]1/2)

/lnfm(1-nfm)] (67)

と定義される･(nf- nf†+nflに注意)式 (66)

中のek-は伝導電子の分散を表す･

(63),(65)より,基底状態のエネルギーEGは

EG-<@oIHefF(nf.n)序｡>+UNd (68)

となる.nf.nを固定して計算するより,Lagrange

の未定定数 pfmを導入して計算する方が簡単で

ある.

EG豪 もlKeq恒｡>

+UNd十N∑ pfmnfm (69)
m

ここで,

Keだ-∑lek-Clh･mCh-m+(Ef一仲m)fh!mfk-m
A-,Tn

+海 (Vk･Cとmfk-,n+h･C･)] (70)

･7) Ref.15)により詳しい斗出が蔑徐されている.

である.これは2次形式であるから簡単に対角化

できて･固有値 藍 は (56)とよく似た形に与え
られる.

ch･im-芸[Ef-PfTn+ eh-

(Ef-FLfふ-eh-)2+4qmlVh-l2
これと式 (56)を比べてみると,

(Ef-Pfm)- Ef

(71)

(72)

q,n- af (73)

の対応関係があることが分かる.Keqは計算の便

宜上導入したものであるが,以下の計算でこの対

応関係は等号であることが確落される.

これから先は,常磁性相を仮定してm-依存性を

落す.実際の計算はつぎのように実行する.まず,

サイ ト当りの総電子数 n-nc+nfは,U-0

でのフェルミエネルギーeFと混成バンドの分散

蔓 を用いて

n-孟∑ e(eF-Eh:) (74)
k.

と定まる.サイ ト当りの f一電子数 nfは

nf-iE <i.Jfkifk-T60,
h-

(Ch=-e)2

N LF (fh=-i)2+fVk-I2

×e(eF-Eh=) (7.5)

となる･ここで,悔I2≡q帽 2である･(75)よ

り未定定数 pfが定まる.基底状態のエネルギー

EGは

EG(a,nf)-2∑ck=0(eF-Eh-I)
k.

+Npfnf (76)

で与えられる.これをd,nfについて最小にする

ことで基底状態のエネルギーが定まる.

さて,(76)式は変分パラメタを2つ含むので,

解析的な表式を求めるのは難しい.そこで,いま

興味のある強相関の極限U=∝)の場合を考えて

みよう.この場合,f-サイ トの2重占拠は完全に
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禁止されてd-0であるから,変分パラメタは1

つとなる･また,そのときには(67)は

q=
1-nf

1-nf/2
(77)

となって,qを変分パラメタと考えることもでき

る.サイト当りの総電子数は,図7のような状況

を想定して,n-1+eo(0<Eo<1)と設定す

る.伝導電子として図7のような線形の分散を仮

定し,エネルギーの単位と原点は -1<eh-<1

となるように選ぶ･さらに,混成要素 V言の波数

依存性を無視すると,(74)-(76)の計算は簡単に

実行できて,

(EG)min-N(一芸【ト (E｡-1)2]･Ef

-eoexpl-

eo
q-Pexpl-

e0-1-Ef

E0-1-Ef
2V2

nf-1-A expl-

]〉 (78)

】 (79)

80-1-Ef
2V2 ] (80)

FLf--Eo+1+Ef

･(1lnf)卜1+2〆崇 ] (81)

と与えられる.上の計算では,q≪ 1あるいは

nf巴 1になるようなパラメタを選んだが,lVl2

が小さいときには,そのような状況は eoや Ef
の広い範囲の値に対して実現できる.(図9参照)

基底状態のエネルギーが求まったので,化

学ポテンシャル FL- d(EG)min/d(Nn)を計

算することができる.全電子数 Ⅳ の代 りに

U-0でのフェルミエネルギーeFで微分する.

d(Nn)-Do(eF)deFおよび (EG)minのeF-微分.

のうちでFLf,nf,qなどを通じたものは (EG)min

の停留性よりゼロとなることに注意すると,(76)
を用いて

〝= 1 d(EG)min

Do(eF) deF
l d ._⊥

-扇面 孟 [2㌢h:0(eF-Ek:)h
+Ⅳ仰 f]

1

-両 [2∑ Ek:6(eF-Eh--)](82)
k-

となるが,

Do(eF)-2∑ 6(eF-Eh=) (83)
k.

であるから,化学ポテンシャルは

p-Ch=F

で与えられる.

(84)

つぎに,qの意味を考えてみよう.基底状態の

波動関数が求まっているのでnfhに <fkifh-> を
計算することができる.とりわけ,フェルミ面で

の不連続は

Anfk--
(eh-,-fk=F)

(Ch･-F-eh･F)2+4lVh-FI2
×q(85)

で与えられる18)･(84)の関係が成り立つので,も

しq- afであれば,(85)式の qの前の因子は■一■･･■
(58)式のAf-(kF)に等しい･したがって,(46),

(52),(53)の関係と見比べることにより,

q-af-(ト 訂 1 (86)

であることが分かる.つまり,(73)の関係は等号-･● -■
である.また,この関係によって,k≠kFにお

いても,

図9 伝導電子とf電子の準位
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Eh=-Ck=
の関係が成り立つことが分かる.

(87)

即ち,(72)の関係が等号で成 り立つ.この関

係と(81).を用いると ｢くりこまれた f-レベル

Ef｣は

Ef-Eo･-1

･(nf-1)卜1I2V2三崇 日 88)
で与えられる.このことは,q≪ 1となって ｢く

りこまれた混成｣が小さく,nf巴 1が成り立つ

状況 (近藤領域と呼ばれることがある)では,Ef

が (57)式の下で述べたように決ることを意味し

ている.(図9参照)

5.鏡酸化物の準粒子-フエルミ液休の性耳

この節では,重い電子系の準粒子と銅酸化物高

温超伝導体のそれの性質を比較してみよう.その

ために,前節で展開した手法を銅酸化物に対して

適用する.銅酸化物ではCuと0からなる2次元

面が本質的な役割を演じている.この2次元面上

を運動する電子はつぎのような ｢d-pモデル｣で

記述される.(図10参照)そのハミル トニアンは

H - ed∑ dLdkq+Ud∑ndi†ndilkq I

+C｡∑ (ptkqPCkq+pLkqPyhq)kq

+∑【vc戒 たqdkq+(I-y)+h･C･]
kq

+∑ (wkPthqPyhq+h･C･)･ (89)
hq

で与えられる･ここで,ed, ep は d-および p-

レベルを,Vck-2ilpdSin(k∬a/2)は dG2-y2

電子とp｡電子との混成 (行列要素 tpd)を,

Wh-4tppsin(k∬a/2)sin(kya/2)は p¢電子と

py電子との混成 (行列要素 tpp)を表す･Udは

d∬2-y2電子間の局所的なクーロン斥力である･

ndiq≡a.Tqdiqはサイ トiでの d〇2-y2 電子数を

表す.

(89)に現れるパラメタは,p-d混成の強さ

･cu Oo

図10 銅酸化物の2次元面の構造.

lpdを単位に測ったとき,Ud～8,ep-ed-2,

tpp～0.5と評価される18)･ したがって,1電子

状態密度はおよそ図11のようになる.これはつ

ぎのように理解できる.もし,d電子間の斥力が

なければ (Ud-0),d-p混成バンドができるだけ

である･しかし,dGLy2軌道を2つの電子が占

拠すると大きな斥力 Udがはたらくので,p-バン

ドより上の位置に2重占拠に対応する状態があら

われる.

斥力 Udはモデルに現れるどのパラメタより

エネルギー的に大きいので強相関効果 (2重占

拠を避ける効果)が現れると思われるかも知れ

ない.ところが,p-バンドの上端と2重占拠に対

応するエネルギーとの差 (電荷移動ギャップ)は

p-d混成の大きさtpd と同程度であるあるため,

Ud≫tpdであっても,d訂2-y2軌道の2重占拠は

比較的容易に起きるのである.それを反映して電

荷移動ギャップの中に準粒子の状態が形成される.

この点が重い電子系との大きな相違点である.

準粒子の性質をもう少し定量的に見るために,

2重占拠の割合 d(-nd†ndl)をパラメタとして

基底状態の波動関数を変分的にきめる前節の議論

(fuce-Uedaの方法)を適用する.4.2節に対応す

る議論はRe116)によりなされている.4.4節に対

応するRef.17)で得られた結果を示そう.この方

法で大きな斥力 Udによる局所相関の効果 (避け
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工ネルで一

図11 1電子状態密度の概念図 (電子括像).

合う効果)を取り込むと,準粒子に対する有効ハ

ミル トニアンは,(89)式においてtpd一 府 pd,

ed一 言d,Ud- Udのように置き換えたもので与

えられる.すなわち,斥力 Udの効果によりd-レ
ベルはe-dまで上昇し,p-d混成 tpdは J石 だけ

抑えられることになる.Udは準粒子の間の相互

作用で,一般に準粒子のバンド巾程度の大きさに

くりこまれている.ここで,zdは (53)の afに,

edは (54)の豆‖こ対応す,る.

ドーピングの割合 6を減らしてハーフ･フィ

ル ドに近付くとき,もしzd- 0であれば,準

粒子が局所相関により動けなくなって絶縁体に転

移するという ｢素朴なモツト転移の描像｣が成り

立つと考えられる.しかし,上述の現実的なパラ

メタ18)を用いて計算した zdとe-dの 6依存性

は,｢くりこみ因子 zdがハーフ･フィル ドでもゼ

ロにはならない｣ことを示している.また,有効

d準位 e～dは 6- 0とともに増加して電荷移動

ギャップの中まで押し上げられることもわかる.

(図12(a)参照)

Cuサイ ト当たりのdホールの数 n5-2-nd

は核四重極共鳴 (NQR)により測ることができ

るが,それによればハーフ･フィル ド近傍でも

d｡2-y3軌道の2重占拠がかなり起こっているこ

とを示している･図12(b)には,nBの6-依存性

について,実験値 (△)19)と上述の方法で求めた

理論値 (●)17)との比較を示す.(▲ は太田ら20)

によるクラスター計算の結果)これは,d∬2-y2 軌

道が 10-20%程度2重に占拠されていることを示

す.口 は2重占拠数dの計算値を表している.こ

れらの事実は,銅酸化物ではd電子間の相関は極

端に強いとはいえないことを示す.

準粒子のバンドは,有効 d準位e～dとp準位 ep

とが ｢くりこまれた｣p-d混成 JZEtpdとp-p混

成 t｡p とによりにつくられる混成バンドである･

そして,フェルミ準位は一番上のバンドがほぼ半

分詰まる (ハーフ･フィル ドに近い)ように定まっ

ており,その近傍では準粒子は単バンドで記述で

きる.準粒子に占めるd-電子の割合は (58)に対

0･2 8 0･4 0･6

0.5

h

n d Ud=8tpd

cp-ed=2tpd

tpp=0･5tpd
d

● ● ● ●

0･2 8 0･4 0･6

図12 (a.)くりこみ因子 zdと有効 d準位 e-d,

(b)Cu当たりのdホール数ndhと2重占

拠数d,のドーピング濃度 (6)依存性.

- 371-



講義ノート

応する式で与えられるが,zd-1であることを

反映して (r点を除いて)p-電子と同程度である.

この点も重い電子系との大きな違いである.

このように,ひとくちに ｢強相関電子系｣といっ

ても,重い電子系と銅酸化物では準粒子の性質に

大きな違いがあることに注意したい.

6.Kadowaki-Woodsの関係

重い電子系の低温極限での電気抵抗 β(r)の

温度依存性は

p(T)=po+AT2+･･･ (90)

で与えられる.係数Aij:化合物の種類によって様々

であるが,一般に有効質量が大きいほどAは大

きな値をとることが知られていた叫 . Kadowaki-

Wbods(KW)はこの事実を系統的に整理して,

モル比熱の温度の1次の係数 Tとの間に

A

平
21.Ox10-5 (91)

(単位はFLnCm(mole･K/mJ)2)の関係が成立す

ることを指摘した22).(図13参照)即ち,4 .日ま

化合物の種類により大きく異なるが,Ah 2 はほ

ぼ一定に留まるのである.

重い電子系では低温領域の電気抵抗はフェル

ミ液体の準粒子間のウムクラップ散乱で生じるた

め,(55)式できまる散乱確率に比例する.即ち,

f一電子の自己エネルギーの虚部 Im∑fで与えられ

る･一方,比熱の係数 Tは (53)式のくりこみ因

子 afの逆数に比例して増強されるので,自己エ

ネルギーの実部 Re∑Eの W-依存性を反映する.

ところで,∑(LJ)もグリーン関数 GRと同様に複

素平面 Wの上半面で解析的である.したがって,

Kram ers-Kr6migの関係によって両者は結びつい

ている.即ち,

-●
Re∑(k,U+i6)-

≡(: dx

････●
Im∑(k,x+i6)

X -U , (92)

が成立している.この関係を通じて KW の関係

が成り立つことが自然に理解される.

実際,Im∑(LJ;T)は一般につぎのような振舞い

を示す.

Ⅰ-E(W;T)ニー(去 十暮 )o(TI一由)

-(去 +S)F(蛋)o(a-T;) (93)

ここで,& ≡【W2+(qT)2】1/2であり,F(y)は

F(1)-1,F(∞)-0を満たすゆるやかな減少関

数である.110は不純物散乱による寿命を表し,パ

ラメタ SはLJ巴TIにおいて -aflm∑(LJ)とTI
となる (ユニタリティー散乱)ように決まる.電

気抵抗の係数 AはIm∑(r;r)に比例するので,

(93)から

AaT;-2 (94)

であることが分かる'8).比例係数はU=0の混

成バンドの量で決まる.一方,(93)を(92)に代

●8) 準粒子の質量の増大は散乱確率のくりこみ効果,(55)式,

と打ち消し合う.

6
･
x

･tJJ3
･q
ユ)V
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図13A と72の関係 (Kadowaki-Woodsの
関係)
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入して,Re∑(LJ)のLJの1次の係数を求めると,

簡単な計算により

7∝TI-1 (95)

となる.ここでも,比例係数は U=0の混成バ

ンドの量で決っている･したがって,(94),(95)

よりAh 2の中には重い電子系を特徴つけるTl:
は含まれない.U-0の混成バンドの性質は,く

りこみ因子 af (即ち,TI)にくらべると,化合

物の種類に関する依存性は鈍感であるので,KW

の関係が成り立つのであるAh 2の絶対値のオー

ダーも再現することができる23)*9)

7.おわりに

重い電子系の性質を理解するための基本的な概

念 (の一部)を紹介してきたが,｢はじめに｣で予

告した,｢重い電子系｣における異方的超伝導の出

現機構や,極端に弱い反強磁性が出現する理由な

どについては論じる余地がなくなった.講義で時

間があればその概略を議論したい.
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基本的な知識 ･概念と文献 :

｢重い電子系｣:Ref.2の解説.

｢フェルミ液体｣:Ref.3.

(これらについては講義のなかで詳 しく説明し

ます.)
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