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磁性半導体中の伝導電子状態

一才スピン相関の効果一

神奈川工科大学 高橋 正雄'

(1998年 2月18日受理)

1 はじめに

磁性半導体の伝導電子状態は､通常 S-fモデルとよばれる次のハミルトニアンで記述さ

れる1,2)｡

H - ∑Ekaklpakp-I∑aLq･smamv (1)
AFL mFLL/

この式の第1項は､β電子の運動エネルギーを表し､第2項はβ電子とJスピンとの間

のsj交換相互作用を表す｡全体のハミル トニアンHtにはこの他に磁性半導体の磁性秩

序を形成するfスピン間の交換相互作用Hf (ハイゼンベルク型)が加わる｡その結果､

Ht - H+Hf (2)

Hf --∑ JmnSm･Sn-gPBHz∑ Smz (3)mn TTZ,

と表される｡Hzはfスピン系にかけられた外部磁場を表す. S電子スピンへの磁場の

影響 (ゼーマン効果)は非常に小さく通常の場合無視できる｡Jスピンは各サイトごとに

配置されているが､その向きは熱的に揺らいでいる｡そのため､一般にJスピン系は母

体のイオン結晶と同じ並進対称性を持ってはいない｡

私達はこれまで､強磁性半導体のβ了モデルに対して単一サイト近似の適用が有効であ

ることを示してきた3)｡最初にt行列を使ったコヒーレント･ポテンシャル近似 (CPA)

を定式化し､状態密度を求め4)､次にphoto-ESPと丘eld-ESPの違いを放出電子のもつ

エネルギーの違いだと仮定して､ESPの温度､磁場､エネルギー依存性を説明した5)｡更

に､バンドの底のエネルギーの温度変化に基づいて､EuO､EuSで観測される赤方偏移

を説明し､エネルギー ･シフト幅の違いは (JS/〟)の高次 (多重散乱)の効果であるこ
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磁性半導体中の伝導電子状態 -/スピン相関の効果-

(a) r-∞

(Sz)av-0

(b)r～rc

(Sz)av- 0

図 1:強磁性半導体でのfスピン系の向き (T≧Tc)

とを指摘した3,6)｡その上､Ⅵlicky理論を適用して､GdをドープしたEuOや EuSなど

の縮退磁性半導体の電気抵抗の振る舞いを説明した7)｡

しかし､単一サイト近似によって説明されない重要な実験結果があることもまた事

実である｡強磁性半導体で観測される光吸収端の赤方偏移はキューリー温度Tcよりも高

い温度から始まっている8)｡これは､伝導電子のバンド端が花 以上で一定ではなく､高

温の状態からTcに近づくにつれ既に低下していることを示唆している｡また､Gdを

ドープした EuO9)､EuSIO)の電気抵抗もTc近傍で異常なピークを示す｡単一サイト近

似によれば､Tc以上の常磁性温度嶺域では電子状態は一定だから､これらの現象は説明

できない｡これは､本稿でこれから扱おうとしているJスピン系の短距離秩序が β 電子

に及ぼす効果であると考えられる｡図1に示すように､強磁性半導体では､T=∞ では

fスピンの向きはランダムであるが､温度がTc近くなると常磁性温度T≧7もであって

も局所的にJスピン系が揃う短距離秩序が実現する｡このとき､Jスピンの熱平均値は

零 くくsz>av-o)であっても､スピン対相関は一般に零ではない (<Sm･Sn>a,≠0)｡

T≧Tcでの分子場近似の帯磁率から導かれたスピン対相関は2つのスピン間距離Rの

関数として

<Sm ･Sn>avcx:
e-JtR

R (4)

と表される11)｡ここでFc-1は相関距離 (相関が効く有効桐雛)であり､T-Tcでpc-1→ ∞

となる｡つまり､Tc近傍でfスピンの向きは完全にランダムではなく､局所的に揃う傾

向にあり､特にT-Tcでは遠くにまで及ぶ｡スピンの和則をみたすように係数を取っ

たスピン対相関関数は次のようになる｡
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∑<S,n･sn>aveik(m-n) - a(e)
(e+1)S(S+1)

{ー-m ~T̀●ーaYV 〉＼~′e+A(k/qD)2
(5)

ここでは温度をe-(T-Tc)/Tcで表す｡ e-Oのとき､(5)式の右辺はk-0で発散

する∴この発散はT-Tcでの帯磁率の発散に起因する｡Aは結晶構造によって異なる

定数でfccではA-7T(7T/3)1/3を取る｡ C(e‖ま､スピンに関する和法則

∑∑<S,n･sn>aveik(m~n) -NS(S+1)L･m
を満たすように定めた係数で､ほぼ1の値を取り､具体形は温度の関数として

C(亡)
3(e+1)(1-蒔arctan躍)

(6)

(7)

で与えられる｡

本稿の目的は単一サイト近似で扱われなかった S 電子に及ぼすfスピン系の短距離

秩序の効果を明らかにすることにある｡

2 基本的な考え方

2.1 多重散乱理論

β了 モデルに多重散乱理論12)を適用しようとするとき､常磁性温度領域に限定す

れば､扱いは非常に簡単になる4,13,14)｡コヒーレント･ポテンシャルが上向きスピン電子

に対しても下向きスピン電子に対しても同じになるからである (E-ET-El)｡S電チ

が､(Eで記述される)有効媒質中を運動するときのハミル トニアンK は

K - ∑(Ek'E)aklpakp
kJL

と表される｡〟に対するグリーン関数は､

P(W)-1
W-K

(8)

(9)

と定義される｡K もp も､もとの結晶と同じ並進対称性をもち､fスピン演算を含んで

いない｡ここで 1粒子グリーン関数Gを

G(LJ) LLJ-H
と定義すると､Gはpと摂動ポテンシャル V:

V - ∑ vm
iii!

vm - ∑ aL (-Jq･S m -E6pv)amp
Pi/
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磁性半導体中の伝導電子状態 -/スピン相関の効果-

を使って展開できる｡Gはfスピン系の熱的揺らぎの項を含んでいる｡そのため､fス

ピン系の熱平均を取るときには､同じサイトでの散乱と違うサイトでの散乱を区別する

必要がある｡そこで､同じサイトでの多重散乱 (繰り返し散乱)をまとめて､

Im - vml1-Pvm｢1 (13)

と定義されるl行列 (通常slater-Kosterのt行列と呼ばれる)を導入する｡t行列を使っ

て､Gの熱平均Ga,-<G>a,は次のように表される｡

Gav-<G>av- P+P<T>avP

この式でJスピン系の熱的揺らぎの項はすべて

T - ∑ im+∑ im ∑pin
帆 m n(≠m)

+∑ tmp ∑lnP∑tL+-
m n(≠m) l(≠n)

に含まれている｡

(14)

(15)

2.2 コヒーレント･ポテンシャル近似 (CPA)

ここで､(15)式で異なるサイトの間の熱平均を独立に取ることにする｡つまり､

<tmPtn>av～- <tm>avP<tn>av (n≠m)

と仮定する｡さらに､

<tm>av-o (mは任意の格子点)

を満たすようにZ;を決定すれば､(14)､(15)式より近似的に

<T>av -0

<G>av-P

(16)

(17)

が得られる｡これがコヒーレント･ポテンシャル近似 (CPA)で､(16)式で示したよう

にJスピン系の熱平均を各サイトごとに独立にとるため､単一サイト近似とも呼ばれる｡

単一サイト近似 (CPA)をS-fモデルに適用することが有効であることは既に述べた｡
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2.3 t行列を使った非 self-consistentな方法

単一サイト近似 (CPA)では､残念ながら､本稿で扱おうとしているJスピン間

相関による β 電子の散乱は取り込むことができない｡そこで､Jスピン対相関の効果を

取り込むために､(15)式のTを次のように書き直す｡

T - ∑im+∑∑tmPvn
m m n(≠m)

+∑ ∑ lmPvnPxT
m n(≠m)

(20)式は､厳密な表現である.次に､Tの熱平均を取る際に､切断近似を使って

(20)

<T>av- ∑ <tm>av+∑ ∑ <tmPvn>av
帆 m n(≠m)

+∑ ∑ <tmPvn>avPx<T>av (21)
m n(≠m)

と取ることにする｡(21)式から得られたくT>avを(14)式に代入すれば､Gay-<a>av

を求めることができ､状態密度などの物理量が計算される｡

この段階ではpに出てくるEの決め方は任意であるoところで､私達は既にfスI
ピン系の向きがランダムであるときにはcpAが有効であることを知っている｡そこで､

E を(17)式を満たすように決定することにする｡そうすると､fスピン間の相関がない

ときには､(21)式より<T>a,-0が示され､GavはcpAのPに等しくなる.温度T

がTc近くにまで下がってfスピン間に短距離秩序が発展すると､Ga,は常磁性温度領

域であってもpから離れていく｡

2.4 総自己エネルギー 左 についての考察

Jスピン系についての熱平均を取った後では､結晶の対称性がすべて回復され

るので､Gavも<T>ayももとの結晶の並進対称性を持つことになり､プロツホ表示で

対角的になる｡そこで､

Gay(k)- <kIGavlk,-(k
l

LJ- Ek-E t(k)

- 30 -
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∑～

iT… ? Ut ll ll tl 暮I Il I〇一-ー-一一･.■-■一一t

P

図2:ダイヤグラムによる表現

で総自己エネルギー Eiを定義すれば､これもまたプロツホ表示で対角的である｡CPA

条件 <tm >av-Oを使って整理すれば(E -EcpA)､

Et(k)- <kZEtlk>av

- E+∑∑ <kllmPvnlk>av
mn≠m

-∑∑<坤mPvnlk>av
m n

1+F(E-I) LLJ- Eq-E甘L;∑∑<sm･sn>avei(た~q)(m~n)(27)

となる15-17)｡図2にダイヤグラムを使って､近似の物理的意味を示す｡相関のある2つ

のサイトでの散乱を考えるとき､中間状態のグリーン関数として､CPAで定めた (ラン

ダムなfスピン系に対する)pを使っているのが(21)式の近似の特徴である｡ スピン

対相関関数 ((5)式)を使って具体的に式を表せば､∬-机 βに対して

Et(I)
Ⅳ [1+F(IS+E)][1-F(I(S十1)-E)]

･孟 /.1dy
3 rl, y

(諺 )2(1+去)C(e)(E+1)

e+A(x+y)2

e+A(I-y)2

(28)

と表せる｡(28)式中で被積分関数は ､e-Oのときx-yで発散するが､数値計算の際

にその発散は取り除くことができる16)0

- 31 -



高橋 正雄

3 数値計算の結果と考察

3.1 状態密度

図3七､捕 列を使った非self-consistentな方法により計算された状態密度の温度変化

を示す｡ただし (IS-0の)モデル ･バンドとして､ k≦qDに対してEk-W(k/qD)2

を仮定した｡状態の数の総和は､すべての計算結果において一定に保たれている｡

rJ,(u)dw - 1
(29)

^
4

(m
)a

Sa
一

日S
JO

1̂!
S

t

l

a

Cr

1.0

-U.5 0.0 0.5 1.0 1.5

∴ ､.

1.O -lO.5 O.O O.5 1 .0 1 .5 2.(I

-J.0 -0.5 0.O 0.5 l･0 1･5 W/W

図3:状態密度の温度変化(a)IS/W-0･0(b)IS/W-0･1(C)IS/W-0･2(d)IS/W-0･3
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3.2 バンドの底の状態密度

図4に､バンドの嘩近くの状態密度を拡大して示す｡点線はCPA(r-∞)で､温

度がT-2Tc,1.1Tc,Tcとキュリー温度Tcに近づく様子を表している｡バンドの底に

出現した小さなピークは､キュリー温度に近づくしたがって急速に発達し､同時にバン

ドの底のエネルギ弓ま下がる｡ただし今回の理論では､EcpA が実数のエネルギ一飯域

では総自己エネルギー Etもまた実数となる ((27)式または(28)式を参照)｡そのため､

バンドの底にできる状態密度のピークは､グリーン関数の分母が零のところから生じて

いる｡つまり､(23)式中で分母が零となるkでER-Et(k)を定義すると､状態密度は

W _ ...r 1

D(W)W - 一誌 Im∑kLJ-Ek-ER+i6
(30)

-〈蔓甥:ofも欝 `1のとき (31,

で計算される｡このことから､バンドの底にできる状態密度の裾の形が､もとのモデル･

バンドを反映していて､ピークはcpAのバンドの底と一致することがわかる｡このピー

クが､Jスピン系の短距離秩序によってもたらされるものであることは､いうまでもな

い (後の議論を参照のこと)｡

諺-0.1 ..卓.三顔J王
′ ′ ..

/ド
∫.Jg

0･0 0･lw/W

A｢

2

0

o

nU

O

Jn
･
(
m
)a

S
37q
S

-IwS-0.2 /̀ ●●●■-..i.i.i.--,.IJ
′●′
/'/

A｢

2

0

O

O

O

30
台
!S
U
a
Q

/ .....●'ノ

/' ′ .主丁芸.一
′ ′

.I! .I.I.

Ip等 -0.5 T-2Tc ./ T-00(Cf机)

/ ごゝ二一一■一
T-1.1Tc /

/ ′′●
JT-Tc / /

-0.5 -0.4

W/W

図 4:バ ン ドの 底 の状態密度
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3.3 バンドの底のエネルギー

図5に､T-∞ とT-Tcでのバンドの底のエネルギーをIS/Wの関数として

示す｡今回の理論 (t行列を使った非self-consistentな方法)は図中でpresentstudyと

して表され､previousstudyと記された前回の理論 (自己エネルギーに交換相互作用の

2次まで取り込んだself_consistentな方法)と対比させてある｡今回の理論ではT=∞

で CPAに一致し､T-TcでもIS/Wの値の広い範囲で合理的な結果が得られた｡(前

回の理論では､IS/Wが大きいときでも副バンドに分裂しない.T-Tcでバンドの底

のエネルギーの低下がJSを越えるなどの不合理な結果に陥っていた)O

presentstudy
T-rc

･･- -･･･.･T主∞(CPA)

previousstudy
･一･-γ-Tc
一一一一-γ-∝)

0･0 0.1 0.2 0.3 0.4

ISI･:'up
0.5 0.6

図5:Jg/W の関数としてのバンドの底のエネルギー

4 まとめ

キュリー温度近くでJスピン系の短距離秩序が生じると､結晶中を運動する β

電子はJスピン系が揃った領域で長い時間過ごす状態の方が結晶全体に等しく広がった

状態よりも低いエネルギーを持つようになる｡この状態は可 交換相互作用によって β

電子が局在化するという点で､磁気ポーラロンの性格を持つ｡ただし､磁気ポーラロン

ではβ電子が自ら周りのJスピンを揃えるのに比して､今回の理論ではβ電子がJスピ

ン系に及ぼす影響は最初から無視してので､自発的に生じたJスピン系の短距離秩序の

領域にS電子が準局在している｡今回計算されたバンドの裾の振る舞いがfスピン系の

短距離秩序を反映したものであることは間違いない｡ただし､取り扱いがself_consistent

でないこともあって､バンドの底にできる小さなピークの物理的意味が今一つはっきり

しない｡Jスピン系の短距離秩序による電気抵抗の計算は今後の課題として残っている｡
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本稿は1998年2月4日 (水)筑波大学物理コロキウムで著者が発表した内容の一部を

まとめたものです｡関係者各位に感謝の意を表します｡
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