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｢量子ホール効果及び関連する物理｣

複合フェルミオンのペアリング状態と対破壊効果

東京大学大学院 工学系研究科 物理工学専攻 森成 隆夫 1

Landall準位の充填率が偶数分母である量子ホール系の複合フェル ミオンのペア1)ング状態

における,Chel･11-Simonsゲージ場のゆらぎによる対破壊効果について議論する.Rajaramall-

Solldhi変換を用いた定式化では,変換が非ユニタ1)-変換であるため,非エルミー ト項がノ､ミル

トニアンに存在するが,この項は複素ベクトルポテンシャルとみなすことができ,対破壊効果を

もつと考えられる.この対破壊効果が,ペアリング状態ではirrelevantであることを示す.

1 はじめに

最近,偶数分母の量子ホール系において複合フェル ミオンのペアリングの可能性が指摘されて

いる[1,2,3,4】.特に〝=5/2においては,従来 d一波のスピン一重項であると考えられていたが

[5],スピン偏極したp-波のペアリング状態 という方向に収束しつつある[1,2,4].また 〃=1/2

においてもp一波のペアリングの可能性が議論されている[3】.

一方,Chern-Simonsゲージ場のゆらぎによる対破壊効果が Bonesteelによって指摘されてい

る[6】･またRajarama･nとSohdhiによって導入された非ユニタ1)-変換 【7】を用いた複合フェ

ルミオンのペアリング理論 【3]においては,非エル ミー ト項の効果が不明瞭であった･

以下では,この非エル ミー ト項が対破壊効果を持つことを指摘し,複合フェルミオンのペアリ

ング状態においてはこの効果が irrelevantであることを示す.

2 Rajaraman-Sondhi変換

磁場中の二次元電子系で La･11dau準位の充填率が l/-1/m(m,は情数)の場合を考え,次式で

与えられるR,aja･ra･ma･1トSondlli変換 [7】を用いて電子系を複合粒子の系-変換する‥

め(r)=e-J(r)4,(r),

7r(r)-4,t(r)eJ(1'),

J(r) - m･
ここで

1
d2r'p(r')log(I--7'ト好図2

d2r'p(r/)hnlog(I-17′)
1

d2r'p(r')Relog(Z一之′)-諒㌘帖
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であり,I-.t･+iy,eB -僻 は磁気長,m は磁束量子を単位 とした複合フェル ミオンの

擬フラックス数である.¢(r)および 7T(r)は複合フェル ミオンの場の演算子である.変換 (1)紘

ユニタリー変換でないため,7r(r)≠¢十(r)である.また 7r(r)と4(r)はフェル ミオンの反交換

関係を満たす･式 (2)の二行目で虚数部分のみだと通常の Chern-Simonsゲージ場理論における

変換になる【8].

式 (1)によって電子系のノ､ミル トニアンは次式の複合フェル ミオンのノ､ミル トニアンに変換さ

れる:

H -/d2r可r)a (-i∇+6a･i乏×ea)2"r)･vc

-/d2r"r)(-去 ∇2)"r)十VH･VNH･Vc, (3)

ここで mbは電子のバンド質量,6aは Chern-Simonsゲージ場の平均場からのゆらぎであ り次

式で与えられる :

6a- 霊･-/d2r,碑 )∇Ⅰ-log(I-I,) (6p(r)-p(r)-p)･ (4)

また Vcはクーロン相互作用,VHおよび VNHはそれぞれエ}t,ミー ト項,非エル ミー ト項であり,

VH-
VNIl -

∫

/

d2,6a･jcF, (5)

d2ribaxJcF, (6)

である.式 (4)を式 (5),式 (6)に代入することにより,複合フェル ミオン間の二体相互作用が得

られる.古典的な運動方程式を考えると,VHの項は Cllern-SimollSゲージ場によるLorentz力

を生じさせることがわかる.これが複合フェル ミオン間の引力相互作用の起源 となる.

3 複合フェルミオンのペアリング状態

まず VNH および クーロン相互作用 Vcを無視した場合を考える【9】.複合フェル ミオンの e-

淡のペアリング状態のギャップを△k-△ke-iPOk と倣定するとギャップ方程式は,

･k- 芸 /.kdk/% (;)e･芸 /kmdk/筈 (A)P, (7)

となる.ここで Ek= Ek?+云k△kは準粒子励起のエネルギーである･また質量のくりこみの効

巣を取 り入れるため有効質量 M を導入した.式 (7)の右辺のk- 0およびk- ∞ の漸近形か

らギャップ関数 △kの形を次式で仮定する :

Ak-(

fF△(k/kF)i for k<kF,

｡F△(kF/k)i for k>kF.

パラメータ △ は,k-kF におけるギャップ方程式 :

.t ,lt7･

.7,I2e+i

(･7,2- 日2+A2t,)･･2l'

.7.ト 2P 1
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図 1:様々なペアリング状態に対するギャップ方程式 (9)の右辺のプロット.〟-1/2の場合,解

は 1/7n-1/2との交点から求められる.A-1のペアリング状態が最大のギャップをもつ.

を考えることにより数値的に解 くことができる.図 1は式 (9)の右辺を △ についてプロットした

ものである.図からわかるように,e-1のペア1)ング状態が最もギャップが大きい.一方,基底

状態エネルギーの解析から最大の △ をもつ状態が最もエネルギーが低 く,また非ペアリング状

態よりもエネルギーが低い.よって,基底状態は p-波のペアリング状態である.

4 非エルミー ト項の効果

非エルミー ト項 VNH は式 (3)の導出から明らかなように複素ベクトルポテンシャルと見なす

ことができる･一方,超伝導体における磁束の局在一非局在転移の問題において,複素ベクトルポ

テンシャルが非局在性を引き起こすことが指摘されている[101.この間題における局在状態が複

合フェルミオンのペア1)ング状態であるとみなすと非局在状態は非ペアリング状態K:対応するの

で,VNH は対破壊効果をもつと考えられる.VNfIを考慮したギャップ方程式は次式で与えられ

る :

･L･-意Ikdk,筈 (;)e, 互k-意 JLt∞dk,普 (A)e･ (10)

非エルミー ト項 VNH のため,互kは△kの複素共役ではない.そのため上のように二つの方程式

が必要になる,積分方程式 (10)は厳密に解 くことができて,その解は

･L･-(A((k/kF,,_01,m/(k/kF,∴ ;;kk;;: (ll)

･ .-(ilk/kF'e'1O-'k/.kF'2''m (崇 ,' (12)

である.この状態は 瓦 .△ん≡ Oであることからギャップレスのペアリング状態である.ところ

が,基底状態エネルギーの解析から互 k△L.≡Oの状態はエネルギーの極大点にあることが示され
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る.一方,VNH は通常の Chel･mSimonsゲージ場理論における三体相互作用項 V3に対応 して

いるが,1/-1/m,(m は奇数)の量子ホール状態では V3がil･relevalltであることが示されてい

る【1号 よって,BolleSteelが指摘するように Chel･n-SilnOnSゲージ場のゆらぎによる対破壊効

果が存在するが,複合フェル ミオンのペアリング状態ではil､relevalltであると考えられる.

5 結論

Rajaraman-Solldlli変換による複合 フェル ミオンのペアリング理論では非エル ミー ト項が存

在し,この項は対破壊効果をもつ.しかしながら,ギャップ方程式および基底状態エネルギーの解

析からペアリング状態については irI･elevantであると考えられる.非エル ミー ト項は,二電子間

のクーロン相互作用 と外部磁場によって引き起 こされる量子ホール系においてもっとも基本的な

短距離の二体相関効果を,非ユニタリー変換を用いて取 り入れたことに起因している.しかしな

がら,非エル ミー ト項は長距離の振舞いには影響しないと考えられる.一般的にこのようなこと

が成 り立つとすれば,強相関電子系を議論するにあたり,まず短距離相関を完全に取 り入れた変

換を行い,低エネルギーの解析では非エル ミー ト項の効果を無視 してよいことになる.この点に

ついてはより詳細な考察が必要であるが,強相関電子系を理解するうえでのひとつの指針 となる

と考えられる.
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