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｢強結合超伝導 -pseudogapを中心として-｣

超伝導の強結合理論による擬ギャップ現象の理論1

京都大学大学院 理学研究科 柳瀬 陽一2, 山田 耕作

1 はじめに

高温超伝導体における擬ギャップ現象とは､超伝導転移点より高温で､いかなる長距離秩序も

存在しないにもかかわらず､-粒子スペクトルにギャップ的な振舞いが見える現象である｡この現

象は高温超伝導体のアンダードープ領域では非常に広い範囲で見られており､早い段階で NMR

の実験により磁気励起にギャップ的な振るまいが見られたことから高温超伝導体の正常状態の特

徴として注目されてきた 【1】｡

この現象に対して理論の立場からは､スピン電荷分離の考え方にもとずくRVB理論 【2】や反強

磁性相関からのアプローチによる説明 【3】が試みられてきたが､近年､角度分解光電子分光 【41や

トンネルスペクトル 【51などの実験により､超伝導との連続性が示唆されたことを踏まえて､我々

はこの現象を強結合超伝導の前駆現象と捉えて計算を行なうことで､このような現象が起こるメ

カニズムを明らかにし､相図の連続性や超伝導状態との連続性からも自然な理解が可能であるこ

とを示した｡

超伝導の強結合理論とは通常のBCS的な弱結合の超伝導と異なり､超伝導転移より前に強い引

力により2粒子の結合状態ができ､それが低温で凝縮し､コヒーレントになることで超伝導転移

が起こるというシナリオである｡高温超伝導体に対してもランデリアらによりこのようなシナリ

オが提唱されてきた 【6】｡我々のシナリオはこのような単純な見方とは異なり､強結合超伝導に必

然的にともなう強い揺らぎによって引き起こされる現象として擬ギャップ現象をとらえたもので

ある｡一般に強相関電子系では相互作界による繰 り込みによりバンド幅が有効的に小さくなって

おり､それに比べて引力が大きくなることは十分にあり得ると思われ､強相関電子系における超

伝導の一般的な性質の一つとしても重要である｡

以下､第2章で超伝導の強結合理論にもとづいて我々が用いた理論的な枠組を説明し､第3章

で､その枠組に基づいて､T-1natrix近似､及びsclf-coIISistcntT-matrix近似に対応する数値計

算の結果を示す｡第4章で､得られた結果に対するまとめといくつかの議論を行なう｡

2 理論的枠組

一般に超伝導の強結合理論としては ノジュールとシュミットリンク に代表されるようにBCS

超伝導とBose凝縮のクロスオーバーとして､主に低密度の電子ガスに対して研究が行なわれて

1本稿の内容の主要な部分は現在 J.Phys.Soc.Jpnに投稿中である

2E-mail:yanasc@ton･scphys･kyoto-u･ac･JP
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研究会報告

きた 【7】｡これらの理論は熱力学的ポテンシャルに対する超伝導揺らぎからの第一図のダイヤグラ

ムに対応する寄与を計算して､化学ポテンシャルをセルフコンシステントに決めることにより､

BCS超伝導からBuse凝縮までをクロスオーバーとして連続的に記述できるものである｡
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図 2:(a)裸の T-Inatrix(b)繰 り込まれた T-matrix

しかし､これらの理論は低密度極限で正当化される理論であ り､高温超伝導体のように格子上

ハーフフィルド近傍で超伝導が起こる場合にはむしろ高密度としてとらえるべ きであ り､その擬

ギャップ現象を考えるためには熟揺らぎにより有限エネルギーを持つ2粒子の結合状態ができる

ことが元の電子状態に与える影響などを考えねばならず､ノジュールーシュミットリンクを越えた

取 り扱いが必要になる｡実際に我々が現実的な要素を採 り入れた計算を行なった結果､ノジュー

ルーシュミットリンクで示 されているような化学ポテンシャルのシフトはあまり重要ではな く､以

下に示すように､強い超伝導揺らぎによるresoIlanCCの効果がむしろ支配的であることがわかる｡

本研究においては､高温超伝導体で実際に起こっている擬ギャップ現象を考えるために(J一波超

伝導､格子上ハーフフィルド近傍､強い2次元性､粒子一ホール非対称性などの現実的な状況のも

とでの強結合超伝導の前駆現象を考える｡最終的にこれらの現実的な要素のそれぞれの重要性が

示 される｡強結合超伝導の立場からの電子状態の計算は既に幾つかあるが 【8ト これらの状況を何

らかの形で無視してお り､本質的に異なる結果を与えることになる｡

まず､以下のようにd一波の引力を導入した2次元正方格子上のモデルを考える｡

H-∑ EhCisck.S'∑ vk-q/2,k,-q/2Ck,,.Cと_A,.tCk,TCq-k,i,
k,s A,kl,q

( 1)

ここで､どkは次最近接ホッピングまで考慮して現実的なフェルミ面を再現するようにパラメー

ターを選んだ分散関係である｡

Ek- -2t(cosk･｡+L･OSky)+4tI｡･oska･cosky-FL･ (2)

以下では､t=0.5eV､t'=0.45tとして､ホールドーピング 6=0.1に対応するフィリングを

考えるoVk,k′は(l一波の引力であ り､以下のように書けるo

Vk,h′=･qPhPh′,
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:｢強結合超伝導 -Pseudogapを中心として-｣

pk- L･OSk･よ,-COSたy, (4)

ここで､ V-kは (l∬2_y2一波の形状因子であ り､.q<0である｡本来､超伝導の引力の起源は反

強磁性的なスピン揺らぎであると考えられ､それは､電子状態に様々な影響をもたらすが､【9】

･lよ12_y2-波超伝導の前駆現象という意味ではこのように簡単な引力の形から出発しても本質は失わ

ないと考えられる｡

まず､強結合超伝導に特有な強い超伝導揺らぎを考えるために､また､実際の (揺らぎにより

抑制された)超伝導転移点近傍での電子状態を考えるために､その領域で支配的な散乱過程であ

る､T-matrixを考える｡それは､第2図のような1)article-pal･tideチャンネルの梯子状のダイア

グラムである.これは､(lよ:2-y2一波の形状因子で分解され､一般に次の表式で表されるo

r(k,q-k:k',q-k′:ift") - Y-A-q/2t(q,iit,I)V̂k′-q/2

t(q,ifと,i)~1 - .q-1+xo(q,iit,I),

xo(q,iitrl) - T∑G(k′,iwrn)G(q-k′,iJtrl-iw-)92k,_q/2, (5)
k/,LJm

このT-matrixは超伝導揺らぎのプロパゲーターに対応するもので､これが q-it-0で発散す

る時に超伝導転移が起きるというのが有名なサウレス条件である｡そのため､超伝導転移点近傍では

q=i1-0の近傍からの寄与が支配的であ り､以下のようにTimc-Dcpelldcllt-Ginzburg-Landau

(TDGL)展開に対応する展開を行なう｡

.qt-1(q,fl)-to+bq2- (al+ia2)it. (6)

ここで､to-1+ .ql,0(0,0)-0がサウレス条件に対応 し､超伝導転移近傍では toは非常に小

さくなるので､今後 toをスモールパラメーターとして計算を進める.その意味で､この計算は実

際の超伝導転移点近傍からのアプローチになっている｡

まず､これらの (TDGL)展開パラメーターの性質を考えてみよう｡これらは弱結合では以下

のように表される｡

to-1･Lq/de実 学 pd(e)珊 pd(0)等

b - ,･q･/de悪 警 望LgFpd(0,表筑 確,

･｡ - Lyl/d寄 算 pd(E,,

a2 -llqlpd(0) (7)

ここで､pd(e‖まd｡2-y2一波に対して有効な状態密度であ り､ (lc2_y2一波の形状因子を用いて以

下のように表される｡

.pd(e)-∑ pk(e)や完 ,

h
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ここで､pた(6日ま-粒子スペクトルであり､一般の状態密度はp(e)-∑kPk(E)となるO(l∬2-y2一

波の擬ギャップは pkの大きいところで開くことを考えれば､pd(E)はp(e)よりも l̀諾2_y2-波の擬

ギャップ形成に対して敏感な関数であることが分かる｡

bは超伝導のコヒーレンス長 Eの2乗に比例するパラメーターで弱結合では非常に大きな値を

持つ｡このパラメーターが小さくなることは一般に揺らぎの寄与が大きくなることを意味する｡

また､(11は粒子-ホール対称性のある系では常に 0であるが､現実の系では常に非対称性があ

り､バンド構造によって正負の決まる有限の値を持つ｡一般には状態密度のエネルギー微分で表

され (al∝讐炉IE=0)､超伝導揺らぎのホール係数に対する寄与を決定するが 【10ト α2と比べて

TJEFに関して高次項となり通常は弱結合からのアプローチでは無視される｡

これらが､強結合になった場合､さらに擬ギャップが開いた場合を考えてみると､大まかに言っ

て､b∝pd(0)/T3,a2∝ Pd(0)/TL･の関係があることを考えると､b,(上2は著しく小さくなる｡一

方､alに村しては上記の弱結合の場合の表式は電子格子相互作用による超伝導の場合に正当化

される表式で､高温超伝導体のように電子電子相互作用を起源に持つ場合には､それと同程度の

寄与が高エネルギーからの寄与として存在する｡高温超伝導体の場合には､それは主に (7T,0)の

VaIトHove特異点の近傍からの寄与であり､前者と同じ負の符合を持つ｡これは強結合､及び､擬

ギャップに対してあまり敏感でなく､ある程度の値が残る｡そのために､強結合超伝導を考える

際には alを無視することはできず､むしろ a2<ialJとなる状況も考えられる｡

T-matrixが超伝導揺らぎのプロパゲーターに対応することを考えると､その虚数部分が小さく

なるわけで､そのことが意味することは､弱結合においては拡散的なモードであった超伝導揺ら

ぎが ｢良いモード｣になり､ここで､prc-fol･mCdpairとしての性質を持つということである｡

次章でこれらのパラメーターを数値的に直接的に決定する計算を行ない､そこで､これらのパ

ラメーターの振舞いが確認されるが､ここでは現象論的にパラメーターを導入して､解析的に一

粒子グリーン関数を計算する｡

まず､a2≪ Jallの極限をとると､T-Inatrixの虚数部分は以下のようにデルタ関数で書ける｡

Imt(q,f2)-gエ6(0---q)
α1

(9)

ここで､i2q-(to+bq2)/alであり､これが prc-formedpairの分散関係に対応する｡注意す

べきことは､高温超伝導体の場合､alは負であ り､ilq<0である｡つまり､高温超伝導体にお

いてはprc-forrncdpairは電子的ではなく､ホール的である｡このことからノジュールーシュミッ

トリンクの意味での化学ポテンシャルのシフトは電子ガスモデルとは逆に上向きにシフトするこ

とになる｡

ちなみに､アロノフらにより､磁場中の超伝導揺らぎの領域で見られるホール係数の符合の反

転が､弱結合の表式と (つまり､(llが負であること)と矛盾するということが指摘されており､

長 く問題となっている 【11】｡Gcshkellbeillらにより､電子的な pre-forrncdpairの存在を仮定す

ることによりこの間題が解決されるという提案がなされているが 【12ト 強結合超伝導を考えても

あくまでもpl･e-formedIJairはホール的であり､単純な強結合のシナリオだけではこの間題は解

決できないと考えられる｡
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｢強結合超伝導 -pseudogapを中心として-｣

ここで､toが小さい時にもっとも発散的な寄与のある項を集める方針で､図3(a)の1ループ

のダイアグラムによる自己エネルギーを解析的に計算することができるが､その大まかな振舞い

は以下のようになる｡

ReER(A,〟)

lmER(A ,LJ)

i

i

-.qp'k品ilog聡miIl(T,(l･,Q･2b/Iallvi)](回≫舟 )

-･(Jp2k茄売 (%α-1)つ
.qv-2k孟((l･2+簿t.)一書

0

(回～舟),

(回 ≦r)

((l･≧ヒ洪 ｢師

ここで､(l･-LJ+Ekであるoこの典型的な振舞いを図4に示すo

(10)

(l l)

(C) lI
> I-,r

図 3:(a)T-matrix近似､ (b)sclf-

consistcntT-matrix近似に対応する

ダイアグラム｡(C)ハートリーフオツ

タ項

7

2

(0
.1
)H
O
∝

図 4:上から順に､(a)自己エネルギーの実数

部分､(b)虚数部分､(C)-粒子スペクトル

この自己エネルギーの主な特徴は､実数部分が LL)=0付近で大きな正の傾きを持ち､虚数部分

の絶対値が 山=0付近で鋭いピークを持つことである｡これらの振舞いは通常のフェルミ液体

論と全く異なるものであり､熱的に揺らいでいるpre-formedpairとの rcsonallCCの効果である｡

数式的には､T-matl･ixの強い運動量依存性､振動数依存性がこのような振舞いを生んでいる｡実

は､弱結合においても､つまり､(t･2≫lalLの場合でも同様な振舞いがあるが､この場合には絶対

値が著しく小さくなり､強結合の場合のような異常な振舞いには結び付かない｡
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ここで､-粒子スペクトル A(k,/A)--ilm GR(A,LJ)を考えよう｡図4(a)に示されるように7T

LJ-Ek-RcER(A,LJ)-0の解は3つあるが､中央の LJ-0付近の解は大きな虚数部分のために

潰されて､-粒子スペクトルは残 りの2つの解に対応する2-ピークの構造を持つ｡(図4('･))こ

れは､以下のような位置にピークを持つ､超伝導状態と似たギャップ的な構造である｡

E = 士

A完 - 硯 孟 log[T/2]･

超伝導状態においては､凝縮したクーパーペアに対応するギャップが存在するが､今の場合は､

A2k ∝ nB∝∑qb(ftq)であ り､熱的に励起された lJre-forlnedpairの数に対応したギャップを持

つ｡さらに､今の場合には､prc-fol･medpairがホール的であることを反映して､自己エネルギー

および-粒子スペクトルに本質的な非対称性があり､二粒子スペクトルの2つのピークのうち低

エネルギー側には比較的緩いピークが､高エネルギー側には鋭いピークができる｡

このように､強結合超伝導の場合には強い揺らぎにより､超伝導転移点より高温からフェルミ

液体が不安定になり､ギャップ的な振舞いが存在することが分かる｡ここで用いたTDGL展開に

よる枠組に基づいて､次章において展開パラメーターを明示的に決定した上での計算結果を示す｡

3 数値計算の結果

3.1 で-matrix近似

まず､超伝導揺らぎを取 り込む最低次の近似 として､T-matl･ix近似に対応する計算を行なう｡

グリーン関数として､裸のグリーン関数 GR(0)(A,LJ)-(W-Ek+iS)-1を用いて､T-1natrixを計

算することでTDGLパラメーターを計算し､図3(a)のダイアグラムに対応する自己エネルギー

を計算する｡ただし､図3(C)に対応する自明なハー トリーフオツク項は元の分散関係に入ってい

たものとして除外する｡この場合､裸のグリーン関数を用いるため､超伝導転移温度は常に平均

場の転移温度 TMF に等しく､そのため､TMF 以上の温度における計算になる｡

-粒子スペクトル及び状態密度の計算結果を図5､図6に示す｡

-30 -10 10

0)

図 5:-粒子スペクトルの温度変化

-20 -10 00 10 20 30
α)

図 6:状態密度の温度変化

低温になり､超伝導転移温度に近づ くにつれて､-粒子スペクトルにギャップ構造がはっきり見
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｢強結合超伝導 一Pseudogapを中心として-｣

えており､フェルミエネルギーでの状態密度が減少していくのが分かる｡ただし､状態密度に村

しては､フェルミ面の近傍の運動量のみの和をとっているので､ピークの位置は正確でなく､フェ

ルミエネルギー近傍での減少のみが本質的である｡

-粒子スペクトルの運動量依存性を見ると､図7､図8のようになる｡

: lt★ ○Å●BAA やCAAA′ゝ
㌧ ○○ △△△AA

-20 -10 00 10 20 30
(0

図 7:自己エネルギーの運動量依存性 :フェル 図 8:自己エネルギーの運動量依存性 :フェル

ミ面を横切るように変化する場合 ミ面に沿って変化する場合

特に､d一波超伝導の前駆現象であることを反映して､(7T/2,W/2)近傍ではフェルミ液体的なピー

クが見えており､これは角度分解光電子分光の実験とよく対応する 【13】｡

これらの結果は様々な実験で見られている擬ギャップ現象をよく説明する｡しかし､超伝導揺

らぎは転移温度 Tcを著しく抑制するはずであり､その抑制された Tc近傍での､つまり､平均場

の転移温度以下での電子状態に興味があるので､そのためには次節のセルフコンシステントな計

算が必要になる｡

3.2 Self･consistentT-matrix近似

ここでは､繰 り込まれたグリーン関数 GR(k,LJ)-(LJ-Ek-ER(A,LJ))~1に対して､TDGL

パラメーター､及び図3(b)のダイアグラムに対応する自己エネルギーをセルフコンシステント

に決定する｡さらに､揺らぎによって押えられた超伝導転移温度を計算し､相図を求める｡

ただし､フェルミ面近傍の電子状態に興味があるので､その領域のみで繰 り込まれたグリーン

関数を用い､運動量､振動数の積分に適当なカットオフを導入する｡また､図3(C)に対応する自

明なハートリーフオツク項は元の分散関係に入っていたものとして除外する｡これらの近似は少

なくとも揺らぎの強い領域では結果に影響しない｡

さらに､数値計算の収束性のために､結合定数 .qではなく､パラメーターtoを固定して計算

する｡その結果､.qはセルフコンシステントな解として求まることになる｡toは超伝導転移との

近さを表すパラメーターであるため､これが変化すると状況が大きく変わることになり､揺らぎ

の強い領域では数値計算の収束性が著しく悪くなる｡実際､今回得られた揺らぎの強い領域の計

算結果はほぼ全て toを固定した計算でなければ､解を得られない｡

toを変化させた時の-粒子スペクトルと状態密度の計算結果を図9と図 10に示す｡

図9に示されているように､平均場の転移温度よりも高温においては通常のフェルミ液体的な

ピークを示していた-粒子スペクトルが､まOが小さくなり超伝導転移点に近づくにつれてしだい
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図 9:-粒子スペクトルの変化
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図 10:状態密度の変化

に非対称性なスペクトルになり､フェルミエネルギ一 山=0のスペクトルが抑制されていく｡実

は 1･CSOrlanCeの考え方をよく考えれば､このような非対称なスペクトルがセルフコンシステント

な解とっては本質的に重要なことであることがわかる｡

例えば､rcsollaIICCの考え方によると､-粒子スペクトルが LJ-LJpに大きなウェイトを持つと

自己エネルギーの虚数部分が LJ--Wpで大きな値を持つことになり､そこでのウェイトを抑制

する｡そのため､少なくとも対称的なスペクトルはセルフコンシステントな解としては非常に不

利であることが分かるOまた､同様の理由で､フェルミエネルギー LJ=0でのスペクトルは必ず

抑制されることも自然に理解できる｡

つまり､もともと系に備わっていた粒子-ホール非対称性がセルフコンシステントな解を安定

化させるために重要な役割を果たしてお り､その結果､常にフェルミエネルギーにおけるスペク

トルは抑制される｡そのために､フェルミエネルギーでの状態密度も減少していくが､この減少

は平均場の転移温度程度から始まる｡転移点近傍でのフェルミエネルギーでの状態密度はおもに

(n/2,7T/2)近傍からの寄与によるものであり､第2章で述べたようにpd(0)はより激しく抑制さ

れている｡また､この時､TDGLパラメーターは第2章で行なった議論の結果を再現している0

典型的な3-ピーク構造が見える場合の自己エネルギーの振舞いを図 11､12に示す｡自己エ

ネルギーは非常に複雑な形をしているが､ここでも､rcsonant･.Cの考え方をよく考えれば､この

ような形がセルフコンシステントな解として安定であることが分かる0

O
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図 11:自己エネルギTの実数部分
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図 12:自己エネルギーの虚数部分

この自己エネルギーはノーマンらが角度分解光電子分光の実験を解析するために仮定した自己
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エネルギーとは異なる振舞いをしている 【14】｡ノーマンらの仮定は､粒子 ホール対称性を仮定し

て解析したスペクトルに基づいており､そのような仮定は上に述べたようにゼルフコンシステン

トな解としては非常に不安定である｡それ故に､図11､12に示されたような自己エネルギー

が安定な解として必要であり､彼らの仮定はこの結果と矛盾することになる｡

実際にこの3-ピーク構造とコンシステントな角度分解光電子分光の実験結果も得られている

が 【15ト このような複雑な構造が現れる場合は､全体的にスペクトルが非常にブロードになって

おり､さらに実験の分解能に対応して小さな領域で運動量について和をとると､このような複雑

な構造は見えなくなってしまうために､実験で見えなくても矛盾はないと思われる｡

図13､14に典型的な3-ピーク構造を取る場合の-粒子スペクトルの運動量依存性を示す｡

二 ム▲禿 .8:～:x :cD

-20 -10 00 10 20 30
山)

ー10 00 10 20 30
O

図 13:自己エネルギーの運動量依存性 :フェ 図 14:自己エネルギーの運動量依存性 :フェ

ルミ面を横切るように変化する場合 ルミ面に沿って変化する場合

図13より､これらの3つのピークは kxと共にそれぞれ高エネルギー側にシフトしていくこ

とが分かる｡特に中央のピークはフェルミ面からわずかにはなれた運動量 (C)で､フェルミエネ

ルギーの位置にピークを作るが､これは揺らぎが強くなるにつれて抑制され､最終的に (D)で

は消えてギャップ的な2-ピーク構造になる｡

また､図14より､(7T/2,7T/2)近傍ではフェルミ液体的なピークが見えており､これが､(7T,0)

に近づ くにつれてギャップ的な振舞いに変わっていくことが分かる｡このように､d一波超伝導の

前駆現象としてとらえることにより､角度分解光電子分光で見えているように､擬ギャップが超

伝導のギャップとよく似た形状を持つことが自然に理解できる 【13】｡

最後に図 15に超伝導転移温度及び相図を示す｡ただし､厳密な2次元系ではマ-ミンーワグ

ナーの定理としてよく知られているように有限温度の超伝導転移は存在せず､常にTc-0とな

る｡今回の計算もそのような2次元的な強い揺らぎを採 り入れた結果､自己エネルギーに対数発

散があり､そのために厳密には超伝導転移温度は0になる｡しかし､現実の層状化合物である高

温超伝導体においては弱い3次元性が必ずこのような発散を取り除くので､低次元系特有の大き

な揺らぎの寄与はあっても､2次元系の特異性としての発散は非物理的である [16】｡ここでは､

そのような事実を現象論的に採 り入れて t0-0.01となったところで､超伝導転移点を決定する｡

もちろん､相図の走性的な様子はこのような定義の詳細によらない｡

強結合になるにつれて､超伝導転移温度 Tcが揺らぎにより著しく下げられていることが分か

る｡これは主に､熱的な超伝導揺らぎによる散乱により､状態密度が下げられたことによるもの
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1.5 2.0

図 15:今回得られた相図｡黒丸が平均場の超伝導転移温度 TMF､黒四角がセルフコンシステント

に決定した転移温度 黙､また､×はこの章で-粒子スペクトル及び状態密度を示した点にそれぞ

れ対応する｡

で､ノジエールーシュミットリンクで扱われているような化学ポテンシャルのシフトによるものと

は異なる効果である｡

この状態密度の減少は TMF 程度の温度から始まり､様々な物理量に変化をもたらす｡これが

擬ギャップ現象であり､言い換えると､TMF とTcの間が擬ギャップ領域である｡このように､擬

ギャップ現象の始まる温度が平均場の転移温度とよく一致することは実験ともよく一致する[17】O

このようなセルフコンシステントな計算を行なうことにより､実験で観測されているようない

くつかの特徴を含めて､擬ギャップ現象を強結合超伝導の前駆現象としての強い超伝導揺らぎに

よって起こる現象として自然に理解できる｡

4 まとめと議論

本研究においては､現実的な要素を採 り入れた超伝導の強結合理論に基づいて､超伝導転移点

より高温で-粒子スペクトル及び状態密度にギャップ的な振舞いがあること､転移温度が揺らぎ

により著しく下げられることなどを導き､高温超伝導体の擬ギャップ現象が超伝導の前駆現象と

して自然に理解できることを示した｡

最後にまとめを兼ねて､いくつかのことに対して議論をする｡

4.1 擬ギャップ現象に対 して重要な要素

はじめに述べたように､今回の計算で重要であった点が幾つかあるので､簡単に整理してみよう｡

まず､強結合超伝導であることは､最も本質的に重要である｡結合定数 〝は直接的にはあまり

出てこないが､TDGL展開パラメーターに本質的にその情報が含まれており､強い揺らぎ､特に

良いモードとしての揺らぎの性質が擬ギャップ現象の起源であった｡また､これらは主に熱揺ら

ぎによる現象であり､そのためにも超伝導転移温度が高いことが本質的である｡
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そして､格子上ハーフフィルド近傍であることは､高密度と見なせるために重要である｡第2

章で示したように､今回の枠組の中では､熱的に励超されたpre-fol･llledpail･の数 ･TLB に対応して

ギャップ構造が現れる｡低密度極限では､大雑把に言えば､ボソンの数 nBが大きくなると､粒子

数保存のために電子の数 (高温超伝導体の場合にはホールの数)が減るために化学ポテンシャル

がシフトする｡それがノジュールとシュミットリンクの枠組が低密度極限で正当化される理由で

もある｡そのような場合､nBが大きくなって今回のような効果が現れる前にボソン系と見なすべ

き状況になってしまい､結句､今回のような形での擬ギャップ現象は起こらない｡

そして､粒子-ホール非相称性があることが､セルフコンシステントな解を安定化するのに重要

である｡そのため､粒子-ホール対称的な系においては擬ギャップ現象は起こりにくい.ただし､

この場合､常に a1-0であり､超伝導揺らぎは拡散的であるが､このような場合にも強い揺らぎ

は必ずフェルミ液体を不安定にするので､(数式の上では､T-Inatrixのq-tt-0近傍が大きな

寄与を持つという意味では同じである)擬ギャップ現象が起こることは難しいだけで､不可能で

はない｡ただし､正方格子の場合には粒子-ホール対称的なモデルにはパーフェクトネスティング

が存在し､あまり現実的ではない｡むしろ､粒子-ホール対称性はない方が一般的な場合であり､

特に､高温超伝導体はVall-Hove特異点が存在するために､比較的､非対称性の強い系であると

言える｡

また､強い2次元性が低次元系に特有の強い揺らぎを起こしており､それが､自己エネルギー

の対数発散を導 く｡最終的に弱い3次元性によりこの発散は取り除かれるが､自己エネルギーに

大きな寄与をするという意味ではこの強い2次元性は重要な役割を担っている｡

これらのことは､それぞれ高温超伝導体の現実的な状況を反映しており､今回行なったような

現実的な取 り扱いが重要であることが分かる｡言い換えると､擬ギャップ現象は高温超伝導体の

個性をよく反映した硯象であるとも言える｡

4.2 相図の連続性

高温超伝導体の擬ギャップ現象を考える上で､超伝導状態-と連続的につながることの重要性

はこれまでも強調してきた｡この点で反強磁性的なギャップからのアプローチは困難であると思

われる｡

そして､もう一つ､オーバードープからアンダードープまで連続的につながることも全体の相

図を考える上で重要である｡(この点で､RVB理論によるアプローチは常に困難に直面する｡)

よく知られているように､高温超伝導体の擬ギャップ現象は最適ドープからアンダードープに

かけて起こる現象である｡一方､オーバードープ領域においては通常のBCS的な超伝導転移が起

きているといわれている｡本研究の理論的な枠組は弱結合領域から強結合領域まで連続的に取 り

扱うことができ､その観点からこの連続性を自然に理解できる｡特に､弱結合領域においては強

結合領域のような劇的なことは起こらないが､同様に T-lrlatl･ixの運動量及び振動数依存性によ

り､超伝導転移点近傍で自己エネルギーの虚数部分が大きくなることなどの変化が絶対値は小さ

いながら起こり､状態密度が多少減少することが分かる｡

この領域に関しては通常の弱結合からのアプローチが既に幾つかあり､DOS補正項という形で

計算が行なわれている【16.,18,19】｡弱結合からのアプローチなのでアンダードープ領域の擬ギヤツ
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プまでは説明できないが､最適ドープ領域においては擬ギャップ現象をうまく説明できると思わ

れる｡特に､エスリッヒらにより､最適ドープ領域でのNMRのスピン格子緩和率1/Tlの超伝

導転移点近傍の減少が磁場変化を含めて弱結合からのアプローチで説明できることが示されてい

る 【19]｡彼らの計算の中でもこのDOS補正項の重要性が示されている｡一方､我々が今回行なっ

た計算はそのような弱結合からのアプローチの自然な拡張にもなっており､特に､アンダードー

プ領域に入ると今回のような取 り扱いが必要になると思われる｡

そのような意味では､また､ノジュールとシュミットリンクが扱ったような強結合極限とは異

なった状況を考えているという意味では､今回の計算は強結合というより中間結合と呼ぶべきか

も知れない｡

全体的には､オーバードープ領域から最適ドープ領域に近づ くにつれて､転移温度 乙が上が

り､電子相関による繰 り込みでフェルミエわ レギーEFが有効的に小さくなる.そのために Tc/EF

が大きくなり､超伝導揺らぎの効果が効いてくる｡さらに､アンダードープ領域になると､強結

合としての取 り扱いが必要になり､揺らぎにより転移温度が著しく押えられ､広い領域で擬ギャッ

プ現象が起こる｡

このように､高温超伝導体の擬ギャップ現象は､相図の連続性を含めて､超伝導の前駆現象と

いう立場で自然な理解が可能である｡今回の研究は､アンダードープからオーバードープまでを

連続的に理解する上で､自然なアプローチになっている｡

4.3 今後の課題

本稿においては主に電子状態に注目して計算を行なったが､擬ギャップ現象は相転移ではなく

クロスオーバーであるので､それが物理量に与える影響の見え方はそれぞれの物理量によって異

なることも自然な結果である｡また､強結合超伝導の領域では擬ギャップ現象は比較的コヒ-レ

ンシーの発達していない状況で起こり始めるので､磁場から受ける影響が小さいことなど､弱結

合とはかなり異なった振舞いが見られると考えられる｡このように物理量を具体的に計算するこ

とは今後の重要な課題である｡

また､既に述べたように､強結合超伝導が起こる際の舞台として､強い電子相関によりフェル

ミエネルギー 印 が繰 り込まれて有効的に小さくなっていることが重要である｡そういう意味で､

強結合超伝導は強相関電子系の超伝導の一般的な特徴の一つと考えられる｡実際に､繰 り込まれ

た準粒子による超伝導として一般的な定式化をすることが重要な課題であると思われる.
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