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研究会報告

擬 2次元 d-pモデルにおける超伝導揺 らぎ効果

京都大学 理学研究科 小池上 繁1, 山田耕作

1 Introduction

鋼酸化物高温超伝導体(ⅡTSC)の擬ギャップ状態に対する理解は､多くの実験家の努力により着

実に深まってきた.比熱 ll]や核磁気緩和率あるいはEnightシフト[2】の温度依存性からは､擬

ギャップ温度r書において準粒子が何らかの束縛状態を形成して系全体のエントロピーを減少させ､

擬2次元系に特有の強い熱揺らぎの影響を抑制していることが示唆されるが､この束縛状態がスピ

ンの自由度だけでなく電荷の自由度にも関係する性質を持つことは角度分解光電子分光 (ARPES)

[3]や走査 トンネル分光 (sワs)【4】により観測される電子状態の変化からも明らかである｡HTSC

は正常相において強い反強磁性スピン揺らぎを持つ系であり､それがd㌔-y2一波のCooper村に

対する強い引力として働 くことになれば､超伝導転移温度 (Tc)よりもかなり高温側でも超伝導揺

らぎの効果が現れると考えるのが妥当であろう｡

以上のような可能性を半定量的に確認するために､我々はこれまでにも斥力と引力の2通りの

a-pモデルに対する解析 【5日6】を行なっており､それぞれにおいてIITSCの物理の理解を深めてき

た｡そのようにして得られた知見から､ETSCにおける準粒子状態および磁気的相関を矛盾なく

説明するためには､より現実的な斥力モデルから出発して Cooperinstabilityを引き起こす引力

相互作用を導出し､その引力によるself-energy-の寄与として超伝導揺らぎの効果を取り入れる

という方法【7]が適当であると考えた.そこで今回は以前の解析で採用 したAuctua.tionexchange

approximation(FIJEX)に基づ く引力相互作用からt-matrixを導出し､そのnormalself-energy

への寄与をFLEXによる寄与に加えて取り込み､d電子のGreen関数およびnorm alself-energy

を自己無憧着に求めることにする｡

2 Formalism

2.1 ModelHamiltomian

解析に用いるモデルハミルトニアンは､擬2次元 d-pモデルであり以下のように表される｡

H=Ho+H1-P∑ (dkqdk.+pCktqPCkq+pykfqpykq),
kq

1E-md:knike◎tonl8Cphy8･kyoto-tL･a,CJp
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｢強結合超伝導 -pseudogapを中心として-｣

H o-∑ (dL psktq
kq

〝沌toa.A.Jk

紺紅

;
･N(ng

,2

,(2,

(;'y' -2isin響,(良-izcoskg,(芸ニー41wsin箸 sin% , (3)

Hl-芸k; qE .,dL q.dk,-qldk･↓dk,･(":#ofCusites' '4'

ここでエネルギーについてはd-p間のhoppingを､波数については格子定数の逆数をその単位 と

した｡また以降はdレベルEd がエネルギーシフトU(nod)/2を既に含んでいるものと考えて､式

(2)の最後の項を無視する｡

2.2 Green'sfunctionandDysonequation

無摂動 Green関数は､

e(o)(k)-1

(
iEn- Ed+(是(芸

-(毘 i'n一･fp
-CR C;

k-(k,ifn-i打T(2n+1)), n-0,士1,土2,･･･

Gd(k)-1-Gio)(k)-1-En(k).

Dyson方程式は､

(5)

(6)

∑n(k)(d電子のnormalself-energy)は､FLEXに基づいて求まる部分 ∑nF(k)と･l-matrixからの

寄与による部分 ∑:(k)とからなる｡

∑n(k)-∑f(k)+∑nT(k).

2.3 FLEX

以下の方程式により∑nF(k)を得る｡

∑nF(k)-∑ vn(k-k')Gd(k'),
kl

Vn(q)-
3 U2x(q) 1 U2x(q)

21 + Ux(q)
-U2x(q),

x(q)--∑Gd(k)Gd(q+k)･A

写--孟妄言･-,q-(q,i〝t-i2qTl',I-0,土1,土2,--

NLは数値積分で用いる第 1Brillollinゾーン内の格子点の数である｡

1479-

(7)



研究会報告

2.4 t-matrixapproximation

t-matrixに対するBethe-Salpeter方程式は､

t(kl,k2;q)-Va(k1- k2)-∑va(k1-ki)Gd(ki)Gd(q-ki)i(ki,k2;q), ( l l)

hi
U2x(q) 1 U2x(q)

21+Ux(q)21-Ux(q)
va(q)=き

(ll)を解 くと､i(kl,k2;q)が次のように近似的に求まる｡

i(kl,k2;q)
g(q)¢(kl;q)F(k2;q)

1-人mar(q) '

+U.

入.naC(q)¢(k;q) ニー∑ va(k-p)Gd(p)Gd(q-P)O(p;q),

p

q-(0,0)とすると(14)は血 ashberg方程式である.

g(q)-/dkl/dk24･(kl;q)Va(kl- k2)i(k2;q),

/dkllb(kl;q)l2-1･

(12)

(13)

(14)

固有値方程式 (14)においては､最大固有値入maC(q)に対する解¢(k;q)だけを考慮する.こうして

得られたl一matrixからの寄与∑nT(k)は､

∑nT(k)-∑ i(k,k;q)Gd(q-k)･
q

3 DetailsorNumericalCalculation

(17)

数値計算は FbjitsuVPP500およびvpp700の8PU-32PUの並列ジョブで行ない､畳み込み

の形を取る多重積分の計算には数値計算ライブラリSSLII/VPの多次元複素FFTサブルーチン

dvmcftを利用 した｡

収束条件:

全てのk-(k,iEn)に対 し
商 )(k)一恵 -1)(k)l

JELr)(k)I
<10~2. (18)

固有値方程式 (14)を解 くためには幕乗法(powermethod)を用いるが､そのときの¢(k;q)に課す

る収束条件: 各々のq-(q,iLJE)について､

全てのk-(k,iEn)に対 し
[4･(r)(k;qト ¢(r~1)(k;q)

maxil¢(r)(k;q)廿k
<10~2. (19)

(14ト(16)における各qについての計算は独立に実行できる｡ ここではまず､松原振動数 Oを持つ

qLこついて波数ベクトルqを32個のPUに振 り分けて¢(k;q)を計算 し､そのうち繰 り返 しの打

ち切 り回数 (50回)に達してもなお収束 しないqとg(q)>o(この場合､束縛状態が正 しく求まっ

ていないと判断できる｡)となるqとを除外 してから､次に高い松原振動数i27'T を持つqにつ

いての計算に進む､というようにアルゴリズムを設定した｡
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｢強結合超伝導 -pseudogapを中心として-｣

4 Results

数値計算に用いたパラメータおよび得られた状態は､次の通りである｡

T Ed Ep lpp tz U p nd np 6

0.00960 1.28 0.00 0.35 0.04 2.90 2.85 0.696 0.476 0.172

ここでnd(p)はそれぞれd(p)-ホール数であり､6- nd+np-1であるond/npは約1･46で､この値は

underdopedのY一系のそれに近い｡格子点の数はNL-32×32×6とし､松原振動数(2n+1)7rTの

カットオフを回 ≦1024と設定した｡松原振動数空間での物理量はPad6近似により数値的に解

析接続するが､特に-粒子スペクトルについては角度分解光電子分光 (ARPES)や走査 トンネル

分光 (STS)での実験結果と比較できるように､式 (20)(20)で定義されるA(k訂,ky,W),p(LJ)を計

算した｡ p(LJ)については有限サイズによる副作用を避けるために､SSLII/VPのサブルーチン

dbicd3とdbifd3を利用してk｡Iky面内でspline補間 ･積分した上で解析接続した｡

A(kc,ky,u)-一三/卿 -Gd(k,W)･I-Gpo(k,W)･I-G py(k,u)], (20)

p(W)-一三/dklI-Gd(k,u)II-Gpc(k,W)II-Gpy(k,W)]･ (21)

図1には入ma訂(Qc,Qy,0,i27TTl)の関数形を示した｡ただし､i-matrixの計算に含めなかったqに

ついては､その値をOとしてある｡T-Tcでは入.na訂(0,0,0,0)-1となるべきだが､ここで計

算 した温度は転移温度よりかなり高温であることが分かる｡また､図 2には各々のq-(Q,0)に

対して得られるlg(q)ll/24･(K才,Ky,0,0;q)の波数依存性を示した｡QがOから離れた場合には対

称性が低 くなるものの､全てd｡2_y2波に似た波数依存性を持っており､これらの成分についての

normalself-energyに対する寄与は引力的であることが分かる｡

図3では､A(k｡,ky,LJ)の波数依存性および振動数依存性を示した｡2次元波数ベクトル(冗,0)

付近でのintensityがFermi 面近傍であるにも関わらず減少していることが分かるが､振動数依存

性からはpeudogapの振舞いは見られない｡しかしながら､図4に示すようにFermi面付近の強

い散乱によりu=Oでの状態密度が減少する.

図5､図 6にはxRPA(q,LJ)-X(q,LJ)/(1-Ux(q,LJ))の結果を表した｡やはりpeudogapの振

舞いは見られないものの､q-(打,7r-6,7T)でincomensura.teなど-クが発達していることがわ

かる｡
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｢強結合超伝導 -Pseudogapを中心として-｣
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図 2: lg(Q,0)ll/2¢(K"Ky,0,0;Q,0): Q -(0,0,0)(a)real part(b)imaginarypart･,
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｢強結合超伝導 -pseudogapを中心として-｣

Q=(Qx,Qy,7t)-

図 5:main:1,RPA(Q訂,Qy,7T,0);inse t:i,RPA(7T,7r- 6,QZ,0);XRPA- x /(1-Ul,); 6-7T/800

0.1 0.2 0.5 0.6

図 6:XRPA(7T,7r-6,7T,LJ);realpart(solidline)imaginarypart(dashedline)
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5 DiscussionandConclusion

self-consistentな解が得られたことにより反強磁性スピン揺らぎと超伝導揺らぎが共存する状態

が安定となることが分かった｡さらに､その両方の効果によりFermi面の(士7r,0),(0,士7r)付近で

の散乱が増大して状態密度が抑えられることが明らかになった｡しかしながら､温度が高く超伝

導不安定性の生 じる領域には十分近付いていないためにpeudogapは生じなかった｡

今後の解析では､より低い温度での計算やtzを変化させて次元性が電子状態に与える影響を調

べることにより､pseudogapの生じる条件を探索する｡また､Tcを計算 して実験によって得られ

ている相図を再現 したい｡
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