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｢量子効果が顕著な役割を果たす磁性現象の新展開｣

1/5-depletedsquarelattice上のハイゼンベルク反強磁性体の磁化過程

東京理科大学 理工学部 福元 好志,小口 明秀

§1.はじめに

1/5-depletedsquarelattice(図1参照)上の第2
近接相互作用までを含むハイゼンベルグ反強磁性体

71-∑ Jn,n,S-n･S-n′ (1)
(n,n')

は CaV409の V4+スピン(β-1/2)に対するモデ

ルハ ミル トニアンである.ここで､Jn,n′は最近接

ブラケット (ダイマー)ボンドに対して Jep(led)､

第 2近接ブラケット (ダイマー)ボンドに対して

Jcp(Jcd)とするoCaV409は､Taniguchietal･の

一様帯磁率測定によってスピンギャップ (-107(冗))

が見出されて以来､【1】2次元初のスピンギャップ

系ということもあり精力的な研究が行われてきた｡

一様帯磁率､3重項励起スペクトルの実験データ

に基づき､交換相互作用は Jcp-14･0,Jed-7･7,

Jeロ-7.5,Jcd-1･7(meV)と推定されている｡[1,2】
CaV409中では次近接ブラケットボンド上の相互作

用 Jcpが最も支配的であり､従ってCaV409をス

ピンブラケットの結合系と見ることができる｡又､

図 1から明らかなように､ブラケット間結合には競

合が存在し､CaV409における大きなスピンギャッ

プ ～0.7Jc｡の形成にはこのブラケット間結合の競

合も重要な役割を果たしている｡

この数年来､量子スピン系に見られる巨視的量子

効果として､磁化過程に現れるプラトーが盛んに

調べられている｡これまでに磁化プラトーが得られ

ている系として､(i)周期構造を持つ 1次元鎖､(ii)

対角線相互作用を持つラダー系がある｡【3-5](i)に
おいて､磁化プラトーの発生には周期構造に伴 う内

部自由度が本質的である｡一方､(ii)では､相互作

用の競合が本質的な役割を果たしており､磁化プラ

トーの出現は自発的対称性の破れを伴う｡

前述のように､CaV409はブラケット構造を持ち､

更にブラケット間結合に競合関係がある｡従って磁

化過程には異なる起源を持つ 2種類のプラトー､即

ち､ブラケット構造によるものとブラケット間結合

の競合に由来するものが見られる可能性がある｡こ

れまで､CaV409に対する興味は 2次元系におけ

- Jcp

'･'''･Jep

～ Jcd

---ノed

図 1:1/5-depletedsquarelatticeの構造.丸はス

ピンを表し､4種類の線は交換相互作用を表す｡

るスピンギャップという点に集中していたが､磁化

過程という観点からも非常に興味深い物質である｡

以下､主としてブラケット間結合を摂動とする摂

動展開を用いて､ハミルトニアン(1)にゼ-マン項

-HM(M ≡∑ nS孟)を加えた系の振る舞いを調べ

ていく｡

§2.有効ハミル トニアン(1次摂動)

Jc｡(以下､エわレギーの単位とし1とおく)で形

成される1つのスピンブラケットの固有状態は､エ

ネルギーが-2,0の2種類の 1重項状態､エネルギー

が-1,0,0の3種類の3重項状態､エネルギーが 1の5

重項状態である｡これより､スピンブラケットにおい

て､1<H<2で磁化は飽和磁化の半分に固定され

ることがわかる｡(以後､簡単のため､1(3,5)重項

状態という名称を各多重項状態でエわ レギー最低の

もののうち､仝スピンの Z成分が最大のものに対し

て用いることにする｡)スピンブラケットがⅣ個集ま

った系で､磁化 〟(0≦〟 ≦〟S(≡2Ⅳ))を持つ部

分空間における最低エわ レギー状態は､M ≦Ms/2

ではM 個のブラケットが 3重項状態､残 りが 1重

項状態となっている状態であり､Ms/2≦M では

M -Ms/2個のブラケットが 5重項状態､残 りが

3重項状態となっている状態である｡ブラケット間

結合を摂動として取 り扱い､これらの状態で張ら

れる空間に対する有効ハ ミルトニアンを求めると､
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0≦M ≦Ms/2に村する71EffとMs/2≦M ≦Ms

に対する71bffが得られる :

71Zff-71誉xz-MaHa+Ca(α-L,U) (2)

ここで､7ictXXZは最近接 (NN)､次近接 (NNN)棉
互作用を持つ正方格子XXZモデル

71QXXZ-Jl∑(ZZ,iI:,,+△1,αlI:,ilax,,A+IiiZi,･])

(i,31)∈NN

+J2∑ (ZZ,iIZ,,･+△2,αlzaX,iIax,i+ZiiZt,･])(3)
(u')∈NNN

である｡I.a,iはS-1/2演算子であり､α-L(U)

に対し上向きスピン状態 (Zl ,i -1/2)は 3重項 (5

重項)ブラケット状態､下向きスピン状態 (IZ,i-

-1/2)は1重項(3重項)ブラケット状態に対応する｡

又､ブラケット間相互作用をJep-A,led- 入77e,
Jcdニスrlcと書 くことにすると､式 (3)の交換相互

作用は J1 - A(2+Tle)/16,J2- 人11C/16であり､

異方性パラメータは △1,α-Kα(2-rle)/(2+りe),

△2,α-打｡(礼 -16/3,g0-4)で与えられる｡

磁化 Ma(≡∑ ill,i)はもとのモデルの磁化 M と

ML-M -N/2,MU-M -3N/2という関係を

持つ.磁場 HaはHL-H-1一入(2+77e+nc)/8,
HU-H -2-3人(2+TJe+TTc)/8で定義されてお

り､Cαは定数項である｡

式 (2)の有効ハミルトニアンより､M/Ms-1/2

でのブラケット構造に由来するプラトーのほか､ブ

ラケット間相互作用によっては71LXXZ(71UXXZ)が

Isinguniversalityclassに属してイジングギャップを

持ち帆 (〟U)-0にプラトーを生じること､即ち､

もとのモデルで〟/〟S-1/4(3/4)にプラトーが現

れることが期待される｡

M/Ms-1/2のプラトーに対する臨界磁場 Hli/2

(Hl-/2<Hl'/2)は､有効ハミルトニアンの飽和磁場

に対応し容易に求められる｡277C≦2-rTcの場合､

それらは

Hl-/2-1+A(22-5りe-57C)/12, (4)

Hl'/2-2-A(2-3りel3nc)/4, (5)

となる｡これ より CaV409 の臨界磁場 として

HI-/2-1･70,Hl+/2-2･24が得られる｡

一方､M/Ms-1/4,3/4でのプラトーの有無

を調べるため､71誉xzの基底状態相図をHolstein-

Primakoff変換を用いた 1/S展開によって調べた｡

その結果､基底状態相図として図 2が得られた｡図

中､TSNZはスピンが Z軸方向を向いた2副格子

ネール状態を､TSNX(FSNX)はスピンが xy面内

に倒れた2(4)副格子ネール状態を表す｡CaV409で

は､J2/J1-7.6×10-2,△1L-1.65,△1U-1.24

であり､これは図 2中の×印に相当する｡TtLXXZ,

7増xzの双方に対し､CaV409はTSNX相に属し､

従ってCaV409ではM/Ms-1/4,3/4でのプラ

トーは見られないという結論を得る｡しかしなが

ら､図2(b)において､×印はTSNX相とTSNZ相

聞の境界線のご く近傍にあり､従って CaV409は

〟/〟S-3/4のプラトー/非プラトー転移点のごく

近 くに位置していることになる｡
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図 2‥1/S展開法での (a)71Exz及び (b)7tUXXZ

に対する基底状態相図.実線は相境界､TSNZ相中

の破線は2Jlを単位とするイジングギャップの等高

線である｡×印が CaV409に対応している｡

§3.CaV409の磁化曲線

臨界磁場弔 2の摂動展開は､Gelfandの方法 [6]
を用いることにより系統的に次数を上げていくこと

が可能であり､弔 ｡を定量的に決定する為､4次ま
での級数展開を求めた｡これを用いると､CaV409

に対しHl-/2- 1･76,Hl'/2-2･23なる結果が得
られる｡更に､CaV409の磁化曲線を求めるため､

〟-2,4,5,8の系を周期境界条件のもとで対角化

した｡前章の結果を受け､CaV409の磁化曲線は

-780-



｢量子効果が顕著な役割 を果たす磁性現象の新展開｣

M/Ms-1/2のところにのみプラトーを持つと仮

定して有限系の階段状の磁化曲線のステップの中点

をプロットしたものが図 3である｡図中､摂動展開

による臨界磁場は×印で示されている｡有限系での

臨界磁場はサイズの増加に伴い摂動展開の結果に近

づいてい くこと､その他の点に関してサイズ依存性

は小さいことが見て取れる｡上述の臨界磁場は通常

の単位系で､Hl-/2-214,Hl'/2-271(T)となるo
これらの臨界磁場は大きく､実際の測定を直ちに行

うことは困難と思われるが､最近､数百 Tという

高磁場下での潮定例 も報告 されており､【7]将来的

に実測されると期待される｡

I I

○ゝ 一

×PE
○ ED(〃=2)
A ED(〃主4)
ロ ED(〃=5)
O ED(〃=S)12 3 4

〃

図 3‥CaV409の磁化曲線.×印は 4次摂動 (PE)

の結果､その他のシンボルは有限系 (〟 -2,4,5,8)
の対角化 (ED)の結果を表している｡

§4.プラトー/非プラトー転移の臨界指数

ここでは､ブラケット構造をもつ正方格子ハ イ

ゼンベルグ反強磁性体 (TTe-r7C-0)を例にとり､

M -Ms/2に対するプラトー/非プラトー転移の臨

界指数を求める｡前章ではりe,rTcが有限の場合につ

いて 4次 までの級数展開を行ったが､りe-rJc-0

に限ると､Gelfandの方法を適用する際に考慮すべ

きクラスターの数が格段に減 り､展開の次数をもう

1次上げることができる｡これを実行し､プラトー

の幅 6Hl/2≡Hl+/2-Hl-/2に対する5次までの級

数を作 り､プラトー/非プラトー転移点 (≡Åc)近傍

で (入｡一入)〝なる振舞いを仮定してratiomethodに

より級数を解析した｡得られたratioplotは図 4に

示 されている｡1/6Hl/2の展開係数の比 rl(l:吹

数)は､期待されるように1/lに関し直線となって

お り､転移点､臨界指数として 入C-0.29土 0.01,

i/-0.7士0.2が得られた｡2次元系のプラトー/非プ

ラトー転移の universalityclassは 3次元古典 XY

l l l l●

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

1/∫

図 4:1/6Hl/2の展開係数の比 rlの 1/‖衣存性･実

線は漸近形 rl- 入C-1【1+(Z,-1)/l](入C - 0.29,

〟-0.7)である｡

モデルであるという議論がなされている｡【8】この

場合､L'= 0.67が期待 されるが､これは上述の結

果と矛盾しない｡

§5.まとめ

1/5-depletedsquarelattice上のハイゼンベルグ

反強磁性体の磁化過程を摂動展開､有限サイズクラ

スターの対角化によって調べた｡その結果､CaV409

では214<H<271(T)で磁化が一定値M -Ms/2

をとること､又､M -3Ms/4のプラトー/非プラ

トー転移点の近傍に位置することが明 らかになっ

た｡更に､級数展開の方法を用いて､ブラケット構

造をもつ正方格子ハイゼンベルグ反強磁性体のプラ

トー/非プラトー転移の臨界指数を求め､3次元古

典 XYモデルと符合する結果を得た.
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