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講義ノー ト

と多様性 ㈲

斯波弘行 (手中亨大鞘 増田

1 超伝導になる物質一最近の進展

超伝導は固体電子の示す最もめざましい現象である｡｢超伝導を引き起こすメカニズムは何

か?｣という疑問に答えねばならないが､この間題の答を知る一つの方法は､超伝導になる

物質にはどんなものがあるかを見て､それらの物質の共通性を探すことであろう｡そこで､

以下では､現時点で知られている超伝導体についてまとめてみる｡

超伝導現象は日常の世界とは全く具なる､ある意味でく特異な'現象であるので､超伝導

を示す物質は極めて少数に限られるという印象を持つが､超伝導体を調べてみると実はそう

ではないことが分かる｡まず､周期律表の元素の中で単体で出来た物質を調べてみる｡その

中で金属になる物質では超伝導になるものが非常に多い｡1気圧のもとで超伝導にならなく

ても､圧力をかけて金属になると低温で超伝導になる物質がたくさんあり､それらを加える

と超伝導になる元素の数はさらに多くなる｡したがって､超伝導は希な現象ではな く､むし

ろ､固体電子の示す普遍的現象と考えた方がよいであろう｡

表1.1:1980年代前半までに知 られていた典型的な超伝導体

超伝導体 転移温度Tc(K) 特徴

Hg 4.15 最初に発見された超伝導体
Pb 7.22

Nb 9.25 単体超伝導 としてはTcが最高

Nb3Sn 18.05 A15型超伝導体

Nb3Ge 23.2 〟

現在到達可能な温度範囲で超伝導にならない金属としては､アルカリ金属､貴金属があ

る｡また､鉄属と呼ばれる遷移金属は超伝導になりにくい｡後に述べるように､最近､Feも

高圧下では超伝導になることが示され､超伝導にならないとい思われていた元素の一角が崩

れた｡鉄属と呼ばれる遷移金属はたいてい磁性体であるので､磁性と超伝導は互いに他をい

れない性質であるように考えられてきたが､これも後に述べるように､超伝導の研究が進む

につれ､常にそうとは言えないらしいことが分かってきた｡

超伝導体の数は極めて多く､すべてを挙げることは不可能であるが､その内の 1980年

代前半までに知られていた典型的な超伝導体を表1.1に示す｡単体金属としてはNbの9.2E

が超伝導転移温度として最高である.2種の元素を組み合わせた2元化合物ではNb3Geや

Nb3Snが転移温度は20Ⅰ(程度に達し､超伝導転移温度の上限は301(あたりではないか､と

長らく考えられてきたが､2001年1月に秋光純らがな元化合物MgB2では39Ⅰ(で超伝導に

なることを兄い出した｡MgB2は表1.3に挙げる｡
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｢第47回 物性若手夏の学校 (2002年度)｣

表 1.2:代表的な酸化物高温超伝導体

超伝導体 転移温度Tc(K) 特徴

Lal.85Sro.15CuO4 37.5 Cu酸化物超伝導体

'YBa2Cu307 91 N

HgBa2Ca2Cu308 133 〝

超伝導の研究の歴史をひっくり返したのは1986年ベ ドノルツとミュラーによる銅酸化

物高温超伝導体の発見である｡この発見は超伝導に対する考えを再検討する必要が生じた｡

この物質の超伝導の特徴の第 1は､表 1.2が示すように､その転移温度が極めて高いことで

ある｡第2にそれが酸化物であることで､それまでの常識によれば､銅酸化物というのは磁

性体にはなるが超伝導にはなりにくい物質のはずだった｡一度常識が破られるとその後の発

展は急速で､周辺物質についての探求の結果､現在では133Eに達する酸化物高温超伝導体

が確認されている｡これら一連の銅酸化物高温超伝導体には共通して Cuと0からなる2

次元的CllO2面が存在する｡簡単化して言えば､超伝導はCuO2面で起こり､それ以外の要

素はこのCuO2面へキャリヤーを注入､制御する役割をしていることが分かってきた｡なぜ

Cuと0からなるこの構造が高温超伝導に具合がいいのか､転移温度を決めている因子は何

か､という点については決定的な解答はまだえられてはいないが､超伝導が単一の物質の特

異な現象ではなく､条件さえ整えば普遍的に起こる現象であることをこれまでの研究結果は

示している｡

1980年頃から､超伝導体の研究は無機物から有機物へも広がった｡一般に､有機物質は

半導体や絶縁体になるものが多いが､1970年代に有機物質で電気をよく伝える有機金属を

つくる研究が進み､1980年代に入って､ついに超伝導体が合成されたのである｡有機物質

での転移温度は10E を少し超えるところまで到達した｡さらに､1991年に炭素とアルカリ

金属の組合せ (C60というサッカーボールの形をした大きい分子フラーレンとアルカリ金属

元素との化合物)から超伝導が発見され､転移温度は30E を超えた｡

2000年に研究者を驚かせる論文が出た｡それは電界効果 トランジスタ一五eld-e∬ecttra.n-

sitor(PET)によって､強い電場をかけてキャリヤーを注入する方法により､絶縁体を超伝

導にできるというのである｡最初に､アントラセンなどの分子性結晶にキャリヤーを注入す

ると､4Ⅰ(で超伝導になることが報告され1､その後 C60での高温超伝導が報告された2｡こ

の実験は､国内､国外の多くの研究者が追試をしているが､未だに誰も再現出来ていない｡

現在では､データそのものの信悪性が問われている状態である3｡今後､次第に事情が明ら

かになると思われる｡

表 1.3:1990年以降に発見された超伝導体

超伝導体 転移温度Tc(K) 特徴

MgB2 39 2元化合物として最高のTc

K3C60 19.3 C60の最初の超伝導体

Cs2RbC60 33 C60の化合物としてはTcが最高

Fe 1.7 15×10Pa以上で強磁性が消えて超伝導にな卑

lJ.H.Schanetal.‥Nature406,702(2000)

2J.H.Sch6netal.=Science293,2432(2001)
3例えば､Nature2002年5月 23El号を見よ｡
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`̀超伝導は強磁性とは相入れない"と長 らく考えられてきた｡これは単体金属で強磁性

になるFe,Co,Niなどで超伝導が観測されていないことなどによる｡ところが､最近､こ

の `̀常識"を打ち破って､強磁性と共存する超伝導が発見されている｡表ユ.4に示すように､

tTGo94,tlRhGe5で強磁性と共存する超伝導が発見された｡また､ZrZn2についても強磁性

と共存する超伝導 (㌔ -0.29Ⅹ)が報告されているが6､超伝導に伴う比熱の異常が明確で

なく､さらに検討が必要である｡

表 1.3にあげてあるFeの場合には､強磁性と共存しているのではなく､圧力をかけて結

晶構造がbccからhcpに変わり､強磁性が消えてから超伝導になる｡これは2001年に天谷

らが発見した7｡この超伝導は不純物に敏感らしい8｡これらの超伝導の性質がどのようなも

のか興味がある｡

このようにたくさんの超伝導体が兄いだされると､超伝導は金属であれば条件さえ整え

ば普遍的に起こる､と考えるのが自然であろう｡一方､これらの超伝導体の性質がすべて同

じではないようである｡したがって､超伝導は普遍的現象であり､同時に､多様性を見せは

じめている｡

表1.4:強磁性 と共存する超伝導

超伝導体 転移温度Tc(A) 特徴
UGe2 強磁性体で圧力下で強磁性と共存する超伝導
URhGe 0.25 常圧で強磁性 (キュリー温度 9.5K)と共存する超伝導

2 超伝導のBCS理論

超伝導の最も基本的理論はJ.Bardeen,L.N.Cooper,J.a.Schrie斤erによるBCS理論で

ある｡現在までのところ､酸化物高温超伝導体を含めて､BCS理論の枠の外にある超伝導

は発見されていない｡どのような機構で引力が生ずるかという問題は後に回し､電子対に相

互作用があると仮定して議論を進める｡BCS理論の復習であるが､所々で標準的な教科書

に書かれていないこともつけ加える｡

2.1 Cooper対

CoopeIに従って､フェルミ球の外側に2つ電子を付け加えた問題を考える｡この時､フエ

ルミ球内の電子は2電子によって影響されず､金属の基底状態のままに留まると仮定する｡

この仮定の下では2体問題に帰着するので完全に解くことが出来る｡

2電子の波動関数を4,(rl,r2)としよう｡2電子の重心の運動量を0とすると､¢(rl,r2)
はγ1-γ2の関数になるので､

4(rl,r2)=∑ g(k)eiた･(rl-r2),
k

る｡

(1)

4S.saxenaetal･:Nature406,587(2000)
5D.Aokietal.:Nature413,613(2001)
6C.pneidereretal.:Nature412,58(2001)

7K.Shimizuetal.:Nature412,316(2001)
8超伝導転移温度が少丑の不純物によって敏感に減少するのは､後に述べる具方的超伝導の可能性を示唆す
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とフーリエ分解できる｡g(k)は2つの電子をたと一別こ兄いだす確率振幅､Ikl<kFではパウ

リ原理よりg(k)=0でなければならない｡ところで､前にも述べたように､フェルミ粒子

系の波動関数は粒子の入れ替えに対して反対称である｡いま､2電子の全スピンがゼロ (ス

ピン1重項)であるときには､波動関数のスピン部分は反対称であるから､空間部分を表す

¢(rl,r2)はrlとr2の入れ替えに対して対称である｡したがって､(1)の9(k)はたの偶関数､

すなわち､g(k)=9(-良)を満たす｡他方､全スピンが1(スピン3重項)であるときは､逆

に､9(k)はたの奇関数､すなわち､g(A)=一g(-A)を満たさねばならない｡
この2電子系のシュレ-デインガ-方程式は

2e'k'g'k)+鴇 vkhJg'k/'-(E･2eF'g'た), (2'

である｡ここでEはフェルミ･エネルギーから測ったエネルギーである｡VkたJは電子間相
互作用のフーリエ変換で､電子対を(k',-kl)から(A,-た)へ移す行列要素である｡

vkk,は､フェルミ･エネルギー近tの電子間相互作用で､eF<e(k),e(k')<eF+hwc
(LLJcはカット･オフ振動数)の範囲で働き､hwc≪ EFであるとする｡

一般のフェルミ面の場合を考える｡そのため(2)の左辺第2項のkについての和を

fs-:I::=-:,:

dSkJ

(27r)3hvF(Sh,)

のように､エネルギーと等エネルギー面についての積分に置き換える｡このとき

dSkJ

(2q)3hvF(Sk･)Vkk勅(Sk∫)-Vp4,p(Sk)

(3)

(4)

という相互作用の固有関数4,p(Sk)を用いるとよい｡Vpは対応する固有値､dSたはフェルミ

面上の積分､vF(S)はフェルミ面上の各点でのフェルミ速度である｡

9(た)-g(E,S)-∑ ap(e)4,p(S)
〝

と展開して代入すると,

f三F'ecdEap(e)×[1IVpN(EF)I
de

eF+ec 1

F 28-2EF-E

(5)

]-o (6)

をうる｡α〃≠0であるためにはト1-0でなければならない｡解は㌦ <0のときのみ存
在し､

E- -2hLJce2/VpN(eF) (7)

である｡

簡単な例を考えて見よう｡図1(a)のように､フェルミ面上の4点 1-4だけが重要で､

i-jj=1の間の行列要素をV､i-i+2の行列要素をV/､i- jの行列要素をVoとする｡

このときは相互作用は4×4の行列で

＼

〕
v

t>
Ⅴ
>o

i

v
>ov

v

>ov
t>

>o
v

t>
V

/

し
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(a)
(』⊃

FigtLrel:(a)フェルミ面上の4点1-4だけが重要であるケースと(b)そのときの相図｡こ
こではT(o>0を仮定している｡

で表される｡これを対角化するのは容易で､固有値は

80-2V+V/+Vo (s波)

e1 --V'+Vo (P波､2重縮退)

82 - -2V+V'+Vo (d波)

IEiiii'
IHrhu
lHrhH一

9

0

1

(

l

1

lHt_LtU
lnu■川一

である｡最低の固有値を与える条件を図1(ち)に示す｡p波は固有関数が1800の回転により

符号を変えるもの､d波は900の回転で符号を変えるもの､S波はこれらで不変なものであ

る｡VとⅤ/が引力の場合にはs波が Vが､斥力であるときにはd波が､Ⅴ/が斥力で重要な

場合はp波が有利であることが分かる｡V,Ⅴ′が共に正でも､Vが十分大きいときにはd波
の固有値が負になりうる｡

2.2 BCSハ ミル トニアン

前節の議論か ら電子間に引力が働いているとき､電子対を形成する可能性があることが分

かった｡しかし､本当の問題は2電子問題ではなく､多電子問題である｡

仮定として､全運動量が0の電子対についての相互作用だけに限ることができるとしよ

う｡すると,ハミル トニアンは

"-∑ (eた- F'ckqckq･;k宗 J′V隼 k'ck,q'C-kJq,TC-kqJCkq '12'たq

となる｡ここで､Ⅴ(た′,た)は相互作用の強さで､一般に運動量に依存する｡

電̀子対'をつくるときのスピンとしては､一般に､1重項対(軌道部分は粒子の入れ替え

について対称的)､3重項対(軌道は反対称的)の2つの可能性があり､いずれが実現するか

は V(k',A)に依存する｡(これはCooper対の議論で既に述べた｡)当分の間､1重項対に話
を限り､3重項対については後に述べる｡
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1重項対の範囲で､γは

71-∑ (Ek-EF)Cとqckq+∑V(k/,k)C_k,JckJ;ckTC_kl (13)
たq kk'

となる｡このように1重項に制限したとき､Vのうち次の対称性を持つ成分のみが効く｡

V(k,k')=V(-k,k')=V(k,-k')-V(k/,k). (14)

2.3 擬スピン表示とハー ドコアボソン表示

ハミル トニアン(13)の基底状態を考えるには､これを少し書き換えてみると理解の助けに
なる｡

ハミル トニアン(13)の相互作用項は電子対の状態lO)とct_k↓CkTIO)の間でだけ行列要素
を持つから､この制限された空間で考えると､すべての演算子をパウリ演算子 (擬スピン)

を使って表現することが出来る｡]0)を擬スピンの上向きに､clた由 o)を下向きに対応さ
せる｡この表示では,

(-CとTCkT-ClklC-kl+1)-鴫,

ckTC_kl-;(qk+塞),ct_klCkT-;(q打 戦) (15)

という対応関係がある｡この表示でのハミルトニアンは

71--∑ (Ek-F)qk･∑V(k',k)壬(朋 +那 ) (16 )

k たた′

である｡ここで､第1項は電子の運動エネルギー710-∑たq(eh-EF)Cとqckqの書き換えで､
定数項は落としている｡(16)を擬スピン表示と言う9｡イメージがつかみ易いスピン系に置
き換えているので､.便利なことがある10｡運動エネルギー項は磁場の中の 擬̀スピンのゼー

マン･エネルギー'に対応し､相互作用項は 擬̀スピンのry成分間の相互作用'に対応して
いる｡

スピン1/2の演算子はハードコアボソンでも表せるので､

ckTC- k l- 玩 , ClklCkT - bk (17)

によって bk,btktいう ボ̀ソン,演算子を定義する｡これはBCSの論文で使ったものである｡
交換関係は

lbk,bkJト-(1-2bkbk)6k,A,, lbk,bたJト-0 (18)

を満たし､k≠k/のときに可換である｡しかし､同じkのbk,bktま通常のボソンの交換関係

とは違う｡定義(17)よりbkbk-Oorlであるので､1つのたには高々1つの ボ̀ソン'しか

9p.W.Anderson:Phys.Rev,112,1900(1958)

10ただし･励起状態を考えるときにはcT_kllO),引 o)も含めねばならない｡

- 36 1 -
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Figule2:擬スピン表示で見た BCSモデル｡(a)ノーマル状態､(b)超伝導状態｡

入れないからである｡このような ボ̀ソン'を ハ̀ー ドコアボソン'と呼ぶ｡これを用いると

BCSハミル トニアンは

71-∑2(ek-eF)bkbk+∑V(k',A)bk,bk
k khJ

(19)

と書ける11｡

2.4 平均場近似

擬スピン表示 (図2)では､V(k/,た)は擬スピン間の相互作用を表すが､各擬スピンが相互
作用している相手の擬スピンの数は非常に多い｡したがって､平均場近似が殆ど正確に成り

立つ｡(これに対して､通常の磁性体では､相互作用している相手の数は最近接原子数程度

で少ないので､平均場近似からのずれが常に見られる｡)例外は超伝導微粒子のケースであ

る｡平均場近似はBCSの理論そのものなので､教科書に書かれているから､ここで繰り返

す必要はないが,議論の筋●道だけ簡単に述べる｡

擬スピン表示の(16)ではq是と相互作用している相手の擬スピンはq£J- (q呈,).t平均
で置き換えることができる｡これは､ハードコアボソン表示では､bJ.- (bJ･)と置き換える

ことに相当する｡(13)に適用すると､

71-∑ EkCkqckq
たq

-∑(△たC1たiCkT･h･C･)十∑△kくcLた↓CL)た k

となる｡ここで､Ek=ek-eFlまた､

△k--∑V(k,k')(ck,TC_k,i),
kJ

(20)

( 2 1)

11このハー ドコアボソン表示の面白い応用は ｢Richardsonの厳密軌 と呼ばれる(19)の特別な場合に対す

る厳密解である｡R.W.Richardsonは原子核の理論物理学者で､原子核における対相関力 pairingforceの研

究の中で(19)のモデルを調べ､1960年代に厳密解を得ていたが､物性物理の分野では知られていなかったが､

近年､再発見された｡例えば､J.vonDelftandD.C.Ralph:cond一mat/0101019を見よ｡
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である｡△たは､擬スピン表示では､擬スピンに働く ｢分子場｣ に対応する複素数の量であ

る｡また､(ckTC_た1)は電子対の波動関数の振幅を表し､対の振幅と呼ばれる｡

(20)の対角化はBogohubov変換

akT-ukCkT- VたClkl, αlkl-ukClkl+vkckT (22)

を適用する｡ただし､u2k+lvkl2-1を満たさねばならない｡uktま実数にとる｡平均場ハ
ミル トニアンを対角化する条件は

uk2-;(1･
良Ek),t㌦ -紅 寛)

となる｡

この結果､△たを決めるギャップ方程式は

･k--∑V(A,,璃 tanh(言pEkJ)た一
となる｡ここで Ek-

ハミル トニアンは

E孟+lAkl2は準粒子のエネルギーである｡

71 - Eg+∑Ek(αkTak,+αした↓α-kl)
k

E9 - ∑(2EklvkI2+2△ku摘 +△たくclklCtkT))た
となる｡定数 EgはT-0で基底エネルギーとなる量である｡

2.5 基底状態 ､励起 状態 の波動関数

基底状態 甘g は準粒子の真空であるか ら､

αkT甘9=0) α-kl甘9=0

を満たさねばな らない｡ この条件を書き直 して､

(uたCkT-VkCLkl)Vg=0

(ukC-たl+vkCL)V9-0

より､

甘9-rI(uk+VたCtk.Clk↓)lO)た

(23)

(24)

(27)

(28)

(29)

をうる｡IO)は真空である｡甘9が基底状態の波動関数である｡この波動関数では粒子数が揺
らいでいるが､その揺 らぎの大きさは粒子数の大きい極限では無視できる｡励起状態の波動

関数は､町 こαkT,αLklを作用して得 られる｡
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2.6 ス ピン1重項超伝導とスピン3重項超伝導

これまでスピン1重項対の可能性だけを考えてきたが､これをスピン3重項対を含むように

拡張しよう｡前節と同様にスピンに依存しない相互作用を仮定し､(k,-た)の電子対だけを
考えると

･′-言∑V(k',k)ck,｡clkJβC-kpCkQ
k,k',a,β

で､打 のエルミー ト性から

V*(k,k')=V(k',k)-V(-k',-k)

である｡

対の振幅を甘QP(k)≡くckaC_kp)で定義しよう｡超伝導の秩序パラメーターは

△aβ(k)ニー∑V(k,た′)甘Bβ(た')
k'

である｡

この定義から､スピン1重項の対振幅は

甘†1(k)- 一骨lT(A) 甘†1(-A)=申†1(k)

を満たす｡他方､スピン3重項の対振幅のうち甘†β(k)は

甘†1(k)- 甘1†(k) 甘†1(-k)ニ ー甘†1(k)

を満たす｡甘††(k)とVl1(k)についても

甘††(-k)=一甘††(k)

Vll(-k)- 一骨11(k)

が成り立つ｡スピン3重項の場合のせaβ(k)のこの性質から､相互作用のうち

V(A,kJ)--V(k,-k')=-V(-k,k')

を満たす成分だけが効くことが分かる｡

秩序パラメーターについて述べた上の性質から､スピンユ重項のときには

△｡β(た)≡△(k)i(qy)Qβ

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(37)

(38)

と表せる｡C,yはパウリの演算子である｡スピン3重項のときは△Qβ(た)の代わりに3次元の

ベクトルd(A)を用いて

△Qβ(k)=id(良)･(qcry)｡β

-dr(た)(qz)｡β+idy(k)6｡β+dz(k)(cr｡)Qβ
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△｡β(k)=

(

-dX(k)+ idy( k) dz(k )

dz(k) dX( k)+ idy(k)
) Qβ (41,

と表す こともある｡

超伝導の秩序パラメーター△QP(k)とdベクトルは一般に複素数で､たに依存するので､様々
な可能性がある｡

スピン1重項超伝導の転移温度 Tcを決める式は､(24)より.I

･たニー∑V(k,k,,Ak,碧 (42)たJ

で与えられる｡この式でV(k′,k)は固体の対称性を反映するが､この相互作用はフェルミ

面近くの-hwc<玩,fkJ<hwcでのみ働いていて､huc≪ EFを仮定する｡(42)は

･h--/de撃 /
dSk･

(27r)3hvF(Sた,)V(k,k')△た, (43)

と書き直せるので､(4)を利用する｡△kはフェルミ面の上の位置の関数であるので､(4)の
固有関数軌(S)で

△k-∑ ap4,p(S)
〟

と展開すると､α〟≠0であるためには

･--VPN(EF,/_hhWwccd書 評

(44)

(45)

でなければならない｡この式が成り立つためにはVp<0でなければならない｡Eに関する積

分はlog(1.13hwc/kBTe)であることに注意すると､(45)から

kBTc=1.13hucel/VpN(cF) (46)

が得られる｡これが超伝導転移温度の式である｡ここで kBTc≪ hLJcを仮定した｡様々なp

の内で-Vpが最大になるものが転移温度が最高である｡既にCooper対の説明のときに述べ
たように､相互作用が斥力でも､適当な条件が満たされると｡異方的な超伝導が可能である｡

其方的超伝導はVPt3などの重い電子系で実現している証拠がある｡また､酸化物高温

超伝導体でもd波超伝導が実験的に示されている｡一般に､其方的超伝導は電子同志の間に

近距離で強い斥力が働いている系で起こるものと考えられる｡

2.7 電子対のボース ･アイ ンシュタイン凝縮 とBCS理論 をつなぐ

BCS理論での電子対 (クーパー対)はフェルミ･エネルギー近くの△程度の幅の中にある

状態から作られているので､その半径 (即ち､コヒーレンスの長さE)は不確定性関係から

E～hvF/△ (47)
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LOJ Lb⊃

Figule3:(a･)TcのIUl依存性､(b)スピン帯磁率｡

で与えられる｡典型的な超伝導体では△は数Kで､Eは104A程度になる｡電子間の平均距

離 dはフェルミ ･エネルギーEFと

a～hvF/EF (48)

で関係しているので､BCS理論で前提にしているEF≫ △のときE≫dである｡

仮に引力が非常に強く､電子密度がかなり低いとすると､Eとdの大小関係は逆転する｡

引力が強ければ､まず､2つの電子が対を作るだろう｡こうして出来た対が液体状態を作る

ならば (実は､対が集まって 固̀体'を作ってしまう可能性もある｡その場合は 相̀分離'であ

る)､対は2つのフェルミ粒子から成るのでボース粒子として振舞い､ボース ･アインシュ

タイン凝縮が起こるであろう｡

2つの関係がどうなっているか､という問題は興味があるが､NozieresとSchmitt-Rink
によって簡単なモデル(引力ハバード･モデル)を用いて初めて議論された12｡ここでは最近

動的平均場近似理論によって調べられた結果の例を図3に示す13｡ここでは引力の大きさを

増大させたときの超伝導転移温度 孔 が示されている｡中間の値でピークを持つというのは

期待された結果である｡やや意外なのはスピン帯磁率の温度依存性で､引力 Uが大きくなる

とスピン･ギャップの形成によって帯磁率は温度の低下と共に減少する｡しかし､圭がピー

クとなる程度の引力の大きさでは帯磁率はいったん減少し､それから上昇する｡

3 超伝芽の性質と超伝導のタイプ

超伝導に様々なタイプがあるなら､それを見分けるにはどんな方法があるか､という疑問が

生ずる｡実際に使われ､威力を発揮しているものとして

1.核スピン緩和率のTc以下での温度依存性

12p.NozieresandS.Schmitt-Rink.I∫.LowTemp.Phys.59,195(1985)

13M.Keller,W･MetznerandU･Schollwock:Phys･Rev･Lett･86,4612(2001)
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2.磁場侵入長の低温の温度依存性

3.角度分解光電子分光による高精度の測定

4.熱伝導率の低温での振る舞い

などが あり､それぞれ利点がある｡以下では､これ以外の性質について述べよう｡

3.1 Andreev反射､Tomasch効果

超伝導状態では秩序パラメー ター△の存在により､準粒子のエネルギーにギャップが生ずる

のを既に見た｡ここでは秩序パラメーターが場所に依る場合を考えよう｡秩序パラメーター

は電子に対する ポ̀テンシャル'の役割をしているので 対̀ポテンシャル pairpoterttial'と呼

ぶこともある｡場所に依存する場合△(㍗)と表す｡
場所に依存する対ポテンシャルに関連して､ÀmdTeeV反射'という現象があるのでそれに

ついて述べよう14｡

ノーマル金属と超伝導体とがフラットな境界で接しているケースを考える｡このような場

合には､例えば､ノーマル金属への超伝導の染みだし (pIOXimitye∬ect)などいろいろな

現象が起こる｡AndreeV反射も界面の存在によって起こる現象の一つである｡問題を簡単化

するため､A(2;)を

△ (T)-
(

0 I(ごく 0)

△ o (T> 0 )

とする15｡

このときの電子の界面による散乱を扱うため､deGenrLeSの教科書16のself-consistentReld
metI10dに部分を少し簡単化して用いよう｡電子の有効ハミル トニアンは､第二量子化表示で

"eq-/drl写QL(r)Hew +A(I)可(r)41(r)+△(E)W )～(r)] (49)

で与えられる｡ここで4,q(r)は場の演算子､He-(-ih∇)2/2m-EFである｡A(x)はr方
向に空間変化があることを仮定している｡

このハミル トニアンは､前のBCS理論の取扱いを一般化して､次のBogolitLbov変換に

よって対角化できる｡

4,T(r)-∑ 【TnTun(r)-TLV:(r)】
†1

4,i(r)- ∑ [Tnlun(r)+γ摘 (r)】
n

ここでTn｡は対角化したあとの準粒子の消滅演算子で

【7ie牙,Tn｡1--enTnQ (52)

1̀A.F.An dreev:Soy.Phys.JETP19,1228(1964);A･M･Zagoskin:Q-nium TheoryoJMany-Body
Systems(Springer,1998)

15本当はシャープに△(x)を変化させることは出来ない｡△は電子対の波動関数に対応する畳であるので､電

子対の半径f程度よりシャープな変化は出来ない｡従って､訂=0でシャープに変化するというのは､実際には､

E程度で変化させるという意味である｡

16p.G.deGennes:SuperconduciJIvityoJMeiaLsandAtZoys(PerseusBooks,1966)
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[71e斤,鳥]=en鳥
を満たす｡u(r),V(r)を決めるべき式は､7ie牙からえられる関係

裾 r),7ieR]=瑚 1･(r)+A(∬)Qi(r)
帆(r),7ie∬]-瑚 1(r)-△(x)Qlt(r)

に(52)と(53)を代入して

enun(r)-Heun(r)+A(x)vn(r)

envn(r)ニーHevn(r)+△*(x)un(r)

となるので､この連立方程式を解けばよい｡ここまでは一般的である｡

まず､A(a;)-0の場合と考える｡このときは

un(r)=ei(kF'た)･r

vn(r)=et'(kF-k)･r
en=vF･k

が解である｡最初に､A(I)-△Oの場合と考える｡このときは

un(r)- ei(kF'k)･r

vn(r)- et'(kF'k)･r

en = 土 (vF･k)2+△3

(53)

lHrhu
Eiiiu
lHーhu

8

9

0

5

5

6

lr■川】
nutLu
lHⅦ■川】

nrhu
Ei-
EiLiZ

｢⊥

2

3

6

6

6

円トへ
lr_1u
lrJ川U

が解である｡

今度は､ C<0のノーマル金属が､エ>0に超伝導体がある場合を考えよう｡x<0での

解は

(:)-A(:)ei'kF･kl'･r･B(:)ei(kF･k2,･r

である｡ただし､8- vF･kl,た1--k2で､A,Bは係数である｡

次に∬>0の場合を考える｡E<△Oとすると､

車 )-(vFi.k3_vf?た3)(:)
これを満たすた3は

62-(vF･k3)2+△呂
である｡ここで

(:)-(紳 k̀F･k3'.r
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である｡C1,C2は係数である｡a:- ∞ で波が減衰するためにはた3は正の方向のベクトルで

.1
k3=8-VF

でなければならない｡ uとVの関係は

V-i (e-i
である､よって

(:)-C(e-I

△o
△…トe2)

E<0とx>0の波動関数がT-0でつながるためには､

A -C△o

B = C(8-i

B e-I
A △o

言_二-三

でなければならないから

よって､

ei(hF+k3).r

△3-e2)

(68)

(69)

(70)

(73)

(74)

である｡これは､klで入った波がk2ホールとして完全に反射されていることを示す｡このよ

うに電子がホールになる反射をAndleeV反射という｡

次に､図4のように､A(x)がェ <0では-△O､x>0では△Oである場合を考えてみる｡

回 < △Oとする｡

△h )

Ao

o ′～△∧

FigtlTe4:r<0で△(x)=-△O､x>0で△(x)-△o'tなっている場合には､e-0に束縛

状態(AndleeV束縛状態)が生ずる｡

このときには､x>0は前と同じである｡x<0の波動関数は

e(: )-C/( E.i

-△o
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と表せる｡e<△Oであるので3- -∞ で波動関数が減衰することを考慮している｡x=0
で波動関数がつながるためには

C△o = C′(-△o)

C(e-i△至上C2)- C'(E+i

でなければならない｡(76)と(77)から

C/=_C

e = 0

△20-e2)

がえられる｡すなわち､E-0に束縛状態が存在する｡これをAndreevboundstateと

いう｡

蕊 . 十

Cへ) Lb_)

--~~-->丈

Figtlre5‥(a)d32_y2波超伝導体の(110)表面近くでの電子の散乱｡(b)波数空間での散乱の
様子｡

∬<0で-△0､〇>0で+△Oとするのは通常のs波超伝導体では難しい｡しかし､其方的

な超伝導体では次のような状況では実現する｡例えば､酸化物高温超伝導体のようなdE2-y2

波の超伝導では､次の図のように(110)表面の近くでは､電子の表面での反射の際､入射波

と反射波は符号の異なる△kに対応するので､実質的に､図4のような状況になる｡
次に､二つの超伝導体S,S'があり､図6のように､両者はx-d面で接しているとする｡

/.
T/.)

.
)

Figure6:d>x>0に超伝導体 S､x>dに超伝導体S'があり､x<0は真空であるOこ

のとき､超伝導体Sの準粒子はx=dで反射され､干渉が起こる｡

Sは薄く､その厚さをdとする｡SとS'の境界で 対̀ポテンシャル'に違いがあるので､そ

れによって散乱を喪ける｡Sの対ポテンシャルの大きさを△Oとする｡エネルギーEの準粒子
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ei如 +iklXI et'kF3-iklS

の状態は

(ただし､k3≡82-△20/hvFである｡)であるので､

2d
2k3d=高石e2-△呂=27rn (n:整数)

を満たすとき波が強めあう｡(81)を書き直して

(80)

(81)

(82)

が対応するエネルギーである｡この干渉現象をTomasch効果という｡

3.2 超伝導体へ の不純物の影響

不純物の超伝導体への影響は､その不純物はスピンを持たない非磁性不純物であるか､それ

ともスピンを持つ磁性不純物であるかに依存する｡さらに超伝導体がs波の等方的な超伝導

体か､それとも其方的な超伝導体であるか､にも依存する｡

このことは直観的には次のように理解すればよいだろう｡スピン1重項超伝導体の場合に

は､クーパー対を構成する(た,T)と(-A,1)の2つの電子は非磁性不純物から一方がた-k+q
へ散乱されるとき､他方が-k-qへ散乱される確率振幅は同じである｡等方的超伝導体で

は△たと△k+qは等しいから､非磁性不純物の影響はないが17､其方的超伝導体の場合には､

(た,-A)から(k+q,-k-q)へ散乱されると､△kと△k.qは異なるので不純物によって△た
が平均化される｡磁性不純物は､クーパー対を構成する†電子と1電子に対して､一方には斥

力､他方には引力として働き､異なる影響を与えるので､超伝導に対 して破壊的である｡

ここに述べたことをBogolitlbov-deGennes(BdG)方程式を用いた具体的な計算で示して

みよう｡

1.非磁性不純物の場合

1個の非磁性不純物が原点にある｡スピン1重項超伝導体を考える｡BdG方程式は

車hh)=(ikh-Afkh)(:hh)･去;(UoO-oUo)(:hk,I) (83,
(83)､パウリ･スピンを用 い ると､

le-fkqz- △kqC](:kk)-Uoq覇律)
となる｡

左からlE+如 Z+△kJX]を作用 して､両辺を【e2-Eh2-A2k]で割ると､

ニ
ー川""■11
u

l作
.〟

W
a

J川Ⅶ旧l一l一Lt川Ⅳ

r) + EkqZ
17これをAndersonの定理ということもある｡
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となるが､
E+Ekqz+△kOrC

は､奪方的超伝導体(△h=△)のときには

･(EF)/_:dE
e+fcrz+△qs
e2 - E2-△2

となる｡

等方的超伝導体のときは(85)より

去?(:kk)ニーq60
(60≡UoN(EF))であるので､

1+7rUo

と書ける｡左から

を掛けると､

=一打N(EF)

E+△q3 1

e+△cr311

1-町Uo

【1･(q60,2]去*vkk)-o

E+△cra

ノ△2-82

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

がえられ､(85)の右辺はゼロになる｡すなわち､非磁性不純物は等方的超伝導体に影響を与
えない｡

其方的超伝導体の場合には､等方的超伝導体とは異なり､

錆

e+(hqz+△kqG ash E

となる｡dSkはフェルミ面上での積分である｡ここで､其方的超伝導の場合には

dSh

(2q)3hvF(Sk)
△k-0

(91)

(92)

であることを用いた｡したがって､不純物が影響を与える｡

2.磁性不純物の場合

次に､磁性不純物が原点にある場合を考えよう｡局在スピンSzはZ方向を向き､向きを変

えることはない (古典スピン)とする｡スピン1重項の等方的な超伝導体を考える｡BdG

方程式は

車kk)-(三kk -Afkk)(:kk)･去p(士JoSziJOsz)(:kk:) (93,
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土は電子のT,1のスピンに対応する｡Jは交換相互作用である｡パウリ･スピンを用いると

(93)は

tE2-Ek2-A2](:hk)- le･Ekqz･AqC](土JSzqz,去; (:hh･') (94,

となり､左辺のパウリ演算子は消える｡両辺をle2-Eh2-△2】で割って､(87)を用ると､等
方的超伝導体のときは

1土JSz
となる (I-≡JN(eF))｡左から

壷掛けると､

[1手打J-sz
A-E
A+E

e+Ao･s

1A:打JSz

去?(:kk)-o
8-△o'3
JA2ji雷

(95)

崇現車)-o (96,

がえられる｡よって､J>Oであれば､†スピンは
e=-A

e=A

ド(打J-sz)2
1+(町jsz)2

1-(打Jsz)2
1+(打J-sz)2

に､1スピンは

(97)

(98)

に束縛状態が生ずる｡j <Oのときは†とJを入れ替えればよい18｡

3.3 境界エネルギー としてのジョセフソン効果

磁化がMl,M2である2つの強磁性体があり､両者が孤立しているときMl,M 2が向き易

い方向はないと仮定しよう19｡2つを接触させたと､境界を通しての〟 1と〟 2の間の角度に
依存する相互作用によって､〟 1と〟 2は互いに平行 (あるいは､反平行)になろうとする

であろう｡

2つの超伝導体を接触したときも同じ現象が起こると期待される｡その描像をうるには 擬̀

スピン表示'がよい｡擬スピンの平均値のry面内での向きは超伝導の位相に対応している｡

それぞれの擬スピンの相対的な向き (すなわち､超伝導の位相差)に依存する 境̀界エネル

ギー'が存在し､両者の位相をそろえようとすると想像される｡それがジョセフソン効果で
ある｡

18ここでは磁性不純物のスピンは向きを変えないとした｡現実のスピンは向きを変え得るので､Jが反強磁性

的である場合には,近藤効果によって影響を受ける.しかし､束縛状舷の存在する事実は変わらない.辞し<

は､固体物理 28,926(1993)を見よ｡
19現実の磁性体では､双極子相互作用やスピン軌道相互作用に起因する異方性エネルギーによって､スピンに

は向きやすい方向があるから､これは理想化された場合である｡
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㌔′
(a) (わ

Figure7:境界を通じての相互作用 :(a)強磁性体の場合､(b)超伝導体の場合

図7(b)のように､2つの超伝導体を薄い絶縁膜を隔てて接触させる｡薄い絶縁膜を通し
ての電子の波動関数の侵みだしの結果､電子は移動出来るようになる｡(あるいは､超伝導

体 aの電子の波動関数が超伝導体 bの波動関数と境界を通じて混じっている､といっても

よい｡)それを次のハミル トニアンによって記述すると､

7iT-∑ (Tkeakqlbeq+h･C･) (99)
keq

ここで､alは左側の超伝導体の電子の生成演算子､bは右側の超伝導体の電子の消滅演算子

である｡

左側､右側の超伝導体が孤立しているときの基底状鰻の波動関数を甘い 恥 とすると､合

成系の波動関数は直積 甘a申bである｡いま､摂動(99)の効果を取り入れる｡この摂動によっ
て 2つの電子を移した後の状態は基底状態と有限の重なりがある｡それによる基底エネル

ギーのずれは

AE=くせ4甘bl光T
Eo-Eo%T坪 4甘b) (100)

で与えられる｡右辺第1項からの AEへの寄与は 7iT の2次で､電子が左から右へ行き､

また左へ戻るプロセス (とその逆プロセス)による基底状態のエネルギーの低下であって､

これはノーマル状態でも存在する寄与であるので今後無視する｡右辺第2項からの寄与は､

γで の2次で､左から右 (あるいはその逆)へ電子を二度移すプロセスから生ずるもので､

超伝導状態でのみ存在する｡後者のみを取り出して

△E--Joc°s(4･a-.4･b) (101)

こ こで ,

Jo-2富ま 鵠 畿 (102,

である｡¢a,狛 ま複素数△k･≡ ÅkeiQa,△e≡ Åeet'48のkに依らない位相を表し､△k,△e
は実数で､一般にはたの方向によって附号をかえる｡(101)より､2つの超伝導体の相互作
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用エネルギーは位相差 ¢a一わ によることが分かる｡(101)の物理的意味は､7LT の2次で
左側のクーパー対を右側へ移動したとき､それが右側のクーパー対になるような波動関数の

重なりがあって･それ (および､その逆プロセスの寄与)が △k,△Lの位相差に依存する
ということである｡

電流も同様に摂動論で計算できて

I-2(-e)(-Jo)sin(Qa-¢b)≡2e
∂△E

∂(¢4-¢b)
(103)

である｡

Joが正のときには､(101)から､AEは2つの超伝導体の位相差が0のとき最小になる｡

しかし､Jo<0の場合も可能である｡5･6節で述べた具方的超伝導の場合には､Aた,△e
はk,Lの方向に依存して､附号を変えるから､2つの超伝導体の接合面の方向によっては

Jo<0になりうる｡そのときには､(101)より､鹿相差 ¢a-¢bがj=打の場合が境界エネル
ギーが最小である｡

3.4 超伝導量子干渉計

図8(a･)のような､2つの超伝導体 a,bがジョセフソン接合 1,2でつながれたリングを考え
る｡電流はリング (幅は磁場侵●人の長さ人より広いとする)の上､下2つの経路を流れる

ようになっている｡(103)より､電流は

Z=zISin(4･a1-如'1)+72Sin(Qa2-4･b2) (104)

である｡超伝導電流vjBは∇(¢)+蓋A(r)に比例し､超伝導電流は超伝導体内部でゼロで
あることを使うと､次の関係がえられる｡

2e

Qa2-Qal = 一石

Qbl一如2 - 芸ec

/a(1ー2,dr･A,

/松 1,dr･A,

両辺を加えると､右辺の積分はリングの一周積分になるので､

Qa2-Qb2- Qal一両 1-2打芸

がえられる｡これを(104)に代入すると､電流は

I -ImaxsirL¢

ZmaLX

となる｡

･12II22I2III2COS(2汀芸)

(105)

(106)

･ -Qal-¢bl一打か arctan[告諾 tan(打%)] (109)
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- - 17 - -

-3 -2 -1 0 1 2 3
¢/¢○

(ら)

FigtLTe8:(a)超伝導量子干渉計の概念図｡1,2は超伝導体 a,bのジョセフソン接合である｡

(b)最大電流の磁束依存性｡実線は III2> 0のとき､破線は III2<0の場合である｡(C)
Pbと層状軟化物高温超伝導体YBCOとの量子干渉実験装置｡ジョセフソン接合はYBCO
の a軸､b軸に垂直になっている｡

最大電流 In&xは 卓 の関数として振動する｡これは2つの経路を通る光の干渉と同じ現

象である｡Znaxは､III2>0のときには ◎Oの整数倍の値で最大値をとり､7172<0のと

きには ◎Oの整数倍の値で最小となる (図8(b))｡通常の超伝導体ではジョセフソン接合で

Jo>0であるのでIII2>0である｡図8(a)の装置は r超伝導量子干渉計｣(stLPeTCOndtLCting
qtLanttLminterferencedevice略称 SQVID)として磁束の高精度の測定法として広く利用さ
れている｡

図8(a･)のタイプの超伝導量子干渉法は応用ばかりでなく､超伝導自体の基礎的研究法と

してもジョセフソン効果に基礎を置くので重要である｡層状構造をなす酸化物高温超伝導体

ではギャップ関数△kがTy面内でk2-ky28こ従って附号を変えるd波超伝導になっていると

推論がされ､その実験的検証に用いられている｡1つの実験装置の概念図が図8(C)に示して

ある｡2つあるジョセフソン接合の向きが ∬方向とy方向になっているので､ k2-ky2のよ
うな d波の超伝導が実現していれば 7172<0で図8(b)の破線の結果が期待される｡実験は

d波超伝導という予想を支持している20｡

20D.A.Wollmanetat.:Phys.Rev.IJett.71,2134(1993);C.C.Tsueietal.:Phys.Rev.Lett.73,
593(1994);D･J･VanIIarlingen:Rev･Mod･Phys･67,515(1995);C･C･TsueiandJ･R･Kirtley:RBV･
Mod･Phys.72,969(2000)
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4 超伝導を引き起こす機構

超伝導を引き起こす機構としては､電子と格子振動との相互作用がその1つであることは確

立している｡しかし､それがすべてではないらしい｡超伝導が普遍的に起こることから､電

子間のクーロン相互作用の可能性を考えるのは自然である｡

4.1 格子振動を媒介 とする電子間相互作用

亀子が格子振動を励起し､その励起を別の電子が受け取る2次のプロセスから電子間の相互

作用が生ずる｡これを具体的に式として書くと､､

乃′- 言え ,cL qqcと′-qqJCk･q･Cたq

Ek一gk+q- hwq ekJ一gk･-q-hug
(110)

となる｡uqは波数qの格子振動の振動数､αqはその格子振動と電子との相互作用定数であ

る｡qがフェルミ波数程度のとき､･uqはデバイ振動数程度である｡よって､フェルミ面近

傍の散乱のプロセス (ek-ek+q～0,ek･-ekJ-q～0)では引力になっていることが分か
る｡その部分だけを取り出すと,

れ - E g ctk.qqCtk,_qq･Ch,q,Ckq (111,
kklqqq,

qの小さいところではcr2qとLJqは共にqtこ比例するから､α2q/uqはqに殆ど依らないと考
えてよい｡よって､この有効相互作用は到達距離が短距離の､方向に依らない引力を表して

いる｡(111)においてた′=-kの項を残すと

光′-一夏%ctk･qqCt-k-q･-qC-k･-qCkq (112,

となる｡ここでα2q/wqが qに依らないとしたので､q'=一g(スピン1重項)だけ残った｡

すなわち､ここで実現する超伝導はs波の超伝導である｡正確に言えば､α2q/wqは qに依
存するので､異方的な超伝導の可能性が完全に排除されているわけではないが､それは余程

特別な場合であろう｡

4.2 クー ロン相互作用による超伝導の可能性

現在までに完全に決着したわけではないが､斥力であるクーロン相互作用からも超伝導が起

こり得ると考える研究者が増えている｡特に､クーロン相互作用によって ス̀ピンの揺らぎ

が重要になる場合には､スピンの揺らぎの性格に依って､スピン3重項超伝導あるいはスピ

ン1重項の具方的超伝導の可能性があると思われている｡これに対する側面からのサポート

として､液体3Heのp波超流動とスピンの揺らぎと関連していることを示す実験事実があ
る｡(もちろん､この場合はクーロン相互作用でなく､レナード･ジョーンズ ･ボテンシャ
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ルである｡)｡また､重い電子系､飼酸化物超伝導体でもスピンの揺らぎの機構は有力視され
ている｡

斥力であるクーロン相互作用から超伝導が可能なる機構は､前に話したCoopeI対を見直

してみるとよいであろう｡電子対(k,-k)をフェルミ面の別の場所 (kl,-h')へ移す相互作
用が斥力で､kとk/の位置に依らないとすると超伝導には不利である｡しかし､斥力がフェ

ルミ面上の場所によって大きく違うときには､電子対の波動関数の符号を変えて､引力に出

来ることを示している｡

4.2.1 摂動論による考察

ここでは電子間の相互作用は短距離の斥力であるとし､相互作用は弱い場合を摂動論によっ●
て考えよう21｡ そのような相互作用を持つ最も簡単なモデルはハバー ド･モデル

71--∑ 症 cjq+V≡n,･Tn,･l
(t'Jl)q J

である｡第2項は､波数表示を用いると

" -妄k;qUck,.ck,･qlCk･qlCk.

(113)

(114)

と表せる｡

摂動の1次

(114)より､Uの1次では､電子対 (k,-A)を(k',-h')へ移す行列要素はUで､波数に
依らず､しかも斥力であるから､Uの1次ではどのようなタイプであれ､超伝導を実現出来
ない｡

摂動の2次

(a)

ぢ ･一6 -了

(L)

■
一
∴

車
＼
1.

J

イ

叛

ltMHu
いレ

L
Y

Figule9:摂動の2次の寄与

Uの2次の寄与は図9のように2つある｡(a)はスピンが平行な電子間にだけ働き､

V(A/,k)ニーU2xo(k/-た)

21解脱として､近藤浮 :日本物理学会碇56,514(2001)がある･
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xo(q'- 緩

fk+q-fk

eた-ek+q
(116)

で与えられる｡ここで､相互作用V(た'-k)においてはフェルミ･エネルギー近傍でのエネル
ギーゼロの相互作用を考えている｡これは相互作用が弱いときには許される近似であろう｡

同様に､(ち)はスピンが反平行の電子間に働く相互作用で

V(kJ,た)-U2xo(h/+A) (117)

で与えられる｡前に述べたように､スピン3重項電子対の場合には､相互作用V(k',h)はk'

とkについて奇関数であるので､(117)より

V(k',k)=-U2xo(た'-A) (118)

となって､(115)と同じになる｡これはハバード･モデルがスピンについての回転対称性を

持つことから当然である｡一方､スピン1重項電子対の場合には､相互作用V(k',A)はた'と
kについて偶関数であるので､(117)より

V(kl,た)=U2xo(たl-A) (119)

となる｡

相互作用にこのようにUの効果を摂動として取り入れるときには自己エネルギーにも対応

する次数の寄与を取り入れねばならない｡1次の寄与は化学ポテンシャルに含めることがで

きる｡2次の寄与は定量的に結果に影響を及ぼす22｡しかし､本質的な変更をもたらさない

ので､以下では無視する｡そのとき､(5.17)より､Tcを決める式は

･k-⊥∑ V(k',噴 tanh(芸pfk,) (120,k'

となる｡この方程式が△た≠0という解を持つとき超伝導の可能性がある｡
(120)において､V(た′,た)はフェルミ･エネルギーの近傍のみで値を持つとしよう｡この

とき△kはkのフェルミ面上の位置だけに依存するはずである｡そこで､Cooper対の話の所
のように､右辺のkについての和を積分で置き換えて､

･k - -/.h cdE
tank(PUB) d5■J

(2町)3hvF(S')
dSJ

(2q)3hvF(S')

となる｡ x≡1/log(1.13hwc/kBTc)とおくと､(122)より

dSJ

(2q)3hvF(S')

V(k',k)△k, (121)

V(h',h)△kL (122)

V(k',k)△kJ-3△h

という固有値方程式の解を求める問題に帰着する｡

22U2の項はフェルミ面の形を変更する,また､電子の有効質丑を増加させる｡
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(123)は3次元の場合であるが､2次元の場合は

-∫dO'pF(e/)V(e/,e)△C,=x△e

となる｡ここでCはk空間の原点からの角度を示し､pF(e)はe方向の状態密度

pF(e)i kF(e)
(2打)2hvF(C)

(124)

(125)

である｡kF(e)はフェルミ波数､vF(e)はフェルミ速度である｡

このような定式化によって､2次元ハバード･モデルについてスピン1重項超伝導の可能

性を詳しく調べた近藤浮の結果を図10に示す｡超伝導のタイプは正方格子の対称性を利用

した既約表現によって分類出来る｡結果は､電子密度nが1の近くではdCLy2型の超伝導

が､nが減少するとdGy型超伝導が起こり得る羊とを示している｡この理論は斥力から超伝
導が可能であることを示している｡

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0･1

FigtLre10:loglOTの電子密度nへの依存性｡b19は毎 -ty2に対応し､b29はdXyに対応する｡

4.2.2 スピン播らぎによる超伝導

前節では摂動の2次までを考えた｡これによって斥力でも超伝導が可能であることの心証が

えられたが､現実にはUの値は決して小さくない｡また､斥力の場合には超伝導の他に反強

磁性などの可能性があり､超伝導はそのような競争相手に勝って初めて実現する｡このような

問題を検討するには何らかの意味で摂動の高次を考え争必要がある｡これはなかなか難しい

間庵になる｡ここでは最も簡単な近似である ｢乱雑位相近似｣randomphasea.pproximation
による扱いについて述べる｡

まず､xo(q)が最大となるのはp-0(ハーフ･フィリング)､q-Q≡(q/a,q/a)のとき

である｡ek+Q- -eたが成り立つので､

xo(Q)tXlog2(a)
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となり､T- 0でlog2の発散を与える｡ハーフ･フィリングからずれてIL≠0となると､

(126)の分母のkBTはkBT/lFLl≪1においてIFLIで置き換えられ､有限の値

xo(Q)巴去 log2(篇 ) (127)

になる｡このようにハーフ･フィリング近くでは波数Qに対応するxo(q)が大きくなる｡
乱雑位相近似はスピン､電荷の揺らぎを全く独立に考える近似で､図11に示すようなも

のである｡式に表すと､スピンのZ成分の帯磁率xzz(q)､電荷感受率xc(q)は

xzz(q)-喜r忠 ,xc(q)-喜
xo(q)

21+Uxo(q,0)
(128)

がえられる｡1/2は定義から来る因子で気にする必要はない｡

低温ではxo(Q)が大きくなり､(128)が示すように､U>0のときにはxzZ(a,0)のみが
Uによって増幅されて､

Uxo(Q)=1 (129)

が満たされるとき､波数Qに対応する反強磁性が起こると期待される｡

一般に､短距離の斥力が働く系ではスピン帯磁率xzz(q)が電荷感受率よりが大きく､した
がって､スピンの揺らぎが重要であり､電荷の揺らぎは抑えられる｡

｡a) O ････◇･･･:◇
今 ↓↑

Lb)

I 1I ll II I

一丁ナ一 一 ) ● 〉一 一十 J

Figtlrell:RPAでのスピン､電荷の揺らぎ

このようにスピンの揺らぎが大きくなりうることが分かったので､次に､電子対の相互作

用へのスピンの揺らぎの効果を考慮する｡この効果を最初に議論したのはBerkとSchriejfer

である23｡彼らはPdを念頭において､強磁性的スピンの揺らぎが大きいときはβ波の超伝

導はスピンの揺らぎによって抑制されるを示した｡同時に､この理論から､強磁性的スピン

の揺らぎがP波の超伝導を助けることも示された24｡このパラマグノン機構は液体3Heの超

流動のP波超流動に連用出来ると考えられている｡このBerk-Schrielfe工の考えを一般化し
て､反強磁性的スピンの揺らぎが支配的な場合に応用することができる25｡

23N.F･Berkand∫.a.Schrieffer:Phys･Rev･Lett.17,433(1966)
2ls.Nakajima:Pro首.Theor.Phys.50,1101(1973)

25先願的論文は Ⅹ･Miyake,S･Schmitt･RinkandCIM･Varma:Phys.Rev.B34,6554(1986);I).∫.
Scalapino,E.IJOhand∫.E.Hirsch:Phys.Rev.B34,8190(1986);T.Moriya,Y.TakahashiandK.Ueda:
∫.Phys.Soc.Jpn.59,2905(1990);P.Monthoux,A.V･BalatskyandD.Pines:Phys.Rev.Lett.67,
3448(1991)である.
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Berk-SchrieGeIの考え方は､スピンの揺らぎを乱雑位相近似で求め､そのスピンの揺らぎ

を交換することによる電子間の相互作用を考慮するものである｡図12に示すのはRPAでの

揺らぎを媒介とする†,1の電子対の有効相互作用である｡これを式で書くと､

ve(N-)(q,ium)-U+
U2xo . U3x呂

1-UxbI1-(Uxo)2
(130)

である｡ここでxoはエネルギー依存性 (iw m はMatstlba.ra振動数である)をも考慮した

xo(q,iLJ,n)を意味している｡第 1,2,3項は図12の(a･),(b),(C)に対応する寄与である｡U
の低次の寄与で重複して数えないように注意している｡第3項で分母に(Uxo)2という偶数

べきが現れるのは､相互作用が働くのがスピン†と1の間であるためである｡(130)は次のよ
うに書き直せる｡

ve'P (q,t･u-) -U . U2xo+言U2xo(

1+ Uxo

ユーUxo
- 1) (131)

第3項はスピンの揺らぎの寄与で3/2が掛かっているのは1/2が縦の揺らぎxzzの寄与､残

りの1が横の揺らぎx+~の寄与である｡第4項は電荷の揺らぎを媒介にする相互作用で､ス
ピン揺らぎの寄与と符号が逆になっていることに注意してほしい｡第2項はUの2次の寄与

がスピンの揺らぎと電荷の揺らぎ両方に入っているための補正である｡図12に示すように

同種の寄与が電子の自己エネルギー部分∑(た,ien)にある｡それは

∑(k,Len)-去∑∑ve(R')(qJ･wm)a.(k+q,ie+ium) (132)
β

m q

ve(G')(q,iLJm)-U+
U3x呂 . U2xo

1-Uxo.1-(Uxo)2
(133)

である｡(133)の第1,2,3項は図12の(d),(e),(∫)に対応している｡Ve(6-)と同様に､VC(R'厄

ve'N''(q,iw-)- U･U2xo･言U2xo(

･iU2xo(1+Uxo

1-Uxo

-1) (134)

と書き直せる｡Vc(R-)との違いは電荷揺らぎの寄与を表す第4項の符号だけである｡自己エ
ネルギー∑(k,ie)をふくめた1電子Green関数は

G(た,len)-
ien｣ た-∑(A,ie)

(135)

である｡

電子対の有効相互作用l恵 )､電子対のGreen関数G(k,len)G(-た,-len)を用いると､超
伝導感受率の発散点を決める式は

姉 ien' -零 宕 ve'6-''k-A/,ien-ienJ'

×G(k/,len,)G(-k/,-ienJ)4･(k',ienJ)
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-0-0 -1十

(A) (C)

(d) (e) (r)

Figtlle,12‥揺らぎを媒介とする電子対の有効相互作用のFeynman図形(a)～(C)と対応する
-電子の自己エネルギー部分への寄与(a)-(∫)｡(ち),(C),(e),(∫)では重複しない範囲で無
限次まで和を取る｡

で与えられる｡

積分方程式(136)の解を正確に求めるには数値的解法しかないが､(136)を次のように簡

単化すれば解の様子が分かる｡超伝導転移温度が低いとして､(136)で

4･(た,ien) - 4･(た,0)

ve(6-)(q,iLJm)～ Ve(q-)(q,0)
G(k,ien) ～ Go(A,len)

と近似しよう｡Go(k,Len)は自己エネルギーの寄与を無視した-電子Green関数である｡こ
の近似は揺 らぎとの結合が弱い場合に適用出来る｡この近似式を代入すると

姉 0)--∑ve(6-)(k-A/,0)4(k/,0)
k'1

×毒写計 (ien･-Ek,)(-ienJ-Lk･)

-∑癌 -)(た-kJ,o)
kJ

tank(β毎J/2)
2毎

¢(k',0) (140)

がえられる｡この式は(120)と本質的に同じで､V(A,k/)の代わりにVe(6-)(k-た1,0)が登場

している｡Ve(R-)(q,0)はクーロン相互作用が強いときには､基本的に､正の量である｡した
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がって､¢(た,0)が定符号の関数であれば､左辺と右辺は互いに異符号になるから解にはなら

ない｡¢(た,0)は超伝導のギャップ関数に対応する量であるから､¢(A,0)が符号をかえない
ケースというのは本質的にs波超伝導を意味している｡よって､β波超伝導の可能性はない｡

これはもちろん当然の結果である｡こうして､(140)が解を持つためには¢(良,0)がFeImi 面

上で符号を変える関数でなければならないことが分かる｡(131)の表式から､q～(q/a,q/a)
あるいは(-q/a,打/a)のときVe(R-)(q,0)は正で大きい値を取る｡図13に示すFemi面の形を

考慮すると､図のA点とA'点近くでの¢(A,0)i B点とB'点近くでの¢(k,0)とが異符号で

あるような関数が解である｡なぜなら､B点とA点を結ぶベクトルはちょうど(-q/a,q/a)
に等しく､･A点とB'点を結ぶベクトルは(7r/a,-q/a)に等しいからである｡こうして¢(A,0)
はC軸回りの9qo回転で符号を変えるd波超伝導が最も有利であることが分かる｡¢(A,0)は

x軸から土450の方向で符号を変えるから､正確に言えばd波超伝導の内でもdS2-y2対称性
の超伝導である｡

(TT,-7T)

Figtlre13:dCL y2波超伝導の場合のFermi面上での4(k,0)の符号

以上は(136)を簡単化した(140)の解であった｡(136)の方程式の場合には数値的に解か

ねばならない｡そのような計算からもdC2-y2対称性の超伝導が実現するという結論はえら
れている26｡

ここでは乱雑位相近似とその結果について述べた｡乱雑位相近似の重要な結論はVe(6-)は
スピン帯磁率の大きくなるところで引力が大きくなることを示唆していることである｡

乱雑位相近似の他に､揺らぎ交換近似27や繰り込み群理論28など乱雑位相近似より改良さ

れた理論的取扱いが提出されている｡細部を別にして､大筋は乱雑位相近似と類似の結果が

得られている｡
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