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擬 1 次元反強磁性体 CuGeO3 では，低温で格子が歪むと同時にスピンシングレットダイマー

が形成され，spin-Peierls 状態が実現する．このような spin-Peierls 物質に不純物をドープし

た Cu1−xMxGeO3(M = Zn, Mg)や CuGe1−xSixO3 などの不純物系では，反強磁性長距離秩序

(AFLRO) が誘起される [1]．ボンド交替系の数値的研究では，不純物によって鎖内のダイマーが

切断された結果，希釈サイト近傍で有効磁気モーメント（以降，有効スピン）が誘起され，それ

らが鎖間相互作用を通して有効的に相互作用することで AFLRO が発現することが示されてい

る [2]．しかし，CuGe1−xSixO3 における NQR の実験結果から不純物近傍には有効スピンが誘

起していないという報告がされている [3]．一方，格子の自由度を考慮した 2次元サイト希釈系に

おける有効スピンは希釈サイトに束縛されるという理解がされてきた [4]．格子の自由度を考慮し

た 2 次元サイト希釈系における研究では，鎖間相互作用を平均場近似によって取り扱っており，

有効スピンの振る舞いが十分に記述されていない可能性があった．最近，我々は鎖間相互作用を

正確に取り扱い，基底状態で安定な有効スピンの誘起する位置を調べる研究を行った [5]．平均場

近似による結果と異なり，有効スピンが希釈サイトから離れて誘起するような状態が安定である

パラメータ領域が存在することを明らかにした．ここで，我々の興味はこのように希釈サイトか

ら有効スピンが離れて誘起した場合に実際に AFLRO が発現するかどうかにある．

本研究では，格子の自由度と結合した S = 1/2 反強磁性ハイゼンベルク（AFH）鎖を反強磁性

の鎖間スピン相互作用で結合した 2次元系におけるサイト希釈効果を調べる．特に，有効スピン

が希釈サイトから離れた位置に誘起する状況を仮定し，AFLRO の誘起の可能性とその発現機構

を調べる．始めに，格子の自由度と結合した有限長の AFH 鎖と，周期境界条件下の格子の自由

度と結合した 2次元 AFH 系において，基底状態で安定な格子歪みを量子モンテカルロ法を用い

て計算した．有限長 AFH 鎖における格子歪み∆i と local-field susceptibility χloc
i の結果を図.1

に示す．四角が∆i であり，三角が local-field susceptibility χloc
i である．χloc

i は有効スピンの評

価のために計算した．計算は温度が絶対零度とみなせる値で実行された．有限長 AFH 鎖の ∆i

は局所的にキンクが生じる形が安定であり，∆i = (−1)i∆0 tanh(i − i0)/ξ
sol + ϵ0 と表現できる

ことを見つけた．ここで，i,∆0, i0, ξsol, ϵ0 はそれぞれ鎖端からの距離，格子歪みの振幅，キン

ク中心の位置，キンクの幅，そして鎖の全長を保存する補正項
∑

i ∆i = 0である．有限長 AFH

鎖では i0 が鎖端から離れた位置になり，i0 に対応した位置に χloc
i のピークが存在する．これは

有効スピンが鎖端から離れて誘起していることを示す．

次に，安定な格子歪みを与えた 2 次元系をサイト希釈し，希釈サイト間の格子歪み

として上述の有限鎖の格子歪みを与える．このような取り扱いにより，有効スピンは

希釈サイトから離れた位置に固定される．鎖間の交換積分の値は，希釈していない 2
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図 1 有限長 AFH 鎖における格子歪み∆i と local-field susceptibility χloc
i .

次元系における鎖内の強いボンド上の交換積分の 0.241 倍程度とした．このような系

でスタッガード磁化を計算し，AFLRO が誘起していることを確認した．図 2 は絶対

零度とみなせる温度でのスタッガード磁化 Ms の希釈濃度 x 依存性のグラフである．
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図 2 スタッガード磁化の希釈濃度依存性．

図 2 では，比較のために有効スピンが希

釈サイトに束縛されているボンド交替系

の Ms も載せている．四角が格子の自由

度を考慮した場合，三角がボンド交替系の

Ms である．格子の自由度を考慮した場合

のMs の値はボンド交替系の結果と比べて

小さいことがわかる．Ms の減少の原因は

有効スピンの大きさの違いと格子の自由度

を考慮した場合の希釈サイトの配置の仕方

の多様性にあることを本研究で明らかにし

た．本講演では，AFLRO発現のメカニズ

ムとボンド交替系と格子の自由度を考慮し

た場合との違いについて解説する．
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