
(589)               固体物理 Vol. 15 No. 9 1980 

解 説 

金属強磁性体の磁気体積効果 
 

                     京都大学工学部 志賀 正幸 

§1 はじめに 

 強磁性体を磁化すると,わずかながらその形状

が変化する.このような現象を磁歪とよび古くか

ら知られている. このときさらに強い磁場をかけ

磁気モーメントを増加させると,形状のみでなく

その体積が変化する(強制体積磁歪). あるいは,

逆に強磁性体に静水圧を加えるとその自発磁化が

変化する. また, 温度変化による自発磁化の変

化に伴ってやはり体積が変化する(自発体積磁歪).

このような磁気モーメントと体積(圧力)との間の

相関現象を総称して磁気体積効果とよぶ. 

Fe64-Ni36 合金によって代表されるいわゆるインバ

ー合金は磁気体積効果が異常に大きく, 自発体

積磁歪が通常の格子振動による熱膨張を打ち消し,

きわめて小さい熱膨張を示す(第1図). このため

精密器機の構造材料として広く使われている. 

 一方, このような現象の起因, あるいはイン

バ一合金のような特定の物質がなぜ大きな磁気体

積効果を示すか,といった問題については多くの

議論がなされているが，はっきりした結論は得ら

れていない．これは当然のことともいえる．なぜ

ならこの現象の解明は強磁性発生機構と密接にか

かわっており，特に3d遷移金属強磁性体において

は，そもそもその磁性を遍歴電子モデル（バンド・

モデル）でとらえた方がいいか局在モ一メント・

モデルの方がより現実的であるのか，という基本

問題が解明されないかぎり最終的な結論が得られ

ないからである．ところで最近，このような基本

的問題の理論的解明が活発に進められており，か

なりの進展をみせている 1）．その理論をチェック

するための実験も多く進められているが，きわめ

て単純な現象である磁気体積効果も，この基本問

題と深くかかわっているだけに有効な情報を提供

し得るものとして注目されている． 

 本稿では，この点を問題の中心におき，はじめ

にFe，Ni，インバ一合金などの代表的な物質を例

にとり，現象としての磁気体積効果を説明し，つ

ぎに，現象間の熱力学的な関係を明らかにしたう

え，単純な局在モデルおよびバンド・モデル（ス

ト一ナ一・モデル）でどのように説明されるかを

示し，最後に最近われわれが提唱した両モデルを

統一的にとらえる磁気体積効果の現象論を紹介す

る． 

§2 磁気体積効果と熱力学的関係式 

 2－1自発体積磁歪 ωs 

第1図にFe－Niインバー合金の熱膨張曲線を示

す．矢印はキュリー温度Tc を示すがTc 以下で熱膨

張異常が生じているのがわかる．第1図の点線は

仮想的な常磁性状態（M ＝ 0）の熱膨張曲線を示

し, これと実測値（実線）との差を自発体積磁歪

ωsとよび近似的に 

 
第1 図 

Fe-35.5Niインバー合金の体積膨張曲線.  

矢印はキュリー温度を示す. 点線は格子振動の

みによる仮想的な熱膨張. 実線との差が自発体

積磁歪 ωs･ 
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ωs=κC M2 と磁化の2乗に比例して変化する. こ

こでκは圧縮率, Cは磁気体積結合定数を表わす.

点線は普通,グリユナイゼンの関係式α= (κγ

/3V)Cvを援用し比熱 Cv としてデパイ･モデルによ

る計算値を用い推定する. 

 この場合,デパイ温度をどうとるか,そもそも単

純なデパイ･モデルでいいのかといった疑問があ

ることに注意しなければならない. インバー合金

のように熱膨張異常が大きく Tc が低い物質につ

いての推定値は比較的信頼できるが, 純鉄のよう

にその逆のものはただ形式的に上記の手続に従っ

て算出したωsの値は信頼できない場合が多い. 

ただ, ωsが小さい場合でも Tc附近では磁化の変

化が激しいためωs による熱膨張率異常⊿αが顕

著に現われる. 

 第 2 図は Ni の熱膨張率を示すが, Tc 附近にλ 

型の異常が見られる.この異常分を積分すればωs

が得られる**. ここでもどこまでを異常部分とみ

なすかという問題があるが, 高温部分の熱膨張率

曲線を外挿して求めた値でもTc直下の ωsの値と

しては十分意味のある値が得られる．Niについて

このようにして求めたωsの値は－3×10－4 2）と負

の値を示す． 

 FeについてはTc近傍の熱膨張率異常に関して信

頼できるデータが少ないが，後に述べるTcの圧力

効果，dTc/dPがほとんど0 5）であることから，き

わめて小さい⊿αが予想される．最近われわれが

Tc 近傍の熱膨張率を注意深く測定した結果

dTc/dPの結果と矛盾しない小さな熱膨張異常を観

測した（第3 図）．これをωsに直すと0.8Tcでωs

～8×10-4となる． 一方，0.8Tcでの相対磁化は，

M/M0～0・75であり，ωs∝ M2が成り立つとすれば

T ＝ O K でのωs，ωsoは 14×10－4と推定できる．

この値は Fe－Ni インバ－合金のωs0～190×10－4

に比べ1桁小さい． 

 一方，低温において格子振動による熱膨張係数

はT 3に比例するがdωs/dTによる熱膨張係数への

寄与は普通T に比例し，T ～ 0では後者が支配的

となる．特にTc が低くかつ結合定数κCの大きい，

弱い遍歴電子強磁性体とよばれる一群の物質は,

低温で T のー次に比例する負の熱膨張率を示す

(第4図). 

第3図 FeのTc附近の熱膨張率曲線． 

第2図 

Ni のTc  附近

の熱膨張率曲

線2). 

 

第4図 

“弱い”遍歴電子強磁性体の低温

での熱膨張． 

（a）ZrZn2
6） 

（b）Ni－A17）ぉよびNi－Pt， 

ただしNi74Al26，Ni36Pt63は非磁性．
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 2-2 合金の格子定数 

 筆者は遷移金属合金の格子定数とその磁気モー

メントの間に,次のような簡単な関係式が成り立

つことを見出した4). 

 a(x) = aA(1-x) + aB x + C <|m|>   (1) 

ここで, aA,aB,C はバラメター,<|m|>は原子磁気

モーメントの大きさの平均値である. 典形的な例

としてbcc Fe-Co合金の格子定数をあげておく(第

5図). これ以外でもほとんどあらゆる合金系につ

いて成立するが, 詳細は他所で解説したので参考

にしていただきたい 5). このような関係は従来,

磁気体積効果とは考えられていなかったが,第 3

項は明らかに磁気モーメントの発生に関連してお

り,磁気体積効果のー種と考えてよさそうである.

ただしバラメターaA,aB,C の物理的意味が必ずし

も明確でない点, また磁気的付加項<|m|>がモー

メントの2乗でなく平均値に比例していることな

ど若干問題があるが,この点に関しては§5 で再

びとり上げる. 

第5図 (a) bcc Fe1-xCoxの格子定数.  

     (b) 1原子当りの磁気モーメント. 

 2-3 強制体積磁歪ωH, dω/dH 

 第 6図に, 強磁性体を外部磁場により磁化した

ときの磁場方向と，それに垂直な方向への試料の

伸び（縮み）を示す．初期磁化過程においては，

磁壁移動，磁化回転に伴う異方性磁歪が観測され

るが，この場合は体積変化はほとんどない．しか

し, 技術磁化終了後さらに磁場を増加すると，飽

和磁化の増加に伴い体積が増加（または減少）す

る現象がみられる．これを強制体積磁歪という．

このとき磁場方向およびそれに垂直方向の長さ変

化を（Δｌ/l）‖，（Δl/ｌ）⊥とすれば強制体積磁

歪は 
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と定義される． 

 2－4 圧力効果 

 以上は磁化の変化に伴う体積変化であるが，高

圧をかけ試料の体積を変化させた場合，その逆効

果として磁化，dM/dP，キュリー温度，dTc/dP，が

変化する．第1表に具体的な値をあげておく．こ

の表からもわかるように，インバー合金ではすべ

第6図 
磁歪と強制体積磁歪． 

(⊿l/l)‖, (⊿l/l)⊥はそれぞれ磁場方向と，磁場に垂直

な方向の長さ変化を表わす． 
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ての効果において大きな値を示し，Fe，Niでは小

さい．つまり異なった磁気体積効果の間に強い相

関があることがうかがえる．次にこの点を熱力学

的観点からみてみよう. 

 2-5 熱力学的関係式 

 強磁性体に対するギプス自由エネルギーの2次

微分を考えると  
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が成立し強制体積磁歪定数と磁化の圧力効果が等

価な量であることがわかる. 次に 2 次転移に対

する Ehrenfest の関係式( l 次転移に対する

Clausius-Clapeyronの式に対応する. ) 
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より dTc/dP とωsより生ずるTcでの熱膨張率の異

常部分⊿αmが関係づけられる. ここで⊿Cmは磁

気転移に伴う比熱のとびである. この他にもい

くつかの熱力学的関係式が導かれるが,煩雑にな

るので省略する*). それよりも特定のモデルに立

脚し磁気体積効果の起因に立ち入り,異なった磁

気体積効果間の関連を論じた方が物理的イメージ

がはっきりするので,以下では局在モデル,バン

ド･モデルの立場から考察してみよう. 

§3 局在モデル 

 局在モデルに分子場近似を適用すると,磁化と

体積変化の関数としての自由エネルギーは 

( ) 22

2
1'))((, ω
κ

σωωσ +−−= NTSSNzJF

                  (6) 

と表わせる 16). ここでJは相対磁化で0≦σ≦1

の値をとる. ω はσ = 0 のときを規準とした体

積変化率を表わす. 第ー項は磁気エネルギーの

得であり, 交換積分 J はωに依存すると考える. 

スピン量子数Sはもちろん体積に依存しない. し

たがって, 第二項の磁気エントロビーS′も体積

に依存しない. 第三項は弾性エネルギーを表わ

す. 

ωの平衡値は(∂F/∂ω)σ = 0 から得られ, 自

発体積磁歪が導かれる. 

( )2σ
ω

κω S
d
dJNzs =      （7） 

物理的には，磁気エネルギーの得を増やすため J

が大きくなるよう体積が変化し，弾性エネルギー

の損とつり合った所でωsが定まる．M＝NgSμB 

を（7）式に代入し，ωs＝κCM2と比較すると， 

  κC＝（z/Ng2μB
2）（dJ/dω） 

が得られる．（7）式を磁場Hで微分することによ

りdω/dH が得られる.  H に依存する項はσのみ

であり，dω/dH はdσ/dHしたがって帯磁率    

χhf＝NgSμB(dσ/dH) に比例する．ところで局在

モデルにおいては，O K ではすべてのスピンが一

方向にそろっており，外部磁場をいくらかけても

磁化は増加しない．すなわち方χhf＝ 0 したがっ

て （dω/dH）T=0 ＝0 となることが特徴である．キ

ュリー温度はTc ＝ 2z［JS（S＋1）/3k］で与えら

れるので， 
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+−=      （8） 

となり，やはり dJ/dω に比例する．すなわち局

在モデルでは磁気体積効果の起因はすべてdJ/dω

に帰着する． したがって次に考えるべきことは

dJ/dωの値がどのような値をとるか，また，たと

えばインバー合金で特に大きい値を示すのは何故

かといった点に答えることであろう． 

 この点に関して従来からよく引用されるのは第

7 図に示す，いわゆるべ－テ・スレーター曲線で

ある．縦軸は交換積分を表わし，横軸は原子間距

離より正確には原子間距離を 3d 波動関数の有効

第7 図 ベーテ・スレーター曲線 
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半径で割ったものである．もしFe，Ni，インバー

合金が図に示したような点に位置していると考え

れば，これらの物質の磁気体積効果の傾向をうま

く説明できる．特にインバー合金が強磁性消失寸

前にある物質と考えられることと関連づけdJ/dω

が大きな値を示すことがもっともらしく説明され

ている. しかし,べーテ･スレーター曲線は本来,

水素様波動関数の 3d 軌道間の交換積分を計算し

て得られたものであり, 最近のより正確な計算に

よれば遷移金属の強磁性はこのような直接交換積

分では全く説明できないことがわかっており 17),

べーテ･スレーター曲線を遷移金属に適用する理

論的根拠は失われてしまっている. ただこのよう

な議論は実験事実を整理するのに便利であり,全

く無意味であるとはいえないし,あるいは将来何

らかの根拠を与える理論が現われるかもしれない

が,現状ではある物質の磁気体積効果を説明する

ために,べーテ･スレーター曲線に適当な位置を与

えるだけでは問題の根本的な解決になっていない

ことに注意しなければならない. 

§4 バンド･モデル 

 遷移金属の磁性を担う 3d電子は金属結晶中で

は数 eV の幅をもつバンド構造をとることが知ら

れている. したがって磁気体積効果についてもバ

ンド･モデルの立場から説明するべきではないか

と考えられる. その当,不当を論じるのは後にし

て, まずいわゆるストーナー･モデルにより磁気

体積効果の起因を考えてみよう. ストーナー･モ

デルでは強磁性は＋スピンバンドと－スピンバン

ドが交換エネルギーにより分裂することにより発

生する(第 8 図). このとき交換エネルギーはEexch 

∝ -JM2 と磁化の発生によって系のエネルギーを

低下させる. ー方,電子の運動エネルギーは－ス

ピンバンドの電子が+スピンバンドの高エネルギ

ー位置に移るため高くなる. 前者が後者に打ち勝

つとき強磁性が出現する. このとき交換エネルギ

ーの大小により+スピンバンドが完全につまる場

合［第8図（c）］と，両スピンバンドにフェルミ

面が存在する場合［第8図（b）］がある．前者を

“強い”（遍歴電子）強磁性といい，後者を“弱い”

強磁性という． 

 さて今までの議論では体積変化を考慮しなかっ

たが，これを取り入れるとどうなるであろうか．

強磁性が発生している場合，交換エネルギー項は

やはりJを大きくする方向に体積が変化すること

が期待される．これとは別に運動エネルギーの増

加分も体積を変化させることにより押えることが

できる． 第9図を見ていただければわかるように，

そのためにはバンド幅Wをなるべく小さくすれば

よい． ところで3dバンド幅は原子問距離が大き

くなると狭まることが知られている．つまり強磁

性発生に伴う運動エネルギーの増加は体積膨張を

起こすことにより押えることができるわけである．

以上二つのエネルギーと体積変化に伴う弾性エネ

ルギーの増加を考慮し定式化すると，O K におけ

る自発体積磁歪ωS0は  

[ ]








−−−=
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                                        （9） 

で与えられる 18）．ここで強磁性状態と常磁性状態

の運動エネルギーの差はE k（M）－E k（0）∝ M2

と 

第8図 ストーナー･モデルによる強磁性.図は+ス

ピン(↑)と一スピン(↓)バンドの状態密度曲線と

電子のつまり方を示す. 

第9 図 

体積（原子 間距離）の変化によるバンド構造の変化．
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近似でき必ず正の寄与をする． 

 3d バンドの幅W は原子間距離 R に対し近似的

にW ∝ R－5と変化することが知られている19）． 以

上のことから第一項の寄与を大ざっぱに見積ると，

バンド構造の詳細に関係なく，原子磁化 1μB 当

り2～3％の体積膨張が期待される．第二項の寄与

を求めるには,そもそもバンドモデルで J を何に

求めるかについて議論の分かれるところであり,

正しく見積ることは因難である. ー方,最近のバ

ンド計算技術の進歩により, 原子間距離を変化さ

せたときのバンド構造, エネルギーをかなり正確

に求めることが可能となり, 純鉄について両者を

含めて求められたωsは約 6%とかなり大きな値が

得られている 20). dω/dH もストーナー･モデルか

ら導くことができ, その結果は 
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112  (10) 

となる 18). ここでχhfは外部磁場によりバンド分

極がさらに増大するために生じる高磁場磁化率で

ある. したがって+,－両バンドに空孔がある"弱

い″強磁性体[第8図(b)]ではχhfはO Kでも有限

の値をとり dω/dH も正の値をとる. ー方”強

い”強磁性体ではこれ以上磁化し得ない状態にあ

るわけだからO Kではχhf,したがってdω/dH も0

となる. 

 ところで基底状態(O K)における3d金属強磁性

体の諸性質はバンド･モデルで正しく記述できる

ということはほぼ確立したことであり, 低温での

dω/dHあるいはdM/dPの値はバンド計算によって

見積ることができるはずである. 純鉄については

このような計算がなされており,ほぼ正しい値が

得られている 21). これまではバンド･モデルによ

る磁気体積効果の起因として 3d バンドのみを考

えその電子数を不変としてきたが,この他に体積

が変わることによるdバンドからsバンドへの電

子遷移(s-d trarsfer)の影響も考慮する必要があ

る. 上にあげた純鉄についての計算 21)ではこの効

果も考慮しているが,バンド幅の変化による寄与

に比べかなり小さいと結論している. 以下の考察

では前者のみを考慮して議論をすすめていく. 

 つぎに,温度を上げた場合について考えてみよ

う. ストーナー･モデルでは自発磁化の消失はバ

ンドの分極の消滅によるものとする. つまり第 8

図(c)～(b)～(a)と温度と共に変化するわけであ

る. 実際にそうだとすると, 計算から予想される

ような大きなωs が観測されるはずである. しか

しすでに述べたように純鉄ではそれよりもー桁以

上も小さい値しか観測されない. 実はこれ以外に

もストーナー・モデルではうまく説明できない事

実が数多くあり，現在ではストーナー・モデルは

強磁性金属の高温での振舞いを記述するモデルと

しては不満足なものであるとされている． 

§5 二つのモデルの統一 

 以上に述べてきたように，バンド・モデルは低

温での性質を説明するのには定量的にも信頼でき

る結果を与えてくれるが，高温での振舞いを記述

するには不十分なものであった．現在，金属強磁

性体の高温での電子状態を正しく記述する問題は，

磁性物理学の中心課題の一つといっていいであろ

う．わが国の守谷グループによるスピン揺動の理

論 1）はこの問題の解明に大きな進歩をもたらした

ものである．ここでは，最近われわれが磁気体積

効果の解析を目的として発展させた直感的なモデ

ルに基づく現象論を紹介し，Fe，Ni，インバー合

金などの磁気体積効果の解析例を示すことにする． 

 第 10 図にわれわれのモデルの基礎となる伸縮

可能な局在モーメント・モデルの概念図を示す．

ここで，磁気モーメントは原子位置に局在し，各々

の局在モーメントの振舞いはストーナー・モデル

で記述できるものとする．したがってモーメント

の大きさは外部磁場の変化や温度上昇に伴って変

第10 図 

 バンド･モデルと局

在モデルの統一モデ

ル(本 文参照). 
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化し得る．この際，各々のバンドのz軸はサイト

によって異なった方向に向いているものとする．

このような局在したバンドの描像は，強い相関を

もつ（局在モデルに近い）強磁性金属に対して，

Korenman とPrange22）によって理論的基礎づけが

行なわれている． 

 5-1磁気モーメント 

 温度T,外部磁場Hの下での格子点iの局在モー

メントを mi(H,T)とすると結晶全体の磁気モーメ

ントは 

 ∑=
i

iimTHM θcos),(     (ll) 

 と書ける. ここでθi は外部磁場と局在モーメ

ントの方向のなす角である. 純金属の場合|mi|

の揺動を無視すると 

∫ Ω= dmNTHM TH θθρ cos)(),( ,  (12) 

と書ける.ここでρH,T(θ)は局在モーメントの角

度分布関数で, T, H に依存する. N は単位体積当

りの原子数である. 局在モーメントの長さ|m| は

外部磁場をかけた場合,その方向によって伸びる

場合もあれば縮む場合もある. 角度に対する対称

性を考えると,その変化⊿mは  

NHm l θχ cos=∆        (13) 

ここでχlは局所バンドの帯磁率である. O Kでは

すべてのモーメントは H に平行となっておりχl

はストーナー帯磁率χs と一致する. ところでス

トーナー･モデルによればχs はTcで発散するわけ

であるが, 最近のバンド計算によればχst が発散

する温度は実際のTCより1桁近く高い温度となる

ようである 23). この矛盾は,ストーナー理論は局

所バンドの振舞いを記述するものと考えれば解消

する. すなわち,観測される Tcは, バンド分極が

消滅する温度でなく, 原子磁気モーメントがばら

ばらになる温度であると理解すればよい. だとす

るとχl はバンド計算から導かれるχst とほぼ等

しいとみなせ, Tc以下での温度変化はごくわずか

であると考えられる. 

 5-2 体積変化 

 われわれのモデルでは体積効果の起因としでバ

ンド効果, 局在モーメント間の相互作用の効果,

の両方をとり入れる. 前者としては局所バンドの

分極による運動エネルギーの増加によるもので,

局在モーメントの大きさの 2 乗に比例するとし,

その比例係数をκCband とする. この値はバンド

計算から 10-8cm6/emu2 のオーダーの値となること

が予想される. 後者としては§3 で述べた機構に

よるものと考えておいてもいいが，少し一般化し，

近接原子の磁気モーメント間の2スピン相関関数

に比例するものとし24），その比例係数をκCintとす

る．全体の体積変化として 









⋅+= ∑ ∑

i ji
jii

band mmCmNC
,

int2κω

      (14) 

と両者の和の形で与えられるものとする．純金属

に対しては 









⋅+Ω= ∫ ∑

ji
ji

band mmCdmNC
,

int22κω

    （15） 

と書ける．以下，第一項をバンド項，第二項を相

互作用項とよぶことにする．このような立場で個          

々の磁気体積効果がどのように表現できるかを考 

えてみよう． 

a）格子定数 

 格子定数と磁気モーメントの関係式（1）は自発

磁化の値ではなく，原子磁気モーメントの平均値

と関係している．すなわちその起因はバンド項に 

求めるべきである．ところで経験式（1）はωs＝

κCM2と比べてみると，平均モーメントの一次に比

例しているので，一見矛盾しているように見える．

しかし（1）式の意味する所は個々の原子の原子容

が Ωi＝Ωi0＋κCband|ml|
2 とmlの2乗に比例して

膨張するということであり，格子定数は Ωiの重

みつき平均に比例するもので，<|m|> ともども合

金の組成比，あるいは異なった状態（異なった磁
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気モーメント，原子容を持つ）の混合比といった

もの，で決まる量であるから，両者の関係が一次

の関係となり得ることは容易に理解できよう 2）．

われわれはFe－Co，Fe－V，Fe－Al 合金の格子定

数を解析することにより非磁性bcc 鉄の原子容を

推定したが，その値と実際の強磁性bcc 鉄の原子

容を比較することにより，2.2μBのモーメントの

発生に伴い約 6％の体積増加が生じていることを

示した 2）．この値はバンド計算から予想される値

とほぼ一致しており合金化することにより真に非

磁性となった Fe の体積は確かに数％体積収縮す

ることを示唆している． 

b） 自発体積磁歪 

(14)式のωは局在モーメント発生に伴う体積変化

を表わすのに対し自発体積磁歪ωs は自発磁化に

伴う体積変化であり, 両者は必ずしも等しくない. 

ωs は(14)式のωを用いると, 純金属強磁性体に

ついては次式で与えられる. 

 ωs(T) = ω(T)－ω(T ≫Tc)|H=0 

   = N2κ[Cband{|mo(T)|
2－|m0(T≫Tc)|

2} 

     ＋Cint<mi・mj>T]    (16) 

ここで|m0(T)|はH =0,T= Tcでの局在モーメントの

大きさである. Tc 近傍を除いては<mi･mj>∝Ms2(T)

と近似できるので  

ωs ＝κ[N2Cband{|mo(T)|2－|m0(T≫ Tc)|
2〉  ､

＋CintMs2(T)]       (17) 

と書ける. 単純な局在モデルでは第一項の寄与は

0でCint = (z/Ng2μB2)･(dJ/dω) で与えられる. 一

方, 局在モーメントの大きさが温度と共に変化す

れば第一項からの大きな寄与が予想される. もし

何らかの方法で第ー項と第二項の寄与を分離でき

ればωs(T)の測定から局在モーメントの大きさの

変化が推定可能となる. 

c) 強制体積磁歪 

 はじめにバンド項について考えよう. 外部磁場

による個々のモーメントの二乗の変化は次式で表

わせる. 

 

θ
χ

θ

χ

2
2

22

0

2
0

2
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これを(15)式に代入することにより 
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+=

∫
∫

  

(19) 

を得る. ここで A は A = ∫ρ(θ)cos2θdΩで定

義される定数で1/3≦ A ≦1 の値をとる. 通常の

強磁性体ではM ≫χlHなので, またすでに述べた

ようにχl=χstとおけば  

HTHMC St
bandband

H ⋅= ),(2 χκω   (20) 

),(2 THMC
dH
d

St
band

band

χκω
=








 (20') 

を得る. 一方, 相互作用項からの寄与は従来の局

在モデルから導かれたものと同様で, Tc近傍を除

けば 

dH
dMTHMC

dH
d ),(2 int

int

κω
=








 (21) 

となる.ここで高磁場磁化率 dM/dH は大部分局在

モーメントの回転によるものと考えてよく,スピ

ン波による帯磁率χsw に等しいとして以下の解析

を行なう. 結局このモデルでは 

[ ] )22(

),(2

int

int

SWSt
band

band

CC

THM
dH
d

dH
d

dH
d

χκχκ

ωωω

+×

=





+






=

 

と簡単な形に書くことができる. 

§6 モデルの適用 

 6-1局在モデルに近い系 
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 はじめに, 局在モーメントが安定でTc以上でも

ほとんどその大きさが変わらない場合について考

える. 第 11 図はこのような場合の自発磁化, 局

在モーメント, χl,χsw の温度変化を示す. 自発

磁化の減少は局在モーメントの回転によるものと

し, 局在バンドの分極がほとんど変化しないため

χl=χSt = 一定と考える. またχsw は当然 T =0

で0, T= Tcで発散する. 

a) 例としてbcc Fe の磁気体積効果を解析してみ

よう. はじめにdω/dHについてみると, χhfはす

でに述べたχSt,χsw のみでなく, 内殻電子の反磁

性, 軌道角運動量の誘起による帯磁帯χvv などを

含む, 特に後者は無視できず, χSt と同程度の大

きさをもつものと考えられている. バンド計算に

よりこれらは推定されており 25), 妥当な値として, 

4.2 K での測定値(χhf= 4.3×10-6 emu/cm3)の約半

分をχStによるものとしてχSt=2×10-8emu/cm3とす

る. また4･2Kではχsw =0としてよい. 一方, 

dω/dHは5×10-10Oe-1であり(22)式に代入すると,

κCband= 0.7×10-8cm6/emu2を得る. 室温では    

χhf=9×10-6emu/cm3と4.2 Kの約2倍に増加する. 

この増加分はχswによるものとみなしてよい.  

dω/dH の方は 5×10-10Oe-1と変化しない. この事

実は相互作用項の寄与がバンド項に比べて無視で

きるほど小さいことを意味する. すなわちκCband 

>> κCint. 

つぎにωs に注目しよう. §2 で述べたように

Fe のωs0 は約 14×10-4と推定された. もし局在

モーメント縮みが全くなく, これを相互作用項か

らの寄与とすると(7)式よりκCint～0･04×10-8 と

なり,さきに得られた条件κCband ≫κCint を満たし

ている. 逆に小さいながら観測されるωs をバン

ド項に起因するものとして|mo|
2の変化を推定して

みよう. O Kでのモーメントを2.22μBとし, (17)

式に代入すると   

ωs0 = 14×10-4 = N2κC[(2･22μB)
2 

    －|m｡(T≫Tc)|
2]  

となりdω/dHより求めたκCband=0.7×10-8 cm6/emu2 

を用いると m0(T≫Tc )= 2.1μBが得られる. どち

らの場合が正しいかは判断できないが, 少なくと

もFeの局在モーメントの変化はせいぜい数%のオ

ーダーであるといえそうである. この結論は最近

の鉄についての計算値 1,26)と矛盾しないものであ

る. 

b)ニッケル 

Ni は単純なバンド･モデルでは"強い"強磁性体と

みなされており, 低温ではχSt=0 と考えられる. 

しかし s-d 混成を考慮すればχSt は 0 でない. 

Hodges の計算 27)によればχSt=0.8×10-5emu/cm3と

推定されており, この値と4.2 Kでのdω/dHの測

定値1.2×10-10とからκCband= 1.4×10-8cm6/emu2と

妥当な値が得られる. Niのdω/dHは第12図に示

すように特異な温度変化を示す. われわれのモデ

ルではκCint<0 とすれば,高温ではχswが支配的に

なることに注意すれば自然に理解できる. 

6-2 中間状態 － インバー合金 － 

 最近では, ストーナー･モデルでいうような Tc

以上でバンドの分極が消失してしまうというイメ

第12 図 Niのdω/dH の温度依存性10) 

第11図   

局在モデルに近い場合の自発磁化Ms,局在モーメントmo,バン

ド帯磁率χl,スピン波帯磁率χswの温度変化. 
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ージは非現実なものと思われている. しかし局所

バンドの分極,すなわち局在モーメントの長さが

温度と共に減少してゆく場合も十分考えられる.

その場合は体積効果のバンド項より, 大きなωs

が予想される. われわれはインバー合金の大きな

ωs が局在モーメントの縮みによるものであると

いうことを以前から指摘してきた4･28). 第13図は

このような場合の Ms, mo,χSt,χswの温度依存性の

特徴を示す. 

 Fe-Ni インバー合金の特徴のーつとして,低温

(4･2 K)における大きなdω/dH があげられる. 同

時にχhf も大きく(χhf=20×10-5emu/cm3)両者から

κCbandを求めると 1.4×10-8cm6/emu2と正常な値が

求まる. つまり大きな dω/dH はこの物質が”弱

い”強磁性状態にあるため大きなχSt=χhf を持つ

ことによるといえよう. χhf の温度依存性に注目

すると, Fe-35Ni 合金については中性子散乱によ

りスピン波分散のくわしいデータがあり 29), χsw

を見積ることができる. その結果,χhf の温度上

昇に伴う増加はχsw の寄与のみでは説明できず  

χStも300 Kで約2倍(χst(300 K)=50×10-5emu/cm3)

に増加することがわかった. この値から300 K に

おける(dω/dH)bandを推定すると 150×10-10Oe-1と

なり, 測定値140×10-10Oe-1にほぼ対応する. した

がってこの場合もやはりκCband≫κCintが成り立ち

κCintは小さな負の値をもつことが予想される. 

 インバー合金の最も大きな特徴は大きなωs を

示すことである. われわれの解析ではκCint≦0 が

その原因となりえない以上,バンド項にそれを求

めなければならない. すなわち|m0|が第14図で示

したように, かなり減少するものと考えられる. 

CollinsはFe-35Ni合金におけるFeのモーメント

の大きさを中性子散乱の実験により測定したが 30),

確かにTc 以上で|mFe|≒1･4μBと300 Kの値|mFe| = 

2･3μB よりかなり減少していることを示した. 

この値を(17)式に入れると,κCint=0として 

ωs＝0.65×κCbandN2μB
2[(2.3)2－(1.4)2] 

～ 1.3×10-2 

と観測値をほぼ説明できる値が得られる†. 以上

はインバー合金についての磁気体積効果と磁性を

現象論的に解析した結果であるが, なぜこの合金

においてモーメントの減少が顕著なのかといった

点にはふれなかった. バンド構造の特異性にその

原因があるといってしまえばそれまでであるが,

次の点には注目してよい. 解析で示したように m0

の減少と共にχSt が増加しているが, Korenman, 

Prange22)らによる局所バンドの理論によるとχSt

の増加はバンド分極の減少を加速する方向に働き

m0の減少を促進することになる. 

§7 おわりに 

 以上,遷移金属強磁性体の磁気体積効果につい

て, 局在モデル, バンド･モデル, およびその両

者の特徴を取り入れたモデルに基づき議論してき

たが, 強制体積磁歪, 自発体積磁歪といった簡単

な現象の解析により選移金属強磁性の本質的な問

題について有効な知見が得られることを理解して

いただけたと思う. 最後の部分は最近筆者らが提 

唱したばかりのモデルでまだ十分に議論が練れて

いない所もあるが, 読者諸兄のご批判をあおぎた

い． 

 なお磁気体積効果の扱い方としてはスピン揺動

の理論に基づくもの 31),ストーナー･モデルをさら

におし進めた例 15)などがあるが, もはや紙数も

尽きたので文献をあげるにとどめる. 

 最後にこの稿を書くにあたって有効な討論,ヒ

ントをいただいた京都大学工学部の中村陽二教授,

村岡芳俊氏に感謝の意を表します･ 

       

 

第 13 図 中間状態(インバー合金)の自発磁化 Ms, 局
在モーメント m0, バンド帯磁率 χSt, スピン波帯磁率 
χSWの温度変化． 
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* ⊿α > 0 はωs < 0 に対応することに注意． 
† ここではFeのモーメントの変化のみを考慮して

いるため組成比0.65をかけている. Niについて

はモーメントが小さいので大きな影響はないと考

えてよい. 


