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上田「新学術領域研究」の船出を祝して

　まず最初に，上田和夫氏を代表者とする新学術領

域研究「重い電子系の形成と秩序化」が発足したこ

とに関して心からお喜びを申し上げたい．この分野

は我国における研究者人口も多く，日本が主導権を

とっている分野であり，又国際的な collaboration も

盛んであり，是非上田氏を中心として大きな発展を

みせて欲しい．

　現在，関連した分野だけでも，主に有機物を研究

対象として鹿野田氏を代表者とする「分子自由度が

拓く新物質科学」が走っており，又 d 電子系（銅酸

化物，鉄系）に関して田島氏が申請中であり（追記：

残念ながら本年度は不採択だったとのことである），

これがもし通れば象徴的に言えば，p 電子系，d 電

子系，f 電子系ということになるだろう．その他に

も物性物理学に関して既に 5 つの特定領域が走って

おり，この方面における日本の activity の高さを示

しているといえよう．

　本「新学術領域研究」はまだ始まったばかりであ

り，評価委員として今後の発展方向に関する期待と

若干の注文を述べてみたい．これは言わずもがなの

ことであるが，研究のスタイルには 2 つのパターン

があるのではないかと筆者は考えている．一つのス

タイルは，一つの物質，あるいは一つの現象に固執

して深く掘りさげて研究するというやり方である．

この方法はそれなりに深い物理が得られるが若干

「お宅的」になり，えてして広い視野を失うことに

なりかねない．逆に流行にのって広く研究すると，

物理の持っている本質的な面白さを見失いかねな

い．これらはその人の持っている個性に根ざすこと

であり容易にそのスタイルは変えられないものであ

ろうが，筆者の個人的な感想としては f 電子系を研

　秋光　純　　青山学院大学大学院理工学研究科

究している方には，前者のスタイルの方が多いよう

な気がする（これは f 電子系を研究しているので当

然であるというジョークもあるが・・）．これ自身

は決して悪い事ではないのであるが，この科研費の

グループの中でもう少し野蛮な冒険をする人が増え

ても良いような気がする．

　注文ついでにもう一つ注文を述べてみたい．一般

に物理に限らず学問が成熟してくるとよくあること

であるが，研究スタイルがパターン化してくるとい

うことがある．これは測定手段のみならず「哲学」

にも影響を与えているようにみえる．ここでいう「哲

学」とは目指す目標のことであるが，例えば重い電

子系の人たちの頭から離れない図に「Doniach の相

図」というのがある．この相図は hand-waving な相

図であり，大変当たり前のことを述べているだけで

はあるが，いつまでもこの相図にたよっていないで

何とかこの相図を打破する新しい概念をうち立てて

ほしいものである．

　これら 2 つの注文はいずれも同じことを述べたも

のである．要するに我々は既成の概念に如何にあわ

せるかということで安心しがちであるが，なんとか

理論と実験が協力して残りの期間でぜひ新しい物理

的概念を打ち立ててほしい．

　最後に科研費特定「異常量子物質の創製」の時，

評価委員をお願いした金森順次郎先生の下さった言

葉をお借りしてお祝いの言葉にしたい．

　「熟田津（にぎたつ）に船乗りせむと月待てば，

潮（しほ）もかないぬ今は漕ぎいでな」

額田王（万葉集）

評 価 委 員 か ら
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評 価 委 員 か ら

　本領域申請の採択が知らされた時は，個人的にも

本当にうれしい瞬間だった．それは，スクッテルダ

イト特定がスタートして以来，常に，「次の f 電子

関連の領域提案が不採択になったら，我々の領域の

責任だ」という，内なる圧力を感じ続けていたから

である．勿論，それは考え過ぎで，計画が良ければ

採択されるのであるが．

f 電子にかかわる「領域的な研究」は，多少のと

ぎれはあれ，これまで脈々と引き継がれてきている

が，最近の２件の採択課題名は対象の広がりからみ

て両極端にある．一方は，その対象が ” 充填スクッ

テルダイト “ という唯一の結晶系という極めて狭い

ものであった．可能な限り関連物質を含めるなど，

自由度を広げる努力をしたものの限界があり，f 電

子分野の方々にとっては高い敷居となってしまった

ようだ．私自身，領域がスタートして間もない頃，

既に新たな物質系への誘惑を抑えるのにかなりの我

慢を強いられた．この 3 月でスクッテルダイト特定

のまとめの年も終了し，やっとくびきから逃れ，興

味を持ちながら封印していた物質系の試料づくりを

開始したところである．

一方，本領域では，「形成と秩序化」という限定

が付くものの，重い電子系の全てが対象であり，楽

しい研究の条件でもある自由度が大きく広がり，活

発な研究活動が期待できる．とはいえ，領域の研究

期間は短い．皆がこの領域の目的を正確にとらえて

研究を進めることが必要だろう．

初めに，この領域の骨格を “ 一言？ ” で言えるよ

うに整理することを試みた．領域は４つの研究項目

からなり，項目 A04 は領域全体に対して，新概念

の提案をし，理論的なバックアップを行う責務を負

っている（であろう）．A01 ～ A03 の関係は一見複

雑である．A01 班は，重い電子の「形成」過程をフ

新学術領域研究　“ 重い電子系の形成と秩序化 ”
の第一印象と期待
　佐藤　英行　　首都大学東京大学院理工学研究科

ェルミ面の変化をとおして直接観測することを目的

としている．そのため，既に実績がある純良結晶育

成と圧力下での dHvA 測定を中心とする研究班と，

低温までの高分解能光電子分光測定を主とする研究

班が理論（バンド計算）と密接に連携し，各々，圧

力と温度の変化にともなう形成過程を明らかにする

計画となっている．後者については，分解能，測定

温度の限界から，これまで重い電子系への適用は限

られていたため，新たな成果が期待される．一方，

「秩序化」については，項目 A03 を構成する２つの

研究班が，これまで重い電子系での主役であり続け

た超伝導相に加え，全貌の解明に取り組む機が熟し

た多極子秩序相を取り上げ，両者を集中的に測定し

て解明することを計画している．両班ともに，試料

育成の分担者が含まれているが，基本的には多様な

測定手法を駆使した機構の解明が主になるだろう．

研究項目 A02 の研究対象（の一つの見方）は，「ラ

ットリング」を可能とする物質系であり，ラットリ

ングがかかわる新しいタイプの重い電子状態の探索

を目指している．そのため，試料創製・基礎物性評

価を主務とする研究班と，多様な分光測定を主務と

する二つの班から構成されている．研究班間の協力

関係など，全体が良く考えられた構成・役割分担に

なっている．ただし，重い電子系の新物質という視

点からは，試料育成について少し偏った印象を受け

る．理論研究者ともども，公募計画としての参画が

望まれる．

手当たり次第に手をつけて大事なことを置き去

りするような方針は避け，重い電子の重要な問題に

的を絞り機構の解明に集中することは大賛成であ

る．一方，若い世代もわくわくさせる領域発の新物

質・新物性の探索も，もう片方の車輪として欠かせ

ないのではないか．
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新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」
への期待
　斯波　弘行　　

　本新学術領域研究のスタートに当って，いくつか

の期待を持っている．

　4f 電子系の重い電子系の研究では，Ce 化合物が

詳しく研究され，その結果，相関の強い電子系の超

伝導と量子臨界点との密接な関係が推測されてい

る．それならば，3 価の Ce と electron と hole を入

れ替えた関係にある 3 価の Yb の化合物での ” 重い

電子 ” や ” 重い電子の超伝導 ” はどうなのか，とい

う問題が浮上する．実際，この問題の探究は既に始

まっている．量子臨界点を実現するためには圧力が

重要な実験手段になるが，Yb 化合物では圧力の影

響が Ce 化合物と異なり，圧力をかけると電子はよ

り局在的になるのが興味ある点である．このような

違いを持つ Yb 化合物での「重い電子系超伝導」の

典型的ケースの確認，あるいは発見がこの新学術領

域の中でなされれば重要な成果になるだろう．波及

効果として，相関の強い電子系の超伝導と量子臨界

点が密接に関係しているという「作業仮説」がどの

程度一般的に正しいかが分ってくるであろう．Yb

化合物は試料作成が難しいと言われているが，若い

研究者がこの困難を突破してほしい．また，Yb の

隣りに位置する Tm の化合物の超伝導の探究にも期

待している．去る 3 月に開かれたこの新学術領域の

第１回研究会で Yb 化合物，Tm 化合物の実験研究

の発表がいくつかあったので，今後の発展を大いに

期待している．

　また，反強磁性揺らぎと超伝導の関係については

多くの実験があり，かなり分ってきたが，強磁性と

超伝導の共存，競合関係については十分分ったとは

言えない．この新学術領域の中で大きな進展がある

ことを期待している．

　非線形局所振動と伝導電子との結合は本新学術領

域のテーマの１つで，この観点から籠状構造物質が

研究されることになっている．線形格子振動と電子

の相互作用の場合には既によく分っているが，非線

形局所振動の場合に低温でどのような本質的に新し

い物理があるのかについて大いに関心を持っている．

　全般的なこととしては，この新学術領域での若い

世代の活躍に注目している．「重い電子系」という

問題は，1970 年代，1980 年代には始まったテーマ

であり，現在 50 代後半から 60 代の研究者が中心に

なって開拓してきた．この新学術領域ではそれより

若い世代のアイデアによるブレークスルーに期待し

ている．これと関係して，新学術領域研究のような

グループ研究では，グループ内の「主流派」への追

随者を増やしがちであるが，研究においては「非主

流派」が次の研究の芽を作ることは歴史の教えると

ころである．若い人たちは流れに乗ることに目を向

けないで，自分の信念を貫いてほしい．

 

評 価 委 員 か ら
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空間反転対称性のない系における超伝導の最近
の話題
　藤本　聡　　京都大学大学院理学研究科

はじめに
　量子力学の教科書にあるように対称性は状態間遷

移の選択則の基本要因である．一般に対称性が低下

すると選択則の拘束が弱まって，異なる自由度の間

に非自明な結合が生じたりする．古くから知られて

いる例は空間反転対称性の無い結晶構造を持つ誘電

体における電場と磁化との結合 ( 磁気電気効果 ) 等

である．同様に空間反転対称性の無い系で超伝導が

起こると，風変わりな電磁気現象が起こると期待す

るのは自然であろう．実際，空間反転対称性の無い

超伝導体 ( 以下 Non-Centrosymmetric Superconductor

の頭文字を取って NCS と略記 ) の理論研究は 80 年

代頃から旧ソ連で Eliashberg たちによって既になさ

れていた．が，実験との対応で芳しい成果はなかっ

たようである．しかし，2004 年の Bauer 等による重

い電子系超伝導体 CePt3Si の発見を契機に，NCS の

研究が理論，実験ともに活性化される 1)．

　結晶構造における空間反転対称性の欠如は異方的

なスピン軌道相互作用を生み出す．例として結晶構

造が正方格子で z 軸方向の反転に関する対称性が無

いとしよう．このとき電場勾配  が結晶内部

に生じ，これが波数  ，スピン  の電子に対して働

くスピン軌道 (SO) 相互作用  を生み出

す．この相互作用 ( 今考えている結晶構造の場合，

Rashba SO 相互作用と呼ばれる ) はスピンの縮退を

解いてバンドを２つに分裂させ，超伝導のクーパー

対はこのスピン軌道分裂したフェルミ面上で形成さ

れることになる．これが NCS において種々の新奇物

性を生み出す舞台の基本である．反転対称性が破れ

ているのでクーパー対は一般にパリティで分類でき

ず，スピン１重項対と３重項対との混合状態になる．

また，SO 相互作用が超伝導電流と電子スピンとの非

自明な結合を生み出し，ヘリカル渦糸状態と呼ばれ

る不均一相や，超伝導磁気電気効果などを誘起する

ことが理論的に予言されている 1)．

重い電子系超伝導体における巨大上部臨界磁場
　このように理論家達からは様々な新奇現象に関す

る提案がなされ，同時に反転対称性のない超伝導

新物質も次々と発見されたのであるが，残念なこと

に，それら ” 新奇現象 ” に対する実験的な証拠が得

られることはほとんどなかった．しかし，2007 年か

ら 2008 年にかけて，重い電子系の圧力誘起超伝導

体 CeRhSi3
2)，CeIrSi3

3) において，巨大な上部臨界磁

場が観測されて状況が一転する．これらの系はとも

に正方格子構造で，z 軸方向に反転対称性が無く，
Rashba 相互作用に類似した SO 相互作用が存在する

と考えられる．常圧では反強磁性秩序が存在するが，

圧力を加えて磁気秩序を壊すと超伝導が生ずる．図

1(a) に実験で得られている CeIrSi3 の相図を示す．最

も特筆すべき点は，超伝導転移温度 Tc が最も高くな

る圧力 (Pc ~2.6 GPa) での零磁場の Tc がわずか 1K 程

度であるにも関わらず，z 軸方向に磁場を印加したと

きの上部臨界磁場が 30 T から 40 T にも及ぶことで

ある．最近話題の鉄ヒ素系高温超伝導体で，例えば

(Ba1-xKx)Fe2As2 の場合，Tc ~28 K に対して Hc2~70T 程

度であること 4) を考えると，この NCS 物質の相対的

な Hc2 の高さは際立っている．図 1(b) に実験で得ら

れている CeIrSi3 の Hc2 の温度依存性を示す．(CeRhSi3

に対しても同様の結果が得られている．)　P~Pc で

の振る舞いは，まるで超伝導を壊そうと磁場を強め

れば強めるほど，それだけ超伝導が強固になってい

くかのようである．なぜ，このような興味深い振る

舞いを示すのであろう．また，それと反転対称性の

欠如はどのように関連しているのであろう．一般に

磁場による超伝導破壊効果には２種類あり，１つは

ゼーマン効果によってスピン１重項対が壊される効

果 ( パウリ対破壊効果 )，もう１つは磁場によるロー

レンツ力がクーパー対を壊す効果 ( 軌道対破壊効果 )

である．前者のパウリ対破壊効果は，スピン３重項

対超伝導でかつクーパー対のスピンが全て z 軸方向

ト ピ ッ ク ス
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に揃っているならば効かないが，CeRh(Ir)Si3 の超伝

導は反強磁性揺らぎの強いところで起こっており，

このようなスピン３重項対の可能性はない．これら

の系でパウリ対破壊効果が抑制されている理由は空

間反転対称性の欠如にある．Rashba 型のスピン軌

道相互作用が存在する場合，z 軸方向の磁場に対し

て，スピン帯磁率はスピン軌道分裂した２つのバン

ド間の全ての電子の寄与で支配されている．スピン

軌道分裂のサイズ ESO が超伝導ギャップ Δ より十分

大きければ，フェルミ面近傍で超伝導転移が起こっ

ても，フェルミ面から離れた電子の寄与が優勢なス

ピン帯磁率はほとんど影響を受けず，ゼーマンエネ

ルギーの損失が生じないので，たとえ，クーパー対

が主にスピン１重項で形成されていたとしても，パ

ウリ対破壊効果は起こらない．実際，これまで見つ

かっているほとんどの反転対称性のない超伝導体で

は ESO >> Δ が成立している．CeRh(Ir)Si3 において，

z 軸方向の磁場に対してパウリ対破壊効果が抑制さ

れている理由はこのように理解できる．では，軌道

対破壊効果はどうであろう．これが抑制される原因

は反転対称性の欠如だけでは説明できない．この問

題を解決するヒントは図 1(a) にある．この相図を見

ると，もし仮に超伝導転移が無ければ圧力を常圧か

ら Pc へと増加していった時に，反強磁性転移温度
TN が連続的に減少し，P~Pc 辺りで TN が 0 になるの

ではないかと推察される．つまり，P~Pc が反強磁性

の量子臨界点になっていると考えられる．実際そう

ならば，この超伝導が反強磁性揺らぎを媒介した引

力で起こっていると仮定すると P~Pc で超伝導転移

温度が最大であることと合致している．反強磁性ス

ピン揺らぎで媒介される引力の強さは，反強磁性臨

界点近傍で反強磁性の相関長 ξAF が増大するにつれ

て増強される．他方，スピン揺らぎによる電子の非

弾性散乱はクーパー対を破壊する効果をもたらすの

で，この引力と対破壊効果との競合がスピン揺らぎ

機構の超伝導の転移温度を決めている．この点が，

上述の軌道対破壊効果の抑制を理解する上で重要に

なる．P~Pc　において z 軸方向の磁場を印加すると，

パウリ対破壊効果は上述したようにほぼ存在しない

ので，主に軌道対破壊効果で超伝導転移温度が下が

る．しかし，T = 0 で反強磁性の量子臨界点が存在す

ると温度が降下するにつれて，反強磁性の相関長が

発散的に増大し，スピン揺らぎ媒介の引力が増強さ

れる．他方，温度降下とともにスピン揺らぎによる

非弾性散乱に起因する対破壊効果は抑制される．そ

の結果，高磁場でかつ低温度であるほど，超伝導は
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Fig. 1. Field dependence of the electrical resistivity at constant

temperature for H ‖ [0 0 1] in CeIrSi3. The zero-resistivity data

at each constant temperature are shifted to vertical scale cor-

responding the temperature so that a dashed line indicates a

temperature vs. upper critical field relation.

tioned above.13) The novel state called the helical vortex
state was then considered theoretically to explain the
lack of anisotropy of the upper critical field, together with
consideration of a presence of antiferromagnetism.14,15)

This is due to the existence of the antiferromagnetically
ordered state in CePt3Si: Tsc=0.46K and the Néel tem-
perature TN=2.3K.

On the other hand, a characteristic feature of the up-
per critical field was observed in CeIrSi3, indicating that
the upper critical field is extremely large and is strongly
anisotropic: Hc2 > 30 T for H ‖ [0 0 1] and 9.5T for H ‖
[1 1 0] at 2.65 GPa, where the critical pressure is Pc =
2.25GPa.7,8)

In the present study, we furthermore studied the up-
per critical field in CeIrSi3 in much high magnetic fields
up to 28T and at higher pressures up to 3.0GPa, in
comparison with the upper critical field of a non-4f ref-
erence compound LaIrSi3. It was clarified experimen-
tally that the electronic state is drastically changed at
P ∗

c � 2.63GPa in CeIrSi3, revealing a genuine quantum
critical point.

Single crystals of LaIrSi3 and CeIrSi3 were grown us-
ing a tetra-arc furnace. The fundamental properties in-
cluding quality of the sample are described in ref. 7.
The electrical resistivity was measured by a standard dc
and ac technique with a lock-in detection. The resistiv-
ity measurements were performed in a 3He/4He dilution
refrigerator with a 17 T-superconducting magnet at Os-
aka University and a resistive magnet up to 28T at the
Grenoble High Magnetic Field Laboratory. Pressure was
applied using an MP35N piston-cylinder cell with a 1:2
mixture of commercial Daphne oil (7373) and petroleum

ether as a pressure-transmitting medium. Pressure was
calibrated using the superconducting transition temper-
ature of Sn.
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Fig. 2. Upper critical field Hc2 for (a) H ‖ [0 0 1] in the pressure

range from 1.95 GPa to 2.65 GPa (b) 2.65 GPa to 3.0 GPa, and

(c) H ‖ [1 1 0] in the pressure range from 1.95 GPa to 2.65 GPa

in CeIrSi3.

We measured the electrical resistivity under several
magnetic fields as a function of pressure. Figure 1
shows the field dependence of the electrical resistivity
at 2.60 GPa under constant temperatures. The magnetic
field is directed along the [0 0 1] direction. For exam-
ple, the zero-resistivity data under T=1.28K are shifted
to 1.28 in the vertical scale, which corresponds to the
temperature. The electrical resistivity is zero in mag-
netic fields up to 4.0T, and indicates a step-like in-
crease above 4.0T, revealing that the superconducting
state is changed into the normal state above 4.0T. The
upper critical field is thus defined as Hc2 = 4.0 T at
1.28 K. A dashed line corresponds to the T vs. Hc2 rela-
tion. The upper critical field at 0K, Hc2(0), is extremely
large, exceeding 30T, roughly estimated to be about 45T
(=45±10 T).

The upper critical field was thus determined in a wide
pressure range from 1.95GPa to 3.0GPa, as shown in
Fig. 2. The upper critical field at 0K, Hc2(0) � 5 T at
1.95 GPa is almost the same for both H ‖ [0 0 1] and
[1 1 0]. The temperature dependence of Hc2 is, however,
different between H ‖ [0 0 1] and [1 1 0]. The upper criti-
cal field for H ‖ [0 0 1] indicates an upturn feature with

0         0.5         1.0         1.5        2.0

H
c
2

(T
)

T   (K)

teristic features. Figure 2(b) indicates the low-temperature
resistivity at P ¼ 0, 1.9, and 2.5GPa. With increasing
pressure, the Néel temperature, shown by arrows, decreases
monotonically, although the Néel temperature is not clearly
defined at pressures higher than 1.8GPa, where pressure-
induced superconductivity sets in, as shown in Fig. 2(b) for
1.9GPa. The antiferromagnetic ordering disappears com-
pletely at P ¼ 2:5GPa. The resistivity at 1.9GPa decreases
steeply below 1.6K and becomes approximately zero at
the superconducting transition temperature Tsc ¼ 1:3K, as
shown by an arrow. Tsc increases as a function of pressure
and finally becomes Tsc ¼ 1:6K at 2.5GPa. It is also noted
that the resistivity at 2.5GPa does not indicate a T2-
dependence in the Fermi liquid relation but indicates a
characteristic non-Fermi liquid relation of � ¼ �0 þ A0T

(�0 ¼ 0:76 m��cm and A0 ¼ 0:71 m��cm/K), which persists
up to 18K. A linear temperature dependence of electrical
resistivity is also observed in CeRhSi3

9) and CePt3Si
11) at

around a critical pressure. The residual resistivity at 2.5GPa
is unchanged appreciably compared with �0 ¼ 1:4 m��cm at
ambient pressure.

We show in Fig. 3 the pressure phase diagram for the
Néel temperature TN and the superconducting transition
temperature Tsc. The critical pressure Pc, at which the Néel
temperature becomes zero, is estimated as Pc ’ 2:5GPa.
Superconductivity is observed in a wide pressure region
from 1.8GPa to about 3.5 GPa.
We determined the upper critical field Hc2 by measuring

the resistivity at various magnetic fields. Figures 4(a) and
4(b) show the temperature dependence of resistivity at
various magnetic fields under 2.5GPa and the field depend-
ence of resistivity at various temperatures under 2.5GPa,
respectively. The resistivity drop due to superconductivity
shifts to lower temperatures with increasing magnetic fields,
but zero resistivity is not attained at 12 T, as shown in
Fig. 4(a). Correspondingly, the resistivity at 50mK increases
steeply above Hc2 ¼ 11:1T, as shown by an arrow in
Fig. 4(b). Here we note that the temperature dependence of
electrical resistivity does follow the Fermi liquid relation of
� ¼ �0 þ AT2 even at 16 T, but can be approximately fitted
to a Tn (n ¼ 1:6) -dependence below 1.6K.

Figure 5 shows the temperature dependence of the upper
critical field Hc2 at 2.5GPa. The slope of Hc2 at Tsc, �dHc2=
dT ¼ 11:4T/K, at 2.5GPa is extremely large, and Hc2 at
zero temperature is also large: Hc2ð0Þ ¼ 11:1T at 2.5GPa,
compared with those of CePt3Si with Tsc ¼ 0:75K and � ¼
360mJ/(K2�mol): �dHc2=dT ¼ 8:5T/K at Tsc and Hc2ð0Þ ’
5T.5) Heavy-fermion superconductivity is realized in
CeIrSi3 from the slope of Hc2 at Tsc and the Hc2ð0Þ value.
Here, a solid line connecting the data in Fig. 5 is a guideline
based on the so-called WHH theory.14) The coherence length
� in CeIrSi3 at 2.5GPa is estimated as 54 Å from the relation
of Hc2ð0Þ ¼ �0=2��

2, where �0 is the quantum fluxoid. The
present upper critical field Hc2ð0Þ also exceeds the Pauli
paramagnetic limiting field Hp = 1.86 [T/K] Tc ’ 3:0T, as
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図 1　(a) CeIrSi3 の 温 度 - 圧 力 相 図 . (b) CeIrSi3 の
Hc2.  （それぞれ文献 3)-1, 3)-2 より引用 )

図 2　理論計算で得られた Hc2 の温度依存性 .  θ は
磁気臨界点からの距離を表すパラメータ . θ = 0 が量
子臨界点 .  θ が 0 に近づくにつれて Hc2 が急激に増
大する .
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しぶとく生き残ることになり，高い Hc2 が実現され

ることになる．上述のシナリオを確かめるために行っ

た CeRh(Ir)Si3 に対する Hc2 のモデル計算の例を図 2

に示す 5)．この計算例が示すように零磁場での超伝

導転移温度が 1 K 程度であっても，反強磁性の量子

臨界点近傍では Hc2 が 30 T から 40 T にまで到達す

ることが可能である．この計算結果は実験事実を半

定量的にもよく説明し，このシナリオが正しいこと

を示している．ここで述べた軌道対破壊効果の抑制

機構は，臨界的揺らぎを引力の起源とする量子臨界

点近傍の超伝導すべてに当てはまるのであり，反転

対称性の無い超伝導に固有のものではない．実際，

これまでにも磁気量子臨界点近傍で磁気揺らぎを媒

介して起こると考えられる超伝導は反転対称性を有

する Ce115 系等でも見つかっており，これらの系で

も上述の機構による軌道対破壊効果の抑制があって

もよさそうである．しかしながら，Ce115 系では反

転対称性を有するがゆえにパウリ対破壊効果が存在

し，上部臨界磁場はパウリ極限で決まって，巨大な
Hc2 は実現しない．( 逆にそのおかげで CeCoIn5 など

では FFLO 状態が実現しやすくなっているのであろ

う．)　CeRh(Ir)Si3 で観測された巨大上部臨界磁場は

反転対称性の破れと重い電子系にしばしば見られる

磁気量子臨界性が絡み合うことによってはじめて実

現した現象なのである．

　この節の最後に，最近の高磁場測定の新たな進展

について触れたい 6)．CeRh(Ir)Si3 の高磁場での電気

抵抗の測定から，磁場中で T > Tc の正常相に何らか

の相転移があることが示唆されている．これは磁場

中で復活した反強磁性相ではないか，という議論が

ある．このとき，上述の磁気量子臨界近傍での Hc2

増強のシナリオはどうなるであろうか．磁気転移が

起こってしまうと，温度降下とともに磁気揺らぎが

抑えられ，低温での Hc2 増強は起こらなくなるよう

に思える．しかし，この素朴な考えは NCS ならでは

の特異性ゆえに当てはまらないのである．バンドの

スピン軌道分裂のために SDW に関連したネスティ

ング・ベクトルは必ず複数 (Q1, Q2,…) 存在する．こ

れらの Q ベクトルの違いは kF に比べると非常に小さ

いが，SDW のギャップ ΔSDW に関連した相関長の逆

数 ΔSDW/vF より十分大きいため，ある Q1 での SDW

転移が起こっても，別の Q2 に関連したスピン揺らぎ

は生き残り，Hc2 増強に寄与する可能性がある．こ

のシナリオの定量的な検証は将来の重要な課題であ

る．

　 

新たな展開 ---- トポロジカル秩序，マヨラナ・フェ
ルミオン
　前述したように NCS における新奇物性の要因は
SO 相互作用である．SO 相互作用とはスピン反転

を伴った電子の軌道運動であるが，これはスピンと

波数で指定された状態空間の中で “ ひねり ” を導入

し，ヒルベルト空間のトポロジーを非自明なものに

変える可能性がある．最近，SO 相互作用のこのよ

うな側面に着目した研究が，スピントロニクス絡み

で盛んになされている 7)．ある種の SO 相互作用が

トポロジカル秩序 ( 通常の長距離秩序とは違ったト

ポロジカルに非自明なヒルベルト空間の構造で特徴

づけられる秩序 ) を実現し，それが新奇物性をもた

らすのである．実は NCS の場合でもトポロジカル秩

序とそれに伴った新物性が実現可能であることが最

近の研究で明らかになっている 8)．例えば，Rashba 
SO 相互作用のある p 波の NCS では，トポロジカル

秩序が存在し，その帰結として，渦糸芯や試料の表

面にマヨラナ・フェルミオンと呼ばれる準粒子が現

れることが知られている．マヨラナ・フェルミオン

とは生成演算子 c* と消滅演算子 c が等しい (c* = c)

という際立った性質を持ち，それ自体は有るとも無

いとも言えない奇妙なフェルミ粒子である．マヨラ

ナ・フェルミオンは試料表面が関与した輸送特性

や渦糸のトンネル・スペクトロスコピー等によって

実験的に観測可能であることが指摘されている．実

はこのようなマヨラナ状態は，反転対称性のあるカ

イラル p + ip 波超伝導に関連して，既に 10 年程前

から議論されており，それ自体さほど新しい話では

ない．しかし，以下に述べるように NCS における

トポロジカル相は単なるカイラル p 波超伝導のアナ

ロジーに留まるものではない．従来の反転対称性の

ある超伝導では，このマヨラナ状態は p 波対の場合

でのみ実現可能と考えられていた．しかし，Rashba

相互作用のある NCS では，p 波対の場合だけでな

く，s 波対の場合でも，磁場による Zeeman エネル

ギー が超伝導ギャップの振幅 より大きけれ

ば，同様のトポロジカル秩序が出現することが明

らかにされている．今の場合， という状

況を実現することは難しいことではない．前述の
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ように z 軸方向の磁場に対してパウリ対破壊効果

は Rashba SO 相互作用によって抑制されている．ま

た，軌道対破壊効果で決まる上部臨界磁場に対して

 ( ただし，1/z は質量増強因

子 ) であるので，重い電子系のように 1/z が 100 倍程

度に増強されていれば， であるような超伝

導状態は実現可能である． s 波の NCS におけるトポ

ロジカル秩序，マヨラナ・フェルミオンの存在は正

に SO 相互作用が引き起こした妙なる現象と言える．

おわりに
　最後に NCS の代名詞とも言うべきクーパー対のパ

リティ混合について言及したい．これまでに CePt3Si

や Li2Pt3B に対して強いパリティ混合の可能性が議論

されている 9) が，残念ながら今のところ実験的に確

実な証拠は無い．これはそもそもパリティ混合を実

験で観測する手段が確立していないことによる．通

常の超伝導体に対してクーパー対のパリティを決め

る有力な実験である NMR によるナイト・シフト測

定はパリティ混合に関しては何の情報も与えない．

パリティ混合の検出には何か新しいアプローチが必

要である．例えば，クーパー対のパリティ混合が起

こると，SO 分裂した２つのフェルミ面上で超伝導

ギャップはそれぞれ および となる．

ここで  ( ) はスピン１重項（３重項）対のギャッ

プである．この２ギャップ構造はもちろんトンネル

実験等で観測できるが，問題は通常の多バンドによ

る２ギャップ構造とパリティ混合によるそれとをい

かに実験的に区別するかという点である．この問題

に関しては最近，Crossed Andreev 反射の実験を用い

ることによって，パリティ混合による２ギャップ構

造を曖昧無く特定する手法が提案された 10)．Crossed 
Andreev 反射とは，試料に２つの端子をつないで，１

つの端子から電子を入射し，それによって Andreev

散乱されたホールがもう一方の端子から出てくると

いう非局所的な反射現象であり，試料と２つの端子

の位置関係が反転対称性の破れを反映するように配

置することによってパリティ混合を確実に検出でき

る．Crossed Andreev 反射の実験には技術的な困難も

あるが，微細加工技術の進歩によって近い将来，パ

リティ混合の実験的証拠が見つかることを期待した

い．

　以上，NCS 研究の最近の動向の一部について解説

した．NCS を取り巻く研究状況は，まだまだ理論家

が先走りし過ぎているきらいがあるが，CeRh(Ir)Si3

における上部臨界磁場の研究の成果は，これらの系

で更に NCS 固有の面白い現象が観測される可能性

を強く示唆している．実験・理論両面での更なる発

展を期待したい．
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最近の研究から

多様な励起エネルギーを用いた光電子分光による
重い電子系の研究
　松波　雅治　　東京大学物性研究所　

はじめに
強相関電子系の研究において，光電子分光は最

も重要な実験手法の一つとして認識されている．特

に最近の実験技術の発展は「エネルギー分解能」と

「バルク敏感性」に関して目覚しく，新しい情報を

提供し続けている．その代表的な例が，励起光に真

空紫外レーザー（~ 7 eV）を用いた光電子分光であ

る．超高分解能かつバルク敏感なこの手法を用い

ることで，CeRu2 の超伝導ギャップの直接観測に成

功するなど 1)，強相関電子系におけるフェルミ準位

（EF）近傍の電子構造の研究に威力を発揮している．

またシンクロトロン放射光を用いた光電子分光も日

進月歩である．例えば，通常，希土類元素の価数評

価には 3d 内殻光電子分光が用いられるが，Yb の場

合には 3d 内殻準位が結合エネルギー約 1600 eV に

位置しているため（Ce は約 800 eV），従来の軟 X

線（1500 eV 以下）を用いた光電子分光ではこれを

励起できず，Yb 価数を精密に決定することは難し

かった．近年の硬 X 線（5~8 keV）を用いた光電子

分光の発展によって，これが充分にバルク敏感な条

件で可能となってきた 2)．

本稿では，このような実験技術の発展により可

能となった最近の二つの研究 3,4) を例にして，複数

の励起エネルギーの光電子分光を相補的に用いるこ

とが電子状態の理解に重要であることを示す．

Yb 化合物における新しい価数評価方法 3)

Yb 化合物においては，4f 電子が閉殻となる Yb2+ 

(4f 14) と 4f ホールが一つ存在する Yb3+ (4f 13) の間で

価数揺動が起こり，これが Ce 化合物の場合 [Ce4+ 

(4f 0), Ce3+ (4f 1)] と類似して多彩な物性の起源とな

る．また，ごく最近の研究により，いくつかの Yb

化合物に関して量子臨界点における強い価数揺動

の存在が指摘されており，Yb の平均価数を正確

に決定することの重要性は増している．本研究で

取り上げる YbS と Yb 金属は Yb2+ の典型例として

考えられてきたが，過去の Yb L 端の X 線吸収分

光 (XAS)5)， 及 び 共 鳴 非 弾 性 X 線 散 乱 (RIXS)6) に

おいては，常圧下でさえ Yb3+ 成分が存在し，価数

揺動の可能性が示唆されてきた．本研究では，こ

のような Yb の価数評価における矛盾を解決する

ために，YbS と Yb 金属，および典型的な価数揺

動系 YbCu2Si2 に対して硬 X 線光電子分光を行っ

た．実験は SPring-8 の BL29XUL にて行い，試料

の清浄表面はそれぞれ超高真空中での劈開（YbS，

YbCu2Si2），および蒸着（Yb 金属）によって得た．

図 1 に YbS，Yb 金属，および YbCu2Si2 におけ

る Yb 3d 内殻光電子スペクトルを示す．表面成分

を評価するために，バルク敏感な直出射配置（θ 

= 0°）に加えて表面敏感な斜出射配置（80°）も

測定した．これらのスペクトルはスピン・軌道

分 裂 に よ っ て 1515-1540 eV 付 近 の 3d5/2 と 1560-

1585 eV 付近の 3d3/2 に分かれる．YbCu2Si2 におい

て明らかなように，それぞれの成分は価数揺動に

よってさらに Yb2+ ピークと Yb3+ 多重項に分かれ

る．平均価数はこの Yb2+ と Yb3+ 成分の積分強度

の比から求められ，例えば YbCu2Si2 では +2.8 価

という値が得られる．この Yb3+ 多重項の構造は
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図 1: YbS，Yb 金属，および YbCu2Si2 の硬 X 線励起 Yb 
3d 内殻光電子スペクトルの光電子放出角依存性．挿
入図は実験配置と O 1s 内殻光電子スペクトル．
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YbS の 80°のスペクトルにも観測されているが，0

°のスペクトルや Yb 金属のどちらの角度にも見ら

れない（その代わりに後述のサテライト構造が観測

される）．この原因は，挿入図に示した O 1s 内殻ス

ペクトルによって理解できる．0°においては YbS，

Yb 金属ともに O 1s のシグナルはほぼ無視できる．

一方で表面敏感な 80°においては O 1s のピークが

微弱ではあるが観測された．これに関しては，他の

単体金属の酸化過程 7) との比較から，YbS の 2 ピー

ク構造は酸素の化学吸着に起因し，Yb 金属の 1 ピ

ーク構造は物理吸着によるものと結論した．従っ

て，YbS の Yb 3d 内殻の 80°のスペクトルに見られ

た Yb3+ の構造は，酸化表面（Yb2O3）によるものと

考えられる．スペクトルの詳しい解析により，表面

1~2 層が酸化されていることがわかった．これは超

高真空中での劈開直後から観測されていることから，

過去の研究 6) で価数揺動が観測された理由は，粉末

試料を用いたために酸化表面の影響が顕著に出た結

果と考えられる．

図 2 において上述のサテライト構造をエネルギ

ー損失関数と比較する．エネルギー損失関数は広い

エネルギーに渡って測定された光反射スペクトルの

Kramers-Kronig 解析から得られる誘電関数 を用

いて計算され，バルク損失関数は Im(1/ )，表面損

失関数は Im[1/( +1)] と定義される 8)．YbS におい

て 0°のスペクトルのサテライト構造は，バルク損

失関数によって見事に説明できることがわかる．一

方で 80°のスペクトルにおける主要な構造は損失関

数では説明できず，この起源が Yb3+ の多重項であ

ることを再確認できる．Yb 金属においてはサテラ

イト構造に二つの成分が存在し，これらもまた損失

関数で説明できる（角度依存性はバルクと表面の損

失関数の割合の変化による）．従って，YbS の 0°，

及び Yb 金属の 0°と 80°の 3d 内殻スペクトルのサ

テライト構造は全て Yb2+ ピークのエネルギー損失

に帰属される．すなわち，この解析法により，YbS

（バルク）と Yb 金属においては，Yb3+ 成分を含まず，

純粋に Yb2+ だけで成り立っていることが明らかと

なった．

充填スクッテルダイト化合物 CeOs4Sb12 における
4f 電子の特異な二重性 4)

充填スクッテルダイト化合物 CeOs4Sb12 において

は，輸送特性に見られる近藤半導体的挙動と，比

熱・帯磁率に見られる重い電子系金属的挙動の異常

な共存が問題となっていた．CeOs4Sb12 の電気抵抗

は室温から 50 K 付近までは減少するが，それより

も低温で緩やかな上昇に転じる 9,10)．以前に，我々

はこの物質の光学伝導度を測定し，低温で f 電子と

伝導電子の混成効果に由来したエネルギーギャップ

が形成されることを示した 11)．しかしながら，単純

な近藤半導体ギャップの形成というシナリオでは，

有限の電子比熱係数（90-180 mJ/molK）9, 13) を有す

る比熱測定の結果を説明できない．また帯磁率も低

温までギャップ形成による常磁性成分の減少が見ら

れず，その振る舞いは結晶場分裂を考慮することで

理解できるとされたが 9)，その後の中性子散乱 13) 等

の結果はこれを否定している．これらの問題を解決

するためには，光学伝導度の測定が難しい EF 極近

傍の電子状態を高分解能で調べる必要がある．以上

の背景を踏まえて，レーザー光電子分光を行い，さ

らに相補的な情報を得るために軟 X 線放射光を用

いた Ce 3d-4f 共鳴光電子分光も並行して進めた．実

験は東大物性研においてレーザー光電子分光を，ま

た SPring-8 の BL17SU において軟 X 線光電子分光

を行った．

図 3(a) に Ce 3d-4f 共鳴光電子分光によって得ら

れた結果を示す．共鳴光電子分光とは，挿入図に示

した Ce 3d-4f XAS のスペクトルにおける吸収ピー

クの位置に励起エネルギーを合わせることにより，

多種の電子を含む価電子の中から Ce 4f 電子だけを

選択的に励起することができる手法である．なお，

非共鳴スペクトルはバンド計算（LDA）14) で得ら

(a) (b)

3

2

1

0

B
u

lk
 a

n
d

 S
ur

fa
ce

 L
o

ss
 F

u
n

ct
io

n
s

30 20 10 0 -10
Photon Energy (eV)

1550 1540 1530 1520
Binding Energy (eV)

YbS 
Yb 3d

5/2

! = 80°
× 3
! = 0°

Im(1/")

Im[1/("+1)]

6

5

4

3

2

1

0

-1
20 10 0

Photon Energy (eV)

In
te

n
sity

 (arb. u
n

its)

1540 1530 1520
Binding Energy (eV)

Yb
Yb 3d

5/2

! = 80°

! = 0°

Im(1/")

Im[1/("+1)]

Fig. 2

図 2: YbS と Yb 金属の Yb 3d5/2 内殻光電子スペクトル
と（バルクと表面の）エネルギー損失関数の比較．
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れた Os 5d の部分状態密度によってよく再現されて

いる．図 3(b) は得られた共鳴・非共鳴スペクトル

に対してフェルミ－ディラック関数で割り算を行う

ことにより求めた状態密度である．Os 5d 状態は占

有状態から EF に向かって強く抑制されるのに対し

て，Ce 4f 状態は鋭く立ち上がる（近藤共鳴ピーク

の裾）．この結果は，EF 付近から非占有側の状態密

度は Ce 4f 状態が支配的であることを示唆する． 

図 4(a) に CeOs4Sb12 のレーザー光電子スペクト

ルの温度依存性を示す．ここでのポイントは低温

における 40 meV 程度のスペクトル強度の落ち込み

と，EF 付近から非占有側にかけて状態が残ること

の二点である．得られた温度変化をよりわかりやす

く示すため，各スペクトルをフェルミ－ディラック

関数で割り，さらにそれらを 200 K のスペクトルで

規格化した結果が図 4(b) である．この解析により，

図中⽮印で示したギャップの大きさが冷却とともに

増加していること，またそのギャップ内に EF 付近

から非占有状態側にかけて急峻な構造が成長してい

ることがわかる．前者に関しては光学伝導度で得ら

れたギャップのほぼ半分の大きさであり，温度変化

（冷却とともに発達）もよく一致する．EF を基準に

決めた光電子分光のギャップが光学伝導度 11) のギ

ャップの半分程度であることは，光学伝導度が占有

状態から非占有状態への電子遷移を観測しているこ

とを考慮すれば理解できる．後者に関しては，この

ギャップ内状態が冷却とともに発達していることか

ら，CeOs4Sb12 の低温における重い電子状態に寄与

していることが予想される．共鳴光電子分光の結果

が示すように，4f 状態は EF から上側に大きな状態

を持つから，レーザー光電子分光で観測されたこの

ギャップ内状態もまた主に 4f 電子によるものと考

えられる．

これらの結果に基づいて，またバンド計算 14) 結

果と照らし合わせて，図 5 に CeOs4Sb12 において予

想される EF 近傍の電子状態の概略図を示す．混成

が無い場合には 4f 電子は Th 対称性の下で結晶場に

よって と 状態に分裂し，EF を挟んで位置する．

この内 は主要な伝導帯 [au( )] と良く混成しギ

ャップを形成する．これが光電子分光や光学伝導度

で観測されたギャップに相当する．また強い混成よ

って 状態は（結晶全体に広がって）ブロードに

なり，このことが中性子散乱で結晶場分裂が観測さ

れない理由であると考えられる．一方で は伝導

帯 [ag( )] と反対のパリティを持つため，（ブリル

アンゾーンの） 点で混成しない．従ってこの状態

はギャップ内でほとんど分散を持たず，これが EF

上の鋭い状態として観測されており，低温の電子比

熱にも寄与していると考えられる．以上，本研究の

結果により，CeOs4Sb12 における異常な物性の共存

は，4f 電子と伝導電子の軌道選択的混成効果によっ

て理解できることがわかった．
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図 3: CeOs4Sb12 の Ce 3d-4f 共鳴光電子スペクトル (a) と
状態密度 (b)．挿入図は Ce 3d-4f X 線吸収スペクトル．
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まとめ
我々の最近の研究結果から，多様な励起エネル

ギーの光電子分光のそれぞれの特徴を生かした利用

が，f 電子系の物性理解に重要であることを示した．

また，本稿では触れなかった「角度分解」光電子分

光においても，実験技術やデータの質が飛躍的に進

展しており，最近では共鳴条件の角度分解光電子分

光によって，f 電子自身のバンド分散 15) 及びフェル

ミ面 16) の観測が国内のグループから報告されてい

る．今後も重い電子系の研究において光電子分光が

果たす役割はますます大きくなると考えられる．
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「私のお気に入り論文」
－局在と遍歴のはざまで－
　安岡　弘志　　日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター

コーヒーブレーク

1. プロローグ 
　「私のお気に入り論文」は 1970 年 Physical Review

に掲載された Mark Rubinstein による “Investigation 

of the Metal-Insulator Transition in V2O3 by Nuclear 

Magnetic Resonance (Phys. Rev. B2 (1970) 4731)” であ

る．1970 年といえば，私は カリフォルニア大学で

のポスドク（磁性体の NMR で著名なジャッカリー

ノ教授に師事）を経て京大工学部で助手をしていた

頃である．この論文を初めて読んだ時の強烈な印象

は今でも鮮明に記憶しており，これが私の研究を方

向づけ，未だにその呪縛から抜け出せない状態にあ

る．“ 金属における局在モーメントとは何ぞや？ ”

である．本稿ではこの論文を基礎とした，局在と遍

歴のはざまでゆれ動いている私の研究の軌跡の一端

を紹介する．私の武器は NMR である．したがって，

“ 局在と遍歴 ” も NMR の立場より見たもので極め

て低エネルギーの応答から推測するものである．次

節で， 専門外の読者にも記述を理解して頂く目的

で，ごく簡単に磁性体の NMR から得られる物理情

報を整理しておく (NMR の専門家は読み飛ばし第

３節に進んでほしい )． 

  2. 磁性体の NMR から得られる物理情報 
　一般に，磁性の研究は対象物質に波数や周波数

に依存した磁場 を印加してその応答を観測

することによっている．波数と周波数に依存する

動的磁化率 を用いると，一般化された磁化

は， 

　　     　　　　　 （1） 

で表わされる．従って，磁性の理解は基本的に，

を知ることによってなされる．NMR 場合，

着目する原子核位置での超微細相互作用によって

生成される局所磁場の静的および動的な測定から

を知ることになる．いくつかの NMR 観測量

の中で，次式で表されるように，静的な部分は共鳴

周波数のずれ（ナイトシフト）K から，動的な部分

は核磁気緩和時間 T1 から測定される． 

　　  　（2） 

　ここで， は磁性を担う電子スピンと核スピンを

結ぶ超微細相互作用の結合定数である．式（2）か

らも明らかなように，ナイトシフトは，とりもなお

さず，静的な一様磁化率そのものに対応している．

一方，核磁気緩和率は共鳴周波数位置における動 

的磁化率に対応しており磁性体の低エネルギー磁気

励起を測定するものである．従って，この緩和率の

温度依存性は深く磁性の根源にかかわっており幾つ

かの磁気状態に対して理論的な研究がなされてい

る．その特徴をまとめると， 

（1）常磁性金属（遍歴磁性の極限） 

　　　 　　 （3） 

　これはコリンハの関係式と呼ばれ通常金属で

磁化率が温度変化しない限り緩和率 1/T1 は温度

T に比例する． 

（2）絶縁磁性体の常磁性状態（局在の極限） 

　　　 　（4） 

  ここで は局在モーメント間の交換相互作用

を特徴付ける周波数であり局在モーメントの秩

序化する温度から評価することができる．ちな

みに，式 (4) を検証することが局在モーメント

の存在の有無を決める最も正確な方法であるこ

とを強調しておきたい． 
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（3）弱い強磁性，反強磁性体（SCR理論） 

　　　 　　（5） 

　1970 年代に守谷グループによって発展がなさ

れて弱磁性体に対する SCR 理論から導かれた

1/T1 の温度依存性である．転移温度より十分高

い温度領域では弱強磁性の場合 1/T1 は温度無依

存，弱反強磁性の場合は の依存性がみられ

る． 

（4）温度によって誘起された局在モーメント（SCR理論） 

　弱い強磁性や反強磁性の解釈で成功をおさめ

た SCR 理論は「温度によって誘起された局在

モーメント」という新しい概念をも提唱した．

もしも， が q 空間のかなり広い部分で大きな

値をとり，しかもスピンのゆらぎのモード間結

合が弱い場合は（これはスピンのゆらぎが縦に

柔らかいことを意味する）局所スピンのゆらぎ

が温度に比例して急速に増大し，比較的低温で

電気的中性の条件により定まる可能な最大値に

到達し，そこで飽和するという概念である．飽

和の起こる温度を T* とするとこれより高い温度

領域での磁化率はスピンの横成分のゆらぎのみ

が関与した局在モーメント型の CW 則に従うこ

とになる．これは，スピンダイナミックスがあ

る特徴的なスピンゆらぎのエネルギーで支配さ

れていることを意味し，絶対値は別として（2）

の場合のように T1 は高温で温度に依存しなく

なる． 

　以上の如く，磁性体の NMR からの情報を

という立場より整理してみると， はナイトシ

フトから， の q で平均した量は核磁気緩和

時間の特徴的な温度依存性から知ることができる．

絶縁体の場合の はq空間全てにわたって一定で，

良く定義できるスピン自由度間の交換相互作用に

よって T1 が決定されている．金属の場合は磁性の

性質により の構造が複雑に変化し，それに伴っ

て T1 にも特徴的な温度依存性があらわれる．特に，

弱い強磁性（  は q =0 のみで鋭いピークを持つ）

や温度によって誘起された局在モーメントの場合

（  は q =0 からかなり q の大きいほうになだらか

な構造を持つ）は絶縁体と同様に高温で T1 は温度

に依存しなくなるが，その解釈には注意が必要であ

る． 

 3. 局在と遍歴のはざまで 
　数多く存在する磁性体の中には，温度や圧力を変

化させると金属から絶縁体に転移する物質群があ

る．その代表的物質が V2O3 で，約 150 K で電気伝

導度が 8 桁ほど一次転移的に変化し，高温の金属的

な状態から低温の反強磁性絶縁体に転移する．V2O3

に圧力を加えたり，V を少量の Ti で置換すると低

温まで金属相を安定化させることができ，また Al

や Cr で置換すると格子間距離が伸び（圧力を減少

さすことに対応）絶縁体相を高温まで安定化させる

ことができる（図 1）． 

　このような物質群で，V サイトでの NMR を観測

し，ナイトシフトから局所磁化率を議論したのが

Rubinstein の論文である．図 2 に金属相と絶縁相に

おけるナイトシフトの温度変化を示す．この温度変

化は，V サイトにおける の温度変化に対応してい

る．驚くべきことは，絶縁体相でも金属相でも同様

の CW 型の温度変化を示していることである．こ

のキュリー定数から磁気モーメントを求めると金属

相でも絶縁体相でもほとんど差がないことがわか

る．ちなみに，このデータより金属相における d-

スピン磁化率を計算してみると， 

コーヒーブレーク

図１　Cr や Ti をドープした V2O3 の相図  
       （D. B. McWhan et.al.: PRL 23 (1969) 1384. )
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　　 　　　　　（6） 

となり，Peff は金属相においても，V が 3 価の状態

つまり 3d2，S ＝ 1 とした値 2.832 と非常に近い．結

局 V2O3 の金属相において交換相互作用の強い局在

モーメントが存在するようにみえる．ところが，実

際はそうではなく，例えば圧力を加えて金属相を

安定化した場合，極低温においても磁気的秩序相が

出現しないことなどから，いわゆるハイゼンベルグ・

モデルで記述されるような局在モーメントは存在し

ないと考えられている．そうだとすると，いったい

金属相でみられる CW 則とは何を意味しているか？

もっと簡単に言ってしまえば，われわれはいかにし

て純粋な意味で局在モーメントが存在しない金属磁

性体の場合，この CW 則を説明できるのかという

ことである．このような状況は多くの金属的化合物

磁性体や Pd とか Pt といった単純金属においてもし

ばしばみられることである． 

　この Rubinstein の論文を契機として，私は，1970

年代の後半から 1980 年代前半にかけては V2O3 を含

む多くのヴァナジウム酸化物の研究に没頭すること

になる．その中から，金属中の局在モーメントに関

する思い出の仕事をひとつ紹介する．基本的には局

在モーメント的振る舞いをする V2O3 の金属状態を

低温まで安定化させて基底状態での振る舞いを明ら

かにすることであった．もっとも簡単な方法は圧力

をかけることであったが，当時は圧力下での NMR

実験はポピュラーでなく私もその技術をもっていな

かった．そこで，常圧で低温まで金属である酸素過

剰の物質（V2O3+x）や V7O13 で V 核のナイトシフト

や核磁気緩和の実験を行った．図３に全温度領域で

金属である V2O3.04 の磁化率とナイトシフトの温度

依存性を V2O3 の場合と比較しながら示す．驚くべ

きことに，金属相 V2O3 では約 70 K 以下でナイトシ

フトの絶対値（V サイトでの局所磁化率に対応）が

減少していることである．つまり，ナイトシフトが

言うことは，低温で小さな常磁性が温度とともに急

激に増大し約 70 K 以上では局在モーメントが存在

するが如く CW 則（詳しい解析によると Peff = 2.3 

， =580 K）に従うというものであった．まさに，

温度によって誘起された局在モーメントである．

（注：バルクの磁化率が 70 K 以下でも増大している

のは過剰酸素周りの V 原子が局在モーメントを持

つための寄与である） 

　では，このモーメントのダイナミックスはどうで

あろうか？ 図４に V2O3，V7O13 における 1/T1 の温

度依存性を常磁性金属 VO2 の場合と比較して示す．

ここで VO2 は電子相関が弱く通常のパウリ常磁性

に近いと考えられており，T1 もコリンハの関係が

良く成り立っている．一方，V2O3 や V7O13 ではコ

リンハ過程とともに温度に依存しない項が存在して

いる．この温度依存のない寄与を温度によって誘起

された局在モーメントのゆらぎによるとすると，式

コーヒーブレーク

図２ V2O3 や Al を置換した金属相および Cr を置換した
絶縁体相における V 核のナイトシフトの温度変化．　

（M. Rubinstein: Phys Rev. B 2 (1970) 4731.）

 

図３　酸素過剰で金属相を安定化した V2O3 の磁化率
とナイトシフトの温度依存性．（H. Yasuoka: JPSJ, 69 
(2000) 161.）
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(4) にならって， 

　　 　　  　 (7) 

と書ける．ここで は局所スピンのゆらぎを特徴づ

ける相関時間である．  は高温での のキュ

リー定数から評価する．興味あることは，(1/T1)TILM

の値から求めた を局在モーメントの極限である， 

　　 　　　　　　　(8) 

の式で評価される，相関時間 と比較することであ

る．表 1 に結果を，典型的な温度によって誘起され

た局在モーメントの例である CoSe2 の結果とともに

示す．この表から， と の間には一桁以上の不一

致がある． が に比べて小さいということは，局

所スピンのゆらぎのスペクトルが，局在モーメント

系の場合（ ）よりもかなり高い周波数まで伸

びていることを意味している．つまり，金属中でみ

られる局在モーメントのゆらぎのエネルギースケー

ルは絶縁体の場合よりも高いところにあると言え，

静的な物理量は同じでもそのダイナミックには見事

に金属の匂いが漂っていることになる． 

　これで，金属中の局在モーメントの理解は私の心

の中ではある程度整理がついてきたかのようであっ

たが，V2O3 の場合話はそう単純ではなかった．一

つの大きな問題は，絶縁体状態での反強磁性磁気

モーントが V3+ から期待される値（2 ）から大き

くずれて 1.2 しかないことである．これは，d- 電

子の t2g 軌道に電子が 2 個入ったという簡単な描像

コーヒーブレーク

では説明できず，軌道の自由度が絡み合っているも

のと考えられる．この軌道との絡み合いは，当然金

属状態でも重要な役割を演じているはずある．いわ

ゆる “t2g の物理 ” として新しい展開が期待される．

また，これは最近の鉄系高温超伝導や重い電子系の

物理とも一脈を通じているものと考えられる． 

 4. エピローグ 
　少々長くなったが，ここで新学術領域研究「重い

電子系の形成と秩序化」について触れておく．そこ

では遍歴・局在という伝統的な横糸に，複合多自由

度という新たな縦糸が絡まりあって，重い電子系の

新現象，新機能が発現するという考えが強調されて

いる（「重い電子系の形成と秩序化」ホームページ

より）．更に，あまり強くは記述されていないが，

f- 電子系における軌道縮退の残った電子状態から派

生する諸々の物性は前述の d- 電子系における “t2g の

物理 ” と一脈を通じるところがあり，f- 電子系と d-

電子系の電子物性を統一的に理解する道筋が出来る

ものと期待している． 

　“ 遍歴と局在 ” というキーワードからすると，こ

こではやはり重い電子形成に絡んだコヒーレント状

態の理解であろう．一般に f- 電子系物質は金属状

態を実現する伝導電子と磁性状態を実現する局在電

子（スピン）の共存であり，伝導電子，局在電子は 

其々独自の自由度をもって電子系を構成している．

それらの電子は結晶中で相互作用しながら運動して

いるわけであるが，高温の極限では局在電子は個々

によく定義されるスピンの自由度を保持して，バン

ドを形成する伝導電子を媒介として相互作用をして

いる（RKKY 相互作用）．ところが，ある物質系で

は温度がさがるに伴って局在した電子は周りの伝導

電子と強い混成状態を作り局在電子が伝導電子の衣

を被った状態で一体となって結晶中を遍歴するよう

になる．重い電子系の出現である．この状態をコヒー

レント状態と呼ぶことにすると，そこでの電子系は

図４ 酸化バナジウム V2O3，V7O13，VO2 の金属相に
おけ 51V 核のスピン格子緩和率 (1/T1）の温度変化．
V2O3，V7O13 でみられる温度に依存しない緩和過程は
局在モーメント的なスピンのゆらぎによる寄与と解釈
される．

（H. Yasuoka et.al.: J. Mag. Mag. Mag., 31-34 (1983) 347）

表 1　温度によって誘起された局在モーメントの相関
時間 と，準局在モーメントを仮定した場合の相関時
間 との比較（ただし， は 1/T1 から， は CW 則
のワイス定数から評価してある）
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強く局在電子の個性を持っているが，混成によって

作り出される新しい量子状態（準粒子）が実現され

ている．この状態は温度が更に下がるとエキゾチッ

クな凝縮相へと秩序化していくものである（図 5 参

照） ．

　コヒーレント状態実現の機構としては現在主とし

て以下の３つの考え方がある． 

1） スピン自由度（局在スピン）と伝導電子の混成

　　→ 高濃度近藤効果によるコヒーレント状態 

2） 格子自由度と電子系（電荷）との結合 

　　→「ラットリング」を介した重い電子系状態 

3） 軌道自由度と電子（スピン，電荷）との結合  

　　→多極子近藤効果によるコヒーレント状態 

　歴史的には 1）の近藤効果に基づく機構が支配的

と考えられていて多くの研究の蓄積がある．しかし

ながら，この機構だけでは説明できない現象が多く

みつかるようになり，従来局在スピンと伝導電子に

働く近藤効果以外にも 2）や 3）に関連した格子の

自由度や f- 電子特有の軌道に伴う多極子の自由度

が深く係り合っていることが明らかになりつつあ

る．つまり，このコヒーレント状態の微視的な理解

コーヒーブレーク

図５　重い電子系の形成と秩序化

は十分では無いといえる．重い電子系が示すエキゾ

チックな秩序状態の解明も重要であるが，私の “ 局 

在と遍歴のはざま ” でという立場からすればやはり

このコヒーレント状態の理解に惹かれるものが多

い． 

　いやー，物質科学は面白い！ 年をとっている場

合ではない！！ 

2009 年 7 月 31 日 
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ジョセフ・フーリエ大学のこと
　播磨　尚朝　　神戸大学大学院理学研究科　

　フランス・イゼール県・グルノーブルは第二次大

戦中から，ネール（Louis Néel）によって磁性研究

の町として育てられました．CEA（フランス原子力

庁）を始め CNRS（国立科学研究センター），ILL（ラ

ウエ・ランジェバン研究所），ESRF（ヨーロッパ放

射光施設）などの基礎物理学の大規模な研究施設が

ありますので，訪問された方も多いと思います．家

族と一緒に何年も過ごされた方もいると思います

が，その方達を差し置いて，６週間しか滞在しなか

った私が「海外便り」を書くのは，少しおこがまし

い気もしますが，グルノーブルでポスドクをしてい

た，この NL の編集委員長の許可が出ているので，

まあ，いいでしょう．

　もう１年以上前になりますが，2008 年 4 月から 6

月にかけて約 6 週間，ジョセフ・フーリエ大学の招

へい教授として，フランスのグルノーブルに滞在し

ました．そこで，フーリエのことを調べたので，そ

れを紹介しましょう．

　ジョセフ・フーリエと言えば，フーリエ級数やフ

ーリエ変換で有名な Jean Baptiste Joseph Fourier 男爵

のことです．1768 年生まれの 1830 年没ですから今

からざっと 200 年くらい前のフランス人です．グル

ノーブルには３つの大学があり，自然科学系の大学

がジョセフ・フーリエ大学と呼ばれています．他に

人文科学系のスタンダール大学と社会科学系の大学

があります．小説「赤と黒」で有名なスタンダール

はグルノーブル生まれという縁ですが，フーリエは

実はグルノーブルを含むイゼール県の県知事をして

いました．どちらも 18 世紀末のフランス革命時代

を生きた人物です．

　フーリエは貧しい生まれにもかかわらず，ラグラ

ンジェなどに数学を学び，1793 年には若くして解

析数学の教授になったようです．しかし，どういう

縁か，1798 年にナポレオンのエジプト遠征に文化

使節団の一員として随行して行きます．エジプト学

士院の書記として，数学の研究を続け，考古学の研

究も行ったそうです．帰国後の 1802 年にナポレオ

ンにイゼール県知事に任命されグルノーブルに赴任

し，治安回復や道路建設などの事業を行う傍らで，

方程式論の研究を続けて，特に固体中の熱伝導の

研究を行ったそうです．1807 年「熱の伝播につい

て」，1812 年「固体の中における熱の運動理論」な

どの論文を発表しています．そして，1811 年には

グルノーブルに la faculté des Sciences を作っていま

す．詳細はともかく，どうやら，フーリエは自分の

研究をするために理科大学の様なものを創ってしま

ったらしく，それが現在のジョセフ・フーリエ大学

の前身の様です．その後，1808 年に男爵に叙せら

れ，ナポレオンの失脚などもくぐり抜け，1815 年

までグルノーブルでイゼール県の知事でした．1815

年に失脚し，セーヌ県統計局長時代に生命保険の研

究を行ったと伝えられていますが，晩年は数学界の

要職を歴任しています．その間，1822 年に「熱の

解析的理論」“Théorie analytique de la chaleur” を出版

しており，この本に，いわゆるフーリエ級数，フー

リエ変換，および熱伝導に関するフーリエの法則

の全てが書かれています．600 ページ以上の大作で

す．電気伝導に関するオームの法則が発表されたの

はこの後の 1826 年の事です．また，この「熱の解

析的理論」の初版本は，金沢工業大学に所蔵（http://

www.kanazawa-it.ac.jp/dawn/182201.html） さ れ て い

るばかりでなく，邦訳も出版されています．（ただし，

邦訳は 1887 年出版のガストン・ダルブー編のもの：

竹下貞雄訳，大学教育出版 (2005)）

　フーリエの功績を調べると，もう一つ面白い事が

あります．大英博物館にあるロゼッタ・ストーン

を 1799 年にエジプトで発見したのは，ナポレオン

が率いるフランス軍です．フーリエはエジプトで収

集した資料としてロゼッタ・ストーンの模写も持ち

帰ったらしく，グルノーブルの知事時代にまだ子供

だったジャン＝フランソワ・シャンポリオン（1790-

1832）に解読されていないヒエログリフ（古代エジ

プト文字）を見せたのがフーリエだと伝えられて

います．シャンポリオンはその後，20 歳前にグル

海 外 便 り
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ノーブル大学教授になり（フーリエの推薦か？），

1822 年にヒエログリフの解読に成功しました．「熱

の解析的理論」出版と同じ年です．ロゼッタ・スト

ーンはフランス軍によって発見されたのですが，ア

レキサンドリアの戦いと呼ばれるエジプトでの英仏

戦争の戦利品として，1801 年に英国に引き渡され，

その後 1802 年よりずっと大英博物館にあります．

そのロゼッタ・ストーンの文字の解読にフランス人

シャンポリオンが成功した影にはフーリエの存在が

あったようです．

　フーリエの事ばかり書いてきましたが，私がジョ

セフ・フーリエ大学に実際に滞在したのは，事務手

続きの間の 30 分くらいです．仕事は CEA で行って

いました．グルノーブルは沢山の研究施設があり

ますので，短期長期の訪問者が沢山いて，セミナ

ーもたくさん行われています．私の滞在中の 5 月

7 日は茨城大の桑原さんが「Neutron scattering from 

phase IV of CeLaB6 : a confirmation of the octupolar 

order」という題目で 8 極子の話を，5 月 16 日に

は，ITU, Karlsruhe の R. CACIUFFO が「Multipolar 

orders in f-electrons systems」の題目で，NpO2 の 32

極子秩序の話をしました．締めくくりは，5 月 21

日の私のセミナー「Physics of rare earth skutterudite 

compounds」での，16 極子 /64 極子の話でした．ま

るで用意したように多極子の次数が上がっていった

ので，理解しやすかったのではないかと思います．

ただし，CEA では，多極子の話は実験家には受け

がいいのですが，理論家には今一つという印象です．

　最後に失敗談を１つ．CEA では長期滞在者は安

全講習を受けないといけません．丸一日フランス語

の講習を聞いて，書類に講習を受けたサインをして，

その上で申請するのですが，その申請の仕方がわか

らず（まあ，フランス語で言っていたので）, 講習

を受けたのに長期滞在の申請が出来ませんでした．

まあ，結局はなんとかなったのですが，なにもかも

英語ですることが国際化だと思っている日本も，少

しはフランスを見習って欲しいと思います．

　この他，ネールについても調べたことがあるので

すが，それはまた別の機会にでも紹介したいと思い

ます．

（本文のフーリエに関する記載は「くさだより」（神

戸大学理学部同窓会誌，2008 年）に寄稿したもの

です）

グルノーブルで４極子モーメントを持つ桃を見つけて
興奮する著者

海 外 便 り
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ドレスデンに滞在して
　久保　勝規　　マックスプランク固体化学物理研究所
　　　　　　　　日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター

　私は現在，ドイツ・ドレスデンにあるマックス

プランク固体化学物理研究所（Max Planck Institut 

für Chemische Physik fester Stoffe, MPI-CPfS; 英語名 : 

Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids）に

客員研究員として滞在しています．これは日本学術

振興会の海外特別研究員制度による派遣で，期間は

２年間です．ここではこのドレスデン滞在について

の感想を書きたいと思います．

　ドレスデンは旧東ドイツ領内にあり，首都ベルリ

ンからは電車で南に２時間ほどの距離にあります．

また，東はポーランド，南はチェコとの国境に近い

ところでもあります．ドレスデンは第２次世界大戦

中の空襲により甚大な被害を受けた街ですが，東西

ドイツ統一後，有名なフラウエン教会も再建され，

バロック様式の建造物が建ち並ぶ旧市街地区は年中

観光客で賑わっています．ただ，住宅地を歩いてい

ると，旧東ドイツ時代の影響かはわかりませんが，

空き家になったまま放置されている家を目にするこ

とがあります．ところで，このような空き家は日本

であればすぐに取り壊して，新しい建物をドンと建

てるところだと思うのですが，こちらではそのよう

な家もリフォームして古い家の趣を残しつつ再利用

されることが多いようです．

　私の滞在している MPI-CPfS は，ドレスデン中央

駅からトラム（路面電車）で旧市街地区とは反対

方向の南に６分ほどの場所にあります．周辺は住

宅地で緑の多い場所です．私も研究所の近くにア

パートを借りていますが，ベランダからは建物よ

りも圧倒的に植物の緑が目に入ります．研究室か

らも窓の外を見ると街路樹がきれいですし，高い

建物もないため空がよく見えます．CPfS の隣には

別のマックスプランク研究所（Max Planck Institut 

für Physik komplexer Systeme, MPI-PKS; 英語名 : Max 

Planck Institute for the Physics of Complex Systems）が

あります．CPfS は実験研究者が多く，PKS には理

論研究者が多く所属しています．私のホストである

Thalmeier 氏は理論家ですが CPfS に所属していま

す．PKS は複雑系の物理の研究所ですが，複雑系

に限らず強相関電子系を含めた周辺分野の研究者も

多く所属しています．そのため双方の研究所で共通

する研究テーマを行っていることもあり，セミナー

などはどちらの研究所の人たちも参加しています．
PKS でのセミナーの案内も CPfS のセミナー案内の

メーリングリストに流れてきます．今，このメーリ

ングリストに届いているメールの数を確認したとこ

ろ，２日に１回程度の頻度でなんらかのセミナーが

開かれています．もちろん全てが私の研究分野に関

連するテーマではありませんが，遠くへ出かける必

要も無くいろいろな人のセミナーを聴くことが出来

るのは，たいへん恵まれた環境と言えると思います．

　８月上旬に International Conference on Magnetism

のサテライトの会議，Quantum Criticality & Novel 

Phases がドレスデンにあるザクセン州立図書館兼ド

レスデン工科大学図書館で開催されました．この会

場は研究所から徒歩で２０分強の距離にあるのです

が，上記のような恵まれた環境に慣れてしまってい

たため，あんな遠くまで人の話を聞くために行くの

は面倒くさいと思ってしまいました．慣れというも

のは恐ろしいものです．この会議には多くの日本人

も参加されていて，しばらくお会いしていない人た

ちに会うために（本音は頼んでいた日本の食材のお

土産を受け取るために）参加したのですが，興味深

い発表も多く遠い道のりを歩いた甲斐がありまし

た．なお，会場には日本語の Windows OS もインス

トールされたパソコンが設置されていたと日本の方

から聞きましたが，あれはほんのちょっとだけ私

がお手伝いしたものです．しばらく前に CPfS の IT 

Service（研究所のネットワークなどのお世話をして

くれる部署）から，今度の会議用に日本語 OS を入

れてみたんだけど，研究所には今お前しか日本人が

いないからちょっとチェックしてくれと言われたの

です．会議はいくつか予定されているので，どの会

海 外 便 り
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議なのかはわからなかったのですが，さして興味も

なかったので尋ねませんでした．やったのは，日本

語がちゃんと表示されることと日本語の入力ができ

ることを確認しただけだったのですが，「わざわざ

用意するほど日本人がたくさんくるの？」などと

思っていました．それがこの会議だとわかって，な

るほどこれだけ日本人の参加者が多ければ，そうい

うこともやってみたくなるだろうなと納得しまし

た．

　また，CPfS に来て感心したのはこの研究所の

訪 問 者 の 受 け 入 れ 態 勢 で す． こ こ に は Visitors’ 

Program という訪問者・長期滞在者の世話をする部

署があります．ドイツ滞在にあたってはビザの申請

（ドイツのビザはドイツに入国してから申請するの

が原則になっています．），住民登録，アパート探し，

保険の契約などが必要になる訳ですが，あらゆる書

類は当然ですがドイツ語で書かれています．しばら

くはドイツ語の辞書を片手に四苦八苦するものだと

覚悟していたのですが，実際は Visitors’ Program の

秘書の方が，あとは日付とサインをして提出するだ

けという状態の書類を用意してくださったので，ほ

とんどトラブルに見舞われることなく滞在関係の手

続きは終わりました．たとえドイツ語が少し出来た

としても，この手続きをするためには住民登録が必

要だから，アパートを探す前にとりあえず研究所の

住所で住民登録をして，その次に・・・，という感

じに要領よく手続きを進めるためにはこのような手

助けが必要だったと思います．書類を役所に提出し

に行くときにも，秘書の方に朝呼び出されて，「今

日はこの書類を提出してきて下さい．この役所はこ

のトラムに乗って，この駅で乗り換えて，ここで降

りれば歩いてすぐです．役所のだれそれさんには電

話を入れておきました．」というようなことを地図

を見せてもらいながら（英語で）説明を受けてから

提出しに行くという感じでした．このようなことは

外国でやっているので一仕事しているような気にな

るのですが，実際にやったことは上に書いた子供に

もできるような簡単なことだけでした．

　このように始まった私のドレスデン滞在ですが，

この記事を書いている時点（2009 年 8 月）ですで

に 1 年 5 ヶ月が過ぎ去ろうとしています．その間，

洗濯機が壊れたり，テレビが壊れたり，掃除機が壊

れたりして，日本の電化製品の優秀さを改めて感じ

たりしたものですが，大きなトラブルも無く過ごす

ことができています．この滞在も残すところあと半

年あまりとなりました．これからドイツは長い冬が

やってきます．外に出かける気も失せる暗い季節で

すが，その分研究に精進したいと思っています．

　最後に今回のドレスデン滞在にあたってお骨折り

いただきました，日本原子力研究開発機構・先端基

礎研究センターの籏野嘉彦センター長をはじめとす

る研究推進室のみなさま，アクチノイド化合物磁性・

超伝導研究グループのみなさまにお礼を申し上げま

す．

海 外 便 り
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「重い電子系」を勉強するための本
　佐宗　哲郎　　埼玉大学大学院理工学研究科

関 連 図 書 紹 介

　「 重 い 電 子 系 」 を 勉 強 す る の に と っ つ き や

す い 本 を 紹 介 し て ほ し い， と の， ニ ュ ー ス レ

タ ー 編 集 委 員 か ら の お 求 め に 応 じ て， い く つ

か ご 紹 介 す る こ と に し ま し ょ う． 対 象 は， 大

学 院 生 と し ま し た． 実 は， 私 の ホ ー ム ペ ー ジ

http://sces.th.phy.saitama-u.ac.jp/~saso/ のなかに，

「近藤問題・重い電子系・強相関電子系についての

参考文献」という箇所があり，日本語および英語の

書籍およびレビュー論文を，簡単なコメント付きで

かなり網羅的に載せています．そこを見てくださ

い，と言ってしまえば，この原稿は終わりなのです

が，これからこの分野の研究を始められる方には不

親切ですから，いくつかピックアップしてご紹介し

ましょう．

　「重い電子系」は「強相関電子系」のひとつです

が，これらを理解するには，いうまでもなく，通常

の「固体物理学」を一通り理解しておくことが前提

です．有名な，C.	キッテル「固体物理学入門（第8版）」
（丸善，2005）は必読書です．他に良書はたくさん

ありますが，キッテルを一通り読んだ後は，最近出

た本として，斯波弘行「基礎の固体物理学」（培風
館，2007）をお薦めします．私の研究室でも院生

のゼミに使っていますが，基本的な内容でありなが

ら，重要なことは網羅してあり，また，最近の新し

い動きもちらりと盛り込んでいますし，随所に，著

者ならではのキラリと光る見方が示されていて，勉

強になります．

　さて，固体物理学の基本を学んだら，いよいよ「重

い電子系」の勉強に取りかかるわけですが，それに

は，上田和夫・大貫惇睦「重い電子系の物理」（裳華房，
1998）しかありません．なぜかといえば，「重い電

子系」と題した本は，これ以外にないからです．こ

の本は，実験と理論のバランスがとれ，「重い電子系」

を学ぶための最良の本となっています．ただ，刊行

から 10 年経ちましたので，理論も実験も飛躍的に

進歩しました．新版への要望も高いことでしょう．

　実は，重い電子系に関するよい参考書は，他に

も２，３あるのです．ひとつは，大貫惇睦・上田和
夫・小松原武美	編集「物理学論文選集 IV	重い電子
系」（日本物理学会，1994）の初めの解説の部分 (14
ページ )です．上記の単行本の元になったと推察さ

れますが，コンパクトに書けていて，手早く一通り

の理解を得ることができます．もうひとつは，日本
物理学会誌	42 巻 8月号	(1987)	p.721-770 に載った
「特集	重い電子系」の記事，それに，固体物理	33
巻 4月号	(1998) に載った「f 電子系の物理の最近の
発展	特集号」です．この時点における研究の状況

を知ることができます．また，1995 年と 1997 年

に行なわれた，「強相関伝導系の物理　若手夏の学
校 (97 年は秋の学校 )」の講義録というものがあり

ます．これは，「当時の若手」（今は中堅）の人たち

が，勉強会として招集されて，各自の得意分野を講

義しあって勉強しあった講義録集です．若手が書い

ているので，偉い先生と違い，互いに理解しあえる

ようわかりやすく書かれていて，今でも役に立ちま

す．これらは「物性研究」誌 65 巻 4 号 (1996 年 

1 月号 )p.443 と 70 巻 2 号 (1998 年 5 月号 )p.113

に掲載されており，国立情報学研究所のオンライ

ン論文情報ナビゲータ・システム Cinii ( サイニィ，

URL:http://ci.nii.ac.jp/) でもオンラインで見ること

ができます．今年の秋にも本科研費で同様の会が企

画されていると聞きますので，そのテキストも同様

にオンラインで見られるようにしていただけるもの

と期待しています．

　さて，単行本に戻って，大事な本をいくつか紹介

しましょう．重い電子系の基礎には，磁性不純物に

よる近藤効果があります．これに関しては，芳田奎
「磁性 I，II」（朝倉，1972）がすぐれた本です．特に，

II は近藤問題に関する名著でしたが，両者とも絶版

になってしまいました．そこでそれらを合本して再

編集したものが，芳田奎「磁性」( 岩波，1991)です．

この本は英語版も出版されています．なお，同じ著

者の「物理学最前線５　近藤効果」（共立，1983）や，

「近藤効果とは何か」（丸善，1990）も役に立ちます．
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後者は，ブルーバックス風ですが，実は高級な内容

を含んでいます．

　次に，近藤淳「金属電子論」（裳華房，1983）が

あげられます．表題とは異なって，完全に「近藤効

果」の本です．近藤効果の生みの親による，懇切丁

寧で奥深い本です．ウィルソンによる数値繰り込み

群法や，ベーテ仮説による厳密解について，細部ま

で記述してあるところが圧巻です．

　さらに，長岡洋介，久米潔編集「物理学論文選集
170	金属中の磁性不純物 -- 近藤効果の理論と実験」
（日本物理学会，1970）や，芳田奎編集「物理学論
文選集 193	金属中の磁性不純物 -- 近藤効果の理論」
（日本物理学会，1976）に集録されている論文と，

論文リストおよび解説はとても役に立つものです．

　重い電子系を理解するには，遍歴電子系の磁性

も理解する必要があります．特に，「守谷のスピン

揺らぎの理論」は，重い電子系の理解にも重要で

す．本人による，守谷亨「磁性物理学」（朝倉書店，
2006）から入るのがよいでしょう．

　強相関電子系を記述する方法として，「フェルミ

液体論」という概念があるのですが，山田耕作「電
子相関」岩波講座「現代の物理学」第１６巻（岩波，
1993）には，フェルミ液体論に関する詳しい解説

があります．同じ著者による解説が，伊達宗行（監
修）「大学院物性物理２－強相関電子系」（講談社，
1996）の第 1 章にもあります．これらにも，重い

電子系に関する解説が含まれています．

　そのほかにも良書がたくさんあるのですが， 私

関 連 図 書 紹 介

のホームページをご覧下さい．最後に，重い電子

系に関する洋書を 3 冊紹介しておきましょう．ま

ず，T.	Kasuya	and	T.	Saso(Eds.):	"Theory	of	Heavy	
Fermions	and	Valence	Fluctuations"　(Springer,	
1985)．これは会議録ですが，重い電子系に関す

るはじめての単行本です．新しい本として，A.C.	
Hewson:	The	Kondo	Problem	to	Heavy	Fermions	
(1993)，	Y.	Kuramoto	and	Y.	Kitaoka,	"Dynamics	of	
Heavy	Electrons”	(Oxford,	2001)があります．

　最後に，僭越ながら，拙著「強相関電子系の物理」
( 日本評論社，2009)を紹介させてください．上に

あげた諸先輩方の立派な本にははるかに及ばないの

ですが，これまでのものは，大学院に入ったばかり

の方にとっては，多分，敷居が高いと感じられるの

ではないでしょうか？　また，最近は，実験研究で

も，多体効果の基礎的な知識なしには，データの合

理的な解析ができなくなってきています．そこで，

学部の固体物理の知識から，連続的に，強相関電子

系の世界へと入っていけるようにと思って書いたの

が，拙著です．前書きにもうたっているように，な

るべく高度な数学は避け，「2 次摂動論がわかれば

読める」「実験家にもわかる」をうたい文句に書き

ました．もっとも，最後の方の章では，さすがにそ

れは守れませんでしたが．また，私の趣味で，「強

相関電子系における熱電効果」についてやや詳しく

書きました．これはまだ発展途上ですが，面白い問

題を含んでいるとにらんでいます．一度お手にとっ

ていただければ幸いです．（なお，誤植の正誤表が

私のホームページにあります．）
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国際会議報告
ICM2009
　網塚　浩　　北海道大学大学院理学研究院

　 　 国 際 会 議 報 告

　2009 年 7 月 26 日から 31 日までの 6 日間，ドイ

ツ，カールスルーエのコングレスセンターにおいて
ICM2009（The International Conference on Magnetism 

2009）が開催された．この会議は磁性や磁気材料に

関する最も大きな国際会議の一つで 3 年に一度開催

される．’58 年にグルノーブルで初回会議（200 人

規模）が開かれて以来，18 回目を数え，今回の参

加者は約 1600 人（48 カ国）とのこと．いつもなが

ら日本人が最多，約 400 人で，開催国のドイツ（～
350 人）をも凌いでいた．

　講演は，基調講演 22 件，招待講演 41 件，口頭発

表約 300 件，ポスター約 1500 件から成り，磁性の

基礎から応用，実験技術に至るまで対象分野は多岐

に渡る．SCES シリーズは，’97 年のケアンズ以来，
ICM と重複する年にはこの会議に組み入れられて

いる．SCES のカテゴリーには，重い電子系，量子

相転移，異方的超伝導，アクチナイド系，High-Tc（含，

鉄砒素系），Ruthenates，Manganates，マルチフェロ

イクス等々が含まれ，招待講演15件，口頭発表86件，

ポスター約 440 件という構成であった．さて，パラ

レルで走るこれら膨大な数の講演のどれを聴くか？

会議の Web には多彩な検索機能に加え，お気に入

りの講演をリストアップしてくれる「My Congress」

機能が親切にも設けられていた．

　会議は，Chairman である H.v. Löhneysen 氏らの挨

拶に続き，”Magnetism Award and Néel Medal” と ”The 

IUPAP Young Science Medal” の受賞式で幕を開けた．

いずれも量子スピントロニクス分野の研究者に授与

された．前者は磁性体人工格子中での交換相互作用

の振動を発見した S.P. Parkin 氏に，後者は，スピン

流の生成・観測やスピン Hall 効果等に関する独創

的な研究で成果を挙げている S.O. Valenzuela，斉藤

英治，木村崇の三氏に授与された．その後，Parkin

氏と 2007 年のノーベル物理学賞受賞者である A. 

Fert，P. Grünberg 両氏による基調講演が行われた．

磁性賞は 2000 年に F. Steglich 氏が受賞した後，三

度続けてスピントロニクス分野が獲得したこととな

る．まだまだノーベル賞が出ると言われているとお

り，GMR 発見以来 20 年を経て，更にこの分野が発

展の趨勢にある様子がうかがえる．

　さて，私は SCES カテゴリーのｆ電子系分野を中

心に見て回った．以下，聴いた中で印象に残った話

題を挙げる．量子相転移（QPT）はこの会議でも最

大のトピックスであり，多くの講演があった．そ

のほとんどは QPT の 3 パターン，すなわち，遍歴

磁性型（SDW or Hertz-Millis-Moriya type），局所量

子 臨 界 型（Kondo or Fermi-liquid breakdown type），

デ ィ ス オ ー ダ ー 型（Disorder-Kondo or Griffiths-

McCoy type）という観点に基づく対象系の分析，お

よび QPT に伴う超伝導や非フェルミ液体異常等を

論ずるものである．基調講演では，F. Steglich 氏が
CeCu2Si2 と YbRh2Si2 についてレビューし，前者は

遍歴的，後者は局所的 QPT にそれぞれ属するとみ

なせるが，後者は超伝導にならないことを強調され

た．その理由が局所的 QCP の性質に起因するかど

うかは不明だが，他の系との比較も含めて更なる研

究が必要と説かれていた．J. Kroha 氏は CeCu6–xAux

の紫外光電子分光測定を行い，4f 軌道占有数が
QPT で不連続変化することから，この系は局所的
QPT に属すると主張した．また神戸氏は，これら
QPT 周辺のｆ電子状態を区別する指標として，T2

の Gaussian 成分の自乗と T1T との比が有用である

という，NMR の新解析手法を提示し注目を集め

た．その他，Ce1-xLaxRu2Si2 における局所的磁気ゆ

らぎと反強磁性磁気揺らぎのエネルギースケールを

中性子散乱で決めた研究（W. Knafo 氏），CeRu2Si2

の超低温熱膨張からもう一つの QPT の存在を予言

した阿部氏の報告，局所的混成強度の乱れが大き
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い CePd1-xRhx での非フェルミ液体異常の観測（M. 

Brando 氏）などを興味深く聴いた．

　また，異なる観点からの QPT に関する議論とし

ては，LiErF4 系の QPT に関する講演（C. Kraemer 氏），
MnSi のセッション（SCES 外で組まれていた），そ

して今田氏の招待講演があげられる．絶縁体スピン

系 LiRF4 は，QPT に対する純粋な統計理論を検討

し得る教科書的な系であると同時に，量子計測素子

としての可能性も注目され，興味深い．MnSi のセッ

ションは聴くことができず，出席した田畑氏（京大）

に印象をお聞きした．「Science の論文で一応は知っ

ていたが，磁場誘起相の Skyrmion lattice の可能性

について新情報が聞けて面白かった，特にスピント

ロニクス分野で話題の Spin transfer torque による電

流誘起スピンダイナミクスがこの相で観測された，

というのは驚きだった」とのことである．また今田

氏の講演では，対称性の破れを伴う相転移と Fermi

面のトポロジー変化を伴う相転移との関係と，両者

の相関で生じる量子臨界点の特徴から様々な系の非
Fermi 液体的挙動が説明され得ることが示された．

超伝導に関する話題では，E.D. Bauer 氏が，反強磁

性と超伝導の新しい共存系 CePt2In7 を発表して注目

を集めた．ちなみにアブストラクトは磁気秩序のみ

を報告する内容になっていて，当日壇上でタイトル

を変更しての発表だった．反転対称性のない超伝

導については，LaNiC2 における超伝導状態での時

間反転対称性の破れについて A.D. Hiller 氏が，ま

た CePt3Si についてのレビューを E. Bauer 氏が，磁

気揺らぎの詳細を B. Fåk 氏が報告した．その他，
CeCu2Si2 の非整合反強磁性と超伝導に関する中性

子散乱の結果（O. Stockert 氏）UCoGe の P-T 相図

（E. Hassinger 氏）などの発表があった．また理論で

は，CeCu2Si2 における 2 種類の圧力下超伝導の対称

性を議論した吉岡氏の論文，いずれも s 波仮定だが

近藤格子系での超伝導の理論（T. Pruschke 氏，M.A. 

Continentino 氏）などが口頭発表に取り上げられた．

　URu2Si2 の隠れた秩序の話題では，青木大氏と B. 

Maple 氏が招待講演に選出され，それぞれ，高圧・

強磁場下における反強磁性相の抑制，Ru の Re 置

換による強磁性の発生について報告した．これらの

性質が隠れた秩序の本質にどのように関わるかは現

時点では不明だが，背後にある磁気相関の情報は

着実に増えつつある．一方，J.A. Mydosh 氏は P.M. 

Oppeneer 氏の代わりに Nature Materials に出たばか

りの理論を紹介した．フェルミ面上 Hot spot で起こ

る反強磁性揺らぎが，時間で平均しても消えないエ

ネルギーギャップを引き起こす，という説である．

この理論の直接的証拠を得るために，ARPES 実験

に大きな期待が寄せられている．その ARPES 実験

については藤森伸一氏が UN の 5f 電子 Fermi 面の

結果を基に，近年の実験技術の著しい向上をアピー

ルし，注目を集めた．

　このほか，エピタキシャル成長で結晶構造を制御

したウラン薄膜で 0.1μB 程度の強磁性が安定化する

という S. Schönecker 氏の理論は，化合物の表面に

析出したウランでも起こりうるのかと興味を持っ

て聴いた．Pd 等で議論されている話題だが，SCES

にカテゴライズされるのも ICM ゆえかと思われる．

また，ウラン系でしばしば観測される強い磁性と

近藤効果の共存について，B. Coqblin 氏が 5f2 配置

を S=1 として扱った Underscreened Anderson lattice 

model に基づく解釈を報告した．この着眼点は盲点

だったのかも知れない．質問も多かったと記憶する．

スクッテルダイトは SCES 外にカテゴライズされて

いて，オーラルセッションは一つだけであったが，

岩佐氏の PrOs4P12 に対する中性子散乱実験の成果が

口頭発表として取り上げられた．

　以上，独断で取り上げた話題だけでは心配なの

で，会議後にコンタクトする機会のあった若手の

方々（鬼丸氏，桑原氏，横山氏，柳澤氏，北大 D3

　 　 国 際 会 議 報 告
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の池田氏）に印象に残った発表についてコメント

をいただいた．以下，順不同で紹介すると，2 次元

性が 115 系より強い CePt2In7 で超伝導を見つけた
E.D. Bauer 氏の講演（彼らの物質探索意欲に感服），

神戸氏の非常に丁寧な解析の講演が印象的だった

という声が多かった．また，新物質 CeRuSn での
CDW と SDW の共存？（Mydosh 氏），同じく新物

質 UCoSi2 での強磁性 QPT 近傍らしき異常の発見（D. 

Kaczorowski 氏），新しい近藤絶縁体の提案（Paschen

氏）（結果持ち越しの感ありだが，さらに CeT2Al10

も提案），Parkin 氏の基調講演（「ムーアを超えて
(More than Moore)」を合い言葉に，ナノテクを応用

した新技術開発の進展の所産だが，果たしてナノワ

イヤーを使ったこのメモリーは実用に耐えるのか楽

しみ），P.W. Anderson 氏の Hidden Fermi Liquid の基

調講演（フラッシュの数がすごかった），メタマテ

リアル技術を使った人工磁性体に関する基調講演

（M.Wegener 氏）などが印象的であったという意見

のほか，海外女性講演者が多かった，Hassinger さ

んが女性と知って驚いた，会議場内でのランチが市

価より高いのは納得できない，LAN が繋がらない

等々，やはり一人で思い返していては気づかない点

が色々とある．

　全体的には，やはり ICM なので冒頭に記した様

に応用分野のパワーをひしひしと感じる一方で，
ICM ならではと思われる講演が SCES のセッショ

ンに含まれるなど，新鮮な雰囲気も味わえた．以上

の報告ではオーラル中心の紹介となったが，もちろ

んポスター講演にも面白いものが多数あり，特に新

物質探索や実験技術について参考となる内容が多々

あった．会議の Web ページはまだ閉じられていな

いので，皆さんにも是非「My Congress」を試して

みることをお勧めします．次回 ICM は 2012 年 7 月

に韓国の釜山で開催される予定．

ICM 2009 参加者の集合写真（http://www.icm2009.de よりダウンロード可能）
copyrighted by Karlsruher Messe- und Kongress GmbH.

　 　 国 際 会 議 報 告
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　既に半年が経過したが，本領域の第１回研究会が 2009 年 3 月 9 日～ 11 日の間，東京大学柏キャンパ

スの柏図書館メディアホールにて開催された．通常物性研主催の研究会は大抵の場合物性研６階の大講義

室で行われるが，今回は 3 月 11 日に第６回 ISSP 学術奨励賞および ISSP 柏賞の授賞式が予定されていた

ため，柏図書館の施設を利用することになった（ご存じの方はあまり多くないと思うが，これらの賞は優

れた学術業績を挙げた若手研究者や，物性研の発展に貢献した構成員を毎年顕彰するもので，第１回の学

術奨励賞の受賞者は本領域の井澤公一氏である）．講演会場はスクリーンも大きくなかなか快適であった

が，ポスターに関しては展示スペースがやや狭く，後述するように講演数も多かったために少々窮屈であっ

た．

　本研究会は昨年 11 月に発足した本領域のキックオフミーティングでもあるが，プログラムを組むにあ

たっては７つある計画研究の各内容について紹介するようなセッションは敢えて設けなかった．かわりに

重い電子系分野の研究の現状や従来からの未解決の問題などのレビューを 14 件の 30 分講演として依頼

した．また話題の鉄砒素系超伝導についても 45 分の特別セッションを設けた．研究会の申込時期が本領

域の第１回公募研究の申請時期と重なっており，また公募研究への応募者予定者に積極的に参加を呼びか

けたこともあって，予想を上回る約 180 名の参加者があり，ポスター講演も 104 件と大変盛況な研究会

であったと思う．なお研究会の準備および実務的な運営に関しては，総括班事務補佐員の深井映子さん，

研究室秘書の菱沼有美さんをはじめ多くの大学院生に大変お世話になったことを感謝したい．

プログラム

日時：平成 21 年 3 月 9 日（月）13 時～ 3 月 11 日（水）15 時 30 分

場所：東京大学柏キャンパス・柏図書館メディアホール

3 月 9 日（月）

13:00 　はじめに：上田和夫（30 分） [9a1]

13:30 　UBe13，UPt3 の現状と今後の展開：藤秀樹（30 分）[9a2]

14:00 　重い電子系超伝導体 NpPd5Al2 の特異な電子状態：芳賀芳範（15 分）[9a3]

14:15 　PrOs4Sb12 における多重極揺らぎと超伝導：川崎慎司（15 分）[9a4]

研 究 会 報 告

新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」
第１回研究会の報告
　世話人代表　榊原　俊郎　　東京大学物性研究所
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14:30 　休憩（15 分）

14:45 　空間反転対称のない重い電子系超伝導状態の話題：藤本聡（30 分）[9b1]

15:15 　反転対称のない重い電子系超伝導体の NMR：椋田秀和（15 分）[9b2]

15:30 　重い電子系のフェルミ面と超伝導：大貫惇睦（30 分）[9b3]

16:00 　YB6 のラマン散乱：宇田川眞行（15 分）[9b4]

16:15 　休憩（15 分）

16:30 　重い電子系のフェルミ面－特に Yb 系について：播磨尚朝（30 分）[9c1]

17:00 　重い電子系反強磁性体 CeIn3 の強磁場によるフェルミ面変化：海老原孝雄（15 分）[9c2]

17:15 　高圧下テラヘルツ分光による CeIn3 の準粒子生成の直接観測：木村真一（15 分）[9c3]

17:30 　高圧低温での赤外分光で探る重い電子系のフェルミ端電子状態：岡村英一（15 分）[9c4]

17:45 　PrRu4P12 の CDW 状態と輸送現象：椎名亮輔（15 分）[9c5]

3 月 10 日（火）

9:00 　I 型クラスレート Ba8Ga16Sn30 の非中心ラットリング：高畠敏郎（30 分）[10a1]

9:30 　ラットリングをめぐる現状と展望：堀田貴嗣（30 分）[10a2]

10:00 　Yb 系，Sm 系化合物における f 電子自由度：水戸毅（15 分）[10a3]

10:15 　休憩（15 分）

10:30 　非調和フォノン系の散乱実験：岩佐和晃（15 分）[10b1]

10:45 　SmOs4Sb12 の格子系から見た電子状態：筒井智嗣（15 分）[10b2]

11:00 　超音波分光法を用いた巨大振幅原子振動がもたらす新しい電子相の研究：鈴木孝至（15 分）[10b3]

11:15 　Rattling phonons photographed by terahertz light: Ba8Ga16Ge30：豊田直樹（15 分）[10b4]

11:30 　Symmetry-broken Clathrates：中山恒義（15 分）[10b5]

11:45 　昼休み （総括班会議）

13:00 　ポスター講演（120 分）[PS1~PS105]

15:00 　多極子の現状と展望：楠瀬博明（30 分）[10c1]

15:30 　f2 化合物の近藤効果（実験）：榊原俊郎（30 分）[10c2]

16:00 　UPd3 の Pd-NQR：徳永陽（15 分）[10c3]

16:15 　As 系充填スクッテルダイト化合物の新物質探索：関根ちひろ（15 分）[10c4]

16:30 　休憩（15 分）

16:45 　CexLa1-xB6 の IV 相秩序変数：世良正文（15 分）[10d1]

17:00 　共鳴 X 線回折による CeB6 の磁場誘起磁気八極子の観測：松村武（15 分）[10d2]

17:15 　重い電子系の電子状態はいかに記述されるべきか：佐宗哲郎（15 分） [10d3]

17:30 　多軌道系の異常ホール効果・スピンホール効果における最近の発展：紺谷浩（15 分）[10d4]

18:00 　懇親会

3 月 11 日（水）

9:00 　Ce 及び Yb 系重い電子系における価数転移の量子臨界点の波及効果：渡辺真仁（30 分）[11a1]

9:30 　Ce を含む重い電子系の磁性・超伝導・価数転移：三宅和正（30 分）[11a2]

10:00　 URu2Si2 の超伝導状態の現状と今後の展開：松田祐司（30 分）[11a3]　　

10:30　休憩（15 分）

10:45　UGe2，URhGe，UCoGe の現状：佐藤憲昭（30 分）[11b1]

11:15　反強磁性量子臨界点近傍の FFLO 超伝導：柳瀬陽一（15 分）[11b2]

11:30　CeCoIn5 の FFLO 超伝導相・理解の現状：池田隆介（15 分）[11b3]

11:45　Heavy Fermions in Flat Land：芝内孝禎（15 分）[11b4]

研 究 会 報 告
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12:00　昼休み （ニュースレター編集会議）

13:30　鉄系超伝導体（45 分）

　　　 鉄砒素超伝導体とその関連物質における重い電子的振る舞い：石田憲二（25 分）[11c1-1]

　　　 (Ba, K)Fe2As2 系超伝導体における As-NMR：深澤英人（10 分）[11c1-2]

　　　 鉄砒素超伝導体の電子状態と超伝導：池田浩章（10 分）[11c1-3]

14:15　光電子分光研究の現状：横谷尚睦（30 分）[11c2]

14:45　軟 X 線光電子分光による f 電子系化合物のフェルミ面：山上浩志（15 分）[11c3]

15:00　Ce 化合物の軟 X 線 ARPES と近藤半導体のバルク敏感光電子分光：関山明（15 分）[11c4]

15:15　様々な励起光源を用いた光電子分光による重い電子系の研究：松波雅治（15 分）[11c5]

研 究 会 報 告

ポスター講演

PS1 岡本佳比古（東大物性研） β型パイロクロア酸化物 CsW2O6 の合成と物性

PS2 長谷川巧（広大院総合科学） β－パイロクロア酸化物における非調和相互作用の評価

PS3 山浦淳一（東大物性研） β型パイロクロア酸化物におけるラットリング転移の起源

PS4 小楠寛貴（東大物性研） β型パイロクロア酸化物 KOs2O6 における高圧下電気抵抗測定

PS5 梅尾和則（広大自然セ） 比熱から見たβ型パイロクロア KOs2O6 の一次転移の圧力効果

PS6 吉澤正人（岩手大院工） β型パイロクロア酸化物 KOs2O6 のラットリング転移に伴う弾性異常

PS7 布施貴裕（新潟大院自然科学） ホルスタイン模型における一次転移 －β - パイロクロア酸化物の Tp 転移の機

構－

PS8 松平和之（九州工大院工） 熱物性測定による多 f 電子系における混成効果とラットリングの研究

PS9 根本祐一（新潟大院自然科学） 超音波によるラットリングと電子 - 格子相互作用の研究

PS10 金子耕士（原子力機構先端研） 単結晶中性子回折で見るスクッテルダイトにおけるラットリング

PS11 石井 勲（新潟大院自然科学） カゴ状物質における超音波分散と低温ソフト化

PS12 菅原 仁（徳島大総合科学） SmFe4P12 の強磁場 dHvA 効果

PS13 青木勇二（首都大院理工） 充填スクッテルダイトにおける希土類充填率効果

PS14 上田 真（首都大院理工） 充填スクッテルダイト化合物 SmFe4Sb12 の高圧合成と電子物性

PS15 齊藤隆志（首都大院理工） 充填スクッテルダイト化合物 YbFe4Sb12 の高圧下純良結晶作製と充填率効果

PS16 渡辺 慎（首都大院理工） 充填スクッテルダイト化合物 GdRu4P12 の高圧下フラックス法による単結晶育成と

物性評価

PS17 武田賢樹（首都大院理工） 充填スクッテルダイト化合物 NdFe4As12 の高圧化結晶育成と物性

PS18 田中謙弥（首都大院理工） 充填スクッテルダイト PrxOs4Sb12 の重い電子超伝導における結晶場効果

PS19 宮崎亮一（首都大院理工） 充填スクッテルダイト化合物 Pr(Os1-xRux)4Sb12 の超伝導特性

PS20 並木孝洋（首都大院理工） 遍歴電子強磁性を示す充填スクッテルダイト LaFe4As12 のドハース・ファンアル

フェン効果

PS21 松村政博（高知大理）充填スクッテルダイトにおける Sb-NQR の同位体効果－磁気的・電気的揺らぎの分離－

PS22 正木 了（神戸大院理） 単結晶を用いた充填スクッテルダイト化合物 SmRu4P12 の P-NMR 研究

PS23 田山 孝（富山大理） SmOs4Sb12 の熱膨脹および磁歪測定

PS24 荻田典男（広大院総合科） Pr スクッテルダイトの結晶場励起

PS25 柳澤達也（北大創成科学） 充填スクッテルダイト Pr1-xNdxOs4Sb12 のラットリングに起因する超音波分散

PS26 柄木良友（東大物性研） Existence of Diamagnetic Domain in Unconventional Superconductor PrOs4Sb12

PS27 伊賀文俊（広大院先端物質） High pressure synthesis of heavy fermion semiconductors with a boron cage 

structure

PS28 真岸孝一（徳島大総合科） (Sr,Ba)Pt4Ge12 の NMR

PS29 藤 秀樹（神戸大院理） クラスレート化合物 Ba8Ga16Sn30 の Ga-NMR
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PS30 武田直也（新潟大工） Ce3Pd20Si6 の熱処理効果

PS31 三宅和正（阪大院基礎工） CeCu2Si2 の双子の超伝導

PS32 菅原徹也（東北大院理） 空間反転対称性の破れた重い電子系超伝導体 CeRhSi3 の超伝導相図

PS33 摂待力生（阪大院理） 空間反転対称性の欠如した圧力誘起超伝導体 CeIrSi3 の量子臨界点近傍の電子状態

PS34 竹内徹也（阪大低温セ） 空間反転対称性が破れた物質での超伝導

PS35 青木義弘（兵庫県立大物質） 空間反転対称性のない超伝導体 CePt3Si, LaPt3Si のジョセフソン効果

PS36 上田光一（兵庫県立大理） 良質な CePt3Si での NMR による超伝導状態の研究

PS37 八島光晴（阪大院基礎工） 重い電子系化合物 Ce2RhIn8 の NQR による研究

PS38 大原繁男（名工大電気電子） 圧力誘起超伝導体 Ce2RhIn8 の Ce サイトの Pr 置換効果

PS39 山下哲朗（名工大院機能工） 重い電子系超伝導体 Ce2CoIn8 の良質な結晶育成

PS40 加瀬直樹（青山学院大理工） Superconducting and magnetic state in the Tm-based heavy-fermion super-

conductor Tm5Rh6Sn18

PS41 大橋政司（金沢大学） HoNi2B2C における磁性と超伝導の競合と圧力効果

PS42 梅原 出（横浜国大院工） 圧力下熱容量測定による超伝導の観測

PS43 本多史憲（阪大院理） Pressure-induced superconductivity in f-electron systems: CePd5Al2 and CeRhGe2

PS44 町田 洋（東工大院理工） 鉄砒素系超伝導体 Ba(Fe1-xCox)2As2 の熱伝導率

PS45 小手川恒（神戸大院理） 単結晶 SrFe2As2 における圧力誘起超伝導

PS46 塚本優人（東大物性研） CeFe1-xMxAsO (M = Mn, Co) の合成と物性

PS47 藤原哲也（山口大学院理工） ThCr2Si2 型フォスファイド RT2P2 の単結晶育成と圧力誘起相転移

PS48 宍 戸 寛 明（ 京 大 院 理 ） A Possible Phase Transition Deep Inside the Hidden Order Phase of Ultraclean 

URu2Si2

PS49 岡崎竜二（京大院理） 超純良 URu2Si2 単結晶の下部臨界磁場

PS50 本山 岳（兵庫県立大物質） URu2Si2 における多重臨界点の存在と電気抵抗率からみた HO 相と AF 相の違い

PS51 石田憲二（京大院理） 強磁性超伝導体 UCoGe の Co-NMR

PS52 出口和彦（名大院理） Interplay of Superconductivity and Ferromagnetism in Uranium Compounds

PS53 中堂博之（原子力機構） NpPd5Al2 の 27Al NMR による研究

PS54 田中和典（東京理科大理工） Nearly Antiferromagnetic Spin Fluctuations and Superconductivity in NpPd5Al2

PS55 本間佳哉（東北大金研大洗） Magnetic and Fermi Surface Properties of NpCd11

PS56 杉山清寛（阪大院理） β -US2 の強磁場磁性

PS57 山本悦嗣（原子力機構先端研） β -US2 の磁気抵抗

PS58 小林達生（岡山大院自然科学） 強磁性体 U3P4 の圧力誘起強磁性－非磁性転移

PS59 藤森伸一（原子力機構放射光） 軟 X 線角度分解光電子分光によるウラン化合物のバンド構造とフェルミ面

PS60 眞榮平孝裕（琉球大院理） アクチノイド化合物の電子構造

PS61 松本洋介（東大物性研） Quantum Criticality and Scaling in Thermodynamic Properties in the Heavy Fermion 

System β -YbAlB4

PS62 冨田崇弘（東大物性研） 重い電子系β -YbAlB4 の圧力下での相転移と非フェルミ液体的振る舞い

PS63 堀江直樹（東大物性研） 重い電子系化合物α -YbAlB4 の低温磁性とその磁場依存

PS64 久我健太郎（東大物性研） 重い電子系化合物α -YbAlB4 の不純物効果

PS65 中西良樹（岩手大院工） Yb を含む電子比熱係数の大きい化合物の超音波を用いた弾性特性

PS66 杉島正樹（九大院理） 価数揺動系 YbPd の圧力・希釈効果と電荷秩序の可能性

PS67 今井剛樹（埼玉大院理工） Theory of anomalous specific heat-coefficient of YbAl3

PS68 谷田博司（広大院先端物質） YbAl3C3 における長距離ダイマー基底状態の異常

PS69 松林和幸（東大物性研） 重い電子系物質 YbCo2Zn20 における圧力・磁場誘起相転移

PS70 久保康則（日大文理） 重い電子系 YbT2Zn20(T=Fe,Co,Ru,Rh,Os,Ir) の電子状態

研 究 会 報 告
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PS71 光田暁弘（九大院理） 二段価数転移を示す EuPtP の原子置換・磁場効果

PS72 五十嵐亮介（東北大院理） Phonon anormaly in rare-earth hexaboride GdB6

PS73 張 帥（富山大理） 立方晶 SmCu4X（X=Ag, Au, Pd）の低温物性

PS74 小林理気（高知大理） R3Al11(R=La, Ce, Pr, Nd) の磁性

PS75 網塚 浩（北大院理） La1-xRxRu2Si2（R: 希土類元素）における結晶場効果

PS76 鬼丸孝博（広大院先端物質） 三方晶 Pr4Ni3Pb4 における低対称 Pr イオンの結晶場効果と逐次相転移

PS77 繁岡 透（山口大院理工） Magnetic behavior of PrRh2Si2 single crystal compound having anomalously high 

Neel temperature

PS78 松岡英一（東北大院理） 正方晶化合物 Tb(Gd)B2C2 における多極子相互作用と秩序状態

PS79 荒木幸治（新潟大院自然科学） 非クラマース二重項基底を持つ PrMg3 の多極子効果

PS80 一色俊之（東北大院理） PrxLa1-xPb3 における四極子秩序と dHvA 効果

PS81 赤津光洋（新潟大院自然科学） ボロンドープ FZ シリコンの原子空孔軌道の四極子効果

PS82 菅根秀夫（富山大理） 立方晶 Ce(Au1-xAgx)2In の構造相転移

PS83 川村幸裕（高知大理） CeCuAl3 の高圧下の磁気・輸送特性

PS84 與儀 護（琉球大理） CeOs4Sb12 の磁場誘起秩序相の Sb-NMR による研究

PS85 松本裕司（東北大極低温） CexLa1-xRu2Si2 及び CeRu2(Si1-xGex)2 混晶系の dHvA 効果による f 電子状態に関す

る研究

PS86 取 消

PS87 才賀裕太（広大先進機能セ） Ce1-xPbxPt2(0 ≤ x < 0.5) における結晶構造の秩序化に伴う反強磁性秩序の消失

PS88 中野智仁（九大院理） 層状重い電子系化合物 CePtSi2 の圧力誘起量子相

PS89 室 裕司（東京理科大学） 価数揺動化合物 CeFe2Al10 の低温混成ギャップ形成

PS90 任 皓駿（弘前大院理工） Evolution of Ce 4f Fermi surface in hybridization controlled heavy-fermion systems

PS91 雨海有佑（室工大） 非ブロッホ型 Ce 合金における重い電子的振る舞い

PS92 加藤治一（高知大理） f 電子を含まずに重い電子的挙動を示す化合物 ACu3Ru4O12 における Cu-,Ru-NMR 測定

PS93 立岩尚之（原子力機構先端研） 希ガスを圧力媒体とする超高圧実験によるアクチノイド化合物の高圧研究

PS94 日高宏之（北大院理） インデンターセルを用いた極低温・高圧下磁化測定システムの開発

PS95 三澤貴宏（東京大院工） Quantum Tricriticality in Heavy-Fermion Systems

PS96 富澤 剛（名大理） 非自明な磁気秩序に由来する異常ホール効果の理論

PS97 大野義章（新潟大院理） 周期的アンダーソン・ホルスタイン模型における非調和フォノンの効果

PS98 竹地正輝（東大物性研） 電子系と相互作用する非調和格子振動の理論

PS99 酒井 治（物材機構） 動的平均場理論による 4f 系強相関物質の第一原理バンド計算

PS100 服部一匡（東大物性研） 二軌道アンダーソン格子模型における結晶場効果

PS101 工 藤 春（ 千 葉 大 院 理 ） Antiferromagnetism vs Kondo screening in the 2D periodic Anderson model: 

Variational cluster approach

PS102 渡部 洋（東京大院理） Ground state phase diagram of randomly-doped Kondo lattice

PS103 鶴田篤史（阪大院基礎工） 動的平均場近似 +1/N 展開法によるアンダーソン格子模型の電子状態

PS104 大西弘明（原子力機構先端研）軌道縮退周期アンダーソン模型の数値的研究

PS105 山瀬博之（物質材料研究機構）Self-masking of a Pomeranchuk instability in layered materials

（アブストラクトは領域ホームページ http://www.heavy-electrons.jp/research/detail/1?t=1253373590
から見ることができます。）
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　表題の研究会を平成 21 年 8 月 18 日 13 時～ 8 月 20 日 14 時 30 分，広島大学東広島キャンパスにお

いて開催した．今回の目的の一つは，公募研究に採択された２５件の代表者に，その計画を発表してもら

うことであった．しかし，文科省による採択結果の発表が７月末までずれ込んだので，研究会のプログラ

ムの編成は待ちぼうけを食わされた．このため，当領域の事務全般を切り盛りしてくれている堀田さんに

は，大変な心痛をおかけした．一方，カールスルーエでの磁性国際会議の途中で，日本からの電子メイル

で「口頭発表」を依頼された方々も，嬉しさと戸惑いを感じられたことと思う．

　お盆休み明けで，磁性国際会議の直後でもあるので，１００名程度の参加と見込んでいた．この予想を

超えて１５７名もの参加があったことは，嬉しい誤算であった．研究会会場にはゆとりがあったが，懇親

会のコットンクラブでは通常は８０名程度のところに１３０名も詰め込まれたので，ホットな議論が盛り

上がったのではないだろうか．もっとも，乾杯の後のアルコール飲料は自前というケチな方式には，ご不

満の先生方もいたようだ．

　研究会の内容に戻る．公募研究の発表以外に，３０分の招待講演を 12 件（内２件は公募研究と重複），

１５分の口頭発表を６件設けた．招待講演と口頭発表者としては，｢重い電子系の形成と秩序化｣ の研究

を大きく発展してくれるであろうと期待される若手研究者を中心に選んだ．さらに，「広島らしいプログ

ラム」の編成を依頼されていたので，カゴ状新化合物創製に関する発表を数件入れた．そのセッションで

披露された希土類 R をカゴ中に含む RT2Zn20 や RT2Al10 などの先駆的な研究成果は，今後ミクロな実験と

解析が進めば，本新学術領域の新しい目玉となると期待できる．ポスター７３件の発表では，研究会デ

ビューを飾った大学院生も少なくなかった．彼等の今後の成長をコミュニティーとして支えて行きたいと

思った次第である．１１月に京都で開かれる秋の学校などで，若手同士の切磋琢磨が期待される．

　最後に，お世話になった菱沼さん，深井さん，稲垣さん，堀田さん，鬼丸さん，伊賀さんに感謝する．

 

プログラム

日時：平成 21 年 8 月 18 日（火）13 時～ 8 月 20 日（木）14 時 30 分
場所：広島大学東広島キャンパス
メイン会場：社会科学研究科（法学部経済学部）2 階 B257 講義室
ポスターセッション会場：学士会館 2 階レセプションホール

新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」
第 2回研究会の報告
　世話人代表　高畠　敏郎　広島大学大学院先端物質科学研究科
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8 月 18 日（火）
[18a] 座長：高畠敏郎
13:00　 はじめに：上田和夫（15 分） [18a1]
13:15 　中性子散乱で観るラットリング －ラットリングは熱伝導率の抑制に有効か？－：李哲⻁（30 分）[18a2]
13:45 　ラットリングと電子・格子相互作用：長谷川巧（30 分）[18a3]
14:15 　ラットリングを示す充填スクッテルダイトの磁性と超伝導の超音波物性：柳澤達也（15 分）[18a4]
14:30 　休憩（15 分）
[18b] 座長：吉澤正人
14:45 　β - パイロクロア酸化物におけるラットリング：廣井善二（30 分）[18b1]
15:15 　三次元非調和振動子と超伝導：服部一匡（30 分）[18b2]
15:45 　MPt4Ge12 (M = Sr, Ba, La) の NMR：真岸孝一（15 分）[18b3]
16:00 　中性子散乱によるラットリングの可視化と新奇な動的応答の探索：金子耕士（15 分）[18b4]
16:15 　休憩（15 分）
[18c] 座長：大貫惇睦
16:30 　重い電子系超伝導体β -YbAlB4 の量子臨界性：中辻知（30 分）[18c1]
17:00 　重い電子系超伝導体β -YbAlB4 の零磁場量子臨界点とその熱力学特性：松本洋介（15 分）[18c2]
17:15　 YbAlB4 の極低温における熱輸送係数：井澤公一（15 分）[18c3]
17:30 　高圧下精密物性測定による f 電子化合物の量子相転移と超伝導の研究：小林達生（15 分）[18c4]
17:45 　多段メタ磁性体 CeIr3Si2 における磁気構造の長時間変化：元屋清一郎（15 分）[18c5]

8 月 19 日（水）
[19a] 座長：石田憲二
9:00 　重い電子系物質 YbT2Zn20 (T=Co, Rh, Ir) の高圧下物性：松林和幸（30 分）[19a1]
9:30 　量子臨界点近傍にある Yb 化合物の超音波を用いた弾性特性の研究：中西良樹（15 分）[19a2]
9:45 　重い電子系 YbCo2Zn20 の NMR/NQR：水戸毅（15 分）[19a3]
10:00 　圧力誘起超伝導体における磁場誘起反強磁性相の電子状態の研究：摂待力生（15 分）[19a4]
10:15 　休憩（15 分）
[19b] 座長：宇田川眞行
10:30 　希土類内包カゴ状化合物の磁性と伝導：鬼丸孝博（30 分）[19b1]
11:00 　RCd11 と RT2Zn20 の電子状態：大貫惇睦（15 分）[19b2]
11:15 　Reentrant 超伝導体 Tm5Rh6Sn18 の磁性と超伝導：加瀬直樹（30 分）[19b3]
11:45 　昼休み （総括班会議）
13:00 　ポスター講演（120 分）[PS1~PS73]
[19c] 座長：藤 秀樹
15:00 　カゴ状物質の示す物性の圧力効果：上床美也（30 分）[19c1]
15:30 　YbFe2Al10 型 Ce 化合物の磁性と伝導：西岡孝（10 分）[19c2-1]
　　　　西岡孝氏の講演に対するコメント：飯田圭（5 分）[19c2-2]
15:45 　斜方晶カゴ状化合物 CeT2Al10 (T=Fe, Ru, Os) の半導体的挙動と金属への相転移：室裕司（15 分）[19c3]
16:00 　新規重い電子系 CeT2Al10 (T=Fe, Ru, Os) の NQR/NMR：松村政博（15 分）[19c4]
16:15 　休憩（15 分）
[19d] 座長：横谷尚睦
16:30 　共鳴角度分解光電子分光による CeRu2Si2 希釈系化合物のフェルミ面の研究：岡根哲夫（30 分）[19d1]
17:00 　CeRu2(Si1-xGex)2 の f 電子状態の遍歴・局在－化学的圧力を用いた dHvA 効果による研究：松本裕司（15 分）
[19d2]
17:15 　ミュオンスピン緩和法による重い電子系の研究：髭本亘（15 分）[19d3]
17:30 　空間反転対称性のない超伝導体のジョセフソン効果の磁場特性：住山昭彦（15 分）[19d4]
18:00 　懇親会
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8 月 20 日（木）
[20a] 座長：倉本義夫
9:00 　4f 電子系に対する動的平均場理論について：柳町治（酒井治）（30 分）[20a1]
9:30 　連続時間量子モンテカルロ法による重い電子系の研究：大槻純也（15 分）[20a2]
9:45 　PrRu4P12 の電荷秩序，磁性，有効ハミルトニアン：椎名亮輔（15 分）[20a3]
10:00 　スピン三重項超伝導体のｄベクトルを決定する微視的メカニズム：柳瀬陽一（15 分）[20a4]
10:15 　空間反転対称性のない重い電子系超伝導体における新奇現象の研究：藤本聡（15 分）[20a5]
10:30　 休憩（15 分）
[20b] 座長：榊原俊郎
10:45 　基底状態に高次多極子自由度を有する希土類化合物の極低温精密物性測定：田山孝（15 分）[20b1]
11:00 　四回対称軸を持たない立方晶希土類化合物における八極子相互作用の検証：松岡英一（15 分）[20b2]
11:15 　共鳴 X 線回折による CeB6 の磁場誘起多極子の観測：松村武（15 分）[20b3]
11:30　 PrOs4Sb12 における多重極揺らぎと重い電子超伝導の核磁気共鳴法による研究：川崎慎司（15 分）[20b4]
11:45　磁気共鳴法を用いた重い電子系における多極子秩序の探索と超伝導対称性の研究：深澤英人（15 分）[20b5]
12:00　 昼休み （ニュースレター編集会議）
[20c] 座長：播磨尚朝
13:00 　超ウラン化合物の NMR 研究の展開：神戸振作（30 分）[20c1]
13:30 　空間反転対称性のない重い電子系超伝導体 CeTSi3(T=Rh, Ir) の中性子散乱：阿曽尚文（15 分）[20c2]
13:45　 熱的物性測定による多 f 電子系における c-f 混成効果とラットリングの研究：松平和之（15 分）[20c3]
14:00 　重い電子系の高圧・低温におけるフェルミ端電子構造の赤外分光研究：岡村英一（15 分）[20c4]
14:15 　おわりに

ポスター講演
PS1 川村幸裕（高知大総合） かご状物質 CeT2Al10（T=Fe, Ru, Os）単結晶の常圧および高圧下の物性
PS2 松本圭介（広島大先端物質） Pr 内包カゴ状化合物 PrT2Zn20（T=Ru, Rh）の小さな結晶場効果
PS3 志村恭通（東大物性研） 高対称な Pr 化合物の探索
PS4 小林理気（高知大総合） (Ce1-xPrx)3Al11 の磁性
PS5 張 帥（富山大） 立方晶 SmCu4X（X=Ag, Au, Pd）の磁性
PS6 芳賀芳範（原子力機構先端） An-Ga2 元系の物質探索と物性
PS7 山下哲朗（名工大工） 重い電子系超伝導体 Ce2CoIn8 における結晶場効果
PS8 並木孝洋（東京医科大物理） 高圧フラックス法により育成した単結晶 SmFe4As12 の基礎物性
PS9 東中隆二（首都大理工） 高圧下で育成した 高充填率単結晶 LaFe4Sb12 の電子輸送特性
PS10 関根ちひろ（室蘭工大工） 新充填スクッテルダイト化合物 GdFe4As12 の高圧合成と磁性
PS11 小河誉典（首都大理工） 充填スクッテルダイト化合物 CeFe4As12 の高圧下単結晶育成と物性評価
PS12 木方邦宏（産総研） AFe2As2（A=Ca, Sr, Ba, K）の単結晶育成
PS13 福田賢二（広島大先端物質） カゴ状希土類 12 ホウ化物 GdB12 の高圧合成と磁性
PS14 岩佐和晃（東北大理） 希土類ヘキサボライドのフォノン異常
PS15 関山 明（阪大基礎工） Sm1-xEuxB6 の極低エネルギー光電子分光
PS16 藤田貴弘（広島大） 位相比較法による超音波測定装置のフィードバック機構の改良
PS17 吉澤正人（岩手大工） A サイト秩序型ペロブスカイト化合物 CaCu3Ti4O12 の磁性と伝導
PS18 ⾺場正太郎（新潟大自然） ボロン添加 FZ シリコンの弾性定数の磁気異方性
PS19 石井 勲（広島大先端物質） 超音波による巨大振幅原子振動の研究
PS20 末國晃一郎（広島大先端物質）I 型クラスレート Ba8Ga16Sn30 の非中心ラットリングとガラス的格子熱伝導率
PS21 山根陽樹（広島大先端物質） 希土類内包Ⅰ型クラスレート Eu8Ga16Ge30 の強磁性に対する圧力効果
PS22 荻田典男（広島大総合） 充填スクッテルダイト化合物のラマン散乱
PS23 筒井智嗣（JASRI） ROs4Sb12 のＸ線非弾性散乱
PS24 浅木謙治（神戸大理） 充填スクッテルダイト LaFe4As12 の NMR/NQR による研究
PS25 金武史弥（阪大基礎工） スクッテルダイト RPt4Ge12(R=La, Pr) における 73Ge-NMR/NQR
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PS26 中村祥明（岡山大自然） 充填スクッテルダイト超伝導体 PrPt4Ge12 の軟 X 線及びレーザー光電子分光
PS27 青木勇二（首都大理工） PrRu4P12 における 3 重項結晶場基底状態の分裂
PS28 藤 秀樹（神戸大理） PrOs4Sb12 の NMR から見た重い電子状態
PS29 楠瀬博明（愛媛大理工） PrOs4Sb12 における反強四極子揺らぎの効果
PS30 與儀 護（琉球大理） CeOs4Sb12 の Sb-NMR による研究
PS31 小手川恒（神戸大理） SmOs4Sb12 の NMR/NQR による研究
PS32 A. Kiss（東北大理） SmRu4P12 の相転移とクロスオーバーのモデル
PS33 阿野元貴（新潟大自然） 超音波による希土類化合物 Pr3Pd20Ge6 の四極子効果の研究
PS34 荒木幸治（新潟大自然） 超音波による非クラマース二重項基底を持つ PrMg3 の低温量子相の研究
PS35 一色俊之（東北大理） Pr1-xLaxPb3 における四極子秩序と dHvA 効果 II
PS36 徳永 陽（原子力機構先端研） アクチノイド化合物における多極子秩序の NMR による研究
PS37 久保博一（広島大先端物質） 擬カゴメ格子系 YbAgGe におけるフラストレーションの磁場・圧力による緩和
PS38 落合 明（東北大理） Ni 置換された Yb2Pd2Sn の磁性
PS39 G. Pristas（兵庫県立大） 非フェルミ液体物質 YbCu5-xAlx (x=1.3-1.75) の点接合分光
PS40 梅尾和則（広島大自然） 傾角反強磁性体 YbRhSb の圧力誘起強磁性転移
PS41 小山岳秀（兵庫県立理） 重い電子系 YbPtSb の NMR
PS42 伊賀文俊（広島大先端物質） カゴ状構造を有する近藤半導体 Yb1-xLuxB12 の強磁場物性
PS43 宍戸寛明（京大低セ） 重い電子系人工超格子による次元性制御
PS44 雨海有佑（室蘭工大） 非ブロッホ型 Ce 合金の重い電子状態
PS45 海老原孝雄（静岡大理） Ce 化合物の強磁場物性と電子状態
PS46 井上幸大（広島大） 近藤格子反強磁性体 CePd5Al2 のサイン波変調磁気構造
PS48 三田村裕幸（東大物性研） Ce3Pd20Si6 の極低温磁化
PS49 近藤晃弘（広島大先端物質） CexLa1-xB6(x<0.5) の IV 相の R イオン添加による安定化
PS50 菅原徹也（東北大理） 重い電子系超伝導体 CeRhSi3 の磁場－温度相図の圧力依存性
PS51 榊原俊郎（東大物性研） 比熱の磁場角度依存性による重い電子超伝導体 CeCoIn5 のギャップ対称性の決定
PS52 大西弘明（原子力機構先端研） 軌道縮退周期アンダーソン模型のスピン・軌道状態
PS53 渡部 洋（理研） 希薄近藤系から重い電子系へのクロスオーバーの理論的研究
PS54 多田靖啓（京大理） 空間反転対称性のない重い電子系超伝導体 CeRhSi3, CeIrSi3 における上部臨界磁場の研究
PS55 星野晋太郎（東北大理） 無限次元近藤格子における反強磁性秩序
PS56 渡辺真仁（東大工） Ce 及び Yb 系重い電子系における臨界価数ゆらぎによる核磁気緩和率の増大
PS57 三宅和正（阪大基礎工） CeCoIn5 の高磁場低温相での d 波超伝導とＳＤＷの共存の理論
PS58 堀田貴嗣（首都大理工） 近藤温度の逆同位体効果
PS59 杉林 卓（愛媛大理工） 動的平均場理論を用いた拡張周期アンダーソンモデルの磁場効果の研究
PS60 伏屋雄紀（阪大基礎工） 奇振動数超伝導のマイスナー効果
PS61 磯野貴之（東工大理工） 比熱測定からみたβ型パイロクロア酸化物超伝導体 RbOs2O6 の圧力効果
PS62 山浦淳一（東大物性研） β型パイロクロア酸化物における非調和フォノンとラットリング転移
PS64 芝内孝禎（京大理） 鉄系高温超伝導体におけるノンユニバーサルなギャップ構造
PS65 町田 洋（東工大理工） マルチギャップ超伝導体 Lu2Fe3Si5 の熱伝導率
PS66 立岩尚之（原子力機構先端研） ウランカルコゲナイド化合物 US2 の高圧研究
PS67 川崎郁⽃（SPring-8） 軟 X 線角度分解光電子分光による URu2Si2 のバンド構造およびフェルミ面の研究
PS68 本山 岳（兵庫県立大） URu2Si2 の秩序相における電気抵抗率及び磁化率から求めた励起エネルギーの比較
PS69 吉田力⽮（岡山大） URu2Si2 のバルク敏感レーザー光電子分光
PS70 岡崎竜二（京大理） 超純良 URu2Si2 単結晶の下部臨界磁場と異方性
PS71 池田陽一（北大理） URu2Si2 の圧力下比熱測定
PS72 日高宏之（北大理） UPd2Si2 における整合－非整合磁気秩序の圧力効果
PS73 石田憲二（京大理） 強磁性超伝導体 UCoGe における強磁性と超伝導の微視的共存状態

（ ア ブ ス ト ラ ク ト は 領 域 ホ ー ム ペ ー ジ http://www.comp.tmu.ac.jp/heavy-fermion/2nd_meeting_
programs/Program-e.htm から見ることができます。）

研 究 会 報 告
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お 知 ら せ

　本新学術領域研究 ( 代表：上田和夫 ) では，「重い電子」物質における物理現象の理解に向け活発な研

究交流・議論が行われています．本新学術では，若手研究者や学生の研究促進，情報交換の一環として若

手の学校 ( 勉強会 ) を開催することにしています．その第一回として，秋の京都で絶好の紅葉シーズンに，

下記の講師陣による講義内容で開催いたします．講師は，新進気鋭の若手研究者の方にお願いし，学生の

目線からの講義になるようにお願いしました．また参加者の中から英語による short presentation もお願

いしようと思っています．( 詳細は後日連絡します．)

　主催側としては，研究や勉学に偏ることなく，エクスカーション等の様々な企画も準備し，参加者が楽

しめる若手学校にしたいと考えています．ただし，本領域研究での若手の定義は，「熱意を持って研究を

行う意思のある方」としますので，研究歴の長さに関係なく是非多くの方に参加して頂き，今後の研究活

動の糧となる学校にしたいと思っております．

　日時：平成 21 年 11 月 24 日 ( 火 ) 昼　集合　－　11 月 27 日 ( 金 ) 昼　解散

　会場：関西セミナーハウス

　　　　〒 606 － 8134　

　　　　京都市左京区一乗寺竹ノ内町 23 　　TEL:075-711-2115 / FAX:075-701-5256

　　　　http://www.academy-kansai.com/

　講義内容 :

　　実　験

　　　「CeTIn5 化合物研究の現状」　　　　　　　　　　　  宍戸　寛明　( 京大 )

　　　「Yb 系重い電子化合物」　　　　　　　　　　  水戸　　毅　( 兵庫県立大 )

　　　「ウラン化合物における磁性と超伝導」　　　　　　　 出口　和彦　( 名大理 )　　

　　　「金属間クラスレートのラットリングと熱電物性」/「カゴ状物質の格子振動」

　　　　　　　　　　　　　　　  末國　晃一郎 ( 広島大先端 ) / 長谷川　巧　( 広島大総合 )

　理　論

　　　「近藤効果と重い電子」　　　　　　　　　　　　　　  大槻　純也　( 東北大理 )

　　　「強相関系としての電子－非調和格子振動の物理」　　 服部　一匡　( 東大物性研 )

　　　「量子臨界点近傍の超伝導」　　　　　　　　　　　　 多田　靖啓　( 京大理 )　　　　　

　　　「現実的なバンド構造を考慮した重い電子系の理論」　 今井　剛樹　( 埼玉大理工 )

　参加申し込み等の詳細は，本新学術領域のホームページ　http://www.heavy-electrons.jp/　をご覧くだ

さい．

新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」
若手秋の学校のお知らせ
　若手秋の学校 校長　石田　憲二　京都大学大学院理学研究科
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班 研究課題 代表者

A01

圧力誘起誘起超伝導体における磁場誘起反強磁性相の電子状態の研究 摂待　力生　大阪大学大学院理学研究科・准教授

重い電子系の高圧・低温におけるフェルミ端電子構造の赤外分光研究 岡村　英一　神戸大学大学院理学研究科・准教授

AuCu3 型 4f 電子系のＤＭＦＴ電子構造計算 柳町　治（酒井治） 物質材料研究機構・研究員

A02

カゴ状構造を持つ物質群に於けるラットリング探索の超音波からの新アプローチ 柳澤　達也　北海道大学創成研究機構・特任助教

カゴ状結晶におけるラットリングの核磁気共鳴による研究 真岸　孝一　徳島大学総合科学部・准教授

熱的物性測定による多ｆ電子系におけるｃーｆ混成効果とラットリングの研究 松平　和之　九州工業大学大学院工学研究院・助教

中性子散乱によるラットリングの可視化と新奇な動的応答の探索 金子　耕士　日本原子力研究開発機構先端基礎研究セン
ター・研究員

A03

超音波測定を用いた量子臨界点近傍の探索ーイッテルビウム化合物を中心にして 中西　良樹　岩手大学大学院工学研究科・准教授

四回対称軸を持たない立方晶希土類化合物における八極子相互作用の検証 松岡　英一　東北大学高等教育開発推進センター・助教

磁気共鳴法を用いた重い電子系における多極子秩序の探索と超伝導対称性の研究 深澤　英人　千葉大学大学院理学研究科・助教

多自由度モデルに基づく重い電子系超伝導の理論的研究 柳瀬　陽一　東京大学大学院理学系研究科・助教

Yb 系重い電子化合物における新しい量子臨界性と超伝導 松本　洋介　東京大学物性研究所・助教
基底状態に高次多極子自由度を有する希土類化合物の極低温精密物性測定 田山　孝　富山大学大学院理工学研究部・准教授
パウリ常磁性がもたらす新奇超伝導相の理論 池田　隆介　京都大学大学院理学研究科・准教授

高圧下精密物性測定によるｆ電子系化合物の量子相転移と超伝導の研究 小林　達生　岡山大学大学院自然科学研究科・教授

PrOs4Sb12 における多重極揺らぎと重い電子超伝導の核磁気共鳴法による研究 川崎　慎司　岡山大学大学院自然科学研究科・講師

極低温共鳴Ｘ線回折の実現と多極子秩序の観測 松村　武　広島大学大学院先端物質科学研究科・准教授

Pr 内包カゴ状金属間化合物における新規物性の発現 鬼丸　孝博　広島大学大学院先端物質科学研究科・助教

空間反転対称性のない重い電子系超伝導体の純良単結晶育成と極低温中性子散乱 阿曽　尚文　琉球大学大学院理工学研究科・准教授

空間反転対称性のない超伝導体のスピン三重項・一重項電子対混合状態の検証 住山　昭彦　兵庫県立大学大学院物質理学研究科・教授

Yb 系，Sm 系化合物におけるｆ電子自由度 水戸　毅　兵庫県立大学大学院物質理学研究科・准教授

ミュオンスピン緩和法による重い電子系の研究 髭本　亘　日本原子力研究開発機構先端基礎研究セン
ター・研究副主幹

A04

連続時間量子モンテカルロ法による重い電子系の研究 大槻　純也　東北大学大学院理学研究科・助教

空間反転対称性のない重い電子系超伝導体における新奇現象の解明 藤本　聡　京都大学大学院理学研究科・准教授

多ｆ電子系における価数揺らぎと多極子秩序の理論 椎名　亮輔　神奈川大学工学部・准教授

第 1 期（平成 21 年度～平成 22 年度）公募研究採択課題及び代表者

領域提案型の新学術領域研究では公募研究を必ず設けることになっている．われわれの「重い電子系

の形成と秩序化」では f 電子系研究のこれまでの成果の上に立って，新しい物質探索，新しい現象の発見，

新しい概念形成を目指している．この目的を達成するには計画研究だけでは不充分なことは明らかで公募

研究に期待する役割は大きく，実際かなり大きな予算を公募研究に割いている．七月に公募研究の採択結

果が発表されたが，25 件の新たな研究課題を加えることが出来たのはこの上ない喜びである．当初想定

した 20 件よりかなり増えることが可能となったのは，多くの優れた研究計画の応募をいただいた事実の

おかげと理解し，深く感謝している．残念ながら不採択となった方も，公募研究応募の機会に温めた研究

計画を土台にして，今後とも研究協力者としてこの分野の発展にご尽力いただけるようお願いしたい．　

次回の公募研究の期間は平成 23，24 年度の二年間でだいぶ先のようであるが，その申請時期は約 1 年

後でありそれほど遠い将来というわけではない．研究の発展の原動力は新しいアイディアにある．新たな

構想を練っておいていただけるとありがたい．

平成 21 年 8 月

公募研究によせて
　領域代表者　上田　和夫　　東京大学物性研究所
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新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」
総括班会議について
　領域事務担当　堀田　貴嗣　首都大学東京大学院理工学研究科

第１回
日　時：平成 20 年 11 月 22 日（土）13 時 30 分～ 17 時
場　所：キャンパスイノベーションセンター東京（田町）
出席者：上田，播磨，横谷，高畠，藤，石田，堀田

　１．審査結果について
　２．領域名称について
　３．予算の状況について
　４．領域ホームページについて
　５．公募研究の公募要項について
　６．ポスドク公募の公募要項について
　７．ニュースレターについて
　８．今後の研究会，国際会議，若手の学校の予定
　　　について
　９．JPSJ オープンセレクト費用の補助について
１０．世話人グループ（上田，榊原，播磨，堀田）
　　　について

第２回
日　時：平成 21 年 3 月 10 日（火）12 時～ 13 時 30 分
場　所：東京大学柏キャンパス　
　　　　柏図書館メディアセンター会議室
出席者：秋光，佐藤，斯波，森，上田，三宅，榊原，
　　　　播磨，横谷，高畠，藤，石田，堀田

　１．ポスドク公募について（最終候補者の報告）
　２．公募研究の応募状況について
　３．領域ホームページについて
　４．平成 20 年度研究成果報告について
　５．JPSJ オープンセレクトの状況について
　６．第 2 回研究会の予定について
　７．若手秋の学校の予定について
　８．今後のニュースレターの発行について
　９．今後の研究の展開について

第３回
日　時：平成 21 年 4 月 25 日（土）13 時 30 分～ 17 時
場　所：キャンパスイノベーションセンター東京（田町）
出席者：上田，三宅，榊原，播磨，横谷，高畠，藤，
　　　　石田，井澤，堀田

　１．第 2 回総括班会議議事録について
　２．領域ホームページ正式版について
　３．領域シンボルマークについて

　４．公募研究の状況について
　５．ポスドクの追加公募について
　６．平成 20 年度の研究成果について　
　７．ニュースレターについて
　８．第 2 回研究会について
　９．若手の学校について
１０．連携研究者へのサポートについて
１１．計画班のワークショップについて
１２．データベース整備について
１３．他特定，新学術との合同研究会について

第４回
日　時：平成 21 年 8 月 19 日（水）11 時 45 分～ 13 時
場　所：広島大学東広島キャンパス　
　　　　学士会館 2 階 会議室 1
出席者：秋光，北岡，佐藤，斯波，竹中，上田，三宅，
　　　　榊原，播磨，横谷，高畠，藤，石田，堀田

　１．SCES2013 の日本での開催について
　　　（日程は未定，場所は東京近郊）
　２．ポスドク審査結果について（最終候補者の報告）
　３．若手秋の学校について
　４．2010 年の国際会議日程について
　５．最近の研究動向について
　６．光電子分光の最近の進展に関するワーク
　　　ショップについて
　７．本新学術における鉄系超伝導研究の位置づけ
　　　について
　８．中国，韓国をはじめとするアジア諸国との交
　　　流について
　９．今後の研究の展開について

　なお，第５回総括班会議は，以下の日程で開催するこ
とを予定している．

日　時：平成 21 年 9 月 27 日（日）18 時～ 19 時 30 分
場　所：熊本大学黒髪キャンパス　RG 会場
　　　　日本物理学会インフォーマルミーティング
出席者：上田，三宅，榊原，播磨，横谷，高畠，藤，石田，
　　　　井澤，堀田

　平成 20 年 11 月 13 日付けで本新学術領域研究が採択された後，これまで 4 回にわたって総括班会議を

開催し，本領域の運営について議論を重ねてきた．開催日時，場所，出席者，議題を以下に報告する．
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領域情報

領域名称について
日本語：重い電子系の形成と秩序化

日本語略称：重い電子の秩序化

英 語：Emergence of Heavy Electrons and Their 

Ordering

英語略称：Heavy Electrons

領域ホームページ
http://www.heavy-electrons.jp/

今後の予定
重い電子系若手秋の学校
平成 21 年 11 月 24 日（火）～ 27 日（金）

関西セミナーハウス（京都市左京区）

新学術ワークショップ「光電子分光の新展開」
平成 21 年 12 月 25 日 ( 金 ) ～ 26 日 ( 土 )

岡山大学理学部大講義室

新学術国際シンポジウム
平成 22 年 9 月 17 日（金）～ 20 日（月）

首都大学東京南大沢キャンパス

関連する国際会議
SCES2010：2010 年 6 月 27 日～ 7 月 2 日

Santa Fe, U.S.A.

SCES2011：2011 年夏

Cambridge, U. K.

LT26：2011 年夏

Beijing, P. R. China

ICM2012：2012 年 7 月 8 日～ 7 月 13 日

Busan, Korea

http://www.icm2012.org/

SCES2013：2013 年夏

Tokyo, Japan

本新学術領域研究の補助を受けて得られた成果に
対する謝辞の例

本新学術領域研究の成果を論文などで出版する

際には，次のような謝辞を入れてください．

[ 欧文例 ]

This work was supported by a Grant-in-Aid for Sci-

entific Research on Innovative Areas “Heavy Elec-

trons” (No. ########) of The Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science, and Technology, Japan.

[ 和文例 ]

本研究は，文部科学省科学研究費補助金新学術

領域研究「重い電子の秩序化」(No. ########)

を受けて行われた．

######## には各課題の課題番号が入ります．

JPSJ オープンセレクト費の補助について
本新学術領域研究の補助を受けて得られた成

果で日本物理学会欧文誌 Journal of The Physical 

Society of Japan (JPSJ) に投稿したものについて，

重要な論文については，オープンセレクトにす

るための費用を総括班で支出いたします．オー

プンセレクトにしたいという論文がございまし

たら，領域事務担当にご連絡ください．総括班

において協議の上，オープンセレクトの手続き

を行います．なお，JPSJ オープンセレクトにつ

いては， JPSJ ホームページをご覧ください．

ニュースレター編集委員会：
委員長：井澤公一

委　員：芳賀芳範，関山明，関根ちひろ，

　　　　岩佐和晃，青木勇二，楠瀬博明

アドバイザ：播磨尚朝

事務担当：堀田貴嗣
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編集委員会からのメッセージ
　編集委員長　井澤　公一　　東京工業大学大学院理工学研究科

　我々，ニュースレター編集委員会は第 1 回研究会（2009 年 3 月，東京大学物性研究所）にて最初の委

員会を開いて以来，これまで本号の発行に向けて準備を進めてきました．我々はニュースレターを発行す

るにあたり，次の方針を掲げて取り組んでいます．

・ 読み物として面白いもの

・ ニュース性，メッセージ性のあるもの

・ 若手の発掘，起用

・ 分野外の人にもわかりやすいこと

領域におけるニュースレターの役割を考えるとやはり領域活動が活発に展開されるような情報の発信だと

思います．そこで上記の中でも「メッセージ性」を特に重視し，単なる解説文ではなく，新たな研究に発

展するきっかけになるような内容やメッセージが含まれるような内容を目指しています．また，本領域は

その歴史をみても明らかなようにかなり成熟した分野であるため，その内容は高度に専門化され，初学者

や領域外の研究者にとって，場合によっては領域内でも分野の少し異なる人にとっても敷居が高く習得が

難しい傾向にあります．そこでそのような傾向を少しでも緩和する役割を果たせるような内容も目指して

います．

　このような観点から，以下のような構成にしました．まずこれまで研究がある程度進んでいるトピック

について全体を俯瞰した記事として「トピックス」を設けました．また本領域の目的の 1 つである若手

育成という観点からから，若手による全く新しい試みの紹介を目的とした「最近の研究から」記事を設け，

さらにできるだけその内容に関連した写真，図面で表紙を飾っていただくことにしています．さらに気楽

に読める記事として「コーヒーブレーク」を設けています．本号では「コーヒーブレーク」記事として「お

気に入り論文」を切り口に著者が普段面白いと思っていること，言いたいことなどざっくばらんに書いて

いただきました．今後，用語解説などをクイズ形式にした記事など，初学者，領域外の方に楽しく勉強し

ていただける内容も考えています．最近では大学院生までもが海外に行き，研究をする機会が多くなりま

した．そこで海外で活躍している研究者の様子を初めとした海外の様子がわかるように「海外便り」コー

ナーを設けました．また，大学院生など新たに勉強を始める方は「関連図書紹介」をぜひ参考にしてくだ

さい．その他，国際会議，研究会，領域情報など領域に関連する情報も掲載しています．

　今後，皆さんに原稿の執筆をお願いすることがあるかもしれませんが，その際はぜひ上記の方針を念頭

に大胆な原稿をお願いいたします！！

お 知 ら せ
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編集後記
　ニュースレターを読む（パラパラめくる）側から編集する側に立ち，各記事を熟読させて頂きましたが，

ここで改めて見えてきたことは，多数の執筆者による様々な切り口の記事を通じて，本新学術領域研究の

今を見渡し，今後進むべき方向のヒントを感じることができる（ような気がする），ということです．多

忙な合間を縫って本誌に寄稿して頂いた方々に，読者を代表してお礼を申し上げたいと思います．

　評価委員の先生方から本新学術領域研究に対するエールを今回頂きましたが，ここでは，物性研究の中

で関連する他分野を含めた広い視野の中での本研究領域の位置づけや本研究領域が持つ特性を再認識さ

せて頂きました（ニュースレター前号の「新学術領域研究発足に寄せて」の記事も合わせて）．これらの

記事の中に現れる「野蛮な冒険」，「非主流派」，「beyond guided serendipity」などの言葉は，今後我々が進

めるべき研究のあり方を考える上で，我々が持つことを期待されている心意気を表しているのでしょう．

"Stay hungry, stay foolish." (The Whole Earth Catalog 1974 年版より）の様なメッセージの香りが漂うニュー

スレターを今後も提供できればと個人的には思っています．

　一方で，「編集委員会からのメッセージ」で紹介されているように，本ニュースレターはもちろん実効

的効能を持ち合わせていますのでご活用頂ければと思います．「トピックス，最近の研究から」は，研究

のエッセンスを短時間で把握，整理することを助けます．「海外便り」では，滞在者の目を通して，海外

研究施設の顔がよく見えるようになるでしょう．「関連図書紹介」では今回「重い電子系」の教科書紹介

を通じてプロフェッショナルへの登山道を示して頂きましたが，今後，非従来型超伝導，多極子，非線形

局所振動などのキーワードが取り上げられることを期待しましょう（ご協力お願いします）．とても１人

ではカバーしきれない国際会議に参加した後は，「国際会議報告」にて，見逃した講演内容を教えてもらっ

たり、異なる視点からの解釈を示してもらったりできるでしょう．

　本号からニュースレターの編集作業には，Adobe 社の InDesign という多彩な機能満載のプロ向け出版

用編集アプリケーションを使用し始めました．これは，スクッテルダイト特定のニュースレター出版にお

いて播磨さんが利用されていたものです．700 ページ強の PDF 版マニュアルを参照しながら，使用法を

ゼロから習得するのは相当なストレスになるだろうと気が重たかったのですが，播磨先生の指導のもと，

広島における第２回研究会後の編集委員７名の居残り特訓で，最低限使いこなせる状態に予想以上に早く

到達することができました．あーでもないこーでもないと多人数で試行錯誤する（問題を共有する）こと

の有効性を久しぶりに感じた新鮮な一時でした．　　　　　　　　　　　　　　　　　( 青木 勇二 )　　

　　

お 知 ら せ
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