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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　

はじめに
　最近，カゴ状構造の物質が示す特異な物性に注目

が集まっている．カゴに内包されたゲスト原子がゆ

とりのあるカゴ内で大振幅の振動をしている系で，

強結合超伝導や重い電子的挙動，さらには熱伝導の

ガラス的挙動などの物性が見出されてきた．具体的

な例として，充填スクッテルダイト，ベータパイロ

クロア酸化物，クラスレートなどがある．これらの

構造は，対称性の高いカゴが３次元的に結合してい

るという共通性をもつ．このうち，ゲスト原子とし

て磁性希土類イオンを含む充填スクッテルダイトで

は，多極子秩序や重い電子の超伝導，金属−絶縁体

転移，磁場に鈍感な重い電子状態など多彩な強相関

現象を示すことが知られている．そこでわれわれは，

充填スクッテルダイトと同様に希土類が球対称に近

いカゴに内包された構造を持つ RT2Zn20 (R: 希土類 , 

T: 遷移金属 ) に着目した．今回は，4f 2 配位の非ク

ラマースイオンである R = Pr の系に絞って，その

特異な物性について報告する．

カゴ状構造を持つ RT2Zn20

　 カ ゴ 状 化 合 物 RT2Zn20 は 図 1 に 示 し た 立 方 晶

CeCr2Al20 型結晶構造をとる 1)．ここで R は 16 個の

Zn だけで作られたカゴに，T は 12 個の Zn だけの

カゴに内包されている．そのため，R-R, T-T, R-T が

最近接にくることはなく，R-R 間の距離はもっとも

近いところで 6 Å 程度となる．また，R 副格子はダ

イヤモンド構造と，T 副格子はパイロクロア格子と

等価である．R サイトの点群は立方晶系の Td であり，

充填スクッテルダイトの Th とは異なる．R を含む

カゴは球対称に近いため結晶場効果は小さくなり，

また R は多くの Zn に囲まれているため 4f 電子と

伝導電子の混成は全体として大きくなることが予想

される．これらのことから，RT2Zn20 では多極子自

由度が絡んだ相転移や重い電子状態，近藤効果など

の強相関現象などが発現すると期待された．R = Yb

の YbT2Zn20 に関しては，ここ数年国内外で精力的

に研究が進められてきた．特に T = Co の YbCo2Zn20

では低温で電子比熱係数 γ が 8 J/K2 mol という大き

な値に達し 2)，結晶場効果は小さい 3)．さらに圧力

下で磁気秩序相が誘起されることから，量子臨界点

近傍にあると考えられている 4)．また YbIr2Zn20 で

は，dHvA 実験により大きなサイクロトロン質量を

もつバンドが見つかっている 5)．U を含む UIr2Zn20, 

URu2Zn20, UCo2Zn20 でも γ はそれぞれ 450, 190, 500 

mJ/K2 mol に 達 し， 重 い 電 子 状 態 が 実 現 し て い

る 6,7)．

立方対称にある Pr イオン
　われわれは，4f 電子を２個持つ Pr イオンを含む

PrT2Zn20 に着目した．Pr3+(L = 5, S = 1) のフント則に

よる基底状態は J = 4 であるため非クラマースイオ

ンとなり，2J+1 = 9 重に縮退している．ここで Pr3+

の点群は立方晶系 Td であり，結晶場分裂は Oh の場

合と同様，ΠJ=4 = Γ1+Γ3+Γ4+Γ5 と表される．（ここで
ΠJ=4 は全角運動量 J = 4 の可約表現を，Γn は点群 Td

での既約表現を示す．）つまり，基底多重項は Γ1 一

重項，Γ3 二重項，そして Γ4 と Γ5 の三重項に分裂する．

このうちでどれが最もエネルギーの低い結晶場基底

図 1　立方晶 RT2Zn20 (R = 希土類 , T = 遷移金属 ) の結
晶構造 1)．R 副格子と T 副格子はそれぞれダイヤモン
ド構造とパイロクロア格子と等価である．
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状態となるかは，当然のことながら Pr3+ 周りの電荷

分布によって決まる．このうち Γ1 一重項はそれ自

体で非磁性の基底状態となりうる．Γ3 は非磁性の

二重項であるが，その縮退を磁気秩序で解くことは

できない点で，Ce3+(4f 1) や Yb3+(4f 13) のクラマース

二重項とは異なる．Γ3 二重項は多極子である四極

子 O2
0, O2

2 と八極子 Txyz の自由度をもつので，もし

このうちのいずれかが秩序化すれば，Γ3 二重項の

縮退は解かれる．点群 Oh の例ではあるが，PrPb3 の

結晶場基底状態は Γ3 二重項で，0.4 K で反強四極子

秩序することが知られている 8-11)．一方，結晶場基

底状態が Γ3 二重項でありながら多極子秩序を起こ

さない PrInAg2 や PrMg3 では，四極子近藤効果の可

能性が議論された 12-14)．ここでは，多極子自由度に

よる近藤効果（多チャンネル近藤効果）によって，

局在 4f 電子のエントロピーが消費される．それに

伴って，低温で非フェルミ液体的振る舞いが表れる

と予言されている．実際，PrxLa1–xPb3 では，x < 0.05

の四極子秩序しない Pr 希薄領域で，低温での比熱

が非フェルミ的振る舞いを示す 15)．このように，Pr

サイトが立方対称にあれば Γ3 が結晶場基底状態と

なる可能性があり，その場合には多極子特有の物性

が発現するだろう．しかし不思議なことに Γ3 が基

底状態となる例は少なく，ほとんどの場合 Γ1 非磁

性基底状態が実現している．この点からも，Pr が

点群 Td にある PrT2Zn20 の物性ならびに結晶場の解

明を焦眉の課題として位置付けた．

多彩な物性を示す PrT2Zn20 (T = Ru, Ir)
　われわれは PrT2Zn20 (T = Ru, Ir) の純良試料を育

成し，超伝導や構造相転移，重い電子的振る舞い

を見出した 16)．図 2 のように，非磁性の La を含

む LaRu2Zn20 と LaIr2Zn20 で は そ れ ぞ れ TC = 0.2 K

と 0.6 K で超伝導転移が起こる．また Pr 化合物の

PrIr2Zn20 も TC = 0.05 K で超伝導転移を示す．Pr イ

オンを含む金属間化合物の超伝導としては，充填ス

クッテルダイトに続く２例目である．後述するよう

に，PrIr2Zn20 では比熱を温度で割った C/T が 0.4 K

で 5 J/K2 mol に達し，また結晶場基底状態は Γ3 の

可能性が高いので，超伝導と多極子自由度の相関が

興味深い．一方，PrRu2Zn20 は 0.04 K まで超伝導を

示さない．

　図 3 に示すように，PrRu2Zn20 は TS = 138 K 付近

で相転移を起こす．非磁性の LaRu2Zn20 も 150 K 付

近で同様の相転移を示すので，この相転移は 4f 電

子の磁性に起因するものではない．LaRu2Zn20 の磁

化率は TS 以下で下がるので，伝導電子の状態密度

が TS で減少していることが分かる．電子線回折実

験では，TS 以下で [110] 方向の格子変調が観測され

ていることから，PrRu2Zn20 では TS 以下で Pr サイ

トの立方対称が破れているはずである．また 0.04 K

まで 4f 電子起因の相転移を示さないことは，結晶

場基底状態が非磁性一重項であることを示唆して

いる．実際，3 K 付近のショットキー異常はギャッ

プを 8 K とした一重項—一重項モデルでほぼ再現で

きる（図 3 参照）．一方で，磁化率は 2 K まで Van-

Vleck 常磁性の振る舞いを示さず，低温に向かって

上昇し続ける．この振る舞いを上記モデルで説明す

ることは困難であり，結晶場分裂を決定するために

非弾性中性子散乱実験を進めている．

　一方，PrIr2Zn20 は上記のとおり TC = 0.05 K の超伝

導体である．磁化率は降温とともに一定値に近付く

Van-Vleck 常磁性の振る舞いを示す．これより，結

晶場基底状態は非磁性であろう．非磁性の LaIr2Zn20

は TS = 200 K 付近で相転移を示すが，PrIr2Zn20 では

この温度領域で異常がみられないため，Pr サイト

の点群 Td は低温まで保たれているはずである．図 2

の内挿図に示すように C/T は降温とともに増加し，

0.4 K で 5 J/K2 mol という巨大な値に達する．この

ことから，低温で重い電子状態を形成している可能

性がある．また比熱は 10 K 付近にショットキー異

常を示し，その振る舞いは結晶場基底状態を Γ3 二

図 2　PrRu2Zn20 （◯）, LaRu2Zn20 （▼）, PrIr2Zn20 （□）, 
LaIr2Zn20（▼）の交流磁化の温度依存性 16)．実線は
LaIr2Zn20 の電気抵抗率（右軸）．挿入図は LaIr2Zn20 の
比熱の温度依存性．
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重項，第一励起状態を三重項とすることでほぼ再現

される．磁化の異方性からは，第一励起状態は Γ4

三重項であると予想される．もし Γ3 が結晶場基底

状態であるとすると，その縮退はさらに低温で解か

れるはずである．何らかの相転移を示すか，あるい

は多極子自由度による多チャンネル近藤効果が現れ

る可能性もある．いずれにしても多極子自由度が低

温物性を担っているはずであり，超伝導とどのよう

に関わっているのか，新たな物理が潜んでいる．

今後の展望について
　カゴ状化合物 PrT2Zn20 (T = Ru, Ir) の純良試料の育

成に成功し，その構造不安定性と低温物性について

調べた．これまでのところ磁性と伝導しか測定して

いない．今後，4f 電子の結晶場や磁気（多極子）相

関，そしてカゴ中のゲスト振動状態やフォノンに関

する情報を得るために，中性子散乱やラマン散乱 , 

NMR, 放射光実験などの微視的手法による研究が不

可欠である．また，この系では多極子自由度が低温

で重要な役割を担っていると思われるので，希釈冷

凍機を用いた 0.1 K 以下までの極低温領域での物性

測定を進めているところである．
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微視的理論による
エキゾティック超伝導へのアプローチ
　柳瀬　陽一　　新潟大学理学部　

はじめに
　強相関電子系における異方的超伝導という概念は

既に定着した感があります．その中で重い電子系の

超伝導が重要な位置を占めていることは言うまでも

ないでしょう．その一つの理由は，エキゾティック

な対称性の破れを伴う超伝導体の存在だと思いま

す．

　一般に，エキゾティック超伝導は ( クーパー対の

) 内部自由度と密接な関係があります．例えば「ス

ピン三重項超伝導」にはスピン自由度があり，「FFLO

超伝導」は全運動量に由来する自由度を持ちます．

また，相対角運動量に由来する自由度が残る場合も

あります．これらの自由度から時間反転対称性や空

間対称性の自発的破れが起こります．それとは逆に，

結晶構造などの外的要因に対称性の破れが生じるこ

とによって新しい自由度が現れる場合もあります．

「空間反転対称性が破れた超伝導」はその典型的な

例です．

　このような内部自由度を持つ超伝導の理論研究に

は長い歴史があります．その中で私は明らかに新参

者ですので，研究を始めるにあたってそれまでに「主

流派」であった研究とは異なるスタイルが必要にな

ります．私は「微視的理論」に基づく研究にそれを

求めています．それは，主流であり続けている「現

象論的理論」では得られない新しい知見を与えてく

れます．もちろん両者は相補的な存在ですので，両

者を組み合わせることこそが有用になります．その

ようなスタイルで行ってきた我々の研究を，簡単に

紹介させていただきたいと思います．

スピン三重項超伝導体の d ベクトル
　スピン三重項超伝導体にはスピン自由度に由来す

る多成分秩序変数が存在し，それは d ベクトルと

呼ばれます．その研究には長い歴史があり，古く

は超流動ヘリウム 3 の研究がありました．そして，

UBe13 や UPt3 などの重い電子系超伝導体がスピン

三重項超伝導研究の幕開けとなりました．その後，

Sr2RuO4 が重要な研究対象となり，スクッテルダイ

ト化合物 PrOs4Sb12 において時間反転対称性の破れ

た超伝導相が発見されたことも注目を集めました．

最近では，UGe2，URhGe，UCoGe などの強磁性超

伝導が発見され，新しいタイプのスピン三重項超伝

導体として注目を集めています．

　このような歴史の中で，長い間，微視的理論によ

る d ベクトルの研究は困難であるとされてきまし

た．その一つの理由は，スピン軌道相互作用の取り

扱いが難しかったことです．スピン軌道相互作用が

ある系の超伝導理論を展開するためには多軌道模型

を採用する必要があります．しかし，多軌道系の超

伝導理論が一般的になったのはごく最近のことで

す．そこでスピン軌道相互作用を取り扱うのはさら

に困難なことです．

　実は，私が修士 1 年生だった時に当時の研究室の

教官から与えられたテーマが「UPt3 の d ベクトル

を記述する微視的理論」でした．私なりにいろいろ

と考えたつもりでしたが，何も出来ずに終わりまし

た．今から考えると出来るはずのない研究でしたが，

スピン三重項超伝導の面白さには心惹かれました．

　その後，東京大学に職を得てから，もう一度

ス ピ ン 三 重 項 超 伝 導 の 研 究 を 始 め ま し た． そ

の 発 想 は，「UPt3 よ り は Sr2RuO4 の 方 が 電 子 状

態 が 簡 単 な の で， 後 者 か ら 始 め れ ば 何 と か な

る か も し れ な い 」 と い う も の で し た． そ れ で

も「難しい」「出来るはずがない」といったコ

メントを幾つもいただきましたが，ともかくや

ってみると，意外と簡単に答えが出てくること 

が分かりました．「意外と簡単」と書いた理由の一

つは，電子間相互作用の性質によらない幾つかの厳

密な法則が得られたことです．下の表 1 はその一例

です 1,2)．具体的には，多軌道ハバード模型や多軌

道周期アンダーソン模型を摂動展開すると，各次数

の摂動項が d ベクトルに関して同じ性質を持ちま

す．それは，電子の局所軌道が持つ対称性からあ

る種の選択則が出てくるからです．GL (Ginzburg-
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H//x

T
図 1　文献 4) において提案された Sr2RuO4 の超伝導相
図．低磁場領域でカイラル超伝導， 高磁場領域で非ユ
ニタリー超伝導が安定となります．

(0,π)

(π,0)

(π,π)

(0,0)
図 2　CePt3Si に対して計算した超伝導ギャップの運動
量依存性 8)．(kx,ky) = (π/3,0) 付近から延びるラインノー
ドはスピン軌道相互作用の幾何学的性質に由来します．

表 1　結晶対称性，電子の局在軌道，超伝導対称性に
よって d ベクトルの方向と異方性 (d ベクトルの向き
による超伝導転移温度の変化 ) が決定されることを示
す表 1,2)．

Landau) 理論を代表とする現象論は結晶対称性と超

伝導対称性から出発します 3)．それに加えて局所軌

道の対称性を考慮することで，可能な超伝導相の構

造が絞り込まれたことになります．

ただし，このような選択則はスピン軌道相互作用が

弱い時にのみ有効です．具体的には，スピン軌道相

互作用に関して 1 次の項が持つ性質です．この状況

設定は Sr2RuO4 のような d 電子系では正当化されま

す．しかし，重い電子系のようにスピン軌道相互作

用がフェルミエネルギーよりも大きい場合には，さ

らなる理論の進展が必要となります．それが，この

新学術領域において私が目指す課題の一つです．

　次に，表 1 に基づいて Sr2RuO4 の d ベクトルを解

析した結果について紹介します．この物質の超伝導

は主に dxy 軌道の電子から生ずることが分かってい

ます．実は，この場合はスピン軌道相互作用の 1 次

項が消失します．そのことから，d ベクトルの異方

性が非常に小さいことが結論されます．しかし，2

次以上の項による弱い異方性を計算して d ベクトル

の方向を決めるにはもう一苦労が必要になります．

表 1 には 3 軌道ハバード模型を 3 次まで摂動展開し

て求めた d ベクトルの結果が記されています．その

結果を基に磁場中の超伝導多重相図を決定した結果

が図 1 です 4)．カイラル超伝導相から非ユニタリー

超伝導相へと移り変わる様子が描かれています．高

磁場側の転移ラインは厳密にはクロスオーバーです

が，比熱を計算すると一見 2 次相転移のように見え

ます．これは，Sr2RuO4 の超伝導相図の謎に対する

解答となりました 5)．その後，低磁場側の相転移ラ

インについても実験的な報告がありました 6) が，決

定的証拠と呼べるには至っていないようです．

空間反転対称性のない超伝導
　空間反転対称性がない系の超伝導には幾つかの特

徴的な性質があります．その代表例がスピン一重項

超伝導とスピン三重項超伝導の混成です．他に電気

磁気効果，ヘリカル超伝導相，異常な常磁性効果，

等が挙げられます．前々回のニュースレターにおい

て藤本氏が丁寧な解説 7) を書かれていますので，こ

れらの詳細については氏の解説やそこで引用された

総説記事を参照して下さい．

　空間反転対称性が破れた系では，非対称スピン軌

道相互作用が興味深い現象の源となります．ラシュ

バ型スピン軌道相互作用はその代表例です．このス

ピン軌道相互作用の起源として，電場中を走る電子

に働く相対論効果，という説明がしばしばなされま

す．しかし，f 電子系のスピン軌道相互作用は主に

原子核の近くで働くとされています．この両者の説

明に齟齬を感じたので，まずは非対称スピン軌道相

互作用の強束縛近似による導出を行いました．その

結果，パリティが異なる軌道の混成と原子内スピン
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軌道相互作用の協力効果としてラシュバ型スピン軌

道相互作用を導出することが出来ました 8)．その結

果を見ると，それまで仮定されてきたスピン軌道相

互作用の表式が ( 多くの場合 ) 正しくないことが分

かります．そこで，より現実的なスピン軌道相互作

用を考慮すると，幾つかの興味深い性質が発見され

ました．その一例は，幾何学的に安定なラインノー

ドの存在です ( 図 2)．これは対称性によって守られ

ていないのに，スピン軌道相互作用の幾何学的性質

によって守られている，少し風変わりなラインノー

ドです 8,9)．

　このような興味深い性質の多くはスピン三重項ク

ーパー対が支配的な場合に現れます．( 空間反転対

称性がない超伝導研究の端緒となった ) 重い電子系

超伝導体 CePt3Si に対する理論はそのようなクーパ

ー対を示唆します 8)．また，CePt3Si の超伝導特性

は幾つかの点で典型的な反転対称性がない超伝導体

と異なります．それは，スピン三重項クーパー対が

支配的なラシュバ型超伝導が反強磁性と共存した結

果として理解することが出来ます 8)．このような理

解が正しければ，CePt3Si は Ce 系で初めてのスピン

三重項超伝導体ということにもなります．

Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov (FFLO) 超伝導
　FFLO 超伝導は，有限の重心運動量をもつクーパ

ー対の凝縮相です．BCS 理論ではクーパー対の重

心運動量はゼロであることが仮定されていますか

ら，両者は異なるものです．FFLO 超伝導の理論的

予言は 40 年以上前に遡ります 10)．その直後から実

験的探索か行われたようですが，実際に FFLO 超伝

導の有力な候補となるものが現れたのはごく最近で

す．それは，重い電子系超伝導体 CeCoIn5 の低温高

磁場領域に第 2 の超伝導相が発見されたことにより

ます 11)．現在では，幾つかの有機超伝導体もその候

補と考えられています．また，冷却原子気体やクォ

ーク物質といった全く異なる分野でも FFLO 相の研

究が進められています．考えてみれば，BCS 理論

は電子系に限定されたものではなく，引力フェルミ

オン系に共通する理論です．そう考えると，FFLO

相が物理の様々な分野に顔を出すのも自然なことな

のかもしれません．

　ところで，なぜ 40 年近く経ってようやく FFLO

超伝導が我々の前に現れたのでしょうか ? FFLO

超伝導の条件として，(1) パウリ極限に近いこと，

(2) クリーンであること，が知られています．こ

の 2 点は重い電子系が得意とするところであり，

CeCoIn5 は特にこれらの条件を満たしています．そ

れらに加えてもう一つ重要と考えられたのが，反強

磁性量子臨界点の存在です．このような強相関電子

系に特有の問題と FFLO 超伝導の関係はほとんど調

べられていませんでしたので，我々の研究はその点

から着手しました．その結果，反強磁性量子臨界点

の近傍で FFLO 超伝導が安定となることが分かりま

した 12)．CeCoIn5 を初め，FFLO 超伝導の候補とな

る物質が全て反強磁性量子臨界点に近いことは大変

示唆的です．

　ところが，CeCoIn5 における FFLO 超伝導の可

能性には一つの疑義が示されています．それは，

CeCoIn5 の低温高磁場超伝導相において反強磁性秩

序が発見されたことによります 13)．つまり，この相

の正体はそれほど単純ではないということです．こ

の反強磁性の起源として幾つかの理論的提案がなさ

れており，それらは以下の二つに大別されます．一

つはペア - 密度波 (PDW) と超伝導の共存によるも

のであり 14)，もう一つは FFLO 超伝導相の内部で反

強磁性が生じたと解釈するものです 15)．我々は微視

的理論に基づいて後者の可能性を提案しました．そ

の際，CeCoIn5 の相図の特徴を圧力・磁場依存性を

含めてよく再現することができました．そこで重要

な役割を果たしたのが，FFLO 相におけるアンドレ

ーエフ束縛状態の出現です．反強磁性量子臨界点近

傍で束縛状態に由来する大きな局所状態密度が現れ

ると，反強磁性秩序が引き起こされるからです．ま

た，PDW 相との混成も定量的に重要であることが

分かりました．

　これらの結果は，CeCoIn5 における反強磁性秩序

の存在が FFLO 相の可能性を否定するものではな

く，むしろ支持するものであることを示しています．

しかし，状況がやや複雑になったことは事実で，よ

り直接的な実験的証拠が求められています．この新

しい超伝導相の正体を探るべく NMR や中性子散乱

の実験が進められており，我々も新しい理論的提案

の準備を進めています．また，京都大学松田グルー

プによって作成された CeCoIn5 の人工超格子の研究

にも注目しています 16)．この系は FFLO 超伝導の研

究には理想的な系ですので，大幅な進展が期待でき
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ます．

おわりに
　ここまで，エキゾティックな対称性を持つ超伝導

に焦点を絞り我々が行ってきた研究を駆け足で紹介

させていただきました．私はこれから改めて「面白

い超伝導」を研究したいと思っています．そう思う

と，自然と心は重い電子系に引き寄せられていきま

す．その意味でも，本新学術領域のメンバーとして

研究を進める機会をいただいたことに心から感謝し

ます．この領域を見て感じることは「真に重要な概

念を生み出す・追及する」という強い姿勢です．私

自身はここで紹介した研究の方向性がその姿勢に恥

じないものと信じています．それを形として残せる

よう日々研鑽を積みたいと思います．

どうぞ新潟へ
　私事ですが，昨年 10 月に東京大学から新潟大学

へ異動しました．新潟大学には重い電子系あるいは

超伝導に関する 4 つの実験グループ ( 後藤，武田，

山田，佐々木の各研究室 ) があり，物性理論研究室

には家富，大野，柳瀬，奥西の 4 名がスタッフとし

て在籍しています．工学部には今年から椎名亮輔さ

んも着任されました．博士課程の学生さんが多いこ

とからも分かるように，物性理論研究室では毎日に

ぎやかに研究をしています．また，魚介類やお米に

代表される食べ物やお酒のレベルが高いことも新潟

の自慢です．この春には物理学会もあります．みな

さまが新潟大学を来訪されますことを心よりお待ち

しております．
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パウリ常磁性の強い超伝導と高磁場反強磁性
　池田　隆介　　京都大学理学研究科　

　本新学術領域の中で私の公募研究のテーマは，パ

ウリ常磁性の強い超伝導の新奇現象の解明を目的と

した理論研究で，磁場下の重い電子系超伝導に特有

な題材である．この理論研究の対象は CeCoIn5 を中

心とした反強磁性揺らぎの強い d 波超伝導を示す物

質群であるが，( 理論研究はその成果が普遍的にな

るのを期待して行われる場合が多いので当然であ

るが ) この研究の適用対象は重い電子系に限られな

い．

　CeCoIn5 の高磁場超伝導現象に私が関わり始めて

もう 7 年ほどになるが，この現象の理解はいまだ十

分でない．それどころか，実験事実との整合性を追

求するにつれて ( 私は期待しなかったのだが ) 次第

に問題は複雑化してきている．この題材に関わる前

の私の興味は，銅酸化物超伝導体 (HTSC) における

高磁場域のネルンスト係数の測定等に関連して，超

伝導揺らぎへのパウリ常磁性効果に向けられていた

( 最近の学会誌の解説記事 1) を御参照下さい ) が，

井澤・松田らの熱伝導度による CeCoIn5 の c 軸方向

磁場下での Hc2 不連続転移の発見 2) を知って，平均

場近似内でも関連する理論の整備が進んでいない磁

場下の超伝導の題材であることを認識したため，こ

の重い電子系超伝導への興味が深まった．

　次いで，c 軸に垂直 ( 面平行 ) 磁場下で実験が行

われて，不連続 Hc2 転移に加え，超伝導相の高磁場・

低温の隅に付加的な相 (HFLT 相 ) の存在が確認さ

れた 3)．以下では，この CeCoIn5 の面平行磁場下の

HFLT 相の理解に関する現状をお知らせする．c 軸

磁場下でも HFLT 相の存在がその後明らかになって

いるが，以下では主に面平行磁場下に限ろう．

　HFLT 相はその発見当初，上記の不連続転移の理

論の副産物として Fulde–Ferrell–Larkin-Ovchinnikov 

(FFLO) 超伝導相 4) が渦糸状態として実現したもの

とみなされ 5)，その後この解釈は多くの理論で採用

された 6)．超音波吸収の実験による渦糸格子弾性の 

HFLT 相での減少や HFLT 相が異常に脆弱であるこ

とを示したドーピング実験 7)，そしてそれらの理論

的説明 8) を通して，この相が ( 渦糸構造に加え ) 磁

場に沿って空間変調した超伝導相であることが確

実視される．しかし，これが唯一のストーリーで

ないことがその後の面平行磁場下の HFLT 相内での

反強磁性秩序の発見 9) により明らかにされた．こ

の反強磁性相は，それが HFLT 相内でのみ起こり，

Hc2 線の上の正常相は非磁性である，という点で異

常である．なぜなら，超伝導相と反強磁性相の共

存は，d 波対状態では起こりやすいが，それでも共

存よりも競合が期待される，というのが従来の描

像 10) だからである．共存相としてのみ現れるこの

反強磁性を説明するために，この HFLT 相を反強

磁性とカップルした d 波以外の超伝導相 ( 対密度

波 ) とみなす理論が提案された 11)．対密度波 + d 波

対秩序が反強磁性にとって「外部磁場」の役割を

果たし，そのために正常相では起こらないはずの

反強磁性が Hc2 以下であれば対密度波と一緒に実現

する，という解釈である．しかし，この対密度波

に基づいた描像では，上記の実験事実 7) の説明，パ

ウリ常磁性が特に強い系でのみこの相が実現した

ことの説明，を与えることは困難である．何より

も，対密度波状態の微視的起源の納得のいく説明

がない．むしろ，CeCoIn5 を含む複数の重い電子系

(CeRhIn5, NpPd5Al2) や高ドープ HTSC 等の d 波超伝

導には共通して反強磁性量子臨界現象が Hc2(0) 近く

に見られている，という事実に目を向ける方が重要

であろう．最近，従来の理論 10) をパウリ常磁性対

破壊が強い状況に単純に拡張すれば超伝導と反強

磁性の共存は容易に起きるようになること，その

ため Hc2(0) 直下のみで反強磁性相が出現するという

CeCoIn5 での結果は強いパウリ常磁性の結果として

自然に理解できること，が明らかにされた 12)．し

かも，FFLO 状態の超伝導秩序パラメタ Δ の空間変

調はこの反強磁性相との共存磁場領域を飛躍的に拡

げる．これらの内容を模式的に図 1 に示した．具

体的に，FFLO 相が出現する転移 (CeCoIn5 での 2 次

転移 ) 線付近では FFLO 構造の Δ = 0 面 ( ノーダル

最近の研究から
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面 ) 周辺で反強磁性が誘起される傾向にある 6) が，

FFLO 相奥深くではむしろ |Δ| が有限な領域で反強

磁性が誘起される傾向が見出される．ごく最近の

NMR 測定 13) で見られた特徴から判断すると，後者

の状況が実現している磁場域が CeCoIn5 の HFLT 相

の大部分を占めている．従って，変調に関する反強

磁性と Δ の間の相対位相の変換 ( 弱い構造相転移 )

が HFLT 相内，しかも 2 次転移線近くで起こる可能

性がある．過去の磁化データに見られた HFLT 相内

での異常なピーク効果 14) がこれに相当しているの

かもしれない．どうも，面平行磁場下の CeCoIn5 の

HFLT 相は FFLO と反強磁性との単なる共存相では

なさそうである．

　 一 方 で，c 軸 磁 場 下 の CeCoIn5 の HFLT 相 は，

NMR 実験 13) によれば反強磁性秩序を持たない純粋

な FFLO 相 5) である．この反強磁性の欠如はその臨

界揺らぎのモーメントの方向がやはり c 軸にほぼ

揃っていれば，定性的にはわかりやすい．

　現在，Hc2(0) を起点とした反強磁性量子臨界現象

と，面平行磁場下の Ce115 の超伝導と共存しての

み現れる反強磁性秩序の双方を説明できるアイデア

は文献 12) のみであると思うが，後者の反強磁性秩

序のみを説明するアイデアは他にも提案されてお

り 6,15)，また類似の現象は他の Ce 系 (Ce2PdIn8) でも

示唆されており 16)，暫くの間興味は尽きない．
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Hc2 (0)  直下における
反強磁性秩序化

FFLO  状態 不連続Hc2 -転移

d          - クーパー対
x  - y 22

パウリ常磁性対破壊

図 1 :   強いパウリ常磁性がもたらす様々な超伝導現象の
概念図.  図 1　強いパウリ常磁性がもたらす様々な超伝導現象の

概念図．
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　 充 填 ス ク ッ テ ル ダ イ ト 化 合 物 PrOs4Sb12 は

Tc = 1.85 K の重い電子系超伝導体である 1)．この物

質の最も大きな特徴は，Pr イオンの局在 4f 電子の

非磁性基底状態と四重極モーメントを持つ第一励起

状態とのエネルギー差 (ΔCEF) が 10 K 程度と小さい

ことであり 1)，この四重極モーメントが低温の重い

電子系形成や超伝導発現に重要な役割を果たしてい

ると考えられ，重い電子系の新舞台として注目を集

めている．

　これまで我々はピストンシリンダー型高圧セル

(P < 3 GPa)，インデンター型高圧セル (P < 5 GPa)2)

を 用 い て P = 3.82 GPa ま で Sb-NQR 測 定 に 成 功

し，(1) ΔCEF を常圧の約半分の 5 K まで抑制出来た．

(2) ΔCEF の減少に伴って低温まで電子相関が増大す

ることを見出した．(3) ΔCEF と Tc に相関があること

を見出した 3)．

　P = 3 GPa を超える圧力で Sb-NQR 測定を行った

のは本研究が初めてである．重い電子系圧力誘起

超伝導体における高圧下 NQR 測定は，ピストンシ

リンダーで間に合う試料が多く，最近では液媒体

での圧力分布まで考慮に入れた定量的な議論が出

来るまでになっている 4,5)．これに対し，PrOs4Sb12

は圧力に鈍感で，量子臨界点に到達するために

は P ~10 GPa 級 の 高 圧 が 必 要 と 思 わ れ る． 現 在

P > 5 GPa 級の圧力システムを構築中で，今後未踏

の P > 5 GPa 級 Sb-NQR 測定を行う予定である．

　本研究題目に沿った新しい結果が未だ無く大変恐

縮ではあるが，本稿では，最近我々のグループで見

出した，鉄砒素系圧力誘起超伝導体 CaFe2As2 にお

ける量子臨界現象とその近傍での超伝導について報

告したい．

　RFe2As2 (R = Ca, Sr, Ba；122 系 ) は LaFeAsO1–xFx
6)

と同様に，常圧で高温の正方相 (tetra.) から低温

の斜方相 (orth.) への構造相転移を伴う反強磁性

体 (TN ~150 K) であるが，加圧とともにそれらが抑

制され，超伝導が発現する．CaFe2As2 は臨界圧力

Pc ~0.5 GPa，超伝導転移温度 Tc(P) ~10 K である．Pc

及び Tc が低く，そして P > 0.5 GPa においてさらに

構造相転移 [tetra. → collapsed (c)-tetra.] が起きるこ

とが他の 122 系と異なる大きな特徴である 7)．この

構造相転移のため，液媒体を用いた圧力装置では圧

力分布のため低温で相分離が起きる．また，静水圧

下では c-tetra. 単相が実現するが，c-tetra. 相では超

伝導が発現しないとも指摘されている 7)．このよう

な事情から，これまでにこの物質の各相での電子状

態，超伝導に関する情報はほとんど無い．

　我々は，この物質の圧力下 NMR/NQR 測定を行っ

た．加圧には液媒体とピストンシリンダーセルを用

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

図 1　 左； CaFe2As2 の圧力相図．点線は構造相転移を示す．右；CaFe2As2 の As-NMR/NQR スペクトルの
圧力依存性．実線矢印は orth.，点線矢印は tetra.，破線矢印は c-tetra. 相をそれぞれ示す．

最近の研究から
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い，試料は粉末化した単結晶を用いた．我々の試料

では NMR コイルを用いた帯磁率測定から，P = 0.47， 

1.08 GPa でそれぞれ Tc(P) = 3.9， 4.1 K であった 7)．

　図 1 に CaFe2As2 の相図の概略図と As-NMR/NQR

スペクトルの圧力依存性を示す．常圧では orth. 相

の反強磁性秩序による内部磁場 (Hint ~2.5 T) による

ゼロ磁場 NMR スペクトル (ZF-NMR) がサテライト

ピークを含め 3 本観測された．この ZF-NMR 信号

は圧力下でも観測される．一方，P = 0.47 GPa では

ZF-NMR 信号に加えて高周波側にも一本スペクト

ルが観測された．これは tetra. 相からの As-NQR 信

号である．さらに加圧し，P = 1.08 GPa になると，

orth.+tetra. に加え，別の信号が 30 MHz 付近に現れ

る．この信号は c-tetra. 相由来の NQR 信号である．

圧力下の各相のスペクトルのピーク構造から，圧力

分布により低温で空間的に “ 明確な ” 相分離が起き

ていると考えられる．実際各相で測定した核スピン

– 格子緩和時間 (T1) はユニークに決まる 7)．

　図 2 に各相で測定した 1/T1T の温度依存性を示

す．orth. 相では TN 以下の残留フェルミ面を反映し

た 1/T1T = 一定の振る舞いが見られる．一方，tetra.

相では降温と共に 1/T1T は増大し，Tc(P) で超伝導転

移による減少が見られる．T > Tc の振る舞いを反強

磁性スピンゆらぎのモデル ; 1/T1T = const. + C/(T+θ)8)

でフィットした結果を実線で示す．θ は量子臨界点

への近さを示す指標である．P = 0.47，1.08 GPa に

おいてそれぞれ θ = 5.4 及び 6 K を得た．驚くべき

ことに，これは Tc = 23 K の LaFeAsO0.92F0.08 におい

て観測された θ = 39 K に比べて一桁も小さく 9)，こ

の物質の超伝導が量子臨界点近傍で発現していると

考えられる．

　 最 も 興 味 深 い の は P = 1.08 GPa の tetra. 相 と

c-tetra. 相の電子状態の違いである．c-tetra. 相では

1/T1T = 一定であり，超伝導転移も見られない．こ

の結果から CaFe2As2 の超伝導が tetra. 相で発現する

といえる．orth. 相における磁性と超伝導の共存の

問題も興味深いが，強い Hint のため 1.4 K までの測

定では orth. 相で超伝導は確認出来なかった．今後

の課題である．

　さて，最近のバンド計算によると，c-tetra. 相で

は鉄系化合物の特徴である多バンド構造のうち，
Γ 点付近のホール面が消失することが指摘されてい

る 7)．我々の結果と合わせて考えると，tetra. 相にお

ける電子相関，及びクーパー対の引力の起源はバン

ド間散乱である可能性が高い．

　最後に，超伝導ギャップ構造に注目する．図 3 は

tetra. 相での 1/T1 の温度依存性である．Tc 以上にほ

とんど圧力変化が見られないにも関わらず，Tc 以下

の振る舞いは全く異なる．挿入図に見られるように，

P = 1.08 GPa では他の鉄系超伝導同様マルチギャッ

プ的であり 9,10)，実線で示すように例えば d 波の超

伝導ギャップを 2 つ仮定するとよく再現出来る．一

方 P = 0.47 GPa では低温で 1/T1T = 一定になる．こ

れは超伝導ギャップ内に残留状態密度が存在するこ

と，すなわちギャップレス超伝導であることを強く

示唆する．超伝導状態の残留状態密度といえば，異

方的超伝導体における不純物散乱が疑われるが，本

実験は，全て同じ試料で行っており，圧力依存性が

あることから否定出来る．

図３　CaFe2As2 の 1/T1 の温度依存性．実線，点線はそ
れぞれ 1/T1 ∝ T，1/T1 ∝ T 3，を示す．挿入図は 1.08 GPa
の 1/T1T の温度依存性．

図 2　CaFe2As2 の 1/T1T の温度依存性．実線，点線はそ
れぞれ 1/T1T = const. + C/(T+θ)，1/T1T = 一定，を示す．

最近の研究から
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　同様のギャップレス超伝導や超伝導ギャップ構造

の圧力変化は，重い電子系超伝導体の量子臨界点近

傍において観測されている 4,11)．この場合 d 波超伝

導が量子臨界点近傍にて一次転移的に奇周波数超伝

導 ( ギャップレス ) に転移するという解釈が理論的

になされている 12)．鉄系超伝導体でも，Γ 点まわり

のホール面がアクティブでなければ d 波超伝導が発

現することが理論的に予測されており 13)，CaFe2As2

においても同じことが起きている可能性があるので

はないかと考えている．量子臨界点近傍のユニバー

サルな物理現象として興味深い．

　最後はあくまで推測の域を出ない話であるが，他

にこの物質の超伝導ギャップ構造の劇的な圧力変化

を説明するストーリーも無い．今後の系統的な研究

で，重い電子系も含んだ “ 量子臨界点由来の物理 ”

を展開できるようになればと期待している．

　本稿で述べた研究内容は，片山功多，佐藤英行，

菅原 仁，田渕貴久，X. H. Chen, 鄭 国慶各氏との共

同研究である．
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超音波測定を用いた量子臨界点近傍の探索
〜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　

　固体中の電子間相互作用の強さを示す指標となる

電子比熱係数 γ．極めて大きい γ 値をとる Yb 化合

物が，ごく最近注目を集め，その発現機構解明に多

くの関心が寄せられている 1-3)．希土類磁性イオン

を含む化合物の量子現象を理解する上で重要になる

のは，希土類の f 電子と伝導電子の間に作用する本

質的な二つの相互作用−近藤効果と RKKY 相互作

用−である．両者は競合する関係にあり，前者は希

土類 4f 電子に起因した磁気モーメントを伝導電子

が磁気的に遮蔽し，近藤一重項を形成する．一方，

後者は希土類 4f 電子間に伝導電子を介した間接交

換相互作用がはたらき，磁気秩序を生じさせる．両

相互作用は互いに相反する中，伝導電子が両方の相

互作用で極めて重要な役割を担っている．近年の実

験技術向上により，この相互作用を圧力，磁場ある

いは元素置換等の制御変数で調整してやることが可

能となり，両者が丁度拮抗する量子臨界点（QCP）

近傍付近で大変興味深い新規量子現象が報告されて

いる 4)．規格外の極めて大きい γ 値を低温で出現さ

せる Yb 化合物も，この QCP 近傍で多数出現して

いる．我々の研究課題は，この量子臨界点近傍の特

異な異常金属電子状態を超音波音速測定で探ること

にある．本稿では，現在までの研究進捗状況と今後

の展望を夢（妄想）も語りながら記す．

　量子臨界点近傍で物質の弾性特性が異常を示す記

述はいくつか報告されている．しかし，この QCP

は幾何学フラストレーション系が舞台となった系

についての超音波測定である 5)． 一方，近藤効果

と RKKY 相互作用の拮抗により生じた系について

は既に比熱，熱膨張等で QCP 近傍の異常物性（例

えば温度依存性など）は報告されているが，弾性定

数，超音波吸収による QCP 近傍の物性研究は殆ど

行われていない 6,7)． それは，当初観測された QCP

近傍の異常物性が多重極限下（特に高圧力，極低温）

におかないと出現しないため，多重極限下，特に高

圧力下での環境整備拡充が乏しかった超音波測定で

は，なかなか実験的にアプローチ出来ない領域であ

ったところに大きな理由の一つがある．我々が最近

注目し研究を進めている Yb 系化合物は，カゴ状構

造を有する YbTr2Zn20 (Tr = Co, Ir, Rh)，極めて大き

い γ 値をとる YbPtSb そして価数揺動系にも関わら

ず，温度変化で 4 つもの相転移を生じる YbPd，更に，

QCP 近傍に位置すると同時に，幾何学的なフラス

トレーション効果が加わり，その電子状態に大変興

味がもたれている YbAgGe である 8-12)． 誌面にも限

りがあるため，ここでは YbPtSb について最近の研

究と今後の展望について紹介する．

　YbPtSb は立方晶ハーフ・ホイスラー型結晶構造

（MgAgAs 型：F43m）を有する化合物である．この

系の特徴は，カゴ状物質の YbCo2Zn20 と同様に電子

比熱係数 γ が約 8000 mJ/mol K2 と極めて大きい値を

示す．YbCo2Zn20 と異なり TN ～ 0.4 K で磁気秩序を

示すことが報告されている 11, 13)． この系の超音波

図 1: YbPtSb の主要弾性定数の温度変化．縦の黒，青線は，
それぞれ弾性定数の軟化がはじまる温度，上昇する温度
を示す．高温部分の点線は，補助線．
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音速測定を行った．その結果を図 1 に示す．結晶

構造が立方晶であるため主要な弾性定数は縦波 c11，

横波 (c11–c12)/2 および c44 となる．注目すべき点は

２つある．一つ目は約 30 K で全てのモードにおい

て弾性定数の顕著な増加を示すことである．二つ目

は約 20 K 以下で低温に向かう顕著な弾性定数の軟

化（ソフト化）を示すことある．特に縦波 c11 に着

目しその一定磁場下における弾性定数の温度変化を

測定し解析すると興味深い振舞が明らかになる．ま

ず，約 20 K 以下で観測された弾性定数の温度変化

が見事に温度の対数に従うことである（図 2）．更

に興味深いことに，磁場を印加すると対数依存する

温度領域が徐々に狭くなり，印加磁場増加とともに

高温側へと移動していく．量子臨界点近傍の非フェ

ルミ液体領域では輸送現象の温度変化あるいは帯磁

率にベキあるいは対数温度依存が見られる．弾性定

数にもこうした特殊な領域で対数依存している可能

性がある．仮にそうだとすると弾性定数も量子臨界

点近傍の電子状態を明らかにする上で強力な実験手

段として名乗りを挙げられることになる．この点に

関してはまだ対数依存性の起源が明らかになってい

ないため，状況証拠でしかないことを述べておく．

そこで，弾性定数が温度に対して対数依存する振舞

についてより一般的に言及したい．対数温度依存の

例はこれまでにも報告があり，特に硝子の研究で豊

富な研究データの蓄積がある．つまり，イオンポテ

ンシャルが空間的，時間的にランダムな系におい

て，こうした対数的な温度依存性を弾性定数が示す
14)．この事実を念頭におきながら，QCP の電子状態

について考察する．QCP は良く知られているよう

に希土類の局在 4f 電子と結晶中の伝導電子間には

たらく本質的な２つの競合する相互作用（近藤効果，

RKKY 相互作用）が拮抗した状態である特異点で

ある．この点から僅かにずれた位置では，不完全遮

蔽のために磁気的あるいは電荷，多極子モーメント

の揺らぎが局在 4f 電子には残留している．この状

態に外部磁場を印加することで，磁気モーメント

の誘起が期待される．これは Yb3+ の安定と Doniach

相図内における秩序相側への移動に繋がると考えら

れる 15)． 物理的な解釈は今後の発展に期待すると

ころが大きいが，硝子で見られるランダムポテンシ

ャルと類似した状態が QCP 近傍で実現しているの

かも知れない．極最近，この特異点近傍でネマティ

ック相と呼ばれる一様でないフェルミ面の変形が生

じているのではないかという理論的な予言が報告さ

れている 16)．こうした液体的な相と硝子で見られる

ランダムポテンシャルに類似点があるのかも知れな

い．実際に QCP 近傍の電子状態を量子 Griffiths 相

として扱い，ランダムポテンシャル下での電子状

態について各種熱力学量を Landau-Ginzburg-Wilson 

(LGW) 汎関数を用いて計算し，グリューナイゼン

定数，熱膨張に対数的な温度依存性を示すことを明

らかにしている 17)． 最も注意を払わないといけな

図 2: YbPtSb の縦波 c11 の一定磁場中における温度変化．
図中の点線は補助線．矢印は補助線（温度の対数依存）
から逸れる温度を示す．

図 3: 温度の対数依存性がなくなる温度—磁場相図．点
線は補助線．
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いのは，YbPtSb の結晶構造である．ハーフ・ホイ

スラー型結晶構造はサイト置換が生じやすい系であ

り，実際に微視的な実験手段である，この系の核磁

気共鳴の実験からサイト置換の存在も指摘されてい

る 18)． その一方で，図 3 に示したように印加磁場

によってこの対数依存が変化することは QCP 近傍

の電子状態を本質的に見ているとも考えられる．現

在，QCP 近傍に位置した電子状態をとっていると

考えられている Yb 化合物について，腕力にまかせ

（著者の真骨頂！？），片端から超音波音速測定を行

い，データベース作成を行っている．このデータの

整理から QCP 近傍の電子状態形成機構に関する根

底に流れる物理を，新しい切り口である超音波音速

測定によって解き明かしていきたい．

　この研究は伊藤寛吉，上山徹，柏崎礼子，出戸和

久，七宮史崇，中村光輝，吉澤正人（以上岩手大学），

鈴木博之（物質・材料機構）各氏をはじめとする多

くの方々との共同研究成果です．また，小山岳秀，

水戸毅（以上兵庫県立大学），柳澤達也（北海道大学）

各氏には本稿を精読して頂き，有益な議論をして頂

きました．ここに深く感謝の意を表します．有り難

うございました．
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　公募で採択していただきました日本原子力研究開

発機構の髭本と申します．我々は東海村で稼働中の

J-PARC のミュオン実験施設を拠点として，ミュオ

ンスピン回転・緩和法（µSR 法）を主たる手法とし

た研究を行っております．J-PARC では 2008 年 9 月

に最初のミュオンビームが得られたばかりですが，

ビーム強度そのものとしては既に世界最高強度を達

成しており，応用を含めた様々な研究分野での実験

が進んでおります．µSR の実験装置についてはま

だ整備中の部分も多く，そのため海外の加速器施設

も相補的に利用しております．実際この原稿を準備

しているのもスイス PSI 研究所においてです．

　さて，µSR 実験がどのようなものであるかまだま

だ十分に理解されていないように思われます．この

手法は加速器で作られた素粒子ミュオンを用いた物

性研究手法で，約 30 年程度の歴史を持ちます．一

言で（乱暴に）述べるとミュオンのスピンを利用し

たスピン共鳴実験です．例えば核磁気共鳴実験は核

スピンの共鳴を見るのに対し，µSR では外から撃ち

込み，結晶格子の隙間に止まったミュオンのスピン

の共鳴を見ることになります．ミュオンスピンの状

態は，ミュオンが崩壊して出てくる陽電子を観測す

ることで行われます．この手法は多くの特徴を持ち

ますが，内部磁場に対しての検出感度が高いことな

どから，f 電子系のように小さな磁気モーメントが

関わる現象の検出には不可欠といえます．また加速

器で作られたミュオンは最初からスピンが完全に偏

極しているために外から磁場をかける必要もなく，

完全な零磁場条件でのミュオンスピン緩和を見るこ

とができることから，例えば特異な超伝導状態にお

ける微小磁場の検出などに威力を発揮します．我々

はこのような µSR 法を用いて f 電子系化合物の研

究に取り組んでおります．現在のところ以下のテー

マの研究を行っております．

量子臨界点近傍の磁気的状態
　ミュオンは感度が高いため微弱な磁場の検出が

可能です．さらに他の手法では見ることが出来な

い MHz 域の揺らぎを捉えることが出来ます．この

特徴を用いることで，量子臨界点近傍の磁気揺らぎ

の研究を行っております．我々が現在研究している

物質としては YbCo2Zn20, YbPtSb, CeCu2Si2 等があり

ます．例えば CeCu2Si2 では，基底状態において数

MHz 程度の揺らぎを伴う磁性が低温で存在し，常

磁性状態と相分離状態にあることを観測しておりま

す（図 1）．

　また，YbCo2Zn20 では最低温度においてスピン揺

らぎの存在を観測しております．図 2 は µSR のス

ペクトルですが，このように 50 mK においてもス

ピン緩和が見られ，小さな磁気モーメントの揺らぎ

による内部磁場であることがわかります．このこと

は，この物質が磁気秩序状態にはないことも示して

おり，量子臨界点近傍における特異な磁性状態にあ

ることを示唆しております．

多極子のダイナミクス
　一般に多極子秩序の実験的検出は容易ではありま

せん．多くの手法では磁場により誘起される成分を

検出することで多極子秩序状態を推定するのに対

し，ミュオンは基底状態そのものを観測することが

可能です．これはミュオンが対称性の低い位置に止

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

0 0. 5 1 1. 5 2

図 1　CeCu2Si2 における反強磁性成分と常磁性成分．最低
温度においても反強磁性成分は半分しかなく，残りは常磁
性のままとなります．

最近の研究から
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性決定を目指した研究を行っております．例えばス

ピンが 1/2 であるミュオンは，電場勾配の影響を受

けないため純粋に磁気成分だけを観測可能であるこ

とからナイトシフトを知る上で理想的なプローブで

あり，スピン対称性即ちスピン一重項の超伝導であ

るか，三重項の超伝導であるかの区別をつけること

が出来ます．また，零磁場中の µSR では時間反転

対称性の破れた超伝導の検証を行うことが出来ま

す．これは，クーパー対のスピンまたは軌道成分が

揃った場合に生じる内部磁場が観測されるか否かで

判断されます．µSR はこの検証に最適なツールであ

り，これまで PrOs4Sb12 などで威力を発揮しました．

我々はこれのさらなる検証にも取り組んでおり，新

たの例の模索を含めて研究を進めております．さら

に磁場侵入長の温度依存性から超伝導ギャップにお

けるノードの状態を調べることができます．

　これらの情報を統括することで，超伝導状態に

関しての大きな情報を得ることが出来ます．現在

Ce 系や Pr 系などの重い電子系超伝導体での研究を

行っております．近々新たな結果を報告することが

できるものと考えております．

　さて，このような研究から我々は基底状態におけ

る特異な状態や，多極子のダイナミクスなど動的，

静的な現象を明らかにしていきたいと考えておりま

す．µSR 法は意外な結果となることもあり，一筋

縄ではいかないことも多いのですが，慎重に議論を

進めていくことで新たな知見へとつながっていけば

と考えております．

　これらの研究は日本原子力研究開発機構の伊藤孝

氏をはじめとした多くの方との共同研究です．

まるため，例えば磁気八極子などの磁気多極子が作

る局所磁場がキャンセルされることなく検出できる

ことによります．またミュオンはスピン 1/2 である

ことから磁場にしか感度がなく，四極子秩序と八極

子秩序の区別をつけることが可能です．さて，我々

は新しい八極子秩序の探索を行っておりますが，実

際に八極子秩序が示唆されている系はほとんどあり

ません．系統的に多極子の状態を追うことが出来る

系として，SmX3 系を取り上げて研究を進めており

ます．この系では，多段転移が見られることが多

く，高次の多極子秩序が示唆される場合が多いので

すが，その素性は明らかではありません．例えば

SmSn3 では，4 段の逐次相転移が見られます．この

うち，9.9 < T < 10.9 K の II 相においては磁場依存性

等から四極子秩序の存在が提案されておりました．

しかし，我々の測定（図 3）では，II 相においても

内部磁場が存在することが明らかになりました．こ

のことは，II 相の秩序変数が四極子ではないことを

示唆しており，さらに高次の磁気八極子などの可能

性があることになります．他にも SmIn3 などでも同

様な結果が得られております．ミュオンの結果から

だけでは双極子と八極子を区別することは容易では

ありませんが，今後他の測定を含めて考察を進めて

いきます．

異方的超伝導の研究
　重い電子系で見られる超伝導は異方的超伝導状態

にあり，その全体像を知るにはあらゆる情報が必要

となります．特に，どのような電子対を組んでいる

のか，またどのような超伝導ギャップを有している

かは超伝導の発現機構を理解する上でも重要な情報

となります．我々は µSR 法を用いて対関数の対称

図 2　YbCo2Zn12 における μSR スペクトルの磁場依存性．

 

図 3　SmSn3 の μSR。12 K 以下で内部磁場の出現が見られ
ます．

最近の研究から
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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　　徳島大学大学院
　　　　　　　　ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部　

はじめに
　充填スクッテルダイトをはじめ，β −パイロクロ

ア，クラスレートなど，カゴ状構造を持つ物質にお

いて，ラットリングと呼ばれる内包イオンの非調和

振動と特異物性との関係についての研究が進めら

れている．その中で，核磁気共鳴（NMR）測定は，

物質の微視的電子状態を調べる手段として非常に重

要である．その特徴としては，サイト選択性という

利点を生かして，注目する原子核近傍の局所的な情

報が得られるという点である．

MPt4Ge12 (M = Sr, Ba, La, Pr) の微視的電子状態
　最近，Ge のカゴ状格子を持つ新奇充填スクッテ

ルダイト MPt4Ge12 (M = Sr, Ba, La, Pr) において超伝

導転移が報告された 1, 2)．超伝導転移温度 TC の高い

M = La, Pr の場合，M = Sr, Ba に比べて電子比熱係

数γ の値が大きい 2)．LaPt4Ge12 では，比熱測定に

おいてアインシュタイン比熱（ΘE = 96 K）が観測

され 2)，La イオンのラットリング効果が示唆されて

いるのに対して，SrPt4Ge12 及び BaPt4Ge12 ではラッ

トリング効果が見られず 3)，これらの電子状態の違

いは重要である．また， PrPt4Ge12 における強結合超

伝導 2) や点状ノードの存在 4) など，その超伝導機構

についても注目されている．ラットリングが誘起す

る β −パイロクロア型超伝導体の場合 5)，TC の上昇

に伴って強結合超伝導となり，また γ が増大するな

ど，これらとの関係も興味深い．

　本公募研究では，[Pt4Ge12]-cage 系のラットリング

に注目し，NMR 測定により各サイトの微視的電子

状態及び超伝導状態の特徴を詳細に調べ，cage 内

の内包イオンのラットリングが物性に及ぼす影響を

明らかにすることを目指している．特に，LaPt4Ge12

及び (Sr,Ba)Pt4Ge12 の微視的電子状態の比較から，

ラットリングとの関係について調べている．

　図 1 に，MPt4Ge12 (M = Sr, Ba, La) の 195Pt サイト

のナイトシフトの温度依存性を示す 6)．ナイトシフ

トは (Sr,Ba)Pt4Ge12 ではほぼ温度変化を示さないの

に対し，LaPt4Ge12 では顕著な温度変化を示す．こ

の振る舞いは帯磁率の温度変化とスケールし，バン

ド計算から示唆されるような，フェルミ面付近にあ

る状態密度の鋭いピークの影響であると考えられ

る．ラットリング効果が示唆されている LaPt4Ge12

では，(Sr,Ba)Pt4Ge12 の場合に比べ絶対値が大きく，

これは異方性の解析から得られた正で大きなナイト

シフトの等方的成分に起因し，Pt 6s 電子のフェル

ミ面への寄与が大きいことを示唆している．これ

は，[Pt4Ge12]-cage 中での内包イオンのラットリング

に Pt 6s 電子からの寄与が重要であることを示して

いるのかもしれない．

　このような 195Pt サイトの大きな正の等方的ナイ

トシフトは，アインシュタイン比熱が観測されラッ

トリング効果が示唆されている ThPt4Ge12
7) において

も同様に報告されており，ラットリング効果を示す

系の共通の振る舞いであると考えられる．

　次に，内包イオンサイトの電子状態について述

べる．図 2 に，LaPt4Ge12 の 139La サイトのナイトシ

フトの温度変化を示す 8)．195Pt の場合と同様，温度

変化はフェルミ面付近の状態密度の鋭いピークに起

因する．また，ナイトシフトの絶対値は小さく，Pt

に比べて La のフェルミ面への寄与が小さいことを

示しており，バンド計算の結果とも一致する．一方，
195Pt の場合と比べて温度変化が逆であり，挿入図の

図 1: 195Pt サイトのナイトシフトの温度変化 6)
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K -χ プロットの傾きが負，すなわち 139La サイトの

超微細結合定数が負であることから，La 5d 電子が

フェルミ面に寄与しており，その役割の解明が重要

であると思われる．

　プニクトゲンのカゴ状格子を持つ従来の La 系充

填スクッテルダイト化合物において，139La サイト

の超微細結合定数が負である系は，超音波分散を示

し，また 139La サイトとカゴサイトの核スピン−格

子緩和率の振る舞いが異なるなど，ラットリングに

関係すると考えられる振る舞いが観測されている．

　緩和時間測定からは，系の磁気励起などの動的物

性を評価できる．通常金属の核スピン緩和は伝導電

子の磁気的散乱が支配的であるが，カゴ状物質では

内包イオンのラットリングが緩和機構に寄与する．

　LaPt4Ge12 において，195Pt は核スピン I = 1/2 及び

四重極モーメント Q = 0 であり，緩和機構として磁

気緩和しか効かないため，電子系本来の振る舞いを

反映するのに対し，139La は I = 7/2 で Q ≠ 0 である

ため，四重極相互作用を通してラットリングによる

電場勾配の揺らぎが緩和機構に寄与し，両者の比較

から La イオンのラットリングの情報を引き出すこ

とができる．

　これまでに，β −パイロクロア酸化物 KOs2O6 
9) 

及び充填スクッテルダイト化合物 LaOs4Sb12 
10) にお

いて，緩和率の振る舞いが非調和ポテンシャルを考

慮した現象論的モデル 11) を用いて説明されている．

　図 3 に，195Pt 及び 139La の核スピン−格子緩和率

1/T1 から評価したラットリングによる緩和への寄与

を表す 8)．挿入図にも示すように，30 K 以上で 1/T1

が異なる温度依存性を示しており，La イオンの局

所的運動によるラットリングフォノンが，La サイ

トの緩和率に余分に寄与しているためであると考え

られる．その振る舞いは，KOs2O6 及び LaOs4Sb12 の

場合と同様に，非調和ポテンシャルを考慮した理論

モデルを用いて説明できる．

　また，ラットリングと超伝導との関係については，

ゼロ磁場下の超伝導状態の本質的振る舞いが観測で

きる Ge サイトの核四重極共鳴（NQR）測定 12) から， 

LaPt4Ge12 では，TC 直下のコヒーレンスピークが抑

制されており，ラットリングによる強いダンピング

効果に起因していると示唆される．一方，PrPt4Ge12 

では，コヒーレンスピークが観測され，点状ノード

を持つ異方的 s 波超伝導モデルで説明でき，その超

伝導機構の解明も今後の興味深い問題である．
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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　　九州工業大学大学院工学研究院　

はじめに
　この度は公募研究に採択して頂き有り難うござい

ました．宜しくお願い申し上げます．昨夏，磁性国

際会議 ICM2009 の参加中に堀田貴嗣先生から内定

のメールを頂き歓喜してから，もう１年が過ぎたの

かと時が経つのを早く感じています．（ちなみに写

真の背景は ICM2009 が開催されたカールスルーエ

の中心の広場にあるピラミッドです．）

　それでは先ず簡単にですが自己紹介をさせて頂き

ます．私は北海道大学理学研究科物理学専攻強相関

電子磁性研究室にて榊原俊郎先生（現，東大物性研）

の指導の元，重い電子系 CeRu2Si2 のメタ磁性に関

する実験的研究により博士 ( 理学 ) の学位を取得致

しました．以来，試料作成および基礎物性測定（磁

化，比熱，熱電能など）を実験手法とし f 電子系を

中心に研究活動を進めております．

これまでの研究の経緯
　本公募研究のこれまでの経緯ですが，学位取得後

に室蘭工大の城谷一民先生，関根ちひろ先生と新規

充填スクッテルダイト（LnRu4P12［Ln = 希土類元素］）

に関する共同研究をする機会を得たことが始まりで

した．それ以来，10 年以上にわたり新規充填スク

ッテルダイトの熱的物性測定（比熱，熱電能，熱膨

張）による物性評価を行ってきました．この間に幸

いにも " スクッテルダイト " 特定領域研究（H15-19）

に計画班分担者として参加させて頂きました．" ス

クッテルダイト " 特定領域では計画班（城谷・関根

班）の研究目的である新規充填スクッテルダイトの

創出のため，その基礎物性評価を役割分担として研

究を進めて来ました．

　ここ 15 年程の日本を中心とした精力的な研究か

ら，多 f 電子系及びカゴ状構造を持つ物質において
c-f 混成効果に起因した異常物性が見いだされてき

ました．これら異常な物性は従来の f 電子のスピン

の自由度を考慮するだけでは理解されず，多極子自

由度や強い非調和振動に起因したオフセンター振動

(" ラットリング ") の自由度が関与していることが

明らかとなったと思います．

　本研究題目にも入っているキーワードの１つであ

る ” ラットリング " ですが，スクッテルダイトの研

究当初から，そもそも " ラットリング " とは何か？

について自分なりの理解（定義 ?）を得たいと考え

ていました．近年は私が行っている基礎物性評価か

らも " ラットリング " について有益な情報は得られ

ないだろうか？また新規物質にて " ラットリング "

による異常な物性が見られないか？ということを意

識して研究を行ってきました．スクッテルダイト特

定にて多くの先生と議論を行うことができて，おか

げさまで今では自分なりに " ラットリング " ついて

スッキリしたところもあります．しかしながら，ま

だモヤモヤしたところもあります．まさにこの " モ

ヤモヤ " がこれから解明すべきところと思います．

今でも研究会や学会にて ” ラットリング ” の定義で

やや混乱がありますが，今はまだ概念が確立する過

程にあり，今後本質が明らかになるにつれて万人が

納得する ” ラットリング ” の定義が確立していくと

思っています．

研究内容と今後の抱負
　本公募研究は上述したこれまでの研究の発展的研

究として位置付けられ，研究設備の整備を進め，熱

的測定（比熱，熱電能，熱膨張）による統合的アプ

ローチから新しいタイプの重い電子状態の解明に焦

点を絞り研究を行っています．連携研究者として北

海道大学大学院理学院化学専攻の分島亮先生に加わ

って頂いています．分島先生は無機固体化学を専門

としており，新物質開発と基礎物性評価を行って頂

いています．

　本公募研究の研究項目は二つあり，それぞれ要

点を述べたいと思います．先ず研究項目（A）【多
f 電子系における混成効果による有効質量増大】で

は，Pr 系および Sm 系化合物おける質量増大につ

いて，系統的な熱的測定（比熱，熱電能，熱膨張）
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からその振る舞いの特徴（特性温度や結晶場励起

エネルギー）を明らかにすることを目標としていま

す．ポイントは低温で比熱 C/T が増大していても電

子比熱係数が増大しているとは限らず，熱電能 S/T

やグリューナイゼン定数 Γ = − ∂ lnT*/ ∂ lnV の増大

から，重い電子状態形成やその特徴を明らかにしよ

うとしている点です．

　次に研究項目（B）【ラットリングによる有効質

量増大と新奇現象を示す新物質探索】ですが，比熱

および熱膨張測定から非調和格子振動の指標である

格子的グリューナイゼン定数を系統的に評価し，低

エネルギーのラットリング現象の特徴を見いだすこ

とを進めています．また，ラットリングによる新奇

現象（重い電子形成や相転移）の発現を目指した新

物質開発を目標としています．

　新物質開発の一つとしては秩序型ケージ置換系充

填スクッテルダイト RT4 X6 X
 ʼ6 の創成を現在目指し

ています．これまでに熱電変換材料として非充填の

スクッテルダイトの秩序型ケージ置換系 TX1.5 X
 ʼ1.5

の研究の報告はありますが，充填スクッテルダイト

の秩序型ケージ置換系は未合成です．連携研究者

の分島先生は秩序型ケージ置換系 TX1.5 X
 ʼ1.5 (T = Co, 

Rh, Ir : X = Ge, Sn : X ʼ = S, Se, Te) の合成に成功し，

結晶構造と電子物性について研究を進めています．

その結晶構造について以下で紹介したいと思いま

す．

　スクッテルダイト TX3 と秩序型ケージ置換系ス

クッテルダイト TX1.5 X
 ʼ1.5 の結晶構造を図 1 に示し

ます．（さすがに未合成の RT4 X6 X
 ʼ6 の結晶構造を

示すのは気が引けるので示しません．）スクッテル

ダイト TX3 では T が単純立方格子をなしています．

８つの部屋の６つに X4 リングが向きを変えて入り，

対角の２つの空き部屋に R が充填されたのが充填

スクッテルダイト RT4 X12 です．X12 のカゴは R に

隣接した X4 リング（６方向にある）の２つの X か

ら形成されます．秩序型ケージ置換系では T の単

純立方格子はそのままで，X4 リングは X と X ʼ が対

角に位置して歪んだ (X, X ʼ)4 リングとなります．こ

のため，結晶構造はスクッテルダイト TX3 の cubic

（空間群 Im3 ）から秩序型ケージ置換系スクッテル

ダイト TX1.5 X
 ʼ1.5 の rhombohedral（空間群 R3 ）に対

称性が低下しています．

　さて秩序型ケージ置換系充填スクッテルダイト

RT4 X6 X
 ʼ6 が新規合成できると R を含むカゴはどう

なっているでしょうか．図 1 からは少々判りにくい

のですが，X と X ʼ は空き部屋の [111] 方向に垂直

な面内にそれぞれ秩序化し，X6 X
 ʼ6 のカゴは [111]

方向に対して異方性を持つ事になります．（２種類

のカゴができる．）よってラットリングにも異方性

を与えオフセンター振動を誘起すると推測されま

す．これによりラットリングの研究が大きく進展す

ることを期待しています．また，構成元素の組み合

わせを考えると非常に多くの新規物質が可能であ

り，新奇物性の発見も期待しています．この秩序型

ケージ置換系充填スクッテルダイトの創成には関根

先生にも御協力を頂き新規合成を目指しています．

　本研究グループは大きくはありませんが，新しい

現象を見いだし微力ながらも領域の発展に貢献した

いと考えております．

図 1　スクッテルダイト TX3 と秩序型ケージ置換
系スクッテルダイト TX1.5 X

 ʼ1.5 の結晶構造．
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はじめに
　私は 2006 年に無事定年を迎え，景気が良くなら

ないのは経済学が貧困なためではないかと，経済学

の勉強を始めた．すると，2007 年からの世界恐慌

ですっかり経済学に夢中になり，物理から遠ざかっ

てしまった．もともと，若い人の助けを借りてやっ

と定年まで物理を仕事にしてきたので，定年後まで

若い人に対抗して物理の研究を続ける意欲も無い．

研究をしないのに物理に関心を持つほど物理が好き

でもない．家人からは本が邪魔だと迫害を受け，物

理を継続することはいっそうの努力と忍耐が必要な

環境に置かれることになった．

　昔，芳田 奎先生は，先生に絵を描くよう弟子の

一人が薦めたとき，「自分の絵がどれほどのもので

あるかというぐらいの眼力は持っている」といわれ

た．私には芳田先生ほどの眼力がないので，若い人

の率直な批判を唯一の頼りにしている．

　私はこれまで自分が知りたいと思うことのみ研究

してきた．そして時折謎が解け，大いに感激して定

年を迎えた．現時点で改めて，私が重要と考えて来

たいくつかの問題について述べ，若い人たちにその

当否を考えていただきたいと思う．

フェルミ液体と異常金属
　1986 年に銅酸化物で高温超伝導が発見されたと

き，モット絶縁体が超伝導になるとしてその電子状

態が問題になった．P. W. Anderson と J. R. Schrieffer

の二人のノーベル賞物理学者が対談して，超伝導状

態は単純だが正常状態が異常で，不可解であると主

張した．そして，単純にフェルミ液体を信じるも

のは物理的センスの足りない者であると批判した．

以来，Anderson はフェルミ液体を全面的に否定し，

スピンと電荷が分離したスピノン・ホロン説を主張

してきた．

　 一 方， 高 温 超 伝 導 発 見 の 2 年 前 の 1984 年 に

Anderson は Basic Notions of Condensed Matter Physics

を著し，物性物理の 2 つの基本的な原理として連続

性の原理と不連続の原理を強調している．不連続の

原理は，自発対称性の破れなど巨視的な系における

相転移を表している．金属絶縁体転移は相転移で

あるから，超伝導になる金属状態を Mott 絶縁体に

接続して理解するのは不連続の原理に反することにな

る．

　連続の原理は相互作用の働く多体系を相互作用の

無い一体の系に接続できるという原理で，Anderson

はランダウのフェルミ液体論がその美しい例である

として紹介している．彼は思考実験を用いて，ある

条件の下で，相互作用のないフェルミ液体から相互

作用の入ったフェルミ液体に連続的に移行できるこ

とを示している．その条件とは準粒子の寿命が相互

作用を導入する時間より長いことである．つまり，

準粒子の一粒子スペクトルが乱されることのないよ

うゆっくり相互作用を導入できるほど十分長く準粒

子が存在することが，フェルミ液体であることの必

要十分条件である．導入される相互作用の変化の速

さは系のエネルギーを乱し，幅を広げるから，導入

する速さの逆数は分解能である．その分解能より，

準粒子の寿命によるエネルギー幅が小さくなければ

準粒子のエネルギーを測定し，一粒子スペクトルを

決めることができない．つまり，準粒子で系は記述

できないことになる．

　一般に準粒子のエネルギーは温度 T によって励

起され，そのエネルギー kBT を持つ．準粒子の寿命

は電子間の散乱では温度 T の 2 乗に比例する．前

者は kBT に比例し，後者は (kBT)2/EF に比例する．前

者が後者より大きいと準粒子のエネルギーが定義

できるから，その条件は kBT がフェルミエネルギー

EF より小さいことである．この条件は一般の金属

ではフェルミエネルギーが 1 万 K もあるから，常

温 300 K で十分満たされる．準粒子の減衰率が，磁

気的な揺らぎによる散乱で温度 T の 1 次のべきに

近づいて微妙になる場合があるが，銅酸化物高温超

伝導体では現実に準粒子のスペクトルが観測されて

フェルミ液体論と強相関電子系の超伝導
　山田　耕作
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いるからフェルミ液体である．現実にモット絶縁体

に近い金属であってもモット転移に接続する小さな

フェルミ面でなく，大きいフェルミ面が観測され，

確かに系は相互作用のない時のフェルミ面に接続す

る．Luttinger の定理が成り立っているのである．高

温超伝導体に関してフェルミ液体か否かで世界的

に論争してきたが，Anderson は準粒子は存在せず，

2 次元は異常金属であると主張した．(π,0) 等のいわ

ゆるホットスポット付近で，準粒子の減衰が激しく，

そのエネルギーが定義できないことがあるが，系全

体ではフェルミ液体であり，相互作用の無い時のい

わゆる大きいフェルミ面に接続する．

　依然として正常状態が異常であるという説がある

が，相関の強いフェルミ液体の性質として基本的に

理解できるので問題はない．例えばホール係数が温

度変化したり，残留抵抗が大きく小さなフェルミ面

であるように見えたりするが，輸送係数がきちんと

保存則を満たすようにワード恒等式を満たすバー

テックス補正を取り入れれば，その物理的な振る舞

いは説明できる．これまで，フェルミ液体論との不

一致の原因は物質が異常なのではなく，相関の強い

電子系のフェルミ液体論を中心とする理論の不十分

さや理解の欠陥にあった．単純なドルーデ理論を過

信しすぎたのである 1)．

　そもそも超伝導はフェルミ面にギャップを作って

エネルギーを下げることで実現する相転移現象であ

る．フェルミ面なしには理解は難しい．従って，フェ

ルミ液体を否定して超伝導を素直に理解することは

難しく，混乱をもたらすのである．数年前には正し

い理論を教科書に書いた Anderson が，現実の銅酸

化物の解析でフェルミ液体を否定するような誤りを

犯すのは信じられないことである．私は学位論文か

ら Anderson のモデルのお世話になっており，彼の

熱烈なファンであるが，晩年の Anderson は「裸の

王様」を見ているようであった．

銅酸化物高温超伝導
　銅酸化物高温超伝導体では反強磁性揺らぎを介し

て d 波の超伝導が起こり，高い転移温度が得られる

というシナリオで超伝導の問題は広く理解され，基

本的に解決している 2) ．ただ，最後に私を悩ませた

問題として次の疑問を議論させていただきたい．

　なぜ，銅酸化物の LSCO の転移温度は YBCO や

Bi2212 などの転移温度に比べて低いのか．

　図１に示すのは鄭さんたちによって得られた転移

温度の d，p ホール依存性を示す実験結果である 3)．

　銅の d ホールと酸素の p ホールをあわせたトータ

ルのドーピングによって転移温度 Tc が決まること

はよく知られている．この論文はそれだけでなく銅

の d ホールの数自体によっても Tc の値が変わるこ

とを示している点が大切である．鄭さんたちの実験

によると銅の d ホールの数がハーフフィルドの 1 個

に近い系 (LSCO) では Tc が低く，それより d ホー

ル数が少ない系（YBCO，Bi2212）では Tc が高く

なる．ハーフフィルドに近い系では電子相関が強い

から，電子相関が強くなると Tc が低くなることに

なる．超伝導が電子相関で起こるなら，電子相関が

強くなれば Tc が上がるはずではないかと思われる．

現実に Eliashberg 方程式において，相互作用項の数

値計算によっても電子相関 U を大きくすると Tc は

増大する．では，電子相関が強くなって Tc を下げ

る効果は何であろうか．私はフェルミ面の違いを入

れれば従来の我々の理論で容易に説明できると考え

ていた．しかし，いくら電子構造を変えても説明で

図 1　Tc を銅の d ホール数と酸素の p ホール数の平面で
表した図．縦軸にそれらの比を横軸にそれらの和をとっ
ている．Tc はトータルのドーピング数に依るが，同じドー
ピング数では d と p ホール数の比が 1 に近い方が Tc が
高く，d ホール数が多くなり，比が 2 に近いと Tc が低
くなる．ここで，p ホール数の前の因子 2 は 2 つの酸素
のサイトがあることによる．（文献 3）
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きないのである．定年前の数年は今までの我々の超

伝導の理論を根本から否定するこのなぞに悪戦苦闘

した．実は下げる効果は Eliashberg 方程式における

正常自己エネルギーの項から生じるのである．コロ

ンブスの卵である．LSCO の Tc のみならず超伝導

ギャップも小さいことからエネルギースケールの問

題であることに気が付いたのである．

　図 2 に示すように，銅の d ホールが 1 に近いハー

フフィルドの相関の強い系では超伝導に導く相互作

用は強いが，自己エネルギーの繰り込みによって準

粒子バンドの幅は狭くなり，結果として転移温度が

低くなるのである．むしろ，ハーフフィルドから外

れた d ホールが少ない系で超伝導に導く相互作用

は弱いが，自己エネルギーによる繰り込みも小さ

く結果として転移温度が高いことがわかる．具体

例で言うと，LSCO では銅の d 準位が酸素の p 準位

に較べて高く d ホール数が 1 に近い．一方，YBCO

や Bi2212 は銅の d ホールと酸素の p ホールが同じ

ようなエネルギー準位にあり，酸素の p ホールの数

が多く銅の d ホール数が少なく 0.6 から 0.7 である．

このことが LSCO の電子比熱係数で推定される電

子の有効質量を大きくし，YBCO の比熱係数を小さ

くするのである 4)．Tc が高いため正常状態の電子比

熱係数の測定は難しいが，幸い光電子分光によって

準粒子バンドを直接見ることができる．図 3 に示す

のは佐藤らによって光電子分光で観測された準粒子

のバンドのエネルギー分散である 5)．

　図３において，La1.85Sr0.15CuO4 と Bi2Sr2CaCu2O8+δ

の Tc 以上のスペクトルを見ると，Bi2212 の準粒子

のバンド幅 150 meV が LSCO の 75 meV の幅の 2 倍

くらいである．つまり，電子相関の強い LSCO では

準粒子のバンド幅が狭く，超伝導ギャップも Tc も

小さくなるのである．この電子相関による質量の増

大によるバンド幅の縮小が LSCO の転移温度を下

げるのである．これは重い電子系の有効質量が大き

くなり，準粒子のバンド幅が 1000 分の１から 100

分の１になるのと全く同じ原理である．このフェ

ルミ液体としての波動関数の繰り込み効果が LSCO

の Tc を Bi2212 や YBCO の Tc より低くする原因で

ある．このことは新開たちの論文で示されたことで

ある 4)．従って，フェルミ液体論に従って，有効質

量を正しく計算することなしに Tc を正しく求める

ことは不可能である．

Fe-pnictides の超伝導
　一昨年，Fe 系で 50 K の転移温度を持つ超伝導体

が発見され 6)，高温超伝導は銅酸化物に限られた特

殊な現象ではなく，もっと一般的な現象であること

が認識されてきた．磁性の中心と考えられてきた

3d 遷移金属が超伝導になるということ．しかもそ

の超伝導の起源がクーロン相互作用という斥力その

ものにあることは固体電子論にとって画期的な出来

事である．

　2 次元層状金属である鉄 pnictides は複数の小さな

2 次元状のフェルミ面を持ち，d 電子の多バンドか

らなる電子系である．多バンド間のクーロン相互作

用によって超伝導が生じるのである．この多バンド

系のクーロン相互作用による超伝導としては銅酸化

図 2　繰り込みを考慮した Tc の計算値．U を大きくすると
相関の強い LSCO では Tc が繰り込みの効果で下がるよう
になる．（文献 4）

図 3　光電子分光によるバンドの分散．LSCO は Bi2212
に比べバンド幅とギャップが半分くらいである．（文献5）
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物，有機導体，Sr2RuO4，Ce を含む重い電子系と共

通のものである．フェルミ面が小さくフェルミ面の

状態密度が大きくないので，有効質量はそれほど増

大せず，繰り込み効果による Tc の下がりは小さい

と考えられる．

　多くの理論計算があり，提案されているモデルは

一般に多バンドからなる電子のフェルミ面とホール

のフェルミ面がバンド間のクーロン相互作用によっ

て超伝導を引き起こすものである．提案されている

一つのモデルの結果は小さな電子，正孔のそれぞれ

のフェルミ面ではギャップ関数の符号は一定で変わ

らず，バンドによって正のギャップ関数を持つもの

と負のギャップ関数を持つものに分かれることであ

る．このように異なるバンドでギャップ関数の符号

を変えることによって等方的な斥力 U の影響を打

ち消すことができ，オンサイト斥力を避けることが

できる．符号反転のある s± 波といわれる 7-9)．

　一方，超伝導が不純物に強いという実験結果が符

号反転のある s± 波では説明できないとの説もある．

符号反転のない s 波で，引力の起源として系に固有

の電子・格子相互作用が提案されている 10)．この場

合も電子相関による軌道揺らぎの増大が引力を増大

させるのに不可欠であり，系全体を見るとき，超伝

導の起源として電子間のクーロン相互作用の重要性

は否定できない．

　現実の Fe 系の超伝導は多様で，KFe2As2 は有効

質量がバンド計算の 7 倍にもなる．深澤たちの実験

では比熱係数も大きい．したがって，繰り込みに

よって，Tc は低い．これは重い電子系や銅酸素系

の LSCO に通じる性質である．この超伝導はノー

ドのあるギャップをもつとの説もある．

　このような Fe 系の実験・理論の着実な進展は次

のような事実に支えられている．現実に研究を推進

している人たちの間に，計算手段と結果の妥当性に

ついて一定の合意がありそれが堅実な研究の進展を

促進していることである．紺谷たちの電子ー格子相

互作用の新しいモデルを含め，新鮮な物理が大胆に

展開されている．そしてモデルの妥当性は現在の物

性物理ではいずれ実験によって検証することができ

る．このような挑戦と検証こそ物性物理におけるこ

の分野の進歩といわなければならない．我々は幸せ

な時代にいるのである．

重い電子系の超伝導  

　重い電子系の超伝導体の典型的な物質は Ce，Ｕ

系 で あ る． 準 2 次 元 金 属 で あ る CeCoIn5 は Tc が

2.3 K の超伝導体であり，一方，3 次元的な CeIn3 は

Tc が 0.3 K と低くなる．一般に 3 次元的な系になる

と相互作用の運動量依存性が異方的なものから，等

方的なものになるため，異方的相互作用が弱めら

れ超伝導転移温度が低くなる 11)．重い電子はフェ

ルミ液体論の準粒子が，強い電子相関のため，有効

質量が 100 から 1000 倍も増大した準粒子である．

この増大因子 m*/m は波動関数の繰り込み因子 z の

逆数であり，m*/m=1/z の関係がある．電子間の相

互作用 U は高次の相互作用を取り込むことによっ

て U*=U/z に増大する．これを繰り込まれた準粒子

間の相互作用 Γ で表すと Γ ＝ zU*z = zU となる．準

粒子のバンド幅 W*=zW であるから，バンド幅と相

互作用がともに z で繰り込まれ z は電子系のエネル

ギースケールを決定する．このことは超伝導が準粒

子のバンドに準粒子間の相互作用によってギャップ

を作るという物理像に対応しており，正しい物理を

表しているのである 2, 11,12)．

エネルギースケールと超伝導転移温度
　バンド幅 W と繰り込み因子 z，転移温度 Tc を以

下のようにまとめて整理して示す．エネルギーの単

位は温度Ｋである．こうしてみると相間の強い電

子系の違いはフェルミ液体の繰り込み因子 z で表さ

れるエネルギースケールという定量的なものであ

る 1,2)．超伝導の対称性を d 波に限ると準粒子バン

ドの幅より 1 桁低い転移温度の超伝導が得られるよ

うである．このオーダーから上下するときは個々の

特殊事情を考慮することが必要である．例えば，Fe

系は単純な d 波ではないようである．

System W0 (K) 1/z W=zW0 (K) Tc (K)
Cuprates 5,000 5 1,000 100 
Fe-based 1,000 2 500 50

Heavy fermions 10,000 100~1000 100~10 10~1

Organic 200~500 2~5 100 10
YBCO 5,000 5 1,000 100
LSCO 5,000 10 500 50
KFeAs 300 7 30 3

表 1　バンド幅と転移温度
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おわりに
　以上に述べたように相間の強い電子系の超伝導の

研究は現在発展の途上にある．しかし，暗中模索と

いう段階ではなく基本的な超伝導機構が明らかにさ

れ，新しい物質に適用することによって検証され，

修正され，精密化されて発展している．その基本的

な内容は多バンドの相関の強い電子系におけるクー

ロン相互作用による超伝導である．その計算方法は

自然の示す法則に従ってフェルミ液体論にのっと

り，繰り込まれた系における超伝導として記述でき

る．われわれはこの方法がもっとも自然であり，物

理的であると考える．これを裸の電子系と相互作用

から正常自己エネルギーを取り入れ異常自己エネル

ギーを含めた Eliashberg 方程式を解くことによって

超伝導を導出し，転移温度やギャップの大きさを求

めることも可能である．

　私は摂動計算による弱結合の計算が超伝導の理論

としては最も信頼性が高いと思う．4 次までの摂動

で正常・異常自己エネルギーを計算して Eliashberg

方程式を解くのである．FLEX などの近似に比べ計

算は大変であるが，Sr2RuO4 をはじめ強相関電子系

の超伝導を正しく導出する．FLEX では Sr2RuO4 な

どの Triplet の超伝導が出せない．一般にボソンが

引力を導くというのは狭い理解で，正しくは高次ま

で入れた最終的な電子間相互作用の運動量依存性が

異方的超伝導に導くのである．
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ジャブラニ
　播磨　尚朝　　神戸大学大学院理学研究科

コーヒーブレーク

　大事件である．

　6 月のサッカーワールドカップ南アフリカ大会の

開幕試合を観ていて，何とも不安な気持ちが芽生え

た．どうもボールがおかしい．その不安な気持ちに

急き立てられ，翌日，サッカーショップまで足を運

んだ．そうか，Td だったのか．それは，長いサッカー

の歴史で，ボールが反転対称性を失ったことを確認

した瞬間だった．これは大事件ではあるまいか．

　サッカーの初期のボールはラグビーボールの様な

革の貼り方のボール（革の枚数を n として，Dnh?）

もあったらしいが，その後は，現在ではバレーボー

ルで見られるような 18 枚（場合によっては 12 枚）

の細長い革を縫い合わせたものが 1960 年代くらい

まで使われていたらしい．ここですでに Th の対称

性になっている．その後，切頂二十面体と呼ばれる

正五角形12枚と正六角形20枚が組み合わさった（フ

ラーレンと同様の形の）ボールが使われるようにな

り，1970 年のワールドカップメキシコ大会から公

式試合球として使われていたらしい．1974 年の西

ドイツ大会以降 1998 年フランス大会までボールの

名前は変わるものの，デザインはほぼ同じで切頂

二十面体のボールが使われている．2002 年の日韓

共同開催の大会では，フィーバーノヴァと呼ばれる

新デザインのボールが使われたが，革の構成は切頂

二十面体であり，ここまで Th 対称性であることに

変わりがない．

　大きな変化があったのが 2006 年のドイツ大会で

あり，チームガイストと呼ばれるプロペラ状のパネ

ル 6 枚とローター状のパネル 8 枚の計 14 枚の革で

構成されているボールが登場した．ローター状のパ

ネル 8 枚は 4 つの３回軸の両端に，プロペラ状の

6 枚のパネルは対となり直交する３つの２回軸を構

成しており，基本的に切頂二十面体と同じである．

従って，対称性は同じ Th であり Th を構成する革の

枚数はこれ以上減らせないように見える．

　ところがである．2010 年の南アフリカ大会の公

式球のジャブラニは Td である．Th と Td はどちらも

Oh の部分群であり位数（対称操作の数）は 24 であ

る．上述の様に Th を構成する革の枚数は 14 枚が最

低であろう．しかし，反転対称性をなくしたジャブ

ラニは 8 枚である．正四面体は Td であるので実際

は 4 枚でも Td を表現できるが，それでは角が立ち

過ぎるので 8 枚は仕方がなかろう．はてさて，３次

元の立体（球）を表現しようとすると反転対称性を

無くした Td が究極の対称性になるのだろうか．

　そんなことを考えながら，昨今の物性研究を考え

てみた．スクッテルダイト（Th）の次に大きな関心

を集めるのは，Td の 1-2-20 系なのであろうか．Td

では Th と異なり奇数次の振動モードが残り，…. い

や，今日はこの辺で止めておこう．

写真　ジャブラニ（JABULANI）ミニ 1 号球（左）
とチームガイスト（+Teamgeist ™）5 号検定
球（右）．チームガイストではローター状のパ
ネルをプロペラ状のパネルが取り囲み３回軸を
構成している．プロペラ状のパネル方向が直交
軸で Oh の４回軸が失われていることがわかる．
ジャブラニは反転対称性が失われていることを
写真から見て取ることは難しいが，正 4 面体を
思い浮かべながらジャブラニを見ると対称性が
同じなのがわかるであろう．
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Stay in Sendai
  Annamária Kiss                                Department of Physics,

Budapest University of Technology and Economics

    I spent five and a half years in Sendai at Tohoku 

University at Department of Physics starting from 9th 

of August, 2004. In the first three and a half years I was 

supported by the 21st Century Centers of Excellence 

(COE) program, and in the last two years I worked as a 

postdoctoral fellow supported by Japan Society for the 

Promotion of Science (JSPS). In this article, I would like 

to write about my impressions experienced during my 

stay in Japan.

    After finishing the PhD in Hungary at the Research 

Institute for Solid State Physics and Optics guided by 

Prof. Patrik Fazekas, I had not more than three weeks 

for regeneration, and then I was heading to Japan to start 

a new chapter of my life. When I arrived to Sendai in 

August I experienced the warm and humid air, and my 

very first impression was that the streets in Japan are 

more vivid, colorful and noisy than in Europe. I found 

immediately that Japanese people are very kind and 

friendly, and this feeling did not change during my whole 

stay. Two weeks passed since my arrival and I already 

started to accustom to my new life:  I was able to eat with 

chopsticks even fish meat, found the basic things in the 

convenient store, and recognized the kanji characters on 

the front of the bus I used to commute to the Aobayama 

Campus of the Tohoku University. However, I have to 

note that reading and understanding kanji characters 

caused me a lot of problems during my whole stay. It was 

very difficult to find an address on the map, and reading 

newspapers or books remained impossible to me until the 

end of my stay.

    Shortly after my arrival I also settled down at 

the Tohoku University, where my host Prof. Yoshio 

Kuramoto made considerable effort to provide me 

excellent conditions for my work. I was very much 

impressed how well-equipped the Tohoku University is. 

Already before my arrival to Sendai, Kuramoto-sensei 

ordered to me an Apple Power Mac G5 desktop computer 

which I could use effectively for my work. Since then 

I am still devoted to Apple computers which I like very 

much. I attended our group seminars where the master 

course and PhD students of Kuramoto-sensei gave talk 

regularly about their research. I was impressed about the 

high level of research in the group, and could benefit a 

lot from these seminars. I think I could successfully fit in 

the social life of the group of Kuramoto-sensei and also 

the whole Theoretical Condensed Matter and Statistical 

Physics group. Each year we had a hiking event in spring 

in the close group with a party lasting until late night, in 

which event we went to nearby mountains for excursion 

and collected wide grasses that we prepared and ate 

at the evening party. In the wider group we admired 

cherry blossom in every year, held imonikai at the bank 

of Hirose river, and celebrated the end of the year by 

holding bonenkai party in a nice restaurant in downtown.

海 外 便 り

Lovely Jorō spider (Nephila clavata) which I found throughout 

Japan. I was impressed by the large size, elegance, and bright 

colors of this spider. In addition to the red leaves, Jorō-gumo 

meant to me the symbol of Japanese autumn.
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I felt the social life at Tohoku University very eventful 

and friendly, people could chat with each other every day 

in the common kitchen while drinking green tea.

    During my stay in Japan I participated in several 

conferences, meetings, and workshops. I usually attended 

the meeting of Physical Society of Japan (JPS) twice 

a year; spring and autumn. These meetings were well 

organized and represented high quality of research. In 

addition, it gave an opportunity to meet physicist friends 

from all over Japan. I attended several workshops of 

the Skutterudite project held in gorgeous places such as 

Kobe Seminar House, Hachimantai, or Matsushima. The 

COE program and also JSPS provided me opportunity to 

participate in international conferences held in Europe 

such as "Prague Colloquium on f-electron Systems" 

(PCFES8) or "International Conference on Strongly 

Correlated Electron Systems" (SCES'05). In the occasions 

of the meetings held in Japan, I could travel all over in 

Japan. I visited many attractive places from Sapporo to 

Kagoshima, and could learn many things about Japanese 

history and culture. I visited also privately interesting and 

beautiful places including Naruko, Okinawa, or Kinkasan 

Island, and participated in fascinating events such as the 

Nebuta festival in Aomori. I admired the small islands in 

Matsushima bay, the red autumn leaves in Naruko and 

Kyoto, bamboo groves near Zuihoden Mausoleum of 

Date Masamune, or the blooming cherry trees along the 

Shiroishi river in Ogawara.

    Everywhere I went in Japan, I was deeply impressed 

by the beauty of nature and old temples. Furthermore, 

I was also impressed by the manner of Japanese people 

how they can find beauty in small things as well, and 

how they celebrate successive events of the circuit of 

nature such as cherry blossom or red autumn leaves. I 

tried to take over this mentality from Japanese people, 

although I do not know how successfully I could. Besides 

all the good things I experienced in Japan, I found 

difficulty about the integration into the Japanese society. 

As a consequence, sometimes I felt lonely in Japan. The 

reason of this problem is probably manifold. It partly 

may arise because of the isolation of Japan from other 

countries, because of language difficulty, or from the fact 

that there are still places in Japan where the presence of 

海 外 便 り

foreign people is just occasional. Furthermore, the 

customs and unwritten rules in the Japanese society are 

very complex and different from the rules applied in 

Europe, so this fact makes also the integration difficult. 

Nevertheless, the difference makes Japan even more 

attractive.

    Already seven months passed since I returned back 

to Hungary. Now I am postdoctoral fellow at Budapest 

University of Technology and Economics supported 

by Magyary Foundation and EGT Norway Grants. I 

find the life in Hungary more difficult in general than it 

was in Japan. But I feel myself lucky in the sense that 

I could keep the wonderful impressions experienced 

in Japan in a hidden part of my heart. I am attending 

Japanese Language School in Budapest, and interested 

in calligraphy as well. I wish I could return to Japan for 

short time periods to do research and cooperate with 

Japanese physicists. I think I could accomplish successful 

research at the Tohoku University, and I hope I can 

contribute to the Hungarian research with my experiences 

attained in Japan.

Tanabata decoration in the streets of Sendai in August. I enjoyed 

the Tanabata-matsuri several times during my stay in Sendai, 

when the meeting of two lovers is celebrated. I learnt that 

according to the old Chinese legend these lovers are separated 

by the Milky Way, and they are allowed to meet only once in a 

year.
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超伝導に関する教科書など
　上田　和夫　　東京大学物性研究所

関 連 図 書 紹 介

　新学術領域研究「重い電子系」のニュースレター

で超伝導に関する図書の紹介をするようにとのこと

である．超伝導に関する図書は，教科書と呼べるも

のだけでも大変な数で，いったい何冊出版されてい

るのか私には想像もつかない．その中で私が読んだ

と言えるものは多くはないのでとても公平な紹介な

ど出来るわけがない．そうしたわけで，研究の途上

や講義の準備の中で私が出会った教科書，レビュー

の中から印象的であった本について，雑談風に書い

ていくことにする．レビューの中には自分が著者の

一人であるものもあるが，ご容赦願いたい．

　私が大学院に入って物性物理学の研究を始めた

1970 年代の前半は，物性物理学では磁性，半導体，

超伝導といった研究対象による分類がまだ意味を持

つ時代であった．もちろん固体電子論，あるいは多

体問題として共通の側面があることは多くの人が認

識していたが磁性，半導体，超伝導それぞれの研究

者コミュニティーがあったように思える．最近よく

耳にする強相関電子系といった言葉はそうした対象

物質による区分けが次第に意味を持たなくなり，い

ろいろな研究対象に対して自由に人が出入りするよ

うになった一つの表れである．物性研の守谷研究室

に入って磁性理論の勉強を始めたころの私にとって

は，超伝導は，自分の研究というよりも教養として

学ぶという気持ちがあったように思う．

　超伝導の全般的な教科書として理論家にも実験家

にもまず推薦できるのは Tinkham: Introduction to 

Superconductivity である．この本は超伝導現象の基

礎的なことが明快に書かれている．数年前に，D 氏

が外国人客員研究員として半年間物性研に滞在し

共同研究をする機会があった．D 氏とのディスカッ

ションの中で，彼の研究者としての骨格を作ってい

るものの一つとして Tinkham の教科書があること

を，しばしば私は感じた．私自身は大学院生向けに

超伝導の講義を準備する際の参考書として Tinkham

を読んだ．その明快な記述に感心すると同時に，若

いころ勝手に敬遠して手に取らなかったことをひそ

かに悔やんだ．第 2 版では高温超伝導にかなりの紙

幅を割いているが，第 2 版を私は読んでいない．

　もう一つ教科書をあげるとすれば，de Genne: 

Superconductivity of Metals and Alloys に指を屈する．

これは，Tinkham よりも理論家向けの教科書である．

vortex core の束縛状態が例題で取り上げられている

など，随所に高級な問題がちりばめられている．異

方的超伝導体まで視野を広げれば vortex core の束縛

状態は現在でも最前線の問題である．高級な問題が

平易な例題のような顔をして，そして平易な手法で

取り扱われているところに著者の自負心があるので

あろう．

　上記二冊をはじめとする洋書の邦訳は別として，

日本語で書かれた超伝導の教科書もたくさんある．

学生のころ読んだ中嶋貞雄：超伝導入門 (培風館
1971年 ) は最近でも時折参考にする．40 年くらい

前に書かれた教科書であるが今読んでも新鮮でモダ

ンな印象を持つ．既に絶版になっているようである

が，物理学科の図書室などでは多くのところで見る

ことができるであろう．それにしても，優れた本が

絶版になったままというのはなんとかならないもの

だろうか．

　教科書ではないが，物理学会が編集している物理
学論文選集の 153 は超伝導が主題である．この選集

の最初に取り上げられているのは Ginzburg-Landau

理論の有名なオリジナル論文であるが，ロシア語の

原論文がそのままコピーされている．そして，その

選集の最後に川畑，斯波，鳥谷部三氏による日本語

訳が掲載されている．この選集も発行されたのが昭

和 41 年と大昔のことであるが，各地の物理学科の

図書室などで見つけることができるであろう．GL

理論は超伝導のどんな教科書にも書かれているの

で，わざわざ原論文で学ぶ必要は必ずしもないが，

時間のあるときに見てみるのは一興であろう．

　1980 年代の前半スイスに滞在していた時に UBe13

で見いだされた重い電子系の超伝導を調べることに

なり，超伝導に関する教養程度の知識から異方的超
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伝導の研究へ手探りで前進する必要が生じた．そ

の時参考にしたのは，当然のことながら，ヘリウ

ム 3 の超流動の理論であった．ヘリウム 3 について

は，大学院生のころ物性研土曜輪講で聞いた中嶋

研の人たちの話ぐらいしか知らなかったので二つ

の有名なレビューを勉強することから始めた．一

つ は，A. J. Leggett: A theoretical description of the 

new phases of liquid 3He: Rev. Mod. Phys. 47 (1975) 

331 であり，もう一つは P. W. Anderson and W. F. 

Brinkman, Theory of Anisotropic Superfluidity in 
3He, p177 in The Physics of Liquid and Solid Helium, 

Part II, ed. by K. H. Bennemann and J. B. Ketterson 

(1978) である．この二つは現在でも異方的超流動に

関する，したがって異方的超伝導に関しても，最良

のテキストである．

　次いで異方的超伝導体に対する不純物の問題を

考えたが，その時参考にしたのは K. Maki: Gapless 

Superconductivity, p1035 in Superconductivity, ed. by 

R. D. Parks (1969)である．異方的超伝導体の中では，

磁性不純物も非磁性不純物も同じように depairing

に効き，その取り扱いは s- 波超伝導体中の磁性不

純物と同様に進めることができる．Parks が編集し

た Superconductivity の総合報告は通常の超伝導体に

対する出版当時の到達点を示した記念碑的な本と言

われているが，真木先生の章もギャップレス超伝導

に関して簡潔にまとめられよいテキストになってい

る．真木先生とはいろいろな会議等でご一緒したこ

とがなつかしく思い出される．

　こうした問題を扱おうとすると，摂動論に対

するダイアグラムの方法を使わざるをえない．

そ の 際 に は，A. A. Abrikosov, L. P. Gor’kov, I. E. 

Dzyaloshinski: Methods of Quantum Field Theory in 

Statistical Physics (邦訳　統計物理学における場の
量子論の方法 ) を参考にすることになる．この有名

な多体問題の教科書の第７章が超伝導に充てられて

いるが，それは超伝導に関心を持つ誰もが勉強する

というよりも具体的な問題に直面した理論家が参照

しつつ読む，というのが普通であろう．

　その後，重い電子系を中心に異方的超伝導の研

究が多くの人によってなされた．それらに関して

関 連 図 書 紹 介

は Sigrist 氏と共著で異方的超伝導のレビューを

書 い た．M. Sigrist and K. Ueda: Phenomenological 

theory of unconventional superconductivity: Rev. 

Mod. Phys. 63 (1991) 239 である．私にしてみれば，

重い電子系に触発されて始めた勉強が，異方的超流

動から超伝導へとたどり着いた一区切り，というわ

けである．ところで，このレビューは反転対称性の

存在を前提として書かれている．重い電子系の超伝

導に関する最近の話題の一つは反転対称性のない超

伝導体である．Sigrist さんと書いたレビューも執筆

後 20 年を経過した．どなたか，できればこの新学

術領域研究の研究者の誰かがその後の発展を，反転

対称性のない場合も含めて書いて頂けないものだろ

うか．

　超伝導の現象論から離れてそのミクロスコピッ

クな起源となると，重い電子系では量子臨界ス

ピンゆらぎと超伝導の関連が中心テーマの一つ

である．それについては守谷先生と書いた二つ

の レ ビ ュ ー が あ る．T. Moriya and K. Ueda: Spin 

fluctuations and high temperature superconductivity: 

Adv. Phys.  49 (2000) 555， T.  Moriya and K. 

Ueda: Antiferromagnetic spin fluctuation and 

superconductivity: Rep. Prog. Phys. 66 (2003) 1299.　
表題からもわかるように重い電子系に特化したもの

ではないが，このテーマに関する全体像を把握して

いただくには，これら二つのレビューが参考になる

と思う．

　よく知られているように，1979 年の CeCu2Si2 に

おける重い電子系の超伝導の研究の開始に続いて，

1986 年に銅酸化物高温超伝導体が発見された．そ

れ以来，銅酸化物高温超伝導体をどのように理解す

べきかをめぐっていろいろな考え方が提唱されてき

た．守谷先生は，その超伝導機構の鍵となるのは量

子臨界点近傍の反強磁性スピン揺らぎである，とい

う考え方を示してきた．この観点からは重い電子系

の超伝導も銅酸化物高温超伝導体も統一的な描像の

中に収まることになる．最近発見された鉄ヒ素系超

伝導体も銅酸化物高温超伝導体と重い電子系の中間

に位置する超伝導ということになって，合理的な全

体像になっていくような気がしている．
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SCES2010 に参加して
　三宅　和正　　大阪大学大学院基礎工学研究科

国 際 会 議 報 告

　強相関電子系の国際会議 SCES2010 が米国ニュー

メキシコ州の州都サンタフェで 6 月 27 日から 7 月

2 日までの 6 日間開催された．この名称の会議は

1989 年の同地での初開催以降毎年開催されている．

この度それに参加してきたので，ニュースレター編

集委員会の求めに応じて会議について個人的な印象

を書く．

　会議の HP の最初のページには，「f および d 電

子にもとづく強相関電子系の，ヘビーフェルミ

オンやその他の物質の現象を議論する」とあり，

具 体 的 に は「quantum phase transitions, non-Fermi 

liquid phenomena, quantum magnetism, unconventional 

superconductivity, and metal-insulator transitions,」 に

関する理解の深化をめざすとしている．また，若

手研究者をそれらの研究の進展へと導くことも強

調されている．会議は，組織委員長の John Sarrao 

& Joe Thompson 両氏の人柄を反映したのか，イン

フォーマルな雰囲気で運営されていたように思う．

Reception も Banquet もセレモニーなしで，会場の

広い中庭で気軽にワイン，ビール，・・・を飲みな

がら外国人研究者とも旧交を温めることができた．

昼食時は会場近くのイタリアレストランに日参し

（午後１番の自分の講演があった木曜日は除いて）

グラスワインとともにパスタを楽しむことができ

た．

　口頭講演は午前と午後に Plenary (40 分 ) と Invited

（30 分，20 分）のセッション（2 つのパラレルで

実施）が用意され，月・火・木の 3 日間，午後の

Plenary と Invited のセッションの間に 2 時間 15 分

のポスター発表が実施された．時間のバランスは比

較的よく取れていてポスター会場の一体感もよいと

いう印象をもった．Plenary と Invited と合わせて 61

件の口頭発表があった．私の印象は，Invited セッショ

ンがパラレルであったためすべてを聴いたわけでは

ないが，「総じて面白い講演が聴けたけれど，いく

つかの講演に関しては若干疑問を感じた」というと

ころだろうか．上記口頭講演 61 件の講演者所属機

関を国別に分けると，「米国 24，ドイツ 10，日本９，

フランス 3，イギリス３，スイス 2，オーストリア

2，ブラジル 2，ロシア 1，韓国 1，中国 1，インド 1，

スウェーデン 1，オランダ 1」となる（参加者数の

国別分布の発表はなかった）．このデータから何を

読み取るかは読者に任せたいが，口頭講演の多かっ

た米国・ドイツの研究機関の講演のなかに上記の「若

干疑問を感じた講演」がいくつかあったのも事実の

ようだ．というのは，私の印象もそうであったし，

私が意見交換した範囲で私と同じ感想を持った人が

多かった．しかし，日本の講演者のそれはすべて招

待講演に相応しいレベルの講演で，大きなインパク

トをもった講演がほとんどであったと思う．

　以下，重い電子関係で印象に残ったことからいく

つか紹介したい．他にも面白い講演が多々あったが

紙数の関係で割愛させていただく．ご寛容のほどお

願いしたい．

1) その超伝導・隠れた秩序相（HO 相）の発見以後

四半世紀経ってもなおその本質が理解されていない

URu2Si2 の問題が本会議の主要テーマの一つであっ

た．招待講演のセッションで播磨さんによる HO 相

に対する結晶群の分析にもとづく新しい提案だけで

なく，Cornell の Davis 氏による STM を用いて HO

相の電子状態を可視化する試みなどが口頭講演で議

論され，Los Alamos の Balatsky グループを始めポ

スター講演でも多くの発表があり，未解明の重要な

問題であるとの認識はコミュニテーで共有されてい

ることを感じた．

2) CeCoIn5 の高磁場低温相をめぐって： スイス PSI

の Kenzelmann 氏が招待講演で中性子散乱により超

伝導と共存する SDW の秩序ベクトルは磁場の方向
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によらずに正方晶の対角線方向を向いていることを

紹介し，いわゆる FFLO シナリオでは説明できない

と主張した．これに対して，理論では，Milwaukee

の Agterberg 氏がプレナリーで，柳瀬陽一さんが招

待講演で，ポスターで池田隆介さんが FFLO の立場

からの議論を展開していた．私自身，今後の研究の

方向のヒントが得られたと感じた．　　

3) 近藤絶縁体のリバイバル？

Wien の Paschen 氏 が プ レ ナ リ ー で 近 藤 絶 縁 体

CeRu4Sn6 について報告していたが，なぜ今なのか

と思った．充填スクッテルダイト化合物 CeOs4As12

についてはポーランド Wrocław の Cichorek 氏がポ

スターで発表していた．また，同じくポーランドの

理論家 Spalek 氏が理論を発表していたと思う．い

ずれも，c-f 混成の行列要素がある方向でゼロにな

ることによる異方的半導体であることを示唆してい

るようで，一昔以上前に CeNiSn で議論された問題

がリバイバルしているのに感慨をもった．

4) Kondo break down シナリオの蔓延？

会議冒頭のプレナリーセッションは，Rutgers 大の

Coleman，Karlsruhe の von Löhneysen，Dresden の

Friedemann の三氏による講演がセットされていた．

これらはいわゆる Kondo break down (KBD) シナリ

オによるもので，この会議を方向づけることが意図

されていたとすれば，違和感を感じざるを得なかっ

た．多様な物理量の性質を真面目に議論するという

スタイルではなく，相図の大まかな様子を理解する

一つの提案であるはずなのに，それがドグマとなり，

それがすべてであるようなスタイルでは今後の発展

性がないのではないか，という印象を持った．実験

家は現実を無視できないので，「自然」に導かれて

目が覚めてくると思うが，米国の SCES 関係の若手

の理論家にとって現状は住みにくい世界になってい

るのではないかと心配になった．これと対をなし

ていたのが，Rice 大の Qimiao Si による Conference 

Summary であった．会議で議論された広範な理論

をカバーするのは難しいと断って，自分の KBD 理

論のシナリオに沿った「まとめ」をしたのに驚い

た人は私だけではないだろう．また，会議の最後

のプレナリー講演は，MIT の Liu 氏によるいわゆる

guage/gravity duality （AdS/CFT 対応）を用いた異常

金属の理論の発表であったが，話が現実と乖離して

いて，私たちが日ごろ目指しているレベルと比べる

と，別世界の御伽噺を聞いているように感じたのは，

私だけだっただろうか？

5) CeRhIn5 の理解について：昨年 Los Alamos から

韓国 Sungkyunkwan 大に移った Tuson Park が最終日

のプレナリーで CeRhIn5 に関するレビュー講演を

行った．印象に残ったのは，講演の前半はいわゆる

KBD シナリオに沿った解説をしたが，途中から私

たち（渡辺真仁氏との共同研究の話を招待講演で発

表）の主張に同意するような論調に変わったことで

ある．そのことに Si さんが「噛み付いて」いたが，

やはり実験家はリアルにならざるを得ないのだろ

う．

６）フランス CEA/Grenoble の Jacques Flouquet が，

実験事実にもとづいてヘビーフェルミオンの多様性

から浮かび上がる統一的描像を語った，迫力に満ち

た “Trends in heavy fermion matter: past and future” と

いうタイトルのプレナリー講演の最後に，“Domo 

Arigato” と言ったのが強く印象に残った．因みに，

最近，彼のグループは重要な論文を JPSJ に発表し

ていることをご存知の人も多いだろう．

　ややバイアスのかかった印象記となったきらいが

あるが，私にとっては会議の講演および参加者との

議論から多くのことを学ぶことができたし，また共

同研究者のポスター発表でも外国人研究者と有益

な議論ができたものがあって，たいへん稔り多い

SCES 参加であった。

　 来 年 の SCES2011 は 英 国 Cambridge で，2012 年

は韓国釜山で ICM2012 の中のシンポジウムとし

て，2013 年は東京で本新学術領域代表の上田和夫

氏が組織委員長として開催されることが決まって

いた。2014 年は中国とフランスが競り合った結果，

Grenoble で開催されることが今回の会議中に決定し

た．
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　A01-001 フェルミオロジー班を中心として標記テーマでワークショップを行なった．開催主旨は以下の

通りである．

　『強相関 4f 電子系を考える上で，4f 電子が局在的か遍歴的かという問題は，具体的な物質を理解する場

合にはもちろんのこと，4f 電子系全体を統一的に理解する上でも常に根源的な問題として繰り返し議論の

俎上に載ってきた．4f 電子が局在的である場合は遍歴電子が形成するフェルミ面の体積に寄与しないとい

う意味で「小さなフェルミ面」，4f 電子がフェルミ面の形成に寄与する場合は「大きなフェルミ面」と呼ばれ，

実験的にはフェルミ面の観測によって 4f 電子の局在性・遍歴性が決定されると考えられている．その後

の研究の蓄積により，これら 2 種類のフェルミ面の移り変わりがいわゆる「メタ磁性転移」や「量子臨界

点」で起こるとも考えられるようになってきており，関連した実験も数多く行なわれている．また，当初

の Ce 化合物を中心にした研究に留まらず，Yb 系など重希土類化合物に対する研究も数多く行われている．

この様に，実験結果の蓄積が豊富となり，個々の物質に対する理論的な理解も進んできているにも関わら

ず，必ずしも「小さなフェルミ面」と「大きなフェルミ面」に対する共通の理解が得られる方向に向かっ

ていないように思われる．むしろ，「小さなフェルミ面＝ f 局在，大きなフェルミ面＝ f 遍歴」という特

殊な場合にのみあてはまる言葉使いに起因した誤った概念が流布していることが懸念される．そこで本研

究会では，これまでの実験結果や理論の進展を整理しつつ，f 電子の局在性・遍歴性とフェルミ面がどの

ように関わっているかについて共通の理解を得ることを目指して研究発表と議論を行なう．』

　この研究会にはプログラムにも記載の通り，領域外からの講演申込や参加申込もあった．会場を提供し

ていただいた富山大学の方々も含めて約 40 名が参加した．研究会は活発な意見交換を通じて盛り上がり

を見せたが，残念ながら，盛り上がりのかなりの原因は発言する者の先入観の違いによる用語の用法の違

いにあった．しかし，一方でそれを再認識したことはこの研究会を企画した意図通りの展開でもあった．

以下に個人的な見解であることを改めて断って，研究会の報告を記す．

　「大きなフェルミ面」については認識の相違はほとんど見られず，f 電子が伝導電子などと混成すること

によって遍歴的な性質を持ち，フェルミ面の形成にも寄与している，との共通認識でほぼ一致している．

これは，実際の実験で観測される大きな有効質量の問題を除けば，いわゆるバンド描像による理解である．

一方で，理論的には（f 電子を局在的に扱っている）近藤格子模型の範囲内でも大きなフェルミ面が得ら

れている点も忘れてはならないことが指摘された．

　一方で，「小さなフェルミ面」についての認識の混乱は大きい．（不完全殻の）f 電子を除いた La 化合

物と基本的に同じフェルミ面が実験的に観測される場合を，この様に呼ぶことについての意見の相違はほ

ぼない．しかし，この場合の f 電子を「局在的」と呼ぶか「遍歴的」と呼ぶかについては，全く意見（用語）

がかみ合っていない．一部の理論家は，f 電子と伝導電子の混成相互作用が有限でも La 化合物類似のフェ

ルミ面が得られることから，どの様な場合でも f 電子は「遍歴的」であると強く主張しているようである

が，これは多分に誤解を与える表現である．（主張は，「遍歴的な f 電子がフェルミ面の形成に寄与する場

合とそうでない場合がある」，と聞こえる．）一般に局在電子と思われている La の内殻 5p 電子でさえ伝

導電子との混成が 0 であるかと言えば，厳密には 0 ではない．他の電子との混成相互作用がない「局在電子」

と言うものはモデルの中でしか定義できない．「局在電子」は「局在性の強い電子」と言う意味で，例え

ば「フェルミ準位に部分状態密度を持たずに占有数が整数」という意味で使われている場合が多いことに

もっと注意を払うべきであろう．これはもちろん，出発点になるモデルのことではなく，結果として実験

研 究 会 報 告

「重い電子系の形成と秩序化」ワークショップ
－小さなフェルミ面と大きなフェルミ面−の報告
　世話人代表　播磨　尚朝　　神戸大学大学院理学研究科
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的にどう見えるか，という意味で使われている用語である．

　「小さなフェルミ面」についての混乱の一因は，「局在性の強い f 電子」が占める BZ（Brillouin zone）の

理解の浅さにあるのではないか．特に「占有数が奇数」の場合である．f 電子が奇数で局在的な場合は磁

気的な基底状態となる．磁気的な，つまり時間反転対称性の破れた系では，各バンドのスピン自由度に関

する縮退は解けており，各バンドには 1 個の電子しか詰めることが出来ない．スピンは良い量子数ではな

いが，スピンに対応した自由度でフェルミ面を 2 種類に分けることが出来れば，フェルミ面の体積の差の

部分から磁気モーメントが出てくる――それは拡張ゾーンで考えた場合の話である．観測されるフェルミ

面は還元ゾーンのものであり，それから拡張ゾーンのフェルミ面の体積はわからない．「大きなフェルミ

面」や「小さなフェルミ面」は，拡張ゾーンで見た時に体積が同じであるフェルミ面が，還元ゾーンで見

た時に大きく見えたり小さく見えたりするものである．（” 局在 ” 磁性を示す絶縁体の磁性は，” 見えてい

るフェルミ面（?）” の体積差だけではわからない．）「奇数個の局在性の強い電子」が磁化を担っている場合，

奇数個の電子が占める BZ 以外の電子は，スピンに対応する自由度でほぼ対をなしており，これが La 化

合物類似のフェルミ面（がゼーマン分裂する前）に対応している．もちろん，一重項基底状態の Pr 化合

物などでは，クラマース縮退した局在性の強い電子の対が La 化合物の電子状態に加わっていると考える

ことが出来る．拡張ゾーンのフェルミ面は大きくなっているが，還元ゾーンでのフェルミ面の大きさは変

わらない．練習問題として，CeO2 や NpO2 が「小さなフェルミ面」「大きなフェルミ面」のどちらに属す

るか考えて欲しい．

　「大きなフェルミ面」「小さなフェルミ面」の議論で忘れられがちで大事なことがある．遍歴的バンド描

像で得られたフェルミ面か局在的描像で得られたフェルミ面のどちらかしか念頭になく，また，実験結果

もこれまで二者択一的な解釈がなされてきたことである．（確かにこれまでの研究の多くは上記２つの範

疇に入るが，例外的に UPt3 などは中間的な解釈も行われていることも思い出しておきたい．）このテーマ

の重要な点は，見かけ上は異なる大きさのフェルミ面を持つ２つの基底状態が近接して存在しているとい

うことではないか．言うまでもなくフェルミ面が観測されるということはフェルミ液体状態であるが，２

つの異なったフェルミ液体状態がエネルギー的に近接して存在していることに，重い電子系の面白さがあ

るように思える．この２つの状態は，１次や２次の転移，あるいはかなり小さなパラメータの変化でのク

ロスオーバーで移り変わるのであろう．（ゆっくりとしたクロスオーバーだと面白くないし，観測するの

も大変だ！）そのためには，遍歴的な状態が強く安定化されていることが必要だと思っている．それこそ

が重い電子系の形成ということなのだろうが．念のために書いておくが，ここでいう安定化される遍歴的

　 　  研 究 会 報 告
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な状態というのは，Ce4+ や Yb2+ の状態ではない．Ce4+ や Yb2+ の状態は「大きなフェルミ面」として連続

的につながっている状態ではあるが，Ce4+ やYb2+ では4f電子はフェルミ準位に状態密度の成分を持たない．

Ce3+ や Yb3+ により近い（この場合は，4f 電子数が奇数個に近い）非磁性の「大きなフェルミ面」の状態

が安定化されるからこそ，「小さなフェルミ面」の状態に近接して存在できるのであろう．

　さらに，研究会で報告された内容で，実験的に興味深い 2 点について特記しておく．1 点は大貫氏から

報告された CeRhIn5 の圧力下の dHvA（de Haas–van Alphen）効果の実験についての興味深い事実である．

CeRhIn5 は圧力下で超伝導状態が観測されているが，その圧力前後で dHvA 振動数が不連続に変化するこ

とが報告されている．この dHvA 効果の観測は磁場下で行なわれているが，dHvA 振動数が不連続に変化

する前後の圧力での磁場中の混合状態でも dHvA 効果が観測されており，それぞれの dHvA 振動数はノー

マル状態のそれと同じである．これは，混合状態での dHvA 振動数が圧力の関数として不連続に変化して

いるということを意味する．すなわち，超伝導状態を形成する電子状態が圧力下で不連続に変化している

ことを強く示唆しており，特筆に値する． もう一点は青木（晴）氏から指摘された磁場中で分裂したフェ

ルミ面が重い電子系では見つからないという事実である．dHvA 効果は磁場中で観測されるが，観測され

る dHvA 振動数は零磁場への外挿値である．空間反転対称性を持つ常磁性体のフェルミ面は磁場中では

ゼーマン分裂しているが，分裂したフェルミ面は同じ零磁場の dHvA 周波数を与える．一方，強磁性体や

空間反転対称性を持たない常磁性体のフェルミ面は零磁場ですでにスピン自由度に相当した縮退が解けて

いるため，dHvA 振動数はわずかに分裂した対として観測される．ところが，CeB6 や CeRu2Si2 の強磁場

下での dHvA 効果の実験では，f 電子は局在的に振る舞い磁場誘起強磁性状態で「小さなフェルミ面」が

観測されていると考えられているが，dHvA 振動数の分裂は観測されていない．この ” 重い電子状態では

dHvA 振動数が分裂しない ” 理由と質量増強の機構が密接に関係していることを示唆していると考えられ

る．

　この他に，CeIn3 や CeTSi3 (T = Co, Rh) のフェルミ面や， YbT2Zn20 (T = Co, Rh, Ir) の物性など興味深い議

論があったが，それらは紙面の都合で割愛する．最後になりましたが，突然の会場提供依頼を快く承諾し

ていただき，会場の準備や懇親会の手配までしていただいた富山大学の石川義和氏，水島俊雄氏，田山孝

氏と研究室の皆さんに，研究会の主催者並びに参加者を代表して感謝の意を表します．研究会が始まって

もなお，「どうして富山で研究会を開くのか」と，何人かの人に聞かれました．それにはいくつか理由が

あるのですが，ここでは，たまには場所も変えて違った視点で古くからの話題を議論することも有益であ

ろう，と記すに留めることにしておきます．　

研 究 会 報 告
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重い電子系の形成と秩序化ワークショップ

「小さなフェルミ面と大きなフェルミ面」

プログラム

日時：平成 22 年 5 月 10 日（月）9 時～ 5 月 11 日（火）15 時 30 分

場所：富山大学五福キャンパス 理学部棟 2F 多目的ホール (B243)

5 月 10 日（月）

  9:00  播磨尚朝（神戸大理） はじめに

  9:30  青木晴善（東北大理） 圧力および混晶化による CeRu2Si2 と CeB6 のフェルミ面の変化

10:10  松本裕司（東北大理） CexLa1-xRu2Si2 混晶系の f 電子状態

10:30  大貫惇睦（阪大理） CeRhIn5 のフェルミ面の圧力変化

11:00  休憩

11:30  三宅和正（阪大基礎工）

  ド・ハース = ファン・アルフェン効果で観測される重い電子系での f 電子の局在の真の意味

11:50  渡部　洋（理研）  f 電子の遍歴・局在転移とフェルミ面再構成の理論

12:20  昼食休憩

13:40  渡辺真仁（阪大基礎工） 重い電子系のフェルミ面の変化と f 電子の遍歴・局在について

  -CeRhIn5 の反強磁性・常磁性転移 , CeRu2Si2 と CeIrIn5 のメタ磁性 -

14:20  大槻純也（東北大理） 重い電子系のフェルミ面に対する磁場と希釈効果の理論

14:50  星野晋太郎（東北大理） 無限次元近藤格子における遍歴的反強磁性

15:20  休憩

15:50  小泉昭久（兵庫県立大）

  高分解能コンプトン散乱測定で探る CeRu2Si2 における 4f 電子の遍歴・局在性

16:20  雨海有佑（室蘭工大）
  重い電子系化合物 (Ce,La)(Ru,Rh)2Si2 における局在的反強磁性⇔遍歴的 SDW へ の量子相転移

16:50  松田達磨（原研）  重い電子系 Ce 化合物と Th 化合物の Fermi 面の比較研究

17:20  菅井孝志（東北大理） 三元系ウラン化合物 U-T( 遷移金属 )-Al の物質探索と物性

17:40  初日終了

18:30  懇親会

5 月 11 日（火）

  9:00  大貫惇睦（阪大理） YbT2Zn20 (T: Co, Rh, Ir) のメタ磁性

  9:45  広瀬雄介（阪大理） YbT2Zn20 (T: Co, Rh, Ir) と CeCu6 のメタ磁性

10:05  竹内徹也（阪大理） YbT2Zn20 (T: Co, Rh, Ir) の重い電子状態− Ce 系との比較−

10:25  休憩

10:55  木村憲彰（東北大理） CeCoSi3 のフェルミ面と反対称性スピン軌道相互作用

11:25  寺嶋太一（物材機構） CeRhSi3 の遍歴 4f 電子

11:55  昼食休憩

13:20  柳町治（酒井治）（物材機構） Ce 化合物のバンド構造の温度変化

13:50  木村真一（分子研） 低温高圧下テラヘルツ分光による CeIn3 の量子臨界点を横断した電子状態変化

14:20  全体討論とまとめ  

15:30  研究会終了

       研 究 会 報 告
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　表題の研究会を平成 22 年 8 月 1 日～ 2 日，高知大学朝倉キャンパスで開催した．当初 30 名の参加を想

定して旅費や懇親会の予算を組んだ．しかし，テーマが時宜を得ており，竜馬効果も効いたためか，76

名もの参加となったので予算が足らなくなった．最新の情報が紹介されて議論が盛り上がり，「日本の地

方から世界へ発信」ができたことは世話人として大変嬉しいことであった．

　今回のテーマは，二つの物質群 CeT2Al10 (T = Fe, Ru, Os) 系と RT2X20 (R = 希土類 , T = 遷移金属 , X = Al, 

Zn) 系であった．どちらも組成式中で希土類元素の割合が低いので，4f スピン間の RKKY 相互作用は弱い．

一方で，4f 電子とリガンドとの軌道混成や高対称結晶場下での多極子の自由度によって新しい物性の発現

が期待された．

　初日は CeT2Al10 系に関する 12 件の発表があった．奇妙な相転移を比較的高い 27 K で示す CeRu2Al10 に

ついては， 27Al-NQR スペクトルの分裂が，構造相転移によるというモデルで当初解釈された．μSR で内部

磁場が確認され，さらに磁気ブラッグピークも検出されたことによって，磁気秩序モデルが浮上した．し

かし，これまでに Ce 近藤半導体で磁気相転移するものは皆無ということからも，奇妙な相転移が単純な

反強磁性転移とは考えにくい．この観点から，反強磁性秩序とスピンパイエルス状態は共存できるという

モデルも紹介された．隠れた主役の追跡が続いているので，予期せぬ展開があるかもしれない．パネルディ

スカッションでは，安岡先生が問題点を整理され，今後の課題を示された．

　二日目は RT2X20 (R = 希土類 , T = 遷移金属 , X = Al, Zn) 系について，若手を含め 10 人が発表した．研究

対象は超ヘビー級 Yb 化合物から Pr 系へ拡がっており，多くの大学院生が参画しているので，RT2X20 系

に関する博士論文が次々生まれそうだ．YbCo2Zn20 の圧力誘起磁気秩序相は反強磁性であることが中性子

回折で直接検証された．この物質の有効質量が磁場の印加によって Ce 系よりも急速に減少するという点

は，理論家への宿題となった．Pr 化合物では PrIr2Zn20 の超伝導をはじめ，　PrTi2Al20 の強的４極子秩序な

どが見出され，結晶場基底状態の Γ3 非磁性 2 重項のもつ 4 極子自由度の諸物性への関与について議論さ

プログラム

日時：平成 22 年 8 月 1 日（日）13 時～ 8 月 2 日（月）15 時

場所：高知大学朝倉キャンパス　総合研究棟 2 階会議室１

8 月 1 日（日）

13:00 本会の趣旨と期待 ：高畠敏郎（ラットリング物質の探索・創製と電子・格子物性の研究班代表）

− CeT2Al10 (T = Fe, Ru, Os) 系の特異物性−

【座長：播磨 尚朝】

13:10 CeRu2Al10 における新しい秩序：西岡 孝（高知大理）（15+5 分）

「重い電子系の形成と秩序化」ワークショップ
－希薄 f 電子格子系の新しい秩序－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

れた．これらの問題点と展望は，パネルディ

スカッションで榊原先生が整理された．

　最後に，お世話になった西岡孝，松村政

博，加藤治一，安岡弘志の諸先生方に感謝

する．

研 究 会 報 告



- 39 -

13:30 CeOs2Al10 の磁気相図，μSR，中性子散乱： 室 裕司（広大院先端） （15+5 分）

13:50 (CeLa)Ru2Al10 の基礎物性： 谷田博司（広大院先端）（15+5 分）

14:10 CeT2Al10(T = Fe, Ru, Os) の Al-NQR/NMR： 松村政博（高知大理） （15+5 分）

14:30 μSR による CeRu2Al10 秩序状態での内部磁場の温度依存： 神戸振作（原子力機構） （10+5 分）

14:45 CeOs2Al10 の中性子回折： 加藤治一（高知大理）  （10+5 分）

15:00 CeOs2Al10 の光学伝導度とギャップの異方性： 木村真一（分子研 UVSOR）  （10+5 分）

15:15~15:30 休憩

【座長：世良 正文】

15:30 CeRu2Al10 高分解能光電子分光： 相馬 清吾（東北大 WPI） （10+5 分）

15:45 CeT2Al10(T = Ru, Os) の強磁場物性： 近藤 晃弘（東大物性研）  （10+5 分）

16:00 CeT2Al10(T = Fe, Ru, Os) の圧力効果： 上床 美也（東大物性研）  （10+5 分）

16:15 CeRu2Al10 におけるスピン - パイエルス転移： 半澤 克郎（東京理科大理工）（15+5 分）

16:35 CeRu2Al10 とその関連物質のバンド構造： 播磨 尚朝（神戸大理） （15+5 分）

【座長：安岡 弘志】

16:55~17:50 パネル討論会 I 「CeT2Al10 系の電子状態，相転移，秩序状態」

 LaRu2Al10 の dHvA 効果：迫田将仁（神戸大院理） （5 分）

 CeOs2Al10 の特異な相転移に対する圧力効果：梅尾和則（広大自然セ）　（5 分）

 CeT2Al10 (T = Ru, Os) の超音波 ：鈴木孝至（広大院先端） （5 分）

19:00 懇親会（高知大学生協会館）

8 月 2 日（月）

− RT2X20 (R = 希土類 , T = 遷移金属 , X = Al, Zn) 系の特異物性−

【座長：大貫惇睦】

9:00 カゴ状物質 PrT2Zn20(T = Ru, Ir) の相転移と超伝導： 鬼丸 孝博（広大院先端） （15+5 分）

9:20 RT2Zn20（R = La, Pr; T = Ru, Ir）の弾性特性： 石井 勲（広大院先端） （15+5 分）

9:40 中性子散乱による PrT2Zn20 (T = Ru, Ir) の研究： 岩佐 和晃（東北大理） （15+5 分）

10:00 YMn2Zn20 の磁性と伝導： 山浦淳一（東大物性研） （15+5 分）

10:20~10:40 休憩

【座長：鈴木孝至】

10:40 YbT2Zn20(T = Co, Rh, Ir) における圧力下物性： 松林 和幸（東大物性研） （15+5 分）

11:00 YbIr2Zn20 と YbCo2Zn20 の重い電子状態： 大貫 惇睦（阪大理）（15+5 分）

11:20 YbCo2Zn20 の NMR からみた磁性： 水戸 毅（兵庫県立大） （15+5 分）

11:50 YbCo2Zn20 と PrTi2Zn20 の弾性定数： 中西 良樹（岩手大工） （15+5 分）

12:10~13:10 休憩

【座長：上床美也】

13:10 PrT2Al20 における近藤効果と多極子秩序： 酒井明人（東大物性研） （15+5 分）

13:30 近藤効果を示す PrT2Al20 の光電子分光： 松波 雅治（分子研 UVSOR）（15+5 分）

【座長：榊原俊郎】

13:50~14:50 パネル討論会 II 「RT2X20 (R = 希土類 , T = 遷移金属 , X = Al, Zn) 系の現状理解と展望」

 重い電子化合物 YbT2Zn20 (T = Co, Ir) の低温磁化：志村恭通（東大物性研）　（5 分）

 YbT2Al20 (T = Ti, V, Cr), PrNb2Al20 の単結晶育成と物性測定：東中隆二（首都大院理工）（5 分）

 LaT2Zn20 (T = Ru, Ir) の La-NMR：藤 秀樹（神戸大院理）（5 分）

14:50 本会の総括と今後の活動：藤 秀樹（巨大振幅原子振動がもたらす新しい量子相の研究班代表）（10 分）

　 　  研 究 会 報 告
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お 知 ら せ

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 7回
日　時：平成 22 年 3 月 21 日（日）17 時 30 分～ 19 時
場　所：岡山大学津島キャンパス　
　　　　理学部 1 号館 1 階 B119
出席者：上田，三宅，播磨，横谷，高畠，藤，榊原，
　　　　石田，竹中，井澤，堀田

　１．ニュースレター通算第 3 号の発行について
　２．米国との国際協力について
　３．日独セミナーについて
　４．ポスドクについて
　５．重い電子国際会議について
　６．予算繰り越しについて
　７．平成 21 年度科研費報告書の対応について
　８．今後のワークショップ開催について
　９．学会シンポジウムについて
１０．科研費をめぐる情勢について

第 8回
日　時：平成 22 年 5 月 9 日（日）15 時～ 18 時
場　所：富山大学五福キャンパス　理学部 2 号館 C104
出席者：上田，播磨，横谷，藤，榊原，堀田

　１．ポスドク公募について
　２．研究会等における総括班からの旅費補助について
　３．固体物理および日本物理学会誌特集号について
　４．中間評価ヒアリングについて

第 9回
日　時：平成 22 年 8 月 1 日（日）9 時～ 12 時
場　所：高知大学朝倉キャンパス　
　　　　総合研究棟ミーティング室１
出席者：上田，三宅，播磨，横谷，高畠，藤，石田，
　　　　榊原，竹中，堀田

　１．７領域合同研究会の開催について
　２．SCES International Advisory Board meeting について
　３．米国との国際協力について
　４．ポスドク応募状況について
　５．中間評価ヒアリングについて
　６．重い電子国際会議について
　７．今後の予定について

なお，第１０回総括班会議は，重い電子国際会議の期間
中に，首都大学東京南大沢キャンパスで開催することを
予定している．

平成 22 年度上半期には 3 回の総括班会議を開催し，本領域の運営について議論を重ねた．開催日時，場所，

出席者，議題を以下に報告する．
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　 　 お 知 ら せ

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：
新学術ワークショップ “New Trends in Theory 

of Correlated Materials”

平成 22 年 9 月 8 日（水）～ 10 日（金）

千葉県生命の森リゾート

新学術国際会議 “International Conference on

 Heavy Electrons (ICHE2010)”

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

7 領域合同研究会
平成 22 年 11 月 13 日（土）～ 15 日（月）

東京大学武田ホール

関連する国際会議：
SCES2011：2011年8月29日（月）～9月3日（土）

Cambridge， U. K.

http://sces2011.org/

LT26：2011 年 8 月 10 日（水）～ 8 月 17 日（水）

Beijing， P. R. China

ICM2012：2012 年 7 月 8 日（日）～ 7 月 13 日（金）

Busan， Korea

http://www.icm2012.org/

SCES2013：2013 年夏

Tokyo， Japan

SCES2014：2014 年夏

Grenoble, France

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 

Scientific Research on Innovative Areas "Heavy 

Electrons" (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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編集後記
　昨年のいわゆる事業仕分けで広義の科学研究費が思わぬ形で注目を集めてから，研究者の社会的責務及

び研究成果還元の一つとして，「得られた成果を社会一般に対して分かりやすく説明すること」が求めら

れるようになってきました．裏を返せば，これまで研究者コミュニティとその外側との間での情報の行き

来と理解が不足していた，ということなのでしょう．あるいは同様なことが重い電子系コミュニティとそ

の外側，さらにはコミュニティ内部，研究室内部でもあるなあと思ってしまう今日この頃です．そういう

状況下で，このニュースレターが重い電子系コミュニティ内部だけでなく他分野の方々，あるいは研究ス

タッフと研究に足を突っ込んでみた学生さんの間をつなぐものになると編集委員としてはこの上なく嬉し

いです．既に前号，前々号で編集方針や記事の種類について説明があるので繰り返しませんが，本ニュー

スレターは，執筆いただいている方が若手からシニアの先生方まで幅広いこと（これが世代間ギャップ？

を埋めるのに有効かもしれない，とひそかに期待しています）と執筆した皆様のご尽力によって幅広いコ

ミュニケーションツールとなりえるのではないか，と個人的に思っています．

　一方，上記と多少関連して最近気になっているのが著作権のことです．社会への情報発信と頑張って，

研究成果を記者発表して新聞報道されても，後日その記事を報道機関に断り無く自分の所属機関や研究室

の HP に貼付けたら，著作権侵害になります．非営利 HP でも転載承諾が有料の報道機関もある（それっ

て全般的に財政難から削減されがちな研究費から他に必要なお金を削って支払えと？）のでうかつに貼付

けられませんが，かといって前日以前の新聞なんて普通簡単に入手できず本当の意味で情報発信になった

のか，国民の知る権利に答えているのか？となってしまいます．また，今号で上田先生が指摘したように

過去の優れた物理の本が絶版あるいは品切重版未定のままという例が後を絶ちません．だからといって図

書館蔵書の品切重版未定本でも借りて１冊まるまる複製したら著作権侵害になります．勿論一般に著作権

侵害は許されることではないですが，ではここで挙げた例では権利者の誰が経済的／精神的損失を被るの

かというと甚だ疑問です．そうやって考えて行くと，社会から求められている研究成果の情報発信や，今

の私たちや学生さんが勉強するための環境作りが何だか著作権をやたらと振りかざす人や団体によって阻

害されているような気分になり，この現状何とかならないのかな，とまで思ってしまいます．が，実は今

はそういう状況説明まで含めて研究者の側から色々と情報発信をしていって幅広く理解を求めていくべき

時期なのかもしれません．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（関山　明）
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