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写真・図の説明　「多極子秩序 (MPO)」に特徴的なリエントラントな B-T 相図（上左）．CePd3S4 で反強四極子と強磁性が同時に起き

ることで生じるキャント磁気構造の図（上右）．加熱中の温度勾配型電気炉（左側が 900℃，右側が 810℃）（上背景）および化学輸

送法による結晶育成の過程で、石英管に封入した KI（ヨウ化カリウム）中で結晶が成長している様子（下）．詳細は本号「最近の研

究から」セクションの「希土類パラジウムブロンズ RPd3S4 が示す多彩な多極子秩序」を参照．
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トピックス

圧力誘起超伝導体 CeIrSi3 における
磁場誘起反強磁性の研究
　摂待　力生　　大阪大学大学院理学研究科　

はじめに
　CeCu2Si2 における重い電子系超伝導が 1979 年

に Steglich らによって発見されて以来，30 を超え

る重い電子系超伝導体が発見されてきた．特に，

高圧技術が普及しだすにつれて CeCu2Si2 と同系

の CeCu2Ge2 に 始 ま り，CeRh2Si2, CePd2Si2, CeIn3 や

CeRhIn5 といった反強磁性体，あるいは UGe2 とい

った強磁性体においても圧力誘起超伝導が発見さ

れ た． さ ら に，CeNiGe3, Ce2Ni3Ge5，UIr, CeRhSi3, 

CeIrSi3, CeCoGe3, CeIrGe3, CePd5Al2, CePtSi2 や

CeRhGe2 といった日本発の圧力誘起超伝導体もぞく

ぞくと加わり，毎年のように新たな圧力誘起超伝導

体の発見が相次いでいる．その多くは反強磁性ある

いは強磁性が消失する圧力近傍で超伝導が出現して

いる．このように圧力は，磁性，超伝導を制御する

重要なパラメータである．一方，重い電子系のメタ

磁性に代表されるように，磁場もまた電子状態を制

御するパラメータであり，YbRh2Si2 のように量子

臨界性を議論する上でも重要である．本稿では，圧

力下，磁場下の両方で興味深い特徴を示す圧力誘起

超伝導体 CeIrSi3 の最近の研究成果を報告したい．

　CeIrSi3 の結晶構造は空間反転対称性の欠如し

た正方晶であり，常圧では TN = 5 K の反強磁性体

で，Pc = 2.25 GPa で反強磁性は消失する 1,2)．圧力

誘起超伝導は Pc よりやや低圧の 1.9 GPa 近傍から

観測され，臨界圧力 Pc
* = 2.6 GPa で超伝導転移温度

TSC = 1.6 K は最大値をもつ．CeIrSi3 の圧力誘起超伝

導の最も特徴的な点は， Pc
* 近傍で，[001] 方向に磁

場を印可したときに現れる非常に大きな上部臨界磁

場 Hc2(0) ~45 T にある 3)．本研究では，CeIrSi3 にお

いて磁場誘起の反強磁性相を見いだし，大きな上部

臨界磁場との関連を調べたので，その結果について

報告したい．

圧力下の磁場中電気抵抗
　図１(a),(b) に 2.35 GPa における磁場中電気抵抗を

示す．2.35 GPa におけるゼロ磁場では，CeIrSi3 の

反強磁性はすでに消失している．図 1(a) では常伝

導状態における S/N 比を良くするために電流密度を

13.5 mA/mm2 と比較的大きくし，図 1(b) では超伝

導のゼロ抵抗を得るために電流密度を 0.9 mA/mm2

と小さくしている．ゼロ磁場の常伝導状態では，電

気抵抗は 10 K 以下で T-liner な温度依存性を示し， 

Tsc = 1.5 K でゼロ抵抗を示す．以下，Tsc は電気抵抗

がゼロとなる温度で定義する．磁場の印可ととも

に，T-linear の振る舞いは変化し，TN で示す温度で

より大きく減少し，超伝導のオンセット Tsc
onset でさ

らに急激に減少し，Tsc でゼロ抵抗を示す．私達は

磁場中で現れる TN は，磁場誘起の反強磁性秩序で

あると考えている．このことは，またあとで交流比

熱の実験結果でも示す．磁場誘起反強磁性は，電

気抵抗では 9 T 以上の磁場で観測され，磁場の大き

さにはあまり依存しない．また，超伝導転移の幅
ΔTsc = Tsc

onset – Tsc は磁場中で大きくなるが，これは

図 1　CeIrSi3 における 2.35 GPa の圧力下で，磁場を
H//[001] に印可したときの磁場中電気抵抗．電流密度
は (a) 13.5 mA/mm2 と (b) 0.9 mA/mm2．
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図２　CeIrSi3 における 2.55 GPa の圧力下で，磁場を
H//[001] に印可したときの磁場中電気抵抗．電流密度
は 13.5 mA/mm2．

図３　CeIrSi3 におけるいろいろな圧力下での超伝導・
磁気相図．磁場方向は H//[001]．

反強磁性相の存在と関係していると思われる．電流

密度が大きいと 17 T の高磁場ではゼロ抵抗に達し

ないが，図 1(b) のように電流密度を下げることで

ゼロ抵抗が得られる．このことは，磁場誘起反強磁

性相の内側では，超伝導がバルクではないことを示

唆していると思われる．磁場誘起の反強磁性相がな

いゼロ磁場では，超伝導相はバルクであることは，

立岩らによる交流比熱の実験ですでに明らかにされ

ている 2)．

　同様の実験を 2.55 GPa でも行なった．図２に示

すように，2.55 GPa の圧力では，17T までの磁場誘

起反強磁性相は観測されず，磁場中でも非常にシャ

ープな超伝導転移のみが観測される．また，常伝導

での電気抵抗は，17 T の高磁場においても T-linear

の振る舞いが観測されている．

　以上のようにして，いろいろな加圧下での磁場中

電気抵抗測定から得られた CeIrSi3 の超伝導・磁気

相図を図３に示す．超伝導相は小さな電流密度で

の Tsc から決定し，磁場誘起反強磁性相は大きな電

流密度での TN から決定したものである．常圧での

反強磁性相が加圧とともに低温側へシフトしてゆく

様子がよくわかると思う．磁場誘起の反強磁性相が

低温側へシフトしてゆくとともに超伝導の上部臨界

磁場はどんどん大きくなり，磁場誘起の反強磁性相

が消失する近傍の 2.55–2.67 GPa では Hc2(0) は 30 T

を大きく越え，臨界圧力 Pc
* = 2.6 GPa での Hc2 をス

ムーズに外挿すると 45 T にも達する．さらに圧力

を加え，臨界圧力から遠ざかると Hc2(0) は再び小さ

くなってゆく．この相図をながめると，CeIrSi3 の

臨界圧力近傍の非常に大きな上部臨界磁場は，圧力

誘起の反強磁性相が消失する磁場へ向かって伸びて

いるように見える．すなわち磁場誘起の反強磁性が

消失する近傍での反強磁性揺らぎによって，Hc2 が

強結合的に増大しているのではないだろうか．た

だし，空間反転対称性が欠如していることにより，

H//[001] 方向で常磁性効果が働かないことも重要な

重要な要因である．ここでは示さないが，H//[110]

方向では，磁場誘起反強磁性相は，臨界圧力より低

い 2.40 GPa で消失してしまう．常磁性効果が働く

こともあり，Hc2(0) は約 10 T 程度に抑えられている．

圧力下の磁場中交流比熱
　次に，磁場誘起相がバルクな性質なものなのか，

また超伝導相と反強磁性は共存しているのかなど

の知見を得るために，2.40 GPa の圧力下で磁場中

交流比熱の実験を行なった．結果を図４に示す．

ゼロ磁場では，超伝導転移による鋭いジャンプが

Tsc = 1.5 K で観測されている．Tsc は 6 T まで磁場の

印可とともに上矢印に示すように減少していく．さ

らに磁場を印可すると，大きな比熱のジャンプは下
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矢印で示すようにほとんど磁場依存性を示さなくな

る．したがって，下矢印で示した 7 T 以上の大きな

比熱のジャンプは超伝導転移によるものではなく，

磁場中電気抵抗で示した磁場誘起の反強磁性秩序に

よるものだと思われる．

　一方，磁場誘起の反強磁性相の内側における超伝

導転移は，8–12 T の範囲で，上矢印で示すように，

ブロードな肩構造として現れている．このブロード

で小さい比熱の異常は，6 T 以下の常磁性相におけ

る超伝導転移の明確なジャンプとは対照的であり，

電気抵抗で観測されたブロードな超伝導転移に対応

している．

　さらに重要なことは，6 T 以下の超伝導相の内部

には，磁場誘起の反強磁性秩序を示す比熱のジャン

プはまったく観測されていないことである．このこ

とは，CeIrSi3 の反強磁性と超伝導は競合的である

ことを示しており，超伝導相の内部に反強磁性相が

入り込んでいる CeRhIn5 とは，対照的である．

CeRhIn5 との比較
　これまで圧力誘起超伝導体の中では，CeRhIn5

に お い て 磁 場 誘 起 反 強 磁 性 相 が 見 つ か っ て い

る 4,5)．図５は電気抵抗と交流比熱から決められた

(a) 2.45 GPa に お け る CeRhIn5 と (b) 2.40 GPa に お

ける CeIrSi3 の超伝導・磁気相図である．CeRhIn5

においては，超伝導相 (SC) は磁場の増加ととも

に，磁場誘起反強磁性相と超伝導の共存相 (AF+SC)

へと変わり，Hc2 より高磁場で磁場誘起反強磁性

相 (AF) へと変化する．磁場誘起反強磁性相（AF）

は，CeRhIn5 と CeIrSi3 で似ているが，大きな違い

は AF+SC 相の存在である 4)．CeRhIn5 では，磁場誘

起の反強磁性の相線が Hc2 をよぎっている．一方，

CeIrSi3 では，磁場誘起反強磁性の相線は Hc2 にぶつ

かると消えてしまう．つまり，CeIrSi3 では，磁場

誘起反強磁性と超伝導の共存相（AF+SC）は存在

しない．NQR/NMR の実験においても，CeIrSi3 で

は AF+SC 相は観測されていない 6)．

　また，CeRhIn5 では，Hc2 は磁場誘起反強磁性の

相線がぶつかっても何の影響もないように見える

が，CeIrSi3 では，Hc2 に磁場誘起反強磁性の相線が

ぶつかると，Hc2 が若干押さえられるように見える．

まとめと今後の展望
　以上，見てきたように私たちは CeIrSi3 において，

圧力下および磁場下の電気抵抗測定，交流比熱測定

から，磁場誘起の反強磁性相を見いだした．磁場誘

起の反強磁性相と超伝導相は共存していないように

思われるが，超伝導上部臨界磁場は，磁場誘起反強

磁性が消失する磁場に向かって伸びており，磁場下

での量子臨界点と，非常に大きな上部臨界磁場との

関連が示唆され，大変興味深いと思う．ただし，こ

の加圧下での磁場誘起反強磁性相は，常圧から続く

反強磁性相との連続性から示唆されるものである

が，中性子や NMR などミクロな実験手段で確かめ
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られたものではない．今後常圧も含め，中性子散乱

の実験により磁気構造などが明らかにされてゆくこ

とが切望される．さらに，他の圧力誘起超伝導体に

おいても，磁場誘起反強磁性の存在や，特に磁場中

の超伝導相との関連を明らかにしたいと考えてい

る．
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トピックス

はじめに
　琉球大学の阿曽と申します．この原稿が日の目を

見るときには期間が終了しているかもしれません

が，公募研究の採択に対し遅ればせながら感謝致し

ます．簡単に自己紹介をさせて頂きます．私は東北

大学の低温物理研究室（小松原武美先生）で博士の

学位を取得し，東大物性研（中性子）を経て，2008

年 10 月より琉球大学において中性子散乱・極低温

物性測定を実験手法として重い電子系化合物を中心

に研究を進めております．

　本稿では，圧力下中性子散乱研究環境の現状を簡

単に述べた後，ピストンシリンダー型圧力セルを用

いた CeRhIn5 の極低温圧力下中性子回折研究によ

り得られた磁気構造に関する新しい知見 1) を報告

します．

圧力下中性子回折
　磁性体や強相関電子系の研究において，中性子散

乱は物質のミクロな情報が得られる有用な実験手段

である．しかし，他の物性測定に比較すると大きな

体積を有した試料が必要であるため，高圧力下の中

性子散乱実験では大きな試料空間で圧力を発生させ

る必要が生じ，大掛かりな圧力発生装置を用いるこ

とになる．日本では，Al 合金製の小野寺セル 2) が

多くの中性子ユーザーに利用され重要な成果をあげ

てきたが，非弾性散乱実験をも視野に入れて設計

されているためにセル自身がとても大きく（φ 100 

mm × 高さ 150 mm），その熱容量により 3He 冷凍

機や希釈冷凍機を使った極低温実験は困難であっ

た．つまり，特性温度が低い重い電子系化合物の研

究には適していなかった． 

　そこで，構造が単純で取り扱いが比較的容易であ

る小型のクランプ式ピストンシリンダー型圧力セル

に着目し，東大物性研の中性子散乱用希釈冷凍機に

取り付け可能な圧力セルを幾つか開発した．圧力セ

ル及び圧力媒体・材料等の中性子に対する特性につ

いては既に詳細な記述をしたので，それらをご参照

極低温圧力下中性子回折による CeRhIn5 の磁気構造
　阿曽　尚文　琉球大学理学部物質地球科学科　

されたい 3)．さらに，ピストンシリンダー型圧力セ

ルの性能を上回る 3 GPa 以上の高圧力の発生には，

アンビル型の圧力発生装置を用いる方法がある．長

壁らは対向アンビル型圧力セル 4) の開発を行い，上

床らはキュービック・アンビル型の圧力発生装置 5)

の開発に取り組んでおり，今後一層，発展していく

ものと思われる．

CeRhIn5 の磁気構造
　CeRhIn5 は， 超 伝 導 (SC) を 示 す CeCoIn5 と 同

じ正方晶 HoCoGa5 型の結晶構造をもつ物質であ

り，超伝導相と反強磁性相（AF 相）が存在する 6)．

CeRhIn5 は常圧では TN ~ 3.8 K で後述する AF 相を

示す（図１を参照）．加圧と共に TN は極大を示した

後，特性圧力 Px ~ 1.85 GPa の近傍にて AF 相は突然

消失する．Px 以下の圧力では AF 相の中に SC 相が

図 1: CeRhIn5 の温度 - 圧力相図 1)． (a) 過去の中性子
回折実験によって決定された TN，さらに一点鎖線
および破線は AC 磁化測定によって決定された Tc，
TN を表す 11)．挿入図は非整合値 δ の圧力依存性． 
(b) 本研究により決定された相図及び非整合値 δ の
圧力依存性．
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存在し，Px 以上の圧力では SC 相のみが存在する．

紙面の都合上多くは述べないが，Px 以上の SC 相の

特徴は，磁気秩序を示さない CeCoIn5 の SC 相に類

似していると考えられている．CeRhIn5 の興味ある

点は，AF 相及び磁気揺らぎと超伝導の関係がどう

なっているかという点であり，磁気構造の詳細を決

定することが重要であることは言うまでもない．

　CeRhIn5 の常圧における AF 相の磁気構造の伝播

ベクトルは τ = (0.5, 0.5, ± δ ) (δ = 0.297) と記述され

る 7)．磁気モーメントは正方格子の頂点である Ce

サイト（1a）にあり，ab 面内では単純な反強磁性

構造をとるが，c 軸方向に格子非整合に変調するヘ

リカル構造とされる．（但し，ヘリカル構造と横波

のスピン密度波の磁気構造因子は同一波数依存性を

示すため，非偏極中性子回折実験からヘリカル構造

と断定できない点はあまり知られていない．）さて，

c 軸方向の変調 δ の圧力依存性には過去の実験結果

に不一致がある．図１の挿入図に示されるように，

Llobet ら 8) によれば 1.63 GPa まであまり圧力依存

性を示さないのに対し，Majumdar ら 9) や Raymond

ら 10) によると 1 GPa 付近にて δ が 0.4 付近まで不連

続的に変化する．これらの過去の研究では圧力媒体

として 1 GPa 付近で固化するフロリナート（FC-75

または FC-70/77 の混合液）が用いられているため，

どうもこれらの不一致は圧力媒体に依存していると

思われた．そこで，圧力下の本質的な磁気構造の研

究が必要であるため，私達は研究を開始することに

した．

CeRhIn5 の圧力下中性子回折
　CeRhIn5 の構成元素である Rh と In は中性子吸収

体であり，1 mm 程度の厚さで強度が 1/e になって

しまう中性子屋泣かせの試料である，そのため，中

性子散乱強度には原理的にこれ以上増やせない上限

がある．そこで，ほぼこの上限の条件となる 1 mm

× 1 mm ×高さ 3 mm の単結晶試料を用意し，この

大きさに適した肉薄のシリンダー（内径φ 2.7 mm，

外形φ 8.8 mm）の小型 CuBe 合金製圧力セルを用い

た研究を行った．また，圧力媒体は，10 GPa 程度

までよい静水圧力性をもつ重水素化メタノール・エ

タノール 4:1 を用いた．外形φ 8.8 mm の圧力セルは，

Quantum Design 社の SQUID 磁化測定装置 MPMS の

測定プローブに取り付け可能であり，Sn や Pb 等を

試料の傍に置いておけば，これらの超伝導転移点の

圧力依存性から事前に試料の圧力を容易に知ること

ができる．なお，中性子回折実験は，東海村にある

原子力機構の研究用原子炉 JRR-3 に設置された東

大物性研の GPTAS 分光器を主に使用し，3He 冷凍

機を用いて 0.70 K まで冷却された．

　さて，図２(a) で示されるように，非整合位置 δ

に明瞭な磁気反射が観測される．本研究で得られた

磁気反射の強度とバックグラウンド強度の比，及

び実際に観測された強度の計測率を考慮した figure 

of merit は，過去の文献 7-10) に比べると 20 ~ 50 倍

程度改善されている．これは試料の中性子吸収特

性，試料サイズ，圧力セルの寸法のマッチングを取

ったことによる大きな成果である．図１(b) の挿入

図に示すように，δ は圧力増大とともにゆっくりと

上昇し，1.48 GPa の圧力で δ = 0.326 となる．即ち，

Majumdar ら 9)，Raymond ら 10) による 1 GPa 付近の

異常は観測されず，圧力媒体の静水圧力性の違いに

より，これらの結果が生じたと考えられる．言い換

えると，CeRhIn5 の磁気構造は圧力の僅かな不均一

等に極めて敏感である．

図 2: (a) P ~ 1.48 GPa における中性子回折プロファ
イ ル． (b) Q1 = (0.5, 0.5, 1.326) ( ▲ ) and Q2 = (0.5, 
0.5, 1.391) ( ● ) でのピーク強度の温度依存性．
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　さて，CeRhIn5 の超伝導と反強磁性の相関を確か

めるため，P = 1.48 GPa における磁気構造の温度変

化を調べた．図２(a) が，４つの測定温度 3.5 K (> 

TN), 2.0 K (> Tc), 0.90 K (~ Tc), 0.75 K (< Tc) での散乱

プロファイルである．温度を下げていくとともに，

明らかに Q1 = (0.5, 0.5, 1.326) の散乱が消え，代わり

に Q2 = (0.5, 0.5, 1.391) の散乱が入れ替わるように生

じている．決して波数は連続的に移り変わるのでは

ない．図２(b) は，Q1 と Q2 でのピーク強度の温度

依存性であり，Tc ~ 0.90 K で鋭く強度が変化するこ

とがわかる． 

　さて，中性子回折により得られた結果を温度 - 圧

力相図にまとめたものが図１(b) である．得られた

TN や Tc は，過去の文献と極めてよい一致を示す．

これらの結果より，磁気波数ベクトルが τ1 = (0.5, 

0.5, 0.326) から τ2 = (0.5, 0.5, 0.391) へ入れ替わる現

象は，超伝導の発生とともに生じている可能性が高

い．これは直ちに SC 相は τ1 よりも τ2 の AF 相を好

むことを意味し，τ2 の AF 相と SC 相が共存するこ

とを強く示唆する．また，これまでの重い電子系超

伝導体では磁気ブラッグ反射強度が Tc 以下で僅か

に減少することが観測されてきたが，波数ベクトル

の入れ替わりは極めて対照的な結果である．

おわりに
　本稿で述べた静水圧力による研究以外にも，Rh

サイトを Co や Ir で置換する化学圧力による研究が

ある．これらの研究では単結晶試料が用いられ，得

られた温度 - 化学圧力相図は実験グループにより大

きく異なる．本研究で得られた静水圧力による温度

- 圧力相図とは質的に異なるようである．また，置

換系単結晶の中性子回折では磁気ブラッグピークが

Tc 以下で減少したり，波数ベクトルの入れ替わり

を示したりすることもない．先に CeRhIn5 の磁気構

造は圧力の僅かな不均一等に極めて敏感だと述べた

が，Co，Ir 置換系 CeRhIn5 の磁気構造が実験グルー

プによって異なるのは，これらが原因ではないかと

推察する．

　残された磁気構造の問題点（少なくとも Px 以下

の零磁場において）は，NQR の結果との対応関係

であろう．八島らによる NQR 測定 12) からは，τ = 

(0.5, 0.5, ± δ ) の非整合 AF 相と τ = (0.5, 0.5, 0.5) の

整合 AF 相が相分離していて，Px 近傍の圧力で整

合 AF 相がほぼ全体に広がると報告されている．

（CeCoIn5 では δ が 0.5 を中心として磁気揺らぎが観

測されている 13)．）本研究では τ = (0.5, 0.5, 0.5) の整

合 AF 相は観測されなかった．本研究の測定限界の

磁気モーメントの大きさは 0.15 μB/Ce であるため観

測されなかった可能性もあるが，本研究での最高圧

力である 1.48 GPa から，より大きな Px 近傍までの

圧力で，どのような結果になるのか大変興味深く，

今後の課題としている．

　もうひとつ気になる点は，図２(b) の波数ベクト

ルの入れ替わりが，Tc よりも少し高めの温度 T* で

生じる点である．図１(b) の温度 - 圧力相図にも■

としてプロットしたが，圧力の不均一がその原因で

はない．より精密な物性測定による研究が求められ

ると考える．

謝辞
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プログラム二題　—　結晶場・近藤効果
共存系の物理量と Cauchy 型数値積分
　酒井　治　　物質・材料研究機構

はじめに
　近藤効果の関与した物理量の計算に関連した話題

をふたつ書きたい．ひとつは結晶場と近藤効果の共

存する系の比熱や各種帯磁率の数値データとそのプ

ロットを Excel 上で与える簡便プログラム，CXcal-

excel の紹介である．もうひとつは Kramers-Kronig

の関係式などで現れる Cauchy 型の積分を数値的に

行う方法である．いずれも筆者の古くから現在まで

の仕事に関係している．紙面を与えていただいたこ

の機会に記しておきたい．特に後者は，筆者の数値

計算プログラムのなかの必須の要素として活用して

きたものである．しかし，直接に物理に結び付くも

のではないため，公表する機会がなかった [JPSJ 79 

(2010) 114701 の論文の appendix に一部を示した ]．

既に同様な手法を使っている方もおられるかもしれ

ないとも思う．その場合にはご教示いただきたい．

CXcal-excel
　結晶場と近藤効果の共存系における諸物理量の計

算は，前川等の先駆的計算や Bethe 仮説に基づく川

上等の計算など，基本的には解決済の問題と言えよ

う．しかしながら，実際の実験の解析の際にはパ

ラメータを自由に変化させたり，同一パラメータ

で様々の物理量を計算するなど，手軽な解析用プ

ログラムも必要であろう．筆者は光電スペクトル

や動的帯磁率等を総合的に計算できるパッケージ，

RSLV を作り実験研究者に提供してきた．これは

NCA (Non-Crossing Approximation) およびその発展

形の手法による FORTRAN プログラムである．し

かし残念ながら，一部の光電スペクトルのグループ

の方の利用を得たのみで，他の分野の方々に広く利

用していただくことは出来なかった．反省するに，

FORTRAN プログラムは忙しい実験家に取り付きに

くい代物であったのだと思う．本新学術領域研究に

採用していただいた課題との関連で RSLV を見直す

必要も生じた．計算精度に問題のあった従来の比熱

の計算ルーチン等をリフレッシュした機会に，もっ

と利用していただく方策はないものか思案したす

え，大抵の PC に Excel は乗っているのではないだ

ろうかと思い至った．とはいえ，Excel で複雑な数

値計算を行うプログラムをコードすることは私には

無理である．そこで，単純なケースに最低限のこと

をする− Ce にたいし任意の大きさの立方対称結晶

場と近藤効果の共存系の比熱・帯磁率の温度依存を

数値データと図を与えるプログラム−を作った次第

である．種を明かせば，RSLV を使用してパラメー

タの細かいメッシュで計算データを作っておき，与

えたパラメータ・温度にたいし Excel で内挿をする

というものである．図 1 に，Γ8 のエネルギーを E8

とし，また Γ7 のエネルギーを E7 として Δ=(E8-E7)/

TK を負の様々の値に選んだ場合の比熱の温度依存

性を示す．この図は RSLV により求めたものであ

る．同様に Δ の正の場合も求めておく．これらが，

Excel のデータとして保存されている．任意の Δ, 例

えば Δ=-16.5 にたいしては Excel の内挿と作図機能

により図 2 に示されている結果が即座に得られる．

同時に数値データも与えられる．現在のところ，比

熱，磁気帯磁率，４極感受率，電気抵抗が求められる．

このプログラムは共同開発の原則を承認する方に，

再配布・改変自由の原則で配布している．必要な方

は是非連絡をされたい．より低対称の場合や動的励

起については RSLV による直接計算が必要である．

最近の研究から

図１ Δ を負の様々な値に選んだ場合の比熱．横軸は
logT/TK, TK は Δ=0 (6 重縮重 ) ケースの近藤温度．実線は
Δ=0 の結果．これは RSLV による NCA 計算の結果である．
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この部分については，内容の理解しやすいコード

への改修を進めている．[ 引用文献は省く．CXcal-

excel の使用説明書を参照されたい．]

Cauchy 型の数値積分
　例えば，動的帯磁率 χ(ω)=χ'(ω)+iχ''(ω) をその虚数

部によって表示する関係式，

ここで hi=xi+1-xi，また，yi は x=xi における ρ(x) のデータ値，Mi は xi での 2 階微分である．Mi は通常の

spline 内挿法により定める．区間 [xi, xi+1] での積分は，

となる．この式は，z→xi ( または z→xi+1) の場合 log 的に発散する．しかし，この発散は隣りの領域 [xi-1, 

xi] からの逆符号の発散と消し合う．log 発散は弱いので，両者の足し合わせによる桁落ちはほとんどない．
|z-xi|/hi~10-10 としても 1 桁の桁落ちが生じるだけである．一方，積分区間から充分離れた z にたいしこの

積分は 1/z と振る舞うはずである．上の式は z の多項式と log 項の組み合わせで与えられているので各項

からの寄与に打ち消し合いが生じる．従って数値計算の精度の低下が危惧される．そこで |1/(z-xi)| と |1/(z-

xi+1)| が小さいとして展開を行う．最終的には次の式が得られる．

係数が単純なので展開式を高次まで計算するのは容易である．10 次程度まで取れば hi/|z-xi|~10-1 にたいし

最近の研究から

に見られるように，物理のなかでは Cauchy 型の積

分がしばしば現れる．上の式で z を実軸 z=ω+iδ に

近づけると被積分関数に 1/(ω-x) 型の主値積分が生

じる．これは正と負の発散の寄与が打ち消しあう形

のため，数値計算には注意が必要となる．余談にな

るが，筆者が初めてこの積分に出会ったのは柳瀬章

先生の指導を受けていた院生時代であった．先生曰

く，「等間隔積分メッシュにして ω をその中間点に

選べばよい」．いかにも柳瀬先生流の実利・実際的

な解決法で感心すると同時にいささか釈然としない

思いも残った．その後，この型の積分に幾度か出会

い，本稿で説明する方法にたどりついた訳である．

発散点 ω を含む適当な積分領域内で虚数部を適当

な多項式により近似して，積分を解析的に実行する

ことは誰しもが考える方法であろう．筆者の行った

のもその手段である．しかし悩ましい問題も残さ

れる．区分多項式として spline 内挿を使用した方法

と，そこで生じる問題の解決法について紹介する．

3 次 spline 法では，ある積分区間 [xi, xi+1] の虚数部 :

ρ(x)≡-χ''(x)/π は次のように与えられる :

図2 CXcal-excelによるΔ=-16.5の場合の比熱の作図結果．
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にたいして，Cauchy 積分を安定で手軽に実行する

ことに主眼をおいている．関数近似論的な意味での

数学的精度の吟味は行っ ていない．

−　編集委員追記　−

　この原稿を頂いたとき，同じ数値積分に頭を悩ま

せたものとして，私の知り得た文献をお伝えした．

文献を載せてはどうかとのこと，余白を借りて提供

させて頂く次第である 1-5)．数値計算には本題とは

直接関係のない類の面倒が多く，各自さまざまなノ

ウハウをお持ちのことと思う．これらの知識を共有

する効果的な方策があればよいのだが．(HK)

参考文献
1) W.J. Thompson: Comp. Phys. 12 (1998) 94.

2) S. Kumar and A.L. Sangal: Indian J. pure appl. Math. 

31 (2000) 1313.

3) C. Rusu, P. Kuosmanen and J. Astola:

http://ticsp.cs.tut.fi/images/2/23/Cr1023-riga.pdf

4) M.C. de Bonis, B. Della Vecchia and G. Mastroianni: 

Math. Comp. 71 (2001) 1169.

5) ρ(x) の解析的表式が利用できる場合は，Quadpack 

(FORTRAN/C) が便利であろう :

http://nines.cs.kuleuven.be/software/QUADPACK/

http://www.gnu.org/software/gsl/

10 桁程度の精度が期待される．最初の積分式を使っ

ている人はおられるのではないかと思う．しかし，

逆冪展開が単純な形をしていることに気付いている

方はおられるのだろうかということがこの文を書い

た動機である．

　スペクトルギャップの発生等がある場合に自動的

な 3 次 spline 内挿をするのは困難である．このよう

なケースでは細かい mesh 上の 1 次関数で ρ(x) の内

挿を行わざるを得ない．このとき区間での内挿式は

となる．ただし，mi=(yi+1-yi)/hi．積分は次のように

なる．

および

図 3 に虚部として を仮定して線

形補間 ([-1, 1] を 800 等分 ) による積分値 の実部 ( 太

線 ) と解析的な解による値との差の 50 倍 ( 細線 ) を

示した．ただし，z=ω+i×10-8 と置いて横軸は ω であ

る．ω=1 付近を除けば差は大体 10-4 程度である．差

の ω 依存性は滑らかであり，数値処理から生じた

誤差であるよりは，線形化によるモデルの差に起因

する．

　本稿を見て楠瀬博明氏より Cauchy 積分の方法に

ついて幾つかの文献のあることをご教示いただい

た．誤植などの指摘も含めて氏に感謝する次第であ

る．Cauchy 積分について様々な問題に出会ってい

る方もおられると思うので，楠瀬氏にお願いして関

連文献を文末に挙げていただくことにしたい．なお，

本稿で示した方法は，虚数部関数の数値的データ 

( 及びその内挿法を合わせて与えられたモデル関数 )

最近の研究から

図 3　 に た い し，z=ω+i×10-8 と 置 い
た積分値の実部 ( 太線 ) と正確な値との差 ( 細線 )．横
軸は ω である．詳しくは本文を参照のこと．
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最近の研究から

希土類パラジウムブロンズ RPd3S4 が示す
多彩な多極子秩序
　松岡　英一　　神戸大学大学院理学研究科　

はじめに
　平成 21 年度～ 22 年度の A03 班公募研究として，

「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」を採択して頂いた．本稿

では私のこれまでの経歴紹介を含め，公募研究の

対象物質である希土類パラジウムブロンズ RPd3S4

（R：希土類）の示す多彩な多極子秩序と，公募研

究で行っている研究内容を御紹介したい．

RPd3S4 における多彩な多極子秩序
　図１に示すように，RPd3S4 の結晶構造は空間群

で表される立方晶である．面上の Pd 原子を

結ぶ線が，隣接する面上のそれと 90°の角度をなし

ているため，体心立方格子を組む R 原子の局所対

称性には四回対称軸が欠如している．この局所対称

性は，充填スクッテルダイトの希土類サイトと同様

に，点群 Th で表される．また，この結晶構造から

S 原子を除去すれば，Nb3Sn 等の A15 型構造と同じ

になる．

　1999 年に東京大学物性研究所の石川征靖先生の

グループにより，RPd3S4 の多結晶試料を用いた系

統的物性研究が行われた 1)．これと同時期に，北海

道大学のグループも多結晶試料の物性を報告してい

る 2)．石川グループが注目したのは，4f 電子結晶場

基底状態が高い縮重度を有することである．縮重度

が高ければ，基底状態は磁気双極子の自由度に加

えて，多極子（電気四極子や磁気八極子など）の

自由度を持つため，多極子秩序が生じうる．実際，

DyPd3S4 は 3.4 K と 1 K で，それぞれ反強四極子秩

序と反強磁性秩序を示す 3)．

　参考文献 1) の研究が行われた直後，私は博士

課程の学生として石川先生の研究室に配属され，

DyPd3S4 の単結晶化からこの系の研究に参画した．

一年の試行錯誤の後，ヨウ化カリウムを用いた化学

輸送法によって単結晶育成に成功し，DyPd3S4 の四

極子秩序の研究で私は学位を得た．学位取得後の数

年間は多極子秩序の研究から離れていたが，2005

年に東北大学の小野寺秀也先生の研究室に赴任して

以来，他の RPd3S4 についても単結晶を用いた研究

を行ってきた．以下に，小野寺研究室で得られた結

果の一部を示す．

(1) CePd3S4

  6.3 K で強磁性と反強四極子の同時秩序を示す 4)．

(2) PrPd3S4

　TM = 1.56 K で二次相転移を示す 5)．粉末中性子回

折で TM 以下で反強磁性秩序が観測される一方，TM

は磁場印加で増加し，高磁場で減少に転じるという，

反強四極子秩序の転移温度に見られるような「リエ

ントラント」な挙動を示す 5,  6)．

(3) SmPd3S4

　2.46 K で一次の反強磁性転移を示す．

(4) TbPd3S4

　常磁性 (PM) 状態から伝播ベクトル k = (1 0 0) で

表される反強磁性 (AFM) 状態 7) への相転移が一次

相転移的である．図２の磁場−温度相図に示すよ

うに，B > 0.5 T の磁場下でリエントラントな挙動

を示す相境界が現れる．粉末中性子回折実験では，

B > 0.5 T で k に加えて強磁性成分が観測されたこと

から，B > 0.5 T で反強四極子 (AFQ) 秩序が誘起さ

れることが分かった．

　このように，RPd3S4 が多彩な多極子秩序を示す

ことが明らかになる一方，PrPd3S4 の TM 以下での秩

序変数が不明であること等，残された問題も存在す

る．
図 1: RPd3S4 の結晶構造．

R
Pd

S
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公募研究で目指したこと
　TbPd3S4 が示す一次の AFM 転移と磁場誘起 AFQ

秩序という物性は，正方晶化合物 TbB2C2 の物性 8)

と類似している．TbB2C2 の Tb を軌道角運動量が

ゼロである Gd で数 % 置換すると，AFM 転移温度

TN での鋭い比熱ピークが，λ型ピークと一次転移

的ピークの二つに分裂する 9)．この結果は，TbB2C2

の TN では AFM 秩序と何らかの秩序が同時に生じ

ていることを意味する．磁気構造の考察から，同時

秩序化し得るのは四極子ではなく，八極子のような

高次多極子であると考えられている．TbB2C2 の物

性との類似性から，TbPd3S4 の一次の AFM 転移も

同時秩序が原因ではないかと私は考えた．TbPd3S4

の k = (1 0 0) という AFM 構造が AFQ 秩序と共存出

来ず，同時秩序化し得るのは高次多極子である点も

TbB2C2 と同じである．公募研究では，TbPd3S4，及

び，同様に一次の AFM 転移を示す SmPd3S4 の希土

類サイトを Gd，及び Y（スピン角運動量，軌道角

運動量共にゼロ）で置換し，同時秩序の可能性を検

証している．これまでに，TbPd3S4 の Tb サイトを

20% まで置換した化合物の磁化測定を行った結果，

Gd（Y）濃度の増加に伴い，AFM 転移温度の単調

な増加（減少）が観測されたのみで，秩序の分離は

確認されなかった．磁化は多極子秩序が生じても顕

著な異常を示さない場合も多いため，比熱測定によ

る確認を行う必要がある．公募研究の開始と同時期

に，私は神戸大学へ異動となり，現在，菅原仁先生

と新しい研究室を立ち上げている．まもなく完成す

る比熱測定装置によって，秩序が分離されるか否か

確認する計画である．

　最近では，共同研究として超音波吸収や共鳴 X

線散乱実験が開始され，超音波吸収の結果から

DyPd3S4 が低磁場で高次多極子秩序を示す可能性が

提案されるなど 10)，興味深い結果が得られつつある．

数十年の歴史がある四極子秩序の研究と比べ，高次

多極子秩序が注目されてまだ日が浅い．そのため，

まだ実例も少なく，理論的観点からも明らかにすべ

き問題が残されている．RPd3S4 は高次多極子秩序

の新しい候補物質と考えられ，この系の物性を様々

な実験手法で調べることで，高次多極子秩序の理解

がより深まることが期待される．

今後に向けて

　RPd3S4 の研究から多くの事を学べたのは幸運で

あった．その一方で，学位論文の延長にある研究を

続けて来たことに不甲斐なさも感じる．神戸大学へ

の異動を好機として新物質を世に問うのが目標であ

る．物理対象としては多極子だけでなく，物性物理

に興味を持つきっかけとなった超伝導にも取り組ん

でみたい．とは言いつつ，ほとんどの場合は新たに

作る物質は期待通りの物性を示さず，まずは「数を

撃って当てる」で進むしかないと考えている．

　本稿の内容は，石川，小野寺両先生の他，大山研司，

中村慎太郎，野島勉（以上東北大金研），岩佐和晃（東

北大院理）各先生をはじめとする多くの方々との共

同研究成果である．また，菅原仁，播磨尚朝両先生（神

戸大院理）からは本稿について貴重な御意見を頂い

た．これらの方々に厚く御礼申し上げる．
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064708.
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図 2: TbPd3S4 の磁場−温度相図．
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最近の研究から

磁気共鳴法を用いた重い電子系の研究と周辺物質
における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　

　本学術領域における筆者の研究目標は，重希土

類充填スクッテルダイト化合物 RRu4P12 (R=Gd, Tb, 

Dy) の高品質結晶による 101Ru- 核四重極共鳴（NQR）

実験による多極子秩序の探索と空間反転対称性を

もたない圧力誘起超伝導体 CeCoGe3 の 10 GPa 級
59Co- 核磁気共鳴（NMR）および NQR 実験による

超伝導対称性の研究の２つからなる．前者のテー

マは，充填スクッテルダイト化合物 PrRu4P12 で提

唱された四極子以上の多極子秩序，SmRu4P12 で提

唱された八極子秩序と類するような多極子秩序が

RRu4P12(R=Gd, Tb, Dy) において見出されるか，NQR

スペクトルの転移点における分裂の有無から見極め

るというものである．SmRu4P12 では，単結晶試料

における NQR 実験で明確なスペクトルの分裂が見

出され 1)，これが八極子秩序の可能性を決定的にし

たと考えられている．我々が以前行なった RRu4P12 

(R=Gd, Tb, Dy) の多結晶試料の NQR 測定では，転

移点におけるスペクトル分裂は見出されなかった．

最近，RRu4P12 (R=Gd, Tb, Dy) についても単結晶試

料の育成が可能になり，本テーマでは単結晶試料を

用いて，この分裂の有無を追及している．後者のテ

ーマは，改良型ブリッジマンアンビルセルを用いて

空間反転対称性を持たない超伝導体における超伝導

対称性を検証するというものである．しかし，現在

まで，この２つのテーマに対して大きな成果として

の進展がない状況であり，筆者の非力を痛感してい

る．特に前者のテーマでは，残留抵抗比が大幅に向

上し，比熱における転移も非常に鋭い単結晶試料

GdRu4P12 を用いたにも関わらず，NQR のスペクト

ル線幅が多結晶試料よりも増加し，その原因を追究

できずにいる．後者については，ここ半年でようや

く安定した加圧が行なえるようになってきたため，

加圧下における NMR/NQR に取り掛かったところ

である．そこで，ここでは比較的重い有効質量を有

する鉄系超伝導体 KFe2As2 の超伝導対称性に関する

最近の研究成果を報告したい．

　鉄系超伝導体は，LaFeAsO1-xFx において超伝導転

移温度 TC=26 K の超伝導が報告されてから 2)，多く

の関連物質が発見・報告され，現在に至る超伝導物

質群である 3)．鉄系超伝導体においては，Fe の d 軌

道が電子物性を担っており，d 軌道のすべての軌道

がフェルミ準位に顔を出している．そのため，多く

のフェルミ面が存在し，高い TC の起源，超伝導発

現機構，超伝導対称性との関連に興味が持たれてい

る．特に超伝導発現機構については，スピンゆらぎ

によるフェルミ面間で符号が反転する s+– 波超伝導

と 4)，不純物効果を矛盾なく説明できる軌道ゆらぎ

によるフェルミ面間で符号が反転しない s++ 波超伝

導の可能性が示唆されており 5)，現在も論争が続い

ている．筆者が注目している KFe2As2 は，重い電子

系研究者にはなじみの深い ThCr2Si2 構造を有する物

質である．TC=3.5 K と転移温度は低く，高い TC を

もつ Ba0.6K0.4Fe2As2 と比べると過剰にホールがドー

プされているため，通常の鉄系超伝導体と比べて，

フェルミ面の構成も大きく異なる．多結晶試料を用

いた NQR と比熱測定から，KFe2As2 では，多くの

鉄系超伝導体とは異なり，ラインノードを持った超

伝導状態が実現している可能性が高いことを筆者ら

は報告した 6)．これまで NMR/NQR の核スピン・格

子緩和率 1/T1 の温度依存から多くの超伝導体の超

伝導対称性が議論され，そのたびに NMR/NQR は

決定的な仕事をしてきている．しかし，この鉄系超

伝導体は本質的にマルチギャップ超伝導体であるた

め，1/T1 の温度依存だけから超伝導対称性を議論す

ることは注意を要する．KFe2As2 の 1/T1 の温度依存

もそれだけではフルギャップ超伝導でもノードを持

つ超伝導でも説明が可能である．そこで，筆者は，

超伝導状態における 1/T1 の温度依存と比熱測定か

ら得られた準粒子比熱の温度依存を同一のギャップ

パラメータで解析することにより，ラインノードを

持つ可能性が高いことを結論した．

　その後，KAs フラックスを用いた単結晶育成に

より，残留抵抗比が 600 を超える非常に純良性の高

い試料を得ることができ 7)，この試料を用いてドハ
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ース・ファンアルフェン信号を検出し，大半のフェ

ルミ面の同定に成功している 8)．しかし，有効質量

が大きいために観測できなかったと考えられるフ

ェルミ面も存在し，現在観測に向けて準備を行な

っている．実際に，筆者らの比熱測定から（図 1），

KFe2As2 の 電 子 比 熱 係 数 は， 約 93 mJ/K2mol-fu と
d 電子系物質としては、LiV2O4 に次ぐクラスの大き

さを持っていることがわかり，これはバンド計算

による電子比熱係数と比べると約 5 ～ 10 倍の大き

さに相当する．橋本らによって示された Kadowaki-

Woods プロットにおいても，強相関電子系に期待

される値 1 × 10-5 μΩcm(Kmol/mJ)2 に匹敵する大き

さを持ち，この物質における電子相関の重要さを示

している 9)．単結晶試料を用いることにより，超伝

導状態における 75As 核の NMR ナイトシフトを測定

することができ，その温度依存は，TC(H) 以下で磁

場方向に依存せず減少し，KFe2As2 においても他の

鉄系超伝導体と同様に超伝導のスピン部分に関して

は，一重項状態が実現していることが明らかになっ

た（図 2）．また，共振トンネルダイオードを用い

た磁場侵入長の実験では，ブリルアンゾーンの中

心付近に存在するフェルミ面上にノードが存在す

る可能性が報告された 9)．中性子小角散乱 10) によ

ってノードの方向が水平である可能性も示唆され，

KFe2As2 の超伝導対称性について，着実に絞り込ま

れてきている．今後の課題としては，磁場中熱伝導

率，磁場中比熱の実験が必須であり，これには重い

電子系研究で培われてきた諸先輩方の高度な実験ノ

ウハウの投入が必須であり，現在共同研究が進行中

である．

　KFe2As2 における比較的大きな有効電子質量の起

源が，山田耕作先生が前回のニュースレターで紹介

された電子相関の繰り込みによる質量増大と TC の

低下の関係 11) によってもたらされているかについ

ては，現在のところ実験的な証拠はない．しかし，

今後の研究の進展によってその関係が明らかになれ

ば，周辺物質である KFe2As2 の研究を通して，重い

電子系研究に貢献できるのではないかと考えている

ところである．

　本報告の内容は，千葉大小堀グループ，室蘭工大

関根グループ，首都大佐藤グループ，産総研永崎グ

ループ，物材機構寺嶋グループ，京大松田グループ，

東大中辻グループとの共同研究です．常に示唆に富

む議論，アドバイスをいただいており、ここに感謝

します．
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図 2　KFe2As2 単結晶の 75As 核のナイトシフト

図 1　KFe2As2 単結晶の低温比熱
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最近の研究から

角度分解熱膨張測定による強相関電子系の研究

　田山　孝　　富山大学理学部　

はじめに
　異方的超伝導は従来の超伝導理論（BCS 理論）

では説明がつかず，その機構解明は現在の固体物理

学の重要な研究課題の１つとなっている．異方的超

伝導の機構解明には超伝導の秩序変数を明らかにす

る必要がある．それには超伝導ギャップのノード構

造を決定することが重要となる．点状や線状のノー

ドが存在するかどうかについては比熱や核磁気緩和

率の温度変化が温度のべき乗則に従うかどうかで分

かるが，運動量空間のどの方向にノードが存在する

のかまでは分からない．近年，この問題に関して超

伝導混合状態における比熱や熱伝導度の磁場方向依

存性からノード構造を明らかにする研究が，主に国

内の研究者によって精力的に行われ，大きな成果を

収めている．例えば，重い電子系超伝導体 URu2Si2

のギャップ構造については，比熱と熱伝導度の磁場

依存性の測定から明らかにされ，結論は整合してい

る．一方，重い電子系超伝導体 CeCoIn5 の場合，当

初の比熱と熱伝導度から得られた結論は一致しなか

った（最近，CeCoIn5 の比熱の結果については，TC

の 10 分の 1 以下の十分な低温まで実験を行うと，

熱伝導率から得られた結論と矛盾しないことが報告

されている 1)）．このようなとき，他の物理量の磁

場角度依存性からも超伝導ギャップ構造の情報が得

られると，問題解決の糸口となりうる．

　理論的には，磁化の磁場角度依存性からも超伝導

ギャップ構造を探ることは可能であるとされてい

る．そのような実験的試みは，以前所属していた東

大物性研榊原研究室で行われていた．しかし残念な

がら，磁化測定では超伝導ギャップのノード構造を

探るのに必要な測定精度を得ることは難しいことが

わかった．磁化以外の有力な候補としては熱膨張率

がある．一般に比熱と体積熱膨脹率の間には熱力学

関係式が成り立っているが，測定で得られるのは体

積熱膨張率ではなく線熱膨張率である．そのため，

線熱膨張率から比熱と同じように超伝導ギャップ構

造の情報が得られるかどうかは自明ではないが，可

能性としては考えられる．そこで，数年前から熱膨

張の精密な磁場角度依存性測定装置の開発を行って

いるので，ここに紹介する．

角度分解熱膨張測定装置の開発
　熱膨張測定には歪みゲージ法，キャパシタンス法，

X 線回折法，光学的測定法などがあるが，超伝導体

のギャップ構造に起因した熱膨張の磁場角度依存性

の変化はかなり小さなものになると予想される．こ

のことから測定法としては最も感度がよいとされる

キャパシタンス法を選んだ．キャパシタンス法は原

理的に発熱の心配や磁場の影響をほとんど受けない

ため，極低温・強磁場での測定に向いているという

点も選んだ理由の一つである．一方，キャパシタン

ス法の問題点は，平行板コンデンサーの平行度を保

つために試料の向かい合う 2 つの側面を平行に精度

よく加工する必要があることである．このことは小

さな試料や柔らかい試料など成形の難しい試料の測

定には不向きであることを意味する．また，様々な

結晶方位の熱膨張を調べるためには 1 つの試料だけ

で行うことは難しく，いくつかの試料を用意する必

要がある．このため，試料依存性の大きい試料の研

究においても熱膨張測定は問題がある．他にもまだ

理由はあると思うが，熱膨張は比熱や磁化と同じ基

礎的な熱力学的物理量であるにもかかわらず，比熱

や磁化ほど多くの研究者によって実験が行われてい

ないのが実状である．

　我々は少しでも熱膨張の実験を簡単にするため，

精密な試料成形が必要のないキャパシタンス式の熱

膨張計の開発を行った．これは長年培ってきたキャ

パシタンス式磁力計の技術を応用したものである．

ここでキャパシタンス式磁力計の特徴について説明

する．試料台は十字に交差させた燐青銅ワイヤー 2

本を 2 段にして，合計 4 本の燐青銅ワイヤーによっ

て支えられている．このワイヤー構造により，試料

台は水平を保ったまま上下動しやすくなっている．

試料台の底面は平行板コンデンサーの可動電極面に
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もなっているため，試料台が動いても平行板コンデ

ンサーの可動電極面と固定電極面のあいだの平行度

は保たれるというのがこの磁力計の特徴である．熱

膨張計では，この磁力計の試料台の上に天井を設け，

試料は天井にグリースやワニス等で固定する．そし

て天井の高さを試料と試料台がわずかに接するよう

に調整すれば，試料の伸び縮みによって可動電極の

位置が変化し，試料の熱膨張を測定することができ

る．この方法だと試料台と試料は点で接していれば

よく，試料台に試料を直接固定する必要がない．そ

のため，試料の向かい合った 2 つの側面を平行に加

工する必要もない．したがって，小さな試料や柔ら

かい試料を測定することが可能となる．これと似た

ような特徴をもつ熱膨張計は数十年前にすでに開発

されていた 2)．しかし昔のものは構造がかなり複雑

で製作が難しそうであったが，我々の熱膨張計はシ

ンプルで製作は容易である．

　次に角度分解熱膨張測定システムについて説明

する．主要な実験装置は，キャパシタンス式熱膨

脹計，スプリットペア超伝導マグネット ( 最大磁

場 8 テスラ )，ヘリウム 3 冷凍機 (Heliox VL, Oxford 

Instruments 社 )，およびローテーターである．スプ

リットペア超伝導マグネットは横磁場を発生させる

ためのものである．このヘリウム 3 冷凍機は細く軽

量なため，冷凍機を回転させるのに都合がよい．こ

の冷凍機に熱膨張計を取り付けスプリットペアマグ

ネットの入ったヘリウム貯蔵容器の中に入れて，コ

ンピュータ制御により冷凍機をローテーターで回転

させる。これによって，横磁場中で試料を連続的に

回転させることができる．図に測定する試料の長さ

の方向 (L) と，磁場 (H) の関係を示す．測定する試

料の方向は垂直方向（z 方向）で，磁場の向きはそ

れに垂直な水平面内（x-y 平面 ) である．この装置

の測定感度はおおよそ ΔL/L=10-8 で高感度である．

したがって，試料の長さが 1 mm の場合，0.1 Å の

微小変化を測定することができる．また，熱膨張測

定は比熱や熱伝導度の測定と比べると測定時間が短

いため，液体ヘリウムの使用量が少なく経済的であ

る．このことは我々にとって大きなメリットとなっ

ている．この装置開発は，富山大学に移る前の東大

物性研榊原研究室に所属していたときに始めたもの

である．そこでは，この装置を用いて充填スクッテ

ルダイト PrFe4P12 の秩序状態の研究を行った 3)．そ

のあと富山大学へ移ったため研究はストップしてい

た．しかし幸いにも，本公募研究を含めた科研費の

おかげで新たに装置を買い揃えることができ，最近

ようやく装置を立ち上げることができた．したがっ

て，これから重い電子系超伝導体の研究に挑戦して

いく予定である．もし超伝導ギャップ構造の研究が

難しくても，多極子秩序や磁気秩序の研究には十分

利用できる筈である．今後は，この新しい実験装置

を用いて精力的に研究を進めていく予定である．

おわりに
　本公募研究で採択していただいた研究課題名は

「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」である．これは富山大に

移った際，同じ研究室の石川義和教授が多極子秩序

を示す新しい立方晶系希土類化合物の探索を行って

いたことから，この研究課題を選んだ．なかなか興

味深い物質は見つからなかったが，最近ようやく高

次多極子秩序らしき異常を示す物質がいくつか見つ

かった．残念ながら本公募の研究期間には間にあい

そうもないが，夏頃にはまとまった成果を報告でき

るのではないかと考えている．

　ところで話は少し変わるが，富山大学のヘリウム

液化機が今年春ようやく更新される．前回更新され

たのは 30 年以上前であり，液化機の老朽化が著し

く，液化作業に苦労していた．しかし今年 4 月以降

は液体ヘリウム利用環境が良くなる．この点からも

今後の富山大学の研究に期待していただきたい．
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図 1 　測定する試料の長さの方向 (L) と外部磁場 (H)
との関係



- 17 -

　インデンターセルの開発 1) 以来，当研究室ではさ

まざまな f 電子系化合物を対象に高圧・極低温実験

を行ってきた．そこで一貫して行ってきたのは，複

数の物性測定からものごとの本質を見ていくという

姿勢である．高圧実験では多くの制限があるが，電

気抵抗だけでは何が起きているのかよくわからな

い．現在までにインデンターセル（Pmax ~4.8 GPa）

を用いて，電気抵抗，交流帯磁率，NMR，SQUID

測定を行ってきた．例えば，PrFe4P12 の高圧実験では，

抵抗測定により磁場に敏感な金属絶縁体転移を発見

し，NMR と SQUID 測定で絶縁相が反強磁性状態

にあることを明らかにした．このように，強相関電

子系における秩序状態や超伝導の研究では，複数の

実験手段による総合的な研究が必要である．この新

学術領域研究では，ホール効果，熱膨張，比熱等の

オリジナルな高圧実験技術の開発により，高圧下の

新奇な物性の開拓を行っている．本稿では，現在ま

でに進展のあった二つの研究について紹介する．

　SmOs4Sb12 は 磁 場 に 鈍 感 な 重 い 電 子 状 態

（γ ~820 mJ/(mol･K2)）を示すことで注目されてい

る 2)．一方で，強磁性状態と重い電子状態との関係

はあまり議論されていないように思う．転移温度は

TC ~ 2.5 K で，ordered moment は 0.02 − 0.03 μB/Sm

と非常に小さいことが特徴である．加圧により TC

とともに ordered moment も上昇するが，1 GPa 以上

では TC が単調に増加する一方で，ordered moment

は減少する傾向が観測されている 3)． さらに，Sb-

NQR では TC 以下で信号が消失する．これらのこと

から，秩序状態は単純な強磁性状態でない可能性が

示唆された．

　となると，相転移にともなう比熱異常はどうなる

のか？私たちはインデンターセルを用いた交流法比

熱測定を開発し，SmOs4Sb12 の高圧下比熱測定を行っ

た 4)． その結果，図１に示すように，常圧ではわず

かしか見えなかった比熱異常が，加圧によりハッキ

リと観測できるようになった．この測定方法では絶

対値は決定できないが，比熱のとびの割合 ΔC/C (TC) 

からは，比熱異常は加圧により単調に増大している

ように見える．一方，1 GPa 以上で ordered moment

が減少することを考えると，多極子秩序の可能性が

指摘される．（他にどんな秩序状態の可能性がある

んでしょうか？）小さな強磁性 moment はこれのお

まけか？今後，より高圧までの比熱測定を進めると

ともに，磁場中での振舞いを明らかにする必要があ

る．TC が消失する臨界点近傍でこの重い電子状態

が現れているわけですから，まずはこの秩序状態を

明らかにしないと・・・

　CeCu2Si2 はいわずと知れた重い電子超伝導体であ

る．1979 年の発見以来 30 年以上にわたって研究さ

れてきたが，高圧下で観測される TSC 増大について

は未だよくわかっていない．連携研究者の藤原賢二

氏は現在までに 4.8 GPa までの Cu-NQR 測定に成功

した 5)． 個人的に重要だと思うのは次の二点である．

TSC が最大となる 4.0 GPa 近傍で共鳴周波数 νQ の圧

力依存性に異常がある．これは阪大の三宅さんが提

案している「価数転移」の存在を支持する．次に，

この圧力領域での T1 は，広い温度範囲で Korringa

則（T1T = const.）が成り立ち，Fermi 液体状態を示

唆する．一方，電気抵抗では非 Fermi 液体状態を示

唆する ρ~T 依存性を示すことがわかっており，T1

の振る舞いと矛盾する．同位体（63Cu，65Cu）にお

ける T1 の比較から，磁気緩和が支配的であること

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

図 1　 高圧下における SmOs4Sb12 の比熱の温度依存性．
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は実験的に明らかで，電気抵抗の ρ~T 依存性は磁

気ゆらぎが原因ではないのではないか？となると，

「電荷ゆらぎ」の可能性があげられるが，さてどう

すればこれを観測できるのかがわからない．

　そこで，価数転移によるホール効果の異常を探索

するために，高圧下ホール効果測定を始めた．イ

ンデンターセルで使える試料は 1 mm サイズで，こ

んな小さな試料でホール効果が測れるのか心配で

あったが，いわゆる “ 異常ホール効果 ” のおかげで

測定に成功した．現在までに，多結晶試料での測定

（図 2）を終了し，単結晶試料の測定を現在進行中

である．通常，重い電子系のホール効果は “ 異常ホー

ル効果 ” で説明され，χ や χρ でスケールされる．し

かしながら CeCu2Si2 のホール係数は χ や χρ でスケー

ルされない．χρ は 10 K 程度でピークを示し，χ は

低温までピークを示さない．観測されたピークは加

圧により高温側にシフトし，TK に対応した変化の

ように見えるが，TK の上昇はより急激であり，最

高圧領域で観測される 100 K 付近のコブに対応する

と考えている．とすると，低温にみられるホール係

数のピークは何なのか？このピークに着目してみる

と，Tsc が増大する圧力近傍（3.5 GPa, 4.2 GPa）では，

その前後の圧力（2.7 GPa, 4.5 GPa）に比べて明らか

に異常である．今後，単結晶試料の測定により，そ

の異方性を含めて，この異常を追及していきたい．

　比熱測定については，以前はピストン−シリン

ダーセルを用いた断熱法比熱測定を行っていたが，

最高圧力が物足りない．インデンターセルを用いた

交流法比熱測定により，5 GPa 級高圧下での測定を

可能にしたい．また，極低温領域まで測定できるよ

うにすることと，限定的であっても絶対値を議論で

きるような実験を行うことが目標である．γ の増減

くらいは議論したいし，比熱の温度依存性がわから

ないと面白くない．その他，CeCu2Si2 の熱膨張測定

を行っている．一般に，価数転移をはじめとする電

荷の転移は格子に反映されると考えられるので，何

らかの異常が観測されるはずである．以前 SPring-8

で行った CeCu2Si2 と CeCu2Ge2 の X 線回折実験では，

ともに unit cell volume の圧力変化に異常は観測され

なかった．より精度の高い測定が必要である．この

文章を書いているうちに，まだまだ私たちにしか出

来ない実験がありそうな気がしてきました．
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図 2　多結晶 CeCu2Si2 の高圧下におけるホール係数の温
度依存性．
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最近の研究から

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
　住山　昭彦　　兵庫県立大学物質理学研究科　

結晶構造に空間反転対称性のない重い電子系超

伝導体 CePt3Si の発見以来 1)，空間反転対称性と超

伝導の関係について，理論，実験両面から様々な研

究が行われている．中でも，興味深い物性の１つに，

パリティの異なる超伝導状態，例えば s 波と p 波の

秩序変数が共存しうることがあるが，バルクの物性

測定で検出されるには両方の秩序変数がある程度の

割合で存在することが必要であると考えられ，実際

に確認できるケースは限られると思われる．我々は，

これまで，ジョセフソン効果という，少し毛色の異

なるアプローチで重い電子系超伝導体の unconven-

tional な超伝導状態の検証を目指してきた．この現

象は，秩序変数の位相の情報を直接的に得られると

いう独自の長所を持っており，他の物性測定と相補

的な役割を果たせると期待している．このたび，「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」というテーマで公募研究

に採用して頂き，最近，空間反転対称性のない超伝

導体特有のものと思われる物性を見出すことができ

た 2)．本報告では，その概要について紹介したい．

超伝導体の間に絶縁膜，或いは常伝導金属膜が

挟まっている場合でも，トンネル効果により超伝導

電流 ( ジョセフソン電流 ) が流れる．その電流値は

２つの超伝導体間の位相差をθとして，I=ICsin θ

と表され，上限値はジョセフソン臨界電流 IC となる．

この IC は図１に示したように，外部磁場 H により

大きく変動する．まず，接合が一様な場合はフラウ

ンホーファー回折図形と同じ変化を示すが，(b) の

ように場所によりジョセフソン電流の流れやすさが

異なる場合でも零磁場にピークを持つ変化を示す．

一方，場所により超伝導体の秩序変数の符号が変動

している場合は，(c) のように IC(H) は IC(H)=IC(-H)

を満足してランダムに変動し，秩序変数の位相が

ランダムに変動している場合には，(d) のように

IC(H)=IC(-H) も満足されない変動を示す．(c) の状況

は，例えば片方の超伝導体が d 波の kx
2-ky

2 の状態で，

方向により秩序変数の符号が変化する場合，(d) の

状況は，例えば片方の超伝導体が p 波の kx-iky の状

態で，方向により秩序変数の位相が連続的に変化す

る場合，両者とも界面の凹凸により様々な方向の電

流成分が混ざってくるときに実際に生ずると考えら

れる．

さて，我々が以前 CePt3Si と s 波超伝導体の間の

ジョセフソン効果の磁場特性を研究したところ，電

流が CePt3Si の c 軸方向に流れ出す素子では (d) に

近い特性が，a 軸方向に流れ出す素子では (b) に近

い，零磁場付近にピークを持つ特性が得られた 3)．

また，その後この異方性を s 波と p 波の秩序変数の

共存から説明する理論も提案されたが 4, 5)，そもそ

も CePt3Si では反強磁性が共存するため内部磁場の

影響がある上，上述の s 波以外の超伝導状態におけ

る界面の凹凸の影響など，原因を１つに特定できな

い状況にあった．そこで，CePt3Si と同じ構造を持

図 1: ２つの超伝導体 S, S’ の間の接合で計算されたジョ
セフソン臨界電流の磁場依存性．(a) 一様なジョセフソ
ン接合の場合，(b) 接合の強さが変動している場合，(c)
片方の超伝導体の秩序変数の符号が変動している場合，
(d) 片方の超伝導体の秩序変数の位相が変動している場
合．
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ち s 波超伝導体と考えられている LaPt3Si で実験を

行ったところ，同様の異方性が観察された 2)．図２

はその結果をまとめたもので，LaPt3Si のような単

純な超伝導体でも観察されたことで，我々の見出し

た異方性が空間反転対称性の欠如を反映した性質で

あることが確認された．

この異方性を説明する上記の理論によれば 4, 5)，

CePt3Si や LaPt3Si のような，c 軸方向の反転対称性

が破れた物質に働く強いスピン軌道相互作用のもと

で，出現する可能性のある p 波秩序変数は，電流

が a 軸方向の場合のジョセフソン効果には寄与しな

い．従って，s 波と p 波の秩序変数によるジョセフ

ソン効果が混ざり合う c 軸方向では磁場特性に異常

が生じ，a 軸方向については p 波秩序変数の有無に

拘わらず，s 波同士による単純なジョセフソン効果

が観察されるはずである．ところが，図２の結果を

詳しく見てみると，電流が a 軸方向の場合で零磁場

付近にピークがある場合でも，図１(b) と異なり左

右対称，即ち IC(H)=IC(-H) の関係を満たさないこと

がわかる．この関係式は超伝導性が外部磁場方向の

反転に対し対称，即ち時間反転に対し対称であるこ

とを表しており，IC(H) ≠ IC(-H) であることは時間

反転対称性の破れという重要な情報を示唆してい

ることになる．もちろん，これまで s 波超伝導体と

考えられていた LaPt3Si で時間反転対称性の破れた

unconventional な超伝導状態が生じている可能性

もあるが，他にこのような特性を与える原因につい

て検討してみると，内部に磁場を発生させる磁束の

トラップの可能性がある．

我々は現状でも残留磁場を 50 μ G 以下まで低減

しており，接合にトラップされる磁束量子は最大

でも２，３本以下になっているが，さらに磁束の影

響を排除するため，より小さなサイズの接合を作

成して測定した結果が図３である．比較のために，

重い電子系超伝導体の CeIrIn5 のジョセフソン効

果の結果も示している 6)．LaPt3Si では残留磁場の

影響をなくしても，IC(H) ≠ IC(-H) という時間反転

対称性の破れを示唆する特性が顕著に現れており，

LaPt3Si を単純な s 波超伝導体とは見なせないこと

は明らかである．今のところ，以上の結果すべての

理解につながる説明はなく，従ってスピン三重項・

一重項電子対混合状態を確証するところまでは到っ

てないが，ジョセフソン効果が位相に敏感であるこ

とを生かして，空間反転対称性のない超伝導体特有

の現象が観察できたと考えている．引き続き，他の

系でも検出できるものか，今後の展開を楽しみにし

ている．

本稿は，大貫惇睦氏，摂待力生氏との共同研究

に基づいており，ここに深く感謝の意を表します．
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図 3: LaPt3Si，或いは CeIrIn5 と s 波超伝導体 (Al) の間で
流れるジョセフソン臨界電流の磁場依存性．LaPt3Si に
ついては，幅を図２の素子の 1/10 程度にした接合の結
果である．

図 2: CePt3Si，或いは LaPt3Si と s 波超伝導体 (Al) の間
で流れるジョセフソン臨界電流の磁場依存性．電流方向
は，単結晶の CePt3Si，LaPt3Si から流れ出す電流の方向
を表している．
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ナマステ

　

茶飲み話として
　「日頃考えていることを，自由に書いて下さい｣

と言う執筆依頼を受けて，気軽に引き受けてしまっ

た．専門欄の厳密で密度の高い記事よりは，｢コー

ヒーブレイク」欄のような気軽な記事には，却って，

ソサエティーの雰囲気あるいは性格がよく反映され

るものである．しかし，私はこのグループのニュー

スレターを読んだこともなく，活動内容もよく知ら

ない．そこで参考のために，これまでのニュースレ

ターに目を通してみて，「しまった」と気が付いた．

　この欄には，言葉は少し柔らかいが，重い電子系

に関する分野のバックグラウンドを，丁寧に解説し

た格調高い記事が納まっている．そうだ．確かに研

究会のコーヒーブレイクでも，聞いたばかりの講演

内容に関して他の人と話し合うなど，共通の話題を

通して非常に有益な機会を提供している．定年退官

で研究活動から退いて 10 年近くなる私は，日頃 “ 重

い電子系 ” のことなど考えてはいないのである．最

新情報に疎いだけでなく，古い記憶も忘却のベール

に包まれ始めている．とは言っても，いったん引き

受けたものを，いまさら断るわけにもいくまい．そ

こで，勝手な言い訳をつけて，これまでとは毛色の

違った格調の低い話でご勘弁願うことにした．すな

わち，「コーヒーブレイク」には，取り留めの無い

' 茶飲み話 ' でしばし頭を空にして休め，改めてよ

り強い意欲をもって仕事に復帰させる側面もある筈

だ・・・と．

出会い
　本年（2011 年）１月５日に大塚泰一郎先生がご

逝去された．場違いかも知れないが，この機会を借

りてご冥福を祈らせて頂きたい．先生は，重い電子

系に直接的な関与を持たれなかったように思うが，

常に新しいテーマに目を向けていたスマートな研究

者として，超伝導や低温科学の領域では注目されて

いた．

　先生が 1968 年に東北大学の理学部物理第二学科

に低温物理学講座を新設された際，私は助手として，

研究室立ち上げに最初から参加させて頂いた．純粋

に物理学だけではなく，技術にも関心を持たれた先

生は，物性実験の基礎とも言える低温比熱の測定技

術を研究室に定着させることと，当時わが国ではま

だ他のグループが手掛けていなかった SQUID（こ

の呼び名もまだなかった）を開発することを私に示

唆された．何度も素子の試作を繰り返すとともに，

ドライブ用のエレクトロニクスも自分で組み立て

て，やっとデバイスが動作するようになってからは，

いよいよそれを使った具体的な物性実験の開始であ

る．しかし，何を測定するかは全く自由で，自分で

探すことになった．

　近くには，RKKY 相互作用の後の K で知られる

糟谷忠雄先生の研究室もあり，実験グループに強烈

な刺激を与えていた．その影響もあって，とくに磁

性実験のグループでは，価数揺動物質を取り上げる

人が多く，例えば，RB6（R: 希土類元素）などの試

料作成が行われるようになった．やがて，その試料

が私のところにもまわってきて，低温比熱や低温磁

性などの測定をすることとなった．平原研究室の小

松原武美さんは，筑波大学に移ってからも，関連試

料の作成に熱中していたようである．ある時，小松

原研究室の大貫惇睦さんが，たしか CeCu2 だった

と記憶しているが，試料を持ってこられ，比熱測定

を私に依頼した．その際，こんな試料もあると言っ

て，作りたての CeCu6 を見せてくれたので，その

比熱も測らせてもらった．その結果，低温での電子

比熱係数（γ = Ce / T）が 1,000 mJ/K2mol 以上にも達

するとんでもない値を示した．よく知られているよ

うに，γは電子の有効質量を反映している．私は，

CeCu2 よりもこの CeCu6 の振る舞いに強く惹かれて

しまった．これが私にとって “ 重い電子系 ” との最

初の出会いである．その頃，F. Steglich らによって

CeCu2Si2 で超伝導転移が報告され，重い電子系にお

私の人生トレッキング
　　　　　　　— その断片
　藤田　敏三

コーヒーブレーク
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ける最初の超伝導体として注目されるなど，広く

Ce 化合物が話題になった．

高温超伝導
　広島大学に，低温センターが正式に出来ることに

なり，私は 1984 年に広島に移った．それまで多く

の大学にはヘリウム液化機が導入され，学内的には

低温センターと呼んでいるところもあったが，文部

省が認定して予算を付けていたのは，北から，東北

大学・筑波大学・東京大学・大阪大学の 4 大学だけ

であった．広島大学の施設が，文部省に国立大学と

しては第 5 番目の低温センターと正式に認められ

て，予算も付くようになったのである．しかし，こ

こでの低温物理学研究室の発足直後は，人手も器具

や装置もなく，全く新しい研究課題に取り組む余裕

はなかった．とりあえず，Ce 化合物などの比熱測

定を目指して準備を始めた．その矢先に，一人の大

学院生が，「La の銅酸化物で温度の高い超伝導転移

が見つかったらしい」という情報を仕入れてきた．

その院生には，Ce 化合物の研究をそのまま続けさ

せたが，一方で，すぐさま情報源の田中昭二先生の

研究室（東大工）に電話をかけた．まだ正式発表前

だったので，貴研究室と競合しないように配慮する

からと言って始めたのが，LBCO の比熱測定であっ

た．それからの研究室では，ミリケルビンまでの低

温環境のほか，高圧や強磁場下での各種測定が出来

る極端環境物性実験装置を整備するとともに，“ 高

温超伝導 ” がらみのテーマを多く取り上げることに

なった．しかし，最後まで “ 重い電子系 ” 関連のテー

マで学位をとった学生も送り出だすことができた．

また，酸化物高温超伝導と重い電子系の両者を結び

つけることも，スタッフの間で議論された．そんな

中で，前野悦輝さんが Sr2RuO4 を辛抱強く丁寧に調

べ，p 波超伝導につながったのである．

戯れ
　若い頃，私は，岩を攀じ登ったり，厳冬期の黒部

上の廊下の横断を目論んだりして，中部山岳地帯や

上越の山を相手に楽しんだ．仙台へ移ってからは，

小型船舶船長の資格も取って，ヨットで松島湾を中

心に近海のセーリングを楽しむなど，次第に山から

海の方へと興味が広がっていった．しかし，超伝導

デバイス開発や高濃度近藤効果の研究が忙しくなっ

て，' 自然との戯れ ' から距離をおくことになった．

とは言っても，スコットランドを旅して，ロッホ

ローモンドで観光船に乗ったとき，船長と意気投合

して，しばし舵を握らせてもらったことなど，たま

には ' 戯れ ' の名残りが表に出てくることもあった．

　定年後，復帰した ' 戯れ ' の場に海外を含めて範

囲を拡大した．海外での Trekking や Mountaineering

では，楽しい思い出が多いし，またいろんなことを

考えさせてもくれた．

　その一つ・・・．インドやネパールでよく使われ

るサンスクリット語のナマステ（Namaste）は，出

会いの挨拶である．インドではそれほど多くないよ

うであるが，ネパールとりわけその山間部では，人々

が出会ったとき，両手を合わせて「ナマステ｣ と挨

拶する場面によく出くわす．仏教信仰と関係してい

るのかも知れない．もともと namas ( 敬服もしくは

服従 ) + te ( 貴方に ) からくるらしいが，オハヨウ・

コンニチワ・コンバンワ，更には，サヨウナラの意

味にも広く使える便利な挨拶語である．因みに，南

無阿弥陀仏の ｢南無｣ も namas の漢音訳（この場合

は帰依の意味で）と言われている．ヒマラヤ・トレッ

キングでは，ナマステをひとつ覚えているだけで，

地元の人と触れ合ったような気になれる．キリマン

ジャロ・トレッキングでも，スワヒリ語のジャンボ

（Jambo）がオハヨウ・コンニチワ・コンバンワまで

広く挨拶語として使え，アサンテ（Asante ありがと

う）とともに覚えておけば便利である．ネパールで

は，ダンニャバード（Dhanyabaad ありがとう）は

神仏に対するとき以外にはあまり使わないという．

人に感謝したい場合は，軽く Thank you と英語を使

うか，頭を左右に揺らしてナマステと言っておけば

よい．つまり ' ナマステ ' は ' ありがとう ' の代わり

も務めるのである．１語で随分いろんな場合に使え

るのは，奥が深いと考えるべきか，それとも未分化

すなわち言葉としては未発達の初期段階にあると考

えるべきか余計な推測をしたくなる．日本語はよく

似たことにもいろんな言い方があり，豊かな表現力

を持っていると言われる．しかし，日常会話の中に

は，まだ単語にはなりきっていない「アー」「ウン」

「ヤー」など掛け声か呻き声みたいな音を挟んで，

多くのニュアンスを託すときがある．言語表現の豊

かさとソサエティーの文化や開化の程度とはどんな

関係にあるのだろうか．ついでに付け加えると，前

コーヒーブレーク
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にあげた 2 つの英単語 Trekking と Mountaineering の

境目や意味合いも人によって異なる．私は，最近，

ロープ・ハーネス・クランポン（日本でアイゼンと

言うことが多い）・ピッケルなど特別な登山道具を

使う必要がない場合は前者 Trekking，必要がある場

合は後者 Mountaineering，と使い分けている．

閑話休題
　すでにこの茶飲み話にもいくつか出てきたが

“ 重い電子系 ” のソサエティーでは，いろんな専門

用語が飛び交っている．例えば，価数揺動系・高濃

度近藤系・近藤格子・重い電子系・強相関電子系，

あるいは，近藤効果・フェルミ面効果・多バンド効

果，また，s - d  (s – f ) 相互作用・RKKY 相互作用・

多極子相互作用などなど・・・．全く異なる場合は

ともかく，概念的に近い語や関連する同類語，関連

はあるが同じでもなかったり，考える立場で使い分

けたりして微妙な違いが用語の選択で表現されるこ

ともある．また，近藤淳先生は奥ゆかしく，近藤効

果という呼び名は決して使われず，フェルミ面効果

と呼ばれている．このように，同じ内容でも人によっ

て使う用語が違ったり，同じ用語でも使う人や年代

によって微妙に意味が違ったりする場合もある．単

純な数少ない用語だけに頼らず，数多い専門用語を

使い分けるのは，恐らくソサエティーの進化の程度

を示しているであろう．専門用語の使い分けや内容

の選択で複雑な迷路を辿り，やがて再び統一的な広

い展望が開けることを目指すのが物理学の理想であ

ろうか．いろんな相互作用を受けながら迷路を潜り

抜けてきた電子は，どんな色合いの衣を纏とってい

るのでしょう．

茶飲み話のお終いに
　以上，多少は頭の休憩になったでしょうか．茶飲

み話が盛り上がるのは，１人の一方通行的な発言だ

けでなく，反論や対抗意見が出たときである．そこ

で最後に一つ提案させていただく．この ｢コーヒー

ブレイク」欄も，一部分は議論の場として開放し，

投稿意見を載せてみては如何でしょう．とりあえず，

本稿に対する反論でもよいし，ニュースレター第２

巻１号に掲載された秋光純さんのご意見「f 電子系

を研究している方には（若干 “ お宅的 ” になりやす

い研究）スタイルの方が多いような気がする」など

は，格好の話題になるのではないでしょうか．

ナマステ

マナスルの 6,000 m 付近に広がるアイスフォール帯．頂
上（8,163 m）へは，このような無数にあるクレバスを
避けて迷路のようなルートを辿らねばならない．（2010
年 9 月末撮影）

コーヒーブレーク

メラピーク頂上（6,476 ｍ）にて．天気がよければ，サ
ガルマータ（ネパールではエヴェレストをこう呼ぶ）も
見える筈ですが・・・．（2010 年 10 月 17 日撮影）



- 24 -

ポハンにて
　瀧本哲也　　アジア太平洋理論物理学研究所

　現在，私は韓国の浦項 ( ポハン ) にあるアジア

太 平 洋 理 論 物 理 学 研 究 所 (Asia Pacific Center for 

Theoretical Physics， 以 下 APCTP) で ジ ュ ニ ア・ リ

サーチ・グループ・リーダーとして研究していま

す．ポハンは朝鮮半島における東側の海岸沿いを南

の角から北上した所にあります．日本から釜山の金

海空港 (Gimhae airport) まで飛行機を使われる場合

は，空港で高速バスに乗り換えて約 2 時間程かかり

ます．ご想像の通りポハンは地方都市で，POSCO

という製鉄所があるおかげで比較的潤っています

が，POSCO の影響はポハンのすみずみまで浸透し

ているといって良いでしょう．実際，韓国内の有

力大学の 1 つである浦項工科大学 (POSTECH) や，

AFC チャンピョンズリーグで 2009 年に優勝した

浦項スティーラーズというプロサッカークラブは，

POSCO の出資によっています．

　さて，APCTP は上述の POSTECH とは独立した

組織なのですが，POSTECH の敷地内に場所を間借

りしています．これは POSTECH の先生が APCTP

を招致されたことが主な理由となっています．

APCTP はポハンにある本部の他にソウルに支部が

ありますが，そこには研究会を開くための部屋がい

くつかあるだけと聞いています．以前，APCTP は

研究会を開くだけの研究所だったそうで，インハウ

スの研究者を雇うようになったのは，つい最近の

ことだそうです．APCTP 内に研究者を置くように

強く推し進められたのは，現在の所長である Peter 

Fulde 先生です．Fulde 先生は数年前までドイツ・

ドレスデンの Max Planck Institute for the Physics of 

Complex Systems (PKS) の所長を務めておられまし

たが，PKS の所長を退任された後に APCTP の所長

に就任されて現在に至ります．Fulde 先生は APCTP

の所長になられて以来，Max Planck Society との提

携や Junior Research Group (Max Planck 研究所に導

入されている若手～中堅研究者による研究室運営シ

ステム ) の導入など，現在の APCTP にとってはな

くてはならないものを幾つももたらされています．

　現在の APCTP には私のグループを含めて 5 つの

Junior Research Group があり，この他にこれらのど

れにも属さないポスドクが数人所属しています．5

人のグループ・リーダーの内訳は日本人 2 人，韓国

人 1 人，中国人 1 人，ドイツ人 1 人となっており，

この中で物性関係は三人です．各グループには研究

費が支給され，それを使ってポスドクやドクターの

学生 ( 日本と異なり，ドクターの学生がグループに

所属する場合は奨学金程度の給与を払う必要があり

ます．) を雇ったり，研究会を開いたりと，比較的

自由に研究費を使うことができます．

　非常に恵まれた状況といえますが，ポスドクの候

補者を見つけるのには大抵の場合，困難を伴います．

これは私たちの実力不足によるところが大きいので

すが，APCTP の場所がポハンであることも一因な

のではないかと思っています．また，韓国物理業界

における専門分野ごとの研究者人口分布にも大きく

依存します．（ちなみに韓国での物性の重点はナノ

等の応用物理にあり，強相関電子系の研究者人口は

非常に少ないです．）一方，ドクターの学生を持つ

のには APCTP が POSTECH 内にあることが有利に

働いているのかもしれません．しかし，例えドクター

の学生が APCTP のグループに所属して研究を行っ

海 外 便 り

POSTECH の東門から道沿いに坂を進んで右折した所．写

真中央のビルの 5 階が Asia Pacific Center for Theoretical 

Physics (APCTP) です．
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ても，現時点では APCTP は学生に学位を与えるこ

とができません．このため，学生が学位を取得する

には大学に籍を残しておく必要があるようです．

　また，APCTP ではワークショップの提案を公募

しており，選考をパスするとワークショップ開催の

ための助成金を得ることができます．ただし，ワー

クショップを韓国以外で開催する場合は助成金の上

限が低く，APCTP からの助成金のみでワークショッ

プを開催するのは難しくなるかもしれません．これ

らのワークショップ提案に対する助成の選考は，毎

年夏に行われ 20 件程度の提案が選考されるようで

す．もしこの記事をご覧になって，APCTP の助成

を用いたワークショップ開催に興味をお持ちの方は

私までお知らせください．できる限りサポートした

いと考えています．

　最後にポハンでの生活について触れておきたいと

思います．ポハンは上述の通り一地方都市ですので

研究所から外に出ると英語を目にすることは非常に

まれで，買い物や食事に行っても英語での会話は期

待できません．最近，さすがに観念して私も韓国語

教室に通っています．ポハンでの交通手段は大抵の

場合バスなのですが，市街バスであってさえ凄く荒

海 外 便 り

い運転に遭遇することが多々あります．このため

ちょっとした買い物のために外出するときでさえ，

あまり気を抜けません．また，食事は辛いものが多

くご飯は食事の最後に食べる慣わしになっています

ので，場合によっては辛さから逃れようにも逃げ道

のない食事になる場合もあります．このようなポハ

ンでの生活も既に１年半を過ぎましたが，実り多い

ポハン滞在にしたいと思っています．

慶州の仏国寺の入り口のスナップ．週末を挟んで滞在して

いただける場合は，慶州は観光地として最適．
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ミュオンスピン回転法の参考書、教科書
　西田　信彦　　東京工業大学

関 連 図 書 紹 介

　ミュオンスピン回転緩和法の参考書，教科書を紹

介する．ミュオンを用いた物性研究は，1957 年，ミュ

オンスピン回転緩和の実験がなされ，π → μ → e の

崩壊においてパリティが保存していないことが発見

されたときに，その原理が提案されている．その後，

1970 年中頃中間子工場（TRIUMF（カナダ），SIN

（スイス，現在 PSI），LAMPF（米国，現在は廃止））

が世界各地に建設され，大強度ミュオンビームが使

えるようになり，物性物理，化学の研究が始められ

た．すでに，40 年近くが経過し，物質科学研究手

段として確立している．1970 年中頃，東京大学の

山崎敏光先生がミュオンを用いた研究をバークレー

の LBL，カナダバンクーバーの TRIUMF で始めら

れ，私は，1975 年から 1978 年にかけて博士課程の

学生としてミュオンを用いた研究に参加する機会を

与えられた．μSR 研究はまさに始まったばかりで，

新研究手法開発という大変有意義な経験をすること

ができた．当時は，ミュオンビーム強度はまだ弱く，

数十グラムの試料を必要とし，ひとつのデータをと

るのに，半日程度が必要であった．現在，数グラムで，

10 分程度でデータが取れる．さらに，J-PARC の完

成で，今まで，4 MeV のエネルギーのスピン偏極
μ+ が実験に使われていたが，7 桁エネルギーの低い

0.2 eV，高輝度の μ+ ビームを用いた物質科学研究が

可能になりつつあり，今までの μ+SR 法が革新され

る趨勢にあり，大変感慨深く思っている．

　μSR の教科書は，あまり多くはないが，いくつ

かあげる．日本語のものは，μSR－ミュオンスピ
ン回転・緩和・共鳴－，固体物理 (特集号 ) Vol. 26, 

No.11 (1991)．日本の研究者の μSR を用いた物性研

究が，実験理論両面で説明されている．売り切れで

あるが，図書館で見られる．ミュオンスピン回転緩

和法実験を始めたい人，ミュオンスピン回転法によ

る物性研究を簡潔に理解したい人は，私の拙著であ

るので恐縮するが，シリーズ物性物理の新展開 ( 丸

善 ) の「物性測定の進歩 I－ NMR, μSR，STM－」
（丸善，1997）の第 2章　μSR　p.91-203 (西田信彦 )

を読むことを，薦めたい．日本語で書かれたミュオ

ンスピン回転緩和法の唯一の教科書で，μ ± SR 法の

原理からマシンタイムの計算まで，磁性等の研究例

を含めて，一読すればミュオンスピン回転法が理解

できるようになっていると思っている．次に特徴の

ある教科書をいくつかあげる．1975 年頃，ミュオ

ンの研究成果としてまとめられた本として，弱い

相互作用におけるパリティ非保存の発見者 C.S.Wu，

ミュオニウム (μ+ と電子の束縛状態 ) の発見者 V.W. 

Hughes の編集による 3 巻からなる Muon Physics が

ある．その第 3 巻に μSR による物性，化学研究の

元となる研究成果が書かれている．Muon Physics 

III Chemistry and Solids (Academic Presss, 1975)．

物質中のミュオンの基本的なデータが載っており，

ミュオンを用いた研究の新しいアイデアを見つけら

れるかもしれない．図書館にあると思うが，KEK，

または理研のミュオン科学研究グループに問い合わ

せると読むことができるはず．ミュオンスピン回転

法のまとまった教科書としては，早い段階で書か

れた，A.Schenck: Muon Spin Rotation Spectroscopy 

: Principles and Applications in Solid State Physics 

(Adam Hilger 1985) が あ る． ス イ ス PSI（ 当 時，

SIN）での成果を紹介しつつ μ+SR 法が詳しく述べ

られたがっちりした教科書である．高温超伝導体の

発見後，日本の研究活動を主にまとめたものとして，

物質科学研究以外の内容も含むが，Perspectives of 

Meson Science, edited by T. Yamazaki, K. Nakai and 

K. Nagamine (North Holland, 1992) がある．山崎先

生の中間子科学研究の解説，近藤淳先生の金属中の

重い粒子の量子拡散における電子のフェルミ面効

果の明快な解説記事も載っている．最近のもので

は，ミュオンスピン回転法による物質科学研究か

ら，新しいミュオン源，ミュオン核融合，宇宙線

ミュオンによる火山等のトモグラフィー等まで広い

応用を記述したものとして，Kanetada Nagamine: 

Introductory Muon Science (Cambridge University 

Press, 2003) がある．ミュオン科学について，著者
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の豊かなアイデアが，情熱をもって述べられている．

　つぎに，重い電子系の研究を含む，磁性，超伝導

研究のいくつかのレビューをあげる．

　一番広範に μ+SR 磁性研究をカバーしているの

は，A. Schenck and F.N. Gygax: Magnetic Materials 

studied by Muon Spin Rotation Spectroscopy, 

Handbook of Magnetic Materials Vol.9 (edited by 

K.H.J. Buschow), Chap. 2. p.57-302 (Elsevier Science, 

1995)．1995 年時点までの μ+SR 法による金属，絶

縁体の磁性研究のほとんどの文献が載っている．重

い電子系の μ+SR 研究は，スイス PSI の，A. Amato: 

Heavy-Fermion Systems studied by μSR techniques, 

Rev. Mod. Phys. 69 (1997) 1119-1179. にまとめられ

ている．同じ年に書かれた磁性研究のレビューと

して，Grenoble のグループの，P. Dalmas de Reotier 

and A. Yaouanc: Muon Spin Rotation and Relaxation 

in Magnetic Materials, J. Cond. Matter 9 (1997) 9113-

9166. があり，1993 年から 1997 年の μ+SR 磁性研

究がまとめられている，また，ミュオンスピン緩

和の解析について詳しく書かれている．超伝導研

究のレビューとしての μ+SR は，カナダの J. Sonier, 

J.H. Brewer, R. Kiefl: μSR Studies of Vortex State in 

type-II Superconductors, Rev. Mod. Physics 72 (2000) 

769-811. があり，高温超伝導体の磁束侵入長 λ の測

定がまとめられている．

　新しい μSR の実験データを調べるには，Muon 

Spin Rotation, Relaxation, Resonance 国 際 会 議 の

proceedings を見るのがよい．国際会議は，1978 年

から 3 年ごとに開催されており，今年は，メキシコ

で第 12 回国際会議が開催される．UPt3，URu2Si2 等

は試料の改善もあり，測定はずっと進歩した結果が

得られている．

関 連 図 書 紹 介

　μ+SR による重い電子系の研究について，簡単に

長所と短所を述べておく．μSR の特徴を次にまとめ

る．(1) 100 % スピン偏極したミュオンを用いるの

で，測定される信号の大きさが，あらかじめわかっ

ているので，試料内の異なる磁性相の存在は，容

易に検出できる．重い電子系では，同じ結晶構造

であっても，異なる秩序状態が混じっていること

がしばしばあり，μSR はその検出に大変有力であ

る．URu2Si2 は典型例である．(2) ミュオンは，スピ

ンが 1/2 で，磁性のみを検出するプローブであり，

物質中の 10-5T の小さな磁場も検出可能である．感

度は温度によらない．(3) ゼロ磁場での実験が可能．

これら (1)-(3) は，秩序状態の時間反転対称性につ

いての情報を得るのに大変有力であることを意味

し，μ+SR の一大特徴である．(4) 超伝導体の研究で，
μ+SR は，磁束侵入長 λ の温度依存性が容易に測定

できることも，大きな特徴である．

　短所としては，電荷 +1 の格子間隙を占める不純

物プローブであるので，最大の問題点は，周りの格

子を歪ませ，バルクの性質と異なるものを検出する

可能性があることである．これをあきらかにする実

験的方法はまだない．μ+SR で検出される磁気転移

の圧力依存性をバルク測定と比較することが一つの

方法ではないかと考えている．

　昨年，J-PARC が稼動し，日本のミュオン施設

MUSE のミュオン強度は世界最強となっている．こ

の強力なミュオンビームを用いると，高輝度のミュ

オンビーム（超低速ミュオン）を発生させることが

でき，数 10 マイクログラムの試料での実験が可能

になる．重い電子系の μSR 実験は，少量の試料で

あれば，いままでより良質の実験が可能となるので，

結果が大いに期待される．
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新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」国際会議
International Conference on Heavy Electrons (ICHE2010) の報告
　領域事務　堀田貴嗣　首都大学東京大学院理工学研究科
　領域代表　上田和夫　東京大学物性研究所

　重い電子系と呼ばれる希土類およびアクチノイド化合物では，電子の見かけ上の質量が数百倍から千倍

に増大する．従来，その理解は，電子の遍歴性をもたらす近藤効果と局在性をもたらす RKKY 相互作用

の競合に基づいていたが，近年，この重い電子系を舞台に次々と発見される新しい超伝導や磁性現象を理

解するには，電荷とスピンに加えて，軌道や格子の自由度も絡んだ電子の多自由度性を考慮することが必

要となっている．平成 20 年度に発足した新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」では，遍歴・局

在という伝統的な横糸と多自由度性という新たな縦糸が織りなす系を舞台に，重い電子形成の直接観測，

非調和格子振動による新奇物性の発現と理解，新超伝導相や新多極子相の探索と理解，磁性と超伝導の新

概念創出を目指し，重い電子系研究の展開を図っている．これらの研究成果を公表するとともに，国内外

の重い電子系研究者にも最新の研究成果を発表して頂き，今後の研究の方向性を議論する場として，平成

22 年 9 月 17 日（金）～ 9 月 20 日（月）にかけて，首都大学東京南大沢キャンパスで表題の国際会議を

開催した．

　会議の参加者は 274 名であった．そのうち，海外からの参加者は 29 名であり，内訳は，ドイツ 7 名，

フランス 5 名，ポーランド 5 名，米国 4 名，韓国 2 名，そして，中国，オーストリア，オランダ，英国，

インド，南アフリカ各 1 名であった．発表は合計 236 件あり，そのうち招待講演は 29 件，一般講演は

207 件（口頭発表 18 件，ポスター発表 189 件）であった．

　プログラムの詳細については，ホームページ http://www.heavy-electrons.jp/iche2010/ を参照して頂くこと

にして，ここでは簡単に会議のセッションを紹介する．

　 ま ず， 会 議 初 日 に は，Ce-115，Quantum Critical Phenomena，Ferromagnetism and Superconductivity I，

Quantum Criticality in Yb Systems という４つのオーラルセッションが設けられた．セッション名からもわ

かるように，主として量子臨界性に関する講演が中心であった．Ce 系に加えて Yb 系が活発に議論され，

強磁性相近傍の量子臨界性，価数揺らぎの量子臨界性など，重い電子系における新たな量子臨界現象が議

論された．

　 会 議 2 日 目 は，f-electron Theory，Ferromagnetism and Superconductivity II，f-electron Superconductivity，

Field-Induced Phenomena and Skutterudites という４つのオーラルセッションとポスターセッションが設けら

れた．オーラルセッションでは，f 電子系の理論，強磁性金属相における超伝導，磁場誘起現象について

の最新の研究成果が発表された．

　会議 3 日目は，Correlated Systems， f-electron Spectroscopy， URu2Si2， f-electron Order という４つのオー

ラルセッションとポスターセッションが設けられた．主に f 電子系以外の強相関電子系の報告，光電子

分光を中心とした重い電子系の分光実験についての最近の進歩，そして，四半世紀にわたって謎である

URu2Si2 の隠れた秩序および多極子秩序の理論に関する最近の研究の進展についての報告がなされた．

　最終日は午前中だけであったが，Non-Centrosymmertric Materials と Rattling and Cage Materials という２

つのオーラルセッションが設けられた．空間反転対称性のない系のエキゾチックな超伝導の性質について

興味深い報告があった．また，カゴ状構造をもつ系の非調和振動（ラットリング）に起因する新現象や，

CeT2Al10 の秩序相に関する最新の報告があった．

　会議の 2 日目と 3 日目の午後には，２つのポスターセッションが設けられた．それぞれ 100 件弱のポス

ター発表があり，スクッテルダイト，ラットリング系，遷移金属系，希土類系，アクチノイド系，理論に

　 　 国 際 会 議 報 告
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関する発表が活発に行われた．大学院生やポスドクなど，若手の発表が多かったことが印象的であった．

全体として，Yb 系をはじめとする新物質群，超伝導でも強磁性との共存や反転対称のない系における超

伝導，光電子分光の印象的な進歩など，伝統的な重い電子系研究に新しい息吹が芽生えつつあることを感

じさせる国際会議となった．

　本国際会議の抄録集は，Journal of The Physical Society of Japan Supplement として出版予定である．本報

告を執筆している 11 月の時点で，招待講演と一般講演から，合計 143 編の原稿が集まっており，国際会

議参加者を中心に閲読をお願いしているところである．このニュースレターが発行される頃には，閲読作

業は終了していると思われるが，閲読にご協力頂いた皆様には，この場をお借りして厚くお礼を申し上げ

る次第である．なお，会議抄録集の発行は，2011 年 6 月頃を予定している．

　最後に，本国際会議の開催にあたっては，多くの方々にご協力を頂いた．首都大学東京南大沢キャンパ

スにおける国際会議の準備や運営に関しては，理工学研究科物理学専攻の青木勇二氏，佐藤英行氏，東中

隆二氏にご尽力頂くとともに，会場設営や会議運営には，首都大学東京理工学研究科物理学専攻電子物性

研究室および凝縮系理論研究室の大学院生諸君に協力をして頂いた．また，会議の準備や登録デスク業務

では，首都大学東京の林順子さん，三浦麻実さんにお世話になった．さらに，参加者の旅費手続きに関し

ては，東京大学物性研究所の深井映子さん，太田希久代さんにお世話になった．これらの方々に，この場

をお借りして感謝したい．

国 際 会 議 報 告
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　2011 年の幕開け，1 月 7 日（金）から 8 日（土）の 2 日間，兵庫県姫路市姫路商工会議所で標記研究会（世

話人：水戸毅，松本洋介，中西良樹）が開催された．開催アナウンス期間が極めて短かったにも関わらず，

参加者 53 名（内発表者 23 名）もの方々に新年早々，日本全国から姫路に足を運んで頂いた．この研究会

への関心の高さが伺える．卯年（飛躍の年）の開幕に相応しい，Yb 系化合物の異常物性をめぐる熱い議

論が本研究会で交わされた．今回の開催に際し，我々主催者側は研究会形式として次の点に主眼を置いた．

・単なる研究成果の発表の場とならないために，講演者には研究発表のウエイトは抑え，むしろその背景

の紹介や問題点の提起に時間を割いていただいて，それらに対して議論する時間を十分に取る．議論を

活発化させるため，参加者の規模も 30 人程度に抑える．

・領域としての今後の戦略として，為されるべき研究は無いか，或いは研究グループ間で試料提供や測定

依頼など協力し合えることは無いか，といった討論にも十分に時間を確保する．

・Ce 系との対比による Yb 系化合物の特殊性をはっきりさせる．

・自由で活発な議論が出来る研究会作り．

　こうしたことを考慮し，講演依頼を行い，下記に示すプログラムを作成した．

プログラム

日時：2011 年 1 月 7 日（金）13 時～

　　　　　　　　1 月 8 日（土）16 時 45 分

場所：姫路市 姫路商工会議所 602 会議室

1 月 7 日（金）    題名　登壇者 ( 所属 ) 　講演時間 + 質疑時間 

13:10  はじめに　水戸 毅 ( 兵庫県大院 )10 

【座長　水戸 毅】 

13:20  レビュー：Ce 系と Yb 系の基本的な電子構造について　播磨尚朝（神戸大院理）30+10 

14:00  Yb 化合物のメタ磁性と重い電子状態    大貫惇睦（阪大院理）30+10 

14:40    休憩 

【座長　大貫惇睦】 

14:50  Yb 系における大きな縮重度と顕著な価数揺動   辻井直人（物材研究機構）20+10 

15:20  光学スペクトルから見た Yb 化合物の電子状態   岡村英一（神戸大院理）20+10 

15:50  Yb 系化合物の物質探索と単結晶育成   海老原孝雄（静岡大理）15+7 

16:12  フラックス法を用いた Yb 化合物の探査   大原繁男（名工大院工）15+7 

16:34    休憩 

− Yb1-2-20 系他 −

【座長　中西良樹】 

16:50  Yb 化合物の超音波を用いた音速測定   中西良樹（岩手大院工）15+5 

17:10  Yb 系重い電子系物質における圧力効果   松林和幸（東大物性研）15+5 

17:30  NMR からみた YbCo2Zn20 と YbPtSb の磁性   小山岳秀（兵庫県大院）15+5 

17:50  YbCo2Zn20 の極低温磁化異常    志村恭通（東大物性研）15+5 

「重い電子系の形成と秩序化」ワークショップ
　− Yb 系重い電子化合物における電子状態と新しい物性−の報告
　世話人　中西良樹 岩手大院工，水戸毅 兵庫県立大院物質理，松本洋介 東大物性研

研 究 会 報 告
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18:10  Yb 化合物の強磁場磁化     広瀬雄介（阪大院理）15+5 

18:30  Yb1-2-20 系討論 10 

18:40  初日終了 

19:00　懇談会（場所：姫路商工会議所）  

1 月 8 日（土）       登壇者 ( 所属 )  　講演時間 + 質疑時間 

【座長　石田憲二】 

9:00　f 電子系の磁性と超伝導の微視的理解を目指して　堀田貴嗣（首都大院理工）30+10 

9:40　価数ゆらぎのもたらす新しい量子現象 -Yb 系と Ce 系の普遍性と相違点 -　

　　　　　　渡辺真仁（阪大院基礎工）20+10 

10:10    休憩 

【座長　筒井智嗣】 

10:20　バルク敏感光電子分光による Yb 系化合物の電子状態研究　菅 滋正（阪大院基礎工）30+10 

11:00　価数揺動半導体 YbB12 と SmB6 のこれまでの研究を振り返って　伊賀文俊（広島大先端）30+10 

11:40　価数揺動系 YbPd の中性子回折と金属的電荷整列の可能性　光田暁弘（九大院理） 20+10 

12:10　フラストレート系 Yb 化合物の圧力誘起磁気秩序　梅尾和則（広大自然） 20+10 

12:40    休憩 

− YbRh2Si2 − 

【座長 三宅和正】 

13:40　YbRh2Si2 の話題

　　　　　　石田憲二（京大院理） 20+10 

14:10　単結晶 YbRh2Si2 の NMR

　　　　　　神戸振作（原子力機構） 20+10 

14:40　休憩 

− YbAlB4 系 −

【座長 松本洋介】 

14:55　重い電子超伝導体 β-YbAlB4 における価数揺動と量子臨界性　松本洋介（東大物性研） 20+5 

15:20　熱輸送係数からみた重い電子系 Yb 化合物の量子臨界性　町田 洋（東工大院理工） 20+5 

15:45　YbAlB4 系における Yb 価数と量子臨界現象　大川万里生（東大物性研） 15+5 

16:05　重い電子系 YbAlB4 における圧力誘起現象　冨田崇弘（日大文理） 15+5 

16:25　YbAlB4 討論 10 

16:35　全体討論とまとめ 10 

16:45　ワークショップ終了  

　以下，上記講演内容および本研究会で情報共有された「Yb 系の面白さ，今後の展望」について簡単に

研 究 会 報 告

振り返ってみる．

　この研究会最初に keynote（基調講演）として播磨先生と大貫先生に Yb 系の面白さを理論（バンド計

算），実験（dHvA 効果を中心にフェルミ面，そしてメタ磁性転移現象）両面から紹介して頂いた．特に

particle-hole symmetry として引き合いに出される Ce 系と Yb 系．これまでに膨大な研究データの蓄積が

ある Ce 系重い電子系と最近の Yb 系化合物を比較しながら，その特徴的な物性の類似点と相違点を照ら

し出された．特に Yb イオンの基本的な電子状態を基礎的な事柄から丁寧に説明して頂いた．Ce と Yb イ

オン電荷 Z の違いによる引力ポテンシャル，および軌道の違いによる核電荷遮蔽の不完全さが引き起こす

ランタノイド収縮の説明からはじめられ，両者の 4f 波動関数の空間分布の相違，こうした両者の違いを
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もとにスピン軌道相互作用の定量的な違いを説明された．播磨先生が講演中話された様に，聴衆者が Yb

系で抱いていた疑問点のいくつかに，本講演は大きなヒントを与えて頂いたように感じる．また，大貫先

生には，Yb 系化合物研究の簡単なレヴューから導入して頂き，その後 dHvA 効果によるフェルミ面，有

効質量を中心に Ce 系と Yb 系の特徴の違いを紹介して頂いた．特に，Yb 2 価の物性と 4f 電子が遍歴的

な状態にある化合物の物性比較により，Yb 系の特徴である中間価数状態に関連した特徴的な物性を指摘

された．中でも YbCu2Si2 の負の膨張係数は Yb 系の特徴的な物性を如実に表しており，Ce 系と大きく異

なる点である．そして Ce 化合物重い電子系で金字塔とも言うべき経験則（帯磁率の極大温度 Tmax とメタ

磁性が生じる臨界磁場 Hm との関係：15 × Tmax ＝ Hm）を Yb 系にも適用され，最近発見された Yb 化合

物重い電子系への適用妥当性を紹介された．本研究会では，この後の講演でも，Ce 系と Yb 系の重い電子系，

量子臨界点近傍の物性比較が詳細になされ，両者の共通点と相違点が明確に整理されていくことになる．

　２番目のセッションでは更に深く Yb 系の歴史を辿る内容とした．Yb 系の研究は 1960 ～ 70 年代に

始まり，主に 2 価と 3 価の混合原子価状態が引き起こす興味深い現象に当時の関心は注がれていた．そ

の混合価数状態，あるいは両者が空間的時間的に揺らいでいる価数揺動状態の Yb 化合物物性を紹介して

頂いた．更に，普段ではなかなか聞くことの出来ない Yb 系の単結晶育成について，技術的な事柄から苦

労話まで紹介して頂いた．単結晶育成がこの系で困難である最たる要因は Yb 元素の融点と沸点が他の元

素に比べて非常に近いところにあることである（Yb：融点 819℃，沸点 1194℃，Ce：融点 795℃，沸

点 2527℃）．そのため，Yb 系の試料は開放系での試料育成が困難な系である．低融点金属でのフラック

ス法の優位性を紹介された．また，Yb 系化合物は 2 価の系が多く，磁性をはじめとする興味深い系を見

つけるのが困難であったというこぼれ話もして頂いた．そんな中で数少ない成功例の一つである立方晶

YbAl3 について紹介して頂いた．こうした試料育成の状況を打破する一つの解決策として２元系から３元

系への拡大が挙げられる．こうして得られた新しい系の一つが YbNi3X9 (X = Al, Ga) である．この系は幾

何学的フラストレーション系として磁気モーメントと交換相互作が競合した量子臨界点近傍の典型物質と

目されている．このセッションから強く伺えるのは，試料育成の進展（試料育成研究者の苦労）が現在の

Yb 系化合物研究の発展に極めて大きく寄与しているということを改めて実感させられたことである．普

段，あまり聞けない試料育成の苦労話を講演プログラムに組んだのも本研究会の特徴かも知れない．

　初日最後は Yb1-2-20 系のセッションである．本 Yb 系研究の火付け役といっても過言ではない物質群

である．電子比熱係数γが 8 J/mol K2 にも及ぶ規格外に大きい値をもつことが報告され，多くの研究者

の心を鷲摑みにし，その起源解明に強い関心がもたれた．まだ，この機構解明には至っていないが，大き

い電子比熱係数を反映した，極めて小さい近藤温度が示す様に，極低温（1 K 以下）の詳細かつ多面的な

実験が更に必要であるという認識を共有した．さらに Yb の 4f 電子が遍歴電子系へと移る際の格子系の

膨張が（格子系と重い電子系の相関），この系の特徴ではないかという意見も提出された．超音波吸収，

熱膨張をはじめとする極低温領域の格子系に関する実験の重要性を再認識した．今後の課題である．

　二日目最初のセッションは，Yb 系を理論的な立場から微視的理解を目指す２つの講演から始まった．（堀

田先生，渡辺先生）ここでも Yb 系のスピン軌道相互作用の重要性が指摘された．中でも興味深かったの

はスピン軌道相互作用（λ）が大きい系でその真価を発揮する j-j 結合描像から，λをパラメーターとし

て Yb の 4f 13 個状態に対して多重極モーメント感受率を計算すると磁気的な状態（スピン状態）が極め

て広い範囲で安定化するという話題である．これも Yb 系の特徴的な電子状態の側面であろう．また，Yb

の価数揺らぎ（電荷揺らぎ）が引き起こす新しい起源をもつ量子臨界点 (Quantum Valence Criticality) の

形成に関する講演は，Yb の価数状態が，この系の物性を決める上で決定的な役割を担っていることを改

めて印象づけた．そしてこの価数揺らぎと磁気秩序の競合あるいは共存が f 電子と伝導電子の混成の大き

さ V でマッピング出来るという最近の話題を紹介された．

　次のセッションはスペクトロスコピーをプローブとした Yb 系化合物の研究紹介である．特に Yb の価

数に関する（価数の決定，揺らぎの特性時間等）有力な情報を供して頂いた．菅先生には，光電子分光測
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５）研究会を盛り上げていく工夫について，もしアイデ

アをお持ちでしたらお知らせ下さい．

　結果は別の機会・場所で公開される予定である．こう

した試みから主催者が目指してきた全員参加型の研究会

形式（参加された方の皆さんの意見，コメントをなるべ

く汲み取れる研究会）に近づけたようにも思える．

　この研究会を皮切りに Yb 系の研究が拡大し，その理

解が深まり，コミュニティーの成熟に繋がれば研究会主

催者の幸甚に存じます．　

　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：中西良樹）

定の分解能向上の変遷とそれに伴う観測可能なフェルミ準位近傍のエネルギー微細構造に関する歴史から

紹介して頂き，光電子分光のバルク敏感性（数 keV 以上の硬 X 線の使用 [HAXPES]，極低エネルギー光

電子分光 [ELEPES]）や，表面層やサブ表面層からの寄与を考慮したバルク価数の見積もりを初心者にも

分かりやすい形式で説明して頂いた．また本研究会でも重要物資の一つとして位置づけられている価数揺

動系 YbAl3 や YbB12，および温度変化によって価数転移を示す YbInCu4 における Yb の詳細な価数状態に

関する情報を紹介して頂いた．

　次に，Yb 系の研究に古くから携わられている伊賀先生には，長い歴史のある YbB12 の研究，そして，

Yb 系と SmB6 との比較について価数状態を中心に講演して頂いた．特に，YbB12 系の混成ギャップ形成は，

現在も全く色褪せることなく，その起源解明に多くの関心が寄せられている．講演途中，播磨先生の修士

論文からの引用が紹介されたとき，この系の歴史の長さを感じずにはいられなかった．このセッションで

は，立方晶という単純な結晶構造にも関わらず４つの明瞭な相転移を示す YbPd，近藤効果と RKKY 相互

作用そして CEF の異方性が三つ巴で競合する YbRhSb，最後に YbNi3X9 (X = Al, Ga) の注目を集める発端

となった幾何学フラストレーション系 YbAgGe に関する review と最近の進展紹介もして頂いた．

　二日目午後のセッションは Yb 系化合物で最初に報告された量子臨界物質 YbRh2Si2 に関する review で

ある．核磁気共鳴（NMR）をプローブとした研究結果をもとに磁場誘起量子臨界点に関する話題を提供

して頂いた．また NMR によって初めて核スピン間の間接相互作用（RK 相互作用）の存在を YbRh2Si2 で

観測したという貴重な topics も紹介された．

　最後は Yb1-2-20 系と双璧をなす物質群で，Yb 化合物初の重い電子系超伝導物質 YbAlB4 系である．こ

の系の特徴は Yb 系化合物の中でも厳密にゼロ磁場・常圧で量子臨界点に位置している系ということで大

変興味深いものである．また QCP 近傍の電子状態を熱特性（熱伝導，熱電能，比熱）で解明を試みる興

味深い研究も紹介された．ゼーベック係数と比熱との比が無次元の恒量になる（q）ことから，系の違い

による電子状態の分類を詳細になされた報告であった．熱特性版の Kadowaki-Woods plot として今後，

研究データの蓄積に伴い重要な指南書となるであろう印象を受けた．

　紙面の都合で，研究会の内容を全てお伝え出来ないのが残念至極である．当初掲げていた目標である，

「Yb は何が面白いのか？」「Ce 系と Yb 系について，基本的な特徴の違い」については完全ではないが，

ある程度の比率で達成出来たのではないかと思う．また今回の研究会では事前に参加者の方々にアンケー

ト調査をとっている．（以下項目）

１）Yb 系の研究をはじめられる（興味を持った）きっかけは何ですか？また，Yb 系の魅力は何ですか？

２）Yb 系化合物の示す物性現象について，その特異性は何だと思いますか？

３）Yb 系化合物の研究に従事して解釈が良く分からない点を記述して下さい．

４） 今後，Yb 系化合物で行って欲しい研究がありましたらお知らせ下さい．

　　（協力研究や試料提供の依頼，などでも可能です．）

世話人とお世話になった兵庫県立大学の

学生さん達（有り難うございました！）

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

　2010 年 9 月に首都大学東京南大沢キャンパスで開催された重い電子国際会議 ICHE2010 において，評

価委員の先生方をお迎えして総括班会議を開き，重い電子の研究分野の現状と今後の研究の方向性，本領

域の運営について議論を行った．開催日時，場所，出席者，議題を以下に報告する．

第 10回

日　時：平成 22 年 9 月 18 日（土）12 時 20 分～ 13 時 40 分

場　所：首都大学東京南大沢キャンパス　本部棟 2 階会議室

出席者：秋光，北岡，佐藤，斯波，Thompson，上田，三宅，播磨，横谷，高畠，藤，石田，榊原，井澤，堀田

　１．本領域の中間評価ヒアリングについて

　２．重い電子国際会議 ICHE2010 の開催状況について

　３．ニュースレター通算第 4 号の発行について

　４．強相関電子系国際会議 SCES2013 について

　５．議論

　　　（１）2010 年度後半の新学術ワークショップについて

　　　（２）強相関電子系研究の現状について

　　　（３）重い電子系研究の今後の方向性について

なお，第 11 回総括班会議は，2011 年 3 月の日本物理学会の直前に新潟で開催することを予定している．
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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：
第 3回研究会
平成 23 年 6 月（予定）

東京大学物性研究所（千葉県柏市）

重い電子系若手秋の学校
平成 23 年 9 月 26 日（月）～ 30 日（金）

高野山大学（和歌山県伊都郡高野町）

関連する国際会議：
LT26：2011 年 8 月 10 日（水）～ 8 月 17 日（水）

Beijing， P. R. China

http://lt26.iphy.ac.cn/

SCES2011：2011年8月29日（月）～9月3日（土）

Cambridge， U. K.

http://sces2011.org/

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
　通算 5 号目となるニュースレターをお届けします．いつもながら，限られた時間の中で執筆して下さっ

た方々に感謝します．平成 20 年から始まった本領域も，発足から２年あまり．ちょうど半分が経過しま

した．公募研究代表者の声（トピックス、最近の研究から）や国際会議 / 研究会報告からは活発な活動ぶ

りや、強い心意気が見えてきます．また、コーヒーブレーク，海外便り、書籍紹介では、時間的にも空間

的にも少し広い視点からのメッセージが含まれています．このニュースレターが後半に向けての推進剤と

なりそうです．

　さて，私事ではありますが，１年ほど前から時間を見つけてジョギングするようになりました。最初は

自宅の周辺を少し走るぐらいだったのが，少しずつ距離を伸ばすと同時に，出張の時はシューズを持ち，

早朝，散策をかねて走っています（学会期間中に目撃された方もいるかもしれません）．研究に励むため（？）

体力をつけるのが目的だったのですが，自分の足で意外に遠くまで行ける事がわかり，旅先の楽しみの一

つになっています．本ニュースレター編集中の１月末には市民ロードレース（10 km）に参加．折り返し

地点に差しかかったとき，新学術も折り返し地点に来たか，と思いました．4 年半走り続ける新学術領域，

走り続ける体力・気力はもちろん，沿道からの声援も必要でしょう．その中にあって，本ニュースレター

は給水ポイントのような役割を果たせれば良いのではないでしょうか．

（芳賀　芳範）

編 集 後 記
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