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角度分解磁場中比熱測定から切り拓く
重い電子系の超伝導
　橘高　俊一郎　　東京大学物性研究所

はじめに
　1911 年に超伝導現象が報告されてから今年で 101

年目である．JPSJ の１月号では超伝導研究の新世

紀幕開けを祝う Special Topics も掲載された．Ce-

Cu2Si2 における重い電子系超伝導の発見を筆頭に銅

酸化物高温超伝導体の発見やウラン系物質での磁性

と共存する超伝導の発見などにより，今や超伝導は

従来の BCS 理論の枠に収まらない多彩な量子現象

であることが鮮明になっている．様々なタイプの超

伝導体が次々と発見され，それぞれの超伝導対称性

を決定すること，対形成メカニズムを解きほぐして

いくことが超伝導研究を深化させる上で欠かせない

テーマの 1 つとなっている．我々は，超伝導ギャッ

プにおけるノード構造が対形成メカニズムにも密接

に関係していることに着目し，角度分解磁場中比熱

測定から様々な異方的超伝導体のギャップ構造を明

らかにすることを目指している．本稿では，その研

究手法および重い電子系物質 CeIrIn5 に関する我々

の最近の研究成果 1) をご紹介したい．また余談にな

るが，前述した JPSJ の Special Topics には京都大学

の前野悦輝教授らと共著で執筆したスピン三重項超

伝導体 Sr2RuO4 に関する review 論文 2) も掲載され

ているので，そちらもご覧いただけると幸いである．

角度分解磁場中比熱から見る超伝導ギャップ構造
　超伝導転移温度に比べて十分低い温度で比熱を測

定すると，渦糸周りで励起される準粒子状態密度を

検出することが可能である．特に，低エネルギーの

準粒子励起は超伝導ギャップ構造に大きく依存する

ため，比熱の温度・磁場依存性からノードの有無に

関する情報を得ることができる．さらに，比熱の磁

場方位依存性からは超伝導ギャップにおける 3 次元

的なノード構造に関する情報を得ることができる 3)．

　磁場中で渦糸が侵入した第 2 種超伝導体では，渦

糸周りの超伝導電流によるドップラー効果を受けて

準粒子のエネルギーがシフトする．十分大きなギャッ

プが開いている場合はシフトの影響は受けないが［図

1(a)］，ギャップにノードが存在する場合は僅かな

シフトでも有限の状態密度が生じることになる［図

1(b)］．このドップラー効果による準粒子励起は，磁

場と垂直な面に流れる超流動流速 vs と準粒子速度 vF

の内積に依るため，磁場方向（vs の方向）を変化さ

せると，準粒子状態密度もそれに伴い変化する．例

えば擬 2 次元円筒状フェルミ面に d 波のギャップが

開いた超伝導体を考えると，アンチノード方向の磁

場下では 4 つのノード全てにおいてドップラー効果

による準粒子励起が起きるが［図 1(c)］，ノード方向

の磁場下では磁場方向にある 2 つのノードで vs・vF

がゼロになり［図 1(d)］，全体での準粒子励起が相対

的に抑制される．そのため，磁場を回転させると状

態密度（比熱）は振動し，ノード方向の磁場下で極

小を示すことが期待される． 

　角度分解磁場中比熱による超伝導ギャップ構造の

研究は，近年特に CeCoIn5 を舞台にして，理論と実

験の両面から急速に発展してきた 4-7）．その結果，以

下に述べるようにドップラー効果によるノード周り

での準粒子励起以外にも回転磁場中比熱に影響を与

えうる効果が明らかになってきた．第一に，回転磁

場中比熱は Hc2 の異方性や渦糸による散乱効果の影

ト ピ ッ ク ス

図 1　 （a）, (b) ドップラー効果による準粒子状態密度の
エネルギーシフト（★がフェルミエネルギー）．ノード
周りでは僅かなシフトでも有限の状態密度が発生する

［図（b）参照］．(c), (d) 擬 2 次元 d 波超伝導体における
準粒子励起の磁場方位依存性．四角が準粒子励起を表し
ている．磁場方向にノードがあると，そのノードでの準
粒子励起が強く抑制される．
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響も受けることが分かっている 5)．これらの効果によ

り温度・磁場領域によってはノード方向の磁場下で

比熱が極大になることもあり，実際に CeCoIn5 では

比熱振動の符号反転が報告されている 4)．正しいノー

ド方向を導くためには，広い温度・磁場領域で比熱

振動を調べ，ドップラー効果が支配的な領域を見極

める必要がある．第二に，比熱の磁場方位依存性は

フェルミ面の形状にも依存する．比熱が極小になる

磁場方向はフェルミ面のノード位置における vF の方

向（kF ではない！）に依るため，円筒状（vF || kF）か

ら外れる場合にはノード方向の決定に慎重な考察が

必要となる 7,8)．第三に，ノードがなくてもギャップ

の大きさが方向によって変化する場合や vF に異方性

がある場合には比熱振動が起こり得る．これらの場

合，ドップラーシフトが超伝導ギャップに比べて十

分小さくなる温度・磁場領域に達すれば比熱振動は

抑制されるため，低温低磁場での比熱振動の有無が

ノードと区別する上で 1 つの判断材料になる．

　以上のように，角度分解磁場中比熱の理解は大き

く進展しており，超伝導ギャップ構造を決定する上

で強力な研究手段の 1 つとなっている．

CeIrIn5 の超伝導ギャップ構造の決定
　実際に超伝導ギャップ構造を決定づけた例とし

て CeIrIn5 に関する我々の最近の研究成果 1) を紹介

する．CeIrIn5 は擬 2 次元フェルミ面を持つ Tc = 0.4 

K の異方的超伝導体で，関連物質に同じ結晶構造

を持つ CeCoIn5 と CeRhIn5 がある．CeCoIn5 は常圧

で超伝導転移を起こし（Tc= 2.3 K），回転磁場中比

熱・熱伝導率測定から dx2-y2 波超伝導体であると結

論づけられている 4-6,9)．同様に，圧力下で発現する

CeRhIn5 の超伝導も dx2-y2 波の対称性を持つことが有

力視されている 10)．これらの超伝導はいずれも反

強磁性量子臨界点近傍で発現することから「反強磁

性ゆらぎ」を媒介とした超伝導であると考えられ，

Ce115 系における対形成メカニズムの普遍性に興味

が持たれている．ところが，CeIrIn5 では Ir サイト

に Rh を 10% 程度置換すると Tc が極小傾向を示す

こと 11) や圧力下で超伝導が反強磁性ゆらぎと相反

する傾向を示すこと 12) などから，反強磁性ゆらぎ

とは別の対形成メカニズムを持つ可能性が指摘され

ており，Ce115 系の超伝導を理解する上で重要な問

題となっている．

　CeIrIn5 の対形成メカニズムの解明には，超伝導

ギャップ構造が重要な手掛かりとなる．例えば，

CeIrIn5 の超伝導ギャップが dx2-y2 波の対称性を持つ

のであれば，CeCoIn5 や CeRhIn5 と同様に反強磁性

ゆらぎを介した超伝導であることが有力となってく

る．過去の実験では，回転磁場中熱伝導率測定 13)

から dx2-y2 波のギャップ構造を支持する結果が報告

されたが，熱伝導率の熱流方向に対する異方性 14)

からは dx2-y2 波とは異なる kz = 0 に水平ラインノード

を持ったギャップ構造が提案されており，未だ議論

の渦中にある．そこで我々はこの問題解決を目指し

て CeIrIn5 の角度分解磁場中比熱測定を行った．

　まず，ab 面に沿って磁場を回転させたときの比

熱の変化を調べた．図 2(a) に示すように，110 mK, 0.2 

T では <110> 方向の磁場下で極大を示す明確な比熱

の 4 回対称振動を観測した．ドップラー効果が支配

的な温度・磁場領域を明らかにするために，相対振

動振幅 A4（磁場による比熱増分に対する振動振幅

の大きさ）を様々な温度・磁場で見積ったところ，

図 2(b) に等高線図で示すように，A4 は 0.3Tc, 0.15Hc2

付近でピークを持ち，0.2Tc（= 80 mK）ではほぼゼ

ロになることが分かった．この特徴を微視的理論に

基づく A4 の数値計算結果と比較したところ，擬 2

図 2　（a）CeIrIn5 の ab 面内回転磁場中比熱．（b）実験から得られた相対振動振幅 A4(T, H) の等高線図と（c）擬 2 次元
dx2-y2 波超伝導体を想定した理論計算結果 6） （Tc = 0.4 K, μ0Hc2 = 1 T）．
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次元フェルミ面に dx2-y2 波ギャップを仮定した場合

の結果［図 2(c)］と非常に良く一致した．計算結果

に基づくと，ドップラー効果は 0.15Tc（60 mK）以

下の温度域で支配的であり，110 mK, 0.2 T では比

熱が極大を示す磁場方向がノード方向に対応する．

　A4(T, H) の等高線図は dx2-y2 波ギャップで良く説明

できたが，水平ラインノードギャップの可能性は未

だ排除できていない．水平ラインノードを支持する

グループは，4 回振動はギャップ極小または vF の異

方性に起因すると主張している 14)．4 回振動の起源

を検証するためには前述したように低温低磁場での

比熱振動の有無が重要となるが，CeIrIn5 では低い

Tc と低温で現れる巨大な核比熱のために検証する

ことができなかった．そこで，我々はコニカルに回

転させた磁場中での比熱振動の変化（A4 の方位角
θ 依存性）から水平ラインノードの有無を検証する

ことに着想した．数値計算結果によると，「ギャッ

プ極小＋水平ラインノード」を想定した場合，回

転磁場を ab 面から傾けると一旦 |A4| が上昇してか

ら θ = 80 付近で減少に転じることが予想される［図

3(a)］．θ = 90 で |A4| が極小を示す理由としては，水

平ラインノードが存在すると θ = 90 ではどの方向

に磁場を向けてもノードが存在し，ギャップ極小（or 

vF 異方性）による準粒子励起の磁場方位依存性が

隠されてしまうためと考えられる．この振る舞いは

dx2-y2 波ギャップで期待される |A4| が θ と共に単調に

減少する振る舞いとは対照的である［図 3(b)］．実

際に実験を行ったところ，図 3(c) のように |A4| は θ

とともに単調に減少し，超伝導ギャップが水平ライ

ンノードを持たないことを支持する結果を得た．

　以上の結果により CeIrIn5 が CeCoIn5 や CeRhIn5

と同様に dx2-y2 波超伝導体であることが決定的と

なった．本結果は Ce115 系で dx2-y2 波超伝導が普遍

的に発現することを物語っており，Ce115 系の対形

成機構解明に繋がる重要なステップであると考えて

いる．

おわりに
　超伝導ギャップ構造の研究は角度分解磁場中比

熱・熱伝導率測定以外にも，接合実験や角度分解光

電子分光実験，走査型トンネル顕微鏡など様々な手

法を通して精力的に行われている．それぞれの手法

に利点・欠点はあるが，数十 mK の低温でも実験が

可能な角度分解磁場中比熱測定は Tc の低い重い電子

系超伝導体を研究する上では絶好の手段である．今

後も本実験技術を活かして様々な重い電子系超伝導

体のギャップ構造を決定し，超伝導研究の発展に貢

献していきたいと考えている．

　ここで紹介した内容は，榊原俊郎，青木優也，中

辻知，酒井明人，町田一成，市岡優典，堤康雅各氏

との共同研究である．各氏にこの場を借りて感謝申

し上げたい．
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図 3（a）水平ラインノードギャップと（b）dx2-y2 波
ギャップを想定した理論計算および（c）実験から
得られた A4 の方位角 θ 依存性．
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局所相関の強い遍歴電子系における
新しい量子臨界現象の解明
　渡辺　真仁　　九州工業大学大学院基礎科学研究系　

非従来型の量子臨界現象の発見
　2000 年に YbRh2Si2 の常磁性金属相において非従

来型の量子臨界現象が観測され 1)，ここ 10 年来，

強相関電子系における大きな問題となっている．こ

の物質では，低温で磁化率が χ(T)~T –0.6，電子比熱

係数が C/T~ –logT のように増大し，電気抵抗率が

温度に比例する ( 表 1)．ウィルソン比は約 RW~17.5 

» 2 と大きな値をもち，結晶場基底クラマース 2 重

項とその上の準位とは約 200 K 離れていることか

ら，低温で磁化率が増大する理由も大きな謎となっ

ている．これらは従来知られていた磁気量子臨界現

象 2) と異なる，新しいタイプの量子臨界現象として

注目を集めている 3,4)．

　2008 年に，β-YbAlB4 の常磁性金属相において非

従来型の量子臨界現象が観測された 5)．興味深いこ

とに，YbRh2Si2 と非常によく似た臨界性を示し ( 表

1)，ウィルソン比も約 RW~30 » 2 と大きく，低温で

一様磁化率の増大が生じている点も共通している．

最近，硬 X 線光電子分光の実験により，T=20 K で

Yb の価数が約 +2.80 であることが観測され 6)，こ

の物質は価数揺動物質であることが明らかとなり，

Yb の価数ゆらぎの果たす役割に関心が高まってい

る．

　 よ く 知 ら れ て い る よ う に，YbInCu4 で は，Yb

が 1 次 の 価 数 転 移 を 示 す．In を Au に 置 換 し た

YbAuCu4 では 1 次転移は生じないが，温度 - 磁場相

図で Yb の価数クロスオーバーが生じることが 2008

年に Cu-NQR 測定によって観測された 7)．筆者は

YbRh2Si2 と YbAuCu4 の温度 - 磁場相図と低温物性

がよく似ている事実から 8)，Yb の 1 次の価数転移

の臨界終点が絶対零度まで抑制された際に実現する

量子臨界終点 ( 以下では量子臨界点とよぶ ) が，表

1 のような非従来型の量子臨界現象を示し，しかも

それが複数の物質で新しい普遍性クラスを形成して

いるのではないかと考え，研究に取り組んできた．

強い局所相関効果をとりいれた量子臨界現象の理論
　従来型の量子臨界現象 2) を超えた効果として重要

であると考えた点は，オンサイトの f 電子間に働く

クーロン斥力が，いま問題の Yb 系の電子状態に寄

与する最も大きな相互作用であり，この局所相関の

効果を取り入れた上で量子臨界現象の枠組みをつく

る必要がある，ということであった．すなわち，f

電子間の大きな斥力のためにフェルミ準位近傍にわ

ずかなスペクトルウェイトをもつ重い準粒子が形成

される．その準粒子間に，価数転移の量子臨界点の

近傍で臨界価数ゆらぎのモード結合の効果が働くの

で，その理論的枠組みをつくらねばならない．最近，

Yb および Ce 系重い電子系のミニマル模型である

拡張周期アンダーソン模型に基づいて，強い局所相

関の効果を取り入れた価数ゆらぎの量子臨界現象の

理論的枠組みを構築した 9)．本稿ではその主な結果

を紹介する．

　注目すべき結果は，強い局所相関の結果，ほとん

ど分散のない，臨界価数ゆらぎのモードが波数 q=0

近傍に出現することである．これは，臨界価数ゆら

ぎの動的帯磁率

に現れる波数依存性の係数 A が非常に小さいこと

に反映される．このほとんど local な ( 局所的な )

臨界価数ゆらぎの出現によって，非従来型の量子臨

YbRh2Si2

β-YbAlB4

χ

T –0.6

T –0.5

C/T

–logT
–logT

ρ

T
T1.5 → T *

(T1Τ)–1

T –0.5

**

文献

1), 3), 4)

5)

表 1　YbRh2Si2 と β-YbAlB4 の低温における，一様磁気帯磁率 χ(T)，電気抵抗率 (* T<1 K では ρ~T1.5, T>1 K では
ρ~T)，電子比熱係数 C/T，核磁気縦緩和率 (T1T)–1 の温度依存性 (** は未報告 )．

ト ピ ッ ク ス
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図 1　(a) 臨界価数ゆらぎのモード結合方程式の数値解と，(b) 電気抵抗率の温度依存性 9)．破線は linear
フィットを示す．y0=0 が価数転移の量子臨界点の場合で，量子臨界点から離れるにつれて y0 が大きくなる．

界現象が引き起こされることが明らかとなった 9)．

図 1(a) は，空間次元 3 次元系で AqB
2≤η のとき，ク

リーンな ( 不純物散乱の効果が効いていない ) 系に

おける，臨界価数ゆらぎのモード結合の方程式を数

値的に解いた結果である．縦軸は係数 A によって

スケールされた，臨界点からの近さを表すパラメー

タ y ≡ η/(AqB
2) であり，横軸は臨界価数ゆらぎの特

徴的温度

でスケールされた温度 t ≡ T/T0 である．量子臨界点

では y0=0 であり，y » t のとき，解析的に

という新しいタイプの臨界性が示される 9)．この結

果は図 1(a) の高温側に対応しており，低温側まで

の数値計算の結果を最少二乗フィットして評価する

と，y~t0.5 となることがわかった．ここで重要な点

は，臨界価数ゆらぎがほとんど分散をもたないため，

(1) 式の係数 A が非常に小さくなり，(2) 式で与えら

れる特徴的温度 T0 が非常に小さくなることである．

その結果，系の有効フェルミ温度 TF
* ( 重い電子系

では近藤温度に対応する ) よりも十分低温であって

も (T « TF
*），T0 でスケールされた温度 t ≡ T/T0 でみ

れば，t » 1 の「高温」領域に位置するということで

ある．このことは，系の臨界価数ゆらぎのモードの

平坦さ ( 係数 A の小ささ ) と測定温度領域に応じて，

という臨界性が観測されることを意味している．そ

の結果，一様な価数帯磁率は，χv(0,0) ∝ y–1 ∝ t–α と

表される．ここで特筆すべきことは，価数転移の

量子臨界点では，一様な f 電子の磁気帯磁率 χ も
χv(0,0) と同様の温度依存性を示すことである 9,10)．

すなわち，価数転移の量子臨界点近傍では，価数の

動的帯磁率と f 電子の動的磁気帯磁率が共通の構造

をもつため，波数 q=0 の一様な磁気揺らぎ ( すなわ

ち，強磁性ゆらぎ ) が増大し，量子臨界点では一様

磁気帯磁率は

のように非従来型のべき α による発散的振る舞い

を示す．

　図 1(b) は図 1(a) で数値的に求めた y(t) を用いて

計算された電気抵抗率の温度依存性である．t≥5 の

領域で温度に比例する ρ(t) ∝ t の振る舞いを示すこ

とがわかる．また，(1) 式を用いて価数ゆらぎによ

る電子の自己エネルギーを計算すると，電子比熱係

数は低温で C/T~ –logT のように振る舞うことが示

される 9)．核磁気縦緩和率は一様磁気帯磁率と同じ

温度依存性 (T1T)–1 ∝ t–α をもつことが示される 9）．

　図 1 に示すように，実験的に到達できる最低温度

が t≥5 の領域に位置する場合には，T « TF
* の低温か

ら最低温度まで，χ ∝ t–α，ρ(t) ∝ t の振る舞いが観

測されることになる *1．これらの結果は，表 1 の非

従来型の量子臨界現象の実験結果とよく整合してい

る．すなわち，一様磁気帯磁率と核磁気縦緩和率が

低温で χ(T) ∝ (T1T)–1 ∝ T–α のべき発散的振る舞い

0 5 10 15 20
0

1

2

t

y

0 5 10 15 20
0

1

2

3

4

5

t

(t)ρ

(a) (b)

y =0
0

0.6 0.3

y =0
0

0.6

0.3

*1 非常に小さな臨界価数ゆらぎの特徴的温度 T0 よりもさらに低温まで到達できた場合には，t=T/T0 « 1 でクリーンな
系では y ∝ t4/3，不純物散乱の効果が効く系では y ∝ t3/2 へとクロスオーバーする．電気抵抗率は t → 0 でそれぞれ，
ρ(t) ∝ t5/3，ρ(t) ∝ t3/2 のように振る舞う 9)．
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を示し，そのべきが α≈0.5~0.6 という異常な値をも

つ実験事実が自然に説明される．また，RW » 2 の大

きなウィルソン比が観測され，強磁性的なゆらぎが

増大する理由もこの機構により自然に説明される．

　このように，非従来型の量子臨界現象が出現した

理由は，臨界価数ゆらぎの局所性 (locality) のため

に特徴的温度 T0 が小さくなり，T « TF
* の低温であ

っても，T0 でスケールされた温度 t = T/T0 でみれば
t>1 の「高温」までひきのばされてしまうことによ

る ( 図 1 参照 )．(1) 式で係数 A が非常に小さいとい

うことは，q≈0 の近傍で ωl に対して ~qz の展開形の

べき z (z は動的臨界指数という ) が，あたかも z=∞

にみえるということを意味している．実際，(1) 式

で Cq を一般的な形 Cq=C/qz–2 として z=∞ の場合の電

気抵抗率を計算すると，低温の電気抵抗率は T → 0

まで ρ(T) ∝ T となることを示すことができる 9)．

このことがまさに上で述べた「実験的に到達できる

最低温度が図 1 で t≥5 の領域に位置する場合」に対

応している．

　なお，上で (3) 式の結果は図 1(a) の高温側に対

応すると述べたが，図 1(a) のはるか高温 (T0 « T)

の領域では，磁化率と核磁気緩和率はキュリー則
χ(T) ∝ (T1T)–1 ∝ 1/T を示し，f 電子はあたかも局在

したかのように振る舞う．したがって，実験との比

較を行う際には，測定温度 T が特徴的温度 T0 と比

べてどのあたりに位置しているのかに注意を払う必

要がある．

今後の展望
　本稿では，価数ゆらぎの量子臨界現象が，新しい

タイプの量子臨界現象を示し，それが表 1 に示され

る懸案の非従来型の量子臨界現象をよく説明する

ことを紹介させて頂いた．Yb の価数変化をとらえ

る実験が今後の重要な課題である．多くの Yb およ

び Ce 化合物は価数クロスオーバー領域に位置して

いると考えられるが，そこで期待される価数の変化

は 0.01 のオーダーの変化である．これまで複数の

Yb 化合物と Ce 化合物で NQR 測定 7,11)，X 線吸収

測定 12) によりその変化がとらえられている．今後

の研究の進展に期待したい．

　最近，磁気量子臨界点と価数転移の量子臨界点が

拡張周期アンダーソン模型の現実的なパラメータ領

域で近接して現れることが示され，両者の制御パラ

メータが理論的に明らかにされた 13)．これらの理論

研究の進展と，最近明らかにされつつある，表１に

代表される非従来型の実験結果は，従来の Doniach

相図を超えて，「価数転移の量子臨界点からの近さ」

というもう一つの尺度が重要であることを示唆して

いると考えられる．本稿で紹介した物質以外の物質

でも，この新しい普遍性クラスを示す可能性がある．

本稿が，新しいタイプの量子臨界現象の全貌を解明

する挑戦的な課題に取り組もうとしている方のお役

に立てれば幸いである．

　本稿で紹介させて頂いた内容は，三宅和正教授と

の共同研究に基づいている．
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多重極限下放射光メスバウアー分光による
Yb 重い電子系の価数揺動と超伝導・量子転移
　小林　寿夫　　兵庫県立大学大学院物質理学研究科

　最近の研究から

はじめに
　このたびは公募研究に表記のタイトルで平成 23

年度から A03 研究班にて採択して頂きました．公

募要項によれば研究項目 A03 では「新奇超伝導相

の探索と解明，および多極子自由度に由来する秩序

と揺らぎの研究を行う」とあります．研究対象化合

物の物性研究を深く行うことを目的とした採択研究

が多い中，実験手法の開発を中心とした公募研究を

採択して頂きありがたく思っています．

　さて，重い電子系化合物の量子相転移およびその

近傍で観測される新奇な現象に大きな関心が寄せら

れています．この新奇な現象の本質を理解するため

には，周期性の乱れを導入することなく相互作用を

制御する圧力下実験が重要です．しかし，圧力下実

験では試料サイズなどが制限されるため，電気伝導

測定などの巨視的実験は行われていますが，微視的

手法を用いて高精度の測定を行うことは困難です．

特に，新奇な現象に直接関係している f 電子を観測

する元素選択的手法での量子相転移およびその近傍

での研究はほとんど行われていません．我々は，元

素選択微視的手法である放射光メスバウアー分光測

定システムを多重極限環境下で構築し，30 keV 以

下の共鳴エネルギー・メスバウアー核種を用いた放

射光メスバウアー分光測定を行っています．さらに，

極最近の新分光法の提案により，高共鳴エネルギー・

メスバウアー核種への拡張が可能と成りつつありま

す．そこで，未開拓である 174Yb 放射光メスバウアー

分光法を開発し，多重極限環境下重い電子系 Yb 化

合物，特に YbAlB4 での Yb イオンの価数揺動と量

子転移の謎に迫って行きたいと考えています．

放射光による核共鳴散乱（メスバウアー分光）に
ついて
　ご存じのように，通常の放射性同位体線源を用い

るメスバウアー分光法は，鉄化合物・合金の磁性研

究のための元素選択微視的手法として大きく発展し

てきました．一方，メスバウアー効果が観測されて

いる元素は 40 を超えています．特に，重い電子系

形成に関係するランタノイドやアクチナイド元素

は，ほとんどの元素でメスバウアー効果が観測され

ています（残念ながら，Ce にはメスバウアー遷移

を含む同位体は存在しません）．しかし，鉄を含ま

ない，特に希土類やウラン化合物の磁性研究への展

開は限定されています．その大きな理由は，原子核

をプローブとした分光法の特徴である元素（同位体）

選択性に起因しています．放射性同位体線源を用い

たメスバウアー分光法により，元素選択性を生かし

た研究を行う場合には，適当な放射性同位体線源を

それぞれ用意しなくてはなりません．そのためには，

微小量の安定同位体を用いての線源化合物の作製，

放射線源作製のための照射に用いる原子炉の使用な

ど多くの困難をともなうため存分には行われていま

せん．しかし，現在の物質科学研究において元素選

択性は，重要なキーワードの一つであり，メスバウ

アー分光法のような元素選択的手法を用いて f 電子

を直接観測することが重い電子系化合物の物性研究

の進展に寄与すると，私は考えています．

　近年大強度放射光の利用が可能となり，今までの

通常のメスバウアー分光法の概念は一掃され事態は

大きく変わりつつあります．放射光の持つ魅力的な

特性であるエネルギー可変性，高輝度性，高指向性，

偏光特性を活用することにより，メスバウアー分光

法が，その特徴である元素選択性を活かした物質科

学研究を行う実験手法と成りつつあります 1)．希土

類元素でいえば、例えば 149Sm, 151Eu, 161Dy, 169Tm と

いったメスバウアー核種で，放射光核共鳴による干

渉性（前方）散乱実験がすでに行われています．す

なわち，共鳴励起された原子核から放出される γ 線

の干渉効果である量子ビートを観測し，通常のメス

バウアー分光法と同様に超微細相互作用による原子

核準位の変化から，電子状態の情報が得られていま

す．しかし，この方法が適用されているメスバウアー

核種は，共鳴エネルギーが 30 keV 以下で原子核励

起状態の寿命が 5 ns 以上と限られます（上述の核
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最近の研究から

種はこれらの条件を満たしています）．これは，十

分単色化された 50 keV を超える放射光 X 線を取り

だすこと，さらに高エネルギー散乱 γ 線を十分な時

間分解能で効率良く計測することがともに困難であ

ることが原因です．極最近，測定試料からの散乱 γ

線を基準散乱体によりエネルギー分光する新しい測

定法が提案されました 2)．この新しい分光方法を用

いることで 2 つの困難を乗り越えられる可能性がで

てきました．

　一方，高圧力，超低温，強磁場といった極限環境

下においては，通常のメスバウアー分光法での測定

は極めて困難です．しかし，放射光の特性である高

輝度・高指向性により，放射光 X 線を線源に用い

ることでこの困難はすでに解消され，我々は核共鳴

前方散乱測定に最適化した多重極限環境を実現して

います．

Yb 放射光メスバウアー分光について
　Yb には，5 つの同位体に 6 つのメスバウアー遷

移が存在します．それらの遷移は，共鳴エネルギー

が 80 keV 程度で原子核励起状態の寿命が 2 ns 程度

のところに全て存在し、メスバウアー分光にとって

新たな挑戦といえます．ここで，放射性同位体線

源を用いた Yb メスバウアー分光法は，170Yb (Ig=0, 

Ie=2, 84.2 keV) 核を用いヨーロッパのグループが

行っています．170Yb メスバウアー分光法は，重い

電子系化合物の研究において成果を挙げています．

　本研究で用いる 174Yb (Ig=0, Ie=2, 76.5 keV) 核と
170Yb 核のメスバウアー遷移に関係する原子核基底・

励起状態の性質（核磁気モーメント，四重極モー

メントと励起状態の寿命など）は，分光学的には

ほとんど同等です．一方，自然存在比は 174Yb 同位

体が 31.84 at% と 170Yb 同位体の 10 倍以上大きいた

め，極限環境下測定では 174Yb 核を用いる方が有利

です．しかし，親核である放射性同位体 174Lu の作

製が困難であるため，通常の 174Yb メスバウアー分

光測定は殆ど行われていません．一方，放射光に

よる 174Yb 核の共鳴励起が可能であることは確認さ

れています 3)．そこで，国内外で全く行われていな

い 174Yb 放射光メスバウアー分光法を用いて，多重

極限環境下での重い電子系 Yb 化合物の物性研究を

行っていくことを本公募研究では目指しています．

　具体的には，重い電子系 Yb 化合物において，

常 圧 力 下 80 mK で 超 伝 導 が 初 め て 発 見 さ れ た
β-YbAlB4 を研究対象とし，多重極限環境下 174Yb 放

射光メスバウアー分光測定を行うことで，β-YbAlB4

の示す非フェルミ液体的性質，超伝導状態および量

子相転移と Yb イオンの価数揺動との関係の解明を

目指しています．α-YbAlB4 を試料として 174Yb 放射

光メスバウアー分光測定を SPring-8 にて試みまし

た．幾つかの測定上の問題点が明らかと成りました

が，メスバウアー吸収スペクトルの測定には成功し

ました．

おわりに
　174Yb 放射光メスバウアー分光法は，測定の可能

性が示されたばかりの実験手法です．本稿で領域内

外の方々に興味を持って頂き，今後，Yb 化合物の

実験手法として発展していければ幸いです．

　本研究の遂行には，測定試料で物性研中辻研究室，
174Yb 放射光メスバウアー分光測定には京大原子炉

の関係者に大変お世話に成っています．ここに感謝

致します．

参考文献
1) R. Röhlsberger: Nuclear Condensed Matter Physics 

with Synchrotron Radiation (Springer, 2004). 

2) M. Seto et al.: Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 217602.

3) R. Matsuda et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 75 (2006) 094716.
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　平成 23 年度より「圧力と磁場によって創出され

るイッテルビウム化合物の重い電子状態の研究」と

いう課題名で A01 班の公募研究として加えていた

だきました．本研究課題では巨大な電子比熱係数を

示す YbT2Zn20 (T: Co， Rh， Ir) をはじめ，いくつかの

イッテルビウム (Yb) 化合物の純良単結晶育成，圧

力下・磁場中における精密物性測定，ドハース・

ファンアルフェン効果によるフェルミ面の観測によ

り，Yb 系での重い電子状態発現のメカニズムの解

明，特異な電子状態の創出を目的としています．特

に，超高圧力発生技術を駆使して，Yb の価数が 2

価の物質を 3 価へと制御し重い電子状態の形成，非

磁性で 3 価の物質を磁気量子臨界点へと変化させ

Yb 化合物の圧力誘起超伝導，などといった Yb 系

で起こる新奇な電子物性の発見，機構解明を目標と

しています．なお，本研究の推進にあたり，特に超

高圧下における物性測定に関しては大阪大学極限量

子科学研究センターの三宅厚志氏と連携して行って

おります．本稿では最近主に取り組んでいる，量子

臨界点に近い YbT2Zn20 (T: Co， Rh， Ir) と 2 価に近い

YbCu2Ge2 について電子状態とその圧力効果を概観

し，我々の研究手法と研究で目指しているものを紹

介させていただこうと思います．

　YbT2Zn20 (T: Co， Rh， Ir) は 2007 年 に Torikachvili

氏 ら に よ っ て 発 見 さ れ た 重 い 電 子 系 物 質 群

で あ り， 中 で も YbCo2Zn20 は 電 子 比 熱 係 数 が

7900 mJ/(K2･mol) と非常に大きいことで注目されて

います 1)．YbT2Zn20 の結晶構造は立方晶 CeCr2Al20

型であり，格子定数が約 14 Å と大きく，Yb と T

元素がそれぞれ Zn によって球形に近いカゴ状に囲

まれている点が特徴です．最近接の Yb 原子間距離

が 6.1 Å と大きいため Yb 原子間の直接的な相互作

用が非常に小さく低温まで磁気秩序を示さず，近

藤温度 TK が極端に低い状態が実現され巨大な電

子比熱係数が実現していると考えられています．

YbT2Zn20 は帯磁率が極大を示す温度 Tχmax 以下で重

い電子系に特徴的なメタ磁性を示します．このメ

タ磁性磁場 Hm と Tχmax は他の Ce，U 化合物と同様

Hm (kOe)=15Tχmax (K) ，すなわち，μBHm=kBTχmax の関

係が成り立ちます．このメタ磁性と対応して，低温

での電気抵抗 ρ=ρ0+AT 2 の A 値が Hm 付近でブロー

ドなピークを持つことを見いだしました．図 1 に

圧力下における YbIr2Zn20 の A 値の磁場依存性を示

します．圧力の増大とともに急激に A 値は増大し，

かつシャープなピークとなり，5.0 GPa では常圧の

約 1000 倍もの値を示すことがわかりました．5.5 

GPa ではメタ磁性が観測されず，また A 値も減少

に転じることから，臨界圧力約 5.2 GPa で Hm → 0

の量子臨界点に達することが明らかになりました．

Kadowaki-Woods の関係から量子臨界点近傍での電

子比熱係数は約 20 J/(K2･mol) にも達するスーパー

ヘビーともいえる電子状態です．さらに圧力を加え

ると 7.6 GPa では圧力誘起の反強磁性状態が観測さ

れました 2)．YbRh2Zn20 に関しても同様の研究を進

純良単結晶と圧力技術で創出される
新奇な電子物性を探して
　本多　史憲　　大阪大学大学院基礎工学研究科

　最近の研究から

図 1　YbIr2Zn20 の (a) 高圧下における A 値の磁場依存性
と (b) 圧力下における Hm, TN の圧力依存性．
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め，YbIr2Zn20 と同じく 5.0 GPa 超で重い電子状態が

実現することがわかりました．このような電子状態

の変化は，4f ホールを 1 つ持つ Yb では多くの場合

Ce と対照的に，圧力をかけていくと非磁性基底状

態から，量子臨界点を通り，磁気秩序が現れてくる

というドニアックの相図の考え方で一見説明できそ

うです．しかしながら，量子臨界点付近でみられる

急激な残留抵抗の増加や電気抵抗率の温度に対する

線形な振る舞いなど単純な磁気揺らぎでは説明でき

ない部分もあり，大阪大学の三宅和正先生や九州工

業大学の渡辺真仁先生が提案されている価数ゆらぎ

に基づく臨界現象の可能性も興味あるところです．

今後は新学術領域内で連携を深め微視的測定を進

め，ドニアックの相図を超えた新しい電子状態を探

索していきたいと考えています．一方，YbCo2Zn20

では重い電子のメタ磁性の他に H // <111> で興味あ

る磁場誘起の反強四極子秩序 (FIOP 相 ) を見いだし

ており 3)，この FIOP 相と圧力誘起反強磁性相の共

存関係についても圧力下で研究を進めています 4)．

　次に，Yb の価数が 2 価に近い ThCr2Si2 型正方晶

構造を持つ YbCu2Ge2
5) の圧力効果について紹介しま

す．同一構造で約 10 % 小さな体積を持つ YbCu2Si2

は Yb が約 2.8 価の典型的な価数揺動物質で，γ~150 

mJ/(K2•mol) であり，圧力下で重い電子状態及び圧

力誘起強磁性転移を示すことが報告されています．

YbCu2Ge2 において，圧力で価数を 2 価から 3 価に

制御することで，価数揺動状態，（磁気，価数）量

子臨界点，磁気秩序相と基底状態が連続的に移り変

わることが期待できます．常圧における電気抵抗の

温度依存性は図 2 に示すとおり金属的な振る舞いで

す．しかし，圧力を加えていくと，重い電子系物質

に見られるような上に凸の温度依存性が顕著になっ

ていく様子が観測されました．さらに内挿図に示す

ように 10 GPa 以上で残留抵抗，電気抵抗の T 2 依存

性の係数が急激に大きくなってきており，圧力下で

明らかに Yb3+ の成分が顔を出していることが分か

ります．16.8 GPa では有効質量が常圧に比べて，1

桁程度大きくなっていると考えられ，重い電子状態

を形成しはじめていることが分かってきました 6)． 

体積は常圧下での YbCu2Si2 と同程度と見積もるこ

とが出来，重い電子系の形成には磁気揺らぎという

よりも価数揺らぎが効いていると考えています．今

後はより高い圧力下でより 3 価に近づけ電子物性の

移り変わりを探索していきます．

　これらの研究が磁気，価数揺らぎと重い電子状態，

量子臨界性，超伝導の関連性について新たな知見を

与えるものと期待しています．

　思い起こせば熊本大学で巨海玄道先生の研究室に

所属し最初に指導していただいたのが圧力技術と強

相関 f 電子系の物理でしたので，私自身とても思い

入れのある研究課題です．そして今大阪大学の大貫

惇睦先生の下で単結晶作りと重い電子系の深みを感

じています．初心を忘れず，前を向いて地道に圧力

下の研究を進め本新学術領域研究の推進に少しでも

役立ちたいと思っております．これからもよろしく

お願いいたします．

　最後になりましたが，本研究は大阪大学大学院理

学研究科の大貫惇睦先生，摂待力生先生，杉山清寛

先生と学生のみなさん，大阪大学低温センターの竹

内徹也先生，大阪大学量子極限科学研究センターの

清水克哉先生，日本原子力研究開発機構の芳賀芳範

先生の他多くの共同研究者の方々にお世話になって

います．

参考文献
1) M. S. Torikachvili et al.: Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 

104 (2007) 9960.

2) F. Honda et al.: J. Phys. Conf. Ser. (2012) in press.

3) T. Takeuchi et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 114703.

4) Y. Taga et al.: J. Phys. Soc. Jpn. Supplement (2012) in 

press.

5) N. D. Dung et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 084711.

6) A. Miyake et al.: J. Phys. Soc. Jpn. Supplement (2012) 

in press.

最近の研究から

図 2　YbCu2Ge2 の圧力下の電気抵抗の温度依存性．



- 11 -

ラットリング超伝導体βパイロクロア酸化物の
電子状態研究
　寺嶋　太一　　物質・材料研究機構

　本公募研究の目的は，典型的なラットリング物

質であるβパイロクロア酸化物超伝導体 AOs2O6 (A 

= K, Rb, Cs，それぞれ Tc = 9.6, 6.6, 3.3 K) について，

常圧および高圧力下においてドハースファンアルフ

ェン（dHvA）効果などの量子振動の計測によりフ

ェルミ面を決定し，さらに KOs2O6 で電子の有効質

量がバンド質量の約 7 倍にも達する大きな質量増強

をもたらす多体効果の起源とその特徴を調べること

です．端的には，Tc の上昇とともにフェルミ面全体

で一様に質量増強が増大するのか，あるいは特定の

バンドやフェルミ面の特定の部位だけで強い質量増

強が起きるのかを明らかにしたいと考えています．

　f 電子を含まない “ 純 ” ラットリング物質とでも

言うべきこれら化合物における多体効果の研究は，

当研究領域が念頭に置く f 電子の絡んだより複雑な

系の物理を理解するに当たっての基礎となるべき知

見を与えてくれるものと考えています．

　以下に，私たちのこれまでの研究成果と今後の研

究計画を紹介します．

CsOs2O6 のフェルミ面
　2006 年に物性研広井研究室より CsOs2O6 の高品

質単結晶の提供を受けて，dHvA 振動の計測を行い

ました１）．図 1(a) は観測された dHvA 周波数を神戸

大播磨教授のバンド計算の予測と比較したもので

す．実測の周波数については，高磁場でのフーリエ

変換から拾った周波数と低磁場でのそれを両方示し

てあります．これは磁場変調法の特性上，高い周波

数が高い磁場で低い周波数が低い磁場で見えやすい

傾向があるからです．また，基本周波数は塗りつぶ

したマークで，それ以外の高調波，合成周波数は白

抜きで示してあります．一方，図 1(b) のフェルミ

面に対する周波数の計算値が緑とピンクの点で示し

てあります．実は，元々のバンド計算では，電子面

［図 1(b) 右］の内側と外側のシートをつなぐ <111>

方向の貫通穴はありませんでした．しかしながら，

それでは図 1(a) において δ と γ の周波数が角度 35

度付近で観測されないのが説明できず，さらには広

い角度範囲で観測されている η も説明がつかないた

め，バンドのエネルギーを微調整してこの穴が開く

ようにしました．これで計算上も角度 35 度付近で
δ と γ の周波数が消失し［図 1(a) ピンクの点］，η

最近の研究から

図 1:(a) CsOs2O6 の dHvA 周波数の角度変化．基本周波数
は塗りつぶしたマークで，高調波，合成周波数は白抜き
で示してある．磁場変調法の特性を考え，周波数の見落
としがないように，高磁場と低磁場の二つの磁場範囲に
おけるフーリエ変換の両方から周波数を拾ってある．比
較のために示したバンド計算の周波数（緑とピンクの点）
は (b) のフェルミ面に対するもの．(b) CsOs2O6 のフェル
ミ面．二つのバンドがフェルミ準位を横切り，それぞれ
ホール面（左）と電子面を（右）を作る．実測の dHvA
周波数と整合するよう，キャリアー数の補償を保ちつつ
両バンドのエネルギーを微調整し（約 1 mRy）電子面の
<111> 方向に貫通穴があくようにした． 
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のみならず α，π も説明がつき，実験とバンド計算

の一致は満足できるものとなりました．電子の有効

質量は最大で 12me（me は自由電子質量），バンド計

算と比較した場合の質量増強因子 λ（= m*/mband – 1)

は 2.0 から 3.8 となり，電子比熱係数から求められ

たフェルミ面全体での平均値 2.8 と整合します．な

お，dHvA 振動強度の磁場依存性から求められた電

子の平均自由行程は 1μm に達し，極めて試料の質

が良いことが明らかになりました．

KOs2O6 のフェルミ面
　2010 年にやはり広井研より KOs2O6 の試料提供を

受け，物材機構のハイブリッドマグネットで 35 T，

温度 0.6 K まで dHvA 測定を行いました２）．CsOs2O6

の β ブランチに相当する周波数が見え，やはり播磨

教授のバンド計算との比較で λ が 6.6 と見積もられ，

確かに比熱から見積もられた λ=6.3 ３）に対応する大

きな質量増強が起きていることが確認できました．

これは電子格子相互作用による質量増強としては極

めてまれなものです．

　その後，本公募研究開始後にフロリダの NHMFL

で 35 T，希釈冷凍機温度の測定を行い，ほぼフェル

ミ面全体を観測することに成功しました 4)．最大で

26me の重い電子が見つかりました．これは LaFe4P12

で観測された 22me に匹敵し 5），f 電子系以外では類

のない重い電子だと思います．解析の結果，バンド

によらずフェルミ面全体でかなり一様な質量増強が

起きているようです．比較的高い Tc をもつ電子格

子相互作用起源の超伝導体の場合，しばしば特定の

フォノンと特定の電子状態の間にだけ強い相互作用

があって高い Tc が実現します．たとえば，MgB2 で

はホウ素のストレッチングモードとホウ素 pxy の作

る 2 次元 σ バンドが強く結合します．KOs2O6 にお

ける一様な質量増強はかなり特徴的だと思います．

今後の研究計画
　目的の部分で述べた，質量増強はフェルミ面全体

一様に起こるのか，特定のバンドあるいはフェル

ミ面の部位で強いのかという疑問に対する答えは，

KOs2O6 のデータからしてかなり一様に起こるとい

う答えが得られたと思います．

　AOs2O6 における電子格子相互作用に関するもう

一つの大きな謎は，比熱から求められた（従ってす

最近の研究から

べての多体効果を含む）λ と強結合超伝導に関する

様々な関係式から求められた超伝導に関わる λSC が

大きく食い違うことです．たとえば KOs2O6 で前者

は 6.3 なのに対し後者は 1.8 しかないと見積もられ

ています４）．

　AOs2O6 の超伝導転移温度は顕著な圧力依存性を

示します．そこで，圧力下の dHvA 測定から質量増

強因子 λ の圧力依存性を調べ，それを Tc や上部臨

界磁場のイニシャルスロープ（超伝導に関わる電子

の有効質量を反映するはずです）の圧力変化と比較

することで，この謎を解明する糸口を得たいと思っ

ています．

　さらに，RbOs2O6 の dHvA 測定に大きな期待を抱

いています。RbOs2O6 の上部臨界磁場は Bc2 = 4.8 T

で す。CsOs2O6 に お い て dHvA 振 動 は 3 T 以 下 ま

で観測されますから，試料の質が同程度であれば，

RbOs2O6 の超伝導混合状態において dHvA 振動が観

測できる可能性が高いと考えています．超伝導混合

状態における dHvA 振動はフェルミ面ごとの超伝導

ギャップやその異方性に関する情報を与えると期待

され，実際既に種々の超伝導体で観測されています

が（たとえば文献 6 をご覧ください），残念ながら

実験・理論ともまだ不十分で観測結果から超伝導ギ

ャップについての情報を引き出すことができないで

います．βパイロクロア酸化物超伝導体のように極

めてクリーンでかつ超伝導パラメーターも良く決ま

っている物質で超伝導混合状態における dHvA 振動

が観測できれば，定量的な理論の構築に資するとこ

ろ大であると考えます．

　最後に，AOs2O6 に関する研究は東大物性研　広

井善二教授，山浦淳一助教，神戸大学　播磨尚朝教

授，NHMFL J. S. Brooks 教授，Eun-Sang Choi 博士，

物材機構超伝導物性ユニット　宇治進也ユニット

長，栗田伸之博士，その他の皆さんとの共同研究で

行っています．
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遷移金属酸化物 Ca2RuO4 の非線形伝導
　岡崎　竜二　　名古屋大学理学研究科

はじめに
　このたび，「希土類化合物における金属絶縁体転

移の電場制御」という表題で本新学術領域の公募研

究に採択していただきました．私は博士課程のとき

に重い電子系化合物 URu2Si2 の隠れた秩序や超伝導

状態など，本領域に関連深いテーマの研究を行なっ

ておりましたが（平成 23 年度 9 月発行のニュース

レターにあります京都大学理学研究科・芝内先生の

記事をご参照頂けますと幸いです），いざ公募班と

して研究活動を行うとなるとやはり特別でして，身

が引き締まる思いでおります．本稿では，この申請

課題に関連した内容として強相関電子系の非線形伝

導現象の最近の研究結果にふれながら，この課題で

目指すことについてご紹介できればと思います．

モット絶縁体 Ca2RuO4

　Ca2RuO4 は TMI ~ 360 K において構造変化を伴っ

た金属絶縁体（MI）転移を示す遷移金属酸化物で

ある 1)．この MI 転移の起源として，Ru4+ の t2g 軌道

にある 4 つの d 電子のうち 3 つが下部ハバードバン

ドを埋め，残り 1 つが上部ハバードバンドの dxy 軌

道を占有するという軌道秩序の形成が示唆されてい

る．この物質はさらに低温（TN = 110 K）において

反強磁性転移を示す．

　この系の特徴はその多彩な電子状態にある．母物

質は上述のとおり，反強磁性モット絶縁体であるが，

Ca2+ を Sr2+ で等価数置換することによって，基底状

態はモット絶縁体から磁性金属，常磁性金属と変化

し，全置換した Sr2RuO4 は非従来型の超伝導を示す．

この系は圧力印加に対しても絶縁相から磁性金属相

への転移を示す．さらに，ごく最近の実験ではおよ

そ 10 GPa 以上の高圧領域において超伝導が発現す

るという興味深い結果が報告されている．

電場による金属絶縁体転移とその問題点
　近年，この系の電気伝導特性に関して非常に興味

深い結果が広島大学のグループによって報告され

た．彼らは室温において数 10 V/cm 程度の非常に小

さな電場を試料に印加したところ，この系が絶縁体

から金属状態へと転移することを発見した 2)．さら

に興味深いことに，電流を印加したまま試料を冷却

したところ，金属状態を保ったまま強磁性転移を示

すような振る舞いが低温で観測された．このような

電場が印加された状態は本質的に非平衡な状態であ

り，この電場による金属化のメカニズムの解明が待

たれる．

　一方で，このような高電圧・大電流を印加する非

線形伝導測定を行う際には，ジュール発熱に常に注

意を払わなければならない．すなわち，試料に投入

した電力によって試料温度が上昇し，TMI を超える

ことで MI 転移を引き起こしたというおそれがある．

このような問題を回避するために一般的に行われる

手法として，ミリ秒からマイクロ秒程度の印加電圧

によって計測を行うパルス測定がある．しかしなが

ら，このパルス時間中にも有限の信号変化が観測さ

れることが多々ある．結局のところ，電流を通電し

た状態で試料温度がいくつになっているかを知るこ

とが最も基本的な課題であり，我々はこの問題から

この物質の非線形伝導現象の解明に取り組んだ．

非接触の温度計測手法による非線形伝導の評価
　試料が自己発熱している状態において，試料温度

を正確に決定することは非線形伝導測定において本

質的に重要であることを上で述べた．しかしながら，

通常の固体温度計を用いた計測手法では，試料と温

度計との間の有限の熱勾配によって，正しく試料温

度を評価できない．そこで我々は，物質の黒体放射

を利用して温度計測するパイロメーターを用いて試

料温度の評価を行った．この手法の利点は，非接触

で対象物の温度を評価できる点であり，我々は熱浴

から浮かした単結晶試料に電流通電し，自己発熱に

よって上昇した試料部分の温度を評価することに成

功した．さらに，10 mm 程度の空間分解能をもつ

サーモグラフィを用いることで，ほぼ均一に試料内

最近の研究から
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最近の研究から

部で発熱が起きていることを確認できた．

　このような実験手法を用いて測定した Ca2RuO4

の電気抵抗率の温度依存性を図 1 に示す．横軸の温

度は上記の非接触の手法で決定した試料温度であ

り，ここでは印加電流を変化させて抵抗率計測を行

なっている．印加電流が小さい場合，系は半導体的

な温度依存性を示すが，印加電流の上昇につれてほ

ぼ連続的に非線形性が現れている．また電流密度を

21 A/cm2 にして計測した場合では，半導体というよ

りむしろ金属的な伝導に近づいていることが分か

る．このような振る舞いは電荷秩序を示す有機導体

においても報告されており 3)，そこでは系の絶縁性

を特徴付けるエネルギーギャップが電流によって減

少することが議論されている 4)．現在，我々は電流

通電下でのゼーベック係数測定の開発を行なってお

り，非平衡状態における他の輸送係数測定の結果と

合わせて，このモット絶縁体における非線形性の起

源について議論を進めていきたいと考えている．

特異な金属絶縁体転移を示す希土類化合物
　本公募研究ではこのような非線形伝導現象の探索

とその起源解明を希土類化合物に拡張していく予定

である．具体的には，低温で MI 転移を示すスクッ

テルダイト化合物 SmRu4P12（TMI = 16.5 K）および

PrRu4P12（TMI = 62 K）における非線形伝導の探索を

現在行っている．これらの系では TMI 以下の低温相

において高次の多極子秩序の形成が示唆されている

が，それらの電場応答は自明ではなく，本研究を通

して電場下の電子物性に対して知見を加えることが

できればと考えている．一方，これらの系は室温以

上で計測を行った Ca2RuO4 とは異なり，より低温

での測定となる．その温度領域では試料からの黒体

放射の強度は急激に減少し，上述の放射温度計の方

法を用いることは極めて困難となる．現在我々は他

の非接触の温度計測手法として，反射率に含まれる

フォノンスペクトルなどを指標に温度を評価する

thermoreflectrance と輸送係数測定を組み合わせた計

測システムの開発を進めている．これらの手法を用

いることで，低温においても試料温度の適切な評価

のもとに非線形伝導測定を進めていきたいと考えて

いる．

おわりに
　本公募研究は，これまで本領域でほとんど取り挙

げられなかった電流や電場といった非平衡量を新し

い外部パラメータとして提案するものです．本領域

の他の計画・公募研究とは若干毛色が異なっている

ように私自身感じておりますが，皆様のご指導・ご

協力をいただけますと大変幸いです．

　最後になりましたが，本研究は仁科靖生，安井幸

夫，寺崎一郎，中村文彦，木村有作，坂木麻里子，

鈴木孝至，青木勇二，佐藤英行の各氏との共同研究

です．ここに深く感謝申し上げます．
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図 1: Ca2RuO4 の電気抵抗率の温度依存性．異なる印加
電流で測定した結果，有意な非線形性が確認された．内
挿図は非接触の温度計測の概念図を示している．
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高圧下磁化測定について
　立岩　尚之　　日本原子力研究開発機構

高圧下磁化測定の背景
　強相関 f 電子系において，圧力は温度・磁場とと

もに重要なパラメータの一つである．Ce 系の磁気

臨界圧力近傍の超伝導をはじめとして Yb 系や U 系

で興味深い圧力誘起相転移が報告されている．これ

らの新奇な状態に対する f 電子の役割を明らかにす

ることが，強相関 f 電子系の高圧実験の目的である．

　物性の総合的理解のためには，複数の物理量測

定が重要になる．もっとも汎用化された二層型ピ

ストンシリンダー型圧力セルを用いる場合，試料

空間の直径は 3 mm 程度あり，ここに電気的信号線

を導入すれば，電気抵抗，交流比熱，交流磁化率，

NMR(NQR)，熱膨張などの測定が 3 GPa 程度まで可

能である 1)．一方，（直流）磁化のデータは相対的

に報告例が少ない．例えば，Ce 系や Yb 系の圧力

誘起相転移について系統的な高圧下磁化測定の報告

は殆どない．圧力で誘起された磁気転移の種類（反

強磁性 or 強磁性）を同定するのは難しく，磁場依

存などを考慮して推定されているのが現状である．

また，U 系強磁性超伝導物質では，磁化の振舞いに

電子系の低エネルギー励起に関する情報などが含ま

れ，その圧力変化と超伝導出現・消滅との対応関係

から，有益な情報が得られると期待されるが，磁化

測定による系統的研究は例が少ない．

　 高 圧 下 磁 化 測 定 に 用 い ら れ る SQUID 磁 束 計

（Quantum Design 社の MPMS 等）では，試料空間が

一般的に 10 mm 未満であり，圧力セルの直径を小

さくする必要がある．よって，ピストンシリンダー

型セルの場合，最高圧力は 1.5 GPa 程度である．強

相関 f 電子系において多くの圧力相転移は 2-3 GPa

で現れることを考慮すると十分ではない．ダイヤモ

ンドアンビルセル（DAC）やインデンタ型セルを

用いた手法もあるが，磁化のバックグラウンドの問

題があり，超伝導・強磁性物質以外の適用は難しい．

執筆者はおよそ 10 年前，UGe2 の高圧下磁化をピス

トンシリンダー型セルで測定した。その後，しばら

く機会はなかったが，数年前からウランカルコゲナ

イト化合物の研究で，インデンタ型セルで再び高圧

下磁化の測定に取り組み，2-3 GPa の圧力領域で磁

化が小さな反強磁性物質でも精度良く磁化測定でき

ることの必要性を感じた．

セラミックアンビルセル
図 1(a) は私達が作成したセラミックアンビルセルの

全体図である。圧力セルの詳細については、論文 2)

と日本語解説記事 3) で既に発表している。図 1(b)

はアンビルとガスケットの拡大図であり，2 つのア

ンビルでガスケットを挟み込み，荷重を加えて高圧

を発生させる．先端直径 φ1 = 1.8 mm から 0.06 mm

まで使用可能で，φ1 により試料空間の体積と最高

圧力が異なる．φ1 = 1.6 mm アンビルを用いれば，3 

.0 - 3.5 GPa までの測定が可能で反強磁性化合物・常

磁性化合物にも適用可能である．なお、医療などの

分野で応用されているセラミック複合材料をアンビ

ル材料として用いている。靭性が大きいため割れに

くく，先端直径 φ1 = 0.6 mm のアンビルを用いた場

合，7.6 GPa の圧力発生を確認した．最近ガスケッ

トの形状を工夫することで，10  GPa 以上の超高圧

図 1 (a) セラミックアンビルセルの全体図．(b) アンビ
ル周囲の拡大図，単位は mm．
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発生を確認した．

 本セラミックアンビルセルの場合，耐荷重限界が

1000 kgf 程度のため，DAC やブリッジマン型セル

などの対向型アンビルセルの手法や常識（例えば，

ガスケット型押し）が通用しないことがネックとな

った（φ1 = 0.6 mm アンビルを除く）．二種類の金属

を用いた二層型ガスケットの適用にだいぶ時間（と

お金）をかけてみたが，芳しくなかった．最後，単

純な円盤形状の CuBe ガスケットを用い，その厚さ

を先端直径の半分にしてテストしてみたところあっ

さりうまくいった（ガスケットは厚く，型押しをし

ないなど通常の対向型アンビルセルを用いた高圧実

験の常識とは少々異なる．これまでこのタイプのセ

ルの適用が未報告であった原因と思われる）．

 測定例：β-US2

　文献 2), 3) に具体的測定例として反強磁性化合物

CePd5Al2，超伝導物質 MgB2 などの測定例を紹介し

た．ここでは，ウランカルコゲナイド化合物 β-US2

の測定結果を紹介する．図 2 は β-US2 の 2 K におけ

る磁化過程である．β-US2 は常圧で非磁性の狭いギ

ャップ 90 K をもつ半導体であり，非磁性基底状態

にもかかわらず，マンガン酸化物と同程度の巨大な

磁気抵抗効果が観測される 4)．圧力を加えると，0.6 

GPa 近辺から非常に弱い強磁性成分が誘起され，自

発磁化の大きさは 2 GPa で 0.05 μB/U である 5)．セ

ラミックアンビルセルでさらに高い圧力まで調べ

た．β-US2 は 4 GPa で金属絶縁体転移が起きる．こ

の圧力近辺で，自発磁化が急激に増加し，5.5 GPa

では低圧側の 10 倍弱の 0.35 μB/U まで増加するこ

とが明らかにされた．キャリア濃度が増加に伴い，

「強い強磁性状態」が安定化すると思われる．絶縁

体サイドに磁性相が現れる銅酸化物のモット転移と

反対であり，今後，巨大磁気抵抗の起源を探る上で

も，伝導キャリアと磁性の相関を調べてゆく予定で

ある．

まとめと今後の展望
本稿ではセラミックアンビルセルについてまとめ

た．本セルにより反強磁性化合物でも 3 GPa を超え

る範囲で磁化測定は可能になった。強相関 f 電子系

の高圧研究に役立つことが期待される。現在，いく

つかのウラン・セリウム化合物の高圧研究を進めて

いるが，磁化率が小さい試料で微妙な温度依存を

議論する際には，バックグラウンドをさらに下げ

る必要性を感じる．Cu-Be 金属より磁化率の小さな

Cu-Ti はすでに入手が難しい．セルの設計を工夫し，

ピックアップコイルに発生する誘導起電力を下げる

方向で検討している．　　

　なお，本セルなど SQUID 磁束計用の圧力セルは

1.8 K までしか測定できない．極低温領域での高圧

下 DC 磁化測定についても，今後必要性が出てくる

と思われる．ホール素子やキャパシタンス式磁力計

とピストンシリンダー型セルを組み合わせて，極

低温下高圧下磁化測定を行う試みが報告されてい

る 6,7)．後者については，本セルの適用が可能と思

われる．
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図 2 ウランカルコゲナイド化合物 β-US2 の磁化．
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重い電子系の物質開発
　大貫　惇睦　大阪大学大学院理学研究科

コーヒーブレーク

　局在 f 電子が伝導電子との磁気的な相互作用を通

して低温で遍歴する重い電子になる現象は，この数

10 年間で著しく発展してきた．その発展は興味あ

る新物質の発見と，非常に純良で大型の単結晶が育

成されたことによって，ほとんどすべての実験が可

能になったことが大きい．かつて，筑波大学で上司

だった小松原武美教授はこれらのことを物質開発と

呼んでいた．研究には，その時点での物質開発が常

に求められている．そういう物質を通して多くの研

究者が協力し，研究が発展することになる．これま

での研究を振りかえって，いくつかの物質例を取り

上げてみた．

重い電子系 CeCu6

　筑波大学で最初に小松原先生と一緒に準備したの

が高周波炉であった．アルゴンガス雰囲気中で，後

に液体窒素でトラップして不純物ガスを取り除いた

ヘリウムガス中で，立方晶の CexLa1-xAl2 (x = 0~1) の

単結晶を引き上げ法で育成し，電気抵抗，磁化率等

の測定を通して近藤効果が全濃度で発現している

ことを確認した 1)．私はこれまで高周波炉を使った

ゾーンメルティング，抵抗発熱電気炉での引き上げ

法，あるいは気相成長法を用いて Bi, Sb, Pb などの

純金属や遷移金属カルコゲナイドの単結晶を育成し

てきた経験があったので，スムーズに単結晶育成は

できた．この実験を通して，これまでの d 電子系で

のいわゆる不純物近藤効果を一通り勉強した．

　当時，近藤格子の典型物質が求められていて，そ

の性質はどういうものかという議論が研究背景に

あった．そこで，二元状態図を頼りにいくつかの

Ce 化合物の単結晶を育成したが，立方晶は基本的

に磁気秩序を起こすので，立方晶ではない化合物を

探索し，単位胞が大きくて Ce 間の距離が長い物質

CeCu6 に出会った 2)．CexLa1-xCu6 (x = 0~1 ) の研究で

は全国の研究者の協力を得て，ほとんどすべての実

験がなされ，重い電子系の物理がかなり前進した．

その頃，海外では CeCu2Si2 の超伝導 3) に刺激され，

UPt3
4)，UBe13

5) などの超伝導が続出した．私はなぜ，

このような物質開発が起こったのか不思議に思い，

その研究背景を知りたいと思った．CeCu2Si2 につい

ては糟谷忠雄先生が指導した日・ソ交流を通して，

ウラン化合物に関してはアルゴンヌ国立研究所で知

ることになった．大学院生時代にフェルミオロジー

で学位をとった私は，ドハース・ファンアルフェ

ン (dHvA) 効果を使って重い伝導電子を微視的に検

出したいと思った．そこで，dHvA 測定を準備し

LaAl2，PrB6 などで研究を開始した．さらに NdB6

などの dHvA 効果の実験で米国・アルゴンヌ国立研

究所に一年間滞在する機会を得た．アルゴンヌでの

dHvA 振動の検出の基本は変わらないが，検出コイ

ルが私が教えを受けた方法と異なり，内巻きと外巻

きを同軸に巻いて補償するタイプで，磁場方向とコ

イルの軸が同方向の時は感度は恐らく私たちのコイ

ルより一桁良いものであった．滞在中に時間があれ

ば図書室に行き，昔のプロシーディングス等でヒル・

プロットの論文を眺めたり，アクチノイドがこれま

で二回ほど集中的に研究されてきたことを知った．

上述の UPt3 などの電気抵抗は 1.3 K まで測定があっ

て，低温まで測定してみようという研究土壌がしっ

かりあったことを知った．

CeSn3，CeIn3，CeRu2Si2 の dHvA 効果
　帰国後，筑波大学低温センターの 15T 超伝導マ

グネットをお借りして 3He での dHvA 効果の実験を

本格化させた．また，この時期，様々なタイプの
3He の冷却装置をデザインした．高周波炉で引き上

げた非常に純良な単結晶の LaSn3 や CeSn3 に対して

の dHvA 効果の実験結果は長谷川彰教授らのバンド

計算に支えられ，4f 電子が遍歴電子になっている

ことを証明することになった 6,7)．また，CeIn3 では

ほとんど球状の d 軌道と呼ぶ電子フェルミ面がある

が，<111> 方向では少し膨らんでいる．この部分を

通過すると 15 m0 ぐらいに重くなり，通過しないと

2 m0 ぐらいである．dHvA 振動のフーリエスペクト
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ルから極値断面積 SF = πkF
2 が分かり，振動振幅の温

度依存性からサイクロトロン質量 mc
* が決定され，

振動振幅の磁場依存性からディングル温度 TD，す

なわち散乱の緩和時間 τ が決定される．磁場方向だ

けが異なるが同じ試料なので，不純物 ( 格子欠陥 )

間の距離は磁場方向に寄らず同じである．つまり上

述の磁場方向が異なる 2 つの軌道で平均自由行程

ℓ = vFτ が等しくなるか確かめてみた．その結果二

つの方向で mc
*τ-1 = const. となり，重くなると vF は

小さくなってゆっくり走り，その結果，散乱の緩和

時間は長くなることが分かった 8)．

　W るつぼを発熱体とした高周波炉では，1400 ˚C

ぐらいが限度である．CeRu2Si2 等の 1500˚C 以上の

融点を持つ物質に対しては，テトラアーク溶解引き

上げ炉が有効であった．最初は三方からアークを飛

ばし，銅製の水冷ハース上で原材料を溶解し上方か

ら引き上げるトリアーク溶解引き上げ炉であった．

オランダのメノブスキーが恐らく考案したものと思

われる．小松原先生がこれをほとんどそのままの形

式で導入した．私はガラスのチャンバーをステンレ

スに変え，三方からのトーチを四方にするなど改

良を加えた．融点が 2000 ˚C 以上の UC （融点 2500 

˚C)，CeRh3B2 等でも dHvA 振動が検出できる良質

な単結晶を得た．

　通常引き上げ法は相図で突き出たコングルエン

トな化合物に有効であるが，コングルエントでな

くても組成をずらし，例えば CeRu2 では原材料を

CeRu1.8，USi3 では USi4.6 として純良な単結晶を育成

した．テトラアーク溶解炉を使うと Mo や W るつ

ぼも溶かすことができる．Yb などの蒸気圧の高い

化合物を育成するときは，原材料を Mo や W るつ

ぼに密封することができる．それをブリッジマン法

で単結晶育成することが可能である．さて，上述の

CeRu2Si2 では当時，金属材料技術研究所に導入され

た日本初のトップローディング希釈冷凍機を使って

青木晴善先生と一緒に 120 m0 を持つ重い伝導電子

を検出することに成功した 9)．

フラックスで育成される物質群 : RIn3，RTIn5 （T : 
Co, Rh, Ir），RCu2Si2，YbT2Zn20

　筑波大学から大阪大学に移動してから，RIn3 （R : 

希土類）を La から Lu まで全ての単結晶を育成し，

フェルミ面の性質，電子比熱係数，核比熱などを統

一的に研究したいと思い，上述の高周波引き上げ炉

で 引 き 上 げ た．LaIn3，CeIn3，PrIn3，NdIn3，GdIn3

までは純良な単結晶が育成できたが，他は希土類の

蒸気圧が高く育成できなかった．そこでポーランド

からクレトブスキー氏を学振で招へいした．ポーラ

ンドのグループは昔から RIn3 を In の自己フラック

ス法で育成していて，磁気的な電気抵抗等を求めて

いた．クレトブスキー氏は私たちが現在使っている

ような遠心分離機などは使用せず，ホットプレート

の上で水銀のアマルガムを使って単結晶を取り出

す方法を用いていた．これは後に超ウラン化合物

PuIn3 で役立った．またクレトブスキー氏のフラッ

クス法は，温度差が著しく小さい縦型の電気炉を自

作し，そこで結晶育成させるというものであった．

フラックス法で RTIn5，RCu2Si2，最近では YbT2Zn20 

(T : Co, Rh, Ir) などを育成している．

　フラックス法というものは，技術の奥が深く，自

己フラックス以外では，融点の低い Zn（融点 420 

˚C），Cd（融点 320˚C），Al（融点 660˚C），Ga（融

点 30˚C），In（ 融 点 150˚C），Sn（ 融 点 230˚C）， Bi

（融点 270˚C），Pb（融点 330˚C）が使用され，選別

は簡単ではない．例えば，CeAu2Si2 では Au-Si の共

晶（融点 363˚C）を使ってみたらどうか等，いろい

ろ考えられる．ところがそうやって作ると a = 4.3 Å，

c = 27.4 Å の正方晶 CeAu4Si2 という全く新しい単結

晶が生まれてきたこともある．あるいは CeIrGe2 の

単結晶を作ろうと，Sn フラックス法で育成を試み

たところ結晶反転対称性のない CeIrGe3 が育成され

たこともある．またアルミナるつぼの Al が溶け込

んで CePtAl の単結晶が出来たこともある．そうい

うことで最初の超ウラン Np の超伝導体 NpPd5Al2

は生まれている 10)．また，アルミナるつぼは石英管

に封入するが，その Si が入って UCu2Si2 の極めて

純良な単結晶が生まれた 11)．いろいろと単結晶育成

を書いてきたが，どういう手法が良いかはやってみ

ないとわからない．例えば LaPt3Si は引き上げ法で

純良な単結晶が育成されたが，CePt3Si はそれでは

育成できず，Mo るつぼに封入してブリッジマン法

で育成した．また，これまでには述べていないヨー

ドやブロムを使った気相成長法や，純良法として超

高真空中でアニールするエレクトロトランスポート

法もある．いくつかを多用することもある．
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圧力と物質開発：結晶反転対称性のない CeIrGe3，
CeCoGe3，CeIrSi3 の 超 伝 導 と 準 二 次 元 超 伝 導 体
CeRhIn5 及びスーパーヘビーフェルミオン YbT2Zn20 
(T: Co, Rh, Ir)
　物質開発という観点から述べてきたが，圧力も物

質開発を系統的に行なっていることに相当する．圧

力の実験をすると，ヒル・プロットとドニアックの

相図の意味することがよくわかる．周期表の同じ

族の物質，例えば USi3，UGe3，USn3，UPb3 を格子

定数と γ 値でプロットすると真に重い電子状態は

USn3（γ = 170 mJ）と UPb3（TN = 32 K, γ = 110 mJ）

の間に位置することが理解できる．芳田奎先生がか

つて言ったように磁気秩序寸前が重い電子状態であ

る．同様に，CeTX3 ( T : Co, Rh, Ir, X : Si, Ge ) を同

じように格子定数対 γ 値，あるいは格子定数対 TN

でプロットすると CeRhSi3 (TN = 1.8 K) と CeIrSi3 (TN 

= 5.0 K) はあとちょっと圧力を加えると量子臨界点

(TN → 0) に近づくことが分かってくる．実験してみ

ると，臨界圧力は CeRhSi3, CeIrGe3 では約 20 GPa，

CeCoGe3 では 7 GPa, CeRhSi3 と CeIrSi3 では約 2 GPa

である．この量子臨界点近傍で超伝導が発現する．

　また，CeRhIn5 (TN  = 3.8 K ) の加圧下 dHvA 効果は，

電子状態が Pc = 2.4 ~ 2.5 GPa を境にして局在から遍

歴に一次で相転移することが示された 12)．同様な実

験は CeRh2Si2, CeIn3 に対してもなされた．

　その他，私たちが圧力で超伝導を見出した Ce 化

合物は，Ce2Ni3Ge5, CeNiGe3, CeRhGe2 等である．Ce

や U 化合物では反強磁性状態に圧力を加えると，

多くはある圧力 Pc で TN → 0 となる．しかし，Yb

化合物では降温とともに重い電子状態になると体積

が膨張するので，非磁性の Yb 化合物に圧力を加え

ると量子臨界点に近づくことになる．YbT2Zn20 ( T : 

Co, Rh, Ir ) では CeCu6 を超えるスーパーヘビーの電

子状態が実現している 13)．その時のガイドライン

はメタ磁性を示す磁場 Hm である．Hm → 0 が量子

臨界点となる．重い電子系の特徴として磁化がある

磁場 Hm で非線形に増大する現象があり，Hm は磁

化率が極大値をとる温度 Tχ ( 近藤温度 TK に相当す

る ) と線型の関係があることをこれまで図面化して

きたが，YCo2Zn12 の Hm = 6 kOe, Tχ = 0.32 K が加わ

り，Ce，U，Yb 化合物に対して，Hm (kOe) = 15 Tχ 

(K)，すなわち μBHm  = kBTχ が成り立つことが確立し

た 14)．さらにごく最近 H // <111> で磁場誘起の反強

四極子秩序も見出され，YbCo2Zn20 は非常に興味あ

る物質であり，まだまだ研究は続くと思われる．

まとめと今後
　物質開発は引き上げ法，ブリッジマン法，フラッ

クス法，ケミカルトランスポート法，あるいはエレ

クトロトランスポート法等をその物質に応じて適用

することである．例えば引き上げたインゴットは一

様な質ではなく，切り分けて電気抵抗から判断する

のが良い．URu2Si2 でかつて 7 cm のインゴットから

1 cm ぐらいの RRR = 255 の良質な部分を見つけた

が，実は表面近くが，恐らくエレクトロトランスポー

トの効果と思われるが，さらに良質であったのは驚

きである．最近は 1 mm 以下の微小試料での実験が

可能なので，試料を切り刻んで調べていけばどこか

に非常に純良な単結晶があるはずである．

　Ce 化合物では圧力を加えていくと反強磁性体は

量子臨界点近傍近傍で重い電子状態となり，かつ

超伝導が発現することが多い．U 化合物はそうい

う物質もあるが，必ずしもそうでない．Yb 化合物

は YbAlB4 を除き，重い電子系超伝導は見つかって

いない．私はこの 5 年間多数の Yb 化合物を集中的

に育成し，加圧等の実験をしているが超伝導に出

会っていない．Yb には二価，三価，重い電子状態

の三つの状態があり，加圧によって二価→三価→重

い電子状態に電子状態を変えることを YbCu2Ge2 や

YbCoGa5 で現在行なっている．いつかの日か Yb 化

合物の超伝導を見つけたいと思う．Sm や Eu 化合

物に研究を集中されている方もいるが，この物質群

でも面白い現象がまだまだあるように思える．
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　かなり以前のことであるが，半分親睦会のよう

な研究会で NTT 基礎研究所の研究者が半導体量子

ドットにおける近藤効果の話しをしたことがある．

そのセッションの座長をしていて質問時間が余った

ので，もしゼロ次元量子ドットを 2 次元にたくさん

並べたら半導体基板上に人工的に重い電子系をつく

ることが出来ると思うかという質問を冗談半分でし

たら，原理的には不可能ではないという答えが笑い

ながら返ってきた．それ以来，重い電子を 2 次元に

閉じこめたら何が起こるのかということにずっと興

味を持ってきた．ちなみに仲のいい理論家にその質

問をしたら，「実際にそんな系ができてから質問し

ろ」と言われたので，理論的によくわかっていない

んだと勝手に解釈した．量子ドットを 2 次元に並

べるのははじめからあきらめていたが，Ce 原子を

2 次元に並べたいわゆる 2 次元近藤格子を作るのは

できるのではないかと思った．最近我々は，分子線

エピタキシー法 (MBE) により Ce 系化合物の人工超

格子を作製し，重い電子を実際に 2 次元に閉じこめ

ることに成功した．特に最近 Ce 原子でできた 2 次

元正方格子も超伝導になることを示すことができ，

その超伝導状態も興味あるものであることも明らか

になりつつある．なお人工超格子における量子臨界

現象の詳細な記事はすでに物理学会誌 1) に書いてお

り，また超伝導に関しては固体物理に書く予定であ

る．

　2 次元電子の示す最も劇的な現象の代表例は，高

温超伝導と分数量子ホール効果であろう．どちらも

電子間相互作用が本質的に重要な役割を果たすこと

が知られている．前者の代表例は銅酸化物，鉄ヒ素

系化合物，そして ( 高温でないかも知れないが）有

機超伝導体であり，みな層状の結晶構造をもちそれ

ぞれ銅，鉄，有機分子の 2 次元四角格子が超伝導の

舞台となる．これらの系に共通している点は強い電

子相関効果のため超伝導対形成機構が従来型の物と

は異なる，いわゆるエキゾチック超伝導状態が実現

されていることである．では重い電子系化合物はど

うであろうか．重い電子系化合物における超伝導形

成機構が従来型でないことは疑う余地がない．重い

電子系超伝導体の中で層状の結晶構造を持つ最も有

名な物質は CeCoIn5 であろう．しかしながらこの物

質でも，フェルミ面は大きく 3 次元的に波打ってい

て，また上部臨界磁場や磁気ゆらぎも 3 次元的であ

り，CeCoIn5 はむしろ異方的 3 次元物質といったほ

うがよさそうである．重い電子系化合物は狭いバン

ドを形成し，電子相関の極めて強い金属状態が実現

している．したがってもし重い電子を 2 次元に閉じ

こめることが出来たなら，新しい強相関電子の舞台

を作ることが出来るのではないだろうか，ひょっと

したら何か新しいエキゾチック超伝導状態も出てく

るのではないかと期待した．

　ちょうど大学を移ったので，何か新しいことを始

めようと思いこのプロジェクトを，以前からの共同

研究者で酸化物薄膜結晶成長の専門家である京都大

学低温物質科学センターの寺嶋孝仁氏に相談した

ら，不可能ではないかもしれないと言われたので，

共同研究を始めることにした．ちょうど研究室に重

い電子系の専門家の宍戸寛明氏 ( 現阪府大）が大阪

大学から研究員として来てくれることになったの

で，とりあえず結晶構造の簡単な CeIn3 の薄膜を分

子線エピタキシー法で作ることから始めた．当初の

甘い予想は大きくはずれ，基板表面には白い粉状の

物が出来るだけで 2 年間は電気の流れる膜さえ出来

なかった．途中ドイツ人の友人から，「Ce 系重い電

子のエピタキシャル薄膜作製は以前ヨーロッパとア

メリカでさんざんやったけど結局成功しなかった．

Good luck!!」と言われ，これはまずいことになるの

ではないかと思い始めた．しかし一つ一つの問題を

宍戸氏が中心となり根気よく解決して行き，3 年後

に初めての Ce のエピタキシャル膜が出来た．鍵と

なったのは，超高真空と基板であった．Ce 原子が

酸化しやすいことは知っていたが，ここまではげし

重い電子を 2 次元に閉じこめる
　松田　祐司　　京都大学大学院理学研究科　

コーヒーブレーク
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く酸素と反応するとは思っていなかった．またいろ

いろな基板を試し最適な基板を見つけることが出来

た．今から考えると海外のグループが成功しなかっ

た理由は，彼らがスパッタリング法を使っていたた

め，超高真空にできなかったことと結晶成長に適切

な基板を見つけることが出来なかったためではない

かと考えている．

　CeIn3 は立方晶の３次元構造を持つ重い電子系化

合物で 10 K で反強磁性転移する．強い圧力をかけ

ると反強磁性転移温度は下がって行き消えたあたり

で超伝導転移を示す．CeIn3 のエピタキシャル成長

膜はできたが，これだけではバルクの結晶を使った

実験以上のことは出来ない．次の大きなステップは

膜を原子層単位に薄くすることである．MBE 法で

は，元素を加熱して蒸発させ基板にとばすため非常

にゆっくりした結晶成長が可能である．エピタキ

シャル成長に成功したので人工超格子作製は比較的

容易であった．我々はまず f 電子を持たない LaIn3

と１個持つ CeIn3 を交互に積層成長させた人工超

格子を作ることにした．この超格子では，LaIn3 を

4 枚 CeIn3 層の間に入れると，LaIn3 を介した CeIn3

層間の磁気的相互作用 (RKKY 相互作用）は無視で

きるほど小さくなり，実質的に CeIn3 層は磁気的に

は孤立していると見てよい．その結果 CeIn3 層の膜

厚を薄くしていくとネール温度はだんだん下がって

ゆき 2 枚くらい薄くなったところでネール温度は消

失した．消失したあたりで電気抵抗は通常のフェル

ミ流体的振る舞いから大きく外れた非フェルミ流体

的な挙動を示した．これは次元による量子臨界点の

制御といえる．

　 こ の 人 工 超 格 子 の 結 果 を "Heavy Electrons in 

Flatland" というタイトルで論文にして投稿した．わ

れながら良いタイトルをつけたと思っていたら，レ

フェリーの一人からこんな馬鹿なタイトルをつける

なと言われ，結局普通のタイトルで出版した 2)．こ

のとき科学研究費基盤研究 S をもらっていたが，報

告書に社会への発信という項目があり，これが研究

者にとって大きなプレッシャーとなる．しかしこれ

をやらないと中間評価が低くなり予算を削られるの

ではないかと非常に心配し成果を大学の広報に出し

た．そもそも電子が軽くなるならともかく，重くな

る，つまり動きにくくなるのであるから，とても役

に立つとは思えずニュース価値はないだろうと思っ

ていた．しかし，もしかして科学新聞かレアアース

の話なので日刊工業新聞あたりで取り上げてくれれ

ば，なんとか中間報告書の欄を埋めることが出来る

のではないかと思っていたら，驚いたことにイン

ターネットの Yahoo ニュースにまで出てしまった．

さらに書かれた記事の内容にも仰天してしまった．

おかげで研究科長から「君は変なものを造っている

んだね」と言われた．また見知らぬ人から「重い電

子を使ってアインシュタインの関係式 E=mc2 から

大きなエネルギーを取り出すことは可能か」と書か

かれた手紙を受け取った．「重い電子」と言う言葉は，

透過型電子顕微鏡 (TEM) による CeCoIn5/YbCoIn5 人工超格子の断面写真．CeCoIn5 を一層 YbCoIn5 を
5 層交互に積層成長させた．写真で明るいスポットが Ce 原子を示す．右図は TEM 強度の積分値．

コーヒーブレーク
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局在性の強い有効質量の大きな電子という感覚で捉

えていたが，専門外の人は何か奇妙な素粒子のよう

な感じを持ってしまうようである．

　CeIn3/LaIn3 超格子では反強磁性秩序が消える量子

臨界点あたりで，超伝導が出現するのではないか

と期待したが，結局超伝導を観測することは出来

なかった．そこで今度は CeCoIn5/YbCoIn5 の超格子

を作製することにした．CeCoIn5 はそれ自身が常圧

で重い電子超伝導体であるのに対し YbCoIn5 では

Yb は閉殻となり磁性は持たない．この超格子でも

YbCoIn5 層を CeCoIn5 層の間に入れると，YbCoIn5

層を隔てた CeCoIn5 層間の RKKY 相互作用は無視

できるほど小さくなる．YbCoIn5 層を 5 層に保ち

CeCoIn5 層の膜厚を薄くしていったところ，最後

に CeCoIn5 一層の薄さになっても超伝導は起こるこ

とがわかった 3)．これは Ce 原子の 2 次元正方格子

(2 次元近藤格子）における超伝導を実現できたこ

とを意味する．さらに CeCoIn5 層を原子層単位まで

薄くするとバルクよりも転移温度は下がるものの，

上部臨界磁場はむしろ上昇することもわかった．こ

の理由として，従来の BCS 理論では超伝導ギャッ

プと超伝導転移温度の比 (2Δ/kBTc) が 3-4 程度であ

るが，この人工超格子ではこれが 10 を超え超強結

合の超伝導状態が 2 次元で実現している可能性があ

るのではないかと考えた．しかしその後，新潟大学

と ETH のグループにより非常に面白い指摘がなさ

れた．これは CeCoIn5 と YbCoIn5 の界面で局所的に

空間反転対称性が破れており，この効果で上部臨界

磁場が上昇するというものである．現時点でどちら

が正しいか判断できないが，今後の研究の進展を待

ちたい．

　最後に，今後の展望について述べる．人工超格子

により，バルクでは作ることの出来なかった新しい

重い電子の状態をつくることが出来るのではないか

と考えている．一例を挙げると，超薄膜ではバル

クでは不可能であった強電場をかけることができ

る．これを使ってキャリアー数を連続的に変化させ

フェルミレベルを連続的に変えることができる可能

性がある．これにより例えば普通の金属状態からは

じまって，価数揺動，重い電子状態，超伝導状態を

人工的に起こすことができる可能性もあると考えて

いる．さらに前述のように f 電子の界面で新しいエ

キゾチック超伝導状態がつくり出せる可能性もあ

る．重い電子系の特徴はスピン軌道相互作用が強く，

フェルミエネルギーが小さいことである．f 電子の

界面を使って例えばヘリカル超伝導状態やマヨラナ

粒子などエキゾチックな状態をつくり出せる可能性

もある．このように f 電子のナノ加工により，新し

い電子状態を人工的に創出することを目指したい．

　本研究では特に宍戸寛明，寺嶋孝仁，芝内孝禎，

水上雄太，井崎学の各氏が中心となって実験を行っ

た．この場を借りて感謝したい．

1）宍戸寛明，芝内孝禎，寺嶋孝仁，松田祐司 : 

日本物理学会誌 65  (2010) 877.

2) H.Shishido et al.: Science 327 (2010) 980, P. Coleman: 

Science 327 (2010) 969 (Perspective article).

3) Y. Mizukami et al.: Nature Physics 7 (2011) 849-853, 

J. D. Thompson: Nature Physics 7 (2011) 838 (News & 

Views article).
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ブラジル滞在記
　日髙　宏之　　北海道大学大学院理学研究院
　　　　　　　　　　

　2010 年 7 月，私はアメリカ・Santa Fe で行われ

た SCES2010 に参加していました．そのバンケット

会場で偶然，私のボスである北海道大学の網塚浩

教授とブラジル・リオデジャネイロにある Centro 

Brasileiro de Pesquisas Física( 以下 CBPF；ブラジル

物理研究所 ) の Elisa Saitovitch 教授が同席すること

になりました．その席で Elisa 教授が「だれか日本

人の若手研究者でブラジルに来てくれる人を知らな

い？」と質問され，網塚教授がすぐさま同席してい

た私を指さして「おお，いいね！彼ならすぐ行ける

よ！」と私のブラジル滞在を即決してしまいました．

帰国後 Elisa 教授から改めて正式オファーがあり，

あれよあれよという間にその年の 12 月にはポスド

クとして約 1 年間のブラジル武者修行に旅立つこと

となりました． 

　ブラジル・リオデジャネイロは人口 600 万人超の

大都市で，リオのカーニバルやコルコバードの丘の

キリスト像，コパカバーナビーチなどで世界的に知

られています．特にブラジルは近年 BRICs の一つ

に挙げられるように目覚ましい経済発展を果たして

おり，さらにオリンピックとサッカーワールドカッ

プの開催をすぐそこに控えていることもあってその

活気を町中のいたるところで見かけることができま

す．しかし一方で，貧富の差が非常に大きいため巨

大なファベーラ（スラム）が都市部にいくつも隣接

しており，麻薬取引や強盗，殺人などの治安の悪化

も大きな社会問題となっています．実際私も一人で

観光していて強盗に囲まれ時計やカメラを盗られる

など非常に怖い経験をしました． 

　私の勤めていた CBPF はコパカバーナビーチから

は 1 km 足らず，有名な観光名所であるポン・ジ・

アスーカルという岩山のすぐそばに位置します．

1949 年設立のブラジルでは歴史的な基礎物理研究

所で，現在では理論・実験問わず物理学のあらゆる

分野において研究が行われています．CBPF になじ

みのある研究者として特に有名なのは R.P. Feynman

（1949 年と 1951 年に滞在）が挙げられるでしょう．

歴史的に CBPF では国際共同研究を積極的に進めて

おり，私の知る範囲ではポスドクや学生の半数近く

はペルーやコロンビアなどのブラジル以外の南米の

国からの留学生でした．

　私は「Heavy Fermion, Superconductivity Composites 

and Nanostructure System」実験グループの重い電子

系チームのポスドクとして働いていました．チーム

はグループリーダーの Elisa 教授を筆頭に准教授 1

人，ポスドク 3 人，博士後期課程 1 人，前期課程数

人で構成されていました．研究設備に関しては，ヘ

リウム液化機やダイリューション，PPMS，MPMS

などの各種低温実験用設備に加え高圧実験用の設備

なども整っており，日本の大学などと比べてもそん

色ない（もしくはそれ以上の）環境で研究すること

が可能でした．ただし，液体ヘリウムの値段が北大

の 10 倍ほどしたのには驚きましたが・・・．また，

セミナーや理論系グループとの共同研究なども活発

に行われており，研究グループの垣根を越えて夜遅

くまで熱く議論が行われているのもしばしば目にし

ました．

　近年，ブラジルの物理業界は経済発展に伴い急激

な発展をしており，発表論文数や Ph.D 取得者の数

などの劇的な増大がみられるそうです．ブラジル

物理学会などに参加して，その勢いを実際に肌で

海 外 便 り

有名なリオのコパカバーナビーチ．週末になると大勢の
人で溢れかえります．
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感じることが出来たことは非常に良い刺激となり

ました．また，この在外研究期間中において最も

ためになった経験は，「Brazil-Japan Mini Workshop 

on Heavy Electron Physics」の企画・開催を行った

ことです．このミニワークショップは 2011 年 9 月

CBPF において重い電子系分野における日本とブラ

ジルの研究者間の人材交流を目的として開催され，

ブラジルの研究者 7 名に加え日本からは神戸大の播

磨先生，北大の網塚，柳澤両先生にお越しいただき

ました．会議当日はスタッフだけでなく多くの学生

さんたちが参加してくださり，非常に和気あいあい

とした雰囲気の中にも活発な物理の議論が交わされ

ました．残念だったのはせっかく日本の先生方をお

呼びしたものの，先生方の滞在中ずっとあいにくの

雨模様だったことでしょうか．それでもただ一日だ

け快晴だった会議の日のランチは，ポン・ジ・アスー

カルからの絶景をビール片手に望みながらいただ

く，というすばらしいものでした．また，バンケッ

トではリオでも有名な “ シュハスコ ”（ブラジル版

串焼き肉レストラン）でおいしい料理をいただきつ

つ研究者間の交流を深めることが出来ました．今度

はぜひブラジルの研究者を日本にお呼びして，第二

回ミニワークショップを日本で開催したいと目論ん

でいるところです．

　次にブラジルでの生活についてご紹介したいと思

います．みなさんご存知のようにブラジルの公用語

はポルトガル語です．ただでさえ英語も怪しかった

うえに，ポルトガル語の勉強も全くせずに辞書だけ

片手にブラジルにやってきた当初は言葉にずいぶん

苦労しました．というのも南米の国々では未だ英語

海 外 便 り

教育が十分ではないらしく，一歩 CBPF を出ると英

語はほとんど通じずポルトガル語での会話になって

しまいます．なにしろ研究所内の出入りのチェック

をする守衛でさえ英語を話せないので，顔を覚えて

もらうまで自分の部屋に行くのにも一苦労でした．

それでも週 1 回のポルトガル語のレッスンを受けた

おかげで，半年ほど経ったころから片言のポルトガ

ル語を使って簡単な内容なら意思疎通が出来るよう

になり，随分ブラジル人との交流を広げることが出

来るようになりました．

　ブラジル人の性格はとにかくラテンでフレンド

リー．たとえ初対面でも友達の友達ならハグして

すぐ友達になってしまいます．実際先述のワーク

ショップに参加していただいた柳澤先生は「海外で

こんなにもてなしの心を感じたことはない！」とブ

ラジルの印象を語っておられました．しかし，何事

に関してもルーズなのもブラジル人．岩波現代文庫

「ご冗談でしょう，ファインマンさん」の中にもファ

インマンが感じたブラジルの印象が以下のように書

いてあります．曰く「まず，第一に僕みたいにせか
せかしている者は誰ひとりいないということ，第二
に，もし自分に都合のいいことがあれば，他のこと
なんかどうでもいい，ということだ」と． 私もこ

の流儀に慣れるまでは公私ともにかなり振り回され

ましたが，一度悟りを開いてしまった後はすごく楽

しく過ごすことができ，帰国する頃には「お前は本

当に日本人か？」と言われるほど馴染んでしまいま

した．ただし，帰国後しばらくはだれかれ構わずハ

グしそうになってしまうのには困りましたが・・・．

またぜひ機会を作ってブラジルを訪ねてみたい，と

締めたかったところですが，二度目のブラジル滞在

をまたもや Elisa 教授と網塚先生が有無を言わさず ?

決めてしまったため，実は 2012 年 1 月現在リオで

この原稿を執筆しているところです．二度目のブラ

ジル滞在もしっかりと楽しんできたいと思っていま

す．

　最後になりましたが，私を快く迎えてくださり公

私ともにブラジル滞在を支えてくださった Elisa 教

授並びに CBPF のメンバー，二度も快く送り出して

くださった北海道大学の網塚先生，そして滞在中日

本からのサポートをしてくださった北海道大学の柳

澤先生と網塚研の学生さん達に心より感謝を申し上

げます．

日本−ブラジルミニワークショップの集合写真．
CBPF の中庭にて．
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　本国際会議（The 26th International Conference on Low Temperature Physics, LT26）は，低温物理学を対
象とする研究者が集まる国際会議であり，三年に一度開催される．オランダアムステルダムで開催さ
れた前回 LT25 に引き続き，今回は，2011 年 8 月 10 日から 17 日までの 8 日間，中国・北京の Beijing 
International Convention Center で開かれた．会議の全体の参加者は 2000 人程度であり，日本から 200 人前
後出席した．LT26 では低温物理に関係する幅広い分野が網羅され，超流動・超固体ヘリウム，様々な超
伝導物質，マルチフェロイクス，トポロジカル絶縁体，量子スピン系，希土類・アクチノイド f 電子系，
スピントロ二クスに関連した低温実験技術など様々な観点からセッションが組まれ，230 件の口頭発表と
約 1500 件のポスター発表が行われた．口頭発表は 5 会場で同時に行われ，またポスターセッションも 5
日開かれた．発表数は膨大で，残念ながら全てを把握できていないので．執筆者が見聞きした範囲内でご
報告したい．　
　3 年前の LT25 では，「鉄系超伝導体の発見」が学会最大のトピックスとして大いに講演を賑わせた．そ
の後 3 年の研究期間を経た今回の北京大会でもその関心度は全く衰えることなく，学会初日から最終日
までの連日，「Fe-based Superconductors」の単語が入った session, talk そして poster が数多く見受けられた．
この session について概観する．多くの研究者がこの分野に興味を持ち，超伝導発現機構解明に向け，実験・
理論両面からの精力的な研究活動報告に加え，工業的な応用面への開発に関する報告も多く見受けられ
た．とりわけ，主催国である中国の研究グループは，この分野において目覚しい活躍をしていることが彼
らの発表件数からも伺える．鉄ヒ素系の講演について，無論全てを見たわけでもなく，全てを紹介できる
力量が私にはない．ここでは主観的ではあるが，著者が興味をもって聴いた講演について紹介する．8 月
13 日（土）の午後は鉄系超伝導の理論 session があった．Fe 系超伝導の機構解明にあたり，その超伝導ギ
ャップ対称性（ペアリング対称性）決定を廻って激しい議論が飛び交っていた．特に日本でも精力的に研
究が推進されている Ba(Fe1-xCox)2As2 系に関する最近の進展が紹介された．Z. Tesanovic ( ジョンホプキン
ス大 )，J. Hu ( 中国科学アカデミー )，Y. Bang ( 全南大 )，そし

会議報告 (LT26)
　中西　良樹　　岩手大学大学院工学研究科
　立岩　尚之　　日本原子力研究開発機構
　　　　　　　　先端基礎研究センター

学会会場から見えるオリンピックスタジアム
隣のビル．その形状は，超音波で結晶内に誘
起された格子歪み：「横波」を想像させる．
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て日本からは遠山氏 ( 京大基研 )，紺谷氏 ( 名大 ) による重要な
報告がなされた．最大の争点は鉄系超伝導の発現機構が鉄の 3d
電子に起因する「スピン揺らぎ」，あるいは「軌道揺らぎ」由
来なのかというところにある．鉄系超伝導は多バンド系であり，
複数のフェルミ面で超伝導ギャップが開き，それぞれのギャッ
プ関数の符号が変わることで解を満たす場合がある．こうして，
符号反転型あるいは非反転型の超伝導が安定化する．軌道揺ら
ぎが強い場合，超伝導状態は非反転型の S++ 波になる．一方ス
ピン揺らぎが強くなる場合，超伝導状態は反転型の S+– 波が安
定する．この系で，両者の結論づけが困難になっている最大の
ポイントは，母物質がもつ秩序変数である．この秩序は磁気秩
序と構造相転移（軌道秩序）を併せ持っている．元素置換等で
キャリアー数を変化させると，この両秩序が抑制され超伝導発
現を御膳立てする．超伝導発現の舞台作りをしている秩序変数
の「軌道揺らぎ」に関して最も有力な微視的情報を提供するプ
ローブの一つが超音波測定であり，「スピン揺らぎ」に関して
は核磁気共鳴 (NMR)，中性子散乱実験が挙げられる．またギャ
ップの対称性に関しては光電子分光による直接観測，あるいは
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古典的には比熱，熱伝導等が挙げられる．これらの手段を用いた実験的アプローチに関する session が 8
月 16 日（火）の午後に行われた．特に，吉田氏（東大）による高分解能光電子分光実験は，前述した超
伝導ギャップの直接観測あるいは，フェルミ準位近傍のエネルギー分散を極めて高い精度で観測（決定）
しており，印象深い講演であった．更に，超伝導ギャップ対称性を強く反映した最近の物性報告としては，
吉澤氏（岩手大）による超音波音速測定，芝内氏（京大）による熱輸送現象の測定結果がその最たる例と
して挙げられる．これらの重要な研究報告は，理論家への有益且つ重要な示唆を与えるのみならず，鉄系
超伝導機構解明への共通理解形成に大きく寄与したと思われる．
　量子臨界点に関して，講演数こそ多くはなかったが紹介したい講演がある．量子臨界点を形成する際，
その母体となる秩序変数が重要な役割を担う．最も一般的であるのが Ce 系化合物で多く見られる磁気モ
ーメント（スピン自由度）である．最近では，四重極モーメントをはじめとする多重極モーメントが量子
臨界点形成に一役買っている系も報告されはじめている．こうした局在電子系に由来した秩序変数ではな
く，むしろ遍歴電子系の要素，側面を含んだ秩序変数である電荷密度波（CDW）の秩序が量子臨界点の
舞台を構築し，超伝導 （SC） を発現させている可能性の高い系がある．古くから研究がなされている TaS2

はその一例である．W. Lu（中国科学アカデミー）等は，この CDW と SC との相関に関する知見を得るため，
TaS2 に Fe を不純物ドープした系に着目した．TaS2 において整合 CDW 相ではフェルミ準位近傍に擬ギャ
ップ形成が生じ，半導体的な振る舞いを生じる．しかし Fe のドーパンとにより整合 CDW は徐々に壊され，
転移温度が消失するあたりの Fe 濃度（x = 0.02, 0.03）において，低温で超伝導が出現する．まさに磁気ス
ピン，あるいは四重極モーメントが秩序変数となった量子臨界点近傍の振る舞いと酷似している．CDW
と SC 相について異なる電子（フェルミ面）が各々の役割を分担している（separated phase）との見解がな
されていた．真偽は然ることながら，量子臨界点を形成し得る重要な秩序変数として注目したい進展であ
った．
　次に，ウラン系の発表を紹介する．重い電子系超伝導物質 URu2Si2 に関して，青木大氏（CEA グルノ
ーブル）と A. R. Schmidt 氏（カリフォルニア大）が招待講演を行った．URu2Si2 の二次相転移温度 T0 = 
17.5 K 以下の「隠れた秩序」相を巡って，本新学術領域でも盛んに研究が行われている．A. R. Schmidt 氏
は分光イメージング STM による実験結果を発表した．この手法（Spectroscopic-Imaging: SI-STM）の利点
は実空間の手法である STM を用いて Fourier 変換により波数空間の情報が得られる点にある．T0 = 17.5 K 
以下の「隠れた秩序」相で conductance スペクトルにギャップ形成に起因する構造が現れ，k- 空間で「heavy 
quasiparticle bands」が形成されると主張した．基本的に 2010 年に出版された論文（A. R. Schmidt et al., 
Nature 465, 570 (2010).）に基づいた講演であった．一方，ポスター発表で L. H. Greene らは Point-contact 
spectroscopy の実験結果を報告し，T0 より高い 27 K から「hybridization gap」が開き始めると主張した (W. 
K. Park et al., arXiv:1110.5541)．同様の実験結果はこれまで何度か報告され，「ギャップ」が形成される温
度は報告により異なる．表面に敏感なこれらの実験の不一致点は今後の慎重な検証が望まれる．また，青
木大氏は高圧下 Shubnikov-de Haas 効果の結果を報告した．URu2Si2 に圧力を加えると 0.7-0.8 GPa 程度の
圧力で，「隠れた秩序」から反強磁性相へと一次転移する．かれらは，以前から「隠れた秩序」と反強磁
性相のフェルミ面のトポロジーの類似性を指摘してきたが，今回は新たに観測された両者の「違い」につ
いて報告し，「隠れた秩序」では特定のブランチの分裂が観測されることを示した．これが「隠れた秩序」
の解明に何等かの進展をもたらすことが期待される．他のウラン化合物については，Mineev 氏（CEA グ
ルノーブル）がウラン強磁性物質の圧力相図について一般的な議論を行った．UGe2 などでは，低圧で強
磁性転移は二次相転移として存在し，高圧側で一次転移へと変化する．最近，いくつかの強磁性体物質で，
温度―圧力―磁場の相図における相線の「wing structure」が報告され，Belitz らの理論が引用され議論さ
れることが多い．Mineev 氏は磁気弾性効果を考慮すると，転移の二次から一次への変化が自然に理解で
きると主張した．
　f 電子系以外では，Eremets 氏（ドイツ・マックスプランク研究所）の「高圧下の水素の金属化」が印
象深かった．後者は，ダイヤモンドアンビルセルを用いた実験である．ダイヤモンドアンビルに水素が侵
入して破壊されることから，水素を試料空間に閉じ込めることが難しく，困難な実験であることが知られ
ている．Eremets 氏は電気抵抗・ラマン散乱実験を通して室温で 270 GPa 近辺で水素の金属化を観測した

国 際 会 議 報 告
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と主張した．水素の高圧相には「高温超伝導」が現れると昔から指摘されており，水素の金属化の報告は
これまで何例かあるものの，まだ決着がついていない．Eremets 氏の示した「金属状態にある水素」の電
気抵抗の値（〜 104 Ω）は大きく，まだ 30 K までしかデータは測定されていない．最終決着がつくまで
しばらく時間がかかる印象を受けた．なお彼らの実験結果は昨年秋出版されている（M. I. Eremets and I. 
A. Troyan, Nature materials 10, 927 (2011).）．
　さて，最後に Excursion についてご紹介したい．学会 3 日目（8 月 14 日），この日は終日講演がなく，
物理の議論から離れ，小休止．あるいは学術とは異なるチャネルで
の文化交流・意見交換の場として「Conference Excursion」が設定さ
れている．今回は以下の 3 コース (option) が設けられていた．

Tour 1: Forbidden City – Temple of Heaven
Tour 2: Summer Palace – Yuan Mingyuan Park
Tour 3: Great Wall – Ming Tombs

　著者はこの中で Tour 3 を選択した．勿論であるが万里の長城 (Great Wall) についてしかここでは記述す
ることが出来ない．午前 7 時 45 分に学会会場１階ロビーに集合し，それぞれの Tour に応じて分かれる．
更に，Tour 3 に関しては 10 グループ程度に分かれ，それぞれのツアーバスに乗車し目的地へと向かった．
目的地は同じであるが，幾分時間差をつけ出発し，混雑緩和に配慮したように感じられた．最終目的地へ
と向かう途中，「明の十三陵」と呼ばれる明代の１３代にわたる皇帝，后妃の陵墓（お墓）も訪問した．
それはまるで，古代エジプトの「王家の谷」を彷彿とさせる壮大なスケールの中国版ピラミッド王墓群で
ある．詳細は省くが，こうした歴史的建造物を目の当たりにして，著者は，当時の皇帝が如何に並外れた
権力を手中にし，約 300 年間にもわたって広大な土地に住む民衆を絶大なる統治力で束ねていたかという
ことに思い耽っていた．隣国日本，その頃彼らの目には，ほんの小国にしか映っていなかったのであろう．
それと同時に「栄枯盛衰」の四文字が脳裏から離れなかった．歴史に学ぶことは多い．
　万里の長城に到着し，その壮大なスペクタクルに圧倒されはしたものの，世界中から集まる観光客の多
さに少々辟易していた．その全長は，実に約 9000 km にも及ぶが，滞在時間の関係もあり，その内の 2 〜
3 km 程度を歩いて戻る．経験して初めて気づいたのであるが，長城の壁の上部（歩道）は，場所に寄り
かなりの急勾配であること．「これ，誰か転落しないかなあ？」と不安に思う程，急勾配な箇所もあった．
この壮大且つ堅牢な城壁で，北方異民族の侵入を防いでいたのである．逆に，当時の北方異民族がどれだ
け，彼らにとって脅威であったかをも伺い知ることが出来る．後半は，生憎の雨．我々がなんとかバスに
戻る頃まで，天気はもってくれたが，グループによっては長城到着後から雨に見舞われ，滑りやすい壁の
歩道を歩くことが出来なかった参加者もいた．中国悠久の歴史を遡り，存分に堪能した１日であった．

万里の長城にて．写真左から著者，シャラムジャ
ン・スマイ氏（岩手大），赤津光洋氏（新潟大），
吉澤正人氏（岩手大）．
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　以上，執筆者らの知る範囲ではあるが，会議の模様
を報告した．全体を通して，強相関電子系超伝導物質
の研究に次々と新たな実験手段が考案・適用されてい
ることを感じた．また，時間分解分光法（time-resolved 
spectroscopy）を応用した電子系のダイナミクスの研
究がいくつか印象に残った．今後秩序状態のダイナミ
クスを調べる一つの有力な方法論になり得ることが期
待される．各分野の急激な進歩と中国の文明・文化に，
身（お腹）も心も圧倒された八日間であった．また，
本稿で触れることができなかった本新学術領域のメン
バーの講演もある．お詫びしたい．
　最後に，会議の最終日に，次回の LT27 は 2014 年
にアルゼンチンで開かれるとの発表があった．web 
page 等ではまだ発表されていない．
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SCES2011 に参加して
　藤　秀樹　　神戸大学大学院理学研究科

　強相関電子系の国際会議 SCES2011 が英国ケンブリッシャー州の州都ケンブリッジで 8 月 29 日から
9 月 3 日までの 6 日間開催された．この名称の会議は 1989 年の米国での初開催以降 , 3 年に一回の ICM
での SCES セッションも含め毎年開催されている． この度 , それに参加したが，　現地でニュースレター
編集委員会の方から報告依頼を受け，この会議について個人的な印象を書かせていただく．
　参加者は登録で 674 名，実際には 657 名とのことであ
った．国ごとの内訳は，いつもながら日本人が最多で約
200 人，ついで開催国の英国が約 100 人，ドイツ（〜 90
人），フランス ( 〜 35 人 )， アメリカ ( 〜 30 人 ), ブラジ
ル ( 〜 21 人 )， インド ( 〜 15 人 ), ロシア ( 〜 14 人 )，中
国 ( 〜 10 人 ) と続きウズベキスタン , 南アフリカ , オー
ストラリアからの参加もあったとのことであった．講
演は，プレナリーが 16 件， 招待講演 58 件，口頭発表約
56 件，ポスター約 736 件であり，対象分野は強相関電
子系における基礎から応用に至るまで多岐にわたってい
た．　私は，久々の SCES への参加であった．印象を述
べると，10 年前に比べセッションの内容がかなり様変わりしたと感じた．会議は，Chairman である Peter 
Littlewood 氏の挨拶に続き，”CeCu2Si2 and YbRh2Si2: Different Types of Quantum Criticality” なるタイトルで
F. Steglich 氏がプレナリー講演を行い会議の幕が開けた． 1 日のプログラムの構成は，大ホールで行われ
る 45 分のプレナリーが午前に 2 件ないし 3 件あり，コーヒーブレークの後 , 場所を移し 100 名程度を収
容できる階段教室でのパラレルオーラルセッション，90 分の昼食時間を挟んで午後のプレナリーが 1 件，
その後ポスター講演とつづきパラレルオ−ラルセッションで終わるといったものである．プレナリーとオ
ーラルセッションの会場は，Cambridge の歴史的建造物群の中では現代建築のホールであった．これにつ
いては後ほど述べることにしょう．コーヒーブレークは，コーヒーと紅茶に加え，パンケーキが用意され
ていた．さすがに紅茶の英国か，紅茶はおいしかったし，また，フロアスタッフの方にはコーヒーより紅
茶を頼んだ方が愛想がよいと感じたのは気のせいであろうか？
　まず，ポスターについて印象を述べよう．発表は，エントランスホールの会場 A，会議室の会場 B,　
C の 3 か所で行われた．会場 A は比較的ゆとりがあったが，会場 B は 70 平米くらいの会議室に 70 件以
上ものポスターボードを無理矢理詰め込んだ感じで，暑苦しく，山手線の満員電車というのは大げさかも
しれないが，身動きがとれなかった．途中でスタッフが 2 階の天窓を開けてくれたときは，風通しがよ
くなり歓声が起きた．狭い部屋に講演がアルファベット
順に並べられていたため，場所を頻繁に行き来しなけれ
ばならず，この人のランダムな移動が混雑を増強したの
かもしれない．複数の日程にわたり同じテーマがばらば
らの場所で講演されることとなり，まとめて関連発表を
聞くことができず，聞きに行くのを断念した発表も何件
かあった．総じて，ゆっくりと時間内に目的のポスター
を聞くことができるような環境ではなかった．ただ，そ
んな中でも，あちらこちらで白熱した議論で盛りあがっ
ていた．個人的には YbNi3Ga9，Ce2TGa12，CePt3Al5，や
Ce2Pt6Al15 など f 電子化合物の物性報告に興味を持った．

国 際 会 議 報 告
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最近の物質の特徴としては Yb-1-2-20 系に代表されるようにカゴ構造をもった系が多いようである．もち
ろん希土類はいい対称性にあるのだろうが，NMR 核であるリガンド原子は NMR 屋泣かせな低対称な位
置にあることが多く，どのような複雑なスペクトルが出るのかを想像しながら発表を聞いた．カゴで囲む
その心は，局在傾向にある f 電子を囲むことによって混成を大きくしスクッテルダイトで見られたような
新奇物性を探そうということと，希土類イオン間の距離を離すことで Ce-1-2-10 で見られるような新奇物
性を探そうというのがあるようである．そのほか，重い電子状態について unconventional QCP に関する報
告がいくつかみられた．

次に，会議のもう一つの顔であるプレナリーやオーラ
ルについて感じたことを書きたい．これらのセッション
はある意味で今の研究トレンドであったり，将来の動向
を占う上で重要である．10 年前と比較してみよう．丁
度，私が都立大（現・首都大東京）で助手をしていると
き，フラーレン化合物の反強磁性と超伝導の競合を研究
しており，1998 年のパリの SCES にポスターで申し込
んだことがある．その当時，私は主として国際会議は
ICSM や ECS に参加していた．当時フラーレン系で超伝
導消失と同時に分子軌道秩序と反強磁性秩序が生じるこ
とを見いだしていたころであり，ICSM や ECS で発表し
ても議論がかみ合わないこともあったので馴染みのあった SCES に出してみたわけである．そのときは，
(BEDT-TTF) 等の有機超伝導体の発表が数件あったが，グラフェンやフラーレンに関する発表は皆無であ
った．発表では有機系やマンガン酸化物の研究をしている研究者と議論をしたが，パリ大学の H. Alloul
氏（彼もフラーレンをやっている）に，フラーレンはここでは畑違いだろう，ICSM に出すべきだとコメ
ントをくれたことを鮮明に記憶している．あれから 13 年，有機化合物でオーラルセッションがあり，さ
らに，「SCES for energy」 という応用に関するセッションが毎日設けられていたことは，非常に驚きを覚え
た．他のセッションと重なったこともありすべて聞いたわけではないが，どのような講演があったかをア
ブストラクトよりピックアップすると主として熱電変換 , バッテリー , 太陽エネルギーなどについて 12 件
が招待講演であったようである．対象物質はリチウム遷移金属酸化物，コバルト酸化物，銅酸化物超伝導体，
マルチフェロイックを示す物質が対象となってはいたが，必ずしも SCES とはいいきれないものもあっ
た．主としてアメリカと英国が講演の 7 割をしめている．日本からの講演は十倉グループから S. Bordács
氏の 1 件のみであった．プレナリーでは C. Grey 氏や Laura H. Greene 氏の講演があった．Greene 氏の講演
は物理的な発表かと思いきやアメリカの送電事情を述べた後，高温超伝導体による超伝導電力貯蔵や超伝
導送電線網の実現性について講演し，高温超伝導は将来性がありまた室温超伝導も夢ではないと語って結
論した（少々拍子抜けした）．Grey 氏の講演では Li-NMR による局所構造からリチウムイオンバッテリー
の高効率化を目指すといったものであり，私が思っている強相関国際会議での内容とはずれていた（写
真，D.Pines 氏の講演時間割が変わったので最終日）．両方のプレナリーともに，強相関としての LiCoO2

や銅酸化物高温超伝導体がどのようなところで重要であるのかという今後の物理的な指針を示すわけで
もなく市民講演のような内容であったのは残念であった．SCES という国際会議がどのようなことを目指
しているのか，大きくなりすぎてぼやけているのではないかと感じた．いずれにしても，典型的な Heavy 
Fermion, f-electron, multipole ordering, Non-Fermi liquid, unconventional superconductivity などのいわゆる直球
勝負の講演が相対的に少なくなっているのは気にかかった．

　
そんな中で，重い電子系について印象に残ったテーマをいくつか挙げたい．

（1） URu2Si2 の Hidden Order（HO）と超伝導については，三宅氏の SCES2010 の会議報告にもあるが
SCES2011 でもセッションが設けられた．発見以後 20 年以上立つ現在でもその本質が理解されて
いないが，純良試料を用いた研究でようやくひとつ前進した感じを受けた．招待講演セッション
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では Knebel が HO 相での最近の中性子散乱実験結果を紹介したあと，松田氏がサイクロトロン
共鳴実験に関する講演を行い，HO 相の低温では４回対称性の破れたネマティック状態にあるこ
とを報告した．また Park 氏らの point-contact spectroscopy による報告では，所謂，近藤物質で見
られる混成ギャップが HO 相より十分高温から平均場的に形成されていることを示し，HO 相の
秩序変数ではないことを報告した．一方，理論では，藤本氏が HO 相についてスピン流によるス
ピンネマティック状態の可能性があることを指摘した．別の会場では P. Chandra と P. Coleman は
HO 相をネマティックな Hasratic 秩序なるエキゾチックなネーミングの状態であると提案してい
た．口頭講演ではなかったが，ポスター講演で池田氏がすべての f 軌道を取り入れたマルチバンド・
アンダーソン・ハミルトニアンから RPA 近似をもちいて解析していた．それによれば，16 極子
や 32 極子などの多極子がネマティック状態の秩序変数となり得るとのことであった．ちなみに
Hastatic とはラテン語らしいが，糟谷先生がこの場におられていたらどんな質問をされただろう
と考えてしまった．エキゾチックな理論はさておき，とくに実験・理論とも着実に進展している
ことを実感した．

（2） SCES において長年議論されてきているテーマのひとつである量子臨界点 (QCP) の議論は，プ
レナリーで F.Steglich 氏が CeCu2Si2 と YbRh2Si2 の典型的な二つの重い電子化合物を元に QCP に
ついて講演した．CeCu2Si2 については Hertz, Millis, Moriya らのスピン揺らぎによる conventional 
QCP で あ る と し た が，YbRh2Si2 で の 非 フ ェ ル ミ 流 体 状 態 は unconventional QCP で あ り Si，
Coleman が提唱する Fermi 面が変化する Kondo break down( これを Kondo breakdown QCP とよぶ ) 
によるものであると報告した．Kondo breakdown-QCP については，ポスター発表でよく耳にした
が，人によって定義が異なっており，言葉だけが一人歩きしている感が否めなかった．このこと
については，三宅氏が SCES2010 の報告で危惧している旨の報告をしている．

（3） unconventional QCP の別の側面として，渡辺氏が β-YbAlB4 に YbRh2Si2 について価数揺らぎが新
しい量子臨界現象を引き起こすことを報告した．つまり VQCP(V とは valence fluctuation のこと )
である．渡辺氏の理論では，価数揺らぎに対し自己無撞着方程式を導き種々の物理量の臨界指数
を与えている．スピンに関する SCR 理論の価数揺らぎ版といったところであろうか．価数揺ら
ぎのこの議論は，古くは CeCu2Si2 の高圧超伝導相で価数揺らぎが重要であるとの議論に端を発
する．

（4） QCP の別の側面として，強磁性における量子臨界終点 (QCEP) での新奇状態の研究が理論・実験
ともに進んでいることを実感した．これは，Lonzarich 氏がプレナリーで報告したが，強磁性合
金を圧力・磁場によって制御することで criticality が変化するというものである．これに関連し，
ポスター発表では YbNi4P2 や UGe2, URhGe, UCoGe 等の発表があったが，特に QCEP について意
識した発表で Dai Aoki 氏や小手川氏らの UGe2 が注目を集めていた．今のところ QCEP 付近で新
奇物性を見いだしたとの報告はないが，最近では QCEP の研究も盛んになっており今後の進展が
楽しみであると同時に講演数も増えるのではないかと思われる．

（5） 特に個人的な思い入れがある物質としては，UPt3 について町田氏，井澤氏が精密な熱伝導度測
定を行い秩序変数について議論を一歩進めたということであろうか．また，UBe13 については，
H.R. Ott 氏がプレナリーでレビューを行った．新しい成果はもちろんなかったが，こういったレ
ビューはついつい目先にとらわれ見落としていたことを思い出させるいい機会であったし，とて
もためになった．こういった残された課題についても，プレナリーなどで講演していただくのは
若い研究者にとって重要なことではないかと思う．
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さて，研究報告はこのくらいにて，Cambridge の雰囲
気について書いておこう．Cambirdge 自体はカレッジの
集合体で大学を中心に街がひろがっており，自転車の町
であった．レンタルサイクルが充実しており，1 日数千
円であるので非常に便利であった．期間中は小林氏，小
手川氏とともに郊外のウィークリーホテルをシェアした
が，毎日自転車で会場まで通った．期間中雨が降ること
もなく，片道約 20 分のサイクリングは快適であった．
空き時間に市内を回ったりしたが，キングスカレッジ，
ニュートンで有名なトリニティカレッジ，クイーンズカ
レッジなどは観光名所であり，観光客が集まっていた．
また，それぞれのカレッジは堀で仕切られており , 映画ハリーポッターで主人公らがグリフィンドールや
スリザリンなどの寄宿舎に分かれ，魔法の勉強を競い合っていた情景を思い出した．話によれば，大学生
活もハリーポッターのようなもので，それぞれのカレッジで教員（ダンブルドアやスネイプのような先生
はいないとは思うが）とともに寄宿舎生活を行い，各カレッジから物理学科にあつまり専門を学ぶといっ
た感じだそうだ．バンケットはキングスカレッジの礼拝堂でおこなわれたが，ハリーポッターさながらの
長テーブルで行われ，正面にはキャンドルのある舞台が，背面には壁一面に歴史を感じさせるタペストリ
ーがあり，今にもポッターの使いのフクロウがステンドグラスの隙間から飛んできそうな感じであった．
エクスカージョンやバンケットは，英国の伝統的なものであり，すべてが大学の施設であるというのは歴
史を感じさせられた．

最終日に，ニュートンが万有引力の法則を思いつい
たというトリニティカレッジ前にあるリンゴの木の末
裔を見に行った．掲示も何もなく，守衛さんに聞いて
ようやく場所が分かった．1 人，数枚写真を撮ったが，
他の人は見向きもしていたかった．変な東洋人と思わ
れたかもしれない．Newton 力学から現代物理まで発
展してきたように，単なる小さな木であるが当時の遺
伝子が受け継がれていると考えると感慨深い．後日談
であるが，ユビキタス特定領域会議に参加したとき，
評価委員の上村洸先生が Cavendish Lab. を訪問したと
きの話しを聞いた．Cavendish Lab. といえば多くのノ
ーベル賞を出した研究所で Brian D. Josephson や Sir Nevill F. Mott などが我々にはなじみのあるところであ
る．この Lab. は 50 年後の物理ではなく “ 科学 ” で世界をリードするため組織改革をおこなっているとの
ことで，Quantum matter や Condensed matter の分野ではスタッフが退職後は補充されず，エネルギーや生
物物理にその基軸を移そうとしているらしい．これを象徴するかのように，“Physics of Medicine”　なる重
点教育プログラムが実施されていると聞いて，今回の SCES のプログラム構成の背景を私なりに理解した．
しかし，まだまだ，強相関電子系は未解明なところばかりである．新しい概念を作り出すことは重要であ
るが，未解決な問題を少しずつでも解決し後世に残すことも重要であると感じた．
　SCES は世界の強相関電子の研究者が一堂に集まって議論を深めることのできる場であるが，冒頭での
べたように，10 年前に比べ随分様変わりしてきている．非常に面白い議論もあったが，一部でエキゾチ
ックな状態ありきでの講演も目についた．一方，日本の研究者の発表は，その点で地味ではあるがレベル
が高い研究が多いと感じた．以上，私の偏見が多く入った報告となってしまったが，いろいろ学ぶべきこ
とが多かった．
　SCES の今後については，ご存じの通り，今年 7 月 8 日 -13 日に釜山で ICM，2013 年 8 月 5 日 -9 日が東京，
続いてグルノーブル，バルセロナ，杭州（Hangzhou）ということで決まった．
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スクッテルダイト ワークショップ

国 際 会 議 報 告

　関根　ちひろ　　室蘭工業大学大学院工学研究科

　スクッテルダイト（skutterudite）という名前は，

非充填スクッテルダイト化合物 CoAs3 などを含む

コバルト鉱石を産出していたノルウェーのコバルト

鉱山があった地名 Skuterud に由来している．特定

領域研究「充填スクッテルダイト構造に創出する新

しい量子多電子状態の展開」（2003 年度〜 2007 年

度）の採択により，スクッテルダイト化合物は集中

的に研究され，ラットリング効果，多極子転移など

の研究分野が大きく発展した．この特定領域研究の

期間中から，関係者の間で，「いつかは Skuterud で

skutterudite の国際会議を開催しよう」と話していた．

　その長年の夢がようやく現実のものとなった．

2011 年 9 月 5 日から 8 日までの 4 日間，ノルウェー，

オ ス ロ 郊 外 の 村， ヴ ィ ケ ル ス ン（Vikersund） に

あるティリフィヨルド（Tyrifjord）ホテルにおい

て，スクッテルダイト ワークショップ（Workshop: 

From Blue Pigment to Green Energy, Cobalt mines - 

Skutterudites - Thermoelectrics）が開催された．この

ワークショップは，播磨尚朝氏の発案で，E. Bauer

氏，オスロ大学物理学科スタッフの尽力により実

現したものである．ケンブリッジで開催された

SCES2011（2011 年 8 月 29 日〜 9 月 3 日）のサテラ

イト会議にもなっていた．会場のホテルがある場所

は，オスロの北西に位置しており，オスロ市内から

車で 1 時間ほどの距離にある．ティリフィヨルド湖

（Tyrifjorden）という大きな美しい湖のほとりに立つ

ホテルで，コバルト鉱山のある Skuterud に最も近

いホテルである．この地にスクッテルダイトに魅了

された研究者約 50 人（日本からは 19 名）が集い，

エクスカーションの時間を除き，ほぼ，ホテルに缶

詰状態で会議は進められた．

　講演は，招待講演が 7 件，口頭発表 18 件，ポス

ター 11 件からなり，この地方の地質学・鉱山学か

ら，スクッテルダイトの基礎物性，理論計算，そし

て熱電材料など実用材料として応用まで，講演内容

は，非常に多岐にわたった．普段参加している学会

や国際会議では聞けない他分野の方々の講演は新鮮

であった．

　会議初日は，朝オスロ市内から貸し切りバスで会

場のホテルに移動し，ホテルでの昼食後（ホテルの

周りには自然があるだけで，レストランや酒場はな

く，これ以降，会議終了まで，朝，昼，晩，皆さん

一緒にホテルでの食事となる），ワークショップの

議長 J. Taftø 氏（オスロ大学）による挨拶で会議は

始まった．挨拶の中で，コバルト鉱山がある場所

は，Skuterud であるので，鉱物の名前は正しくは，

skuterudite（t を重ねない）であるべきだが，現在，

skutterudite（t を重ねる）となっているとの指摘が

あった．どうもこれは，初期の頃に，ドイツ人科学

者が論文中で t を重ねて使ったのが，習慣化したよ

会場から見たティリフィヨルド湖．大雨のせいで滞在中
日に日に水位が上昇した．　 佐藤英行氏の講演の様子，座長は M. B. Maple 氏　
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うである．挨拶に続き，口頭発表があり，E. Bauer

氏は Ge 系スクッテルダイト MPt4Ge12 (M=Ba, Sr, La, 

Pr, Eu, Th, U) の超伝導に関するレビューと Ge サイ

トを Sb で部分置換することにより熱電特性が向上

することを報告した．また，播磨氏の “Jewellery in 

filled skutterudites” と題する講演での，「充填スクッ

テルダイト化合物は，高次の多極子が発現する固体

物理の新しい宝石である」との表現が印象的であっ

た．

　会議二日目は午前中に M. B. Maple 氏による，Pr

系充填スクッテルダイト化合物の基礎物性に関する

レビューなどの口頭発表があり，午後はいよいよ会

議のハイライト，聖地巡礼，Skuterud にあるコバル

ト鉱山のガイドツアーである．案内によると，この

鉱山は 1773 年に開かれ，1893 年まで，120 年間，

使用されたそうである．当時，コバルトはガラスや

陶磁器の青色顔料（blue pigment）として珍重され，

ノルウェーの貴重な輸出品であったようである．ガ

イドツアーは展示スペースになっている当時の鉱山

事務所の見学や鉱山の外観を眺めながらの説明を受

けた後，完全装備で鉱山の内部に入った．見学コー

スは暗くて足場の悪い道を，梯子などを使いながら，

登ったり下ったりを繰り返し，全長 1.5km ほどの本

格的なもので，気温も数℃まで下がり，ハードなツ

アーだったが，ここで最初のスクッテルダイト化合

物が発見されたのかと思うと，非常に感慨深いもの

があった．この日は，ホテルに戻ってから，ポスター

セッションが行われた．

　会議三日目は，午前中，佐藤英行氏による特定領

域研究のレビューを含む口頭発表が行われ，午後は

コバルト鉱山博物館の見学ツアーが企画されてい

た．青色顔料の生成工場の跡地に作られた博物館で

は，コバルト鉱石から青色顔料をつくる工程などが

説明された．ホテルに戻り，熱電変換材料への応用

などに関する口頭発表が行われ，閉会となった．し

かし，多くの参加者はその日もホテルに宿泊するた

め，閉会後も夜遅くまで議論が続いた．

　全体を通して感じたことは，少人数の会議で，し

かも会場であるホテルの周りに何もない立地のせい

で，合宿生活のような雰囲気で参加者同士が親密に

コミュニケーションできたことは非常に良かった．

これを機会に新たな共同研究も生まれている．この

ワークショップの次回があるかどうか，分からない

が，またいつか訪れてみたい場所である（もう少し

物価が安ければ，もっと良い場所なのだが・・・）。

コバルト鉱山近くで，Skuterud と書かれた看板を見つけ
て，興奮する著者ら．　

赤ヘルメットと防寒用の毛布地ポンチョを着込み，いよ
いよ，コバルト鉱山の中へ　

左）コバルト鉱山の説明書の地図に，Skuterud の地名を
発見し，指差す播磨氏．右）コバルト鉱山内部に展示さ
れているスクッテルダイト（SKUTTRUDITT と書かれ
ている）．　
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　若手秋の学校校長　藤　秀樹　　神戸大学大学院理学研究科

　新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」主催の「第 2 回重い電子系若手秋の学校」が平成 23 年

9 月 26 日 ( 月 ) から 9 月 30 日 ( 金 ) の日程で，世界遺産である高野山にある高野山大学を会場とし，宿

泊施設は高野山大学に隣接する別格本山天徳院とし開催されました．若手学校の開催は，若手研究者や大

学院生の研究能力向上と促進，情報交換，親睦を深めることを目的に，新学術領域研究発足時から計画され，

前回の若手学校 ( 京都 ) に続き第 2 回目となります．80 名以上の大学院生以上の研究者に参加頂き，盛大

な学校が開催できました．まず，今回の秋の学校のスケジュールを紹介しますと，

9 月 26日 9月 27日 9月 28日 9月 29日 9月 30日
8:30-9:50

L2 重い電子 ( 松田 )
8:30-9:50

L5 多極子 ( 楠瀬 )
8:30-9:50

L8 超伝導 ( 柳瀬 )
8:30-9:50

L9 超伝導 ( 小手川 )
10:10-11:30

L3 重い電子 ( 藤森 )
10:10-11:30
L5 多極子 ( 楠瀬 )

10:10-11:30
L8 超伝導 ( 柳瀬 )

10:10-11:30
L10 超伝導 ( 芝内 )

11:30-13:00
昼食

11:30-13:00
昼食

11:30-13:00
昼食

11:00-12:00
閉校式（堀田）

13:00-14:50
受付

13:00-14:20
L4 重い電子 ( 横山 )

13:00-14:20
L6 多極子 ( 鬼丸 )

13:00-14:20
L7 多極子（柳澤）

14:00-14:30
開講式 ( 藤・上田 )

14:40-15:40
トピックス講演
小泉・谷田

14:30-19:00
自由行動
奥の院散策

14:30-18:00
トピックス講演
畠山・服部

一般講演
松井・星野・北川・
三宅・平田・利根川・
清水・橘高

16:30-14:50
L1 重い電子 ( 渡辺 )

15:50-16:50
トピックス講演
森・宍戸

16:10-17:30
L1 重い電子 ( 渡辺 )

17:00-18:00
特別講演

19:00-20:00
夕食

19:00-20:00
夕食

19:00-20:00
夕食

19:00-21:00
全体懇談会

20:00-23:00
ナイトセッション

20:00-23:00
ナイトセッション

20:00-23:00
ナイトセッション

21:00-23:00
自由

です．講義およびトピックス講演の詳細については，以下の URL をご参照ください．

http://www.heavy-electrons.jp/research/detail/18?t=1307852655

　また，一般講演では，博士課程・PD・助教の方を中心に以下の方々の講演がありました．

1. 松井 一樹　( 室蘭工業大学 )  「非充填スクッテルダイト化合物 CoAs3 および RhAs3 の圧力誘起構構

造変化」 　

2. 星野晋太郎 （東北大理）　「非クラマース二重項系の近藤効果によって誘起される新しい秩序状態」  

3. 北川 俊作 （京都大学，JST-TRIP） 　「XY スピン異方性を持つ重い電子系物質 CeFePO のメタ磁性的

振る舞いの発見 」

4. 三宅厚志   （阪大極限）　「YbPd の圧力温度相図」                                                           

5. 平田 靖透  （東大物性研）　「導電性イリジウム酸化物の電子物性」                                               

6. 利根川 翔   （京大院理）　「URu2Si2 の隠れた秩序相におけるサイクロトロン共鳴測定を用いた Fermi

面の研究」     

7. 清水悠晴　　（北大院理）　「重い電子化合物 UBe13 の超伝導混合状態における異常な磁気特性」　

8. 橘高 俊一郎  （東京大学物性研究所）　「回転磁場中比熱測定から明らかにする重い電子系超伝導体

CeIrIn5 のノード構造 」        

若手秋の学校報告

「重い電子系若手秋の学校」の報告

http://www.heavy-electrons.jp/research/detail/18?t=1307852655
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　さて，今回の秋の学校ですが，第 1 回の京都の学

校参加者に修士 1 年の方が多いとのことから，世話

人で計画立案を行う際，「重い電子・超伝導・多極子

の基礎を今一度しっかりまとめてもらい，じっくり

概観する」こと，修士課程から若手研究者までの幅

広い層の方々に「重い電子の研究の楽しさを実感し

てもらう」ことを目標としました．このため，基本

的な概念から最先端まで概観できるよう理論の講義

には 2 コマを用意し，その上で実験の講義に入ると

いう時間割としました．講師陣には，若手のなかで

も比較的年齢層が高く最前線でバリバリ研究を推進されている脂がのった先生方にお願いしました．依頼

に当たっては「大学院 1 年生対象の基礎的な内容を取り入れつつ後期課程や PD の方々の研究の助けにな

るような形の講義およびテキスト執筆をお願いしたい」とお願いしました．難題にもかかわらず，快諾く

だされ，テキストは 309 頁にも達し，堀田先生が「印刷費が不足するかもしれない！」と心配されるほどで，

講師の方々の意気込みを感じました．また，講義中にはたくさんの質問もあり，どの講義も時間を 10 分

以上オーバーするなど，急遽，部屋の貸出延長を申請するほど活発な議論が行われました．特に，トピッ

クス講演は，あたらしい実験手法，たとえば，コンプトン散乱による重い電子の研究や重い電子人工薄膜

など今後の進展を期待させるものでした．どの講義・講演をとっても日頃の研究活動の研鑽に裏打ちされ

たものであり，一番勉強になったのは，私であるかもしれません．講義の感想については紙面の都合上割

愛しますが，講義ならびにテキスト執筆を引き受けていただいた 10 名の講師の方々，トピックス講演者

の方々には深く感謝いたします．参加者の方々は，歴史や文化の薫り漂う高野山において，これまでの重

い電子系の研究の軌跡や新展開にも触れ，この研究の醍醐味をおもいっきり味わっていただけたのではな

いかと思います．

　さて，今回，特別講義として高野山博物館学芸員・

山口文章氏（高野山報恩院副住職）に「密教と科学」

というタイトルで講演していただきました．山口先

生の講演は，密教から見た科学のとらえ方を宗教的

な話を一際せず身近なたとえでお話しをされました．

適切な表現かどうかは分かりませんが「懐の深さ」

が科学でも大事といわれていたように思えます．幸

いなことに，この新学術で取り上げている f 電子系と

いう領域は，そのハミルトニアンの複雑さ故に多く

の考えを取り込む懐の深さがあります．一方，個人

の研究に関しては，スピードや目に見える成果が求められるようになり，目先の狭い考えに落ち込むこと

も多々あります．そんなとき，一歩引いて全体を見渡して考える上でこの領域の懐の深さはますます重要

になってくるのではないかと思いました．　

　今年は日本にとっては受難の年でした．3 月の東北地方太平洋沖地震や 9 月には紀伊半島での台風被害

など開催費用の縮減や開催自体も危ぶまれました．台風被害で会場への交通手段である南海電鉄が紀ノ川

で不通となり一部代替輸送となったため，スケジュールも直前になって変更しての開催となりました．そ

のような中，約 90 名を超える参加者があり盛況のうちに終えることができたのも皆様の研究への熱意と

ご協力のおかげだと思っております．また，本学校のテキストは柳瀬氏の尽力により「物性研究」（http://

www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~busseied/）にて出版されることとなりました．「物性研究」も 4 月にはオープ

ンアクセスになるとのことで，今回参加できなかった方のみならず，これから研究をしようと考えておら

若手秋の学校報告

http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~busseied/
http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~busseied/
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れる方々のお役に立つことができれば幸いです．

　最後に，この学校を事務的な面から支えて頂いた，東大物性研・深井映子さん，神戸大学・尾崎さん，

費用面で御尽力下さった領域代表上田和夫先生，堀田貴嗣先生に深く感謝いたします．また，神戸大物理

の黒田君，古本君，冨田君，野原君，森田君には会場設営・会計など裏方で頑張ってもらいました．有り

難うございました．また，科研費交付が抑制されるに当たって，宿泊先の天徳院や会場の高野山大学には

資金計画の大幅変更で，多大なるご迷惑をおかけしたにもかかわらず，笑顔で「如何様にでも，最大限協

力させていただきます」との懐の深い対応をして頂きました．多数の方が昼食をバイキングだと勘違いさ

れて，思いっきり食べていたようですね．打ち合わせでは定食として発注していたので随分と高額請求が

くると恐れていましたが，「サービスいたします．合掌．」と言うことで収まりました．大きな問題もなく

終了できたお礼を込めて，また，この学校での経験が研究のなかで生かされることを祈念して，合掌．

　　　　宿泊施設　天徳院前にて

若手秋の学校報告
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若手秋の学校報告

「若手秋の学校の講師として参加して」

　　　　独立行政法人　日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター　研究員

　　　　松田　達磨

　今回「重い電子系若手秋の学校」校長を務められた藤先生より，講師の依頼を頂いたとき，1997 年に

開催された「強相関伝導系の物理・若手秋の学校」に修士の学生として参加したことを思い出しました．

その時も高野山で開催されましたが，今度はまさか自分が講師として参加させて頂けるとは思いもよらず，

大変光栄に感じました．何故なら，私自身も当時この学校で様々な事を吸収し，また友人や知人を増やし，

さらに夜の講義では，先輩方から先生方の「あだ名」や，なにがしかの武勇伝まで教えて頂くなど大変有

意義な経験であったと感じていたからです．

　今回，まず初日に完成したテキストの冊子を頂いたとき，私の内容はともかくも，その充実した内容に

驚かされました．講師の方々の意気込みが感じられ，とても読み応えのあるものでした．テキスト執筆や

講義内容の準備過程は，自分が理解してきた事，あるいはボンヤリ理解してきたことの再確認，そして実

験等で長年感覚的に会得してきたことがらを，論理的に体系立てるという作業のため，恥ずかしながら，

私自身が一番勉強になった気がしております．実際の講義ではテキストの内容全てを短時間で伝えること

は当然ながら困難でしたが，いずれの講義も講師の方々が，

それぞれのテーマについてどのように理解してきたかとい

った軌跡のようなものに力点が置かれており，受講されて

いた方にもそれらが，大いに役に立ったのではないかと思

います．私が個人的に興味深く感じたことは，多くの講師

の方々が講義内容に対する実際の研究例や発展的部分につ

いて，URu2Si2 に関する研究を紹介されていたことです．

この物質の研究がいかに多くの問題を内包し，ホットな話

題であるかということを再認識させられるものでした．

　最後に，このような機会に参加させて頂いたこと，そしてテキスト原稿の閲読や編集等にご尽力頂きま

した藤先生をはじめとする世話人の方々，そして領域の方々に深く感謝したいと思います．

「第二回重い電子系若手秋の学校」に参加して

　　　　東京大学物性研究所　博士二年　志村　恭通

高野山大学にて第二回重い電子系若手秋の学校が開催されました．元々第一回の秋の学校が非常に楽

しく，勉強になった記憶があり，第二回もぜひ参加しようと考えていました．

我々の強相関電子系の分野は長い研究の歴史があり，私を含めて大学院生には若干とっつきにくい部

分がある気がします．特に私は近年のカゴ状物質 RT2X20 系の合成の進展もあり，研究対象が Pr 系，Yb

系と多岐にわたるために学ぶべきことが多く，各分野の専門家である講師の方々の講義やテキストは大切
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な道しるべとなっています．本テキストには直観的な理解を助ける挿絵や情報をまとめた表が数多く載っ

ており，ぜひ今後の研究に生かしたいと思います．講義に関しても各々の詳細な研究テーマに偏りすぎず

に基礎からの解説が丁寧で，勉強になりました．特に鬼丸先生や楠瀬先生の話を聞いて私が結晶場や多極

子について如何に “ 知ったかぶって ” いたかを思い知らされました．また今回の秋の学校では講義中に学

生からたくさんの質問が出ていたように思えました．これは毎晩に行われた講師の方々の部屋で直接会話

ができるナイトセッションにより講師の方々がより身近に感じられたためかもしれません．

私は宿舎の一番端の部屋で博士二年の同期 6 人と夜を過ごし，お互いの研究内容や研究室のこと，将

来のことなどを語り合いました．高野山という “ 非日常な空間 ” ということも相まって，修学旅行のよう

なドキドキ感がまさか 26 歳にもなって味わえるとは思いませんでした．

最後に，藤先生をはじめ，このような有意義な秋の学校を企画，運営してくださったスタッフ，講師

の皆さまにこの場を借りて感謝申し上げます．

重い電子系若手秋 ʼ11 の学校に参加して

　　　　神戸大学大学院　量子物性研究室　修士１年　五宝　健

　平成 23 年 9 月 26 日〜 9 月 30 日に若手研究者・学生の研究活動の促進，情報交換の場の提供という目

的の下に「重い電子系若手秋の学校 ʼ11」が開催されました．今回，「重い電子系若手秋の学校 ʼ11」の様

子を学生としての立場から述べたいと思います．

　今回の秋の学校では「重い電子」，「多極子」，「超伝導」の３つのテーマを軸に講義が行われました．ど

の分野の講師の方も基礎的な内容からスタートしてくれましたので M1 の僕にもとてもわかりやすく，ま

た，途中で質問時間を設けていただいたためわからないところも気軽に質問することができました．また

夜にはナイトセッション（疑問受付）があったので講義中にわからなかったところを講師の方に直接聞き

に行く事もできました．ちなみに私は毎回講義で質問をし，毎晩ナイトセッションでも質問に行ったため

「がんばったで賞」を藤校長先生から頂くことができました．

　また講義のテキストは要点がよくまとまっているので，秋の学校が終わってからも勉強や参考文献とし

て重宝させてもらっています．

　トピックス講演では，最先端の研究の話を聞く事ができましたし，研究者の方以外にも博士の方も発表

をされていたので，博士課程ではいったいどのような研究をしているのかを知る良い機会となりました．

勉強以外の事としては，私たちは別格本山天徳院というお寺に宿泊させてもらいましたが，そこでは食事

が精進料理であったり，朝のお勤めに参加させてもらったりと高野山ならではの経験をさせてもらいまし

た．懇談会やナイトセッションではこれまで話す機会がなかった他大学の方達と研究について話し合う事

ができました．特に修士の方との会話は共感できる部分が多くいろいろと刺激になりました．この秋の学

校で知り合えた友達とは今後も切磋琢磨し，成長し合って行きたいです．

　最後にこの秋の学校の世話人である藤秀樹教授，堀田貴嗣准教授，講義をしていただいた講師の皆様，

運営の準備をしてくれた学生の方々に深く感謝します．

若手秋の学校報告
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　世話人代表　柳瀬　陽一　新潟大学理学部

　2011 年 11 月 11 日と 12 日の 2 日間，新潟大学理学部において上記ワークショップを開催しました．今

年度の科研費が 3 割削減される可能性が議論されていた時期であり，開催決定から極めて短いアナウンス・

申し込み期間となりました．そのことも含めて参加者の皆様には不便を強いることになってしまいました

ことをお詫びします．しかし，最終的に当日参加を含めて 80 名を超える参加者に集まっていただくこと

ができました．2 日間の間に 20 件の口頭発表と 23 件のポスター発表が行われました．

　この研究会は理論ワークショップと位置付けられていたため，通常の新学術領域研究会と比べて「理論

的に硬派な」研究会となることを意図しました．しかし，それも実験研究との熱くて厳しい接触を経てこ

そ充実するものです．この研究会では重い電子系とその関連物質で実現する新しい量子相に関する理論研

究に加え，最近の実験研究の進展も報告されました．

　この研究会でもう一つ期待したことは，（私を含めた !）若手研究者にとって良い発表の機会とするこ

とでした．そのため大学院生を含めた若手の理論家を中心に招待講演をお願いしたところ，数人の大御所

と呼ばれるべき方が一般講演で申し込んでこられました．このことは世話人一同を驚かせましたが，その

結果，若手から中堅・ベテランの各世代からそれぞれ熱意のこもった講演が行われ，真剣な議論が交わさ

れたことは非常に有益であったように思われます．

　このワークショップに参加していただいた全ての参加者の皆様と，運営を手伝ってくれた新潟大学の皆

さん（特に柳有起，山田武見，高松周平，川辺俊介の各氏），後藤研秘書の高橋純子さん，新学術領域秘

書の深井映子さんに厚くお礼を申し上げます．

　ワークショップのプログラムとスナップショットを以下に記します．

　　研究会報告

「重い電子系の形成と秩序化」ワークショップ
〜多自由度強相関系の新しい量子相〜の報告
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プログラム

日時：平成 23 年 11 月 11 日（金）12 時 50 分〜 12 日（土）15 時 40 分

場所：新潟大学理学部 B 棟 B303 号室

11 月 11 日（金）

12：50　はじめに：柳瀬陽一（新潟大学理学部）

セッション A　FFLO 超伝導　（座長：柳瀬陽一）

13：00　パウリ常磁性効果の強い d 波超伝導− FFLO と反強磁性の共存相：池田隆介（京都大学理学研究科）[11A1]

13：30　CeCoIn5 における磁気秩序と FFLO 状態に関する NMR 研究：熊谷健一（北海道大学理学研究院）[11A2]

14：00　休憩

セッション B　スピン軌道相互作用と軌道自由度　（座長：堀田貴嗣）

14：15　Sr2IrO4 の金属絶縁体転移と超伝導：白川知功（理化学研究所）[11B1]

14：45　スピン軌道相互作用の強い 5d 遷移金属酸化物の複素軌道状態と多極子状態：大西弘明（原子力機構先端研）[11B2]

15：05　立方晶逆ペロブスカイト Ca3PbO におけるディラック電子：苅宿俊風（東京大学理学系研究科）[11B3]

15：35　休憩

セッション C　多自由度強相関系の理論　（座長：紺谷浩）

15：50　振動する磁性イオンの非磁性近藤効果：堀田貴嗣（首都大学東京理工学研究科）[11C1]

16：10　2 チャンネルアンダーソン格子模型における非フェルミ液体：鶴田篤史（大阪大学基礎工学部）[11C2]

16：30　2 チャンネル近藤格子における複合秩序変数と近藤効果：星野晋太郎（東北大学理学研究科）[11C3]

17：00　重い電子系における複合粒子と分数電荷：柴田尚和（東北大学理学研究科）[11C4]

　　　　  懇親会

11 月 12 日（土）

セッション D　多極子揺らぎと超伝導（理論）　（座長：椎名亮輔）

  9：00　鉄系超伝導体における超伝導発現機構と構造相転移：軌道揺らぎの立場から：紺谷浩（名古屋大学理学研究科）[12D1]

  9：30　鉄系超伝導体の不純物誘起軌道秩序と電気伝導の理論研究：山川洋一（名古屋大学理学研究科）[12D2]

  9：45　鉄系超伝導体におけるスピン・軌道揺らぎと相関効果：柳有起（新潟大学自然科学系）[12D3]

10：15　休憩

セッション E　重い電子系の新しい量子相　（座長：上田和夫）

10：30　URu2Si2 の隠れた秩序パラメタ−の解明：松田祐司（京都大学理学研究科）[12E1]

10：50　NMR/NQR による Pu 化合物の磁性と超伝導：安岡弘志（日本原子力研究開発機構）[12E2]

11：10　重い電子系の超伝導の現状と問題点：大貫惇睦（大阪大学理学研究科）[12E3]

ポスターセッション　（11：30 − 12：30)

12：30　昼食

セッション F　スピン三重項超伝導，空間反転対称性がない超伝導　（座長：鄭国慶）

13：30　局所的に空間反転対称性が破れている多層系の超伝導特性：丸山大輔（新潟大学自然科学研究科）[12F1]

13：40　局所的に空間反転対称性が破れた系における新奇 FFLO 相：吉田智大（新潟大学自然科学研究科）[12F2]

13：50　UPt3 の超伝導状態の最近の進展：町田洋（東京工業大学理工学研究科）[12F3]

14：20　休憩

セッション G　多極子揺らぎと超伝導（実験）　（座長：大野義章）

14：30　鉄系超伝導体における多極子揺らぎと超伝導：吉澤正人（岩手大学工学研究科）[12G1]

15：00　縮退軌道の電子系における電気四極子：後藤輝孝（新潟大学自然科学研究科）[12G2]

15：30　おわりに：堀田貴嗣（首都大学東京理工学研究科）

ポスターセッション

P1 　FFLO 超伝導状態における反強磁秩序の磁気構造：柳瀬陽一（新潟大学理学部）

P2　準古典理論による FFLO 状態の磁場変化：鈴木健太（岡山大学自然科学研究科）

P3　Pr スクッテルダイトにおける cf 混成と低温輸送特性：椎名亮輔（新潟大学工学部）

P4　ガドリニウム化合物の四極子感受率：新倉文明（新潟大学自然科学研究科）

　研究会報告
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　　研究会報告

P5　ボロン添加シリコンの原子空孔軌道と横波弾性定数 C44 の異方的な磁場効果：馬場正太郎（新潟大学自然科学研究科）

P6　一軸圧超音波による CexLa1-xB6 の多極子秩序の研究：赤津光洋（新潟大学自然科学研究科）

P7　充填スクッテルダイト化合物 PrFe4P12 の多極子効果：池田佳生（新潟大学自然科学研究科）

P8　超音波による非クラマース二重項を持つ PrMg3 の散逸量子状態の研究：荒木幸治（新潟大学自然科学研究科）

P9　超音波計測によるカゴ状化合物 YbCo2Zn20 の四極子効果の研究：大井友貴（新潟大学自然科学研究科）

P10　超音波によるカゴ状化合物 Pr3Pd20Ge6 の四極子秩序とラットリングの研究：阿野元貴（新潟大学自然科学研究科）

P11　正方晶化合物 HoRh2Si2 に現れる弾性定数 C44 の巨大なソフト化の研究：三本啓輔（新潟大学自然科学研究科）

P12　超音波による擬一次元系 BaCo2V2O8 の研究：早坂千明（新潟大学自然科学研究科）

P13　動的平均場理論を用いた重い電子系の電子状態とメタ磁性：山田武見（新潟大学自然科学研究科）

P14　不純物電子格子模型における量子モンテカルロ計算：服部一匡（東京大学物性研究所）

P15　CePtSi2 単結晶の圧力効果：小貫真太郎（新潟大学自然科学研究科）

P16　六方晶 R2Ni12P7（R=Rare Earth）の低温物性：佐藤亮平（新潟大学自然科学研究科）

P17　超伝導体 LaOs4P12 の磁性不純物効果：淀野晋（新潟大学自然科学研究科）

P18　TmCo2Zn20 の低温物性：笹原拓也（新潟大学自然科学研究科）

P19　幾何学的フラストレート系 Ce6Ni6P17 の低温物性：武田直也（新潟大学工学部）

P20　カゴ状物質 R5Co6Sn18 の低温物性：穴田泰士（新潟大学自然科学研究科）

P21　単結晶カゴ状物質 R3Pd20Si6 の磁場中比熱：小野宏基（新潟大学自然科学研究科）

P22　カゴ状物質 Mn3Pd20P6 の低温物性：時吉信太郎（新潟大学自然科学研究科）

P23　カゴ状物質 Mn3Ni20P6 の磁気的物性：荒井祥伍（新潟大学自然科学研究科）
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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

2011 年度日本物理学会秋季大会において，定例の総括班会議を開催したので，以下に報告する．

第 13回

日　時：平成 23 年 9 月 22 日（木）17 時 30 分〜 18 時 30 分

場　所：富山大学 GQ 会場

出席者：秋光，今中，上田，三宅，播磨，横谷，高畠，藤，石田，榊原，井澤，堀田

　１．担当学術調査官挨拶

　２．SCES2013 について

　３．領域横断研究会について

　４．ニュースレター発行について

　５．若手秋の学校について

　６．固体物理特集号について

　７．今年度ワークショップについて

　８．2012 年度国際ワークショップについて

　９．近況報告，意見交換

なお，第 14 回総括班会議は，2012 年 3 月 27 日に関西学院大学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：
新学術ワークショップ「重い電子系における
格子・フォノンの役割」

　2012 年 6 月上旬（予定）
　岩手大学上田キャンパス（盛岡）

International Workshop on the Dual Nature 
of f-Electrons
2012 年 7 月 4 日（水）〜７月 6 日（金）
姫路市じばさんセンター
https://sites.google.com/site/dualnatureworkshop2012/
home

新学術ワークショップ「格子自由度がもたら
す新奇電子物性」
2012 年 9 月下旬（予定）
首都大学東京南大沢キャンパス（八王子）

新学術ワークショップ「純良単結晶育成と重
い電子系のフェルミ面」
2012 年 11 月 23 日（金）〜 24 日（土）
琉球大学研究者交流施設（50 周年記念館）

第 4 回研究会
2013 年 1 月（予定）
場所未定

関連する国際会議：
ICM2012
2012 年 7 月 8 日（日）〜 7 月 13 日（金）
Busan， Korea　http://www.icm2012.org/

SCES2013
2013 年 8 月 5 日（月）〜 8 月 9 日（金）
Hongo, Tokyo， Japan

SCES2014
2014 年夏　Grenoble, France

ICM2015
2015 年夏　Barcelona, Spain

SCES2016
2016 年夏　Hangzhou, China

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．

データベース情報について：
新学術ホームページには，物質合成に役に立
つ HP の紹介：物質・材料研究機構の結晶構造
データベースのリンク，特定領域研究「スクッ
テルダイト」のホームページへのリンク，結晶
場・多極子に関する便利なホームページへのリ
ンクなど，皆様の研究のお役に立ちそうな情報
を掲載しています．ホームページ左側にあるメ
ニューの「関連情報」からお進みください．また，
情報をお寄せ頂ければ，許諾条件等の確認の後，
掲載あるいはリンクをいたしますので，領域事
務担当までお知らせください．

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

http://www.heavy-electrons.jp/
https://sites.google.com/site/dualnatureworkshop2012/home
https://sites.google.com/site/dualnatureworkshop2012/home
http://www.icm2012.org/


- 44 -

編 集 後 記

編集後記
　早くも今年度の終わりを迎え，ニュースレターも通算７号目の刊行となりました．学生の卒業研究指導

に関わっておられるなど，ご多忙の方々ばかりと思いますが，本号にご寄稿いただいき感謝申し上げます．

　今回の編集作業担当としては，編集委員会をはじめとする領域の皆様にも感謝しなければなりません．

東日本大震災の影響で責任を持って仕事を引き受けるのは不安な環境になってしまったために，果たすべ

き編集作業など役割分担を免除や延期させていただきました．ようやく本号にいたってこの編集後記を書

くことができ，安堵しています．

　思い返せば，この一年，いろいろとありました．地震に限らず，台風や豪雨，果ては豪雪をともなう厳

冬と，年がら年中厳しい自然環境に向き合っていたように思います．申すまでもなく本新学術領域研究に

は国内外いたるところの研究者が集っており，どこかの研究者が大変なことに見舞われているのではない

かと思うこともしばしばです．

　そのような状況でも着実に歩みを続けている本領域研究（およびこのニュースレター）の存在は大きな

拠りどころです．研究会や領域メンバーが紆余曲折を経つつ達成された成果の記事を拝見するたびに，一

年前に自分の身の回りで起きたことも乗り越え難いハードルではないのだと思うようになっています．そ

して研究への純粋な興味とモチベーションが高まることの大切さが身にしみてきます．さて，学生の研究

テーマにしている X 線回折実験はどこまで進んだかな？新しいシグナルを見つけて，相転移に嬉々とし

てくれるといいのですが．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩佐　和晃）
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