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写真・図の説明　カゴ状化合物 PrT2Zn20 (T=Ru, Rh, Ir) の磁気比熱（左上）．低温で四極子秩序を示す PrTi2Al20 の温度 • 圧力相図（右上）．

第一原理計算に基づいて評価された URu2Si2 の磁気相関 ( 左中 )．温度 - 圧力相図における１次の価数転移の臨界点と量子臨界終点 ( 右中 )．

CeCoIn5 の相図と反強磁性 FFLO 相で期待される磁気構造の実空間描像（左下）．人工超格子 CeCoIn5(n)/YbCoIn5(5) の n を変化させたと

きの電気抵抗率 ( 右下 )．第 4 回全体研究会での集合写真（背景上）およびポスターの様子（背景下）．詳細は本号「研究会報告」セクショ

ンの「新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」第 4 回研究会の報告」および「ニュース」セクションの「「重い電子系研究奨励賞」

を 6 人に授与」を参照．
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領 域 代 表 か ら

新学術領域研究 ｢重い電子系の形成と秩序化｣
の終了にあたって
　領域代表　上田　和夫　　東京大学物性研究所

　新学術領域研究は，それまでの「特定領域研究」

と ｢学術創成研究費｣ を発展的に見直し，学術の水

準の向上・強化につながる新たな研究領域や革新的・

挑戦的な学術研究の発展を促すことを目的とする研

究種目として平成 20 年度に新設された科学研究費

補助金である．

　我々の ｢重い電子系｣ の新学術領域研究はこの新

種目の第 1 期生と云うことになる．その後総括班を

構成することになる人々を中心にして平成 19 年の

夏ごろから応募の準備が始まった．公募趣旨にふさ

わしい領域としての研究目的の設定，それに見合っ

た組織の構成など，新しく設定された種目と云うこ

とで，手探りの状態で議論していったことが思い出

される．応募書類で選択する「研究の対象」として

は，「(3) 多様な研究者による新たな視点や手法によ

る共同研究等の推進により，当該研究領域の新たな

展開を目指すもの」を選ぶことにした．長く，豊富

な学問の蓄積を特徴とする重い電子系の分野で新学

術領域研究が可能であったのは，この選択肢のおか

げと云うこともできるであろう．

　では，どういう新たな展開があったのか．いくつ

か思い出すままに並べてみよう．URu2Si2 の隠れた

秩序は繰り返し議論され，最終的解決にはまだ時間

が必要であるが，その研究が格段に進んだというこ

とが出来よう．同様に古典的な重い電子系の超伝導

体である UPt3 の超伝導秩序変数の決定についても

重要な進展があった．YbCo2Zn20 はスーパーヘビー

級の重い電子系として知られていたが，同じ 1-2-

20 構造を持つ物質群は Pr 化合物へも広がり，そこ

では多極子秩序と超伝導が発見された．1-2-20 に限

らず，重い電子系の典型物質が Ce，U 化合物だけ

でなく Yb, Pr 化合物などへ広がったことも特筆す

べきことであろう．また重い電子系物質のエピタキ

シャル成長はこれまで成功例が報告されていなかっ

たが，CeIn3-LaIn3 や CeCoIn5-YbCoIn5 の人工超格子

の作成に成功した．これらをはじめとする主要な成

果についてはこのニュースレターの各研究班の報告

に述べられている．科学的研究の成果は最終的には

歴史的評価として定まるべきものであり，この新学

術領域研究の学問的評価もまた将来に待つべきもの

であるが，それに耐えうるものがこの領域の中から，

あるいはその関連として生まれたことは言えるので

はないだろうか．

　「重い電子系」の新学術領域としての活動を振り

返ってみたい．中心的な役割を果たしたのは，領域

研究会ないしは国際会議として毎年度開催した研

究会である．平成 21 年 3 月 9 − 11 日には領域立ち

上げの研究会を物性研で開催した．平成 21 年 8 月

18 − 20 日広島大学の研究会では第１回の公募研究

の研究グループが加わり，平成 23 年 6 月 23 − 25

日の物性研での研究会には第 2 回の公募研究のグ

ループが加わった．この間，平成 22 年 9 月 17 −

20 日には首都大学東京で International Conference on 

Heavy Electrons (ICHE2010) が開催された．参加者

は 270 名余に上った．最終回の研究会は平成 25 年

1 月 12 − 14 日東京工業大学大岡山キャンパスで開

かれた．最終日は東京としては珍しい大雪となり，

おぼつかない足取りで帰宅した（東京にもう一泊し

た方も少なくない）のは記憶に新しいところである．

誰しも忘れられないことは平成 23 年 3 月 11 日に東

日本大震災が起き，引き続いて福島第 1 原子力発電

所の事故が起きたことである．その年の研究会開催

地を物性研から関西方面に変更することも検討され

たが，予定通り開催することとした．大震災後物性

研で開催された最初の研究会となった．

　トピックスを選んで集中的に議論するワーク

ショップの開催は 9 回に上る．それらの開催場所は，

岡山大学，富山大学，高知大学，姫路市商工会議所，

新潟大学，物性研，岩手大学，首都大学東京，琉球

大学とバラエティに富んでいる．重い電子系若手秋

の学校は 2 回開催された．第 1 回は平成 21 年 11 月

24 − 27 日京都セミナーハウスで，第 2 回は平成 23

年 9 月 26 − 30 日高野山大学を会場として開催され

た．大学院生をふくむ若手講師陣は素晴らしい講義
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をしただけではなく，オリジナリティあふれるテキ

ストを執筆して頂いた．このテキストを入手したい

という要望が多く，増刷して希望者にお分けすると

いうこともあった．重い電子系のコミュニティで今

後も広く読まれるのではないだろうか．

　平成 23 年には固体物理第 47 巻第 11 号として「重

い電子系の物理の最近の発展」が発行された．これ

は，「重い電子系」に関連するリファレンスも含め

228 ページの特集号で，当新学術領域研究の研究成

果の要領の良い概観になっている．

　「重い電子系」は f 電子系を舞台とした強相関系

として，物性物理学を考える上での基軸となる概念

がそこから生まれてきた．良く知られた例を挙げれ

ば，RKKY 相互作用，近藤効果，量子臨界性と非フェ

ルミ液体，新奇な型の超伝導，電子の局在・遍歴双

対性等々．この新学術領域研究の間に，多極子秩

序，多極子揺らぎ，電荷ゆらぎ，非調和フォノンな

どの存在感が確実に大きくなった．こうした概念は

他の分野にも影響を与え，また重い電子系にフィー

領 域 代 表 か ら

ドバックされることになるだろう．そのようにして

物質科学が前進していくに違いない．

　「重い電子系」の新学術領域の準備から始まり，

領域の運営そして研究の遂行に関して，総括班のメ

ンバー，計画・公募各研究班の代表者，研究分担者，

連携研究者，そして学生をふくむ多くの研究協力者

の皆様のおかげで最終年度に至ることが出来た．心

からお礼を申し上げる．

　 今 年 の 夏 8 月 5 日 か ら 9 日 ま で，International 

Conference on Strongly Correlated Electron Systems 

(SCES2013) が東京大学本郷キャンパスにある伊藤

国際学術研究センターを会場として開催される．「重

い電子系」新学術領域研究の申請時から，その成果

を国際的に発信していく場として SCES が想定され

ていた．私としてはこれからの半年間，当新学術領

域研究の成果を取りまとめて秋に予定されているヒ

アリングに臨むとともに，SCES2013 を成功裏に終

えることによって領域代表としての務めを完了した

いと思っている．御協力を切にお願いする．
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未来に向けて

　早いもので，24 年度，新学術領域研究「重い電

子系の形成と秩序化」は最終年度を迎えます．この

5 年間，世の中は，激動期を迎えています．2011 年

3 月 11 日の大震災は，甚大な被害をもたらし，大

震災は我が国が内在的に抱えていた様々な課題を顕

在化させています．

　このような状況のなかで，自由な発想で行う基

礎研究の意義と必要性について触れたいと思いま

す．公的資金を得て行う研究に従事する研究者等は，

国民の負託を受けている意味を十分に認識するとと

もに，国民や社会に対し自らの研究の意義や成果を

説明する責任を負っています．大学や研究機関にお

いては，内在的動機に基づく「物事の本質を突く基

礎的学術研究の推進」が担保されることは当然なこ

ととして，一方で熾烈な国際競争の中，また国際共

同が不可欠な状況において，分散的な個人研究には

限度があり，社会の要請を踏まえつつ，学際的国際

的に専門知を結集した学際研究や分野間連携・融合

を進める研究体制を構築することも必要となってい

ます．この視座から，新学術領域研究は重要な研究

展開を推進していると高く評価出来るとともに，今

後も新たな視点から研究をさらに活性化すること，

そのために学生や若手研究者の創造性を育むこと，

若手研究者の支援，特に課題設定の無い自由な発想

で主体的自律的に行う基礎研究の支援は今後の我が

国が果たすべき重要な国際的使命と考えられます．

　さて，これまで本ニュースレターには，2 回（通

算第 1 号，第 6 号）書かせて頂きました．そのなか

で，以下のコメントをしました．

【f 電子系の多彩で風変わりな超伝導は，反強磁性，

強磁性，隠れた秩序，f 電子数とその局在性，結晶

構造，及び多バンド効果が絡み合って実に多様であ

る．重要な点は，クーパー対の形成を媒介する機構

としては，以下のような可能性がある．

（１）磁気秩序の消失後に発現する強結合超伝導：
磁気臨界スピンゆらぎ

（２）磁気秩序とは関係なく発現する超伝導：価数（電

　北岡　良雄　　大阪大学大学院基礎工学研究科

荷）揺らぎ
（３）多極子自由度を媒介とする超伝導：多極子ゆ

らぎ
（４）磁気秩序と共存する超伝導：磁気モーメント

の縦揺らぎ
今後の課題は，発現機構をミクロな観点から同定す

るために，「的を絞った系統的な実験と理論解析を

深化」させることが今後の重要な課題である．】こ

れまでのコメントを踏まえて，ニュースレター最終

号の本稿では，重い電子系超伝導に関わる注目すべ

き現象とその機構について，小生の私見を述べ，各

位のご批判とコメントをお願いすることとしたい．

（１）磁気臨界スピンゆらぎ
　CeCu2Si2 の超伝導は，これまでの研究から常圧付

近ではスピン揺らぎ媒介による異方的 d 波超伝導，

さらに加圧によって磁気臨界点から離れた領域では

価数揺らぎ機構によって低圧領域より高い Tc をも

つ dxy 波が発現する可能性が指摘されている．最近，

橘高らは純良単結晶の低温比熱の温度変化，磁場お

よびその角度変化 1) から，「ギャップにノードがな
い超伝導状態の可能性」を指摘している．まさに温

故知新とはこのことで，最初に発見された重い電子

系超伝導物質である本系の超伝導対称性ついて，再

考されることが必要となっている．本系の電子構造

の特性を第一原理計算に基づき，有効模型を構築し，

その遍歴モデルに立脚して，これまでに培われてき

た強相関系での数値計算手法と組み合わせることで

さまざま相関関数を見積もり，非整合な磁気秩序お

よびその「ゆらぎ」，さらには重い準粒子のフェル

ミ面と軽いフェルミ面が織りなす多バンド効果を明

らかにして，CeCu2Si2 の超伝導対称性が再検討され

ることを今後に期待したい 2)．　

　一方，反強磁性量子臨界性がもたらす新奇な超伝

導状態については，いくつかの重要な進展があっ

た．①磁気量子臨界性が低温・高磁場下で FFLO 相

を安定化させること，また FFLO 相に特有なアンド

レーエフ束縛状態が特異な反強磁性を安定させる

評 価 委 員 か ら
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評 価 委 員 か ら

こと 3)，②結晶反転対称性のない圧力誘起超伝導体

CeIr(Rh)Si3 で観測された巨大上部臨界磁場は，反転

対称性の破れと重い電子系でみられる磁気量子臨界

性が絡み合う効果であること 4)，③反強磁性と超伝

導の共存相では，整合反強磁性相と dx2–y2 波超伝導

相との相性が良く，両者の秩序変数の相互結合効果

があること 5)，④磁場誘起反強磁性は，超伝導と共

存する場合と競合する場合があること 6)，などが明

らかとなった． 今後，両相が共存する機構を解明

することが期待される 7)．

（２）価数（電荷）揺らぎ
　価数ゆらぎに起因する超伝導現象については，高

圧下の CeCu2Si2 に続いて，CeIr(In,Cd)5 の研究 8) が

その兆候を捉えている．注目すべきことに，波数に

ほとんど依存しない価数ゆらぎに加えて，Cd 置換

によって誘起される比較的局所的な（少し波数に依

存する）「スピン揺らぎ効果」による相乗効果？に

よって，超伝導転移温度が不純物置換系にも関わ

らず母物質を遥かに凌ぐことが明らかとなってい

る 9)．重い電子系でこれまで議論されてきた磁気量

子臨界点近傍で出現する超伝導機構とは，明らかに

異質な超伝導の発現機構がはっきりとその姿を見せ

てきているようである．

（３）多極子ゆらぎ
　Pr 系重い電子化合物で初めて発見された超伝導

物質である PrOs4Sb12 (Tc = 1.85 K) に続いて，2 例目

となる Pr3+ イオンを含む超伝導物質が発見された

[PrIr2Zn20 (Tc = 0.05 K)，PrRh2Zn20 (Tc = 0.06 K) ]10,11)．

両物質とも反強四極子秩序相内に超伝導状態が存在

している．さらに，PrTi2Zn20 では，高圧下（6 GPa

以上）で四重極秩序が抑制されることによって，Tc 

= 1.1 K の超伝導が観測された 12)．これらの系では，

非磁気的な「多極子揺らぎ，軌道ゆらぎ」が電子対

を媒介していると推測される．反強四極子秩序相内

で起こる超伝導転移温度が，なぜ１桁以上も低いの

か？など明らかにする必要がある．

　一方，URu2Si2 に見られる隠れた多極子秩序と超

伝導の共存については，大きな進展があった．池田

らは，f 電子系の複雑なバンド構造を忠実に再現す

る現実に即した遍歴モデルを構築し，永年のなぞで

あった「隠れた秩序変数は，32 極子という高次の
多極子密度波状態」であることを提唱した 13)．十分

低温になると，この多極子秩序状態における磁気励

起 ? と少数キャリアとの結合によってバンド間遷移

が誘起されて，多バンド超伝導が実現するのかどう

か ? のシナリオは，今後検討すべき課題と思われる．

（４）磁気モーメントの縦揺らぎ
　強磁性と共存する UCoGe における超伝導現象の

解明につながる重要な成果が得られた．UCoGe に

おけるイジング性強磁性秩序が引き起こす磁気揺

らぎの結晶方位依存性（磁気容易 c- 軸から傾ける）

が角度分解 59Co-NMR によって明らかにされ，実験

で同定された「強磁性縦揺らぎが三重項超伝導の電
子対形成を媒介する」とするモデルにもとづいた計

算シミュレーションから，超伝導臨界磁場の振舞い

を再現した 14)．磁気秩序と共存する系で，磁気モー

メントの縦ゆらぎを媒介とする超伝導発現機構が実

験・理論の協奏によって明らかになったことは，高

く評価できる．

　以上，本新学術領域研究分野における多彩な研究

成果ついて，新たな視座から，さらに発展を促すこ

とによって，強相関電子系の超伝導現象を俯瞰する
学理が生み出されることを大いに期待したい．
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この４年と私的体験を主に ” 物質 ” という視点から

　領域の全体を見渡して，きちんとした意見をまと

めるという試みには挫折したので，私が過去に何ら

かのかかわりがあった対象を選び，私的な興味と感

想を述べることにする．

　RT2X20（R= 希土類，T= 遷移金属，X=Al，Zn）と

の出会いは，Houston で開催された SCES'07 の充填

スクッテルダイト関連セッションでの Canfield さ

んによる講演だった．柳沢さん（UC-Sandiego）と

榊原先生の招待講演，Singleton さんの PrOs4As12 の

dHvA の一般講演に続く最後の話で，充填スクッテ

ルダイトとの類似性から興味を持って聴いた．講演

後に Bauer さん（Vienna-UT）がその解釈に苦言を

呈していたのをよく覚えている．Canfield さんとは，

その 2 年ほど前に Maple さんに招待されて参加した

会 議（AVVGE-16：Big Sky, Montana） で， 私 の 講

演後に，高圧フラックス法，結晶構造と弱い結晶場・

c-f 混成効果の相関などを議論したこともあり，よ

り記憶に残っていた．この物質系について，その後

の国外での成果は Torikachvili さんによる PNAS の

最初の論文以後，重希土類の報告や最近の熱電能比

（S/T）の論文程度に限られ，物理的な進展はあまり

ない．一方，この新学術領域では，PrT2X20 系につ

いては，物性研（X=Al）と広島大（X=Zn）のグル

ープによる，Γ3 基底状態における多極子秩序や非

従来型超伝導の発見があり，YbT2Zn20 系では，物性

研グループにより圧力誘起相転移が見いだされ，ま

た大阪大学グループは磁場と圧力効果を駆使したメ

タ磁性や巨大質量増強の制御に成功している．更に，

Sm 系でも重い電子と磁場に鈍感な磁気転移が見出

されるなど，本領域による研究成果は顕著である．

この系についての個人的希望を一言：「Al 系と Zn

系の示す顕著な相違の理由を直観的に説明してほし

い」．

　URu2Si2 については，充填スクッテルダイト特定

の初期に PrFe4P12 との類似性を Flouquet さんに指摘

されて興味を持ったものの，自身は素人のままなの

で，外野からの視点で本領域の成果を考えてみた．

　佐藤　英行　　首都大学東京大学院理工学研究科

領域スタート以前には停滞してしていた機構の解明

への挑戦が，一つのモデルの提案がきっかけとなっ

て活発になり，実験による検証と新たな可能性を持

つモデルの提案という，望ましい循環が促進された

ことは明らかである．結果として，着実に終点に向

かっているように思われる．

　領域のスタート時に Yb，Sm 系の新物質・新奇

特性の探索の機運があり，私も幾つかの試みを行っ

た．しかし，重要物質となる二つの条件，①興味深

い特性を示し，かつ②純良性単結晶が得られる，を

満たす物質を見出すことの（Ce 系に比べての）困

難さは，予想通りであった．最近，幾つかの興味深

い新物質が見出されているが，その中で中辻グルー

プを中心として見出された β-YbAlB4 は，種々の視

点から印象深い．特に，三宅先生により繰り返し提

案され，この領域で花開いたといえる「価数揺らぎ

と量子臨界」の問題を検証するという視点からも注

目される．私自身，価数ゆらぎ・価数転移は電子輸

送効果に顕著に現れることから興味を持ち続けてい

たが，中々これといった物質系に出会えていない．

関連して東工大での最終研究会で，大貫先生により

報告された Eu 系の興味深い振舞は，この領域で蒔

かれた新たな種，あるいは芽といえるだろう．

　毛色の違う物質系として，松田グループにより実

現された希土類化合物人工格子 2 次元系は，私自身

がはるか昔に磁性人工格子の作製と測定に関わった

ことがあり ( 余談 1)，計画のスタート時から興味を

持って見つめてきた．結果として，（少なくとも磁

気的な意味での）2 次元系の設計制御に見事に成功

して興味深い結果を得ており，この領域での重要な

成果の一つと言える．他グループが容易に真似でき

る技術ではないので，更に分離層を絶縁体にして伝

導の視点からも 2 次元とする進展を期待している．

　新物質探索を進める場合，初めに得られる純良

単結晶は微小な場合が多い．次の一歩を決めるに

は，その基礎物性評価が必要であり，比抵抗，帯磁

率，比熱の測定は不可欠である．極小単結晶ではい

評 価 委 員 か ら
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ずれの測定も易しくないが，その中で電子比熱係数

（γ）の評価は特に困難であり，磁場下での異方性を

考慮した測定は猶更である．そのため，東工大グル

ープが推進している，熱電能測定による電子比熱係

数の評価に注目している．実は，単純金属の輸送測

定しか経験のない私が，ほぼ 30 年前に f 電子系の

分野に加わるきっかけとなったのが，大貫先生に

「CeCu6 の ” 熱電能 ” を測らないか」と誘われたこと

である（余談 2）．一般的には，熱電能は測定結果

の解釈が単純ではないが，自由電子で簡単なモデル

を仮定すれば，電子比熱係数と熱電能 S の間には，
γ=±(eNA)S/T　（NA：アボガドロ数）の関係が得られ

る．Behnia さんらは，d 電子，f 電子，有機導体を

含む多くの系の報告値を用いて，この関係が近似的

成り立つことを示した 1）．最近，幾つかのグループ

が測定を開始しているが，S は特性温度に比較し十

分低温まで測定することが条件であり，注意深い考

察が必要であることも忘れないでほしい．この方法

では微小単結晶でも磁場効果の異方性も評価できる

ので，新物質探索を進める者にとっては有効な方法

と期待している．

　初めに述べたように，全くの私的な印象で尽くさ

れており，多くの成果を上げている超伝導について

ほとんど触れていない．また，全くの私の誤解のま

ま記述されていることも多いかと思うが，それでも

この領域の成果の一端は伝えられたと思うので，ご

容赦願いたい．

　（ 余 談 1）　Fert さ ん の ノ ー ベ ル 賞 に 繋 が っ た

Fe/Cr の巨大磁気抵抗の論文が投稿される 1 年以上

も前（1987.08）に，私は Ag/Co 人工格子の巨大磁

気抵抗（10%）の結果をシカゴの国際会議で発表し

ていた 2)．当時の私は磁性体の輸送効果の素人で，

通常強磁性金属の異方性磁気抵抗の大きさ（10%

を巨大と認識するため）の常識を備えていなかった．

若い研究者の方々，「得られた実験結果の検討にお

いて，関連分野の常識の備えと執拗さ，が大事です」．

その後，（私を含め）希土類を含む薄膜作製の試み

が国内外でなされたが，単層膜はともかく，種々の

測定に不可欠な多層のエピタキシャル膜作製の困難

さを実感した体験もあり，このような良質試料が得

られることは予想できなかった．

　（余談 2）　自分で測定できた最低温度では S/T は

急激に温度変化していたため，当時，極低温領域

の輸送測定では進んでいたミシガン州立大に滞在

し G=S/LT，（L: ローレンツ比）を 15 mK まで測定

したところ，~30 mK で漸く一定になった 3)．これ

は，CeCu6 で真の S/T|T→0 を得るには ~TK/100 の低温

が必要なことを示す．また，比抵抗の温度微分 Δρ/

ΔT を同時に測定し，A=(Δρ/ΔT)/2T を G の温度依存

と一緒にプロットすると，S/T|T→0 と A のスケーリ

ングを反映して，~1 K 以下で同じ依存性を示した．

測定の信頼性を上げるため，当時，Overhauser が予

言したアルカリ金属における CDW の検証を目指し

て Δρ/ΔT を数 10 ppm の精度で測定するため使われ

た，SQUID と Current Comparator からなる装置をそ

のまま用いた．S が大きいため熱揺らぎ雑音が大き

い CeCu6 の場合でも 50 ppm の精度での測定が行わ

れた．発熱を抑え超伝導の影響も避けるため，電流

端子に K を用い，室温のグローブボックス中でそ

のまま試料にこすり付けるだけで極めて良好な電気

的・熱的接触が得られた（お勧め）．

　（注）同様な相関については，物質数は限られて

いるものの，桜井先生（前富山大学）が 1992 年に

広島大学で開催された Workshop にて発表してい

る 4)．
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新学術領域研究「重い電子系」の
5 年間について
　斯波　弘行

　本新学術領域研究は 2013 年 3 月で終了する．ニ

ュースレターの編集委員から記事の依頼を受けたの

で，この 5 年間の中で私が興味を持った研究につい

て感想を記して責任を果たしたい．以下に記すこと

はあくまで個人的な関心に基づくので，すべての研

究テーマを公平にカバーしていない．見当違いなコ

メントがあるかも知れないが，ご許し頂きたい．

　この分野の研究を少し長期的視点から概観する

には「固体物理」の 1998 年と 2012 年の 2 つの特

集 1,2 ) を比べるのが便利であろう．2 つはほぼ同じ

分野を扱っていて，各時点で研究がどう展望され，

それがどう解決されたか，どの問題が 14 年間を経

ても未解決かがすぐに分かるからである．例えば，

f 電子系に関わる基本的な問題は現時点から見ても

1998 年に既に相当に研究が進み，以後の研究の指

針になっていることが分かる．2012 年の特集を見

ると，その後の 14 年間では，佐藤英行が研究を組

織して成果を挙げた充填スクッテルダイト中の希土

類イオンの研究は我々の希土類イオンについての理

解をかなり進めたことが注目される．

　2008 年に新学術が開始されたとき「この新学術

では一体どのような物質を中心に研究が展開される

のだろうか」と思った．ある程度ターゲットを絞ら

ないと成果を上げるのは難しいであろうという心配

からである．結果的には，この新学術に参加した研

究者の努力によって，新しい物質系への挑戦，既知

の物質への再挑戦がなされ，いくつかの成果が挙げ

られた．

Ce から Yb へ : 量子臨界揺らぎ，超伝導
　4f 電子を 1 つ持つ Ce イオンを含む Ce 化合物の

重い電子系については既に相当に理解が進んでい

る．となれば，Ce イオンの対極にある Yb イオンを

含む Yb 化合物について物質探索と物性研究へと進

むのは自然である．実際，この 5 年間に β-YbAlB4，

YbRh2Si2，YbT2Zn20 (T: Co, Ir），準結晶 Yb-Al-Cu の

4 つの異なるタイプの Yb 化合物が研究され，現在

も続いている．Yb 化合物の合成は難しいと言われ，

上記の物質も試料の質が十分なレベルにあるかどう

か分からないが，1-2-20 系の YbT2Zn20 のように Yb

以外のイオンを入れ替えた化合物ができる系につい

て今後の発展を期待している．β-YbAlB4 について

は他のグループによる追試が望まれる．

　Yb 化合物への興味は，言うまでもなく，Ce 化合

物の超伝導探索に威力を発揮した Doniach ダイヤグ

ラムが Yb 化合物に対して何れくらい有効かという

ことで，それが超伝導の発見につながれば素晴らし

い．Yb 化合物の場合には圧力をかけると 4f 電子は

局在的傾向を増し，臨界圧 pc を超えると局在 4f 電

子の磁性が出現するというのがナイーブな予想で，

YbT2Zn20 (T: Co, Ir) についての実験結果はほぼその

ようになっていようである 3,4)．p=pc で二次転移で

あれば，T=0 で pc は量子臨界点になり，pc 近くで

は量子臨界揺らぎが大きくなると予想される．p=pc

近くでの電子状態はさまざまな物理量の温度依存性

が「異常」である．また pc 近くにあると思われる

超伝導相が明確に同定された例は見出されていな

い．理想的な結晶であれば金属は必ず低温で超伝導

になるはずであるから，超伝導相が見出されないの

は超伝導が異方的で不純物によって超伝導が壊され

ているためだろうか，それとも，元々 Tc が低くて

観測にかかっていないためだろうか ? 「異常な」電

子状態は何に依るものであろうか ? Yb イオンの電

子状態について価数揺らぎの重要性が渡辺，三宅に

よって指摘されていて，一部の物質の物理量の温度

依存性と理論が合うと指摘されている．Yb 化合物

における Yb イオンの電子状態は依然として謎に包

まれている．研究が進むことを期待している．

近藤効果，価数揺らぎ，価数転移
　Ce と Yb 以外の希土類化合物では希土類イオン

と周りのイオンとの混成効果が重要になる物質が興

写真は古関裕而の像と並ぶ筆者．古関裕而は福島出身の作
曲家で，「栄冠は君に輝く」「六甲おろし」「長崎の鐘」な
どの日本人に愛されている数多くの名曲を作曲した．この
ハモンドオルガンを弾く古関の像は JR 福島駅前にある．
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味ある電子状態を発現するのではないかと筆者は考

えている．実際，佐藤英行が推進した Pr スクッテ

ルダイトの多くの興味ある物性の背後には Pr イオ

ンの 4f 電子と周りのイオンとの波動関数の混成が

ある．混成の結果，イオンの価数は時間的に変動し

ていることになる．希土類イオンの中で複数価数状

態を取りうるイオンとして知られているものとして

　Ce: Ce4+ (4f 0, J=0), Ce3+ (4f 1, J=5/2) 

　Sm: Sm3+ (4f 5, J=5/2), Sm2+ (4f 6, J=0)

　Eu: Eu3+ (4f 6, J=0), Eu2+ (4f 7, J=7/2)

　Tm: Tm3+ (4f 12, J=6), Tm2+ (4f 13,J=7/2) 

　Yb: Yb3+ (4f 13, J=7/2), Yb2+ (4f 14, J=0)

がある．これらのイオンを含む化合物から新しい物

性が出現すると期待する．Ce 化合物の近藤効果は

Ce3+ が安定だが，少し Ce4+ が混成するときの多体

効果に他ならない．上記の希土類元素を含む化合物

では近藤効果，価数揺らぎ，価数転移などがからん

でくるはずで，磁気揺らぎ，電荷揺らぎが結合して，

渾然となった物理が起こるのではないか．もちろん，

複数の 4f 電子をもつ系では，一般に，フント結合

によって近藤温度は低くなるので，混成の大きさが

カギになるであろう．イオンによっては J が有限で

自由度を持っているケース，J=0 でも L, S は有限の

ケースがあるから，価数揺らぎや価数転移の転移点

の近傍の電子状態や転移点を挟む両側で電子状態は

深く調べてみる価値があると思う．

　価数転移自体は決して新しい問題ではない．約

10 年前 YbInCu4 とその関連物質の圧力誘起価数転

移が研究された．このとき特に興味を持ったのは転

移点近くで強磁性が出現することであった．

　本新学術ではこの問題に取り組んだ研究者は決し

て多くないが，大貫惇睦ら，光田暁弘らの研究は興

味深い．例えば，光田らは EuRh2Si2 について圧力（と

磁場）依存性を研究し，興味深い実験結果をえて

いる 5)．この物質は p=0 で Eu2+ が安定で，TN=25 K

以下で反強磁性が実現しているが，T<TN の帯磁率，

電気抵抗の温度依存性は普通ではない．pc~1 GPa

で Eu2+ は不安定化している．p>pc では intermediate 

valence state になっているようで，その電気抵抗の

「残留抵抗値」は大きい．低エネルギ−の電子状態

は興があるものであることを示している．今後ミク

ロな手段で価数揺らぎのタイムスケール，q 依存性

などが明らかにされることを期待している．

新しい系と長く研究されている物質
　この新学術で希土類イオンを含む新規物質系が登

場した．第 1 は京大の松田グループによる CeCoIn5

と YbCoIn5 のエピタキシャル超格子の作製による 2

次元の重い電子系超伝導体の実現である．これは酸

化物超伝導の研究と重い電子系超伝導をつなぐ研究

で，困難な技術を克服した素晴らしい成果である．

第 2 は佐藤憲昭らの Yb イオンを含む準結晶の研究

である．この準結晶が物性物理に何をもたらすかは

現時点では不明であるが，新しい系の開拓は希土類

化合物の研究分野にとって大いに歓迎される．

　「隠れた秩序」として有名な URu2Si2 の 17 K 以下

の秩序について，この新学術でかなり多くの理論，

実験研究がなされた 2)．解明は道半ばだが，芝内ら

によって粘り強い研究が少しづつ実を結び，最近

SPring-8 を用いた研究で結晶の変化の兆候が見出さ

れている 6)．これを足がかりに最終決着まで進んで

ほしい．

　最後になるが，既にある程度分かっている典型物

質を深く追求する研究も地味であるが，その重要性

を忘れる訳にはいかない．そのよい例として松村武

らの磁場下での CeB6 と (Ce1-xLax)B6 の共鳴 X 線散

乱実験と解析がある．多極子秩序の場合，主要な秩

序パラメーターとしての 1 つの多極子秩序パラメー

ターだけでなく，さまざまな多極子が誘起されうる．

磁場の向きを逆転し，逆転前との差に着目するとこ

ろなどに著者たちの独自の工夫がある．それによっ

てさまざまな多極子秩序パラメーターの温度依存性

を実験データから取り出してみせた．この手法が多

極子秩序が予想されている他の物質の解明に威力を

発揮することを期待している．

参考文献
1) 固体物理 特集号「f 電子系の物理の最近の発展」
(1998 年 4 月 ).

2) 固体物理 特集号「重い電子系の物理の最近の発

展」(2012 年 11 月 ).

3) Y. Saiga et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 053710.

4) F. Honda et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 79 (2010) 083709.

5) A. Mitsuda et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 023709; 

preprint.

6) 芝内孝禎 : 第 4 回研究会 14J2 ( 東工大 , 2013 年 1

月 ).

評 価 委 員 か ら
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計画班代表から

A01-001 フェルミオロジー班　純良単結晶育成とドハ
ース・ファンアルフェン効果によるフェルミ面の研究
A01-001 班代表　播磨　尚朝　　神戸大学大学院理学研究科

　標題の計画研究班は，新学術領域の発足当初は，

班長の播磨と大貫惇睦氏（阪大）と青木晴善氏（東

北大）と芳賀芳範氏（原研）の４名であった．その後，

連携研究者や研究分担者として，木村憲彰氏（東北

大）と辺土正人氏（琉球大）にも常時研究に参加し

ていただくことになった．私たちの班の目的は，「希

土類・アクチノイド化合物の純良単結晶を育成して，

ドハース・ファンアルフェン（dHvA）効果を観測し，

さらにエネルギーバンド構造計算を実行し，フェル

ミ面の性質を実験的にも理論的にも調べ，重い電子

系の特異な電子状態を解明する．」と言うことであ

った．やや漠然とした目的であり，振り返って見た

時に，達成されたか，されなかったのか，判断がし

難い目的設定だったかもしれない．dHvA 効果には

純良単結晶が必須であり，そこで得られた結晶は他

の測定班にも提供される．一方で，基本的な電子状

態を知るためにはエネルギーバンド計算は欠かせな

い．大雑把に見れば，この班は新物質の同定と供給

を担ってきた．

　この新学術領域には理論班が組織されているが，

実験家ではない私が実験グループの班長を務めてい

る．これは，電子構造計算と言う試料育成と表裏一

体の研究手法を用いているからであって，特に変わ

ったことではない．私の学生時代の指導教授は大き

な実験グループを率いたプロジェクトを組織してい

たこともあって，海外では実験家と思われていると

いう話を聞かない訳ではなかったが，私は実験家と

間違えられる域までは達していない．若い頃の大貫

氏がアメリカに留学しようとして，実験グループの

ボスだと思って電子構造計算の理論家に手紙を書い

たことからもわかるように，論文からだけではなか

なか解らないものである．そう言えば，イギリスに

は若い人には理論家だと信じられている著名な実験

家がいるが，実験をしなければ誰でも理論家にはな

れるのだろう．

　さて，アメリカでの dHvA 効果の実験研究の大家

と言えば，G.W. Crabtree 教授であろうか．かれこ

れ 20 年以上前に，青木氏も大貫氏もアメリカに渡

り，Crabtree 教授と協力してで CeSb 1) や PrB6
 2) な

どの希土類化合物のフェルミ面の研究を行ってお

り，日本の重い電子系のフェルミ面の研究の一つ

のルーツを見ることができる．アメリカでは 70 年

代に既に UGe3 で 5f 電子系化合物の詳細なフェル

ミ面の研究 3) が行われていた．この頃，ヨーロッ

パでは dHvA 効果の名付け親である D. Shoenberg が

dHvA 効果の本 4) を著している．そして， Shoenberg

の弟子にあたる研究グループで CeCu6
 5) や UPt3

 6) の

dHvA 効果が観測されている．その後，大貫氏はイ

ングランドの Springford らとも共同研究 7) を行って

いる．重い電子系のフェルミ面研究は 80 年代に始

まり，その後に大きな発展を続けてきている．あ

るいは，重い電子系のフェルミ面の研究を介して，

dHvA 効果を通じた固体物性の研究が日本に根付い

てきたのが 80 年代であったとも言える．

　dHvA 効果は典型的な量子効果であって，量子化

されたランダウ準位の間隔 ( eH/mcc ) が温度

( kBT ) などによる準位のボケよりも十分大きくな

ければ観測されない．重い電子系はランダウ準位の

間隔がせまくなるために，より高磁場，低温の条件

が必要とされる．ここで言う低温は実験室の温度だ

けではない．結晶の純度を顕しているディングル温

度（不純物散乱による緩和時間の逆数）も十分に低

くなければならない．実験環境はある程度は経費で

整備できる．実験室での実験環境がほぼ世界共通の

水準に到達した 90 年代以降は，到達するディング

ル温度の低さで日本は優位に立ってきたように思

う．この低温技術は，芳賀氏や木村氏を始め多くの

日本の試料育成者に引き継がれている．高い磁場や

低い温度はある程度は研究費などで購入することが

可能であるが，低いディングル温度はお金では買え

ない．90 年代以降の重い電子系研究の物質開発に

おいても，Ce-115 系 8) や反転対称性のない CePt3Si 9)

など，海外で重要な物質が発見されてはいるが，デ

ィングル温度の低さでは日本は世界をリードして
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図 1　Brighton での低温国祭会議の後で訪問した Bristol 大学の H.H. Wills Physics Lab. の裏庭で 12)．後ろの建物は
Department of Music．

いると言えるのではないか．

　さて，一言で試料育成と言っても，その内容は多

彩である．既知の物質の純良単結晶化を目指す場合，

既知の構造で新奇物質を狙う場合，構造もわからず

新物質の合成を試みる場合，など様々であると思う．

前述の様に不純物は dHvA 強度を弱くするが，制御

された不純物は dHvA にいろいろな情報をもたらし

てくれる．例えば，Shoenberg の教科書に不純物近

藤効果を示す物質において dHvA 効果から交換相互

作用を見積もることが記されている．私も詳しいこ

とは知らないが，青木氏は CeSb の研究以前から，

どうも不純物が入った dHvA 効果を得意としていた

ようである．(Ce,La)Ru2Si2 の dHvA 効果の実験 10) で

希薄近藤系で重い電子がどのように形成されるかを

明らかにしたことは，30 年来の執念が実った成果

であったのだろう．

　さて，編集委員に原稿を頼まれた時は，5 年間の

研究の成果をわかり易くまとめようかとも思ってい

たが，それは論文に任せることにして，この様な雑

談めいたことを書くことにした．青木晴善氏はこの

３月をもって定年で退職されるが，たくさん溜めた

計 画 班 代 表 か ら

実験結果をまとめられる仕事が残っている．昨年，

定年で退職された大貫惇睦氏は琉球大学で再び実験

を始められており，これからも多くの「新物質」と

「若い研究者」を育ててくれることと思う．

　新学術領域の 5 年間ばかりでなく，重い電子系の

フェルミ面研究の 30 年近くを振り返ってみれば，

多くの物質のフェルミ面や，外部パラメータによ

るその変化が明らかになってきており，その理解

は確実に格段に進んでいる．しかしながら，UPt3，

CeCu6, CeB6 と言った重い電子系の代表的物質に対

して当時抱いていた問題点は，相変わらずそのまま

である．その中でも，CeB6 などに関して，富山大

学の研究会 11) で青木氏が指摘した「磁場中で分裂

したフェルミ面が重い電子系では見つからない」と

いうことは，重い電子系の基底状態を考える上で重

要な指摘であるかもしれない．自然界の問題は解け

る順番に我々の前に現われるのではないだろうか

ら，長年の未解決の問題もまた良しとすべきかもし

れないが，改めて重い電子系の電子構造計算の奥の

深さを知った 5 年間であったようにも思う．



- 11 -

計 画 班 代 表 か ら
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8) H. Hegger, C. Petrovic, E. G. Moshopoulou, M. F. 

Hundly, J. L. Sarrao, Z. Fisk and J. D. Thompson: Phys. 

Rev. Lett. 84 (2000) 4986.

9) E. Bauer, G. Hilscher, H. Michor, Ch. Paul, E.W. 

Scheidt, A. Gribanov, Yu. Seropegin, H. Noël, M. Sigrist, 

P. Rogl: Phys. Rev. Lett., 92 (2004) 027003.
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12) 左から，佐藤一彦，藤井，大貫，M. Springford，

藤田，坂本功，後藤の各氏．

　どこかに書こうとは思っていたのだけど，大げさ

な事でもないので，「周期表」について少し．

　20 年近く前に，私の隣の部屋の先生を訪ねてき

ていた SKB という出版社の編集者と雑談をしてい

て，つい「周期律表」と口にしたら，ひどい剣幕で

叱責を受けた．「周期律を表わしている表が周期表

であって，周期律表という用語はありません！」そ

の時は，自分の未熟さを恥じて，さすが出版社の方

は専門用語には厳しいものだと感心した．周期律表

の誤用については，例えば 1) に詳しい．

　ドイツのとある教授の部屋を訪ねた時に，規則的

に並んで描かれた学校机の絵に "Periodic Table" と

書かれていたが，あれは "Periodic Tables" だと思う．

それはともかく，周期律表の誤用は今でも世の中に

蔓延していて，KDS の本などでは頻繁に目にする

が，注意しても相手にされそうにない．それでも，

さすがに I 書店の本で「周期律表」を見かけた時は，

（他にも気になる箇所があったので）編集者へ手紙

を書いた．当然ながら，指摘に対する丁寧なお礼の

返事をいただいた．

　今年は 113 番目の元素の命名権が日本に与えられ

付録：周期表のこと
るのではないかという期待が高まっている．この

理研の成果は，10 月に一般へ広く報道されたが，A

新聞の見出しに「周期律表」とあったのには目を疑っ

た．デジタルお客様オフィスあてに注意すると 4 日

後に「お寄せいただいた件について担当部署を通じ

確認いたしましたところ，ご指摘のとおり理化学事

典（岩波書店）や化学事典等には『周期表』とあり，

周期律表との表記はございませんでした．今後，用

語の使い方には正確を期したいと考えております．

ご指摘いただき誠にありがとうございました．」と

の返事をいただいた．しっかりして欲しいものであ

る．

　最近， 昭和 44 年初版の古い本を読んでいると，

1967 年日本物理学会発行の「周期律表」を発見した．

なんだ，諸悪の根源は物理学会かと思っていると，

この本の索引には「周期率表」！！しかも，この本

は SKB の出版（物理科学選書 4）であった．
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J. L. Smith: J. Magn. Magn. Mater. 63-64 (1987) 372; L, 
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先端光電子分光による f 電子系化合物の
研究を振り返って

はじめに
　採択の知らせを受けて以降，時の過ぎ去るのは早

く，あっという間に今日を迎えてしまいました．本

新学術領域研究が始まった当初は「新参者」で通用

したのですが，4 年以上の時が経過した今では，私

の重い電子系に対する理解にかかわらず，その言葉

は使えない状況です．学生時代に後輩の f 電子系化

合物の高分解能光電子分光実験を手伝う機会こそあ

りましたが，その後は重い電子系物質を研究対象と

してはいませんでしたので，この新学術領域研究の

立ち上げに参加するようお声をかけていただいた時

には，なぜ今私が重い電子系の研究をするのか，私

にできることはあるのか，等の問いが頭の中を行き

交いました．その後，申請への準備を進める中で，

先端的な光電子分光で重い電子の形成と秩序化を直

接観測するという上田先生のお考えが理解でき，私

にも何らかの貢献ができるかもしれないと思うに至

りました．実際のところどれくらい貢献できたかは

定かではありませんが．

　さて，ニュースレター最終号用に計画班班長とし

てまとめを書くようにということですので，以下に

班として行ってきた先端光電子分光による f 電子系

化合物についてのまとめを感想等も含めて綴りたい

と思います．

班の目標と研究成果の概略
　我々の班のミッションは，SPring-8 における軟 X

線角度分解光電子分光と物性研のレーザー光電子分

光を f 電子系化合物に集中的に適用し，直接観測に

よりその電子構造を明らかにすることでした．これ

ら二つの光電子分光は日本が世界に先駆けて開発し

てきた手法であり，本新学術領域研究が始まる前ま

でに研究手法としてある程度確立されていました．

波数分解した電子構造を観測できるという特色に加

えて，軟 X 線であれば共鳴効果を利用して f 電子由

来のバンドやフェルミ面の直接観測ができ，一方レ

ーザーであれば低温における相転移現象と密接に関

A01-002 班代表　横谷　尚睦　　岡山大学大学院自然科学研究科

連したフェルミ準位極近傍の電子構造やその温度変

化を高い精度で観測できます．これらは，表面とバ

ルクの電子構造が異なる場合があり，また meV 程

度またはそれ以下のエネルギースケールの電子構造

を有する f 電子系化合物の研究にとっては極めて重

要な実験手法となり得ます．SPring-8 において軟 X

線光電子分光手法を立ち上げた阪大グループの関山

先生，SPring-8 においてアクチノイド化合物研究専

用のビームラインを有する原子力研究機構グループ

の山上先生，レーザー光電子分光装置を立ち上げた

物性研究所の辛先生で班を立ち上げ，研究課題は「先

端電子分光による f 電子系化合物の高精度バルクフ

ェルミオロジー」と定めました．

　軟 X 線角度分解光電子分光については，本新学

術領域研究の期間をとおして装置性能や測定技術が

更に向上し（本新学術領域研究で SPring-8 BL25SU

に導入された冷凍機は共同利用でも用いられていま

す．），Ce 化合物，U 化合物に加えて Yb 化合物に

対しても，f 電子フェルミ面およびバンド構造が極

めて高い精度で観測できるようになりました．Ce

系においては，CeRu2Si2 希釈系において量子臨界点

近傍のフェルミ面形状が直接観測され，提案されて

いるモデルへの制約を課すことができました 1)．ま

た，重い電子系化合物 CeNi2Ge2 については近藤温

度 TK 前後の電子構造の比較から，TK より高温側の

電子構造について従来の 4f 電子局在描像では説明

の難しい結果が観測されています 2)．U 系について

は URu2Si2 の 3 次元フェルミ面形状が明らかにさ

れ 3)，理論構築に指針を与えました．一方，硬 X 線

光電子分光による信頼性の高い価数評価は，新 Yb

系超伝導体の基礎的物性を理解する上で重要な役割

を果たしました 4)．新学術領域研究により，軟 X 線

および硬 X 線光電子分光技術の f 電子系化合物研究

への有用性および信頼性がより高いレベルで示され

ことになります．

　レーザー光電子分光においては，重い電子系超伝

導体の超伝導ギャップ観測が一つの目標でした．光

計 画 班 代 表 か ら
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電子分光では，試料に光を入射するとともに放出さ

れる電子をアナライザーに取り込まなければならな

いため熱遮蔽は不完全にならざるを得ません．これ

は，光電子分光における試料温度の低温化を阻む大

きな壁です．しかしながら辛研の努力により最近で

は試料温度 1 K，エネルギー分解能 75 μeV を達成

し 5,6)，Ce115 や UAl2Pd3 の超伝導ギャップ直接観測

を目指した測定も始まっています．そう遠くない将

来に光電子分光による重い電子系化合物の超伝導ギ

ャップ直接観測の結果が報告されると期待していま

す．一方，超伝導転移温度以上の温度で観測される

超伝導以外の相転移の起源や機構を調べることは超

伝導の機構の理解に繋がります．URu2Si2 の隠れた

秩序相の研究においては，レーザー光電子分光のバ

ルク敏感性と高いエネルギー分解能により，隠れた

秩序相に特徴的な極めてエネルギー幅の狭い電子構

造を観測することができました 7)．加えて，多体効

果を反映すると考えられる準粒子分散の微細構造の

観測は 8)，高分解能光電子分光が重い電子系の研究

により重要な貢献ができる可能性を示唆していま

す．これらの結果については，本ニュースレター第

5 巻第 1 号に吉田君（現物性研究所）の記事が載っ

ています．

　3 次元性の強い f 電子系化合物の研究を行う上で，

光エネルギー可変性は極めて重要です．軟 X 線角

度分解光電子分光ではこの特徴を活かしてフェルミ

面の 3 次元的な形状を得ることができますが，相転

移に関わる電子構造を直接観測するためにはその電

子構造のエネルギースケールと同程度のエネルギー

分解能が必須であり，この点では光エネルギーのよ

り低い真空紫外線の利用が不可欠です．バルク敏感

性をある程度保ったままエネルギー分解能はそれほ

ど落とさずに，加えてより広い運動量領域における

光電子分光測定するために，本学術領域研究におい

てレーザー光（約 7 eV）よりも高いエネルギーの

光の使える放電管による装置の建設を行いました

（図 1）．エネルギー分解能 1 meV，測定温度 3.2 K

を達成し，Pr を含む超伝導体の超伝導ギャップ 9)

や CeT2Al10 (T = Fe, Ru, Os) における低温相転移の直

接観測の研究を行ってきました．

　重い電子系化合物の電子構造の研究に携わる中

で，数 10 eV の真空紫外放射光を利用した研究の重

要性も感じさせられました．バルク敏感性は低下

しますが，3 次元電子構造を高分解能で観測できる

点は大きな魅力です．我々のグループではドイツ

BESSY II において真空紫外線を利用して URu2Si2

の高分解能光電子分光実験を行う機会を得ました．

URu2Si2 の隠れた秩序相の理解は，本新学術領域の

期間をとおしてずいぶん深まったと思いますが，高

分解能真空紫外光電子分光による電子構造の研究は

もう少し続いていくように思います．現状では，幾

つかの研究グループが大きな全体像の一部分を報告

している状況です．目の見えない研究者が大きな象

の体の一部分の情報から象がどのようなものである

かを言っている漫画を見たことがありますが，それ

と似た状況だと思います．今後研究がすすむにつれ

て，次第にバルク電子構造の全体像が明らかになっ

ていくと思います．

班長を務めて感じたこと
　本新学術領域に班長として携わる中で多くの経験

をさせていただきました．重い電子系の研究という

成熟したコミュニティーにおける活動を通して，研

究領域の底力を肌で感じるとともに，その領域を維

持，発展させていくという強い意思を感じました．

私にとっては，一人の研究者としての枠を超えて，

より広い意識を持つことの必要性を感じさせられた

期間でした．国際ワークショップの編集委員を務め

させていただきましたが，レフリーコメントを拝見

させていただくなかで，重い電子コミュニティーの

研究者一人一人が重い電子系の物理に対して高い意

識と熱意をお持ちであることを実感させられまし

図 1　岡山大学に建設された高分解能光電子分光装置．
Xe I (8.44 eV)，He I (21.2 eV)，He II (40.8 eV) 共鳴線に加え，
Kr I (10.1 eV)，Ar I (11.7 eV)，Ne I (16.8 eV) 共鳴線も使用
できる．
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た．この領域の中で学んだ学生は，固体物理学の基

礎をしっかり身につけられるため他の分野にいって

も活躍できるのだと思います．ここで学んだ内容を，

今後の研究に活かしていきたいと考えています．光

電子班の班長としては，班主催の研究会の開催およ

び他の班主催の研究会や学校の参加をとおして多く

の方と新たに知り合うことができました．これらの

ことは，今後の研究活動にとって大きな財産になる

と思います．

最後に
　さて最後になりますが，評価委員の北岡先生から

研究の夢を書くよう宿題をいただいています．学生

時代から，光電子分光装置のエネルギー分解能を向

上させることにより今まで（光電子分光では）観測

できなかったものを見えるようにする仕事に携わっ

てきたことになります．エネルギー分解能の向上と

いう意味では，レーザー光電子分光の出現で来ると

ころまで来た感がありますので，別の方向で手法開

発ができないかと漠然とではありますが考えていま

す．放射光やレーザーの出現で，強度が向上すると

ともに偏光の制御やコヒーレンスの利用ができるよ

うになってきています．これまでは無視されたり，

観測できなかった効果の利用が可能になるはずで

す．そのような効果を利用して，これまでは観測が

難しかった情報を得ることができるようにする仕事

に携わりたいと思ってきました．この方向で何がで

きるかもう少し考えていきたいと思います．とはい

え，当面は新学術領域研究で導入していただいた光

電子分光装置を活用し新物質の電子構造を調べる研

究が主であることはいうまでもありません．

　このニューレターが出版されるころはもう年度末

です．最終ヒアリングに向けてこれまでの研究活動

をまとめる作業を残していますが，本新学術領域研

究でお世話になった皆様にはこの場をお借りして御

礼申し上げたいと思います．どうもありがとうござ

いました．
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ラットリング物質の探索・創製と電子・格子物性
の研究
A02-001 班代表　高畠　敏郎　広島大学大学院先端物質科学研究科

本班の目指したこと
　結晶内原子の非調和巨大振幅運動（ラットリン

グ）に起因する特異な物理現象を示す新しい物質の

探索・創製及び電子・格子物性の研究によって，ラッ

トリングが係わる基礎的で重要な以下の問題に答え

ることを目的とした．1. 結晶学的にどのように記述

されるか．2. 重い電子の形成や特異な磁性にどのよ

うに寄与するか．3. 熱を運ぶ音響フォノンをどのよ

うに散乱するか．4. 超伝導の電子対形成にどのよう

に寄与するか．これらの成果を活かして，従来は疎

遠であった「強相関電子系」と「フォノン系」の両

分野に跨る研究分野を切り拓くことを目指した．

班編制と異動
　上記の目的を達成するために，高畠と 4 名の分担

者の菅原仁（神戸大院理），関根ちひろ（室蘭工大

院工），武田直也（新潟大工），伊賀文俊（茨城大

理）の各人が得意とする手法で新物質を開発し，他

の班と共同で物性研究を進めてきた．5 年間の研究

期間において人事異動があった．菅原氏は平成 21

年 10 月に徳島大准教授から神戸大学教授に着任し，

ドハース・ファン・アルフェン効果の測定システム

を立ち上げ，LaOs2Al10 等のフェルミ面を観測した．

伊賀氏は平成 23 年 4 月に広島大准教授から茨城大

教授に栄転し，広島大学で使用していたキセノン光

集中加熱炉をはじめとするホウ化物単結晶創製装置

一式を移転して立ち上げた．

　新天地での物質創製・物性開拓に不可欠な装置の

導入のために，本科研費が大変有効であったことは

言うまでも無い．また，本経費で広島大学において

雇用された室裕司氏は，Ce カゴ状化合物の創製で

成果を挙げ，平成 23 年 4 月に富山県立大学准教授

となった．平成 20 年度に連携研究者として本班に

参画し，β パイロクロア酸化物の超伝導研究で卓越

した成果を挙げた廣井善二氏（東大物性研）は翌年

より公募班に回った．

班員の主な研究成果
1. 代表者　高畠敏郎　( 広島大院先端物質 )
　新奇な Ce カゴ状物質を Ce-Pt-Sn 及び Ce-Pt-Al 系

で探索するとともに，I 型クラスレート Ba8Ga16Sn30

とその関連物質及び CeT2Al10 (T=Fe, Ru, Os) の単結

晶をフラックス法で育成し，ラットリングの有無と

その新規物性との関係を他の計画班と共同で調べた．

・ Ce を 内 包 す る 新 化 合 物 の 探 索 に よ っ て

Ce(Pt, Sn)10 や Ce1-xPt6Al13+2x などを見出し，複数の

Ce サイトをもつ複雑な結晶構造を決定した．

・I 型クラスレート Ba8Ga16Sn30 では，Ba がカゴ内部

で四つの分裂サイトを占めることを単結晶構造解

析によって明らかにした．比熱と熱伝導率の解析

から，分裂サイト間の Ba の非中心ラットリングが

熱伝導率を抑制し，ガラス的振舞いをもたらして

いることを指摘し 1)，ラマン散乱とテラヘルツ分光

によって確立した（A02-002 班との共同研究）2,3)．

・磁性イオンの Eu2+ が分裂サイト間をラットリン

グしている I 型クラスレート Eu8Ga16Ge30 の強磁

性状態が変調構造であることを比熱と電気抵抗の

解析から指摘し，非中心ラットリングとの関連に

初めて言及した 4,5)．

・カゴ状物質 CeT2Al10 (T=Fe, Ru, Os) 中の Ce の原子

変位パラメータは他の原子と同程度であること

を確かめた．CeFe2Al10 は相転移を起こさない近

藤半導体であるが 6)，CeOs2Al10 は 2 次相転移を

28.5 K で起こし，その転移温度は 14 T までの磁

場では変化せず，その磁化は磁気困難軸の c 軸方

向でメタ磁性を示すことを見出した 7)．CeT2Al10 

(T=Ru, Os) の奇妙な相転移は，擬ギャップ状態に

おける反強磁性秩序であることを，中性子回折

とミュエスアール実験で明らかにした 8, 9) ( 図１)．

それらの結晶場基底状態を磁化率の結晶場解析と

放射光Ｘ線吸収実験によって決定し 10)， a-c 面内

では c-f 混成が強いが，b 軸方向では CDW 不安定

性を有することを光学伝導度の測定によって見出

した 11)．
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図１  CeRu2Al10 の中性子回折で決定した反強磁性
秩序構造
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4) T. Onimaru, et al.: J. Phys.: Conf. Ser. 200 (2010) 022044.
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7) Y. Muro et al.: Phys. Rev. B 81(2010) 214401.
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２．分担者　菅原　仁（神戸大院理）
　Pr，Eu，Sm が充填されたスクッテルダイト化合

物（図 2）および関連する Ce カゴ状物質の純良単

結晶を育成し，他の計画班および公募班のメンバー

と共同して研究を進め，以下の知見を得た．

・73Ge の NQR 測定等によって PrPt4Ge12 が異方的 s

波超伝導体であり 1, 2)，MPt4Ge12 (M=Sr, Ba) が従

来型超伝導体であることを明らかにした 3)（A02

公募班との共同研究）．

・SmOs4P12 の dHvA 効果を測定しフェルミ面を決

定し，そのサイクロトロン質量が La 化合物より

も 2 倍重いことを見出した 4)（A01-001 班との共

同研究）．

・非フェルミ液体挙動を示す CeRu4Sb12 の高圧下光

学伝導度測定を行い，高圧下で小さなエネルギー

ギャップ持つ半導体的な電子構造を持つことを

明らかにした 5)（A01 公募班との共同研究）．

・金属 - 絶縁体転移を TMI=16.5K で示す SmRu4P12

の 154Sm を用いた単結晶を育成し，中性子散乱実

験から反強磁性を伴う八極子秩序を示すことを

明らかにした 6)（A02-002 班との共同研究）．

・金属−絶縁体転移を示す PrRu4P12 の高圧下光学伝

導度を測定し，高圧下ではエネルギーギャップが

消失して金属的な電子構造に変化することを見

出した 7)（A01 公募班との共同研究）．

・LaRu2Al10 の dHvA 効果測定に成功し，フェルミ

面は 3 次元的な多重連結構造であることを見出し

た 8)（A01-001 班との共同研究）．RT2Al10 (R=Ce, 

La, Pr) の純良単結晶を育成し，ホール効果の測

定から R=Ce のキャリア密度が相転移温度以下で

R=La と比べて 30 分の 1 に減少することを明らか

にした 9)（A01-001 班との共同研究）．

・強磁性転移温度の高い新しい強磁性近藤格子物

質 CeRu2Al2B 等を発見し，NMR 測定からミクロ

な磁性状態を明らかにした 10, 11)（A02-002 班との

共同研究）．

1) F. Kanetake et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 79 (2010) 063702. 

2) F. Kanetake et al.: Physica C 470 (2010) S703.

3) K. Magishi et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) SA028.

4) S. Tanaka et al.: J. Phys.: Conf. Ser. 273 (2011) 012060.

5) H. Okamura et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011), 084718.

6) C. H. Lee et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 063702.

7) H. Okamura et al.: Phys. Rev. B 85 (2012) 205116.

8) M. Sakoda et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) 084716.

9) M. Sakoda et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) SB011.

10) E. Matsuoka et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 043704.

11) H. Matsuno et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 073705. 

３．分担者　関根ちひろ（室蘭工大院工）
　これまでフラックス法では作製できなかった As

系充填スクッテルダイト化合物を高圧合成すること

によって，P系とSb系の隙間を埋めることができた．

それらのラットリングと熱電特性及び磁性との関係

について調べた．

・8 つの新規 As 系充填スクッテルダイト化合物

計 画 班 代 表 か ら

図 2   Eu 充填スクッテルダイト EuOs4Sb12 の単結晶
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EuT4As12 (T=Fe, Ru, Os)，BaT4As12(T=Fe, Ru, Os)，

GdFe4As12，TbFe4As12 を超高圧合成することに成

功した 1-4)．GdFe4As12, TbFe4As12, EuFe4As12 はいず

れも高いキュリー温度を示し，EuFe4As12 の TC は

152K と異常に高いことを見出した（図 3） 1, 4)．ま

た，CeT4As12 (T=Fe, Ru, Os)，SmFe4As12 の純良試

料の合成にも成功し，熱電特性を評価した 5, 6)．

・室温での結晶構造解析の結果，ゲストの熱振動

パラメータが CeT4As12 (T=Fe, Ru, Os) で大きく，

GdFe4As12 では Beq=1.38Å2 であることを見出した．

従って，これらの系では顕著なラットリング効果

が期待できる．

・P, As, Sb 系の一連の La 充填スクッテルダイト中

のゲストイオンの振動エネルギーが，カゴサイズ

からゲストの有効イオン半径を差し引いた距離

でスケールできることをアインシュタイン比熱

の解析から明らかにした 7)．

・非充填スクッテルダイト MX3 (M=Co, Rh, Ir, X=As, 

Sb) の圧力誘起構造変化を調べ，カゴを形成して

いる X 原子がゲストイオンとしてカゴ内部に自

己充填することを指摘した 8-10)．

1) C. Sekine et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 093707.

2) K. Takeda et al.: J. Phys.: Conf. Ser. 215 (2010) 012130.

3) K. Takeda et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) SA029.

4) C. Sekine et al.: J. Phys.: Conf. Ser. 273 (2011) 012120. 

5) C. Sekine et al.: J. Korean Phys. Soc. (2013) in press.

6) T. Namiki et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 79 (2010) 074714.

7) K. Matsuhira et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 124601. 

8) K. Matsui et al.: J. Phys.: Conf. Ser. 215 (2010) 012005.

9) K. Matsui et al.: J. Phys.: Conf. Ser. 273 (2011) 012043. 

10) K. Matsui et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 104604.

4. 分担者　武田直也（新潟大工）
　希土類元素や遷移金属元素がカゴに内包されてい

る，あるいは希土類元素が多面体のカゴを形成する

化合物を探索した．主にフラックス法によって育成

された単結晶について，磁化率，電気抵抗，比熱な

どの基礎物理量を測定し，その基礎物性を明らかに

した．

・LaOs4P12 の良質な単結晶では，超伝導転移温度

TC 近傍に別な相転移が存在し，二つの転移温度

が磁場によって分裂することを見出した．この相

転移は La の 4% を Ce で置換すると消失した．一

方，超伝導は 30% の Ce 置換によっても消失せず， 

TC は下がるが上部臨界磁場 HC2 が増大すること

を見出した．

・Cr12P7 構造の空隙に希土類 R を充填させた化合物

R2Ni12P7 の単結晶を育成し磁性を研究した．その

多くは磁気転移を示すが，Yb2Ni12P7 は非磁性の

重い電子系であり 1, 2)，加圧によって量子相転移

を予想させる結果を得た 3)．

・ラットリング物質 R3Pd20Ge6 と同型の四極子秩序

物質 Ce3Pd20Si6 の磁気相図を確立し，強い異方性

はゼーマン分裂の異方性に起因することを明ら

かにした 4,5)．

・Ce が正八面体を形成する Ce6Ni6P17 の単結晶育成

に成功した．電気抵抗の温度変化は，広い範囲で

温度に比例するという極めて異常な温度変化を

示す．フラストレーションに起因する大きな残留

エントロピーをもつことを明らかにした 6)．

・非充填スクッテルダイト NiP3 の単結晶育成に成

功した．この物質は正常な金属であるが，空隙に

希土類元素が充填されれば特異な物性を示す可

能性がある 7)．

・ラットリング物質 R3Pd20Ge6 と同型の Mn 化合物

Mn3Ni20P6 と Mn3Pd20P6 の単結晶化に成功し，その

強磁性が特異であることを明らかにした．また同

型の Al3Ni20B6 は通常のパウリ常磁性体である．

・Sm と Tm を内包する RT2Zn20 (T=Ru, Rh) の単結

晶化に成功した．SmRu2Zn20 は Γ8 基底の強磁性，

SmRh2Zn20 は Γ7 基底の反強磁性と判断される．

SmRh2Zn20 は磁場の印加により二つの相転移が現

計 画 班 代 表 か ら

図 3　特に高いキュリー温度をもつ新規 As 系 Eu
充填スクッテルダイト化合物 EuFe4As12 の磁化率
の温度依存性
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れるが，TmT2Zn20 (T=Ru, Rh) は明確な磁気転移

示さない．非磁性の LuRh2Zn20 と SmRu2Zn20 の比

熱測定結果はゲストのラットリングを示唆する．

・カゴ状物質 R5T6Sn18 (R= 重希土類，T=Co, Ir) の単

結晶化に成功した．R が非磁性の場合は超伝導転

移を示し，特に Lu5Ir6Sn18 の電気抵抗は温度の降

下と共に増加した後に超伝導転移し，Tm5Ir6Sn18

では磁気秩序と超伝導の共存を示唆する結果が

得られた．

・Ce を内包した In の作るカゴが層状構造をもつ

CePt2In7 の単結晶化に成功するとともに，Ce 以外

の物質を探索し，R=Pr, Nd, Sm の単結晶化にも成

功した．R=Pr はヴァンヴレック常磁性体であり，

R=Nd と R=Sm は反強磁性体である．この反強磁

性転移温度は 12 T の強磁場を印加してもほとん

ど変化しないという点で特異である．

1) T. Nakano et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 074604.

2) K. Tsuchiya et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) SA081.

3) T. Nakano et al.: J. Phys.: Conf. Ser. 391 (2012)   012052.

4) H. Ono et al.: J. Phys. 投稿中 .

5) H. Ono et al.: J. Phys.: Conf. Ser. 391 (2012) 012054.

6) N. Takeda et al.:  J. Phys.: Conf. Ser. 391 (2012) 012071.

7) N. Takeda et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) SA035.

５．分担者　伊賀文俊（茨城大理）
　 軽 希 土 類 を 内 包 す る ホ ウ 化 物 RB12 に つ い て

は，R=Gd の合成だけが報告されていた．そこで，

R=Nd, Sm, Gd 系の超高圧合成を試み，得られた微

小試料を用いて磁化率，電気伝導，比熱などを測定

した．RB12 で唯一の近藤半導体である YbB12 につ

いては，超強磁場と超高圧を用いてギャップの消失

過程を調べ，中性子非弾性散乱によってフォノンと

磁気励起の相関を調べた．

・GdB12: 広島大山中研究室の六方アンビル装置を使

用して高圧焼成を行い，単相合成に成功した．そ

の磁化率はキュリーワイス則に従い，その磁気転

移点 38 K は重希土類の RB12 の転移温度から de 

Gennes スケールで予想された値と一致した．電

気抵抗は金属的に振る舞い，転移点直下でスー

パーゾーンギャップ形成によるピークを示す．

・SmB12：まず広島大山中研究室の川井式 6-8 アン

ビル二段押し装置を用いて合成することで相の

存在を確認し，次に愛媛大学地球深部ダイナミク

ス研究センターの川井式 6-8 アンビル二段押し装

置を用い， 1 mm の単相試料を得た．磁化率測定

によって 19 K と 9 K に相転移を観測した．転移

温度が 14 T まで磁場に依存しないが，NMR 測定

によりいずれも磁気秩序であることが判明した．

・NdB12: SPring-8 の超高圧下合成装置を利用して合

成を試みた．その低温磁化には 2 K まで磁気転移

が無く，常磁性的振る舞いを示した．

・YbB12: Yb を Lu で置換した単結晶の磁化過程を金

道マグネットを用いて 75 T まで測定した．無置

換系では 50 T のメタ磁性転移が Lu 濃度 10 ％程

度で消失し，エネルギーギャップも消失したよう

に振る舞った 1)．また同様の振る舞いを光電子分

光や中性子散乱でも確認した 2-4)．YbB12 の磁化を

東大物性研国際強磁場施設の一巻コイルを用い

て 110 T まで測定した．この強磁場でも磁化は飽

和せず Yb 当りの磁気モーメントは結晶場 4 重項

基底状態から予想される値を超えた．阪大極限量

子科学研究センターで高圧下電気抵抗を測定し，

2 段ギャップの消失する圧力を約 160 GPa と見積

もった．YbB12 単結晶の中性子非弾性散乱によっ

て， Yb の格子振動モードが 15 meV に存在し，そ

の強度が 50 K 以下で急増することを見出した．

一方，同じエネルギーでしかも同じ波数領域に磁

気励起も存在し，それも 50 K 以下で発達するこ

とが観測された．この二つの現象の類似性から，

Yb の振動が関与する音響フォノンと磁気励起と

のカップリングが近藤半導体 YbB12 のギャップ形

成に本質的であると提案した 4)．

1) F. Iga, et al., J. Phys.: Conf. Ser. 200 (2010) 012064.

2) J. Yamaguchi et al., Phys. Rev. B 79 (2009) 125121.

3) J. Yamaguchi et al., J. Phys.: Conf. Ser. 200 (2010) 012230.

4) P. A. Alekseev et al., J. Phys.: Cond. Mat. 24 (2012) 205601. 

計 画 班 代 表 か ら
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計 画 班 代 表 か ら

A02-002 ラットリング班　巨大振幅原子振動が
もたらす新しい量子相の動的分光法による研究
A02-002 班代表　藤　秀樹　　神戸大学大学院理学研究科　

はじめに
　大きな「カゴ状格子」の中に充填された原子の大

振動により格子熱伝導度が異常に低くなる ”Phonon 

Glass and Electron Crystal”（PGEC）と呼ばれる振る

舞いがみられ，熱電変換など応用上の興味を集めて

いる．カゴ状物質では，超伝導や重い電子状態も見

つかっており，その静的・動的構造特性の電子状態

への効果を明らかにすることは重要な課題である．

　本計画研究では，調和近似を超えて電子運動を巻

き込んだ非調和ポテンシャル中での巨大振幅の原子

振動「ラットリング」によって発現する電子相を調

べ，電子 - 格子相互作用に新たな概念を与えること

を目的とし，MHz ～ THz にわたるダイナミックレ

ンジをカバーできる NMR( 藤 )，超音波 ( 鈴木孝至・

広島大学大学院先端物質科学研究科 )，ラマン ( 宇

田川眞行・広島大学大学院総合科学研究科 )，放射

光 X 線（筒井智嗣・JASRI/SPring-8），中性子 ( 岩

佐和晃・東北大学大学院理学研究科，李哲虎・産業

総合研究所 ) で組織した．5 年間で推進すべき主要

な課題として，（1）ラットリング運動の総合的理解，

および (2) ラットリング起因の新しい電子相探索と

解明の２つを設定した．以下に述べるように，多彩

なカゴ状物質に対し，ラットリングに特徴的な物性

を動的構造・揺らぎ・緩和といった現象として明ら

かにすることができた．

ラットリング運動の総合的理解
　カゴ状物質における内包原子の局在振動はラッ

トリングとしてすべての分光プローブで捉えられ，

その特性エネルギーは内包原子の可動長と相関し

30 K ~ 100 K である．特に，比熱では区別ができな

いオンセンターラットリングとオフセンターラット

リングの違いが，NMR，超音波，ラマン散乱では

明確に確認された．また，本計画研究において重要

課題であった PGEC の起源は，オフセンターラッ

トリングとカゴの振動によることがラマン散乱実験

から明らかになった．さらに NMR，超音波，X 線

非弾性散乱，中性子非弾性散乱実験において，フォ

ノンダンピング効果によるスペクトル線幅の拡がり

やフォノン周波数の強いソフトニングが見られ，ラ

ットリングでの強い電子−格子相互作用が明らかと

なった．通常，調和フォノンによる有効質量の増大

はバンド質量に比べたかだか 2 倍程度だが，局所フ

ォノンによる強い電子 - 格子相互作用は有効質量の

増大を導くことが明らかとなった．

ラットリング起因の新しい電子相探索の概要
　紙面の都合上，本稿では，本計画研究で焦点を置

いたラットリングの物性を述べる．そのほか，関連

する新奇電子相（多極子秩序，重い電子状態，Fe

系超伝導，重い電子超伝導など）を調べた．特に，

PrOs4Sb12 における結晶場励起子起源の重い電子状

態 ( 藤 ) 1)，SmRu4P12 の MI 転移と秩序パラメータ

ー決定 ( 李，筒井 ) 2)，PrOs4P12 における c-f 混成効

果 ( 岩佐 ) 3, 4)，Pr(Ru1-xRhx)4P12 におけるリエントラ

ントな金属 - 非金属転移 ( 岩佐 ) 5- 8)，PrIr2Zn20 と

PrRh2Zn20 の反強四極子秩序 ( 鈴木 ) 9-11)，ほか Fe 系

超伝導体（李）においても成果が得られた．

・クラスレート化合物
　クラスレート化合物はキャリア数が 1019-1020 cm-3

程度の半金属 ~ 半導体であり，PGEC 的な振る舞い

を示す．これまでラマン散乱実験から，6d サイト

の内包原子がカゴ内の非中心位置（24k サイト）間

を熱的に励起し回転運動することがわかっている．

一方，PGEC 的な振る舞いとラットリングの関係

や，低温での電子比熱係数の増強の起源は未解決の

ままである．ラットリングの特性，熱伝導度との関

係，電子 - ラットリングフォノン相互作用に関する

情報，量子トンネル状態を明らかにすること目的

として分光学的研究を行った．本研究では A02-001

班高畠グループにより試料提供を受けた．

(1) オフセンターラットリングと熱伝導抑制の起

源（ 宇 田 川， 李 ）12)：Ba8Ga16Ge30 は，n 型 キ ャ
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図 1　Ba8Ga16Ge30 のラマン散乱スペクトル．

リアの場合には結晶的な格子熱伝導率を示し，p 型

では熱伝導率が抑制される．両者の違いはラマン

散乱の Eg スペクトル（図 1 ＊印）に現れ，n 型の

ピーク強度が強い．一方，T2g に両者の差が無いこ

とから，カゴを形成する 6c サイトの Ga とゲスト

Ba 間の相互作用が重要であることを明らかにした．

n 型 (p 型 ) では 6c サイトの振動振幅が大きい ( 小

さい ) ことに対応し，Ba ゲストイオンの非中心振

動が抑え込まれ（増強され）ることを意味する．ま

た，非中心距離が 6c カゴ原子の振幅で決まること

を明らかにした．つまり，ゲスト原子の振動がカゴ

の 6c サイトの Ga の振動と結合しており，格子熱

伝導率抑制にはゲストの非中心運動だけではなく，

ゲストの振動と相関したカゴの振動が重要である．

　type-I ク ラ ス レ ー ト A8Ga16Ge30 (A = Ba, Sr) 及 び

Ba8Ga16Sn30 などの中性子散乱実験から，図 2 に示す

ように低エネルギーの光学フォノン (E = 2 ~ 5 meV)

を見出した．これらのゲストモードは音響フォノン

と anti-crossing する．充填原子の自由空間が大きい

ほどゲストモードのエネルギーは低くなることが明

らかとなった．つまり，大きなカゴ内で非常に緩く

束縛されたゲスト原子が大きく振動している．また，

ゲストモードは弱いながらも分散を示しており，コ

計 画 班 代 表 か ら

 

ヒーレントな光学フォノンモードである．従来，ゲ

ストイオンの振動はインコヒーレントなアインシュ

タイン振動として扱われ，ゲストイオンが不純物の

ように音響フォノンを散乱すると考えられてきた．

我々の結果は，この従来の解釈が成り立たず，ゲス

トモードと音響フォノンが衝突するウムクラップ過

程が低熱伝導度の起源を考える上で重要であること

を示唆し，ラマン散乱の結果と一致する．

(2) オフセンターラットリングおよびトンネリン

グと電子−格子相互作用 （鈴木・藤）13-16)：非中

心 ラ ッ ト リ ン グ 系 で あ る type-I の n 型 と p 型 の

Ba8Ga16Sn30 の超音波測定では，図 3 に示した C44

モードの特徴的なソフト化と，20 K 付近以下で

 

図 2　中性子非弾性散乱による Ba8Ga16Sn30 のフォノン
分散．

のハード化が見られた．C44 モードのソフト化は

Sr8Ga16Si30-xGex でも見られ，x の増加によりカゴを

大きくしてラットリングを中心から非中心にすると

ソフト化は増大する．一方， (C11 – C12)/2 モードでは

ソフト化は見られない．type-VIII Ba8Ga16Sn30 の超

音波実験では，降温とともに全ての弾性率は単調に

ハード化する．(C11 – C12)/2 は Γ3 (Eg) に属する歪み

に対応する．一方，C44 モードは，ラマン散乱実験

で観測された立方対称既約表現 Γ5 (T2g) に属する歪

みに対応する．この C44 モードのソフト化は非中心

ラットリングによると結論づけられた．

　また，type-I Ba8Ga16Sn30 ではモードによらない超

音波分散が見られた．デバイ型の緩和に活性エネル

ギー E を持つ熱活性型の緩和時間 τ の温度依存性を

仮定して，相関時間 τ0 = 6.0 × 10-11 s と熱活性ギャ

ップ E = 32 K を得た．この値は比熱で得られたアイ

ンシュタイン振動数と同程度であり，ラマン散乱ス

ペクトルで 20 cm-1 付近に見られる過剰ピークのエ

 

図 3　p 型，n 型 BGS の弾性率の温度依存性．
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度依存性の解析に，活性化ギャップを持つ 2 準位系

BPP モデルを適用してトンネル周波数を見積もると
νT = 478 MHz であり，Eu8Ga16Ge30 のメスバウワー

実験から見積もられたトンネル周波数 450 MHz と

よく一致する．実際，極低温での緩和率は電子 - 格

子相互作用を考慮した緩和率に比べ増強されている

ことから，電子 - 格子相互作用に加え極低温でのト

ンネル状態によるエキストラな寄与が現れたと考え

られる．クラスレート系の比熱係数から見つもられ

る有効質量の増大は極低温における内包原子の量子

トンネル状態と関係していることが示唆される．

・充填スクッテルダイト
　充填スクッテルダイトでは，ニクトゲンのカゴに

内包された希土類原子のラットリングや多極子自由

度の物性への効果が興味深い．本研究では，A02-

001 班の菅原 G や関根 G より試料の提供を受けた．

(1) スクッテルダイトにおける電子 - 格子相互作用

（鈴木・筒井・岩佐）17-19)：ROs4Sb12 の X 線非弾性

散乱により少なくとも 2 種類の電子 - 格子相互作用

を明らかにした．一つは伝導電子とゲストモード間

ネルギーと対応しており，のちに NMR でも同様の

ギャップが観測された．重要なことは超音波分散が

モードによらず現れることであり，強い電子−格子

相互作用に起因することがわかった．

　NMR 実験から得た，オフセンターラットリング

を示す type-I およびオンセンターラットリングを示

す type-VIII Ba8Ga16Sn30 の核スピン格子緩和率 1/T1

を温度で割った 1/T1T の温度依存性を図 4b に示す．

図 4a は緩和率の同位体比であり，測定温度範囲で

四重極緩和に近く，電気的緩和である．type-VIII の

1/T1T は測定温度範囲では温度によらずコリンハ則

を示す．一方，type-I は 10 K 付近にピークを示し，

単純な金属の振る舞いとは異なるだけでなく，中心

型ラットリングとも異なる．また，単純な BPP モ

デル（波線）では緩和率は説明できず，フォノンダ

ンピングおよびソフト化に寄与する電子−格子相互

作用が重要であることが明らかとなった． 

計 画 班 代 表 か ら

図 4　a. NMR 緩和率の同位対比．b. NMR 緩和率温度
依存性．

　超音波測定では，1 K 以下の極低温で弾性率のモ

ードによらずわずかなソフト化がみられる（図 3 挿

入図）．このソフト化の起源として Ba 原子の量子

トンネリング状態が示唆される．図４b に示した

NMR 緩和率は，この温度領域で温度・周波数依存

性を示す．フォノン振動数 ωr = 20 K よりも十分に

低温であるため，熱励起によるラットリングが顕著

とは考えにくく，量子トンネリングと考えるのが妥

当である．一般に，NMR 緩和率の周波数依存は原

子核周りの内部磁場あるいは電場勾配が NMR 周波

数程度で揺動していることを意味する．周波数・温

の相互作用である．2 方位以上のゾーン境界におけ

るゲストモードのスペクトル線幅の増大が観測さ

れ，ゲストモードが最も低い素励起の場合に線幅と

電子比熱係数が相関することを見出した．これは，

重い電子状態に対する結晶場励起とゲストモード励

起の寄与が，それらのエネルギーの大小関係による

ことを示唆する．もう一つは f 電子とゲスト・モー

ドの間の相互作用である．中性子非弾性散乱におい

ても RT4Sb12 (R = Ce, Pr, T = Ru, Os) に共通のゲスト

モードのソフト化を見出した．近藤半導体的な Ce

系と明瞭な結晶場準位を示す Pr 系では，異なる f

電子自由度によってフォノンソフトニング率の差異

が現れるとも考えられる．さらに，RFe4Sb12 におい

て 100 K 以下でモードによらない顕著な超音波分散

を見つけ，混成に関わる結合係数が重要であること

を明らかにした．RFe4Sb12 では，キャリアと相互作

用する低エネルギー光学フォノンと音響フォノンが

重要であると言え，前述の type-I Ba8Ga16Sn30 でも得

られた結果であることから，モードによらない超音

波分散は強い電子 - 格子相互作用を示唆する．

(2) 大振幅非調和振動に誘起された価数揺動 ( 筒井 ) 20, 21)：

重い電子的に振る舞う SmOs4Sb12 では価数揺動も現
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特徴的なフェルミ面に起因する電子 - 格子相互作用

が相対的に顕著になることが示唆され，実験で見出

した非調和モードが説明可能である．

計 画 班 代 表 か ら

れる．X 線非弾性散乱によりラットリングに起因し

たゲストモードと伝導電子との相互作用が価数揺動

を誘起することを明らかにした．価数変化の特性温

度以下で，ゲストモードの線幅が急激に減少し，伝

導電子とゲストモード間の電子 - 格子相互作用が低

温で弱まることが明らかになった．この結果に加え

て，以前に報告した結晶構造や Sm 価数の温度変化

を考慮すると，本研究によって三宅らによって提

案された価数揺動と非調和振動の理論的モデル（S. 

Tanikawa et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 034707.）

が証明され，重い電子状態にはラットリングのみで

はなく，価数揺動状態も関与していることが明らか

となった．加えて，圧力下 X 線吸収実験により価

数における特性温度と重い電子的振舞いの間に相関

があることを見出した．量子臨界点近傍における近

藤温度と電子比熱係数の関係によく似ており，価数

による量子臨界性の可能性を示すものである．

・RB6 の非調和フォノンと磁性・超伝導
　RB6 は，堅固な B6 クラスターの作る立方体の体

心に R イオンが位置する．CeB6 などでは多極子が

逐次相転移する系として注目を集めている．その

一方，R イオンの比較的に大振幅の振動が指摘され

ていたが，直接的な証拠はなかった．本研究では，

A02-001 班伊賀 G により試料提供を受けた．

(1) YB6 の非調和フォノンと超伝導 ( 宇田川・筒井 ) 22, 23)：

YB6 は 7.5 K 以下で超伝導となる．トンネル測定

及び光電子分光の先行研究から強結合超伝導体で，

8 meV の格子振動が重要と報告された．しかし実際

にどのような格子振動が超伝導出現に関与している

のかはわかっていなかった．ラマン散乱により，対

称性は立方晶より低下した正方晶の F4/mmm の可

能性が高く，また温度低下ともにエネルギーが低下

する非調和振動によるラマンピークを見出した．こ

れを確認する X 線非弾性散乱で，Kohn 異常による

と考えられるエネルギーの低下がブリアンゾーン境

界の X 点 (1/2, 0, 0) で見られた．更に低温では非調

和性によるエネルギーの低下も見られた．一方高圧

下のラマン散乱測定の結果，8 ~ 10 GPa で Y の振動

が調和振動に変化することを得た．今後超伝導転移

温度の圧力依存性を測定し，超伝導消失と非調和性

の消失の相関が得られれば，YB6 がゲスト原子の非

調和振動による超伝導体と結論できる．

(2) GdB6, DyB6 の希土類イオン非調和振動と電子 -

格子相互作用（岩佐・筒井・宇田川）  24, 25)：GdB6, 

DyB6 の B6 カゴ中における希土類イオンの非調和大

振幅振動と電子 - 格子相互作用を放射光 X 線と中

性子線の非弾性散乱により研究した．図 5 に示し

た Γ-X 方向の 6 meV 程度の分散関係が R イオン振

動が主要なフォノンである．ゾーン境界 X 点近傍

の縦波モードがソフト化を示す．また Γ-M 方向の

(0.38, 0.38, 0) 近傍のモードでは Kohn 異常と見られ

る分散関係の屈曲などを明らかにした．これらは過

去に報告された軽希土類 RB6 では見られず，前述

の YB6 も含めてイオン半径が小さい希土類イオン

系での特徴である．長谷川ら（宇田川 G）による第

一原理計算では，イオン半径の小さい希土類の場合，

直接的な原子間相互作用が抑制され，金属 RB6 に

図 5　GdB6, DyB6 のゲストモードフォノン分散関係と
X 点縦波モードの温度依存性 25)．

・RT2X20 系化合物
　RT2X20 は空間群 Fd-3m の立方晶 CeCr2Al20 構造を

とり，Frank-Kasper cage と呼ばれる 4 個の X(1) 原

子と 12 個の X(3) 原子からなる X16 カゴに R イオン

が内包された構造とみなせる．R サイトの局所対称

性が Td であるため， Ce, Pr では多極子自由度が関わ

るエキゾチックな基底状態に興味を持たれている．

本研究では，公募班の鬼丸および A02-001 班高畠 G

より試料の提供を受けた．

(1) ラットリング転移 ( 鈴木，藤 ) 9-11, 26, 27)：X = Zn

の系において，X(1) 原子が大きく振動するラット

リングが明らかになってきている．つまりカゴ状格

子を構成すると考えられた Zn が異常な振動をしめ
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す．超音波測定から，PrRu2Zn20, PrIr2Zn20 ではラッ

トリングに起因すると考えられる，モードによら

ない超音波分散を観測し，強い電子 - 格子相互作用
が明らかとなった． PrRu2Zn20, PrOs2Zn20, LaRu2Zn20, 

LaIr2Zn20 では Ts = 150 K ~ 200 K に構造相転移とさ

れる特徴的な異常が現れ，対称性低下の起源に興

味が持たれている．図 6(a) に示す LaIr2Zn20 の La-

NMR スペクトルは，高温でローレンツ型であり，

運動によるスペクトルの先鋭化が明らかとなった．

これは，長谷川ら（宇田川 G）によるバンド計算を

考慮すると，La-Zn(1)-La に垂直な方向の Zn(1) 原子

の運動によると結論づけられた．一方，構造相転移

温度以下では線幅の広がりとともにスペクトルに構

造が現れた．線幅の広がりは四重極相互作用に起因

し，環境の異なる複数の La サイトが現れたと解釈

でき，La サイトの局所的対称性が Td から低下した

ことを意味する．この原因は Zn(1) の displacement 

である．LaRu2Zn20 の La-NMR でも同様にスペクト

ルに不均一な広がりが見られ，基本的には LaIr2Zn20

と同じく La サイトの対称性が低下すると言える．

一方，核スピン格子緩和率 1/T1 は，BPP モデルや

Dahm- 上田の非調和ポテンシャルの準調和近似によ

る 1/T1 では説明できないほど増強されており，強

い電子 - 格子相互作用を示唆する（図 6(b)）．この

強い相互作用がラットリング転移のドライビングフ

ォースとなっていると予想される．

計 画 班 代 表 か ら

(2) f 電 子 結 晶 場 準 位 と 点 群 対 称 性（ 岩 佐 ）28)：

PrIr2Zn20, PrRh2Zn20, PrRu2Zn20 の中性子非弾性散乱に

より，いずれの物質においても明瞭な Pr 4f 2 の結晶

場分裂準位を観測し，non-Kramers 二重項基底状態

を明らかにした．Ir 系での Pr イオンサイトは点群

Td（結晶構造の空間群は Fd-3m）であるが，Rh 系

のスペクトル解析により，電気抵抗から指摘された

構造相転移に伴い，低温側での Pr サイトの点群が

T に低下することを見出した．Ru 系では 138 K で

の構造相転移において立方対称を失い，基底二重項

も分裂すると考えられる．対称性低下は Zn 位置の

変位に起因し，上記ラットリング転移と関連する．
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率の温度依存性 26)．
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「新奇超伝導相の発見と解明」班の研究成果

　当 A3 班の構成メンバーは，石田 ( 京大 )，松田

( 京大 )，神戸 ( 原研 )，佐藤 ( 名大 )，井澤 ( 東工大 )，

古川 ( お茶大 ) の研究グループからなる．以下に主

な研究成果を紹介する．

強磁性超伝導体 UCoGe の研究　( 石田 G，佐藤 G) 1-4)

　強磁性超伝導体 UCoGe ( 強磁性転移温度 TCurie ～

2.5 K，超伝導転移温度 TSC ～ 0.6 K) は 2007 年に発

見された新しい超伝導体である．佐藤 G により良

質な単結晶試料が育成され，基礎物性や低温磁化測

定，中性子散乱実験がなされた．石田 G は NMR 測

定を行った．まず明らかにすべき問題として，強磁

性と超伝導の関係がある．57Co 核の核四重極共鳴

(NQR) の実験から，TSC < T < TCurie の 1 K では強磁

性領域からだけの信号になること，この強磁性から

の信号に超伝導転移の異常が見られることから強磁

性領域で超伝導が起こっていることを示し，強磁性

と超伝導が微視的に共存していることを明らかにし

た．またこの物質ではイジング的な強磁性縦ゆらぎ

を持つこと，超伝導はこの縦ゆらぎが大きな領域で

のみ見られることを示し，強磁性縦ゆらぎと超伝導

の関係を指摘した．

　さらに DC 磁化率の測定から UCoGe には通常の

超伝導体で見られるマイスナー状態や下部臨界磁場

による kink が見られないことから，自己誘導渦糸

A03-001 班代表　石田　憲二　　京都大学大学院理学研究科

(SIV) 状態の可能性も指摘した．SIV 状態は理論研

究から存在が指摘されていたが今まで発見の報告は

なかった．UCoGe は SIV 状態が実現している最初

の超伝導体である可能性もある．

熱伝送率の角度回転による UPt3 のギャップ構造の
決定　( 井澤 G，芳賀・大貫 G) 5)

　重い電子系超伝導体 UPt3 は超伝導の多重相や Pt-

NMR からスピン三重項超伝導状態が指摘されてい

たが，実現している超伝導ギャップ構造は完全に

は同定されていない．今回井澤 G は，原研の大貫・

芳賀 G が作成した UPt3 の単結晶を用い，詳細な熱

伝導率の磁場方向依存性を行いギャップ構造の同定

に努めた．その結果高磁場に現れる C 相において

は a 軸に沿ったノードの存在を示唆する ab 面内で

の二回対称，B，C 相においてフェルミ面の赤道の

上下にノードの存在を示唆する振る舞いも見出し

た．これらのノードの情報と Knight-shift の実験結

果，対称性の議論から，UPt3 のギャップ構造は E1u

の対称性を持つことを示した．

計 画 班 代 表 か ら

図 1：強磁性縦ゆらぎの c 軸方向の磁場依存性と c 軸方向
の磁場に対して超伝導が見られる領域 ( 星印 )．黄色斜線
の超伝導は強磁性縦ゆらぎが大きい磁場領域でのみ見られ
ている．3）

図 2: UPt3 の超伝導相図と今回の実験から指摘される超伝
導ギャップ構造 5）
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人工超格子による重い電子の閉じ込め，及び 2 次
元重い電子超伝導の創出　( 松田 G) 6-8)

　松田 G は，京都大学の寺嶋教授のグループと人

工格子の技術を重い電子系の研究に取り込んだ．具

体的には，三次元重い電子物質 CeIn3 と人工格子

を組み合わせて「重い電子の二次元閉じ込め」と

CeCoIn5/YbCoIn5 による超格子による「Ce 原子の

二次元正方格子 ( 二次元近藤格子 ) における超伝導

の実現」である．前者は，次元による量子臨界点の

制御という概念をもたらし，後者は二次元化による

超強結合超伝導の創出である．研究の動機や研究の

苦労話等は，松田氏によるニュースレター ( 第 4 巻 

第 2 号 通算第 7 号 P20-22) にユーモラスに書かれて

いる．また研究の詳細は固体物理 ( 第 47 巻第 11 号

P69-83) に書かれているので参考いただきたい．ま

たこの研究の波及効果について後述する．

URu2Si2 の「隠れた秩序」における対称性の低下　 

( 松田 G，芳賀・大貫 G) 9-11)

　URu2Si2 における 17.5K の異常の理解は，我々の

分野では四半世紀にわたる難題であり，本新学術領

域研究においても重要な研究課題のひとつとなっ

ている．松田 G の芝内氏は磁気トルクの測定から，

隠れた秩序相において ab 面内の 4 回対称性の破れ

を見出した．さらにサイクロトロン共鳴や他の測定

へと研究を広げている．実験の詳細については芝

内氏のニュースレター ( 第 4 巻 第 1 号 通算第 6 号 

P16-17) と固体物理 ( 第 47 巻第 11 号 P155-164) に詳

しい．また理論との関係については，池田浩章氏に

よる解説 ( 固体物理　第 47 巻第 11 号 P185-194) を

参考頂きたい．

Au-Al-Yb 準結晶物質に見られる量子臨界現象
( 佐藤 G，石田 G) 12) 

　佐藤 G は，北海道大学の石政勉教授のグループ

が作成した Au-Al-Yb による準結晶において，帯磁

率，比熱，NMR の物理量に顕著な磁気量子臨界的

な振る舞いが見られることを見出した．興味深いこ

とにこの臨界現象は磁場に対し大きく抑制されるの

に対し，圧力には強固な性質を持つ．今回発見され

た量子臨界現象は準結晶の持つ構造と Yb 元素に起

因した現象であると考えられる．

　これらとは別に紙面の関係で内容については紹介

できないが，

β -YbAlB4 と YbRh2Si2 の量子臨界点近傍の対照的
な熱電応答 13)

重い電子系物質 USn3 におけるスピンダイナミク
ス 14)

Ce(Ru1-xFex)PO における強磁性量子臨界現象と重い
電子メタ磁性的振る舞い 15,16)

新奇 Fe 系超伝導の磁束格子観測 17)

マルチギャップ超伝導体 Lu2Fe3Si5 における増強さ
れた熱輸送  18)

などの成果も挙げられる．

　今回の我々の班の研究成果と将来展望について個

人的な意見を述べたい．重い電子系の研究は歴史も

あり多くの未解決問題が存在している．今回の研究

で，松田 G は「URu2Si2 の隠れた秩序の問題」，井

澤 G は「UPt3 のギャップ構造の同定」の未解決問

題について解決に向けた大きな手がかりを残した．

今後更なる実験と理論研究との “ すりあわせ ” によ

り解決されることを期待する．また今回の研究によ

り新たな問題や研究対象も生まれた．例えば，(1)

強磁性ゆらぎと超伝導の関係や遍歴強磁性による

スピン三重項の問題，(2) 次元性や構造に起因した

量子臨界現象，(3) 人工超格子によるバルクでは出

来なかった物質の創出や界面での新奇電子状態の探

図 3：Au-Al-Yb 準結晶で見られる量子臨界現象．この振
る舞いは磁場に対して大きく抑制されるが，挿入図に見る
ようには圧力には robust である 12)
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索などが挙げられる．ここで興味深いのは，これら

の問題は重い電子系の問題にとどまらず他の新学術

領域の研究にもリンクする内容であるという点であ

る．(1) はヘリウムの超流動，(2) はスピン系のフラ

ストレーション，(3) はヘリカル超伝導やマヨラナ

粒子の問題に結びついている．このように，重要な

物理の問題を重い電子系を舞台にして研究している

と見ることも出来る．( 重い電子系の特徴は，フェ

ルミエネルギーが小さいので実験室レベルで状態を

変化させることが出来ること，スピン−軌道相互作

用が大きいため異方的な電子状態が作りやすいこと

が挙げられ，最も実験に適した系と個人的には思っ

ているのだが．)　最後に，実験の進歩についても

紹介したい．松田 G は重い電子系に半導体で用い

られる分子線エピタキシー法（MBE）を持ち込み

重い電子の人工格子物質の作製に初めて成功した．

また今回の重要な実験結果は低温での詳細な角度依

存性の測定から得られているが，これは以前の重点

領域研究「強相関電子系の物理」の時には一般的で

なかった実験である．カンチレバーを用いた高精度

の磁気トルクの測定も新しい実験手法である．以前

なかった新しい測定だからこそ，未解決の問題に新

しい結果が得られたのだと思う．

　最後に，A03 班の研究班の分担者と本新学術領域

研究の関係者，特に代表者の上田先生，実質的な事

務仕事を引き受けて下さっていた堀田先生にはこの

場を借りて感謝致します．
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多極子自由度に由来する秩序と揺らぎの研究

はじめに
　A03-002 班は「多極子自由度に由来する秩序と揺

らぎの研究」を課題とし，メンバーは代表：榊原，

分担：吉澤正人（岩手大工），徳永陽（JAEA 先端

基礎研），青木勇二（首都大理工），連携：上床美也

（東大物性研），中辻知（同）である．当班の目的は

多極子自由度による新たな秩序状態や新奇現象を探

索しその機構を解明することである．特に四極子近

藤効果の検証や，さらには多極子秩序の量子臨界点

とその近傍における新奇の重い電子状態や超伝導を

探索することも視野に入れた．以下では主な成果に

ついて振り返ってみたい．

Γ3 基底状態を有する金属化合物の探索
　最も重要な計画の１つは多極子自由度のみを持つ

立方晶 Γ3 基底状態を有する純良な金属化合物の開

発であった．領域発足当時，Γ3 基底状態でかつ低

温まで縮退の残った物質は PrPb3，PrInAg2 と PrMg3

だけであった．このうち後の２つの化合物はホイス

ラー構造のため格子の乱れを起こしやすく，それが

問題を分かりにくくしていた．そこで中辻氏をメン

バーに加えて新物質の開発を目指した．

　 そ の 結 果 見 出 さ れ た の が カ ゴ 状 構 造 を 持 つ

PrT2Al20, (T=Ti,V) である 1)．偶然にもほぼ時を同

じ く し て 公 募 班 の 鬼 丸 ら に よ っ て PrT2Zn20, (T= 

Ru,Rh,Ir) が合成された 2)．これらの化合物の多くは
Γ3 基底状態を持ち，かつ低い温度（2 ～ 0.06 K）で

四極子転移を示す．これは格子の乱れが少ないこと

を意味する．さらに興味深いことに，常圧下で四極

子秩序と共存する超伝導転移が PrIr2Zn20 (Tsc=0.05 K)

や PrRh2Zn20 (Tsc=0.06 K)，PrTi2Al20 (Tsc=0.2 K) におい

て観測された 2-5)．Γ3 基底状態の Pr 化合物で超伝導

を示す系はこれらが初めてであり，多極子が超伝導

機構にどのように関与しているかが注目される．一

方これらの系の四極子転移より上の温度領域におい

て，比熱や電気抵抗，磁化率などに特異な温度依存

性が見出され，四極子近藤効果の可能性も示唆され

A03-002 班代表　榊原　俊郎　　東京大学物性研究所

ている．しかしまだ統一的な理解には至っていない．

なお上記 Pr 化合物以外にも SmT2Al20 系が合成され，

磁場にきわめて鈍感な相転移が青木ら (T=Ti)6) およ

び中辻ら (T=Ti, V, Cr)7) によって見出された．これ

も今後の展開が期待される．

PrTi2Al20 における圧力誘起の重い電子超伝導
　上床らは小型化に成功したキュービックアンビル

セル 8) を用いて，PrTi2Al20 の電気抵抗，交流磁化率

および比熱の測定を行った．その結果，約 7 GPa 以

上で Tsc が急速に上昇し，8.7 GPa で 1.1 K に達する

ことを見出した（図１）．また Tsc での上部臨界磁場

Bc2 の立ち上がりから Bc2(0) が 8.7 GPa で 4.7 T に達

すること，準粒子の有効質量が 106m0 と非常に重い

ことがわかった 9)．一方，四極子転移温度 To の方

ははじめ圧力とともに上昇したのち，7 GPa 以上で

急に下降に転じている．これらの結果からこの圧力

誘起の重い電子超伝導は四極子転移の量子臨界点の

近傍で現れている可能性があり，大変注目される．

充填スクッテルダイトにおける進展
　PrRu4P12 は約 63 K で電荷秩序を伴う十六極子転

移を示し，立方対称性を保ちつつ Pr サイトが一重

図１: PrTi2Al20 の結晶構造と圧力相図 9)

計 画 班 代 表 か ら
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項基底状態（Pr1）と三重項基底状態（Pr2）の 2 種

類に分かれる．このうち Pr2 サイトの比熱に 0.3 K

付近でショットキー異常が現れることが知られてい

たが，その原因は不明であった．青木らは Pr2 の基

底状態を擬スピン 1 と考え，これが超微細相互作用

を通して自身の核スピン（I=5/2）と結合し特異な

複合多重項（Fʼ=7/2, 5/2, 3/2）を形成することを突

き止めた 10)（図２）．このモデルは低温比熱および

磁化の温度磁場依存性を合理的に説明する．結晶固

体中におけるこの様な「4f 電子 - 核スピン複合準位

系」の実現は PrRu4P12 が初めてである．本研究は，

4f 電子と伝導電子，核スピンの三者が結合した新し

いタイプの強相関系を開拓した．

　PrFe4P12 に磁場を [111] 方向に印加した場合，低

温でスカラー型の秩序（A 相）と現時点で秩序変数

が不明な秩序相（B 相）が存在することがわかって

いた．青木らは電子輸送係数の詳細な磁場依存およ

び温度依存の測定により，B 相の高磁場側に新たな

C 相が存在することを見出した 11)．相境界は 17 T

にあり，磁場依存測定で観測されるヒステリシス

から一次転移である．この二つの相の存在により，

H//[111] における Pr イオンの f 電子基底状態が，互

いに拮抗する複数の内部自由度を保持していること

が明らかとなった．

様々な “ 多極子 ” 秩序状態
AmO2 における低温相転移の微視的検証
　AmO2 における相転移の存在は 1975 年の帯磁率

測定から示唆されていたが，中性子散乱やメスバウ

アー分光といった微視的測定手法では相転移が観測

されていなかった．このため不純物相の可能性も含

めその存在そのものが疑われていた．徳永は帯磁率

で異常が報告されていた 8.5 K 付近で，信号強度の

急激な減少とそれに続くスペクトル線幅の急激な増

大を観測し，低温での相転移の存在を微視的測定手

法により初めて確認した 12)．さらに最近，自己損

傷の少ない新しい試料において再実験を行い，低温

の磁気状態が自己損傷に対して非常に敏感であるこ

とが確認された．AmO2 の結晶場基底状態としては

NpO2 と同じ Γ8 基底を取りうることが理論的に提唱

されており，多極子秩序の可能性も示唆されている．

部分成分秩序を示す TbCoGa5 のノンコリニアー型
反強磁性構造の同定
　正方晶 TbCoGa5 は比熱や磁化率測定から，部分

成分秩序に伴う逐次相転移を示すことが知られてい

た 13)．徳永は Ga 核 NMR 実験から磁気秩序相にお

ける Ga サイトの内部磁場の大きさと方向を決定し，

群論的考察によって，これまで中性子散乱や共鳴 X

線散乱等の実験でも同定できていなかった磁気構造

を初めて同定することに成功した 14)．その反強磁性

秩序構造は２つの秩序ベクトルからなるノンコリニ

アー型である．幾何学的なフラストレーションが存

在しないにもかかわらずなぜこのような秩序が出現

するのかが注目される．多極子自由度の競合による

新しいタイプのフラストレーション機構がこの秩序

構造の安定に寄与している可能性が示唆される．

YbCo2Zn20 における磁場誘起多極子秩序
　YbCo2Zn20 は 極 め て 大 き な 電 子 比 熱 係 数（ 約

8 J/mol K2）を持つ重い電子化合物で，約 1 GPa 程

度の圧力で磁気転移が誘起されることから量子臨界

点のごく近傍に位置すると考えられている．榊原ら

は YbCo2Zn20 の常圧下の低温磁化を詳細に調べた結

図 2：PrRu4P12 における電荷秩序と f 電子・核スピン複合多重項の形成
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果，[111] 方向の磁場下約 6 T 以上で新しい秩序相

を見出した 15)．この磁場誘起転移の機構はこの磁場

方向にのみ存在する準位交差によるもので，Γ6-Γ8

の擬六重項基底状態で説明される．その後の詳細な

研究により，磁場誘起相の秩序変数は O2
0 の反強四

極子の可能性が高いことが指摘されている．本研究

は A01-001 班大貫グループとの共同研究である．

Yb2Pt2Pb における隠れた高次多極子秩序
　クラマース二重項系は磁気モーメントの自由度の

みを考えるのが普通であるが，意外にも隠れた多極

子が新奇秩序を引き起こす可能性が見出された．正

方晶 Yb2Pt2Pb は Yb3+ イオンがシャストリー・サザ

ーランド型格子を組む． Yb イオンの結晶場基底状

態はダイマー軸を量子化軸としてほぼ |±7/2〉から

なる二重項で，第一励起準位は 70 K 離れている．

このような特殊な電子状態により，Yb ダイマー軸

方向に強いイジング型磁気異方性を示すことが先行

研究から分かっている 15)．榊原らはこの物質の低温

磁化を詳しく調べ，低温高磁場の II 相と呼ばれる

相では磁化が連続的に増加し 2 次転移で飽和するこ

とがわかった 16)．このような連続的な磁化はイジ

ング的な磁気モーメントでは説明できない．高次多

極子を非対角項に取り込んだ擬スピンによるフロッ

プ現象として II 相が理解できることがわかった 16)．

本研究は A01-001 班大貫グループとの共同研究で

ある

鉄系超伝導と軌道揺らぎ 

　当初の計画にはなかったが，領域発足後，鉄系超

伝導体における軌道ゆらぎの重要性が明らかになっ

た．鉄系超伝導体の超伝導相は構造的秩序や磁気

秩序に隣接し，強相関系で観測される量子臨界点

(QCP) 近傍の超伝導とよく似た相図を有することが

知られている．吉澤らは，鉄系超伝導の典型的物質

で高品質な単結晶が提供されている Ba(Fe1-xCox)2As2

の弾性的性質の研究から超伝導発現機構の解明に

取り組んだ 18)．この物質の横波弾性定数 C66 は構造

相転移に伴い大きな弾性異常を示す．これは電子

的な原因によるもので，Fe の Co 置換により変化す

る．C66 の温度依存性は磁性系の Curie-Weiss 則に対

応する，いわゆる Jahn-Teller 表式によって解析さ

れ，50 K 程度の大きな Jahn-Teller エネルギー (EJT)

を持つことがわかった．これは鉄の 3d 電子と格子

との強固な結合を示唆する．C66 の逆数である弾性

コンプライアンス S66 は磁気的 QCP 近傍における磁

化率と酷似の振る舞いを示し，Tsc と相関関係を持

つ（図 3）．またバンド描像による弾性定数の解析

から，QCP に近づくにつれてバンド幅の縮小，即

ち有効質量の増大現象が観測された．これらの磁気

的 QCP の特徴を再現する実験結果を「構造的量子

臨界現象」と名づけた．鉄系超伝導の弾性異常の解

釈のために提案されている多くの理論の中で，軌道

揺らぎに基盤を置く理論だけが大きな EJT を含めて

実験を無理なく説明している 19)．本研究は構造の揺

らぎとその原因である軌道の揺らぎが超伝導の発現

に関与していることを強く示唆し，超伝導の新しい

発現機構として軌道揺らぎの重要性にスポットライ

トを当てることになった．

図 3：(a) さまざまな Co 濃度試料における弾性コンプライアンス S66 の異常部分の逆数の温度依存性．(b) オーバードープ
領域における Tsc と S66 の相関

計 画 班 代 表 か ら
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終わりに
　 以 上， 当 班 の 主 な 成 果 に つ い て 紹 介 し た．

PrTi2Al20 の圧力誘起の重い電子超伝導が見つかった

ことで，これが本当に四極子転移の量子臨界性によ

るものであれば，当初の大きな目的が達成できたこ

とになる．しかしかなりの高圧が必要なため，超伝

導対称性など精密な議論はまだ難しい．このため，

より低圧力で実現できる系の開発が望まれる．一方，

四極子近藤効果についてはいくつかの状況的証拠が

得られており，今後の理論的解釈を含めた発展を期

待している．これら以外にも多極子や軌道揺らぎに

関して今後の展開に繋がるような多くの知見が得ら

れたと思う．班員をはじめ，関係研究者の方々に感

謝したい．
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A04 理論班の計画研究を振り返って
A04 班代表　堀田　貴嗣　　首都大学東京大学院理工学研究科

　理論班の研究目的は，本新学術領域研究の実験グ

ループの実験結果の解釈はもちろん，場の量子論

的手法や数値計算手法を駆使して，超伝導および

磁性に関する新概念の確立を目指すことであった．

2008 年 8 月 15 日付の計画調書には，「本計画研究

では以下のことを研究期間内に明らかにする．」と

記されている．

(1) 重い電子の形成機構：電子ラットリング相互作

用に起因した重い電子状態の理論的研究．多極子自

由度に関する近藤効果の解明とその実験的検出方法

の提案．

(2) 複雑な系の秩序：複数の自由度が競合する系の

秩序パラメータの解明．

(3) 重い電子系のエキゾチック磁性：多極子秩序や

スピン・電荷・軌道秩序の現象論および微視的理論

による理解．また，多極子秩序相近傍の量子臨界物

性の解明．

(4) 重い電子系の超伝導：多極子揺らぎや電子ラッ

トリング相互作用による新奇な超伝導の解明．空間

反転対称性のない系における超伝導特性の解明．

(5) 重い電子系の量子輸送現象：軌道自由度のある

強相関電子系の輸送係数の計算と重い電子系の輸送

実験結果の理解．電子ラットリング系の熱電効果の

理論．

(6) 量子多体系の新しい計算手法：新しい連続時間

モンテカルロ法の開発と有効不純物問題への適用．

密度行列繰り込み群法に基づく計算手法と動的物理

量の計算スキームの開発．

　これらの項目について，順を追って振り返ってみ

たい．まず，(1) に関して，上田や堀田らを中心に，

公募研究の服部一匡氏も共同で，カゴ状物質におい

てラットリングと呼ばれる内包イオンの非調和振動

が関与する近藤効果の研究が進んだ．振動の自由度

を考えることにより，自動的に 2 つ以上の部分波が

関与することになり，局在スピンを遮蔽する伝導電

子のチャンネルは複数となる．フォノンを伴う混成

と伴わない混成が拮抗するとき 2 チャンネル近藤効

果が実現する 1-3)．振動する磁性イオンの近藤効果

の基底状態を数値繰り込み群の手法を用いて解析し

た結果をまとめたものが図 1 である 4)．局在軌道の

クーロン斥力 U が大きい場合は磁気モーメントが

発生するが，それは基底状態で s 部分波，およびフォ

ノンを伴う p 波の部分波によって遮蔽され，両者が

拮抗するとき非フェルミ液体の 2 チャンネル近藤効

果の不安定固定点が実現する．この分岐は弱結合領

域まで連続的に存在し基底状態の 2 つの相の間の境

界をなしている．2 つの基底状態はパリティの違い

によって特徴づけられる．弱結合領域の近藤効果は

磁気モーメントではなく電気双極子モーメントの近

藤効果および 2 チャンネル近藤効果として特徴づけ

られることが明らかになった．

　三宅らは，新しい電荷近藤効果の理論を展開した．

具体的には，主量子数の大きい電子配置をとるイオ

ンでは電子間クーロン相互作用によるペアホッピン

グ項が局所クーロン斥力に比べて無視できず，その

項の多体効果によって電荷近藤効果が生じることを

数値繰り込み群の方法で示した．また，電荷近藤効

果とスピン近藤効果を示す領域の境界で新しいタイ

プの非フェルミ液体状態が存在することがわかっ

た 5)．

　川上らは，フラストレーションの強い電子系にお

計 画 班 代 表 か ら

図 1 金属中で振動する磁性イオンの近藤効果 4)．
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いて，モット転移近傍の金属相に重い電子が形成さ

れることを，三角格子およびカゴメ格子ハバード模

型にクラスタ動的平均場理論を適用して示した 6)．

　小形らは，軌道自由度をもつ強相関系である

Ca2–xSrxRuO4 の電子状態解析を行った．具体的には，

x=0.5 近傍の重い電子的挙動の起源を理解するため，

x<1.5 で誘起される RuO6 8 面体歪みの 1 種である

rotation の効果を Ru の 4d 軌道と O の 2p 軌道の波

動関数の重なり積分の変化として考慮した，Ru の

t2g 軌道からなるハバード模型を用いて研究を行っ

た 7)．その結果，この系の重い電子が，全軌道が絶

縁体になるモット絶縁体への臨界性として有効質量

を増大させる dxz・dyz 軌道と，複数のモードのスピ

ン揺らぎの増大による臨界的な電子・正孔散乱とし

て有効質量を増大させる dxy 軌道によることを明ら

かにした．

　(2) については，トポロジカル相との関連で研究

が進んだ．整数スピンの 1 次元量子反強磁性体や 1

次元近藤格子系などにおいて，ハルデン相と呼ばれ

るギャップを持つ相が存在することが知られている

が，押川らは，そのハルデン相を保護する対称性を

明らかにした．これらの対称性によるハルデン相の

保護は，物理的にはそれぞれ別の機構によって解釈

できるが，それら全てのケースがエンタングルメン

トスペクトルの 2 重縮退によって特徴づけられるこ

とも示した 8,9)．重い電子そのものの秩序にまでは

研究が至らなかったが，複雑な相を特徴付けるトポ

ロジカル量の概念の確立に貢献することができた．

　(3) については，多極子秩序の理解が進んだこと

が大きい．楠瀬と倉本は，マックスウェル方程式を

満たす物理的な電気・磁気多極子と通常用いられる

等価演算子との関係を明らかにし，等価演算子法を

一般の多極子に拡張することに成功した．楠瀬は，

A01-001 班の播磨氏と共同で，隠れた秩序の代表物

質 URu2Si2 の有力な秩序変数とその帰結としての物

性，および，秩序下での超伝導対称性について詳細

に考察し，実験結果の合理的説明を与えた 10,11)．

　倉本らは，非クラマース 2 重項を結晶場基底状態

にもつ近藤格子を，連続時間量子モンテカルロ (CT-

QMC) 法と動的平均場理論 (DMFT) を組み合わせて

研究し，新しいタイプの秩序状態を見出した 12)．モ

デルとして，伝導帯が非クラマース 2 重項に対応し

て軌道縮退しており，サイトあたり 1 個の伝導電子
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があるものをとる．この場合，時間反転対称性は破

れているが，磁気モーメントのない秩序が発生する

ことを見出した．この秩序では，局在電子の擬スピ

ン ( 軌道モーメント ) と伝導電子の擬スピンの内積

が 2 つの軌道で異なる．これは遍歴 8 極子の秩序変

数に対応する．この複合秩序は隠れた秩序の候補に

なる．さらに，この複合秩序は，伝導電子の軌道モー

メントの奇振動数秩序に対応している．本結果は複

合秩序と奇振動秩序の関係を具体的に示したもので

ある．

　また，倉本らは，偶数電子の結晶場状態を持つ一

般化近藤格子の新しい秩序状態に関して，CT-QMC

法と DMFT を組み合わせて，PrFe4P12 のスカラー秩

序の微視的理解を達成した．具体的には，結晶場 1

重項と近藤 1 重項のサイトが交替的に整列したモデ

ルを提案し，静的・動的物理量が実験結果と定性的

に対応することを示した 13)．上記の交替秩序の転移

点以下で，急速に重い電子のエネルギーバンドが形

成されることを見出した．これは，通常の近藤格子

の重いバンド形成が電子秩序とは関係なく徐々に生

じることと対照的である．

　三宅は，公募研究の渡辺真仁氏と共同で，新しい

量子臨界性の研究を進めた．局在 f 電子と伝導電子

のクーロン相互作用 Ufc を含む拡張周期アンダーソ

ンモデルは f 電子の価数転移の臨界点の存在を内包

するが，臨界温度がゼロの近傍で新しいクラスの量

子臨界性を示すことを，スレーブボゾンの平均場

により局所相関を取り込んだ上で価数揺らぎに関

するモード結合理論に基づいて示した 14)．これは，
β-YbAlB4 や YbRh2Si2 などで観測されていた反強磁

性量子臨界点の振る舞いとは異なる量子臨界性を統

一的に説明できる理論であり，当該分野のブレーク

スルーと云える．

　さらに，三宅らは，Kondo-Yosida 1 重項と f 2 の

結晶場 1 重項との競合により生じる量子臨界点近傍

では磁場に鈍感な非フェルミ液体状態が存在するこ

とを，正方対称をもつ 2 軌道アンダーソンモデルに

対する数値繰り込み群の方法により示した 15)．これ

は，UBe13 において観測された比熱係数の対数的温

度依存性が磁場に鈍感な事実を理解するための出発

点となり得る成果である．

　(4) について，川上らは，公募研究の藤本聡氏と

共同研究で，空間反転対称性の欠如した超伝導体
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CeRhSi3 や CeIrSi3 の上部臨界磁場の異常なふるま

いの起源を，反強磁性量子臨界点近傍での量子ゆら

ぎに基づき明らかにした 16)．

　三宅は，渡辺氏と共同で，CeRhIn5 に加圧したと

きに P=2.35 GPa 近傍で生じる dHvA 振動の周期の

変化 ( フェルミ面の変化 ) を，Ce の価数の急激な

クロスオーバーに伴い反強磁性が消失することで起

こることを説明した．具体的には，f-c クーロン相

互作用 Ufc を含む拡張周期アンダーソンモデルにス

レーブボゾン近似を適用し，反強磁性磁化に関する

平均場近似の範囲で示した 17)．

　堀田は，β パイロクロア酸化物を念頭において，

電子・ラットリング系の超伝導を研究した．その結

果，非調和性の増大によってゲストイオンに対する

ポテンシャルの底が平らで幅が広くなると，系が弱

結合から強結合状態に移り変わり，質量増強因子が

増大するとともに超伝導転移温度が上昇することを

見出した 18)．

　2007 年に発見された鉄系超伝導体は，複数フェ

ルミ面をもつ超伝導という意味で，重い電子系との

接点があり，本新学術領域研究でも，紺谷を中心に

理論研究が進んだ．鉄系超伝導体は d 電子の 5 軌道

2 次元系であり，3 次元系である重い電子系よりも

理論解析が容易であるという利点がある．ゆえに，

鉄系超伝導体の研究は，重い電子系における多重極

秩序 ( 揺らぎ ) を理解する上で貴重な知見をもたら

すものと期待できる．特に，鉄系超伝導体の正常状

態において，軌道揺らぎ ( 電荷 4 重極揺らぎ ) の重

要性を示唆する実験が相次いで報告された．これら

はクーロン相互作用 U の乱雑位相近似 (RPA) では

理解できない．紺谷らは，電子格子相互作用によ

り 4 重極相互作用 g が生じることを見出し，軌道揺

らぎの発現を議論した 19)．得られた U-g 状態相図

を図 2 に示す．また，軌道揺らぎにより発現が期待

される符号反転のない s 波超伝導状態 (s++ 波状態）

の不純物効果や中性子散乱も議論した 20)．

　(5) に関しては，重い電子系の輸送係数の計算に

までは研究が至らなかったが，一定の進展があった．

三宅は，服部氏と共同で，2 不純物アンダーソンモ

デルの Kondo-Yosida 1 重項と RKKY 1 重項との競

合により生じる量子臨界点の近傍において，磁化率

や比熱係数のみならず，f 電子の価数感受率が発散

的に増大することを数値繰り込み群の方法を用いて

示した 21)．これは，いくつかの重い電子化合物の加

圧下で反強磁性転移温度 TN と近藤温度 TK が一致す

る圧力付近で残留抵抗が顕著なピーク構造を示す実

験的事実を定性的に説明する．

　また，輸送現象を考える上で，保存則を満たすよ

うにバーテックス補正を考慮することが重要になっ

てくるが，鉄系超伝導体を舞台に，多軌道系におけ

るバーテックス補正の研究に重要な進展があった．

紺谷らは，平均場近似を超えた多体効果であるバー

テックス補正によって軌道揺らぎが出現する機構を

見出した 22)．

　一方，楠瀬は，局所バーテックス近似により，パ

ウリ原理を満たす自己無撞着な 2 体揺らぎの微視的

な数値手法を開発し，中相関領域まで有効な近似で

あることを確認した．また，量子臨界点近傍で現象

論的 SCR 理論を再現することを示した 23)．

　(6) に関して，柴田らは，長距離相互作用のある

電子系の数値計算の精度を向上させるために，エネ

ルギースケールを空間的に変化させ，フェルミ面近

傍の電子状態を稠密にするとともに，端の状態をバ

ルクの部分とエネルギー的に分離する新しい計算方

法を考案した 24)．この方法は，並進対称な波動関数

を端のあるハミルトニアンから求める方法を応用し

たもので，エネルギースケールを空間的に変化させ

ているにも関わらず，化学ポテンシャルを適切に与

えることで一様周期系の並進対称な波動関数を得る

ことができる．これにより，サイズ効果と境界の効

果を同時に消去し，従来の方法では困難であった有

限サイズの影響を受けていない電荷やスピンの感受

率等の外場に対する正しい応答関数の計算が可能と

なった 25)．
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　楠瀬と倉本は，公募研究の大槻純也氏と共同で，

CT-QMC 法を拡張発展させ，DMFT と組み合わせて，

近藤格子模型 ( 置換希釈系を含む ) の相図 ( 図 3)，

特に 1/4 フィリングに現れる電荷秩序相の存在を明

らかにした．また，温度依存性を詳細に検討し，準

粒子形成による小さなフェルミ面から大きなフェル

ミ面への発達を明瞭に示した 26)．

　これまで，当初計画に基づいて，理論班の研究成

果を紹介してきた．ページ数の関係で全ての成果を

記すことはできなかったが，当初計画は概ね実行さ

れたと考えている．しかし，先に述べたとおり，(5)

の重い電子系の輸送現象の研究への取り組みが遅れ

たように思われる．この点は心残りである．

　今後について，個人的には (5) とも関連して，電子・

ラットリング系の熱電効果の理論研究が面白い問題

であると考えている．また，ウラン系の超伝導の理

解は残された課題であり，ネプツニウム系やプルト

ニウム系の超伝導と合わせて，微視的観点からの研

究が待ち望まれている．さらに，量子臨界現象と関

連して，今後，多極子秩序相近傍の超伝導にも研究

の手がのびていくことを期待している．
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局所的な空間反転対称性がない超伝導
　柳瀬　陽一　　新潟大学理学部　

はじめに
　Bauer らによる CePt3Si の超伝導の発見以来，空

間反転対称性がない系で起こる超伝導の研究が，重

い電子系のみならず様々な物質系を舞台として行わ

れてきた 1)．現在，我々はその発展である「局所的

な空間反転対称性がない超伝導」の研究を行ってい

る．2 年前に開始したばかりのこの研究について馴

染みがない方も多いと思うので，本稿ではその基礎

的な考え方についてなるべく平易な解説をしたい．

空間反転対称性がない系のスピン軌道相互作用
　空間反転対称性がない系では反対称スピン軌道相

互作用がバンド構造のスピン分裂を引き起こし，磁

性・超伝導・輸送現象など様々な物性に興味深い特

徴を与える．反対称スピン軌道相互作用の起源に対

しては広く浸透した誤解もあったようだが，実際に

は原子内部のスピン軌道相互作用（LS 結合）と電

子波動関数のパリティ混成の相乗効果がその起源で

ある 2, 3)．

　ここで少し考えてみれば分かることだが，パリテ

ィ混成自体は決して珍しいものではなく，反転中心

となっていない原子では必ず起こるものである．そ

して，原子が反転中心になっていなくても，結晶全

体として空間反転対称性を持つ結晶構造はいくらで

もある．そのような「局所的な空間反転対称性がな

い系」にも興味深い物性が現れるのだろうか？この

疑問が我々の研究の出発点である．

　なお，局所的な空間反転対称性がない結晶構造を

持つ物質には数多くの興味深い例がある．その代表

例はダイヤモンドやグラフェンであろう．また，多

層型高温超伝導体 4) や，最近の注目を集める重い電

子系の人工超格子 CeCoIn5/YbCoIn5
5) もその例であ

る．他にも，鉄系高温超伝導体，スピン三重項超伝

導体である UPt3 や UBe13，重い電子系の 1-2-10 系

や 1-2-20 系，パイロクロア酸化物超伝導体 AOs2O6

など現在の注目を集める具体例には事欠かない．

　

局所的な空間反転対称性がない系の電子状態
　まずは電子状態について述べよう．ここでは簡単

かつ興味深い具体例として多層型の結晶構造を考え

る．上に挙げた物質の中では銅酸化物高温超伝導体

と人工超格子 CeCoIn5/YbCoIn5 がそれに該当する．

もちろん他にも無数の具体例がある．これらには 2

層系，3 層系，4 層系，5 層系 ..... と様々な構造があ

り，人工超格子 CeCoIn5/YbCoIn5 では層数を自在に

コントロールすることもできる．ここでは最も簡単

な 2 層系を考えよう．結晶構造の概念図（図 1）か

ら分かるように，系全体としては空間反転対称性が

あるものの，上層・下層ともに c 軸方向の局所的な

鏡映対称性を持たない．つまり，局所的な空間反転

対称性がない系である．

　このような系では，それぞれの層にラシュバ型ス

ピン軌道相互作用が現れる．しかし，その結合定数

は上層と下層で逆符号になる（図 2）．言いかえる

ならば，一様なラシュバ型スピン軌道相互作用は存

図 1　2 層系の結晶構造の概念図．系全体として空
間反転対称性があるが，上層・下層ともに，c 軸方
向の局所的な鏡映対称性が破れている．

在しないが，その代わりにスタッガードなラシュ

バ型スピン軌道相互作用が現れる．（このような単

純化は軌道自由度が残らない系を考える際に許され

る 2, 3)．）これに加えて層間ホッピングを考慮したも

のが局所的な空間反転対称性がない多層系のミニマ

ルモデルである 6)．

　このミニマルモデルの電子状態を考えると，状況

をよく理解することができる．そのためには，まず

2 つの極限を考えるとよい．一つはスピン軌道相互

作用がない極限である．この場合はこれまでよく調

べられてきた 2 層系のモデルと等価になり，結合軌
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道バンドと反結合軌道バンドの 2 バンド系になる．

もちろん，両者ともにスピン自由度により 2 重縮退

している．もう一つの興味深い極限は，層間ホッピ

ングがない極限である．この場合，2 つの層が完全

に独立になり，空間反転対称性を持たない系が 2 つ

あるとみなすことができる．ただし，系全体で空間

反転対称性が保存されていることによる要請とし

て，この場合もバンド構造に 2 重縮退が残る．その

ときのフェルミ面の概念図を図 3 に示した．それぞ

れの層においてラシュバ型スピン軌道相互作用によ

るスピン分裂が起こっているが，上層の上向き（下

向き）スピン状態は下層の下向き（上向き）スピン

状態と縮退している．これをバンド構造の言葉で表

現すると，上層の正の（負の）カイラリティーを持

つバンドと下層の負の（正の）カイラリティーを持

つバンドがそれぞれ縮退していることになる．強調

しておくと，この縮退は単なるスピン自由度による

ものではなく，2 層の自由度に由来するものである．

　もちろん，現実には層間ホッピング t ⊥とラシュ

バ型スピン軌道相互作用 α の両方が存在する．この

2 つのパラメーターを変化させると，上で議論した

両極限を連続的につなぐことが出来る．つまり，ラ

シュバ型スピン軌道相互作用の増加に伴って空間反

転対称性がある系の結合・反結合軌道から空間反転

対称性がない系に特有の電子状態へとクロスオーバ

ーする．その時，両極限でバンド構造はそれほど変

わらないことに注意してほしい．局所的な空間反転

対称性がない系の振る舞いはバンド構造を見ている

だけでは分からないので，その波動関数を見ないと

いけない 6)．

局所的な空間反転対称性がない系の超伝導
　さて，このような「局所的な空間反転対称性がな

い系」の超伝導を考えよう．そこでは「空間反転対

称性がない超伝導」と同様にクーパー対のパリティ

混成が起こる．ただし，反対称スピン軌道相互作用

の非一様性を反映して，偶パリティ成分と奇パリテ

ィ成分の一方が非一様になる．例として 2 層系超伝

導体の秩序変数を図 2 に示した．２つの可能性があ

り，Case (A) では偶パリティのスピン一重項成分 ψ

が空間的に一様であり，奇パリティのスピン三重項

成分 d は層間で逆符号を取る．一方，Case (B) では

スピン一重項成分が層間で逆符号になる．このよう

に，「局所的な空間反転対称性がない超伝導」では

強的な（反強的な）スピン一重項超伝導と反強的な

（強的な）スピン三重項超伝導が混成する．

　次に，このような超伝導体の基本的な性質を紹介

しよう．クーパー対のパリティ混成に伴う 2 ギャッ

プ構造については文献 6 を参照されたい．ここでは

超伝導状態の磁化率について議論する．まず，スピ

ン軌道相互作用がないとき（α=0），Case (A) では磁

化率がゼロになり，Case (B) では磁化率が正常状態

と同じ値を持つ．これらは空間反転対称性がある系

で通常期待される結果である．次に，スピン軌道相

互作用が層間ホッピングと比べて十分に大きい場

合 (α >> t ⊥ )，超伝導秩序変数の構造によらず，磁

化率は正常状態と同じ値を持つ．これは，ラシュバ

型の空間反転対称性がない超伝導体と全く同じ振る

舞いである 1)．両極限は連続的に移り変わり，その

クロスオーバーは α ~ t ⊥となるあたりで起こる．こ

のように，スピン軌道相互作用の増加に伴い，超伝

導状態も「空間反転対称性がある超伝導」から「空

間反転対称性がない超伝導」へとクロスオーバーす

る．ここでは簡単のために 2 層系のみを議論したが，

3 層以上の系でも同様の状況が見られる 6)．

　これらの結果をまとめると以下のようになる．

①　空間的に非一様な反対称スピン軌道相互作用が

現れる．

ト ピ ッ ク ス

図 2　2 層系のスピン軌道相互作用と超伝導秩序変数．
各層にラシュバ型スピン軌道相互作用が現れ，その符号
が層間で反転する．図の右側では超伝導秩序変数のスピ
ン一重項成分およびスピン三重項成分を示している．

 
図 3　2 層系のフェルミ面の概念図．ここでは，層間
ホッピングが弱い極限を考え，各層でスピン分裂した
フェルミ面を描いている．点線は，層間ホッピングで
結合するフェルミ面の組み合わせを示している．
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②　強的な（反強的な）スピン一重項超伝導と反強

的な（強的な）スピン三重項超伝導が混成する．

③　反対称スピン軌道相互作用の大きさがバンド構

造のあるエネルギースケール（多層系の例では t ⊥）

と同程度あるいはそれより大きい場合には，物性に

大きな影響が現れる．

　③で述べたことは特に重要である．例えば，ダイ

ヤモンドやグラフェンのようにシンプルな結晶構造

を持つ系では，バンド構造に小さなエネルギースケ

ールが現れないので，③に示した状況を実現するこ

とは難しいだろう．一方，擬 2 次元的な多層系には

層間ホッピングという小さなエネルギースケールが

あるため，系全体としては空間反転対称性があって

もその局所的な破れが物性に影響しうるのである．

このように，「局所的な空間反転対称性がない超伝

導」という概念が意味を持つためには一定の条件を

満たす必要がある．そのためにはスピン軌道相互作

用が大きいことも重要なので，5d, 6p, 4f, 5f 電子系

が有望な物質になるだろう．

　ここでは簡単な例としてシンプルな多層系を考え

たが，実を言うと，これはそれほど都合がよい系で

はない．例えば，電荷インバランスや有効質量イン

バランスがある系７)，Non-symmorphic な結晶構造を

持つ系，などではより容易に（スピン軌道相互作用

が小さくても）局所的な空間反転対称性の破れの影

響が見える．その具体例と期待されるのが SrPtAs ８)

である．これらの知見に基づいて，物質探索の指針

についても今後議論していく予定である．

エキゾチック超伝導
　前章で述べた「空間反転対称性がある超伝導」か

ら「空間反転対称性がない超伝導」へのクロスオー

バー領域は，局所的な空間反転対称性がない系に特

有の超伝導状態である．そこでは何らかの新奇な現

象が起こるだろうか？

　この点について，我々は磁場中で安定になるエキ

ゾチックな超伝導相を幾つか発見した．多層系では，

c 軸磁場中でペア密度波相 9) が，面内磁場中で複素

ストライプ相 10) が安定になる．ペア密度波相は，

凝縮エネルギーの大部分がスピン一重項成分による

にもかかわらず，（ジョセフソン効果等で）空間的

に平均化して見ると非ユニタリースピン三重項超伝

導に見えるという風変わりな超伝導相である．一方，

複素ストライプ相は FFLO 相の一種で，FF 相と LO

相のクロスオーバーを実現したものである．

　これらのエキゾチック超伝導相を実現するため

には，常磁性対破壊効果が大きい重い電子系を考

えるのが有望である．その典型例である CeCoIn5/

YbCoIn5 の人工超格子において，磁場下での興味深

い超伝導相を示唆する実験結果が得られている 11)．

この人工超格子の超伝導状態は今後も興味深い研究

対象になるだろう．

おわりに 

　本稿では我々が 2 年前に始めた「局所的な空間反

転対称性がない超伝導」の基礎的な部分について紹

介した．未だよちよち歩きの段階であることも否め

ない研究だが，その分，今後の伸び代があると考え

ることもできるだろう．今後なによりも重要なのは，

具体例を積み重ねることでこれを確固たる概念へと

成長させることである．同時に「局所的な空間反転

対称性がない磁性・多極子」への展開にも是非取り

組みたい．

　ここで紹介した研究成果は，吉田智大，丸山大輔

（ともに新潟大学），Manfred Sigrist（スイス連邦工

科大学）の各氏との共同研究です．

参考文献
1) "Non-centrosymmetric Superconductors: Introduction 

and Overview" (Springer, 2012).

2) 柳 瀬 陽 一 , 播 磨 尚 朝： 固 体 物 理 (2011) Vol.46, 

No.6, 1-10.

3) 柳 瀬 陽 一 , 播 磨 尚 朝： 固 体 物 理 (2012) Vol.47, 

No.3, 1-11.

4) H. Mukuda et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 81 (2012) 011008.

5) Y. Mizukami et al.: Nat. Phys. 7 (2011) 849.

6) D. Maruyama, M. Sigrist, and Y. Yanase: J. Phys. Soc. 

Jpn. 81 (2012) 034702.

7) D. Maruyama, M. Sigrist, and Y. Yanase: Submitted to 

J. Phys. Soc. Jpn.

8) Y. Nishikubo et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) 

055002.

9) T. Yoshida, M. Sigrist, and Y. Yanase: Phys. Rev. B 86 

(2012) 134514.

10) T. Yoshida, M. Sigrist, and Y. Yanase: in preparation.

11) S. K. Goh et al.: Phys. Rev. Lett. 109 (2012) 157006.



- 38 -

ト ピ ッ ク ス

ウラン化合物の圧力誘起相転移の研究
　立岩　尚之　　日本原子力研究開発機構

はじめに
　平成 23 年度から 24 年度の二年間，公募研究とし

て採択して頂きました．本稿ではウラン化合物の高

圧研究の背景や，圧力セルの開発，さらに最近の研

究例を二つ紹介します．

ウラン 5f 電子系の圧力応答
　希土類・アクチノイド系の高圧研究は過去盛んに

行われた．セリウム化合物 4f 1 電子系の場合，磁気

転移温度の圧力効果は，「ドニアックの相図」で定

性的に理解され，磁気臨界圧力近傍で超伝導が現れ

る．これに対して，URu2Si2, UGe2 を始めとする多

くのウラン化合物は圧力を加えると，一次相転移が

誘起され，電子基底状態が切り替わり，超伝導が出

現・消滅する例が多い．UGe2 の強磁性のような 5f

電子の長距離秩序と超伝導の共存が見られるのもウ

ラン特有なものである．ウランイオンの価数不安定

性（5f 2 or 5f 3），多軌道性，大きなスピン軌道相互

作用などが，4f 電子系と異なる多彩な物理を生み出

す原因と思われる．Ce，Yb 系では，「量子臨界」/「価

数ゆらぎ」など，物性を特徴付けるキーワード（?）

がある．一方，ウラン系の物性は多彩で容易ではな

い．しかし，その背後には単純な原理原則があるは

ずで，これが反映した現象を明らかにすることが要

求される．ウラン化合物の高圧実験の目的は，圧力

誘起型の基底状態スイッチング機構と，新奇な秩序

状態の出現／消失に対する 5f 電子の役割を解明す

ることであり，そのために必要となる高圧発生装置

の開発と物性測定の拡張化を行うことが，実験研究

者の役割である．

　

各種圧力セルの開発
　一般的に，ウラン化合物の 5f 電子状態の圧力効

果は，4f 電子系と比較して小さいため 1)，より高い

圧力の発生が必要となる．当研究グループでは，ピ

ストンシリンダー型，ブリッジマン型，ダイヤモン

ドアンビル型圧力セルが準備されており，高圧下電

気抵抗／交流比熱／磁化／ X 線測定を通して研究

を行っている．本公募研究では，高圧下磁化測定を

目的としたセラミックアンビルセルを考案し，ニュ

ースレターで紹介した 2,3)．昨年度，10 GPa 以上の

超高圧下領域へと測定が拡張された．また，最近，

低温におけるバックグラウンドの低減化／測定精度

の向上に目処がついた．さらに，試料空間の大きな

ブリッジマン型セルの開発に一番多くお金と時間を

使ったが，こちらについてはようやく目処が着いた

段階である．この過程で，「高圧地球科学」の分野

から多くを学んだ．

URu2Si2 の異常な電気抵抗と超伝導
　ウラン化合物 URu2Si2 の「隠れた秩序」に関する

研究は，この新学術領域でも盛んに行われた．先端

基礎研究センター／アクチノイド物質開発研究グル

ープでは，超純良単結晶試料が育成され，領域内の

研究者に提供された．また，当グループでは，物性

の試料依存が徹底的に調べられた．超純良単結晶試

料を用いた研究から，「隠れた秩序」相では電気抵

抗は温度のほぼ 1.5 乗に近い振舞 （ρ ∝ T1.5）を示す

図 1 URu2Si2 における α1/α2 と超伝導転移温度 Tsc の関係．
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ことが明らかにされた 4,5)．これは，通常の電子散

乱では見られない異常な振舞である．「隠れた秩序」

の四極子秩序を仮定すると，異方的な冪が理論的に

予測されたが 6)，実験的には等方的である．つぎに，

電気抵抗率 ρ を ρ = ρ0 + α1T + α2T
2（式 (1)）と表し

て実験データを再び解析した．これは銅酸化物超伝

導体や有機伝導体の研究：特に電気伝導の角度依存

を議論する際に導入されたもので 7)，二つの散乱過

程が仮定されている．URu2Si2 の場合，経験式に過

ぎないが，抵抗を分離させる形式となっており，異

常な電気抵抗と他の物理量との相関が明らかになる

ことを期待した．図１に「隠れた秩序」相のデー

タを解析して得られた結果を示す．図中の点線は
α1/α2 = a(Tsc)

δ1 という関係式でフィットした結果で，

Tsc と α1/α2 の間に線形関係（α1/α2 ∝ Tsc）が成り立

つことが明らかとなった（α = 3.10 ± 0.12,  δ1 = 1.04 

± 0.17）．α2 はほとんど圧力に依存しないので，電

気抵抗率の一次の項の係数 α1 と超伝導転移温度 Tsc

がほぼ比例関係にあり，「隠れた秩序」の異常な電

子散乱と超伝導は大変密接な相関があることが示唆

された．UPt3，UGe2，UPd2Al3 などウランの超伝導

物質の場合，電気抵抗は低温で奇麗な T2 則を示す

のが普通であり，Ce,Yb 化合物で議論される「非従

来型超伝導と量子臨界性」という枠組みでは必ずし

も理解できないと考えていただけに，本結果は少々

意外に感じた．また，最近，銅酸化物超伝導体や有

機物超伝導体，鉄ヒ素系超伝導物質でも，電気抵抗

率の一次の項の係数 α1 と Tsc の間に線形関係が成立

することが明らかにされている 8)，これらの系では，

「擬ギャップ相」を始めとして，起源のわからない

状態が報告されており，STM 実験などで，「隠れた

秩序」相と同様「電子状態の回転対称性の破れ」が

観測されたことは興味深い．

ウランダイカルコゲナイドの高圧研究
　半導体に遷移金属をドープした磁性半導体を始め

として，伝導キャリアの少ない電子系の磁性と電気

伝導は，基礎，応用の両面から長年にわたり研究さ

れてきた．「重い電子系」では CeSb を始めとする

セリウムモノプニクタイドの研究を挙げられる．特

異なバンド構造と，4f 電子と伝導電子の混成効果

の相乗効果で現れる異常磁性についての研究は，か

つて学会のトピックスの一つであった．私達は，大

きな軌道角運動量及びスピン軌道相互作用で特徴付

けられるウランイオンを，伝導キャリアの希薄な系

に置いたとき，5f 電子系を特徴付ける現象が現れ

ることを期待し，ウランダイカルコゲナイド化合物

UTS (T: S, Se,Te) について研究を始めた 9)．β-US2 は

狭いバンドギャップ（～ 90 K）をもつ半導体であり，

USeS, UTeS はそれぞれ 24, 98 K の転移温度を持つ

強磁性半金属である．この系は大きな負の磁気抵抗

効果が特徴的で，β-US2 の場合，7 T で 6 桁にも及び，

マンガン酸化物と同程度である．

　この系の高圧研究の結果を簡単に概観する．圧力

を加えるとバンドの重なり合いが増加し，電気抵

抗の値は減少してゆき，USeS, UTeS の強磁性転移

温度は，加圧と共に増大する．また，β-US2 は常圧

では非磁性で，少し圧力（～ 0.7 GPa）を加えると，

弱い強磁性状態が誘起される．圧力誘起相は，単重

項基底状態と励起状態が混じり合い，磁性が誘起さ

れ る “Induced moment ferromagnetism” で 理 解 さ れ，

分子場モデルで半定量的に説明されることが明らか

にされた 10)．さらに β-US2 について，より高い圧力

まで研究を進めたところ，5 GPa 前後で，絶縁体か

ら金属に転移し，自発磁化 μ0 の大きさが急激に増

大しする．この結果を図 2 に示す．この系は，伝導

ト ピ ッ ク ス

図 2 β-US2 の 2 K における自発磁化 μ0 と電気抵抗 ρ の圧力

依存．
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キャリアの濃度で磁性状態が決定されるよう見え

る．β-US2 の 6 GPa における磁気転移温度と電気抵

抗の値は常圧の USeS に相当する．

　私達が想定する相図を図 3 に示す．横軸はキャリ

ア濃度，圧力で，縦軸は温度である．キャリア濃度

が小さいところでは，系は非磁性基底状態で，加圧

すると弱い強磁性状態（Weak FM）が誘起され，絶

縁体金属転移（IMT）を経て，強い強磁性状態へと

遷移すると思われる．前述の通り，β-US2 では巨大

な負の磁気抵抗効果が現れる．また，USeS, UTeS

でも転移温度近辺で比較的大きな磁気抵抗の効果が

現れる 9,11)．薄い赤で示した領域，強磁性相境界近

傍には，伝導キャリアの異常な磁場応答の要因が潜

んでいるように思える．現在，原子力機構では，中

性子散乱実験（目時直人主任研究員／量子ビーム），

XMCD ／光電子分光（山上浩志 Gr. ／量子ビーム），

バンド計算（鈴木通人研究員 / システム計算科学セ

ンター）などの研究が進行中である．これらの系で

は，局在的なウラン 5f 2 電子状態が形成され，一軸

異方性の強い強磁性状態は結晶場効果として理解さ

れるが，中性子散乱実験における準弾性散乱強度の

温度／磁場依存は「5f 電子局在」の立場では理解

できない．また，大きな磁気抵抗の効果の起源にウ

ラン 5f 電子がどのように関わるのか大変興味深い

問題である．ゼロ磁場下では，伝導キャリアがなん

らかの束縛状態にあると想定される．Eu 化合物等

で議論された「磁気ポーラロン」の可能性を検討す

べく，光学伝導度の実験がドイツのグループで計画

されている．ウランダイカルコゲナイドは UCoGe, 

URhGe などの強磁性超伝導物質と同じ結晶構造（斜

方晶 TiNiSi 型）を形成する．これらは「金属」で，

強磁性相境界に超伝導が現れる．一方，ウランダイ

カルコゲナイドでは，伝導キャリアの希薄な強磁性

相境界近傍に，異常な磁気抵抗効果が現れる．この

二つの現象を同一の枠組みで捉えることも興味深い

かもしれない．

おわりに
　本稿では，私達の最近の研究を概観した．本公募

研究の助成の結果，小刻みな試行錯誤が出来るよう

になり，本稿では触れなかったが他にも幾つか研究

の芽が得られた．今後も，ウラン 5f 電子系の示す

新奇な現象とその機構解明を行って行きたい．本研

究は，執筆者が所属する日本原子力研究開発機構・

先端基礎研究センター・アクチノイド物質開発研究

グループで行われたもので，芳賀芳範，松田達磨，

山本悦嗣，Zachary Fisk（敬称略）との共同研究で

ある．
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図 3 ウランダイカルコゲナイド化合物の相図．



- 41 -

最 近 の 研 究 か ら

静水圧力下における超音波測定
　中西　良樹　　岩手大学大学院工学研究科　

　本稿では静水圧力下の超音波測定研究に関する最

近の話題を紹介する．周知の通り物質の状態をコン

トロールする重要な外部パラメーターの一つに “ 圧

力 ” が挙げられる．その重要性は物性研究のあらゆ

る研究手段に，圧力下測定が浸透し，欠くことの出

来ない測定技術になっていることからも納得して頂

けよう．しかし，高圧技術を用いた物性研究は，測

定手段によっては技術面で大きな困難も伴う．圧力

下超音波測定は，その典型例の一つに該当するであ

ろう．結晶育成者にとって，超音波研究と中性子回

折研究への試料提供は，時として「苦痛を伴う」と，

耳にしたことがある．一般に「試料屋泣かせ」と呼

ばれるその理由は，サイズの大きな試料がこれらの

測定には不可欠だからである．この条件は，高圧力

発生原理とは文字通り「trade off」状態にある．結

晶中で音波を繰り返し反射させる超音波測定は，反

射エコーの状態（つまり S/N）が試料長に影響する．

サイズの大きい試料は，この条件を満たすが，必然

的に測定試料空間は大きくなり，この代償として最

大到達圧力は減少する．圧力下超音波測定は，これ

ら両者の最適条件が測定最大圧力範囲を決定してい

る．この点に他の実験手段で得られている最大到達

圧力との差異の原因がある．この差を埋めることも

技術開発の上で大きな課題である．

　本研究室では，充填スクッテルダイト系化合物に

始り，Ce-，Yb- 系化合物の静水圧力下超音波測定の

研究を推進してきた．ここでは，紙面の制限もあり，

最近の結果のみを紹介する．それ以外の結果につい

ては参考文献をご覧になって頂ければ幸いである．

　本稿で紹介する CeSb のこれまでの研究について

簡単に紹介する．この系は希土類とプニクトゲンが

1 対 1 で立方晶 NaCl 型の結晶構造を構成する 1, 2)．

希土類の 5d 電子とプニクトゲンの p 電子が間接的

に僅かに重なり，半金属状態をとることが明らかに

されている．この系の特徴は，系の伝導を担うキャ

リアー数が原子あたり 3 ～ 4 % 程度しか存在せず

少数キャリアー系と称され，1980 年代精力的に研

究がなされた．この少数キャリアー系の研究を進め

るにあたり，そのアキレス腱とも呼ぶべき要因が結

晶の純度であった．もともとキャリアー数が少ない

ため，不純物あるいは格子欠陥に系の物性が大きく

影響を受け，extrinsic な振る舞いも数多く見られた．

これは，同じ少数キャリアー系で，現在も盛んに

研究されている URu2Si2 の状況と同じである．CeSb

のもう一つの大きな特徴は，16 K の磁気転移温度

以下で極めて複雑な磁気相をもつことである．外部

パラメーター（温度・磁場）を変化させることで，

実に 14 もの異なる磁気相が狭い温度・磁場領域で

出現する 2)．詳細は参考文献に委ねるとして，ポイ

ントだけを紹介すると Ce の面内では磁気モーメン

トが強的に揃い，面間は反強あるいは強的に揃う，

そこに Ce の常磁性面も加わり，この 3 つの状態が

ある周期的な重なりでこの複雑な磁気層を構成す

る．Ce 原子が結晶を組むと，結晶場効果により自

由イオン状態で縮退していた 4f 準位は Γ7 基底状態

（二重項）と Γ8 励起状態（四重項）に分裂する．こ

のうち Γ8 状態は上記の磁性層を担い，伝導電子に

よって磁気モーメントが良く遮蔽された Γ7 状態は

常磁性層を担う．この系の磁気相における舞台はこ

れらの役者達によって演じられる．特に，Γ8 状態は

Sb の p 電子と空間的に同じ対称性をもち選択的に

強く両者は混成をする（p-f 混成効果）3-5)．この混

成のため p バンドはエネルギー的に押し上げられ，
Γ8 準位は押し下げられる状況が生まれる．Ce モノ

プニクタイド系でプニクトゲンの元素を変化させる

とイオン半径の増加に伴い結晶場効果が抑制される

が，それから外挿される値に比べて Γ7 − Γ8 準位の

結晶場分裂が著しく小さくなっている事実は，正に

この効果の現れである 6)．この p-f 混成効果は，系

のキャリアー数に大きく依存し，キャリアー数が増

えると p-f 混成効果も増大する．このことが，p バ

ンドをエネルギー的に更に押し上げ，系のキャリア

ー数を増やす．そのため，キャリアー数に対して非

線形的に p-f 混成効果は増大する．このキャリアー
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数を変化させる外部パラメーターとして圧力が重要

な役割を担う．こうした事情から，圧力下での物

性に大きな変化が期待されるわけである．果たし

て，圧力下での CeSb の輸送現象，磁性に顕著な変

化がこれまで報告されている．現在までに電気抵抗

測定，中性子散乱実験を中心に圧力下での CeSb の

研究は，約 8 GPa の圧力範囲まで磁気相図が拡張さ

れている 7, 8)． 磁気的な情報を得られているものの，
Γ8 準位が有する四重極モーメントあるいは格子系

の情報は乏しく，超音波をプローブに CeSb の圧力

下弾性特性を明らかにし，その電子状態を弾性特性

面から理解することを本研究の主目的とした．測定

試料は，東大物性研の吉田誠氏，東北大学理学部の

落合明氏により育成された RRR=500 の超純良単結

晶を用いた 9)． この試料，dHvA 信号は言わずもがな，

サイクロトロン共鳴も明瞭に観測されており試料の

高純度が保証されている．かつての研究史に見られ

たように，もはや，純度を問題視する方はいないで

あろう．圧力は Cu-Be 製のピストンシリンダー型

のクランプセルを使用し，圧力媒体にフロリナート

（FC50：FC55 を 1 対 1 調合）を用いて最大 1.2 GPa

までの範囲で測定を行った．超音波測定は一般的な

位相比較法を用いてクライオスタットと超伝導マグ

ネットを組み合わせることで最低温度 1.4 K，最大

磁場 14 T の温度・磁場領域も加え，多重極限環境

下での超音波測定を行った．図 1( 右 ) は超音波の

縦波と横波を結晶軸 <100> に伝搬させた際に得ら

れる弾性定数 C11 と C44 の結果である．四重極モー

メントと比較すると前者は Γ3，後者は Γ5 の対称性

を含んだ線形応答に対応する．温度を降下（降温）

させるに従い，イオンの熱振動が抑制され，単調

に増加していく．しかし前者は約 60 K，後者は約

40 K 付近から転移温度に向かって減少（軟化）する．

後述するが，この前駆現象（precursor）こそ弾性定

数で極めて重要になる情報が凝縮されている．転移

後は，弾性定数が増加（硬化）し一定の値に近づく．

この全体的な振る舞いは，過去に報告された結果と

ほぼ一致する 10)． 今回の研究では，過去に報告が

無い秩序相内の相境界に対応する弾性異常も明瞭に

観測した [ 図 1( 左 )]． 磁場を印加することで相の

移り変わりに応じた弾性異常が明瞭に観測されてい

る．さらに，本研究の目的である静水圧力下におけ

る結果を図 2 に示す．圧力印加に伴い，転移温度は

高温側に徐々にシフトし，転移温度に向かう前駆現

象は徐々に増大していくことが分かる．さらに，圧

力・磁場・温度変化に伴う弾性定数 C11 の相対変化

を表したのが図 3 である．詳細は別の論文で述べる

が，弾性異常が観測される領域は圧力印加に伴い，

徐々に縮小していく．この相図の圧力依存性は過去

の結果と一致する．今回は最大圧力 1.2 GPa までの

領域で探索したが，この範囲内でも弾性異常に大き

な変化が観測された．我々としては，さらに高い圧

力を印加し，磁気相を消失させて量子臨界点近傍ま

で系をシフトしたいのであるが，そのためには実験

測定における技術的な改善が必要である．

　本研究の CeSb の圧力下超音波測定で得られた結

最 近 の 研 究 か ら

図 1　弾性定数 C11，C44 の温度変化（右図）と低温部
の拡大図（左）

図 2　圧力下における弾性定数 C11 の温度変化と解析
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果をもとに転移温度に向かう前駆現象の解析から
Γ7 – Γ8 準位の分裂幅も議論することが出来る．前駆

現象が圧力増加に伴い増大する様子は，分裂幅が圧

力で減少する描像で説明が出来る．これは圧力印加

に伴い，系のキャリアー数が増加し，まさに p-f 混

成効果が圧力で増大していく様子を弾性特性実験の

結果からも支持していると言えるであろう．Γ8 準

位が基底状態に近づき，Type I 型の反強磁性が圧力

下でエネルギー的に安定化する．これからの解釈は

推測の域を出ていないが，本来なら基底状態である
Γ7 準位が低温の基底状態として磁性を担う筈であ

るが，Γ7 準位が伝導電子により磁気的に遮蔽され，

磁気モーメントは大きく減少する．しかし，Γ8 準

位が基底状態にエネルギー的に押し下げられること

により，励起状態ではあるが Γ8 準位によって担わ

れている磁性が低温物性を支配することになる．圧

力下ではこうした傾向がより強くなったと考えられ

る．では，Γ8 準位がもつ四重極の自由度は，低温

圧力下で活性しないのであろうか？こうした疑問が

次に浮かぶ．

　Γ8 の直積から

となり，圧力下で Γ8 がより支配的になると四重極

（Γ3g，Γ5g），八重極（Γ2u，Γ5u）の自由度が活性化す

る．但し，これは Sb の p 軌道成分も含んでいるた

め，純粋な Γ8 準位とは状況が幾分異なる．今後は，

更に高い圧力生成を行えるよう，圧力セルを改善し，

より高い静水圧下で超音波測定を試みることを課題

としている．さらに静水圧に比べるとより小さい印

加圧力範囲でより大きい圧力効果が期待出来る一軸

圧力下での超音波測定を既に始めている．

　本稿では，CeSb の静水圧力下超音波測定の結果

を紹介した．現在の圧力到達範囲では，ブレークス

ルーとなる現象を超音波で観測するには至っていな

い．まだ，緒に就いたばかりである．静水圧力下で

の超音波測定がこれだけの精度で可能になっている

という技術的な発展を，少しでも垣間見て頂ければ

幸いである．

参考文献
1) J. Rossat-Mignod et al.: J. Magn. Magn. Mater 31-34 

(1983) 398.

2) J. Rossat-Mignod et al.: Phys. Rev. B 16 (1977) 440. 

3) O. Sakai et al.: J. Magn. Magn.  Mater 52 (1985) 18. 

4) T. Kasuya et al.: J. Magn. Magn. Mater 63-64 (1987) 9. 

5) H. Takahashi et al.: J. Phys. C 18 (1985) 2697; 18 

(1985) 2709; 18 (1985) 2721; 18 (1985) 2731; 18 (1985) 

2745; 18 (1985) 2755. 

6) Y. Okayama et al.: Physica B 186-188 (1993) 531.

7) T. Osakabe et al.: Appl. Phys. A 74 (2002) S799.

8) A. Hannan et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 73 (2004) 1881.

9) M. Yoshida et al.: Phys. Rev. B 71  (2005) 075102. 

10) T. Goto et al.: J. Magn. Magn. Mater 52 (1985) 253.

図 3　弾性定数 C11 の圧力・磁場下における温度変化
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　平成 23 年度より公募研究に採択していただき，

「Yb 系重い電子化合物における価数ゆらぎと量子臨

界現象」について研究を進めて参りました．本記事

では，これまでの研究と，今後の展望についてご紹

介させていただきます．

　重い電子系における量子臨界現象は，これまで多

くの場合，磁気量子臨界点近傍のスピン揺らぎに

よって説明されると考えられてきましたが，近年，

これに従わない例が相次いで見出され，その起源に

注目が集まっています．中でも，最近，我々のグルー

プの研究により発見された新物質 β-YbAlB4 ( 図 1

右 )1) は，初の Yb 系重い電子超伝導体 (Tc = 80 mK)

である 2,3) と同時に，その常伝導状態においてチュー

ニングのいらない非従来型の量子臨界現象が見出さ

れる非常に興味深い系です 2,4)．この物質には，零

磁場の基底状態がフェルミ液体の多形体 α-YbAlB4 

( 図 1 左 ) が存在します 5)．これらの系は対照的な

零磁場の基底状態を持つ一方で，共通の特徴的な振

舞いも数多く存在します．実は α 型も，3 T 程度の

磁場でメタ磁性的な振舞いを見せ 6)，さらに Al サ

イトに Fe をわずか 1.4% ドープすることで価数の

変化に伴い β 型とよく似た非フェルミ液体の振舞い

が現れる 7) 等，何らかの意味で量子臨界点に近い系

と考えられることが分かってきました．両者の比較

を通じた研究が可能な点は，これらの系の研究をよ

り一層興味深いものにしています．

　さて，これらの物質に共通した著しい特徴とし

て，価数が整数値から大きく離れた価数揺動系 (α型 :  

Yb2.73+, β 型 : Yb2.75+) であることが，硬 X 線光電子分

光より明らかになっています 8)．この価数揺動の温

度スケールは電気伝導度，比熱の測定結果より約

250 K であると見積もられ ( 図 2 の T0)
2, 4)，最近の X

線吸収により求めた価数の温度依存性もこれと合致

しています 9)．通常，この温度以下では準粒子の有

効質量がそれほど増大せず，パウリ常磁性が期待さ

れるのに対し，これらの系はさらに低温で，約 8 K

の温度スケール ( 図 2 の T *) をもつ重い電子の振舞

いを示します 2, 4)．強い価数揺動状態の下で，この

重い電子の振舞いが如何にして可能であるのかは，

明らかにすべき重要な問題です．

　この問いに対するヒントが，最近我々が行った
β-YbAlB4 のホール伝導度測定から得られていま

す 10)．興味深いことに，100 K 以下の低温で ρxy が

磁場に対して非線形になり，これがホール面と低

キャリア密度の電子面からなる 2 バンドモデルに

よって説明されることが分かりました．この系の

ホール係数は約 40 K に大きなピークを示しますが，

この温度以下で低キャリア密度の電子面のコヒーレ

ンスが発達し，低温における重い電子の振舞いが生

価数揺動系 α-, β-YbAlB4 における
重い電子形成と異方的 c-f 混成
　松本　洋介　　東京大学物性研究所

最 近 の 研 究 か ら

図 1　α-YbAlB4 及び β-YbAlB4 の結晶構造 1).

図 2　β-YbAlB4 の T-B 相図 .
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じていると考えられます．これに対し，約 250 K の

価数揺動の温度スケールはホール面の寄与によると

考えられます．すなわち，α-, β-YbAlB4 における価

数揺動の大きな温度スケールと小さな重い電子の温

度スケールの共存は，2 つのフェルミ面が異なる近

藤スケールを持つことに起因する可能性が考えられ

ます．

　一方，α-, β-YbAlB4 に共通したもう一つの興味深

い特徴として，c-f 混成が ab 面内に強く，極めて 2

次元的な重い電子が形成されていることが分かって

きました．これは α-YbAlB4 の電気伝導度の大きな

異方性，すなわち ab 面内の電気伝導度 ρab が c 軸方

向のそれ ρc に比べ非常に大きく，両者の比 ρab/ρc が

低温で 11 程度まで増大する ( 図 3) 等，重い電子系

では他に例を見ない大きな異方性を示すことから明

らかになりました 5)．残念ながら β 型はその試料形

状から c 軸方向の電気伝導度測定が困難な為，同様

の異方性は未確認ですが，理論的には α 型，β 型の

両者に対し同様の異方的 c-f 混成が指摘されていま

す．特に Yb サイトの局所的な対称性に基づいた議

論によれば，期待される結晶場基底状態

に対し c-f 混成が c 軸方向にノードを持つこと，さ

らにはβ型の量子臨界性との関連性も指摘されてい

ます 11)．また，先述の 2 つのフェルミ面に対する異

なる温度スケールも，c-f 混成の k 依存性と組み合

わせて議論できる可能性があります．これらの系の

異方性に着目した研究は，今後，量子臨界性の起源

を探る上でも非常に興味深く，重要だと考えられま

す．

　以上の議論をまとめて，β-YbAlB4 に対して T-B

相図を描くと図 2 のようになります．T * ~ 8 K 以上

の温度域では α 型とよく似た振る舞いを見せ，そこ

では約 250 K の価数揺動の温度スケールと，約 8 K

の温度スケールの近藤格子の振る舞いが共存してい

ます．T * ~ 8 K 以下では α 型のフェルミ液体に対し

て，β 型は量子臨界現象を示します．特に磁化は図

中赤破線内で T/B スケーリングを示し，緑の丸印の

位置でフェルミ液体 - 非フェルミ液体のクロスオー

バが生じています．

　今後の研究として，系の異方性および価数揺らぎ

の効果に着目した研究が重要であると考えられま

す．特に価数揺らぎに関しては，α 型の Al サイト

に Fe をドープした系で，価数の量子臨界点が実現

しているのか 7) 等について，X 線吸収，メスバウアー

分光等を組み合わせた多角的な研究による今後の進

展が期待されます．その他には，β 型の量子臨界性

の圧力依存性，特に圧力下での非フェルミ液体相の

検証は興味深いと思われます．既に電気伝導度測定

から非フェルミ液体相の可能性や約 2 GPa の圧力下

における磁気量子臨界点の存在等が明らかになって

いますが 12)，磁化等の熱力学量の測定による，よ

り詳細な研究が今後重要だと考えられます．また，
β 型の超伝導の詳細について，Tc が低いこともあり

現時点ではあまり多くは調べられていませんが，今

後明らかにすべき重要な課題だと思われます．

　最後に本研究は中辻知，松田康弘，久我健太郎，

Eoin OʼFarrell，洪辰杓，曾根啓太各氏を始めとした

多くの方々との共同研究に基づくものです．また，

本新学術領域研究には多大なるご支援をいただきま

した．ここに御礼申し上げます．
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図 3　α-YbAlB4 の異方的な電気伝導度 5)．
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はじめに
　本公募研究は「中性子散乱及び輸送現象による空

間反転対称性をもたない重い電子系超伝導体の研

究」という表題で採択されました．当初中性子散乱

を主な研究手段と考えておりましたが，震災により

日本での中性子散乱研究は大きく制限され，数少な

い外国でのマシーンタイムを取得しただけで，残り

の時間を琉球大学内での X 線回折や圧力中の輸送

特性の研究に費やしました．

　本稿では，CeTSi3 (T = Rh, Ir) の単結晶 X 線回折

による結晶構造の決定と中性子回折による磁気構造

の決定について報告します．

CeTSi3(T = Rh, Ir) の結晶構造
　CeTSi3 (T = Rh, Ir) は結晶構造に空間反転対称性を

持たない物質であり，東北大の木村先生 1)，大阪大

の大貫先生 2) のグループにより開発された圧力誘起

超伝導を示す物質群である．紙面の制約上 , その物

性の詳細については割愛します . 本公募研究開始時

には CeRhSi3 の常圧における反強磁性相の磁気波数

ベクトルが非整合であり， SDW 構造であることが

私たちの研究により分かっていましたが，バンド計

算からは対応するネスティングベクトルが無さそう

でした．よくよく調べてみると，CeTSi3 (T = Rh, Ir) 

の両物質の結晶構造を同定した実験もなく , もちろ

ん正確な原子位置についても情報がないことが分か

りました．そこで，同僚に深水孝則先生という構造

屋さんがおり，たまたま大学の附属施設に単結晶 X

線回折装置も新型に置き換わったこともあり，早速

共同研究することになりました．単結晶 X 線回折

実験では微小試料を用いますが，研究を開始すると

すぐに分かったことは CeTSi3 は簡単に歪みやすい

特徴をもつ点です．当初弱い禁制反射が観測された

り，それを克服しても R 因子が小さくならなかっ

たりでした．試料の切断方法を工夫することにより 

R 因子が小さくなるような試料を準備できました．

　さて，空間群の特定の際には所謂直接法を用いて

構造解析しました．両物質の単結晶 X 線回折実験

により得られた反射強度データにより以下のことが

明らかとなりました．(a) 格子パラメーターより結

晶構造が正方晶であること，(b) 等価反射強度の対

称性より Laue 群が制限されること，(c) 消滅則によ

り， h + k + l = 2n (n は整数 ) の条件が示されること．

上記 3 つの条件より，空間群は 8 つにまで制限され

ます．その 8 つとは，I4, I4, I4/m, I422, I4mm, I42m, 

I4m2, I4/mmm です．さらに，ソフトウェア WinGX 

により 8 つの空間群に対して構造解析を行うと，両

物質において I4mm を仮定した結晶構造解析の R 因

子が最も小さくなる結果となりました．（CeRhSi3

では 4.25 %, CeIrSi3 では 2.92 %．）I4mm (No. 107) の

空間群は，空間反転対称性をもたない結晶構造とし

て当初より考えられてきた構造であり，特に波瀾も

なく予想通りの結果になったと言えます．上記は室

温での研究であり，低温での研究が今後の課題です．

空間反転対称性をもたない重い電子系超伝導体 
CeTSi3 (T = Rh, Ir) の結晶構造と磁気構造
　阿曽　尚文　琉球大学理学部物質地球科学科

最 近 の 研 究 か ら

図 1　CeTSi3 (T = Rh, Ir) の反強磁性相における非整合磁
気反射が観測された逆格子面．正方晶の (h 0 l) 面．

CeTSi3 (T = Rh, Ir) の磁気構造
　超伝導を理解するためにもその磁気構造及び磁気

揺らぎを調べることは極めて重要です．CeTSi3 (T = 

Rh, Ir) は常圧ではそれぞれ TN ~ 1.6 K，5.0 K 以下で

反強磁性相を示すなか，私たちのグループではまず 

CeRhSi3 の磁気反射を探索した．可能な限りの散乱

面を調べた所，幸運にも正方晶の (h 0 l) の逆格子面

主軸上の非整合位置に磁気反射があった 3)．CeIrSi3 

の磁気反射に関しては国内外で競合していたため，
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トルは ψ2 = (200)，ψ3 = (002) である．従って，既約

表現 Γ1 は磁気モーメントが b 軸成分のみをもつ磁

気構造であるのに対して，既約表現 Γ2 は磁気モー

メントが ac 面内にある磁気構造である．そこで，

CeRhSi3 については，磁気モーメントが a 軸成分の

みをもつ縦波 SDW 構造，b 軸成分のみをもつ横波

SDW 構造，c 軸成分のみをもつ横波 SDW 構造，ac 

面内で主軸以外のある角度をもつ SDW 構造，ac 面

内で回転するサイクロイド構造を考えれば良い．こ

れらのモデルで最も R 因子が小さい構造は，磁気

モーメントが a 軸成分のみをもつ縦波 SDW 構造で

あった．CeIrSi3 についても磁気モーメントが a 軸

成分のみをもつ SDW 構造がもっとも確からしいこ

とが分かり，両物質で似た SDW 構造をとることが

明確となった．なお，計算により得られた磁気モー

メントの大きさは，両物質で 0.14μB 程度と極めて

小さく，両物質の磁気構造は極めて酷似している．

おわりに
　本新学術領域では 4 年間公募研究という形でお世

話になり，琉球大学の私の研究室も大分体力を付け

させてもらいました．まだ十分な成果は挙げており

ませんが，今後このご恩に何とか報いたいと思って

います．なお，CeTSi3 (T = Rh, Ir) の中性子散乱研究

は，著者が東大物性研に所属していた期間に始まり

ました．特に，東京大学物性研究所の吉沢英樹先生，

高橋純基氏，鈴木將大氏，並びに東北大学の木村憲

彰先生，青木晴善先生，ORNL の松田雅昌先生，琉

球大学の深水孝則先生と密接に研究協力した結果で

す．皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます．

参考文献
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表１　空間群 I4mm，波数ベクトル τ = (0.215, 0, 0.5) 及び τ = (0.27, 0, 0.43) 
の基底ベクトル．Ce の 2a サイト (0, 0, 0) における磁気波数ベクトルの磁
気表現は，Γmag = 1Γ11 + 2Γ21 となる．

CeRhSi3 の磁気構造解析後実験を開始することに

なった 4)．後者に関しても，完全に主軸から外れる

2 成分非整合位置にあったが，前者の位置に割と近

かったため磁気反射を観測することができた．これ

らの結果を図 1 にまとめると，図中の（◯）で示さ

れる核反射位置に対して，図中の（×）で示され

る CeRhSi3 の磁気反射は， τ = (±δ, 0, ±0.5) (δ = 0.215) 

と記述できる磁気波数ベクトルで示される．また，

CeIrSi3 の磁気反射は図中の（●，★）の位置にあり，
τ = (±δ1, 0, ±δ2) (δ1 = 0.27, δ2 = 0.43) と記述される．

　さて，磁気構造解析は空間群の表現を用いた

representation analysis を用いて行った．計算には磁

気構造モデル探索ソフト SARAh を用いた．解析の

手法については他の文献 5, 6) に譲るが，非整合波数

のような複雑の磁気構造を決定する際に結晶構造の

対称性と矛盾のない磁気構造モデルを探索する手法

として欧米ではよく用いられる．結晶の空間群，磁

気モーメントをもつ原子位置と磁気波数ベクトルを

与えると，磁気構造を表す既約表現及びその基底ベ

クトルを計算してくれる都合のよいソフトである．

また，既約表現の次元により基底ベクトルの数が決

まることになり，基底ベクトルの線形結合で磁気構

造モデルをつくる . 最終的に，与えられた既約表現

の中で最も確からしい磁気構造を数値的に解析する

ことになる．

　実験で得られた両物質の磁気波数ベクトルを与

え，Ce サイト（2a）にのみ磁気モーメントがある

と仮定して既約表現を計算した結果が表 1 である．

両物質の磁気波数ベクトルでは c* 成分が整合 / 非

整合の違いがあるものの，これには依らず全く同じ

既約表現を与えることが分かった．即ち，磁気表現

は Γmag = 1Γ11 + 2Γ21 と書け，既約表現 Γ1 の基底ベク

トルは ψ1 = (020) であり，既約表現 Γ2 の基底ベク

2) I. Sugitani et al.: J. Phys. 

Soc. Jpn. 75 (2006) 043703.

3) N. Aso et al.: J. Magn. Magn. 

Mat. 310 (2007) 602.

4) N. Aso et al.: J. Phys. Soc. 

Jpn. 80 (2011) 095004.

5) 門 脇 広 明： 波 紋 10, No.3 

(2000) 33.

6) A. S. Wills: Phys. Rev. B 63 

(2001) 064430.

 
各基底ベクトルの成分 既約

表現 

基底 

ベクトル 

原子 

サイト m//a m//b m//c im//a im//b im//c 

Γ1 ψ1 1 0 2 0 0 0 0 

Γ2 ψ2 1 2 0 0 0 0 0 

 ψ3 1 0 0 2 0 0 0 
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競合的混成によるスクッテルダイトの統一的理解と
p - d - f 系の物理
　椎名　亮輔　　新潟大学工学部

　当領域において，公募研究として，前後半合わせ

て 4 年間サポート頂いた．まずは，この場を借りて

お礼申し上げたい．その間，主にスクッテルダイト

系に関して，ミクロな観点からの理論的な取り組み

を継続的に進めさせて頂いた．本稿では，その成果

を簡単に振り返りながら，最近の進展とともに纏め

てみたいと思う．

　まず，私が当領域で最初に取り組んだ問題は，

PrRu4P12 の金属絶縁 体転移と異常電荷秩序であ

る 1,2)．この現象は，Pr イオンにおける全対称型の

多極子秩序が，伝導バンドの電荷秩序状態を伴って

実現する珍しい例として知られていた．当時この系

を研究対象に選んだ理由は，伝導バンドが単一の p 

バンドのみからなることが予想されており 3)，現象

の面白さのみならず，スクッテルダイト系を理解

する上で良い入口になると考えたからだった．実

際，数年の取り組みによって分かったことは，p バ

ンドと f 軌道の混成に基づく簡単な有効モデルによ

って，エネルギースケールの大きな電荷秩序状態の

みならず，低温の磁性や伝導特性までが非常に良く

説明できることだった 4,5)．さらに，極低温領域で

は，pf 混成を補う形で，核スピンと f 電子の新奇な

量子束縛状態が形成されていることも明らかになっ

た 6)．これら一連の研究により，実に 3 桁にもわた

る広い温度範囲で，PrRu4P12 が教科書的な pf 混成系

であることが分かったのである．

　一方で，他のスクッテルダイト化合物の低温物性

は非常に多様であり，PrRu4P12 との詳細な比較に基

づけば，pf 混成のみによる説明が困難であることは

明らかだった．そこで，改めて PrRu4P12 以外の物質

のバンド構造を見直すと，そこにもう一つ共通項が

あることが分かった．すなわち，p バンドに加えて，

遷移金属イオンに由来する，特徴的な形状の d バン

ドがフェルミ面に寄与していたのである 7,8)．この

とき何か問題のツボを押さえたような気がしたもの

である．実際，簡単な強結合モデルによって，その

d バンドの定性的な特徴が再現でき，p バンドと同

様，見通しの良い解析の出発点を築くことができた

（図 1）．さらにただちに，p バンドが f 電子の Γ7 状

態とのみ混成するのに対して，d バンドは Γ8 状態

と混成し， Γ8 内の様々な多極子の間に相互作用をも

たらしうることが分かった 9)．

　多極子相互作用の具体的な形は，f 電子配位と結

晶場状態により決まる．Pr スクッテルダイト系で

は，f 2 配位での低エネルギー結晶場状態が，一重項
Γ1 と三重項 Γ4 であることが知られている．df 混成

の詳しい解析により，一重項基底の場合は Oxy 型の

四極子相互作用が，三重項基底の場合は磁気相互作

用が，それぞれ最も本質的となることを明確に示す

ことができた．前者は，重い電子超伝導で有名な一

重項基底の PrOs4Sb12 における四極子効果を良く説

明する．（四極子相互作用は pf 混成からは導出でき

ないのである 4)．）また後者は，三重項基底の物質（例

えば PrFe4As12 や PrFe4Sb12 など）の多くが磁性体で

あり，Pr サイトのみならず遷移金属サイトにも相

当な磁気モーメントが観測されていることと符合す

る．逆に言えば，上記の物質では，df 混成が主役で

あると解釈できるわけである．

　これに対して，pf 混成と df 混成の競合が見られ

る系の代表格が PrFe4P12 であると考えられる．この

物質は，6.5 K で PrRu4P12 と同種の電荷秩序相への

ΗΝΡΗΓΡΝΓ

図 1: スクッテルダイトの強結合バンドモデルによ
る p（au），d（ag ）バンド 9）．

最 近 の 研 究 か ら
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転移を示すのであるが，秩序相の性質は大変複雑で，

その起源は最近まで未解明であった．一方，バンド

構造には，上述の p，d 両バンドのフェルミ面への

寄与が明確に見られる 10)．したがって，PrRu4P12 と

の類似性が p バンドによりもたらされ，相違点が d

バンドに起因すると考えるのが自然であろう．

　こうした pf+df 系の定性的な特徴は，d 電子があ

る程度局在的と考えれば存外単純で，以下のよう

になる 11)．すなわち，p バンドはネスティングによ

り Pr 多極子を反強的に整列させる一方，遷移金属

イオンは隣り合う Pr イオン間の中点に位置するた

め（図 2），df 相互作用が Pr イオンの強磁性を安定

化させる．したがって，pf+df 系では f 状態に強い

フラストレーションが存在することになる．さらに，

この物質の特性を考慮したモデル計算により，強磁

性相と反強磁性相の境界領域に，電荷秩序相が現れ

ることが示されている．これらの特徴は，PrFe4P12

の物理を PrRu4P12 と関係づけるとともに，その電荷

秩序相が Pr-La 置換により強磁性に，圧力印可によ

り反強磁性に切り替わること，そして同様の磁性相

が PrRu4P12 では現れないことなど，相図の大域的な

特徴を良く説明している．

　PrFe4P12 における残された問題として電荷秩序相

における量子効果が挙げられる．極低温でも縮退の

残る PrRu4P12 と異なり，PrFe4P12 では，df 混成によ

る一重項化が種々の異常物性の起源となっている可

能性が高いからである 12)．また，電荷秩序相の安定

性や磁性相への転移に，量子効果が与える影響も興

味深い問題である．新たな量子相として，この系の

電荷秩序相を見直して行くことは，今後のチャレン

ジングな理論の問題であると思う．

　以上をまとめると，本領域における我々の成果の

大きな特色は，スクッテルダイト系という限られた

舞台ではあるが，物質群の秩序状態の起源を，複数

の伝導バンドと f 状態との競合的混成に基づき，一

貫して解明できたことにある．今後の展望を一言加

えれば，本領域の目玉の一つである新物質群 1-2-20 

系においても，p，d バンドのフェルミ面への寄与

が指摘されており 13)，上記の知見がその解明を進め

ていく上での基礎になると思う．そして，希土類，

遷移金属，プニクトゲンの三元化合物の秩序状態を

貫く，こうしたミクロな普遍性の追求が，いつの日

か，磁性材料の応用研究にも繋がってゆくことを密

かに夢見ている．
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はじめに
　新学術領域 PD として採用してもらい，この 2 年

間の研究を通して様々な経験をさせて頂いたことに

感謝を申し上げたい．本稿ではこの 2 年間の主な研

究成果を紹介する．

四極子自由度を有する非磁性化合物の典型物質探索
　1-2-20 系化合物は新学術領域の間に非常に盛んに

研究がなされ，注目を集めている．その中でも特

に Pr 化合物には四極子転移，重い電子超伝導が発

見され，四極子秩序と超伝導が絡んだ新しい超伝

導状態を示唆する興味深い物理が実現している 1,2)．

そこで単純に Pr (4f 2) とホール対称を持つ Tm (4f 12)

化合物でどう物性が変わるのかという疑問から，

TmTr2Al20 (Tr = Ti, V) に着目して研究を行った．本

稿では TmTi2Al20 に絞って報告する．

　単結晶の育成は Al フラックス法で行った．逆

磁化率測定から見積もった有効ボーア磁子 μeff は

7.2 μB となり，4f 電子は 3 価で局在している．ワイ

ス温度は –1.5 K と見積もられ，反強磁性相関の存

在が示唆される．2 K 以下で準断熱法を用いた比熱

測定及びキャパシタンスファラデー法を用いた磁化

測定を行った．キャパシタンスファラデー法とは磁

性体に働く力が磁化と磁場勾配に比例することを利

用した測定方法である 3)．磁性体に働く力に比例し

て平行板コンデンサーの可動電極が動き，変化する

静電容量を高精度キャパシタンスブリッジで正確に

測ることで，磁化を求める仕組みである．

　比熱測定から 0.7 K に非常に鋭いピークを観測し，

さらに磁化の急激な減少を確認したことから，反強

磁性転移が存在することが分かった．図 1 に示すよ

うに，H || 100 ではこの反強磁性転移は僅か 0.15 T

程度の磁場で消失してしまうが，0.12 T 付近から新

たな磁場誘起相が存在することが判明した．磁化測

定では 0.3 T 以上の磁場領域では転移は見えにくい

が，ゼロ磁場勾配下のキャパシタンスの値から転移

の有無を判断した．これは，転移の前後でトルクの

寄与が変化するため，キャパシタンスの値に異常が

現れることを利用したもので，四極子転移のような

磁化では見えにくい相転移も検出することが出来

る．この値から明確な転移を確認し，詳細な磁気相

図を得ることが出来た．この磁場誘起相は H || 100

では一端転移温度が上昇した後 1.1 T 付近で急激に

閉じる振る舞いが観測された．この転移温度の振る

舞いは四極子転移に特徴的であるが，存在できる

磁場領域が四極子転移にしては狭い．111，110 方

向でも同様に磁場誘起秩序相は観測されているが，

0.1 T 程度の非常に狭い磁場領域でしか存在しない．

　基底状態の考察をすると cubic 対称下での Tm3+

の基底状態は Γ1，Γ2，Γ3，Γ5 が候補に挙げられる．

反強磁性転移を示すことから基底状態は磁気モーメ

ントをもつこと，その中からさらに点電荷近似の計

算結果を考慮すると基底状態は Γ5 が最も妥当であ

ると考えられる．また比熱から計算されるエントロ

ピーの値が数 K で R ln3 に飽和することからも基底

状態は Γ5 であると考えられる．磁場誘起相の起源

はまだ明確ではないが，何らかの磁気構造の変化が

生じているものと思われる．ただし異方性が顕著で

あるが全ての磁場方向に観測されるため，単純なス

ピンフロップとは考えにくい．また結晶場のレベル

クロスの可能性は，転移温度付近のエントロピーの

考察から排除される．

カゴ状構造を持つ希土類化合物の
極低温磁化・比熱測定
　加瀬　直樹　　東京大学物性研究所

図 1　(a) TmTi2Al20 の各磁場下における比熱の温度依存性．
(b) TmTi2Al20 の各磁場下における磁化の温度依存性．
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回転磁場中比熱測定による超伝導ギャップ構造の決
定
　博士後期課程在籍時に見つけた異方的超伝導

ギャップを持つ Y5Tr6Sn18 (Tr = Rh, Ir) について，そ

れらのギャップ構造を決定するために回転磁場中比

熱測定を行った（ノード方向を決定するための角度

分解磁場中比熱の原理については，Newsletter Vol. 4 

No. 2 の橘高氏の記事に詳しく記載されているので

そちらをご覧下さい）．

　Y5Rh6Sn18 の ab 面に沿って磁場を回転させた場合

の比熱の変化を調べた ( 図 2(a))．ドップラーシフ

トが支配的な領域を明らかにするため様々な温度 •

磁場領域において同様の測定を行い A4( 磁場による

比熱増大に対する振動振幅の相対強度 ) を見積もっ

たところ，A4 の符号が反転する領域が低温 • 低磁場

だけでなく非常に広い領域において存在することが

分かった．このような相図は擬二次元フェルミ面を

有する Ce(Co,Ir)In5 等 4,5) と比べて複雑でありどの領

域においてドップラー効果による準粒子励起が支配

的であるかは判断できていない．最も低温 • 低磁場

においてドップラーシフト領域にあると仮定すると

[110] にノード (or ギャップ最小値 ) が存在すると考

えられる．一方，フルギャップを持つ Lu5Rh6Sn18 で

は四回対称は観測されず等方的なギャップを示唆す

る結果が得られた．

　この四回対称の振動振幅の起源には vF の異方性

なども考えられるが，そのような場合は十分に低温

低磁場では A4 が抑制されることが理論的に知られ

ている．今回の物質の場合，温度 • 磁場降下に伴う

振動振幅の減少は観測されておらず，十分な低温 •

低磁場 (T/Tc = 0.003, H/Hc2 = 0.075) において非常に

大きい振動振幅が観測されているため，vF の異方性

によるとは考えにくい．一方で，フルギャップでも

異方性が非常に大きい場合 ( ギャップ最小値がほぼ

ゼロのような場合 ) では明確なノードと区別するこ

とが非常に困難であるため，この結果からではノー

ドがあるのか異方的 s 波 ( ギャップ最小値 ) である

のか判断できない．実際にギャップの異方性を見積

もると，0.1 K での測定で明確な四回対称が観測さ

れているので Δmin は 0.1 K 以下であり，異方性の割

合 Δmin/Δmax は 0.033 となり大きな異方性が存在する．

　また興味深い点として Y5Rh6Sn18 の異方的な超伝

導ギャップが散乱の強い dirty limit で生じているこ

とが電気抵抗率及びホール効果の測定から明らかに

なった．異方的 s 波の場合そのギャップ異方性は不

純物散乱などに非常に敏感であることが知られて

いるが 6,7)，この物質ではこれまでの常識に反して

dirty limit で異方的ギャップが存在しているように

見え，その起源の解明が待たれる．

終わりに
　本稿に記載した物質以外にも物質開発及び極低

温測定を行った．TmV2Al20 は結晶純度に不安が

あり物性を詳細に議論するに至っていない．また

Y5Ir6Sn18 は回転磁場中比熱を測定していないが，Rh

化合物と同様に dirty limit で異方的超伝導ギャップ

の存在を示唆する結果を得ている．今後，この研究

によって強相関電子系の分野に新しい知見を提供で

きれば幸いである．

　本稿で紹介した実験データは，東大物性研の橘高

俊一郎，志村恭通，榊原俊郎，中辻知，青学大の秋

光純各氏との共同研究によるものである．各氏にこ

の場を借りて御礼を申し上げたい．

参考文献
1) A. Sakai et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) 063701

2) K. Matsubayashi et al.: Phys. Rev. Lett. 109 (2012) 

187004.

3) T. Sakakibara et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 33 (1994) 

5067.

4) K. An et al.: Phys. Rev. Lett. 104 037002 (2010).

5) S. Kittaka et al.:  Phys. Rev. B 85 060505(R) (2012).

6) Nohara et al.: Physica C 341 (1999) 2177.

7) Hanaguri et al.: Physica B 329 (2003) 1355.

図 2　(a) Y5Rh6Sn18 の ab 面内回転磁場中比熱測定．
(b) Y5Tr6Sn18 の結晶構造．他に 2 倍の超格子を持つ Unit 
cell の結晶も存在する．
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電子・フォノン系の近藤効果を見渡して
　布施　貴裕　　首都大学東京大学院理工学研究科　

はじめに
　前身の研究領域から引き続き，本研究領域でも，

充填スクッテルダイト化合物や β パイロクロア酸化

物などのカゴ状物質が，実験・理論の両面で依然重

点的に研究された．これらのカゴ状物質では，主に

比較的軽い元素によるカゴ状構造を持った物質にお

いて，内包されたイオンの大振幅な局所振動がしば

しば観測され，エキゾチックな磁性現象と絡んで議

論されることがある．このポスドクの 2 年間におい

て，自分はこのカゴ状物質の局所振動を念頭に置き，

電子とフォノンの結合効果による近藤効果の問題を

取り扱ってきた．今回はニュースレターの 2 ページ

をお借りして，自分が行ってきた研究について，簡

単の範囲で紹介をさせて頂きたい．

電気双極子モーメントで見た近藤効果
　いわゆる普通の近藤効果は，低温における局所電

子と伝導電子のスピンに関連した一重項状態の形成

に関わる物理である．即ち，局所電子間の強いクー

ロン相互作用に起因した局所スピンの自由度が，伝

導バンドによって遮蔽されるメカニズムが焦点であ

る．一方，近年注目されるちょっと変わった近藤効

果では，伝導電子により遮蔽される自由度がスピン

であるとは限らない．例えば Pr や U などを含む化

合物では f 2 非クラマース二重項の四極子近藤効果

が注目される．そして，電子 – フォノン結合系では

電荷の近藤効果の可能性が考えられる．局所電子と

フォノンが強く結合する模型では，フォノンを介し

て局所電子間の有効的な引力相互作用が記述される

が，これが局所電子間のクーロン相互作用より支配

的である場合には，単一の局所スピンで作られる電

子状態よりも，アップとダウンの 2 スピン揃った電

子状態の方がエネルギー的に安定となる．また，局

所電子がハーフフィリングとなる化学ポテンシャル

を扱う場合には，局所スピンがゼロ個の電子状態と，

先の 2 スピンの電子状態とがエネルギー的に等価と

なり，いわゆるバイポーラロン状態の基底状態が形

成される．こうした局所の電子状態が伝導電子と混

成することにより，高温側では電荷の異なる 2 状態

による強い電荷揺らぎの系が，低温側では電荷の自

由度を打ち消す様に伝導電子が結合した一重項状態

が形成される．これが電荷の近藤効果を示しており，

定性的には普通の（スピンの）近藤効果において，

電荷とスピンの役割を入れ替えた様な現象として説

明できる．

　実のところ，この電荷の近藤効果は，近藤効果の

黎明期において既に機構が提唱されており，そうい

う意味では別段目新しい物理では無い．しかしなが

ら物理は正しく自然科学であるわけで，既知の現象

でも別の側面から見直すことにより，また別の味わ

い方を見いだせるのが素晴らしい．今回の場合は，

イオンの振動が電気双極子モーメントを必然的に誘

発することを思い出してみたい．そうすれば，上述

の電荷の近藤効果の問題は，電気双極子モーメントに

関連した近藤効果の問題として見直すことが出来る．

　この研究 1) では，局所電子とホルスタインフォノ

ンの結合効果を含んだアンダーソン・ホルスタイン

模型を対象として，数値的繰り込み群法 2) を用いる

ことで，電気双極子感受率の温度依存性を議論した．

図 1 に電荷感受率と並べてその結果を示す．電荷感

図 1　電荷の近藤効果を示す典型的パラメータに対する，
電荷感受率 (a) と電気双極子感受率 (b) の温度依存性
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受率は，高温で大きな値を示し，近藤温度以下の低

温では強く抑制されるという，典型的な電荷の近藤

効果の振る舞いを示す．一方，これを電気双極子感

受率の振る舞いから見てみると，高温における電気

双極子の強い傾向と，近藤温度以下の低温における

その抑制という傾向から，電荷の近藤効果が電気双

極子モーメントの形成を強く妨害するものであるこ

とが理解できる．もう少し言えば，これは電気双極

子モーメントを誘起する電荷の振動の鈍化とも考え

られるので，電荷の近藤効果は，フォノンの振動数

への繰り込みの効果に相当する，という形でも理解

が可能である．もっとも，これについては，電荷感

受率を電荷の揺らぎと捕えた上で，それらの低温に

おける抑制の結果からも類推は可能である．本研究

の対象は，大よそ既知であると言える模型であった

が，視点を変えることで，また違った形で電荷の近

藤効果の理解を進めることが出来た．

イオンの振動モードに関わる近藤効果の発展問題
　電子とフォノンの結合に起因する近藤効果の問題

は，より発展的な模型に舞台を移しつつ，依然熱を

帯びた状態にある様に感じられる．その様な研究の

一例として，振動する磁性イオンの 2 チャンネル近

藤模型 3-5) の問題を取り上げる．この模型では，磁

性イオンの振動がパイエルスフォノンで記述されて

おり，即ち磁性イオン上の局所電子の電荷分布を

T1u 的にする様な振動モードが扱われている．その

結果として，振動に結合しない局所電子と s チャン

ネルの伝導電子との混成項と，このパイエルスフォ

ノンの影響を受ける局所電子と p チャンネルの伝導

電子の混成項が模型に含まれる．この模型の魅力は，

比較的シンプルなハミルトニアンの構成に対して，

多様な近藤効果が示される点にあると考える．示さ

れる近藤効果は電気双極子モーメントの遮蔽に起因

しており，パラメータ領域毎に異なるパリティで特

徴付けられ，またその領域境界上では，いわゆる 2

チャンネル近藤効果の実現も報告されている．

　本ポスドク期間中には，この様なイオンの振動

モードに特徴付けられる近藤効果の研究も試みた．

我々の最近の研究では，上記の 2 チャンネル近藤模

型において，局所電子間の引力相互作用が負である

場合にどの様な近藤効果が現れるかを議論した 6)．

この様な場合には，近藤効果の起因である電気双極

子モーメントの遮蔽に，バイポーラロン状態が重要

な役割を持つことが分かった．

　この他，ヤーンテラーモードのイオン振動に注目

したこともあった．この研究では，局所電子とヤー

ンテラーフォノンの結合の効果による近藤効果の

様相を議論するべく，この効果を含んだ二軌道の

アンダーソン模型を調査した 7)．それにより，スピ

ンや軌道などの自由度が格子振動と強く結合する

vibronic な電子状態の安定化と，それを抑制する近

藤効果の結果が得られた．

終わりに
　原稿を書き出すにあたり，これまで行ってきた研

究を振り返りつつ，この分野をどうにか見渡せない

かと思い立った．定番のホルスタインフォノンから

始め，パイエルス，ヤーンテラーフォノンなどの振

動モードの問題へと触れてみて，そして今更の様に，

この分野の広さと，フォノンが持つ自由度の拡張性

を実感した．今後も続くであろう，この分野の発展

が楽しみである，という感想で本稿を締め括りたい．

今回紹介させて頂いた研究内容は，堀田貴嗣教授と

の共同研究である．また，上田和夫教授や服部一匡

助教を始めとする多くの方々に，有益な議論の機会

を頂いた事を，ここに厚く御礼申し上げる．

参考文献
1) T. Fuse and T. Hotta: to be published in J. Korean. 

Phys. Soc. (arXiv: 1207.2599)

2) H. R. Krishna-murthy et al.: Phys. Rev. B 21 (1980) 1003.

3) S. Yashiki et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) 064701.

4) T. Hotta and K. Ueda: Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 247214.

5) K. Hattori: Phys. Rev. B 85 (2012) 214411.

6) T. Fuse and T. Hotta: 重い電子第 4 回研究会 PS85.

7) T. Fuse and T. Hotta: to be published in J. Phys.: Conf. Ser.
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はじめに
　平成 23 年 4 月から理論班の研究員として名古屋

大学の紺谷先生の下で，鉄系超伝導体における軌道

自由度に起因した物理を主題に研究させて頂いてお

ります．重い電子系のニュースレターという事で，

最初に鉄系の概略を簡単に述べた後，この 2 年間の

研究について，駆け足ですが，ご紹介致します．

鉄系超伝導体
　鉄ヒ素化合物 LaFeAsO1-xFx の TC = 26 K 超伝導．

2008 年の発見以降，鉄系超伝導体は銅酸化物以来

の高温超伝導体と，現在も盛んに研究されています．

新潟大学の院生だった私も ( その時の研究対象が TC 

~ 3 K のコバルト酸化物系だった事もあり ) 非常に

驚きました．やはり当時新潟大学にいた柳君が多軌

道 RPA を，私が 16 軌道 d-p 模型を作り，鉄系の研

究を始めた時の事を今でも良く覚えています．

　図 1(a) に鉄系超伝導体の基本的相図を示します．

母物質は金属で構造相転移 ( 軌道秩序 )TS と反強磁

性転移 TN を示し，ドーピングにより転移が抑制さ

れて超伝導転移 TC が現れます．これは揺らぎを使っ

た超伝導に典型的な相図です．ここで最初の疑問は，

この超伝導はスピン揺らぎ起源の S ±波か，それと

も軌道揺らぎに起因した S++ 波かであり ( 図 1(b))，

現在も決着していない基本にして重要な問題です．

　そもそも鉄系超伝導体では TN より TS が高く，軌

道揺らぎを考えるのは実に自然です．鉄系は複数の

ホール面と電子面を持つ多軌道系であり，超音波実

験による C66 の大きなソフト化は強い軌道揺らぎを

反映しています．さらに最近では，URu2Si2 の隠れ

た秩序相の様に，TS より数 10 K 高温の T* から電子

系対称性の低下 ( ネマティック相と呼ばれる ) が，

これもまた強い軌道揺らぎの現れとして驚きと共に

迎えられました．これらの現象は超伝導発現機構と

密接な関係が期待されますが，平均場近似 ( または

RPA) では説明出来ない重大な未解決問題でした．

　最近，私たちの研究室では，平均場近似を越えた

多体効果のバーテックス補正を取入れた自己無撞着

計算が開発されました．中でも Aslamazov-Larkin 型

のバーテックスが記述するスピンと軌道揺らぎ間の

結合は軌道揺らぎを著しく増強し，図 1 の相図の構

造・磁気相転移から S++ 波超伝導まで統一した説明

を与えました．鉄系超伝導体もまた重い電子系と同

様，軌道とスピンの協奏する物質だったのです．

1. NMR の核磁気緩和率 1/T1T の計算
　私が本新学術の研究員として名古屋大学に移り最

初に着手したのは，超伝導対称性に敏感な実験に

対する計算です．その一つに NMR があり，中でも  

1/T1T が TC 直下でコヒーレンスピークを持たない事

は，従来の BCS 型超伝導体とは異なる性質として

早くから注目されていました．一般に，S 波超伝導

体であればコヒーレンスピークを持ちますが，強い

準粒子ダンピング γ ( 電子間散乱 ) が働くと抑制さ

れます．では鉄系はどうか，S++ 波と S ±波との違い

はという疑問に対し答えられる，定量的計算が求め

られていました．そこで γ の値を電気抵抗の温度依

存性から評価し，Fe の 3d による 5 軌道模型を用い

て計算すると，鉄系の非弾性散乱は強く，コヒーレ

ンスピークは S ±波か S++ 波かに関わらず消える事

が分かりました 1)．ピークの有無は主に TC と g の

比から決まりますが，2 次摂動から γ/TC ∝ TC とい

う関係式が得られ，TC が高いほどピークは抑制さ

れます．これは A15 化合物の V3Si (TC = 17 K) 等で

コヒーレンスピークが見えない事ともおそらく関係

しています．逆に言えば，鉄系超伝導体でも TC が

低い場合はピークが現れる可能性があり，実際に

鉄系超伝導体の理論研究　軌道揺らぎを中心に
　山川　洋一　　名古屋大学大学院理学研究科
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図 1 (a) 鉄系超伝導体のドーピング - 温度相図．(b) フェ
ルミ面と，S++ 波及び S ±波超伝導のギャップ関数対称性．
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TC ~ 5 K の物質で見えたとする報告もあります．

2. ネマティック相における電気抵抗の面内異方性
　URu2Si2 で長年研究されて来た隠れた秩序相に対

し，最近ネマティック秩序の可能性が話題になって

います．鉄系超伝導体でも，結晶構造は 4 回対称だ

が電子系は 2 回対称のネマティック相が見つかりま

した．これは軌道自由度の発露であり，電子状態解

明に非常に重要と注目を集めています．最初の報告

は電気抵抗の面内異方性で，T* から TS に向け大き

く成長し，更に伝導面内の不純物量にも比例し増大

します．この素直な解釈は，不純物が軌道揺らぎに

より異方性を生む，という事です．そこで私たちは

( バーテックスによる ) 四重極相互作用を現象論的

に導入し，1 不純物問題を平均場近似で解いた所，

図 2 に示す様な 2 回対称の不純物誘起軌道秩序を得

ました 2)．この巨大な不純物軌道は T* から発達し，

ネマティック液晶のように揃って電気抵抗の大きな

面内異方性を与えます．この様な 2 回対称の大きな

不純物軌道は，実際に STM/STS でも見えています．

尚，本研究は院生の井上君との共同研究です．

る超伝導も期待されるとの結果が得られました 3)．

4. 水素ドープ LaFeAsO の磁気・軌道秩序と超伝導
　最後に，現在進行中の研究をご紹介します．対象

は鉄系超伝導体の火付け役 LaFeAsO の水素ドープ

系 LaFeAsO1-xHx です．最近，一度減少した TC が高

ドープ領域で再び増大し最大となる，まるで重い電

子系でいう CeCu2Si2 の様な相図が報告されました．

さらに，超伝導が消失する過剰ドープ領域では非整

合波数の磁気秩序の報告もあり，高ドープ領域の超

伝導と電子状態に強い関心が持たれています．

　図 3(a) に低ドープ，(b) に高ドープのフェルミ面

を示します．電子 - ホール面間のネスティングは

ドーピング量 x の増加と共に単調に減少する一方，

高ドープ領域では電子 - 電子面間において増大し，

RPA からは非整合波数の磁気秩序が現れました．

　では軌道揺らぎはどうでしょうか．前述の通り私

たちの研究室では，大成・紺谷先生が自己無憧着バー

テックス補正法を開発し，低ドープ領域の相図を説

明しました．私はこの重量級の理論を，特に高ドー

プ領域に適応し，現在必死に計算中です．

最 近 の 研 究 か ら

図 2 不純物誘起軌道秩序の局所状態密度．1 マスは
Fe の 1 原子に対応し，中心が不純物サイト． 図 3　LaFeAsO1-xHx の x = 0 と 0.4 におけるフェルミ面

及び d 軌道成分．図中の矢印はネスティングを表す． 3. BaNi2As2 の構造相転移
　鉄系超伝導体で成功しつつあるこの軌道揺らぎの

理論を適応可能な他の物質はないでしょうか．その

候補に，鉄系代表物質の一つである BaFe2As2 と ( そ

して CeCu2Si2 等とも ) 同じ結晶構造を持つ，層状

ニッケル超伝導体 BaNi2As2 があります．この物質

は約 TS = 130 K でジグザグチェーン構造へ構造相転

移し，As を P にドープする事で TS が抑制され強結

合超伝導 (TC ~ 3 K) が現れます．さらにデバイ振動

数のソフト化も報告され，軌道揺らぎに起因した超

伝導の可能性が実験面から提案されていました．そ

こで鉄系で構築した手法を適応し，構造相転移と超

伝導に対する軌道揺らぎの関連を議論しました．す

ると，BaNi2As2 の持つ強い電子フォノン相互作用に

よって軌道揺らぎが発達し，反強四重極秩序による

構造相転移が現れ．その近傍で強い軌道揺らぎによ

おわりに
　実は最初の頃，鉄系と重い電子系は関連が無いか

に思えたのですが，最近は軌道自由度の深みにはま

り，関連も出てきて面白くなって来ました．新学術

領域 PD の生活には刻限が迫っていますが，今後と

もこれらの物理に挑戦して行きたいと思います．

　末筆ながら，いつも支えて下さる皆様に深く感謝

致します．また紺谷先生・大成先生には常日頃お世

話になり，この場を借りて御礼申し上げます．

参考文献
1) Y. Yamakawa, et al.: Supercond. Sci. Technol. 25 

(2012) 084006.

2) Y. Inoue et al.: Phys. Rev. B 85 (2012) 224506.

3) Y. Yamakawa et al.: arXiv:1211.3944.
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軟 X 線角度分解光電子分光を用いた Yb 化合物の
電子構造研究
　保井　晃　　日本原子力研究開発機構　量子ビーム応用研究部門

　私は大学時代から日本原子力研究開発機構のポス

ドク時代まで理論研究をしてきた．そして，本新学

術領域研究のポスドク（所属は原子力機構）になっ

た 2009 年 12 月から Yb 化合物の軟 X 線角度分解光

電子分光実験を行っている．本稿では，この 3 年間

の Yb 化合物の研究について紹介する．

　Yb 化合物は Ce 化合物と同様に多彩な物性を示

すため，盛んに研究されている物質群の一つである．

Yb 化合物の大きな特徴の一つに，価数揺動を示し

やすいことがある．私は Yb 系の研究に本格的に取

り組むまで，Yb 系の研究対象になっている物質の

ほとんどが Yb3+ の物質であることから，Yb 化合物

は Yb3+ になりやすいのだと思っていたが，2010 年

1 月に行われたワークショップ「Yb 系重い電子化

合物における電子状態と新しい物性」に参加した際

に，「Yb 化合物のほとんどが Yb2+ だが，物性が面

白くないから世に出てこないだけだ」と知ったこと

は驚きであった．

　Yb 価数の変化には f 電子と伝導電子との混成が

重要な役割を果たすと考えられている．そして，

その混成の様子を実験的に明らかにする上で，角

度 分 解 光 電 子 分 光 (Angle-Resolved PhotoEmission 

Spectroscopy: ARPES) は非常に強力なツールであ

る．ARPES を用いると，価電子帯のバンド分散や

フェルミ面を実験的に直接観測することができる．

最近の Ce 化合物や U 化合物の ARPES 測定では，

ARPES スペクトルと第一原理バンド計算から得ら

れたバンド分散とが定性的に一致する結果が幾つ

か得られている 1-3)．一方，Yb 化合物は Ce 化合物

と比べると ARPES 研究が圧倒的に少ない．また，

その全てが入射光のエネルギーが 120 eV 以下であ

る 4-6)．一般に真空紫外領域（10 eV ～）の ARPES は，

光電子が固体表面から脱出できる深さが浅いので，

固体表面の電子状態に起因したスペクトル構造が大

きく現れ，バルクの電子状態のみを取り出すことが

困難である．また，ごく最近では，更に入射光の

エネルギーを低くしたレーザー ARPES（～ 10 eV）

が行われている 6)．レーザー領域以下では，光電子

の脱出深度は急激に大きくなる．従って，レーザ

ー ARPES は高分解能で，バルク敏感な測定手法と

して現在盛んに行われている．しかし，レーザー

ARPES では，低エネルギーのため，非常に狭いエ

ネルギー領域，波数空間の情報しか得ることができ

ない．その点，軟 X 線 ARPES は，分解能に関して

は低エネルギー ARPES にくらべると劣るものの，

バルク敏感な測定であり 7)，かつ，幅広い波数・エ

ネルギー空間の情報を得ることができる．また，軟

X 線領域では，f 電子の光イオン化断面積が大きい

ため，f バンドの強度が大きく観測される．従って，

第一原理バンド計算との比較に適している．

　我々は，SPring-8 の軟 X 線ビームラインである

BL23SU 8) の光電子分光ステーションで実験を行っ

てきた．様々な Yb 化合物がある中で，特に，我々

は YbT2X2（T：遷移金属原子，X：半導体原子）に

注目し研究を行った．それは，これらの物質の結晶

構造が比較的簡単で価電子バンドの数が少ないため

であり，また，T や X が変わると物性が大きく変化

するためである．また，光電子測定の際には清浄表

面を得ることが必要である．清浄表面を得るために

は，物質表面をやすりで削る，スパッタリングする

など様々な方法がある．ARPES 測定では表面構造

が乱れてしまうと，観測されるバンド分散が不鮮明

になってしまう．物質にへき開性がある場合は，へ

き開することで表面構造にあまりストレスを与えな

いで，清浄な表面を比較的容易に得ることができる

（しかし，どのような表面が得られるかは，最後は

運任せである）．これらの物質は (001) 面で非常に

綺麗に割れるものが多く，ARPES 測定に好都合で

ある．以下では，YbCu2Ge2 
9,10) と YbRh2Si2 

11) の結

果を紹介する．

　YbCu2Ge2 は古くから様々な実験において，完全

な Yb2+ 物質であると考えられてきた．電子比熱係

数はγ = 9-10 mJ/mol K2 と通常金属よりは若干重

い程度で，最近のドハース・ファン・アルフェン

最 近 の 研 究 か ら
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(dHvA) 効果の結果から，Yb 4f 電子はフェルミ面形

成に関与していないと結論付けられた 12)．これらの

結果から，我々も，Yb 化合物の研究を始める上で，

まず Yb2+ の典型物質として YbCu2Ge2 を選んだ．し

かし，まず初めに測った角度積分スペクトルを見て

驚いた（図 1(a)）．なぜなら，フェルミ準位付近の

鋭い Yb2+ のダブルピークとともに，結合エネルギ

ー 6-13 eV に Yb3+ の多重項構造が観測されたから

である．このことから，YbCu2Ge2 は純粋な Yb2+ で

はなく，価数揺動物質であることが分かった．（後

に，関山らによって Yb 3d 内殻光電子分光実験が行

われ，Yb 価数は 2.4 であることがわかった．）この

物質は価数揺動物質であるため，Yb 4f 電子はフェ

ルミ面形成に関与しているはずである．そこで，角

度分解測定により，その直接観測を行った．測定

試料は dHvA 測定もできる程の純良な単結晶であ

ることを反映して，ブリルアンゾーン全体におい

て，非常に綺麗な ARPES スペクトルが得られた（図

1(b)）．EF 付近の強度の大きいバンドは Yb2+ 4f バン

ドであり，4 eV 辺りのやや幅の広いバンドは Cu 3d

バンドである．また，約 6 eV にあるフラットなバ

ンドは，Yb3+ の多重項構造の一部である．図 1(c)

は EF 付近を拡大したものである（図のピンクの部

分）．また，図 1(d) には，ARPES スペクトルから

得られたバンドの位置を黒丸で記している．これ

を見ると，X 点付近で，Yb2+ 4f7/2 バンドが折り曲げ

られ，そのバンドが EF を斬っていることが分かる．

つまり，この物質の Yb 4f 電子は伝導バンドとの混

成により結晶中を遍歴しており，フェルミ面形成に

関与していることが明らかになった．このことは，

dHvA 測定など他の実験からでは分からなかったこ

とである．図 1(d) は，第一原理バンド計算の一つで，

局所密度近似 (LDA) をもとにした Yamagami の相対

論的 LAPW 法 13) から得られたバンド分散と実験結

果を重ねたものである．図 1(d) より，実験結果で

は，計算で予言するバンドの全ては観測されていな

いが，見えているバンドに関しては計算と非常に良

い一致を示すことが分かった．つまり，Yb2+ に近

い YbCu2Ge2 の価電子帯構造およびフェルミ面（こ

こでは示さない）は相対論的 LDA 計算でよく説明

できる．バンド位置の見積は，ARPES スペクトル

を構成する Energy-Distribution-Curve スペクトル約

100 本に対して地道にピークフィットを行うことで

得るため，非常に骨の折れる作業であった．しかし，

計算とバンド位置を合わせたときに非常に良い一致

を示したのには大変驚いた．一般に，f 電子系化合

物では電子相関効果が強いため，LDA 計算では電

子構造を表わすことができないと考えられてきた．

最近の Ce 化合物や U 化合物の ARPES 研究で定性

的に説明できる例が出てきているが 1-3)，ここまで

一致が良いものは無いように思う．

　次に YbRh2Si2 の結果を紹介する．YbRh2Si2 は X

線非弾性散乱 (RIXS) 実験から Yb 価数が 2.9 である

ことが分かっている 14)．この物質の角度分解スペク

 

図 1 (a)YbCu2Ge2 の 角 度 積 分 光 電 子 分 光 ス ペ ク ト ル．(b)
YbCu2Ge2 の ARPES スペクトル．(c) その EF 付近の拡大図．(d)
実験から見積もったバンド位置と LDA 計算によるバンド分
散．(d) 実験から見積もったバンド位置と LDA 計算による
バンド分散．

 
図 2 (a)YbRh2Si2 の ARPES スペクトル．(b) その EF 付近の拡
大図．実験から見積もったバンド位置を黒丸，菱形で示し
ている．(c, d)YbRh2Si2(c) および LuRh2Si2(d) の LDA 計算か
ら得られたバンド分散．

最 近 の 研 究 か ら



- 58 -

トルを図 2(a) に示す．この試料も純良な単結晶で

あり，鮮明なバンド分散が観測された．Rh 4d バン

ドは EF から 6 eV までの範囲に広がっており，大き

なバンド分散を持っている．図 2(b) は EF 付近の拡

大図であり，黒丸でバンドの位置を示した．この実

験結果と，YbRh2Si2 の LDA 計算から得られたバン

ド分散（図 2(c)），さらに LuRh2Si2 の LDA 計算（図

2(d)）とを比較する．ちなみに LuRh2Si2 の計算で

は，4f バンドは更に高結合エネルギーに位置するた

め，4f バンドは図 2(d) には現れない．Rh 4d 成分が

多いバンドに関しては，YbRh2Si2 の計算，LuRh2Si2

の計算ともに実験結果と定量的に合っていることが

分かる．しかし，この 2 つの計算結果には一箇所

大きく異なる箇所がある．それは，図 3 で示した X

点付近である．YbRh2Si2 の計算では band 18 が 0.3

～ 0.4 eV に位置するのに対し，LuRh2Si2 では，対

応する band 22ʼ は EF ～ 0.8 eV に存在する．従って，

LuRh2Si2 の計算には，X 点周りに 2 本の平行なバン

ドが存在する．実験結果では，band E と F の平行

なバンドが存在する．つまり，Yb 4f 以外の分散の

大きいバンドに関しては，LuRh2Si2 の計算のほうが

一致が良いことが分かった．

　この結果は，Yb 4f から Yb 5d への電荷移動で説

明できる．まず RIXS の結果から，この物質の Yb 

4f 電子数は 13.1 であり，約 1 個の電子が Yb 4f 軌

道から他の原子軌道に移っている．また，価電子

に 5d 電子を 1 個多く持っている LuRh2Si2 と実験結

果が良くあっていることから，Yb 4f 軌道から出て

行った電子の行き先は Yb 5d 軌道であると考えられ

る．実際，Yb 3d-4f 共鳴光電子分光実験を行い，価

電子帯における Yb 5d 電子の存在を確認した 9)．

　以上より，Yb2+ に近い物質の価電子帯の電子構

造は LDA 計算でよく合い，価数が大きくなるに従

って，Yb 4f 軌道から Yb 5d 軌道に電子が移ってい

き，その結果，Yb3+ に近い物質では Lu の LDA 計

算と一致が良いことが分かった．つまり，「Yb2+」

は [4f14] であるのに対し，「Yb3+」は [4f13, 5d1] であ

ると考える．また，Yb2+ 化合物の電子状態が LDA

計算とよく合うのは，通常の Yb 化合物の計算では，

Yb サイトの電子状態を [4f14, 6s2] で計算するためだ

と思われる．

　本稿で述べた成果は多くの方々との共同研究によ

るものです．光電子測定に関しては，原子力機構量

子ビームの斎藤祐児氏，藤森伸一氏，川崎郁斗氏（現：

理研），岡根哲夫氏，竹田幸治氏，大阪大学基礎工

学研究科の関山明氏に大変お世話になりました．ま

た，LDA 計算は京都産業大理学部の山上浩志氏に

よるものです．YbCu2Ge2 試料は原子力機構先端基

礎センターの松田達磨氏，芳賀芳範氏，大阪大学の

摂待力生氏（現：新潟大），大貫惇睦氏（現：琉球

大）から提供していただきました．YbRh2Si2 試料は，

CEA Grenoble の Gerard Lapertot 氏，Georg Knebel 氏，

原子力機構先端基礎センターの松田氏，芳賀氏から

いただいたものです．実験の全くの初心者である私

が，ここまで研究を進めることができたのは皆様の

ご助力のおかげです．この場を借りて深く感謝いた

します．

 

図 3 X 点 周 り の バ ン ド 分 散 の 比 較．(a) 実 験 結 果．(b)
YbRh2Si2 の LDA 計算．(c)LuRh2Si2 の LDA 計算．ここでは
特に，5d 成分（ピンク）と Rh 4d 成分について色付けしている．
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強相関電子系の直感的理解をめざして−
有効媒質理論と非自明な展開パラメータ
　倉本　義夫　　東北大学大学院理学研究科

　新学術ニュースレター「コーヒーブレーク」の

担当者から「最近の若い人たちが知らないような

過去のエピソードなどを交えた堅苦しくない読み

物」を書くように依頼されている．昔話はややもす

ると自慢話と自己正当化に傾いてしまう．本稿では

なるべく淡々と表題の内容を語りたいと思うので

あるが…．雪深い東北の夜の炉辺で，居合わせた古

老に話を聞くつもりでつきあっていただきたい．

１．有効媒質理論を「有効」にするには
　多数の自由度がからみ合った系は非常に複雑であ

り，直感的理解は困難である．その定義からして，

強い相関を持つ系へ平均場理論を適用することは不

可能に見える．実際，大きなクーロン相互作用に関

する平均場近似 (Hartree-Fock 近似 ) をすると，磁気

的な状態が安定になるが，現実にはスピンの揺らぎ

が効いて常磁性が出現する場合も多い．その際に，

スピン自由度を反映した有効質量の大きい ( 重い )

電子が現れる．

　見方を変えて，クーロン相互作用以外で何らかの

小さいパラメータがあれば，平均場近似に類する描

像が妥当になる可能性がある．こうすると直感が利

くようになるが，パラメータの選択は非自明であ

る．昔からよく行われているのは有効媒質の方法で

ある．具体的には多数の粒子系を，1 つの粒子とそ

れを取り巻く有効媒質とみなして，つじつまが合う

ように ( 自己無撞着に ) 有効媒質を決める．スピン

系は，内部自由度を持つ粒子が止まっている場合に

対応し，もっとも簡単な有効媒質としてワイスの分

子場が知られている．この場合の小さいパラメータ

は何だろうか？スピン系に対する平均場理論は，交

換相互作用する相手の数 zn が大きい極限で厳密に

なることが知られている．これは，平均相互作用が
zn に比例し，その揺らぎは zn

1/2 に比例するので，平

均値との比は zn
1/2/zn → 0 になるからである．

　重い電子系では粒子は動いているので，スピン系

の平均場では不足である．しかし粒子の運動をサイ

ト占有数の時間変化で表し，しかも有効媒質の時間

変化も許すように拡張すると，運動する粒子を記述

することができる．すなわち 1 つの粒子に注目する

のではなく，任意に選んだ 1 つのサイトに注目す

る．すると強相関電子を含む格子系の問題は，自己

無撞着に決まる動的有効場中の 1 サイト問題を解く

ことに帰着する．これが現在では動的平均場理論

(Dynamical Mean-Field Theory: DMFT) と呼ばれてい

る理論の基本的考え方である．

　さて，Anderson 格子や Hubbard モデルに対する

有効 1 サイト問題は，不純物 Anderson モデルの形

をとる．このモデルを解く際，クーロン相互作用は

非常に大きいので無摂動状態として考慮し，混成相

互作用を局所的で時間的に変動する動的有効媒質で

置き換えることができる．これが本稿で詳しく述べ

る Non-Crossing Approximation (NCA) である．ワイ

スの分子場理論で zn に対応するものは，NCA では

局在電子が 1 個占有される場合の内部自由度の数
Nf である．分子場理論と同様に 1/Nf → 0 の場合に

揺らぎは無視でき，有効媒質理論としての NCA は

厳密になる．以下では，動的有効媒質というアイディ

アの周辺と，個人的に見た理論発展の経緯について，

もう少し立ち入って述べたい．

２．NCA の着想と展開
2.1   森理論の価数揺動への適用

　私は 1979 年春からドイツのケルンに滞在したこ

とをきっかけに，強相関系の理論に参入した．そ

れまでは，主に半導体や半金属を対象とした理論

を学んでいた．当時の若手教授であった E. Müller-

Hartmann と共同研究を行ったことは，その後の私

の研究方向性を決めることになった． まことに人

との出会いは大切である．当時は価数揺動現象が理

論・実験ともに大きなテーマになっており，ケル

ン大学は理論と実験の中心地で非常に活気があっ

た．ちなみに，F. Steglich は教授になる前にケルン

で CeCu2Si2 の超伝導を発見したが，当時の教授で
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あった D. Wohlleben は，これを不純物の効果と見て，

Steglich の主張に反対していた．

　私はケルンに行く前に，仙台で統計力学と多体理

論を手当たり次第に勉強していた．この中には森公

式を用いた動力学理論も含まれていた．そこでケル

ンでの仕事の手始めに森理論を価数揺動系に適用

した．局在 f 電子の占有数が揺らいでいる価数揺動

領域では，電荷とスピンの緩和は基本的に混成の 2

次から始まる．しかし，それぞれの緩和率の大き

さは希土類の種類や平均価数に依存する．Müller-

Hartmann と協力して行った理論は，各希土類に特

徴的な原子内電子相関を忠実に取り入れることがで

き，一定の成功を納めた．Müller-Hartmann の推薦

で，私は Santa Barbara の価数揺動国際会議 (1981)

に出かけて招待講演を行った．この会議の議事録 1)

には質疑応答が収められていて，駆け出しの私が

P.W. Anderson をはじめとする大物たちの質問に答

えている．また，この会議で T.V. Ramakrishnan は

Anderson のアイディアを使い，縮退度 Nf の逆数を

小さいパラメータとみなす理論を提出した．のちに

日本との縁が深くなる J. Flouquet や，論文ねつ造問

題で有名 (?) になる J.H. Schön の上司 B. Batlogg も，

当時は若手研究者として会議に参加していた．

2.2   解核理論から動力学へ

　森理論の枠組みは，混成の最低次摂動効果を簡明

に考慮できるが，高次に進むのは非常に困難である．

そこでドイツ滞在中から，松原グリーン関数の方法

を用いて高次混成効果を取り込むことを考えてい

た．無摂動状態として，クーロン反発力を考慮した

グリーン関数理論は主に旧ソ連で行われていた．例

えば，ベーテ仮説による近藤効果の厳密解で有名

になった A.M. Tsvelik なども，それ以前にはこれを

行っていた．私はケルン大学の図書室で Barabanov

や Zaitsev などマイナーな理論を解読することに没

頭し，自分なりに拡張を試みた．途中で，うまくい

くと思うことも何度かあり，その勢いで，価数揺動

が磁気秩序を起こりにくくする理由を説明する論文

も書いた．しかし，原子極限からのグリーン関数法

では，満足できるやり方は結局見つけられなかった．

　うまくいかない原因は，松原グリーン関数法で摂

動プロセスを担う実体は理想フェルミオンあるいは

ボソンなので，局所的相関を保持しにくいことにあ

る，と考えた．したがって 1981 年 4 月に日本に帰っ

てからは，松原グリーン関数の枠組みを捨て，局所

的相関を摂動の各次数で保つ枠組みを追求した．実

はすでに 1971 年に Keiter と Kimball により，この

ような方法が提案されていた．その元になったの

は，Balian と de Dominicis による難解な理論である．

後者は Landau の準粒子概念をフェルミ流体以外に

も拡張しようとするもので，強い相互作用があって

も実数のエネルギーを持つ統計的準粒子をすべての

エネルギー領域で定義できるとしている．その際，

数学的操作 (regularization) を行う．グリーン関数に

相当する resolvent ( 解核 ) としては，1 体の散乱理

論でおなじみの形 1/(z-H) ではなく，ハミルトニア

ン H を Liouville 演算子 L で置き換えたものが多体

系では便利である．L は任意の演算子 O に対して
LO ≡ [H,O] で定義される．ファインマン図形の代

わりに，摂動過程を時間的に追いかけたままの図形

(Goldstone diagram) を用いる．

　Keiter-Kimball は強相関 Anderson モデルに Balian-

de Dominicis 理論を忠実に適用しようとして，数学

的に問題のある regularization を行なっていた．私

は Keiter-Kimball 理論を読み，統計的準粒子の概念

を捨てれば regularization は必要なくなり，複素エネ

ルギーを残して自然な理論の拡張ができることに気

づいた．摂動過程を表わす図形の構造から，私はこ

れを Non-Crossing Approximation (NCA) と名づけた．

　日本では当時物性研の稲垣氏が Keiter-Kimball 理

論と同等の近似を絶対零度で用いていた (1979)．基

底状態に関して微分方程式を用いて巧妙に問題を解

く手法は，のちに NCA 理論を絶対零度動力学に適

用する際 (1985) に参考になった．

　私の NCA 理論が Keiter-Kimball 理論と最も異な

る点は，解核を用いて動力学と熱力学の両方を自己

無撞着に求められることにある．形式的には，解核

の引数として複素数を用いると，松原振動数の和に

対応するのは Boltzmann 因子を含んだ複素積分にな

る．この置き換えだけで，Baym-Kadanoff らの形式

論はほぼ適用できる．このようにして NCA が保存

則や動的変分原理を満たすことを証明できた．

　面白いことに，同様の理論は，世界各地でほぼ

同時に考えられていた．例えば，当時 Anderson の

学生だった P. Coleman は Abrikosov の擬フェルミオ

ンと Barnes の擬ボソンの占有数制限を正しく扱っ
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て，NCA と同等の積分方程式を得ている．また F.C. 

Zhang と T.K. Lee も Keiter-Kimball 理論から出発し

てほぼ同じ結論を得ている．ちなみに， Zhang は後

に Zhang-Rice singlet で有名になったが，当時はア

メリカで本人より年少の Lee を指導教官とする大学

院生だった．文化大革命のあおりで学業が遅れたか

らである．後に述べる Vancouver Island の国際スクー

ル (1983) では，Zhang の博士論文原稿を Coleman

から渡されたことを覚えている．これは私の仕事を

知った Zhang が Coleman に託したものだった．

2.3   NCA と動的有効媒質

　NCA と同様に，グリーン関数の交差がないダイ

アグラムだけが重要になる例は多々ある．例えば，

強く励起した半導体中の電子・正孔プラズマ状態で

は，単純な RPA でも定量的によい結果が得られる．

これは間接ギャップを持つ半導体の伝導帯がいくつ

かの等価な谷を持ち，その数が 4 (Ge) あるいは 6 (Si)

と，1 に比べて大きいからである．私は Brinkman-

Rice によるこの議論を学生時代に聞いていた．ま

た場の理論では，ノーベル賞をもらった 't Hooft や

Veltman が交差線のない planar diagrams の理論を展

開していた．

　無限大のクーロン反発力を持つ Anderson モデル

では，局在 f 電子のいない状態 f 0 につながる単重

項は，Nf 重に縮退した f 1 状態と混成する．したがっ

て，大きい Nf では，混成効果を動的な有効媒質で

表現してもその誤差を無視できる．Anderson は，f

電子の角運動量 3 に由来して Nf が大きい ( 最大で

14) ことに早くから注目していた．これをあからさ

まに使った理論が Ramakrishnan や Rasul-Hewson に

より 1980 年代初めから展開され，後者は帯磁率な

どを Bethe 仮説の厳密解と比較している．このよう

に見ると，NCA は伝導電子と局在電子の混成に関

する動的有効媒質理論と位置づけられる．

　私が NCA 理論を最初に発表したのは，1982 年に

京都で開かれた磁気物理学国際会議である．このた

めの数値計算に手間取り，夏休みを全くとらないほ

ど没頭した．しかし，実験家が興味を持つ動的帯磁

率や状態密度の計算がまだ不十分で，一部の注目を

集めただけだった．NCA 理論が認知されだしたの

は，1983 年に開かれた Vancouver Island での 2 週間

の国際スクール 2) からだろう．これは中性子散乱の

実験家である W.J.L. Buyers が世話人で，私は日本

から唯一の参加者かつ招待講演者だった．後に有名

になる多くの人が学生として参加していた．このう

ちには P. Coleman, N. Read, D. Cox, N.E. Bickers など

が含まれる．講師も Anderson や P. Fulde をはじめ，

中々の豪華版であった．C.M. Varma は価数揺動の

話をしたが，質疑応答で聴衆に「お前らの中に，こ

の話の投稿論文をブロックしている奴がいる」と

いったのには仰天した．J.W. Wilkins は何でもノー

トをとる几帳面な先生で，私の講演に際して「NCA

という名前は技術的すぎる」と批判した．実際，私

もそう思っていたのだが，もっとよい名前を思いつ

かなかったのである．しかし数年後には Wilkins も

NCA を連呼しはじめた．Cox や Bickers をはじめ，

指導する幾人もの学生の博士論文では NCA をしっ

かりと使うようになった．

　私は当時としては重い数値計算に悪戦苦闘してい

たが，幸いなことに強力な助っ人が登場した．金属

材料研究所立木研究室の小島英嗣氏が，修士論文の

仕事として NCA の数値計算に取り組むようになっ

たのである．小島氏は後にカシオに就職したが，学

生時代に比較的短時間に NCA の積分方程式を精度

よく解く方法を開発し，いわゆる近藤ピークを含む

状態密度や動的帯磁率を実際に導出した．絶対零度

の動力学量も，NCA の非線形微分方程式を数値的

に解くことによって導出できた．NCA の有効性が

広く世界に認知されたのは，小島氏の数値計算結果

に負うところが大である．ここに小島氏と立木先生

に改めて感謝したい．

　さて NCA を用いると，光電子放出スペクトルや

中性子散乱スペクトルを有限温度で精度よく計算す

ることができる．そのため実験家はこの理論に大き

な興味を示してくれた．その中でも Grenoble の J. 

Rossat-Mignot とは，彼らが次々に得る中性子散乱

結果の理解をめざして詳しい議論をした．1988 年

夏には，彼の招待で Grenoble に滞在し，ちょうど

Grenoble 滞在中の三宅氏 ( 当時は名古屋大学 ) や北

岡氏 ( 大阪大学 ) と交流することができた．この縁

で，三宅氏とは duality 理論の共同研究を行い，北

岡氏とは重い電子系の専門書を執筆した．Rossat-

Mignod と最後に会ったのは 1993 年夏に San Diego

で開催された SCES 国際会議である．会議終了後に

別れの挨拶をして私は街に遊びに行き，彼は仲間と
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海に泳ぎに行った．不幸にも Rossat-Mignod は海中

の岩に衝突したらしく，その日にあっけなく亡く

なってしまった．事故当時，彼は今の私よりも 10

歳以上若かったと思う．

４．重い電子系と動的有効場
　アンダーソン格子に対しても，各サイトで NCA

を使えば全体としても良い近似ができると考えるの

は自然である．しかし NCA は基本的に分配関数の

摂動展開である．自由エネルギーとは対照的に，分

配関数に対する摂動級数の各項は，系の大きさに比

例していない．すなわち示量性が欠如している．し

かし格子系を，自己無撞着に決まる有効媒質中の一

不純物問題として考えると，示量性の欠如は大きな

問題ではない．そこで，私は混成相互作用に効く伝

導電子を，裸のものから隣接サイトの影響を受けた

ものに置き換えることで，NCA を格子系に拡張す

ることを考えた．私はこの理論を extended NCA す

なわち XNCA と呼んだ．

　当時ドイツでは N. Grewe と H. Keiter も NCA を

格子系に拡張することを考えており，lattice NCA 

(LNCA) と呼んでいた．LNCA の自己無撞着方程式

は XNCA のものとは違っていた．私は不純物系の

coherent potential 近似 (CPA) を知っており，XNCA

の自己無撞着方程式や，変分原理の満足などは CPA

ときれいな対応をつけられることに気づいていた．

そこで LNCA はダイアグラムの数え方に数学的な

不備があるのではと疑い，Grewe や Keiter と何度か

議論した．ある時，Keiter は議論に興奮して手元の

計算用紙を口に入れてムシャムシャしてしまった．

ちなみに Keiter は親切で，ピアノがプロ並みに上手

な人であったが，定期健康診断をきちんと受けてい

なかったようである．そのため病気の発見が遅れ，

残念なことに 60 歳そこそこで亡くなってしまった．

　XNCA 理論に関する私の第一報は，1985 年に谷

口シンポジウムという少人数の国際会議で発表さ

れ，その会議録 3) に収められている．しかし私はこ

の理論を一般の学術雑誌に投稿しなかった．これは

怠惰のせいもあるが，若気の至りから，大差ない論

文をもう一度出版することをよしとしなかったこと

もある．このせいもあり，私が DMFT のさきがけ

を作ったことを知らない人も多い．

　さて XNCA で必要な大規模数値計算の実行に際

して，幸運なことに再度助っ人が登場した．理学部

糟谷研究室の学生であった金昌一氏である．金氏は

XNCA の入り組んだ自己無撞着方程式を数値的に

解くことに成功し，Anderson 格子の動力学的性質，

特に近藤効果が高濃度系で増大する効果を明らかに

した．この縁で，私は糟谷先生とも共著の論文があ

る．当時，深い洞察で知られる Nozières は，高濃

度の系では遮蔽電子の不足から近藤効果が弱まるこ

とを exhaustion effect という名前で主張していたが，

金氏の数値計算の結果はこれとは逆になっていた．

ちなみに，Nozières も後に自説を撤回している 4)．

　私は，有効不純物ソルバーを NCA に限る必要は

ないことを早くから自覚していた (1987)．そのた

め XNCA を一般化した理論として動的有効場理論

(dynamical effective medium theory) という名前が適

当と考えた．しかし，私が提案した名称は定着せず，

その後に Hubbard モデルに対して欧米で使われた動

的平均場理論 (DMFT) という言葉が定着してしまっ

た．私の言語感覚では，平均とは時間平均あるいは

空間平均を意味するので，このどちらでもない「動

的平均場」は形容矛盾を持つ．しかし多勢に無勢で

あり，私も今は DMFT と連呼するようになってい

る．

　ちなみに 1980 年代の後半には，DMFT と同様な

理論が私以外にも国内外で複数の人々によって独

立に考えられていた．これは NCA の発展過程と

似た状況であり，自然な理論に対してしばしば生

ずる現象なのだろう．P.W. Anderson が 2002 年の

インタビュー 5) で，「当時私自身が DMFT の発想に

至らなかったことは残念である」と述べているのは，

印象深い．

　XNCA は 1/zn と 1/Nf が小さいことから，動的有

効媒質を 2 重に用いている．これは理論としては

首尾一貫していて私の審美感に合うが，現実系は
Nf =2 が普通なので，精度という点では不満が残る．

すでに述べたように，DMFT では任意の有効不純

物ソルバーを使える．東北大学グループでは，ここ

数年は連続時間量子モンテカルロ法 (CT-QMC) を不

純物ソルバーに用いて，近藤格子とその一般化モデ

ルの電子状態を研究している．CT-QMC は当時東

北大学助手の楠瀬博明氏が留学したスイスから仕入

れてきたものである．この数値計算法は非常に強力

で，それまでの量子モンテカルロ法に比べて高い精
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度を出しやすい．しかし強相関 Anderson モデルで

は，モンテカルロ法一般の弱点が表面化する．すな

わち，近藤効果をもたらす交換相互作用に不可欠な

のは，中間状態に現れる 2 重占有 (f 2) や空孔 (f 0) 状

態である．しかし，これらはクーロン斥力程度の高

いエネルギーを持つので，モンテカルロ法で正確に

考慮することが難しい．一方，近藤格子では高エネ

ルギー中間状態がすでに交換相互作用として考慮さ

れている．

　CT-QMC を最大限に活用するため，博士課程学生

であった大槻純也氏は，楠瀬氏と協力して近藤格子

系に CT-QMC を適用する仕事に取り組んだ．修士

課程学生として研究に加わった星野晋太郎氏は，腕

を磨いて CT-QMC を非クラマース系に適用して博

士論文を仕上げた．これから後の話は現在進行中で

あり，昔話の範疇から外れるのでこれ以上は述べな

い．

　残念なことに，私自身は CT-QMC を発展させた

重要な時期に色々な事務的仕事でかなり忙しかっ

た．そのため，口先介入だけで自分ではほとんど計

算していない．最近，私が色々な会議やセミナーで

しゃべっている種は，ほとんどすべて若い研究協力

者諸君が導出したものである．ここで彼らに改めて

感謝したい．しかし，昨年あたりから私も窓際に座

るようになり，事務的仕事を少なくしてもらってい

る．そこで，努力と運次第ではもう一旗を挙げられ

るかもしれないと，ひそかに古老らしからぬ野望を

抱いている．
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「重い電子系研究奨励賞」を 6 人に授与
　評価委員　斯波弘行

　日本の科学の将来は若手研究者の活躍に掛かっている．秋光，北岡，佐藤，斯波の 4 名の評価委員は，
昨年 9 月末に首都大学東京で開かれた研究会の終了後の昼食をしながらの雑談の中で，新学術の中で優れ
た成果を挙げた若手研究者を「重い電子系研究奨励賞」を贈って表彰し，今後の活躍に期待しているとい
うメッセージを送ることにしよう，ということで意見が一致した．その後，メールを使って細部をつめた．
今年度がこの新学術の最終年度であるので，この賞は一回限りの賞である．なお，この賞の選考は評価委
員だけで行い，新学術の研究を遂行した各班の代表者は選考のプロセスには関与していない．候補者の推
薦を依頼するアナウンスは堀田貴嗣さんの力を借り，応募書類のとりまとめは総括班事務担当の兼子芳枝
さんにお世話になった．お二人の援助にお礼を申し上げたい．

賞の趣旨　
　上に記したように，評価委員としてこの新領域で成果を挙げた若手を表彰し，今後の活躍への期待をメッ
セージとして送りたいということである．

賞の対象とした若手研究者　
　「若手」の定義は難しい．通常は年令に依るが，議論の末，「この新学術のスタートの 2008 年 4 月の時
点で大学生，大学院生，助教あるいはこれに対応するポジションにあった研究者」に限ることにした．こ
れによって一部の若い准教授が排除されてしまうことになったのは残念だが，賞についてはこのようなこ
とは避けがたいので，ご容赦頂きたい．

候補者の推薦　
　候補者の推薦依頼は新学術のメーリングリストと HP によって行った．推薦は推薦文と共に発表論文 1

編あるいは 2 編を挙げて頂いた．なお，他薦，自薦両方を受けることにした．11 月 16 日の締め切りまで
に 17 名の推薦が届いた．この数は我々の当初の予想を上回るものであった．

賞の選考　
　選考は，海外の評価委員 J. Thompson 教授の助言を得て，4 名の評価委員で行なった．推薦された 17 名
はいづれも立派な候補者で，受賞者の選考は容易ではなかったが，最終的に以下に記す 6 名を受賞者に決
定できた．評価委員は選考の過程で新学術での研究成果を広く，深く知ることができたことを記しておき
たい．
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受賞者とその受賞業績　
　6 名の受賞者名（五十音順）と受賞業績を記す．授賞式は 2013 年 1 月 13 日の東工大で開かれた研究会
の二日目のプログラムの最後に行われ，表彰状と副賞が授与された．

・ 池田浩章氏「URu2Si2 の隠れた秩序の研究—遍歴電子からの新しいアプローチ」
　　　　　　( 論文 ) H. Ikeda et al.:Nature Physics 8 (2012) 528.

・ 鬼丸孝博氏「PrT2Zn20(T=Ru,Rh,Ir) の単結晶合成と物性研究，特に PrIr2Zn20 での反強四極子秩序と共存
　　　　　　する超伝導の発見」 　　
　　　　　　( 論文 ) T. Onimaru et al.:JPSJ 79 (2010) 033704; T. Onimaru et al.: PRL 106 (2011) 177001.

・ 水上雄太氏「CeCoIn5 と YbCoIn5 のエピタキシャル超格子の作製によって 2 次元の重い電子系超伝導
　　　　　　を実現」
　　　　　　( 論文 ) Y. Mizukami et al.: Nature Physics 7 (2011) 849; S. K. Goh et al.: PRL 109 (2012)157006.

・ 松林和幸氏「高圧と磁場下の多重極限環境での重い電子系の研究，特に PrTi2Al20 の高圧下での圧力誘
　　　　　　起超伝導の発見」
　　　　　　( 論文 ) Y. Matsubayashi et al.: PRL 109 (2012)187004 ; Y. Saiga et al.: JPSJ 77 (2008) 053710.

・ 柳瀬陽一氏「反強磁性と FFLO 超伝導の相関をはじめとする実験研究を刺激する超伝導の理論を展開」
　　　　　　( 論文 ) Y. Yanase and M. Sigrist: JPSJ 78 (2009)114715; D. Maruyama et al.: JPSJ 81 (2012) 034702.

・ 渡辺真仁氏「臨界価数揺らぎの量子臨界現象の理論を展開し，重い電子系に新しい視点を提出」
　　　　　　( 論文 ) S. Watanabe and K. Miyake: PRL 105 (2010)186403; S. Watanabe and K. Miyake: 

　　　　　　　　　J. Phys. Condens. Matter 24 (2012) 294208.

ニ ュ ー ス
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　物理学会が終了した次の週の 2012 年 9 月 26 ~ 28 日に，首都大学東京 南大沢キャンパスにおいて本ワー

クショップが開催された．カゴ状構造を背景として，そこに発現する特異な f 電子と伝導電子に由来する

強相関電子物性に焦点を当てた研究会である．充填スクッテルダイト化合物，1-2-10･1-2-20 系，ベータ

パイロクロアを中心に，多数のカゴ状物質の物性が議論された．

　1 日目の講演の前半では，Γ3 非磁性二重項基底状態が実現している PrTr2X20 関連の発表が行われた．こ

れらの物質では Γ3 二重項が持つ多極子自由度に起因した四極子秩序や四極子近藤効果を示唆する異常物

性が報告された．また，X = Zn， Al のどちらにおいても四極子転移後に低温で超伝導を示すことが報告さ

れ，四極子自由度と超伝導との関連性が期待される．さらに PrTi2Al20 においては，高圧極低温領域にお

ける最新の実験結果が報告された．圧力下において超伝導転移温度が増大する領域が観測され，その圧力

領域に向かって四極子転移温度が減少する振る舞いが報告された．圧力下での超伝導が常圧での超伝導と

接続しているような圧力相図が得られており，四極子揺らぎとの関連性について今後の研究が期待される．

理論では，これらの物質の諸物性を 2 チャンネルアンダーソン格子模型によって説明しようとする試みが

報告された．1-2-20 系以外にも新しいカゴ状物質の候補である準結晶における量子臨界現象についての講

演がなされ，カゴ状物質が示す物性の多様性が感じられた．

　1 日目の特別セッションにおいて今年度末を持って退職される佐藤英行先生 ( 首都大 ) からこれまで多

大な貢献をされてきた充填スクッテルダイト化合物についてのレビュー及び残されている問題についての

講演がなされた．これまで重点的に研究が行われてきた Pr 化合物についてもその基底状態について未解

決な問題が残っていること，Yb 化合物では内包されるイオンとカゴの大きさに起因した充填率の低下が

あること，As 化合物ではその物質合成の難しさから未探索な領域が残っていることが述べられた．充填

スクッテルダイト化合物にはまだまだ興味深い物理が残されており，研究を続けていく必要性が感じられ

た．

　2 日目の午前中の講演では充填スクッテルダイト化合物 PrTr4P12 (Tr = Fe, Ru) の発表が行われた．これら

の物質で観測される様々な秩序状態は，カゴを構成する原子の伝導電子 (p 電子 ) と希土類原子の f 電子の

p-f 混成だけでなく遷移金属が持つ d 電子との d-f 混成についても考慮する必要があることが実験と理論の

両面から報告された．また，5f 電子物性研究において重要となる Th 系充填スクッテルダイト化合物の報

告も行われたが，Th 欠損が存在するため，本質の理解にはさらなる純良化が必要だと感じられた．後半

のセッションでは，CeTr2Al10 (Tr = Fe, Ru, Os) 化合物が示す相転移が基本的には反強磁性秩序であること

が詳細な中性子実験から明らかにされたが，本系を理解する上で異方的な c-f 混成が重要であり，さらに

それが Tr に依存していることが指摘された．

　午後のセッションではラットリングに代表される電子格子相互作用に関連したカゴ状物質で観測される

物性についての報告がなされた．1-2-20 化合物，ベータパイロクロア化合物では，ラットリング起源によ

る超伝導転移温度上昇が実現していることが，さらにベータパイロクロア化合物では電子質量増強の起源

としてラットリングが重要な役割を果たしていることが報告され，電子格子相互作用による強相関効果研

究の拡がりが期待される．その他のラットリング関連の発表として充填スクッテルダイト化合物における

非弾性 X 線散乱実験，超音波実験等の報告がなされ，ラットリングについての理解がかなり進んできた

と思われた．

「重い電子系の形成と秩序化」ワークショップ
−カゴ状構造に宿る強相関物性−の報告
　世話人　東中隆二　　首都大学東京大学院理工学研究科　　
　　　　　青木勇二　　首都大学東京大学院理工学研究科
　　　　　播磨尚朝　　神戸大学大学院理学研究科

研 究 会 報 告
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　最終日のセッションでは Pr 化合物以外の 1-2-20 系についての報告がまずなされた．YbIr2Zn20 では臨界

圧力近傍において 1000 m0 を超える超重い電子状態が形成されており，YbCo2Zn20 では詳細な圧力 - 温度

相図，圧力 - 磁場相図が決定され，磁場中で実現する反強四極子秩序相の圧力依存性について議論された．

熱電能測定からは YbCo2Zn20 において低温で S/T ~ 200 mV/K2 に達するゼーベック係数の増大が観測され

るが，その増大は近藤効果のエネルギースケール以下で急激に増大しており，C/T の増大と関連性がない

ことが報告された．CeRu2Si2 での量子臨界磁場における物性との比較で他の熱力学量の振る舞いは似て

いるにもかかわらず，ゼーベック係数の磁場依存性のみが異なっており，今後の展開に興味が持たれる．

SmTr2Al20 (Tr = Ti, V, Cr) では磁場に鈍感な相転移及び重い電子状態への Sm の価数揺らぎ，多極子自由度

の関連性について議論がなされたが，価数状態は温度，Tr 依存性があまりないことが示され，そのメカ

ニズムに関して今後の研究が期待される．UTr2Al20 (Tr = Ti, Cr, Mo, W) では基底状態がフェルミ液体で非

磁性であり，電子の有効質量がわずかに増大しており，また，UTi2Al20 において 1-2-20 の Al 化合物で初

めて dHvA 振動の観測に成功したことが報告された．

　最後のセッションにおいては，RCd11， RCd6， RIr2Zn20， YbTr2Zn20 (Tr = Ir, Co) の単結晶育成，dHvA 振動の

総括的な報告があり，ベータパイロクロア化合物については比熱の圧力依存性が物質毎に圧力のオフセッ

トを考慮することで全ての物質を統一的に理解できることが示され，ドーム状をした超伝導転移温度の圧

力依存性に関しては，非調和性の増大による，フォノンエネルギーの低下と電子格子結合の増強の二つの

効果が競合した結果であることが示された．AxV2Al20 (A = Ga， Al) については，圧力下抵抗測定からラッ

トリングによる超伝導転移温度の上昇を示唆する結果が得られているが，抵抗の A 値の圧力依存性はラッ

トリングによる状態密度の増大だけでは説明できないことが示された．また，Al-NQR 測定からは，ラッ

トリングに起因した 1/T1 を観測し，それを特徴的づける周波数は Tc 前後で特に変化することなく，T2 に

比例して低温まで残ることを見出した．また超伝導特性に関しては Tc 直下にコヒーレンスピークが存在

しており，s 波超伝導を示唆する結果が報告された．

　大学においては後期授業開始直前の時期にも関わらず，北海道から沖縄まで，70 名を越える参加者が

あった．本新学術領域のとりまとめの段階において，本ワークショップにおける活発で有意義な議論が，

カゴ状物質研究の現状整理と今後の方向を検討する上で有効であったと思われる．本ワークショップの準

備と運営に関して，堀田さん ( 首都大学東京 ) と秘書の林さん をはじめ研究室の院生には特にお世話になっ

た . この場をかりてお世話になった関係各 位に感謝したい .　　　　　　　　　　　＜文責：東中隆二＞

プログラム

日時：平成 24 年 9 月 26 日（水）13 時～ 9 月 28 日（金）12 時 25 分

場所：首都大学東京南大沢キャンパス

　　　口頭発表会場：12 号館 214 号室，ポスターセッション会場：12 号館 2F

研 究 会 報 告
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9 月 26 日（水）

13:00 青木勇二（首都大院理工） はじめに

座長：青木勇二

13:10 中辻　知  ( 東大物性研 ) PrTr2Al20 系での強い混成効果と超伝導

13:35 鬼丸孝博  ( 広島大院先端 ) Pr 内包カゴ状化合物 PrTr2Zn20 (Tr = Ru， Rh， Os， Ir) の多極子自由度に起因する

多彩な低温物性

14:00 榊原俊郎  ( 東大物性研 ) カゴ状物質における多極子秩序：磁化測定による研究

14:25 松林和幸  ( 東大物性研 ) PrTi2Al20 における四極子秩序とその圧力効果

休憩 20 分

座長：堀田貴嗣

15:05 池浦　徹  ( 東工大院理工 ) 輸送係数からみた PrIr2Zn20 の磁場 - 温度相図

15:25 鶴田篤史  ( 阪大院基礎工 ) 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

15:45 出口和彦  ( 名古屋大学 ) Au-Al-Yb 準結晶における量子臨界現象

16:05 大野義章  ( 新潟大理 ) 電子−格子結合による重い電子状態の理論

休憩 20 分

座長：大貫惇睦

16:50 佐藤英行  ( 首都大院理工 ) 充填スクッテルダイトに残された問題と新たな籠状物質

18:00 懇談会　ルヴェソンヴェール

9 月 27 日

座長：榊原俊郎

  9:00 岩佐和晃  ( 東北大院理 ) Pr 充填スクッテルダイトにおける全対称型電荷自由度秩序

  9:25 椎名亮輔  ( 新潟大工 ) PrFe4P12 における電荷および磁気秩序の競合と cf 混成効果

  9:45 岡村英一  ( 神戸大院理 ) 高圧下 PrRu4P12， PrFe4P12 の光学伝導度とフェルミ端電子構造

10:05 松田達磨  ( 原研先端研 ) ThFe4P12 の物性及び関連物質の結晶育成

休憩 20 分

座長：菅原仁

10:45 後藤輝孝  ( 新潟大学院自然 ) 超音波から見た強相関電子系

11:10 谷田博司  ( 広島大院先端 ) CeTr2Al10 系の異常物性

11:35 室　裕司  ( 富山県立大学 ) 反強磁性近藤半導体 CeTr2Al10 における異方的混成とスピン波励起

11:55 ランチ

13:00 ポスターセッション

座長：播磨尚朝

14:45 広井善二  ( 東大物性研 ) カゴ状物質における電子−格子相互作用

15:10 三宅和正  ( 阪大院基礎工 ) ベータパイロクロア化合物における異常格子比熱の理論

15:35 寺嶋太一  ( 物材機構 ) カゴ状物質ベータパイロクロアにおける電子ー格子相互作用：dHvA 効果によ

る直接測定

16:00 服部一匡  ( 東大物性研 ) ベータパイロクロア化合物における強結合超伝導および一次転移の理論

休憩 20 分

座長：岩佐和晃

16:45 藤　秀樹  ( 神戸大院理 ) NMR からみたカゴ状物質のラットリング・トンネリングと電子格子相互作用

17:10 筒井智嗣  (JASRI)  充填スクッテルダイトのゲスト・モードにおける電子・格子相互作用

研 究 会 報 告
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17:35 柳澤達也  ( 北大院理 ) 充填スクッテルダイト化合物の超音波分散

9 月 28 日

座長：鬼丸孝博

  9:00 本多史憲  ( 阪大院基礎工 ) YbTr2Zn20 (Tr: Co， Rh， Ir) の電子状態における圧力・磁場効果

  9:25 町田　洋  ( 東工大院理工 ) 熱電係数測定から探る YbCo2Zn20 におけるメタ磁性

  9:45 東中隆二  ( 首都大院理工 ) SmTr2Al20 系における磁場に鈍感な相転移及び重い電子状態

10:10 松本裕司  ( 原研先端研 ) UTr2Al20(Tr = Ti， Cr， Mo， W) の物性と電子状態

休憩 20 分

座長：藤　秀樹

10:50 大貫惇睦  ( 琉球大理 ) カゴ状物質の純良単結晶育成とドハース．ファンアルフェン効果

11:15 井澤公一  ( 東工大院理工 ) ベータ型パイロクロア酸化物における超伝導に対する非調和格子振動の役割

11:35 小林達生  ( 岡山大自然科学 ) AxV2Al20 (A = Ga， Al) におけるラットリングと超伝導の圧力効果

11:55 石田憲二  ( 京大院理 ) 籠状物質超伝導体 AxV2Al20 の NMR/NQR を用いた研究

12:15 播磨尚朝  ( 神戸大院理 ) おわりに

ポスター発表

P01 石川義和　　( 富山大院理 ) RFe2Zn20 系の R 局在電子と Fe 遍歴電子によるメタ磁性

P02 笹原拓也　　( 新潟大院自然 ) 強磁性体 SmRu2Zn20 の高圧下電気抵抗

P03 小山岳秀　　( 兵庫県立大院 ) NMR/NQR による YbCo2Zn20 の電子状態

P04 石井　勲　　( 広島大院先端 ) PrTr2Zn20（Tr = Ir，Rh）における四極子秩序と磁場中相図

P05 松本洋介　　( 東大物性研 ) 極低温比熱測定による PrTi2Al20 の強四極子秩序状態における超伝導の研究

P06 徳永　陽　　( 原子力機構先端 )PrTr2Al20 系の NMR による研究

P07 辻本真規　　( 東大物性研 ) 籠状化合物 PrTi2Al20 の元素置換効果

P08 上床美也　　( 東大物性研 ) PrV2Al20 における四極子秩序とその圧力効果

P09 酒井明人　　( 東大物性研 ) 籠状化合物 RTr2Al20(R = Pr， Sm， Tr = Ti， V， Cr) における近藤効果と多極子

P10 加瀬直樹　　( 東大物性研 ) カゴ状物質 TmTi2Al20 の低温磁化、比熱測定

P11 長谷川巧　　( 広大院総合 ) LaTr2Al10（Tr =Fe，Ru，Os）における電気双極子場のスクリーニングから見た

電子格子相互作用

P12 菅原　仁　　( 神戸大院理 ) SmOs4Sb12 における 154Sm 同位体置換効果

P13 伏屋健吾　　( 首都大院理工 ) X 線吸収による (SmxLa1-x)Os4Sb12 の Sm イオン価数測定

P14 與儀　護　　( 琉球大理 ) Sb-NQR でみる充填スクッテルダイト化合物の電荷揺らぎ

P15 宮崎亮一　　( 首都大院理工 ) 充填スクッテルダイト Pr(Os0.32Ru0.68)4Sb12 における結晶場励起と結合した低エ

ネルギー・ゲスト・モード

P16 三宅厚志　　( 阪大極限セ ) PrOs4P12 の結晶場の圧力効果

P17 高橋洋介　　( 首都大院理工 ) CeAu3Al7 の単結晶育成と基礎物性測定

P18 増田隼人　　( 首都大院理工 ) 反強磁性カゴ状物質 SmAu3Al7 の基礎物性評価

P19 國利洸貴　　( 首都大院理工 ) YbAu3Al7 の単結晶育成と物性測定

P20 梅尾和則　　( 広大自然科学 ) Ⅰ型クラスレート Eu8Ga16Ge30 の特異な強磁性に対する圧力効果

P21 穴田泰士　　( 新潟大院自然 ) カゴ状物質 R5Tr6Sn18（R = Y， Lu; Tr = Co， Ir）の低温物性

P22 星野晋太郎　( 東北大院理 ) 周期的に配列した f 電子系における近藤効果と結晶場効果の競合

P23 布施貴裕　　( 首都大院理工 ) アンダーソン・ホルスタイン模型における電気双極子感受率と近藤効果

P24 大柴邦洋　　( 首都大院理工 ) ラットリングフォノンによる超伝導の異常同位体効果

P25 前田達矢　　( 首都大院理工 ) 充填スクッテルダイト化合物 SmOs4As12 の単結晶育成及び物性評価

研 究 会 報 告
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　加賀山　朋子　　大阪大学極限量子科学研究センター

　2012 年 11 月 7 日より 3 日間，大阪大学会館に

て第 53 回高圧討論会が開催されました．参加者は

441 名，講演総数は 339 件（口頭発表 190 件，ポスター

発表 149 件）で過去最多の盛会となりました．懇親

会では大阪ならではの飛び道具的にたこ焼き（部分

的には実行委員の手作り）が振る舞われ夜のディス

カッションも大いに盛り上がりました．高圧討論会

は高圧力の科学と技術について実りのある意見交換

のできる場として毎年開催されているもので，広い

学問分野の研究者が一堂に会し，きめ細かい討論が

おこなわれています．長い歴史の間に分野の分布も

変わってきたようですが現在は高圧装置・技術，固

体物性，固体反応，流体物性，流体反応，地球科

学，生物関連，衝撃圧縮の分野での講演が募集され

ています．報告者が重い電子系物質の圧力効果の研

究で初めて参加して以来 20 年の間に，固体物性，

特に強相関系関連の講演数はずいぶん増えてきたよ

うに実感しています．今回の討論会でも四分の一は

固体物性分野，その中には遷移金属酸化物系・鉄系

の超伝導関連物質はもちろんスクッテルダイトやク

ラスレート化合物の話題もありましたし，さらには

まるまる 1 セッション分を Yb 化合物の講演が占め

るなど，重い電子系関連のみなさんには十分に興味

を持っていただける討論会と思います．また，それ

ぞれの回を特色づける目玉となるシンポジウムセッ

ションとしては，これまでに「強相関電子系の高圧

物性と技術（第 52 回・沖縄市）」，「強相関電子系に

おける圧力誘起量子相研究の新展開（第 47 回・熊

本市）」，「スクッテルダイト化合物の高圧合成と物

性（第 46 回・室蘭市）」 と企画されてきた実績もあ

ります．今回第 53 回では「コヒーレント放射光を

利用した新しい高圧力科学」「計算機による高圧物

性研究の進展」等がシンポジウムとして企画され盛

況でした．

研 究 会 報 告

第 53 回高圧討論会の報告と紹介

　P. W. Bridgman が「高圧物理学」の業績でノーベ

ル物理学賞を受賞してから六十余年，圧力が関わる

物性研究は大きく発展し，今ではひとたび新物質が

発見されたり良質な試料が育成されたりすれば「冷

やしてみる」「磁場かけてみる」と同じくらい「圧（お）

してみる」というのが当たり前のようになされます．

重い電子系の研究においても圧力をパラメータとし

て量子臨界点近傍の特異な物性を調べるといったこ

とはすでになじみの手法です．それは汎用装置の普

及や共同利用施設の充実などによって高圧技術の

ユーザー層が厚くなってきたからこその発展です．

もしかすると高圧討論会（あるいはその主体たる高

圧力学会）ときいて，未踏の超高圧領域をひたすら

目指したり高圧力下での特殊な物性測定技術を黙々

と開発したりとなにやらマニアックな人々の集まり

であるかのイメージをお持ちかもしれません．しか

しそのようにして特殊な世界を極め精進するような

研究であってさえ，実際には手をつけやすい汎用技

術をきっかけに気軽に参入してくる多くの人々のお

かげで進んでいるともいえますし近年の講演数の増

加はまさにそのようにしてもたらされているもので

す．報告者自身は今回こそ実行委員会の役割分担で

固体物性セッションの会場に張りついておりました

がいつもは装置・技術や地球物理に出入りしたり衝

撃圧縮や生物関連をのぞきに行ったりして思わぬ発

想のきっかけをもらうこともあります．みなさんも

ちょっとディープな高圧力の世界を垣間見つつ気楽

に情報交換に加わりませんか．

　登壇資格は非学会員にも（初めの 1 回のみ）開放

されておりますのでまずはお気軽にご参加くださ

い．第 54 回高圧討論会は新潟市にて 11 月 14 日か

ら 16 日に開催予定（7 月上旬頃講演申込締切，9 月

上旬頃要旨原稿締切のハズ）です．詳しくは

http://www.highpressure.jp/forum/

をご覧ください．
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　琉球大学研究者交流施設（50 周年記念会館）で，11 月 23 日から 24 日までの 2 日間にわたってワー

クショップが開催された．このワークショップでは重い電子系のフェルミ面の性質について，dHvA，

光電子分光，サイクロトロン共鳴，NMR 等の実験とバンド理論との対比が議論された．この 5 年間で

話題になった結晶反転対称性の破れに伴うフェルミ面のスピン分裂，URu2Si2 のフェルミ面も議論され

た．また，圧力は電子状態を変えるので，圧力下での dHvA，比熱，電気抵抗等の実験も加えられた．

これらの実験には純良単結晶が基本的に不可欠であり，純良単結晶育成技術も合わせて議論された．

以下は，そのときのプログラムである．

11 月 23 日（金）

9:20　大貫惇睦（琉球大理）  はじめに

セッション A  座長：阿曽尚文（琉球大理）

9:30　木村憲彰（東北大院理） CeRhSi3 のフェルミ面と超伝導

10:00　摂待力生（新潟大理） CeIrSi3 の量子臨界点近傍におけるフェルミ面

10:30　三宅和正（阪大院基礎工）反対称スピン相互作用の臨界スピンゆらぎにより増大とフェルミ面

の変形

11:00　休憩

セッション B  座長：眞榮平孝裕（琉球大理）

11:20　播磨尚朝（神戸大院理） 重い電子系のフェルミ面計算の現状と課題

12:05　山上浩志（京産大） 重い電子系のバンド理論とフェルミ面研究の展望

12:35　昼食

14:00　ポスターセッション

 小山岳秀（兵庫県大院物質） 空間反転対称性のない超伝導体 Mo3Al2C の相転移

 下澤雅明（京大院理） 人工超格子 CeCoIn5/YbCoIn5 における上部臨界磁場の異常性

 與儀　護（琉球大理） CeT4As12（T=Ru, Os）の As-NQR による研究

 川村幸裕（室蘭工大院工） 充填スクッテルダイト LaFe4P12 の超伝導の圧力効果

 関根ちひろ（室蘭工大院工） Pr1-xCexRu4P12 における低温異常の圧力効果

 大原繁男（名工大院工） YbAl2 純良単結晶の育成と dHvA 効果測定

 山本悦嗣（原子力機構先端研）金属トリウムの精製

 立津慶幸（琉球大院理工） 立方晶 f 電子系のバンド計算とフェルミ面

 長谷川裕（首都大院理工） 二酸化アクチノイドの電子状態：強束縛近似による解析

 利根川翔（京大院理） URu2Si2 の隠れた秩序相におけるネマティック電子状態の研究

 松本裕司（原子力機構先端研）UT2Al20 (T=Ti, Cr, Mo, W) の物性と電子状態

 芳賀芳範（原子力機構先端研）アクチノイド化合物の物質開発と電子状態

15:30　休憩

「重い電子系の形成と秩序化」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−
　世話人　大貫惇睦　　琉球大学理学部
　　　　　辺土正人　　琉球大学理学部
　　　　　眞榮平孝裕　琉球大学理学部
　　　　　堀田貴嗣　　首都大学東京大学院理工学研究科
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セッション C  座長：與儀護（琉球大理）

15:45　竹内徹也（阪大低温セ） 重い電子化合物 YbT2Zn20, UT2Zn20 (T: 遷移金属 ) の電子状態と

メタ磁性

16:15　松林和幸（東大物性研） 重い電子系物質の多重極限下比熱測定

16:45　水戸毅（兵庫県大院） Yb 系，Sm 系化合物における局在−遍歴転移

17:15　二木治雄（琉球大理） EuGa4 の NMR

18:30　懇談会

11 月 24 日（土）

セッション D  座長：芳賀芳範（原子力機構先端研）

 9:00　青木大（東北大金研） 強磁性超伝導体の純良単結晶育成とドハース・ファンアルフェン効果

 9:30　藤森伸一（JAEA/SPring-8） 角度分解光電子分光による磁性ウラン化合物の電子状態

10:00　荒木新吾（岡山大院理） 圧力下ホール効果でみる Ce, U 化合物の電子状態の変化

10:30　休憩

セッション E  座長：青木大（東北大金研）

10:50　吉田力矢（東大物性研） 超高分解能 ARPES でみた URu2Si2 の電子状態

11:20　宍戸寛明（阪府大工） URu2Si2 の隠れた秩序相におけるサイクロトロン共鳴

11:50　仲村愛（琉球大院理工） EuGa4 の電子状態と圧力下の電気抵抗および熱電能

12:10　昼食

セッション F  座長：木村憲彰（東北大院理）

13:30　大原繁男（名工大院工） 空間反転対称性を持たない YbNi3X9 (X=Al,Ga) のフェルミ面

— ARPES と dHvA 効果測定 —

14:00　菅原　仁（神戸大院理） LaCo2B2 のドハース・ファンアルフェン効果

14:30 休憩

セッション G  座長：堀田貴嗣（首都大院理工）

14:50　鈴木通人（原子力機構） 強相関 f 電子系物質における f 状態とフェルミ面

15:20　久保勝規（原子力機構先端研）　周期アンダーソンモデルの強磁性とそれに伴うフェルミ面と有

効質量の変化

15:50　佐藤英行（首都大院理工）　おわりに

　

　世話人の大貫惇睦さんのあいさつに始まり，第 1 日目の午前前半は我が国で著しい研究の進展と成

果を挙げた結晶反転対称性の破れた重い電子系のフェルミ面と超伝導の発表であった．木村憲彰さん

は CeRhSi3 と CeCoSi3 について議論し，摂待力生さんは CeIrSi3 について議論した．これらの物質は相

図においてコングルエントでないと考えられ，特に CeCoSi3 では CeCoSi2 が出来やすく，仕込み比を 

CeCoSi3.5 として引き上げたインゴットの先端と終端の部分では CeCoSi2 となり，中央部分で CeCoSi3 の

純良単結晶を見出している．そのドハース・アルフェン（dHvA）振動の検出に成功している．CeCoSi3

は磁気秩序を持たない遍歴 4f 電子系であるが，反強磁性状態の CeRhSi3 の極値断面積に対応する dHvA 

振動数の角度依存性について CeCoSi3 と対比して，CeRhSi3 の 4f 電子はたとえ反強磁性になっていて

も遍歴しているという主張であった．一方，同じような反強磁性体の CeIrSi3 の dHvA 振動数の角度依

存性は，4f 電子を持たない LaIrSi3 とも異なっているが，4f 電子を遍歴電子としたバンド理論の結果と

も異なっている．また，圧力下での dHvA 振動数とその振幅は正方晶の [001] 方向に磁場を加えたと

き，CeRhSi3 では超伝導混合状態に入っても大きな変化はないが，CeIrSi3 では著しく振福が減衰してい

る． H // [110] の超伝導混合状態のない高磁場の CeIrSi3 では，磁場で誘起された反強磁性がなくなった 
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2.3 ～ 2.4 GPa 以上の高圧力下では新たな dHvA 振動数が出現している．フェルミ面の性質は CeRhSi3 と 

CeIrSi3 では随分異なっているように見える．しかし，超伝導の性質は両物質でよく似ている．三宅和

正さんは，近藤効果が反対称スピン・軌道相互作用を増強させ，フェルミ面の分裂を大きくさせると理

論的に指摘した．

　午前後半は，二人のバンド理論家，播磨尚朝さんと山上浩志さんの講演であり，二人とも期せずし

て大学院生時代からこれまでの研究を振り返り，奮闘努力を生々しく語ることになった．まず，播磨

さんは以下の６項目について話された． (1) LDA に基づいた FLAPW 法で dHvA 振動数の角度依存性と

サイクロトロン質量を見事に説明した物質例として， LaCu2，LaNi2Al5 と YCu2Si2 を挙げ，(2) ThCr2Si2 

型正方晶結晶では，z パラメータが分からないときは z = 0.375 として計算するが，この z パラメータが

とても重要であると指摘し，(3) LDA の欠点として，LaB6 や ThIn3 の例を挙げた．例えば LaB6 では， 4f

準位はフェルミエネルギーより上に位置するが，この 4f 電子がフェルミ面に影響を及ぼす．LDA では 

4f 準位は正しくなく，4f 準位を意識的に上に調整することによって正しくフェルミ面が形成されると

した．(4) f 電子間のクーロン斥力 U を考慮して，LDA の欠点を補うために LDA + U で成功した例とし

て PrRu4P12 や PrOs4Sb12 を LDA+U+ 4f 準位の調整で成功した例として YbCu2Si2 を挙げた．YbCu2Si2 は

どの dHvA ブランチも見事に dHvA の実験結果を再現している．(5) 磁性体の例として，4f 電子が局在

しているならイオン半径が近く，価数の同じもので説明するのが良いとし，EuGa4 の dHvA の実験結果

に対して SrGa4 でフェルミ面を計算した．(6) 最後に，最近の反対称性スピン・軌道相互作用のフェル

ミ面に及ぼす重要性を念頭に，UPt3 での若干の実験と理論の不一致も気になっているらしく，結晶構

造が六方晶からわずかずれているとする実験結果に基づいて，再びバンド計算のやり直しをしている．

少し早すぎる話し方ではあったが，最高の講演であった．また，山上さんも (1) 相対論的 LAPW 法で，

UC，CeSn3，CeRu2Si2 のバンド計算を行い，(2) 次にウランや超ウランの磁性体，例えば反強磁性体の

NpRhGa5 に対して，スピン及び軌道の分極効果を取り入れたバンド計算で，磁気モーメントとフェル

ミ面の両方を導出するバンド理論を構築し，(3) 更に最近，フルポテンシャルも取り入れたことを話さ

れた．実感のこもったとても素晴らしい講演であった．

　午後のポスターセッションでは興味ある化合物や人工超格子が示された．中でも Li をフラックスと

して YbAl2 の単結晶がこれまで育成されていたが，これよりもはるかに純良な単結晶が大原繁男さんに

よって育成された．YbAl3 の育成を防ぐために，Yb:Al = 3:1 の仕込み比でアルミナるつぼに仕込み，る

つぼの上端には Al の蒸発を抑えるために石英ウールを詰め，石英管に封入して 800℃ まで上げて，Al 

が Yb 表面にぬれて Yb の蒸発を抑えることで，1 mm 角のピラミッド状の単結晶育成に成功している．

また，見事な dHvA 信号を検出している．芳賀芳範さんは，立方晶 RIn3（R: 希土類）と AnIn3（An: ア

クチノイド）の格子定数をプロットし，ThIn3 は CeIn3 に近い性質であること（そういえば，圧力下で

常磁性となった 4f 電子遍歴の CeIn3 のフェルミ面の形状はやや ThIn3 と似ている），PuIn3 は SmIn3 に

近いこと（高温での磁化率の温度依存性は似ているのであろう）等を想像させる図面を描いている．

RTIn5（T: 遷移元素）や AnTGa5 の図面も描いて欲しいと思った．

　午後は，Yb 化合物を中心とした竹内徹也さん，松林和幸さん，水戸毅さんの講演であった．非磁

性の YbT2Zn20（T: Co, Rh, Ir）は降温とともに格子は収縮するが，低温で 4f 電子が遍歴し重い電子を形

成するとともに膨張する．そのため，圧力を加えると，重い電子系の YbT2Zn20 は量子臨界点を通過し

て反強磁性体になる．低温，圧力，磁場下でのメタ磁性や量子臨界点近傍の非フェルミ液体の性質が 

YbCo2Zn20 を中心に議論された．松林さんは，YbCo2Zn20 以外に，同様のカゴ状物質の四極子秩序を持

つ PrTi2Al20 で最近超伝導を発見した．四極子秩序に絡んだ超伝導は PrOs4Sb12 に次ぐ二例目であり，今

後の研究結果が注目される．結晶反転対称性のない超伝導と同様，四極子・非調和振動に基づく超伝導

が更に発展すると思われる．水戸さんの講演では，NQR 共鳴周波数 νQ が体積の逆数に比例していると

して，価数転移を起こす YbInCu4 や重い電子系の YbAgCu4 や YbCo2Zn20 等が議論された．興味深い実
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験結果であった．二木治雄さんは Eu2+ の反強磁性体 EuGa4 の NMR の実験結果を示された．Eu2+ は Gd 

と同じ磁気モーメントを持つので，スピン・格子緩和時間は 10 μs というとてつもなく早い状態での実

験であった．

　第二日目の午前前半は，三人の発表があり，最初は青木大さんで，三種類の強磁性超伝導体 UGe2，

URhGe，UCoGe の発表であった．引き上げたインゴットを 20 個ぐらいに切りきざみ，その中から良質

の単結晶を見出すという研究姿勢に，すばらしいという感動を超して圧倒される思いであった．例え

ば，UCoGe では 150 個を測定し，残留抵抗比 RRR = 200 の純良単結晶試料を見出している．こういう

ことが行える背景には，室温から 100 mK まで 2 時間という短時間で電気抵抗が測定できるシステムが

整っているからで，クロムみょうばんを使った断熱消磁法で実現している．また，通常の磁場変調法に

よる dHvA 効果測定以外に，磁気抵抗や熱電能測定で，いわゆるシュブニコフ・ドハース (SdH) 振動を

検出している．これも低温部にトランスフォーマーを取り付けてノイズ除去をしていることによる．我

が国では，榊原俊郎さんが開発した低温での磁化測定システムでノイズを落としているため，しばしば 

dHvA 振動が検出されている．105 ～ 107 Oe の比較的小さな dHvA 振動数の，つまりブリルアンゾーン

の数％の体積に相当するフェルミ面検出にはとても有効である．さて，この強磁性超伝導体については，

(1) 磁気モーメントの大きさと超伝導に寄与しない残留比熱，(2) 強磁性ゆらぎによる伝導電子の質量増

強（重い伝導電子），そしてその結果出現する超伝導が，三つの物質で共通していて，かつ細かく見る

と異なる温度—圧力—磁場の相図になっている．SPring-8 の藤森伸一さんによる UN などのウラン化合

物での角度分解光電子分光実験は，バンド構造を実験的に描き出せるので，5f 電子のせまいバンドが

どう見えるのかが注目された．試料の 15 Å の表面層の実験なのでバルクも測定していると言って良い．

100 meV の分解能で，従来は 20 K 付近が測定限界だったが，6 K まで可能になったことは大きな技術

進歩である．また，荒木新吾さんの CeCu2Si2 と U3P4 に対して，ホール効果測定から電子状態の変化が

議論された．圧力下での量子臨界近傍が議論の中心であった．ホール係数は解析が難しく，本当に電子

状態に対応する部分のみを取り出したのか多少の疑問は残ったが，CeCu2Si2 では量子臨界点 4.5 GPa で

の 4f 電子状態（価数）変化を捉えているようである．

　午前後半は，三人の若手研究者の発表で，最初の吉田力矢さんは 2 meV の分解能を持つ KBe2BO3F2 

のレーザーを用いた角度分解光電子分光による URu2Si2 の研究である．いわゆる THO = 17.5 K の隠れた

秩序相を明らかにするためには，kBTHO が数 meV に相当するので，上述の分解能測定が求められる．吉

田さんは，THO = 17.5 K 以下でフェルミ準位付近に幅の狭いバンド，つまり 5f 電子による重い伝導バン

ドを検出しているようである．ドイツ（ベルリン）でも 4 meV の分解能で 2 から 25 K での実験を行う

など研究内容を深めている．次は，宍戸寛明さんによる URu2Si2 のサイクロトロン共鳴実験で，バンド

理論から予想されるすべてのフェルミ面を検出したというのが主張である．更にその角度依存性はもと

の正方晶に基づく四回対称性が破れていることを付言している．これまでの dHvA 測定では，まだ完全

にフェルミ面が検出されていないことは事実である．もしもサイクロトロン共鳴実験が正しいとする

と，比較的小さな dHvA 振動数で 40 ～ 50 m0 くらいの重い電子のフェルミ面が dHvA 効果で見出され

ていないことになる．dHvA 効果は多数のハーモニックスが同時に検出されるので，場合によってはそ

れに隠されている可能性もある．かつて，CeSb でこの種の論争があったが，超音波によるドハース振

動で解決した経緯があるので，超音波実験も行ってみることは意義があるだろう．現在の単結晶試料は 

50 m0 のキャリアを検出するには充分な質が保証されているので，もう一歩のところに来ている．仲村

愛さんは，前日の EuGa4 の詳細な実験結果を示し，dHvA 効果による実験結果は播磨さんの SrGa4 のフェ

ルミ面で説明されるとした．ただし，バンド計算の極値断面積は EuGa4 の実験値より約二倍弱大きい．

EuGa4 で興味深いことは，正方晶にもかかわらず，磁化率，磁化に全く異方性がないこと，約 1 GPa の

圧力を加えると CDW の出現を思わせる実験結果が現れたことである．常圧での EuAl4 の実験結果と対

比がなされ，また SrGa4 での中空筒状フェルミ面から CDW 発生の可能性はあるだろう．
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　午後前半は大原繁男さんと菅原仁さんによる dHvA 効果の実験が示された．大原さんが研究されてい

る YbNi3X9（X: Al, Ga）も空間反転対称性を持たないことなど，結晶構造に興味が持たれた．また，菅

原さんは神戸大でも dHvA 測定ができるようになったこと，及び LaCo2B2 が Fe 系超伝導体の派生物質

で，これまでの報告の超伝導は起きていないことなどが示された．午後後半は二人の若手理論家　鈴

木通人さんと久保勝規さんの発表であった．鈴木さんは LDA + U の効果や 4f 準位を更に上に調整す

ることの重要性が，これまでの CeRu2Si2 や CeIn3 でのバンド計算から示され，ごく最近行った PuO2 や
β-US2 でも示された．例えば，FLAPW 法の枠組みでの LDA では PuO2 は金属になってしまい，U を入

れて絶縁体にできるということであった．次の久保さんは，例えば UGe2 の常磁性相，弱くスピン分極

した強磁性相，強く分極した強磁性相などが出現するが，こういったことを一般化して理論的に議論し

て相図を作成し，フェルミ面がそれぞれの相で異なること等が示された．

　以上，2 日間にわたり，一人，一人の講演時間が 30 分という充分な時間であったことによって，自

分のこれまでの研究をたどりつつ，現在の自分の研究をきびしく凝視する姿勢が見てとれた．それは本

土から沖縄に着き，上着やその他を脱いで，ゆったりとした雰囲気の中で研究会が行われたこともあっ

たかと思われる．佐藤英行さんの ” おわりに ” もそのようなことが触れられていた．
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新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」
第 4 回研究会の報告
　世話人　石田　憲二　京都大学大学院理学研究科

研 究 会 報 告

　本新学術としては最後となる第 4 回研究会は平成 25 年 1 月 12 日 13 時～ 1 月 14 日 16 時まで，東京工
業大学大岡山キャンパス　西 9 号館　デジタル多目的ホールにて行なわれた．１月の年始の時期は，大学
の教員にとってもっとも忙しい時期のひとつであるが，諸事の事情により “ 三連休を丸々 ” 使っての強行
開催となった．「家族からの冷たい視線」を受けて家を出てこられた諸兄も多かったのではないかと少し
は心配したが，169 名の方に御参加頂いた．またポスター講演は 91 件に上った．
　一口に「重い電子系」といっても問題としている物理現象は多彩であるため，今までの 3 回の全体研究
会ではテーマを絞ったセッションで構成されることが多かった．しかし今回の研究会は成果報告会の要素
も含んでいるため，すべての計画班と，後期採択の公募班の代表者の方に発表をお願いした．ちょうど，
以前の年始に開催されていた重点領域研究時代の成果報告会を思い出された方も居られたのではないであ
ろうか．講演時間も 10 分程度なので物足りないと思われた方も居られたと思うが，この点はご容赦頂き
たい．
　計画班の講演は各班あたり 50 分の持ち時間で，細かい時間配分の指定は行わなかった．時間を大幅に
延長した講演が続き会議運営者を悩ませる場面も多かったが，5 年間の成果発表なので代表者は力が入っ
たのではないかと推察する．各班の成果の詳細は今回の News Letter に掲載されるのでそちらを参照頂き
たい．
　今回の研究会では中日の Banquet の前に，「重い電子系研究奨励賞授賞式」の授賞式が行われ 6 名の受
賞者による short-presentation が行われた．各受賞者による普段聞けないような研究の苦労話や発見の経緯
も知ることが出来，大学院生の若い世代の人は大いに刺激を受けたものと思う．今回が最初で最後の授賞
式 (?) になるのかも知れないが，新学術領域の終了にふさわしい「イベント」であったと思っている．そ
の後の Banquet も大いに盛り上がったのではなかろうか？ ( 私は次の日の朝一の講演だったのですが．．．
やっぱり準備不足になりました．)

　最終日は，首都圏では 17 年ぶりの積雪となり飛行機は言うまでもなく電車まで止まる交通マヒ状態に
陥った．参加者の中にはご苦労をされた方も多かったのではないかとお察しする．実は参加者から聞いた
のだが，ちょうど 17 年前の雪の時も東工大で重点領域研究の成果報告会が開催されていたようである．「二
度あることは三度ある」ということを信じれば，17 年後も「重い電子系」の研究が続いていることを暗
示させる我々にとっては “ うれしい ” 出来事のように私には思えた．
　昨年 5 月にお話を頂いた時は，第 4 回の研究会を京都大学での開催を検討していたが，候補と考えてい
た複数の会場は既に予約で抑えられており断念した．急遽，分担者の井澤さんに相談したところ，今回の
会場を紹介頂き井澤さんに予約をお願いした．講演会場と同じフロアーに 100 近いポスター発表の出来る
スペースや，会場に隣接したところに懇親会会場となった生協があるなど，スムーズな会議運営が行えた
のも今回の会場に負うところが大きい．ただし，講演会場は物理の研究会にはもったいないようなプロジェ
クターを有しており，豪華すぎるあまりご迷惑をおかけした Mac ユーザーの講演者が多数居られた．こ
の点はお詫びいたします．( 井澤さんによると映画鑑賞もできるようなプロジェクターのため解像度の低
いパソコンを受け付けないと言う普段とは逆のトラブルが発生してしまいました．)　会場ばかりではな
く，コーヒーの手配，ポスターボードの設営，受付等で井澤さんをはじめ研究室の院生には大変お世話に
なった．また古川 ( お茶の水大 ) さんと研究室の学生には受付や会場等の係りで，物性研の菱沼さん，兼
子さんには本研究会の準備書類作成，研究会当日には会場まで来て御手伝い頂いた．この場をかりてお世
話になった方々に厚くお礼申し上げたい．
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新学術領域研究「重い電子系の形成と秩序化」第 4 回研究会
　日時：2013 年 1 月 12 日（土）13 時～ 1 月 14 日（月，祝）16 時
　場所：東京工業大学大岡山キャンパス 西 9 号館 デジタル多目的ホール

　2013 年 1 月 12 日（土）
13:00  　　　 石田憲二　はじめに

13:10-14:00　セッション A　　座⻑　高畠敏郎
　　　12A1　高畠敏郎　新規カゴ状物質の創製とラットリングの研究
　　　12A2　菅原　仁　カゴ状物質 LaT2Al10 (T=Ru,Os) の dHvA 効果
　　　12A3　関根ちひろ　As 系充填スクッテルダイト化合物のラットリングと熱電特性
　　　12A4　武田直也　新規フラストレート Ce 化合物の合成と特異な磁性

14:00-14:50　セッション B　　座⻑　藤 秀樹
　　　12B1　藤 秀樹　はじめに
　　　12B2　宇田川眞行　YB6 の非調和フォノンと超伝導
　　　12B3　鈴木孝至 　四極子秩序するエキゾチック超伝導体 PrT2Zn20 (T=Ir,Rh) におけるラットリングと新
　　　　　　　　　　　 奇磁場誘起相転移
　　　12B4　岩佐和晃　量子ビームの相補利用による RB6 (R=Gd, Dy) における電子−格子相互作用の研究

14:50 15:05　休憩

　　　　　　セッション C　　座⻑　大貫惇睦
15:05  12C1　大原繁男　重い電子系ヘリカル磁性体 YbNi3Al9 と価数揺動体 YbNi3Ga9 のフェルミ面の相違
15:20  12C2　本多史憲　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
15:35  12C3　小林寿夫　174Yb 放射光メスバウー分光法による YbAlB4 の研究
15:50  12C4　広井善二　GaxV2Al20 におけるラットリングと超伝導
16:05  12C5　寺嶋太一　βパイロクロア酸化物の電子状態研究と将来展望
16:20  12C6　柳澤達也　充填スクッテルダイト ROs4Sb12 (R= 希土類）の低エネルギー局所フォノン
16:35  12C7　椋田秀和　NMR によるカゴ状超伝導体のゲスト分子・原子の運動

16:50 17:05　休憩

17:05 17:55　セッション D 　　座⻑　堀⽥貴嗣
　　　12D1　堀田貴嗣　f 電子の多自由度性に創出する新奇な量子秩序と超伝導の理論
　　　12D2　川上則雄　スピン選択近藤絶縁体とトポロジカル相への拡張
　　　12D3　楠瀬博明　強磁性超伝導体における自己誘起磁束格子の理論
　　　12D4　押川正毅　モンテカルロ法による PrRu4P12 における相転移の研究
17:55  12D5　求　幸年　近藤格子系における電荷秩序不安定性
18:10  12D6　藤本　聡　スピン軌道相互作用と電子相関の絡み合いによる新奇物性

　2013 年 1 月 13 日（日）
9:00 9:50 　　セッション E 　　座⻑　播磨尚朝
　　　13E1　播磨尚朝　純良単結晶育成とドハース・ファンアルフェン効果によるフェルミ面の研究
　　　　　　大貫惇睦，辺土正人，木村憲彰，芳賀芳範　今後の展望

9:50 10:40　　セッション F　　座⻑　横⾕尚睦
　　　13F1　横谷尚睦　先端光電子分光による f 電子化合物の電子状態
　　　13F2　関山　明　Ce 化合物の軟 X 線 ARPES と Yb 化合物の硬 X 線光電子分光
　　　13F3　山上浩志　軟 X 線分光法による f 電子系化合物の電子構造研究の現状
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10:40 10:55　休憩

　　　　　　　セッション G　　座⻑　上⽥和夫
10:55  13G1　町田　洋　重い電子系 YbRh2Si2 におけるヴィーデマン・フランツ則の検証
11:10  13G2　光田暁弘　価数揺動物質 YbPd の非弾性 X 線散乱
11:25  13G3　松本洋介　α-, β-YbAlB4 における重い電子形成と量子臨界性 : 異方的混成と価数揺らぎの効果
11:40  13G4　中辻　知　価数と軌道の揺らぎによる新しい金属相と超伝導
11:55  13G5　渡辺真仁　価数ゆらぎによる量子臨界現象

12:10 13:10 昼食

　　　　　　　ポスターセッション
13:10 15:10 PS01 ～ PS91

15:10-16:00　　セッション H　　座⻑　榊原俊郎
　　　13H1　榊原俊郎　多極子自由度に由来する秩序と揺らぎの研究：はじめに
　　　13H2　吉澤正人　軌道揺らぎと超伝導
　　　13H3　青木勇二　スクッテルダイトにおける多極子物理の新展開
　　　13H4　上床美也　PrTi2Al20 における圧力誘起の重い電子超伝導
16:00   13H5　鬼丸孝博　非磁性基底二重項を持つ PrT2Zn20 (T=Ru, Rh, Ir) における超伝導と反強四極子秩序，
　　　　　　　　　　　構造相転移
16:15  13H6　根本祐一　Pr 化合物における 4f 電子と核スピンとの超微細四極子結合による多重項形成
16:30  13H7　西岡　孝　CeRu2Al10 関連物質の磁性
16:45  13H8　谷田博司　CeRu2Al10 の AFM 秩序相における圧力制御による磁気異方性スイッチ現象

17:00 17:15　休憩

17:15 18:30　重い電子系研究奨励賞授賞式

19:00 20:30　懇談会

　2013 年 1 月 14 日（月，祝）
9:00 9:50　　セッション I　　座⻑　⽯⽥憲⼆
　　　14I1　石田憲二　「新奇超伝導相の発見と解明」班の研究総括
　　　14I2　松田祐司　2 次元近藤格子と量子臨界点
　　　14I3　佐藤憲昭　磁性準結晶における量子臨界性
　　　14I4　井澤公一　輸送係数および比熱による強相関電子系における準粒子低エネルギー励起の研究
9:50     14I5　橘高 俊一郎　磁場中比熱・磁化測定からみた CeCu2Si2 の超伝導対称性
10:05   14I6　柳瀬陽一　局所的な空間反転対称性がない系のエキゾチック超伝導
10:20   14I7　服部一匡　URhGe における磁場誘起超伝導状態の解析

10:35 10:50　休憩

　　　　　　　セッション J　　座⻑　網塚 浩
10:50  14J1　横山　淳　U(Ru1-xRhx)2Si2 の隠れた秩序相における磁気揺らぎ
11:05  14J2　芝内孝禎　URu2Si2 の隠れた秩序相における対称性の破れ
11:20  14J3　立岩尚之　ウラン系化合物の高圧研究
11:35  14J4　阿曽尚文　CeTSi3 (T=Rh,Ir) の中性子散乱
11:50  14J5　川崎慎司　重い電子系反強磁性超伝導体 CeRh0.5Ir0.5In5 の低温高圧下 In-NQR による研究
12:05  14J6　小林達生　CeNiGe3 の圧力誘起磁気転移と超伝導消失

研 究 会 報 告
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12:20 13:30　昼食

　　　　　　　セッション K　　座⻑　三宅和正
13:30  14K1　岡崎竜二　希土類化合物における金属絶縁体転移の電場制御
13:45  14K2　中西良樹　静水圧力下における超音波音速測定
14:00  14K3　後藤輝孝　シリコン原子空孔軌道の巨大な電気四極子とウェーハ原子空孔評価
14:15  14K4　與儀　護　CeT4As12（T=Fe, Ru, Os）の微視的電子状態：As-NQR による研究
14:30  14K5　椎名亮輔　スクッテルダイト系における混成と相転移の理論
14:45  14K6　酒井　治　CeRu2Si2 に対する DMFT バンド計算
15:00  14K7　古賀幹人　三角形三重量子ドットの近藤効果による誘起電気分極
15:15  14K8　松本正茂　磁場や界面で起こる偶奇周波数超伝導秩序変数の共存
15:30  14K9　星野晋太郎　重い電子反強磁性体における遍歴・局在転移
15:45  　　　上田和夫　おわりに

　　　　　　　ポスターセッション
PS01　大塚一輝　超音波による充填スクッテルダイト化合物 PrRu4P12 の四極子超微細相互作用の研究
PS02　真岸孝一　充填スクッテルダイト (Pr0.90Ce0.10)Ru4P12 の NMR 測定
PS03　筒井智嗣　SmFe4X12 (X=P, As, Sb) の核共鳴非弾性散乱
PS04　淀野　晋　LaOs4P12 の超伝導と磁性不純物効果
PS05　藤　秀樹　クラスレート化合物のラットリングとトンネリング
PS06　穴田泰士　クラスレート化合物 R5T6Sn18 (R=Y, Lu; T=Co, Ir) の超伝導
PS07　岩上欧史　希土類カゴ状化合物 Pr3Pd20Ge6 の交流帯磁率測定
PS08　増田隼人　反強磁性カゴ状物質 SmAu3Al7 の単結晶育成と物性測定Ⅱ
PS09　伏屋健吾　新規カゴ状化合物 Tm6Cr4Al43 の単結晶育成と物性測定
PS10　伊賀文俊　希土類カゴ状 12 ホウ化物 RB12（R ＝ Sm，Yb）の熱物性と極限環境下物性
PS11　世良正文　近藤半導体 CeT2Al10 (T=Ru, Os) の異常な磁気異方性
PS12　近藤晃弘　CeT2Al10（T=Ru,Os,Fe）のパルス強磁場下での磁気抵抗・ホール効果
PS13　室　裕司　反強磁性近藤半導体 CeRu2Al10 の Ga および Si 置換効果
PS14　川村幸裕　CeRu2Al10 の低温・高圧下における結晶構造
PS15　竹内徹也　重い電子系物質 YbT2Zn20，UT2Zn20 の磁気体積効果
PS16　松林和幸　圧力誘起反強磁性を示す YbCo2Zn20 におけるメタ磁性の圧力効果
PS17　大井友貴　磁場中超音波計測によるカゴ状化合物 YbCo2Zn20 の多極子効果の研究
PS18　石井　勲　PrIr2Zn20 における磁場誘起相転移
PS19　脇舎和平　カゴ状化合物 PrT2Zn20 (T=Ru, Ir) の非弾性 X 線散乱
PS20　笹原拓也　RT2Zn20 (R=Sm, Tm, T=Ru, Rh) の低温物性
PS21　酒井明人　籠状化合物 PrTr2Al20 (Tr=Ti, V) における超伝導と多極子
PS22　　　　　　取り消し
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PS23　辻本真規　四極子近藤系 PrTi2Al20 の超伝導と元素置換
PS24　荒木幸治　PrV2Al20 の極低温磁化と比熱
PS25　桑井智彦　RT2Al20 化合物の熱電能
PS26　東中隆二　SmTr2Al20 における磁場に鈍感な相転移および重い電子状態の起源探索
PS27　加瀬直樹　カゴ状物質 TmTr2Al20 (Tr; 遷移金属 ) の極低温物性と磁気相図
PS28　廣瀬峻啓　LaV2Al20 における巨大反磁性と dHvA 振動の観測
PS29　青木晴善　CexLa1-xRu2Si2 と CexLa1-xRu2Ge2 の dHvA 効果
PS30　松本裕司　Ce 混晶系および U 化合物の電子状態
PS31　池田陽一　CeCu2Si2 の高圧下電気抵抗異常に対する Cu-Ni 置換効果
PS32　村山茂幸　重い電子系 Ce1-xLuxRu2Si2 の異方的な電子状態と輸送現象
PS33　岡根哲夫　CeRu2Si2 と CeRu2Ge2 の X 線吸収磁気円二色性測定
PS34　飯田祐己　CeRhSi3 の磁場誘起量子臨界点の探索
PS35　島村裕志　重い電子超伝導体 CeCoIn5 の FFLO 相における超音波物性
PS36　田中裕子　重い電子系超伝導体 CeCoIn5 の 115In-NQR/NMR による研究
PS37　八島光晴　重い電子系超伝導体 CeIr(In1-xCdx)5 の 115In-NQR
PS38　深澤英人　重い電子系超伝導体 Ce2PdIn8 の核四重極共鳴による研究
PS39　大泉智聖　層状化合物の新物質開発と低温物性
PS40　松岡英一　反強磁性−強磁性の逐次相転移を示す正方晶化合物 RRu2Al2B (R = Ce, Pr) の磁気的性質
PS41　岡山　泰　少数キャリアー系 CeAs, CeP の電気抵抗率における重い電子系的な異常：高濃度近藤状態に
　　　　　　　　 起因するか否か
PS42　雨海有佑　構造不規則 Ce 合金における重い電子状態への磁場効果
PS43　佐藤由昌　SQUID 磁束計を用いた四極子秩序物質 PrPb3 の極低温磁化測定
PS44　西方丈智　超音波による非クラマースガンマ 3 基底の PrAg2In における四極子超微細相互作用の研究
PS45　仲村　愛　EuGa4 と EuAl4 の極めて純良な単結晶育成とフェルミ面
PS46　曾根啓太　価数搖動物質 YbAlB4 の熱膨張と不純物置効果
PS47　洪　辰杓　電気輸送特性と比熱測定による α-YbAlB4 のメタ磁性の研究
PS48　Eoin OʼFarrell　Anisotropic non-Fermi liquid behavior at a Fermi surface reconstruction in α-YbAlB4

PS49　久我健太郎　α-YbAl1-xFexB4 における価数クロスオーバーと量子臨界現象
PS50　梅尾和則　擬カゴメ格子重い電子系 YbAgGe のフラストレート磁気構造
PS51　志村恭通　Yb2Pt2Pb の極低温磁化と高次多極子相互作用
PS52　三宅厚志　YbCu2Ge2 の圧力誘起重い電子状態
PS53　佐藤亮平　重い電子系 Yb2Ni12P7 の圧力効果
PS54　國利洸貴　YbAu3Al7 の単結晶育成と物性測定
PS55　保井　晃　軟 X 線角度分解光電子分光による Yb 化合物の価電子帯構造の系統的研究
PS56　石井悠衣　カゴメ金属の候補物質 YCr6Ge6

PS57　早坂千明　擬一次元反強磁性体 BaCo2V2O8 の弾性異常とパルス強磁場効果
PS58　高須理栄　ボロン添加シリコンウェーハにおける原子空孔軌道の Γ8 基底による低温ソフト化と磁場依
　　　　　　　　存性
PS59　河江達也　強磁性 Ni および Pd ナノサイズコンタクトにおける近藤効果の研究
PS60　西田信彦　URu2Si2 の極低温走査トンネル分光測定と隠れた秩序
PS61　網塚　浩　URu2Si2 の放射光 X 線回折
PS62　松田達磨　アクチノイド 122 化合物の結晶育成と物性
PS63　横山　淳　UPd2Si2 の整合−不整合反強磁性に対する一軸応力効果
PS64　日高宏之 　UPd2Si2 および U4Ru7Ge6 の高圧物性
PS65　服部泰佑　強磁性超伝導体 UCoGe における異方的強磁性縦揺らぎ
PS66　藤森伸一　ARPES による強磁性と超伝導の共存を示す化合物の電子状態
PS67　　　　　　取り消し
PS68　小手川恒　強磁性体 URhSi の圧力下電気抵抗測定
PS69　眞榮平孝裕　二酸化アクチノイド化合物の電子構造
PS70　李　哲虎　中性子散乱による BaFe2(As,P)2 のスピン揺動の研究
PS71　石井梨恵子　中性子小角散乱による鉄系超伝導体 BaFe2(As,P)2 の磁束格子の観測
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PS72　石井梨恵子　中性子非弾性散乱実験による鉄系超伝導体 K0.8Fe1.6Se2 のスピン共鳴の観測
PS73　菊池博子　中性子小角散乱実験による KFe2As2 の磁束格子構造の印加磁場方向依存性と磁場侵入長の異
　　　　　　　　方性
PS74　栗原綾佑　鉄ヒ素超伝導体 Ba(Fe1-xCox)2As2 における弾性定数 C66 の磁場依存性
PS75　山川洋一　鉄系超伝導体 LaFeAsO1-xHx における磁気・軌道秩序と超伝導の理論研究
PS76　北川俊作　二次元重い電子系 Ce(Ru1-xFex)PO における特異な強磁性量子臨界性
PS77　中村康晴　SrTiO3/LaAlO3 における多軌道型超伝導の理論
PS78　吉田智大　局所的に空間反転対称性が破れている多層系の超伝導状態
PS79　丸山大輔　フェルミ面のトポロジカル転移を伴う空間反転対称性が破れた系の超伝導磁化率
PS80　多田靖啓　f 電子系超格子の理論的研究
PS81　高松周平　Sr2RuO4 における超伝導多重相図と半整数量子渦格子
PS82　荒川直也　Ca2-xSrxRuO4 における軌道依存した準粒子のくりこみ
PS83　大西弘明　スピン軌道相互作用が顕著な 5d 遷移金属酸化物の多極子状態
PS84　柳　有起　チェッカーボード格子ハバード模型の 1 次元的電子状態と奇周波数超伝導
PS85　布施貴裕　振動する磁性イオンの近藤効果に対するホルスタインフォノンの影響
PS86　柴田尚和　一次元近藤格子模型の金属相における電荷感受率の異常な増大
PS87　赤城　裕　近藤格子系が示すカイラルスピン秩序における量子揺らぎの効果
PS88　菊地　琢　反強磁性秩序のある近藤格子の異方的磁気応答
PS89　速水　賢　立方格子系における多重 Q 秩序と電荷秩序
PS90　久保勝規　グッツヴィラー近似による周期アンダーソンモデルの強磁性の研究
PS91　立津慶幸　EuPb3 と GdPb3 の電子構造
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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

2012 年日本物理学会秋季大会において第 15 回総括班会議を，平成 25 年 1 月の第 4 回全体研究会におい

て第 16 回総括班会議をそれぞれ開催したので，以下に報告する．

第 15 回

日時：平成 24 年 9 月 19 日（水） 18 時 00 分～ 19 時 30 分

場所：横浜国立大学常盤台キャンパス　AC 会場

出席者：上田，今中，三宅，播磨，横谷，高畠，藤，石田，榊原，井澤，堀田

１．SCES2013 について

２．新学術領域研究をめぐる最近の情勢について

３．ニュースレター通算第 8 号の発行について

４．ニュースレター通算第 9 号の記事について

５．今年度の研究会，ワークショップの予定について

６．新学術領域研究（終了研究領域）への応募について

７．第 6 回物性科学領域横断研究会の講演者の推薦について

第 16 回

日時：平成 25 年 1 月 13 日（日） 12 時 30 分～ 14 時

場所：東京工業大学大岡山キャンパス本館 239 会議室

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

１．はじめに

２．事務報告

３．ニュースレター通算第 9 号について

４．科研費の最近の情勢について

５．本新学術領域研究について

なお，最後の第 17 回総括班会議は，平成 25 年 3 月 28 日（木）に広島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/

関連する国際会議：
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
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編 集 後 記

編集後記
　年2回お届けしてきましたニュースレターも今回の通算第9号で無事最終号を迎える事ととなりました．

これもこれまで寄稿いただいた方々はもちろんのこと領域内外の多くの方々からご協力・ご支援いただい

たおかげと，編集委員を代表しまして感謝申し上げます．

　ちょうど 4 年前の 2009 年 3 月に開催された第 1 回編集委員会より，様々なアイディアや夢が語られ，

読み物として面白いもの，メッセージ性の重視，若手の起用といった方針を掲げて活動を始めたのがつい

この間のように思えます．当時，先生方のご自宅での様子をお子さんに赤裸々に書いていただく「新学術

のお父さん」や初学者にも楽しく重い電子系を学んでもらえるよう「今更聞けない重い電子系」など，い

くつかのアイディアが挙っていたのを思い出します．それらの企画は，先生方の静かな抵抗 (?) にあったり，

内容の具体化に苦労したりして実現するまでには至りませんでした（私も専門用語でクロスワードパズル

を作ろうとがんばったのですが，恥ずかしながら 3 行目で挫折してしまいました）．

　そのような感じであれもこれもとやってみたいことをいろいろ挙げて夢を膨らませる一方，有益な内容

を継続して領域の方々に提供できるか不安も感じておりました．当初，（予算的なことと毎号のネタに困

らないようにと）毎号 20 ページ程度（多くても 30 ページ程度）を想定していたのですが，いざ編集委員

会発足後初のニュースレター（通算第 2 号）を編集してみると，いきなり想定の倍の 40 ページとなって

いました．これについては創刊特大号ということにして，その次の号から想定のページ数に戻そうとした

のですが，それ以後も “ 特大号 ” 状態が続き，今日に至っているのは皆さんご存じの通りです．力の入っ

た原稿が次々と集まる度に領域のレベルの高さと層の厚さをあらためて実感することとなりました．そし

て今回ついに 80 ページを超える “ 超特大号 ” が出来上がりました．めくってもめくっても果てしなく記

事が続く状況に泣きながら編集をしている編集委員を想像しながら記事を楽しんでいただければ幸いで

す．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（井澤　公一）
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