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極低温での流体の音波伝搬に関する研究は，Landau が 1956 年の論文で，Fermi 粒子系で第零音波の存在を予言したことから
始まった。以後，Fermi 粒子系における音波の伝搬についての研究は，理論・実験ともに盛んに行われている。しかし，Bose 粒
子系の音波の伝搬については，未だ明らかにされていない事柄が多い。Fermi 粒子系に対しては，渡部らにより，全温度領域に
おける Boltzmann 方程式を用いた音波の計算方法が開発されている。この方法を Bose 粒子系に拡張することにより，Bose 粒
子系の音波の伝搬についても解明したいと考えている。今回の講演では Fermi 粒子系の音波に関する研究の歴史を紹介し，渡部
らが用いた Fermi 粒子系における解析手法について解説する。そして最後に，Bose 粒子系おける解析方法について議論する。

1. 正常 Fermi 粒子系の音波に関する研究の歴史

方程式は次のように与えられる。
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Landau によって展開された Fermi 液体理論によると，Fermi
∂
p
+
· ∇r − ∇r Uσ (r, t) · ∇p fσ (p, r, t) = Icoll [fσ ] (1)
粒子系の粘性係数は，流体力学的極限で温度の逆二乗に比例し，
∂t m
絶対零度で発散する。このことから，絶対零度で音波は伝搬し
ないと考えられていた。しかし，1957 年に Landau は，Fermi ここで，p，r ，m は粒子の運動量，位置座標，質量，σ =↑, ↓
液体理論を構築し，極低温であっても，平均場相互作用によっ は上向き，下向きのスピンを表し，t は時間，fσ は一粒子位相
空間における分布関数，Uσ = gn−σ (r, t) は平均場相互作用で

て液体 3 He 中に音波の伝搬が生じると予言した [1]。第一音波と

ある。g ，n−σ (r, t) は結合定数と粒子密度である。また，右辺

異なるこの音波は，しばしば第零音波と呼ばれる。第零音波の

存在は，早くも 1960 年代には実験的に確認されることとなる。 の Icoll は衝突項である。

上式 (1) を，次のように線形化する。最初に分布関数を平衡

上記の Landau による革新的な論文の後，Khalatnikov と

状態まわりで展開し，一次の項まで考える。次に，右辺の衝突

Abrikosov は，Fermi 液体理論を用いて，液体 He の第零音波と
第一音波の音速とその減衰率の温度依存性を計算した [2]。Abel 項に緩和時間の近似を施す。そして，最後に平面波展開する。
らは液体 3 He を用いて第零音波の存在を実験的に確かめた。ま こうすることで，線形化された Boltzmann 方程式が次のように
た，第零音波と第一音波の間の重なった部分を観察し，音速とそ 得られる。
3

の減衰率の温度依存性を測った [3]。Khalatnikov と Abrikosov
による理論的な予言は，Abel らの実験データとよく一致した。

1970 年，Brooker と Sykes は，第零音波から第一音波に変
化する間の音波伝搬を理論的に研究するために，線形化され
た Boltzmann 方程式を用いた [4]。しかしながら，Brooker ら
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ここで，εσ は運動エネルギー，τ は緩和時間，q ，ω は波数と

が Boltzmann 方程式を解く際に用いた近似は低温にのみ適し
たもので，高温領域を解析するには不適切であった。その上，

Brooker らは Boltzmann 方程式を数値的に解く方法は与えてい
るが，当時のコンピュータの性能では解くことができず，明確

振動数であり，上付き添字の 0 は平衡状態を，δ は一次の微小
量を表している。また νσ は次式で定義される。

δfσ (p, r, t) =

な解を与えてはいなかった。
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2010 年，渡部らは，線形化された Boltzmann 方程式にモーメ
線形化された Boltzmann 方程式 (2) の一般解を得るために，
ント法を用いることによってモーメント方程式を導出した [5]。
モーメント法を用いてモーメント方程式を導出する。まず，νσ
渡部らはこれを数値的に解くことによって，Fermi 粒子系にお
を球面調和関数で展開する。
ける音速とその減衰率を温度あるいは結合定数の関数として与
え，無衝突極限と流体力学的極限の間の音波の伝搬を記述する
ことに成功した。また，モーメント方程式に無衝突極限，流体

νσ (p, q, ω) =

力学的極限をとることによって，Khalatnikov と Abrikosov に
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l=0 m=−l

より求められた，第零音波と第一音波の固有振動数の表式を再

Plm (cos θ) は Legendre の陪関数である。ここでは縦波の第零音
波と第一音波の間のふるまいを考察するため，m = 0 とする。
第零音波には m = 1 となる横波も存在することを注意してお

導出した。

2. 線形化された Boltzmann 方程式とモーメント方程式
Fermi 粒子系における，線形化された Boltzmann 方程式と
モーメント方程式について紹介する。Fermi 粒子系の Boltzmann

く。また，Boltzmann 方程式の保存則から得られる方程式を用
い，さらに (r, t) における平均速度と波数が平行であることを
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仮定すると，次のモーメント方程式が得られる。
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vF は Fermi 速度で定義されている。また，関数 W 0 は次の Linhard 関数である。
2
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ここで，Wσ,n ，$p νσ,l % と Θ は次式で定義されている。
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求めるためには，量子系に拡張された Chapman-Enskog の方

(11) 式に無衝突極限をとり，乱雑位相近似により得られる結果
から s%% を消去する。そして，ω = Ω − iΓ について解くと
3
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3
!
"
1
(gρF + 1 + 3s20 )(s20 − 1)
Γ=
1−
(14)
τ
gρF (gρF + 1 − s20 )
が得られる。ρF は Fermi エネルギーでの状態密度で，s0 は
s0 ≡ Ω/vF q で定義されている。
4. 緩和時間
モーメント方程式 (5) を解くために，緩和時間を求める。特

に，音波の計算には粘性の緩和時間が必要である。緩和時間を

n

法 [6, 7] を用いることによって得られる。熱伝導の緩和時間を

τκ ，粘性の緩和時間を τη とすると，それらの表式は
(6)

これを解くことにより，無衝突極限と流体力学的極限の間の音
速とその減衰率を決定することができる。

3. 第零音波と第一音波
第一音波を考察するために，線形化された Boltzmann 方程式
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(2) を用いる。(2) 式に 1，p，p2 をそれぞれかけて，p 積分を で与えられる。ここで，zσ はフガシティである。また，Fn (zσ )
実行することにより，流体力学における保存則が導かれる。こ は Fermi-Dirac 積分と呼ばれるもので，次式により定義されて
の 3 つの式の粒子密度ゆらぎ，速度ゆらぎ，エネルギーゆらぎ いる。
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IA ，IB は衝突項から出てくるフガシティの関数で，Fermi 粒子
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(7) 系については文献 [5]，Bose 粒子系については文献 [8] に詳しい
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5. まとめと今後の課題
W2
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モーメント方程式 (5) により，Fermi 粒子系における音速と
のように与えられる。ここで，W ≡ W
= W ，κ，η は熱
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その減衰率を，温度と結合定数の関数として全領域記述するこ

伝導率，粘性率である。これらは，線形化された Boltzmann 方
程式 (2) から直接求めることができる。
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とが可能となった。今後，この方法を Bose 粒子系に適応する
ことによって，Bose 粒子系における音速とその減衰率を温度と
結合定数の関数として計算することが私の研究課題である。具

(9)

体的な方法については講演の場に譲ることとする。
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Origin of the Commonly Observed Secondary Relaxation Process
in Saccharides
固体物性Ⅰ研究室 修士 2 年
児玉 庸平

Introduction

用いた。測定周波数領域は、10 ~10 Hz

過冷却液体の分子ダイナミクスでは、融
点からガラス転移点までの狭い温度範囲で

で、温度安定性は 0.1K 以内で測定を行っ
た。

広い時間領域にわたり、様々な分子運動が
観測される。過冷却液体の一つである糖ア
ルコールは広帯域誘電分光法で盛んに研究
されており、電気的周波数領域では主緩和
であるα緩和過程と副緩和の JG-β緩和過
程の 2 種類が観測されている。これらの緩
和の起源はα緩和過程では分子の共同的な
運動、JG-β緩和過程では分子個々の運動

図 1 単糖類の分子構造

と考えられている。
一方、単糖類においては、副緩和過程に
おいて JG-β緩和より高周波側にγ緩和過
程と呼ばれる糖類特有の緩和が観測され

Result＆Discussion
各試料の誘電損失の周波数の温度依存性

る。しかし、このγ緩和過程の起源は分か

（図 2）から、1,6-anhydro-D-glucose では

っていない。

γ緩和過程は観測されなかった。原因とし

このため本研究では似た分子構造を持っ

て 1,6-anhydro-D-glucose の構造における

た単糖類の誘電測定を行い、γ緩和過程の

1,6-anhydro bridge によってγ緩和過程が

分子ダイナミクスについて考察する。

抑制されたと考えることができる。この結
果からγ緩和過程の起源として、-CH2OH

Experiment

基の回転運動もしくは環構造の変形が示唆

測定した物質は図 1 に示した D-glucose
と 1,6-anhydro-D-glucose の 2 種類の単糖
類 であ る。 1,6-anhydro-D-glucose は Dglucose における炭素 C1

と

C6 との間に

brige を形成した構造をとっている。
広帯域誘電分光測定には Novo-Control
GMBH Alpha dielectric spectrometer を

される。
この実験を踏まえ、γ緩和過程の起源に
ついてより詳細に検討するために複数の単
糖、二糖においての測定が行われた。
図 3 より、全ての糖においてγ緩和過程
が観測された。また-CH2OH 基数が少ない
D-ribose ではγ緩和過程の誘電損失は小さ
く、-CH2OH 基数が多い sucrose ではγ緩

和過程の誘電損失は大きいこと（図 3 上）
などから、γ緩和過程の誘電損失とCH2OH 基数との間に相関があると考えら
れる。

Conclusion
本研究において、2 種類の単糖の誘電分
散の比較から 1,6-anhydro-D-glucose には
γ緩和過程が観測されなかった。この結果
と、いくらかの糖類のγ緩和過程における
誘電損失の強度および活性化体積の比較か
ら、γ緩和過程の起源は-CH2OH 基の回転
運動であることが示唆された。

図 2 誘電損失の周波数の温度依存性

さらに Kaatze による音響吸収測定から

図 3 γ緩和過程の強度の比較

得られた-CH2OH 基の回転運動と環構造の
変形における体積変化∆𝑉

を誘電分光

法による圧力測定から得られた活性化体積
∆𝑉

Reference

を比較したところ、
γ緩和過程の活

[1] P. Wlodarczyk, K. Kaminski, K. Adrjanowicz,

は-CH2OH 基の回転運動

Z. Wojnarowska, B. Czarnota, M. Paluch, J. Ziolo,

性化体積∆𝑉

による体積変化∆𝑉

とほぼ一致した。
こ

and J. Pilch, J. Chem. Phys. 131, 125103 (2009)

れよりγ緩和過程は-CH2OH 基の回転運動

[2] K. Kaminski,† E. Kaminska,† M. Paluch,

に起因すると考えられる。

J. Phys. Chem. B 2006, 110, 25045-25049

相互作用のある粒子系の駆動容器中における速度分布
物性物理学専攻 物性理論 1 研究室 修士 2 年 民 祐太郎
イントロダクション

体に及ぶ。特に n = 2 の式 dv2 /dt = 2v/V

dE mv
=
dt
V

熱力学の等温過程において熱平衡状態では粒子の速度
分布は Maxwell-Boltzmann 分布に収束することが知られ

!

dσ ṡ2

"

dσ ṡ2 から、
(2)

ている。これは系の一様性、速度分布の等方性、分布が

となり、系のエネルギーは常に増加することが示せる。

規格化可能であることから求められる。では、もう一つ

また、n = 1 の時

の主要な過程である断熱過程の場合どうだろうか? 断熱

dv
3
=
dt
4V

過程では系に対し仕事を介してエネルギーのやりとりを
行っている。熱によるエネルギーの与え方は一意的に決
まるが、仕事の場合はその与え方で系の振る舞いが大き

!

dσ ṡ2

(3)

であり、これと (1) 式より漸化微分方程式が得られる。

く変わることが知られている [1]。

dvn 1
dv
= n (n + 2) vn−1
dt
3
dt

一般論として断熱過程における粒子の速度分布を導出

(4)

するのは非常に難しい。数ある仕事として力学的な作用

これを t について積分した後、(2),(3) 式より初期値の項

を選び、体積一定における「駆動容器」中の粒子の速度

を無視すると

(n + 2)! n
v
(5)
2 × 3n
れにより得られた速度分布には独立粒子近似が用いられ
となる。ここで平均を分布関数 f (v) で書き直す。v につ
ており、粒子同士の相互作用が考慮されていない。
いて等方的であるとすると
粒子同士の相互作用がある場合、駆動していない容器
#
においては Maxwell-Boltzmann 分布に収束することは周
4πv2 dv vn f (v)
(n + 2)!
(6)
$#
%n =
知の事実である。そこで、粒子同士の相互作用があり、か
2 × 3n
4πv2 dv v f (v)
つ、
「駆動容器」中の場合、粒子の速度分布が [2] で得ら
れた分布 (以下、駆動分布と呼ぶ) を示すのか、Maxwell- と書け、これを f (v) について解くと
分布が普遍的性質をもつことが示された [2]。しかし、こ

Boltzmann 分布を示すのか、MD(Molecular Dynamics) シ
ミュレーションにより測定した。また、どのような条件

vn =

f (v) = Ae−v/c

(7)

となる。ただし、A は規格化定数である。c は v̄ =
#
dv 4πv2 v Ae−v/c より求められ、c = v̄/3 となる。ま

の時にそれらのような分布を示すのかを考察する。

た、v̄ は (3) 式より得られる。

駆動モデル
このモデルは Jarzynski らによって考えられた [2]。ま
ず、相互作用の無い系を考えるために容器内の粒子を 1

シミュレーション · 結果 · 考察

個とする。容器の体積 V 一定下で壁を駆動させる。粒子

この速度分布を測定するため MD シミュレーションを

は駆動している壁と衝突することで仕事をうける。粒子

行った。立方体の中に 1 個の剛体粒子を入れ、初期条件

のエネルギー変化は壁との衝突のみを考え、すべて弾性

を与える。すると粒子の軌跡が一意的に定まり、任意の

衝突とする。衝突時における速度変化を統計的に扱うこ

時間における位置と速度を計算できる。駆動分布を導出

とで、平均速度に関する方程式が得られる。これを f (v)

した時に速度分布の等方性を仮定していたので、中心に

について解くことで駆動分布が得られる。

固定球を設置する。この固定球との衝突が繰り替えされ

n 次平均速度の方程式は
dvn 1
1
= n (n + 2) vn−1
dt
4
V

ることで粒子の速度分布の等方性が保証される。壁の駆

!

dσ ṡ2

動は x 方向のみとし、壁の速さは粒子の初期速さに比べ

(1)

となる。v は粒子の速さ、V は容器の体積、ṡ は駆動壁の
速さ、σ は容器の微小面積で、その積分範囲は駆動壁全

十分小さくする (具体的には約 100 分の 1)。また、衝突
はすべて弾性衝突とする。
このシミュレーションのサンプルを多くとることで分
布関数を測定した。図中のパラメータは pn : 粒子数、t :
時間、l p : 粒子間平均自由行程を表す。
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図 1 は、横軸速さ、縦軸にその帯にある粒子の個数の
対数をとっていて分布の対数を表している。この様に理
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次に 10 粒子のシミュレーションを示す。10 粒子の場
合、粒子間相互作用で速度分布の等方性が満たされるた
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図 2 では、駆動分布のような加速を示していない。こ

そこで、平均自由行程を長くしたシミュレーションを
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図 5: 分布の概形 2

の原因の 1 つとして、粒子同士の相互作用より駆動によ
る加速が妨げられている、ということが揚げられる。

0

粒子同士の相互作用は無視できないと言える。

行った。平均自由行程は粒子の直径を変えることで調節
できる。しかし、図 2 の場合は粒子の相互作用により粒
子速度の等方性が満たされていたので、今度は 1 粒子の
場合と同じように中心に固定球を置き、これとの衝突を
繰り返すことで速度の等方性を満たされるようにした。
ここで、二つ目の平均自由行程 liso を導入する。一般
的な粒子間相互作用の頻度を表すものに対し、これは、
中心の固定球との衝突も考慮した平均自由行程である。

結論 · 展望
粒子同士の相互作用を考慮すると駆動分布はみられな
くなった。l p を長くすることで、駆動による粒子の加速
はみられたが、分布は平衡状態にあると思われる。
平衡分布への緩和時間の定量的な考察を経て、平衡分
布に至る前に駆動分布になる可能性があるかを模索する。

liso は粒子の速度の等方性を保証するもので、これを駆
動壁間の長さと同じくらいか、それ以下になるような条
件でシミュレーションを行った。
図 3 は 10 粒子で liso を 1 粒子シミュレーションの時と
同じくらいにし、l p を長くとった時の結果である。駆動
分布のような加速を示し、図 1 にいくらかは近づいてい
るように見える。次に分布の概形を確認した。
図 4,5 より、分布はほぼ平衡分布といえるだろう。l p
を十分長くとったといえども、測定する時間によっては
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超流動における自己無撞着摂動展開
北海道大学理学院物性物理学専攻 物性理論 II 研究室 修士２年 田村拓未
超流動は 1937 年にイタリアのカピッツァが発見した。ヘリウム 4 が低温でも固化せずに 2.17K になると二次相転移を
起こし粘性が０になる。これは、ヘリウム 4 がボーズ・アインシュタイン凝縮を起こした事に起因する。理想的な系での
超流動は理論的に説明可能であるが、相互作用を考えた場合には未だ説明はできていない。

1.Dyson-Beliaev 方程式
質量 m スピン 0 のボーズ粒子のハミルトニアンが

H = H0 + Hint

(1)

!

(2)

によって記述されるとする。

H0 =
Hint =

1
2

!

d3 r

!

d3 r1 ψ † (r1 )K1 ψ(r1 )

d3 r! ψ † (r)ψ † (r! )V (r − r! )ψ(r! )ψ(r)

(3)

1
ここで ψ と ψ † は交換関係を満たす場の演算子で K1 ≡− 2m
∇21 −µ であり、µ は化学ポテンシャルである。そして V は

V (r − r! ) = V (r! − r) を満たす。ハイゼンベルグ表示で場の演算子を記述すると

ψ(1) ≡ eτ1 H ψ(r1 )e−τ1 H , ψ̄(1) ≡ eτ1 H ψ † (r1 )e−τ1 H

(4)

ここで 1 ≡ (r1 , τ1 ) である。次に ψ(1) を Ψ ≡ $ψ(1)% と準粒子の場 φ(1) を用いて

ψ(1) = Ψ(1) + φ(1), ψ̄ = Ψ̄(1) + φ̄(1)
松原グリーン関数を φ と φ̄ を用いて表すと。
"
#
φ(1) $
Ĝ(1, 2) ≡ −$Tτ
φ̄(2)
φ̄(1)
方程式（6）は Dyson 方程式を満たす。
!

%
φ(2) %σˆ3 ≡

"

G(1, 2)
¯ (1, 2)
−F

d3[Ĝ−1
0 (1, 3) − Σ̂(1, 3)]Ĝ(3, 2) = σ̂0 δ(1, 2)

(5)

F (1, 2)
−Ĝ(1, 2)

#

(6)

(7)

ここで Ĝ−1
0 (1, 2) は以下で定義される。

Ĝ−1
0 (1, 2) ≡

&

−σ̂0

'
∂
− σ̂3 K1 δ(1, 2)
∂τ1

(8)

2.Luttinger-Ward の汎関数
−H
Luttinger と Ward は熱力学ポテンシャル Ω が Ω = −T Tre T で表せる事を示した。ボーズ系だと熱力学ポテンシャル Ω
は以下のように示せる。

ここで TrAB ≡

(

(

Ω = −T Tr[ln(−G−1
0 + Σ) + ΣG] + Φ

(9)

d1 d2A(1, 2)B(2, 1) であり
G−1
0 (1, 2) ≡

&

−

'
∂
− K1 δ(1, 2)
∂τ1
1

(10)

3.De Dominicis-Martin の理論
De Dominicis と Martin は熱力学ポテンシャルの以下の事を示した。
δΩ
δΩ
δΩ
=
= 0,
δG(2, 1)
δ F̄ (2, 1)
δ Ψ̄

(11)

4. 結論
所々説明を省略したが以下のような式が以上から導き出せる。
&
'
!
!
(n)
δΦ(n)
δΨ(n)
¯ − G(2, 1)] + δΦ
2nΦ(n) + d1 d2
[Ψ(2)Ψ(1)
[Ψ(2)Ψ(1) − F (2, 1)] +
[Ψ̄(2)Ψ̄(1) − F̄ (2, 1)]
δG(2, 1)
δF (2, 1)
δ F̄ (2, 1)
(12)
これは Φ についての無限次までの近似（摂動）展開になっており相互作用のある場合のボーズ系を表している。ダイア
グラムを用いて図形的に計算するのであるが詳しい計算方法は発表に譲る。
参考文献
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カイラル・アノマリー
下出直樹
素粒子論研究室 修士二年

2013 年 10 月 15 日
概要
場の量子論におけるカイラル・アノマリー（量子異常）を紹介する。本稿では、場の量子論の基礎事項、すなわ
ち当日の発表において深く立ち入ることができない前提知識の簡単な紹介を記す。
一般に、場の理論におけるアノマリーとは、古典論的な対称性が量子補正によって破れることを言う。その実例
として、質量 0 のフェルミオンが持つ、カイラル対称性に伴うアノマリー（カイラル・アノマリー）を取り上げ
る。具体例として、中性パイオンが二個のフォトンへ崩壊する過程 (π → γγ) がカイラル・アノマリーが根本的
に関係していることを見る。

ここで e は電気素量、ψ(x) はスピノル場（ディラッ

1 基礎事項

ク場とも言う）、Aµ は電磁場のベクトルポテンシャ
ル、γ µ はガンマ行列と呼ばれる行列である。

対称性
対称性という語は、不変性とほぼ同義に用いられ

ガンマ行列とは、一般には次のような反交換関係

る。たとえば「コマは回転対称性を持つ」と言えば、

を満たす線形作用素（演算子）である。

それはコマを記述するラグランジアンが座標系の回

{γ µ , γ ν } = 2g µν ,

転に対して不変に保たれることを意味する。

(3)

ここで g µν はミンコフスキーの計量テンソルである。

Noether の定理

（符号は (+ − −−) ととる。）

標語的に言えば、Noether の定理の主張は次のよ

４次元の場合には４つのガンマ行列（及び虚数単

うになる。「対称性の在る所、保存量在り。」つまり、

位 i）をかけた行列を改めてガンマ 5 行列として定義

この定理によれば、コマが回転対称性を持つことに

する：

対する保存量がある。実はそれは角運動量である。

γ 5 := iγ 0 γ 1 γ 2 γ 3 .

場の理論においても、Noether の定理は適用でき

この作用素の重要な性質は、他のガンマ行列と反交

る。このとき、保存則は次のように表せる。

∂µ j µ (x) = 0.

換すると言うものである：

(1)

ここで x は時空の座標、µ = 0, 1, 2, 3、∂µ =

(4)

∂
∂x

!

で

"
γ 5 , γ µ = 0.

(5)

最後に、スピノル ψ とは、４次元の複素数ベクト

ある。Noether の定理は、ラグランジアンの持つあ
µ

る対称性に対し、それに対応する j が存在すること

ルとして表現できる対象だが、ベクトルポテンシャ

を主張する。

ル Aµ などの通常のローレンツベクトルとは異なっ

QED

た変換性（ローレンツ変換に対する）をもつ。
具体的には、次のような変換性を満たす。

QED (Quantum ElectroDynamics) とは、フェル
ミオンと電磁場、及びそれらの相互作用を記述する

ψ̄ψ
ψ̄γ µ
ψ̄γ 5 ψ
ψ̄γ µ γ 5 ψ

場の理論である。質量のない（m = 0）フェルミオ
ンについてのラグランジアン L は次のように与え
られる。

L (ψ, ψ̄, x) = ψ̄(x)iγ µ ∂µ ψ(x)
+ eψ̄(x)γ µ Aµ (x)ψ(x),

ローレンツスカラー
ローレンツベクトル
擬ローレンツスカラー
擬ローレンツベクトル

(6)

ただし ψ̄ は次のように定義されるスピノルである。

(2)

ψ̄ := ψ † γ 0
1

(7)

経路積分による量子化

アノマリー

経路積分は、ある理論の量子化をえる方法として、

素粒子論の文脈では、アノマリーとは、古典理論

素粒子論でよく用いられるものである。この手法で

で成り立っていた保存則が、量子効果によって破ら

は、量子論的な期待値を求める際、統計力学でやる

れる現象のことをさす。

ような方法を用いる。すなわち、分配関数 Z を求

本発表ではこの中でも質量 0 のフェルミオンが持

め、それを経由して求めたい量を求める。フェルミ

つカイラル対称性に関するアノマリー、カイラル・

オンの場合、具体的には

アノマリーに注目する。すなわち、QED では実は量

Z =

#

子効果を考えると

DψD ψ̄ exp (iS [ψ] /!).

(8)

∂µ j µ5 &= 0

この積分は、許される全 ψ （及び ψ̄ ）についての和

となってしまうのである。しかし、このことが返っ

（測度は D ）と解釈する。特徴的なのは、それぞれ

て物理学的に重要であることが知られている。

の ψ に関する重みを、古典的な作用 (action) を位相

3 アノマリーの起源

として exp (iS/!) としていることである。物理量 O
の期待値 "O# は、次のように与えられる。

1
"O# =
Z

#

DψD ψ̄ O exp (iS [ψ] /!).

(14)

本発表ではカイラル・アノマリーがどのように現
れるかをみる。ひとつは摂動論的な場合、もう一つ

(9)

は非摂動論的な場合である。

3.1 摂動論によるアノマリー
物理的には中性パイオンの崩壊

2 Introduction

π −→ γγ.

カイラル対称性と保存カレント
カイラル変換は次のように定義される。

$
%
ψ → exp iαγ 5 ψ ≈ ψ + iαγ 5 ψ
$
%
ψ̄ → ψ̄ exp iαγ 5 ≈ ψ̄ + iαψ̄γ 5 ,

が、カイラル・アノマリーの存在により説明出来る。
実際には、次のようなファインマン・ダイアグラム

(10a)

で表されるような過程が寄与している。

(10b)

ここで α は任意のスカラーである。

この変換において、m = 0 の場合の QED のラグ
ランジアンの変分は 0 になる：

δL = 0.

(11)

3.2 藤川の方法
非摂動論的には、藤川の方法 (Fujikawa method

則ち、質量のないフェルミオンはカイラル変換に対

[1]) として知られる計算法によりアノマリーを見い

する対称性を持つ。これをカイラル対称性と言う。

だすことができる。この方法の本質は、カイラル変

Noether の定理に従えば、この対称性に対する保

換に対する積分測度が不変ではないことに注目する

存カレントが存在する。実際、

j µ5 := ψ̄γ µ γ 5 ψ.

ことである：

Dψ ! D ψ̄ ! = J DψD ψ̄,

(12)

(&= DψD ψ̄)
で定義されるカレントは、オイラー・ラグランジュ
ここで J はヤコビアンを表す。

運動方程式を用いれば

∂µ j µ5 = 0.

参考文献

(13)

[1] K. Fujikawa Phys. Rev. Lett. 42, 1195 (1979)

となることが示せる。
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Physical properties of Ba1.5 phenanthrene
Tomoyuki ISOME
Low temperature physics group
I.

Introduction

Superconductors, materials that conduct electricity
without resistance and completely eject the
magnetic-field lines, are mostly inorganic materials. The
recent discovery of superconductivity in doped organic
crystals containing a phenanthrene (Fig. 1) has provided a
new empirical substance for the occurrence of
superconductivity   in   organic   π-molecular materials.
Superconductivity for alkali doped phenanthrene
(K3phenanthrene and Rb3phenanthrene) is introduced by
doping alkali metals into the interstitial sites of the
pristine compounds. The charge transfer from
alkali-metal atoms to the molecules results in changes in
the electronic structure and the physical properties to
realize   superconductivity.   The   π-electron can delocalize
throughout the crystal, giving rise to metallic conductivity
due   to   a   π-orbital overlap between adjacent molecules.
The molecule and crystal structure of organic materials
are completely different from the inorganic system, which
makes the understanding of superconductivity in organic
systems quite difficult and complicated.

II.

Magnetic properties of Alkali-earth doped
phenanthrene

Figure 2 shows the temperature dependence of magnetic
susceptibility   χ   for   the   powder   samples   of  
Sr1.5phenanthrene and Ba1.5phenanthrene in the ZFC and
FC processes under a magnetic field of 10 Oe.
Susceptibility shows a drastic drop in ZFC and FC
measurements at about 5K for Sr1.5phenanthrene and
Ba1.5phenanthrene,
respectively.
The
temperature

corresponding to the sharp drop is defined as the
superconducting transition temperature (Tc). From ZFC
and FC measurements, we could evaluate to shielding and
Meissner effects.

Fig. 2 The temperature dependence of magnetic
susceptibility for Ba and Sr-doped phenanthrene
Fig. 1 Molecular structure of phenanthrene.
The superconductivity in doped phenanthrene-type
materials offers an excellent candidate for studying
physics in organic -molecular superconductors.
However, the super conducting volume fraction of
alkali-doped phenanthrene is too small to investigate
intrinsic superconducting properties of phenanthrene
type-systems. Recently, superconductivity in Strontiumand Barium-doped phenanthrene was discovered, and the
superconducting transition temperature is about 5 K for
each materials. The shielding fraction of alkali-earth
doped phenanthrene is much larger than that of alkali
metal doped phenanthrene.

The shielding fraction and the Meissner fraction are
65.4% and 3.4% for the sample of Ba1.5phenanthrene,
39.5% and 9.5% for the sample of Sr1.5phenanthrene,
respectively. The shielding fraction of alkali-earth doped
phenanthrene is much larger than that of alkali metal
doped phenanthrene(5~6%). These high shielding
volume fractions suggest that alkali-earth doped
phenanthrene be regards as bulk-superconductor. The Tc
for Sr1.5phenanthrene and Ba1.5phenanthrene are around
5K respectively. Shown in Fig. 2, It seemed that Tc for
Sr1.5phenanthrene is little higher than that of
Ba1.5phenanthrene and the Tcs for the alkali-earth doped
phenanthrene are higher than those of 4.95 and 4.75 K for
K3phenanthrene and Rb3phenanthrene, respectively. The
intercalation of a larger atom results in a lower Tc, as
same as in the alkali-metal-doped phenanthrene, whereas
the superconducting transition temperatures for A3C60

increase monotonically as the unit-cell size increases. The
evolution of Tc with the radii of intercalating atoms for
doped phenanthrene is quite different from the A3C60. It
cannot be understood in BCS theory because the density
of states increases (DOS) with lattice expansion, and an
increase in the DOS should lead to an enhancement of Tc.

Fig. 5 Specific heat CP /T as a function of T2 under
various magnetic fields. The inset shows the magnetic
field dependence of Sommerfeld coefficient γ(H) as a
function of H/HC2,

III.

Fig. 3 The pressure dependence of magnetic susceptibility
for Ba and Sr-doped phenanthrene
Figure 3 shows the pressure dependence of magnetic
susceptibility. The Tc for both Sr1.5phenanthrene and
Ba1.5phenanthrene increases with increasing applied
pressure. The shielding fraction also becomes larger.
According to BCS theory, the decrease in Tc is expected
with an application of pressure. The unusual
positive-pressure effect also indicates unconventional
superconductivity in doped phenanthrene superconductors.

Temperature dependence of specific heat for
Ba1.5phenanthrene

Figure 4 shows the superconducting electronic
specific-heat, which continuously decreases and then
becomes almost constant below 1K. Such behavior is in
accord with the s-wave symmetry of the superconducting
gap. The fitting curve of the specific-heat suggests an
intermediate-coupling strength in this material.
Figure 5 shows specific heat CP/T vs T2 plot under
various magnetic fields. The magnetic field dependence
of the Sommerfeld coefficient  γ  (H) provides information
on the superconducting gap symmetry. If It is full gapped
superconductor, γ(H) is proportional to magnetic field H.
In contrast, the superconducting gap is highly anisotropic
or possesses a node, γ(H) is proportional to the square
root of H. As shown in the inset of Fig. 2, The linear
increase  of  γ(H) with increasing H excludes the existence
of anisotropic gap and suggests Ba-doped phenanthrene
has an isotropic gap structure.

IV.

Summary

The Sr1.5phenanthrene and Ba1.5phenanthrene show
superconductivity at around 5 K. The positive-pressure
effect in Sr1.5phenanthrene and Ba1.5phenanthrene and a
lower Tc with a larger lattice volume indicate
unconventional superconductivity in this organic system.
The analysis of the specific-heat data shows isotropic s-wave
gap symmetry with moderate coupling in the
Ba1.5phenanthrene superconductor.

Fig. 4 The temperature dependence of superconducting
electronic specific heat for Ba1.5phenanthrene
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Bistability in Atomic-Scale Antiferromagnets

Sebastian Loth, Susanne Baumann, Christopher P. Lutz, D. M. Eigler Andreas J. Heinrich
Surface magnetism group

Hideyuki HASA

Nanoscale ferromagnets are widely used as mass
storage drive, like hard disk drive, because it is easy to
switch and detect the magnetic moment. On the other
hand, antiferromagnets have a difficulty of switching
and detecting the magnetic moment. However, absence
of their total magnetic moments is advantages such as
insensitivity to external fields.
In antiferromagnets, atoms align antiparallel with
neighboring atoms [Fig1(A)]. In atomic scale, atoms
are observed by scanning tunneling microscopy (STM),
and aligned by means of atomic manipulation.
So
far,
nearby
ferromagnetic
domains,
magnetoelectricity or optical pulse are needed to
control and switch the antiferromagnets [2].

In this paper, they investigate the behavior of
antiferromagntic structure in atomic scale.
They assembled eight Fe atoms on Cu2 N surface in
line at low temperature. There is so strong interaction
between Cu2 N surface and Fe atoms that Fe atoms
align their spins to the resulting easy axis parallel to the
surface. The spin of each Fe atom is aligned
antiparallel to that of neighboring atom [Fig.1]. The
exchange interaction energy between the two atoms is
1.2 meV. This value is calculated using Ising model
including Zeeman energy, uniaxial anisotropy and
isotropic Heisenberg exchange interaction [1].
Assembled Fe atoms exhibit two pattern of Neel state
at low temperature. In Fig.1 (B) to (E), STM data
clearly distinguish two patterns: one in Fig.1 (B), (C)
and the other in Fig.1(D), (E). The height difference in
Fig.1(B) to (E) comes from the difference of magnetic
tunnelling junction between magnetization of tip and
Fe atom. In case that the magnetic moments of tip
and atom are parallel, the conductance is high, whereas
they are antiparallel, the conductance is low. This
difference reflects the height of the STM image.
The stability of the Neel states is not affected by
imaging them using an applied voltage of < 2 mV, but
voltages in excess of ~7 mV caused switching of the

Fig.1
(A) Schematic of Fe atoms on a Cu2 N surface coupled
antiferromagnetically (B) Spinpolarized STM image of
a linear chain of eight Fe atoms assembled on a Cu 2 N
surface on Cu(100). Spins are in Néel state 0. (C)
Cross section of chain in (B). (D and E) Same as (B)
and (C) but in Néel state 1.

Fig.2
Switching between Néel states induced by tunneling
current. Pulsed voltage V demonstrates fast switching.
Pulses of 0.5 V and 10-ns duration were applied every
10 ms.

Neel state. When submicrosecond pulse is applied to
the end of the Fe structures, Fe atoms are excited by
the joule heating, then the Neel state switches to the
other Neel state immediately.
During the each pulses 2 mV of the bias voltage is
applied to observe the state [1] (Fig.2). The stronger
pulse voltage is applied, the more frequent switching
occurs, and the rate increase faster than in proportion to
the applied voltage. This result indicates that electrical
switching of the antiferromagnets structure is
controlled at high speed and low energy.
They investigate the relation between temperature and
stability of the Neel state in Fe (1×n) and (2×n)
structures [Fig.3]. At 0.5 K all structures are stable.
Spontaneous switching occurs as temperature increases.
In Fig3 (B), (2×6) structure is stable but (2×4) structure
is switching at 3.0 K. Structures with more atoms
remain stable [Fig.3 (A) to (C)].
Above 5 K, switching rate of Fe structures follow the
Arrhenius low [Fig.4 (E)] (1).
Below 5K, the switching rate of the (1×6) and (1×8)
structures are different at the same temperature. The
tunneling rate of (1×6) structure is 1000 times larger
than that of (1×8) structure [Table (1)]. There are two
ways to reduce quantum tunneling. One is increasing
the Fe atoms, the other is coupling of two chains, like
from (1×6) to (2×6) as indicated in Fig.3(D).

  

0
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 E

B

/ k

B

T )  

T

…

(1)

Equation (1)
Arrhenius low where ρ is switching rate, ρ0 is
prefactor, E B is energy barrier and ρT is temperature
independent tunneling rate.
Table (1)
Fit parameters for switching rates of Fig. 3E. The
modified Arrhenius function (1) is fitted to the
temperature-dependent switching rates of each
structure.

Fig.3
(A to C) STM images of (2×6) and (2×4) structures of
Fe atoms. (D) Schematic of the atomic positions of Fe
and Cu2 N substrate atoms in (2×n) and (1×n) structures.
Cu atoms and N atoms are indecated as yellow and
light blue, respectively. Ball colors indicates the spin
alignment of one Néel state, with red being parallel and
blue antiparallel with the tip’s spin. (E) Arrhenius plot
of the switching rates for the structures of (A) and a
(1×8) and (1×6) chain. Solid and dashed lines are
fitting curve using equation (1).

Even though the spin coupling with added chain,
J'=0.03 meV per atom [1], is much weaker than that of
single chain, J=1.2 meV per atom, it suppress quantum
tunnelling. This difference between J and J' is derived
from a superexchange-mediated interaction of Cu2 N
structure [1].
In this paper, they investigate the behaviour of
nanoscale antiferromagnet and relation of switching
rate with contribution of the structure and temperature
and reveal that in (2×6) structure the switching occurs
so rarely that remains stable 17 hours at 0.5 K.
From their results, they proposed to use these
atomic-scale antiferromagnets as magnetic recording
bits.
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リラクサー強誘電体 Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 のフラクタルダイナミクス[1]
物性物理学専攻 固体物性Ⅱ研究室 修士１年 太田崇明
1.

はじめに

リラクサー強誘電体の１つである Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 (PMN)
は、ABO3 型ペロフスカイト構造をとるが、B サイトが 2 つの
イオン(Mg2+,Nb5+)によって置き換えられた複合ペロフスカイ

域で確認されたという点で、このようなスペクトルはガラスな
どのソフトマターでは報告されていたが[7]、リラクサーでは今
回初めての例である。
準弾性散乱は 1 つまたは複数のデバイ緩和(ローレンツ関数)

トである。広範囲の温度にわたって高い誘電率や電気機械結合

でフィットを行うのが一般的だが、今回のような自己相似型の

係数を示し[2]、コンデンサーや超音波素子などのデバイスへの

スペクトルではローレンツ関数の組み合わせに任意性が生じ

応用の観点から注目を集めている。学術的な面ではそのような

る。
そこで、図 4 の直線領域で冪関数によるフィットを行った。

誘電特性の物理的な起源の理解を目指して研究が行われてい

冪関数は、

る。

I ()   
 log I ()   log   const (1)

PMN の静的な性質に関して、Uesu らは中性子散乱と SHG
の測定を行った[3]。彼らは低温で立方晶の中に極性を持つ三方
晶相が発達し、10K では体積分率約 0.2 をとるという結果を得

と書けることから、両対数プロット上で冪指数αを傾きとする
直線としてフィットすることができる。
動的スケーリング理論[8]によると、冪関数で表される自己相

た(図 1)。このような極性を持つ領域は Polar Nano

似スペクトルは空間構造の自己相似性(フラクタル)を意味して

Region(PNR)と呼ばれ、Moriya らによる比熱測定から得られ

いる。フラクタルとはあるパターンを拡大しても同じようなパ

た過剰エントロピーの温度依存性(図 1)とも良く対応する[4]。

ターンが見られるもののことで、自然界ではリアス式海岸や雲

動的な性質の解明には光散乱が広く用いられている。光散乱

などに見られる。フラクタルなパターンには、視野の大きさ L

 LD という関係が成り立つ。D

スペクトルからは格子振動や緩和のダイナミクスを知ること

とパターンの数 N の間に N

ができる。リラクサーでは Jiang らがブリルアン散乱実験を行

はフラクタル性を特徴付ける量で、フラクタル次元と呼ばれる。

い、準弾性散乱(central peak)がある温度に向かって成長する

たとえばリアス式海岸は D～1.3 という値をとる。

様子(図 2)を観測した[5]。準弾性散乱はブリルアン領域[5]とラ

(1)の α から Boukenter の方法[9]に従って求めたフラクタル

マン領域[6]で観測されているが、それぞれで観測された準弾性

次元 D の温度依存性を図 5 に示す。
低温に向かって増加するが、

散乱をつなぎ合わせるような広帯域のスペクトルは報告され

200K 以下では 2.61 という値に漸近し、
それ以上は増加しない。

ていない。そこで PMN の広い時間スケールでのダイナミクス

このような温度依存性が図 1 に示した PNR の体積分率と過剰

に注目し、タンデム式ファブリ・ペロー干渉計を用いてブリル

エントロピーの温度依存性とよく対応していることから、PNR

アン領域とラマン領域の両方を含む広帯域光散乱を行った。

は結晶中でフラクタルな構造をとっていると考えられる。また、

2.

低温で漸近する D=2.61 という値はシミュレーションによって

結果と考察

室温における実験結果を図 3 に示す[1]。(a)～(d)は異なる周

得られたパーコレーションクラスターのフラクタル次元

波数帯域で測定しており、(a)→(b)→(c)→(d)でそれぞれ中央部

2.53[10]と近い値をとる。このことから PNR は低温に向かっ

分をおよそ 4 倍ずつ拡大したスペクトルとなっている。図 3 に

て成長していくが、240K 付近でパーコレーション転移を起こ

示された準弾性散乱の形状が(a)～(d)で良く似ていることが分

し、さらに低温では成長できなくなると考えられる。高い誘電

かる。このように測定する周波数帯域によって形状の変わらな

率を示す温度領域ではフラクタル次元は 2 よりもわずかに大き

いスペクトルを自己相似型スペクトルという[7]。 図 3 で得ら

な値をとっている。このような PNR のパーコレーション前駆

れたそれぞれのスペクトルをつなぎ合わせて両対数プロット

状態は高い誘電応答を示す条件になっていると解釈できる。

し、その温度依存性を表したのが図 4 である。図中に点線で示

3.

結論

したような直線領域の存在が見られる。注目すべきは直線領域

リラクサー強誘電体 PMN の広帯域光散乱実験を行った。冪

が 1GHz 未満から 1THz 付近にわたる 3 桁以上の広い周波数帯

関数型の緩和モードが 3 桁以上の広周波数帯域で観測された。

動的スケーリング理論から得られたフラクタル次元 D と
PNR 体積分率の温度依存性が良く対応することから、PNR
がフラクタルな構造を持ち、240K 付近でパーコレーション
転移を起こしていると考えられる。高い誘電応答を示す温度
領域ではフラクタル次元は 2 よりもわずかに大きい値をと
っており、このようなパーコレーション前駆状態は高い誘電
応答を示す条件になっていると解釈できる。
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図 1 PNR の体積分率(

)と過剰エントロピー(実線)

図 4 自己相似スペクトルの両対数プロットとその温度依存性

の温度依存性

High T

Low T

図 2 リラクサー強誘電体 0.65PMN-0.35PbTiO3 のブリルアン散
乱による準弾性散乱(Central Peak)の温度依存性

図 5 フラクタル次元 D の温度依存性

超伝導の歴史と熱力学
物性理論 II 研究室 修士１年 菊地 啓哉
超伝導現象は、量子効果がマクロなスケールに現れる、物性分野の中でも 最先端 であり、最も研究
されている分野の一つである。一方で、熱力学は、18 世紀後半から作り上げられてきた 古い 物理学の
分野である。本発表では、超伝導の歴史を簡単に触れ、 古い 分野である熱力学が、超伝導を含む物理
現象の理論的な理解に使われていることを紹介する。

1

超伝導の歴史

1900 年頃、金属の電気抵抗の低温での振る舞いに
関して、古典力学的な考察から２つの予想があった。
ひとつは、低温になると電子の運動が止まってしま
うために電流は流れなくなり、電気抵抗が無限大に
なるという考えであり、もうひとつは、電気抵抗の
主な原因である正電荷の振動（格子振動）がなくな
るために電気抵抗がゼロになるという考えだった。
この２つの相反する予想のどちらが正しいのかを確
認するために、低温の金属を用意する必要があった。
そのため、寒剤を作る方法も研究されていた。1908
年、オランダの Onnes らは、ヘリウム (１気圧での
沸点は 4.2K) の液化に成功した。低温の金属の性質
を調べるにはできるだけ純度の高い金属で物理量の
測定をしなくては本当の金属の性質を見るとこがで
きないので、当時から純度の高い単体が得られる金
やプラチナ、水銀で実験が行われた。そして、水銀
で電気抵抗の測定を行っていたところ、4.2K で電気
抵抗が突然 0 になる現象を発見した。これは有限温
度で電気抵抗が 0 になるため、金属の抵抗に関する
２つの予想とは全く別のものだった。さらに Onnes
は磁場中の超伝導体の性質を調べた。すると、ある
大きさ以上の電流を流そうとしたり、ある大きさ以
上の磁場をかけると、超伝導状態が破壊されること
がわかった。

る２電子問題を論じて、電子間相互作用がいかに弱
くとも引力ならば必ず Fermi 面は不安定になる（超
伝導状態になる）ことを示した。翌 1957 年には、同
じ Bardeen 研究室の Schrieffer が、結合した電子対
の集合を記述する波動関数を案出し、それに基づい
て、超伝導を見事に記述する理論 (Bardeen-CooperSchrieffer 理論、略して BCS 理論) が出来上がった。
しかし、1986 年、Bednorz と Müller による酸化
物超伝導体の発見によって状況は一変する。彼らは、
ある種の超伝導体の転移温度が、格子振動を媒介し
た BCS 理論で考えられていた転移温度をはるかに
超えることを示唆した。実際、BCS で予想される転
移温度を超える超伝導体が見つかり、その機構を解
明する理論が求められる。

2

熱力学の復習
熱力学第一法則、第二法則は、それぞれ

dU = d! Q − d! W
!

T dS ≥ d Q

(1)
(2)

と数式で記述でき、それぞれエネルギー保存の法則、
エントロピー増大則を表す。熱力学では系の熱平衡
状態のみしか記述できない代わりに、普遍的な系を
扱うことができる。
内部エネルギーは状態量なので、準静的変化を考
1933 年、Meissner と Ochsenfeld は、弱い磁場を
えることで
かけた状態で超伝導体の性質を調べることで、超伝
導転移をする時の履歴にかかわらず、超伝導体内部
dU = T dS − pdV
(3)
での磁束密度がゼロになることを発見した。この性
質を完全反磁性または、Meissner-Ochsenfeld 効果と とも書ける。（仕事は体積変化によるものだけを考
いう。このことから超伝導状態は、状態量で記述可 えている。）
能な熱力学的な相として捉えることができることが
断熱系 (粒子数、エネルギーが一定の系) において
わかった。
は、エントロピーが与えられた条件のもとで最大と

Onnes による超伝導の発見以降、他の超伝導体の なる状態が平衡状態として実現され、どのような変
作成や現象を理解する理論など、多方面で研究が進 化でもエントロピーが減少することはない。断熱系
められた。1956 年、Cooper は、Fermi 面の外にあ 以外の系では (1)、(2)、(3) から最大仕事を考えるこ
1

とで「ポテンシャル」を決めることができる。このポ
テンシャルは、閉鎖系 (粒子数、温度一定の系) にお
いてはヘルムホルツの自由エネルギーであり、開放
系 (温度、化学ポテンシャルが一定) においてはグラ
ンドポテンシャルである。このポテンシャルは、力学
におけるポテンシャルのように、与えられた外部条
件の下で、値が低い方へと自然に変化する。例えば
ヘルムホルツの自由エネルギー F では F = U − T S
が最小になるということで、エネルギーが小さくな
ろうとする傾向とエントロピーが大きくなろうとす
る両方の傾向を表していることがわかる。

と一致する。Landau 理論は相転移の中でも 2 次転
移をよく記述する現象論である。実際、磁場のない
超伝導転移も 2 次の相転移であって、Landau 自由
エネルギーの秩序変数を巨視的波動関数 ψ とし、上
の例で、η 2 → |ψ|2 と置換え、さらに量子力学的な
アナロジーを加える事で自由エネルギー密度を作る
ことができる。その自由エネルギーの最小化条件か
ら得られる方程式が Ginzburg-Landau 方程式 (GL
方程式) と呼ばれ、以下のように書かれる。
"
#2
1
e∗
−ih̄∇
−
a(r)
ψ(r)
2m∗
c

+2β|ψ(r)|2 ψ(r) = −αψ(r)

相転移について

(9)

この ψ を超伝導電子の波動関数だと解釈すれば実験
と合うこと、e∗ = 2e となることがわかった。これは
上述した通り、超伝導状態はひとつの相であり、
電子が対を作っているということの根拠となった。
通常の状態（正常状態）から超伝導状態に転移する
のは相転移である。相転移も熱力学によって理解で
きる。一般的に相転移によって無秩序な状態から秩 4
BCS 理論について
序のある状態へ転移することがある。秩序がある状
絶対零度での BCS 理論も同様に考えていくこ
態への相転移がある場合には、その秩序のある状態
とができる。量子統計なので大正準分布を用いる。
を表すために秩序変数という変数を導入する必要が
できる。強磁性体を例に取る。強磁性体の秩序変数 Cooper 対は (k, ↑)、(−k, ↓) の状態の電子が作ると
する。そのことを表すため BCS 波動関数を
は磁化であり、Ising モデルはハミルトニアンが
&
$%
!
|ΨBCS $ =
uk + vk ĉ†k↑ ĉ†−k↓ |0$
(10)
J!
H = −µ0 H
σi −
σi σi+δ
(4)
k
2

3

i

i,δ

と表す。（規格化されているとする。）ここで ĉkσ は
波数 k、スピン σ の電子の生成演算子である。BCS
と書かれる。ここでは秩序変数として磁化の代わり 還元 Hamiltonian と呼ばれる Hamiltonian は
!
!
にスピン平均を使う。熱力学的には厳密でないが、
K̂R =
ξk ĉ†kσ ĉkσ +
Uk,k! ĉ†k! ↑ ĉ†−k! ↓ ĉk↑ ĉ−k↓
スピン平均が #σ$ として平均場近似を用いると、自
k,σ
k,k!
由エネルギーは変数を T, H, #σ$ として
(11)
JN z
2
F̃ = −N Hµ0 #σ$ −
#σ$
である (ξk = εk − µ)。この期待値 W0 は T = 0 での
2
"
#
グランドポテンシャルであり、グランドポテンシャ
− kB T N ln N − N+ ln N+ − N− ln N−
(5) ルの最小化からギャップ方程式
"
#
1!
∆k !
N±
1 ± #σ$
∆
=
−
Uk,k! '
(12)
k
=
(6)
2 !
N
2
ξ 2 + ∆2
†

(J > 0, σi = ±1)

k

と表せる。この自由エネルギーは T, H, #σ$ の関数だ
が、実際には #σ$ は T, H で決まり、#σ$ を決定する
条件が自由エネルギーの最小化で与えられる。これ
はよく知られた自己無撞着方程式

#σ$ = tanh [β(Jz#σ$ + µ0 H)]

k!

が得られる。このギャップ関数 ∆k は超伝導状態の
秩序変数である。
参考文献
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(7)

を再現する。H = 0 として (1 ± #σ$) ln[(1 ± #σ$)/2]
を #σ$ の 4 次まで展開したものは、よく使われる最
も単純な Landau 理論の自由エネルギー

f (T, η) = f (T, 0) + α2 (T )η 2 + 4α4 (T )η 4

k!

(8)
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Formation of a topological non-Fermi liquid in MnSi
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1．イントロダクション
相転移はそれぞれ転移を特徴付ける量（秩序変数）
を持つ。
1次転移は秩序変数が不連続に変化する。
一方、
2次転移は秩序変数が0から有限の値へと連続変化し、
時間反転などの対称性の低下を伴う。従来知られてい
る相転移では秩序変数は座標の関数として表されるが、
近年、非局所的な量であるトポロジカル量を秩序変数と
する「トポロジカル相転移」の存在が明らかとなり、注
目を集めている。 例としてスカーミオンと呼ばれる渦

状の磁気構造を挙げる（図1右）
。スカーミオンを構成
するスピンは全体では全ての方角を尽くしており、ま
た、渦の位置は時間変動する。そのため、個々のスピ
ンは等方的であり、局所的な対称性は常磁性と同じで
ある。
この2相を区別するのが巻き付き数と呼ばれるト
ポロジカル量である。巻き付き数が0の常磁性に対し、
スカーミオンはその渦状構造のため有限の巻き付き数
を持つ。従って、常磁性相からスカーミオン相への相
転移は巻き付き数を秩序変数としたトポロジカル相転
移であり、スカーミオン相はトポロジカル秩序相と呼
ばれる。本論文で取り上げられる MnSi はこのスカー
ミオンが格子を組んだトポロジカルな磁気的長周期秩
序が観測された初めての例として注目を浴びている物
質である。
MnSi はB20型立方晶（空間群P 213）で、その格子定
数は a = 4.655 [Å] である（図1左）
。常圧では Tc =
29.5 [K] でらせんの軸が <111> を向いたヘリカル磁
気秩序を示し、Tc 以下では電気抵抗率が T2 に比例す
るフェルミ液体（FL）論に従う振る舞いを示すことが
知られている。フェルミ液体論は金属中で互いに相互
作用を及ぼし合う電子の低温での振る舞いを説いたも
のである。

図1 MnSi の結晶構造（左）とスカーミオンの概念図（右）
。

こ の 磁 気 秩 序 は 圧 力 を 加 え て い く と pc ～ 14.6
[kbar] で消失し、
低温で電気抵抗がT1.5 に比例する非フ
ェルミ液体（NFL）的な異常金属状態が現れる。この
NFL領域の一部では中性子散乱、小角中性子散乱[1]、
μSRの各実験で準静的な磁気秩序の存在を示唆する結
果が得られている（図2右）。
一方、
図2左に見られるようにヘリカル秩序相内で磁
場を印加すると、 Bc1 ～ 0.1 [T] 程度でコニカル磁性
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齋藤

開

相へ、さらに Bc2 ～ 0.6 [T] 程度で強磁性相へと転移
する[2]。興味深いのは、 0.1 [T] ～ 0.2 [T] 程度の磁場
中で Tc 直下にA相と呼ばれる相が存在することであ
る。この相がトポロジカル秩序相であり、小角中性子
散乱実験によりスカーミオンが三角格子を組んでいる
（図1右）ことが明らかになっている [3]。

図2 常圧の磁場-温度相図[2] (左)と零磁場の
温度-圧力相図[1] (右)。 T0 以下に準静的な磁気秩序の
存在を示唆する、磁気ブラッグピークが観測された。

NFL領域内の磁気秩序とA相のトポロジカル秩序は
観測できる手段が限られている。その中で有力な測定
方法にホール効果測定がある。ホール効果は磁場を感
じている物質に電流を流すとそのどちらにも垂直な方
向に起電力が生じる現象である。ホール抵抗は一般に
次の式で書ける。

𝜌

= 𝑅 𝐻 + 4π𝑅 𝑀

第一項は物質中を走る電子が外部磁場によるローレ
ンツ力を受けて偏向することに由来する通常のホール
効果の項で、印加磁場の大きさに比例する。第二項は
磁化した物質の内部磁場により電子が偏向する項で、
異常ホール効果項と呼ばれる。さらに、一部の物質に
は上式では説明のできない付加的な項が存在すること
が知られており、トポロジカルホール効果（THE）は
その一つである。THEについては、立体的な磁気構造
に起因し、その大きさは系のトポロジーに関係すると
考えられているが、その表式も含めわかっていないこ
とが多い。そのため、本論文ではこの付加的な項をTHE
によるものとし、その圧力依存性を探っている。
本論文において、著者らはA相の圧力効果を詳細に
しつつ、NFL領域の磁気秩序をホール効果の観点から
検証することを目的として圧力下ホール効果測定を行
った。

2．実験手法
試料は単結晶を使用した。磁場方向を<110>、電流
の方向を<100>、<110>に留め、6端子法を用いてホー
ル抵抗率 ρxy と電気抵抗率 ρxx を同時に測定した。圧
力セルは Cu - Be クランプタイプセルを、圧力の決定

には Sn の超伝導転移温度を用いた。最高圧は pc を十
分超えた 18.1 [kbar]、磁場の範囲は ±14 [T] 、最低温は
1.5 [K] である。

3．結果と考察
図3は特徴的な圧力、
温度でのホール抵抗の磁場依存
性、図4は圧力点ごとの磁場－温度相図である。Tc の
直下に明確な異常（図3 緑枠データ 赤く塗られた部分）
が見える。この付加的な項はTHEによるものと考えら
れ、THEの寄与が見えた範囲がA相である。A相は圧力
の印加に伴い発達することが図4から見て取れる。

図3 特徴的な圧力、温度での ρxy の磁場依存性。
図4 各圧力点での磁場-温度相図。

注目すべきはTHEの寄与がA相だけではなくNFL領
域にも観測されたことである（図3 赤枠データ 赤く塗
られた部分）
。図4を見ると、THEの寄与が見えた磁場
範囲（Btop 以下）は、電気抵抗から決めたNFL領域（図
3 橙色の部分）と一致していることがわかる。
また、NFL領域のTHEの寄与をA相のものと比べる
と、観測された磁場範囲はNFL領域のものの方が広い
が、
符号と大きさについてはほとんど変化していない。
加えて、A相からNFL領域にかけて、THEの寄与は連
続的に変化していると著者は主張している。これらの
ことからNFL領域とA相の間でトポロジーがほとんど
変化せず、NFL領域でもスカーミオンに近い磁気構造
が存在しており、またスカーミオンの量子揺らぎが
NFL領域の発現の鍵になっていると考えられる。先行
研究によりNFL領域で準静的な磁気構造が示唆されて
いることを踏まえ、著者はNFL領域で実現している磁
気構造の可能性として (1) 零磁場ではスカーミオンが
格子を組まず様々な方向を向いており、

磁場中でそれが層をなすような状態、や (2) ヘリカル
磁性とスカーミオン構造の間で揺らいでいる状態、な
どを挙げている。
4．まとめ
本実験によりMnSi において系の磁気的なトポロジ
ーがNFL領域の発現に深くかかわっていることが明ら
かになった。系の磁気的なトポロジーとNFL的金属状
態が結びついた物質は MnSi が初めての例であり、こ
れによりNFLとトポロジカル秩序という非自明な現象
それぞれの理解が進むことが期待される。
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Anomalous Field-Angle Dependence of the Specific Heat
Heavy-Fermion Superconductor UPt3

of
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I.
Introduction
UPt3 is an unconventional superconductor with multiple
superconducting (SC) phases (Fig. 1). It undergoes
double SC transitions at the upper critical temperature Tc+
into the A phase and at the lower critical temperature Tcinto the B phase.[1] In particular, strong evidence for
spin-triplet superconductivity has been provided by NMR
Knight shift measurements.[2] The existence of line
nodes in the SC gap can be inferred from the power-law
behavior in the
thermodynamic and transport
quantities.[3-4]
Extensive theoretical effort has been devoted to
explaining these experimental results. Among them, the
scenario with a line node in the basal plane and point
nodes along the c axis has been regarded as one of the
promising candidates. However, a conflicting scenario
has recently been proposed on the basis of the results of
the field-angle resolved thermal-conductivity κ(φ)
measurements performed in the B and C phases. Under a
magnetic field H rotated around the c-axis, κ(φ) exhibits a
twofold oscillation at 50 mK only in the C phase.[5] On
the other hand, field-angle resolved specific heat
measurements done in the C phase exhibits no angular
variation.
The pairing symmetry of UPt3, therefore, remains
unclear. In addition to the SC gap structure, the origin of
the strong limit of the upper critical field Hc2 for H // c at
low T has not been resolved.[6]
I would like to introduce one of the experiments, the
specific heat measurement [7], and discuss field-angle θ
and φ dependence in more detail on a presentation. The
authors have performed field angle-resolved specific-heat
C(H, φ, θ) measurements, where φ is the azimuthal field
angle within the ab plane measured from the crystalline
―
[1210] axis and θ denotes the polar angle between H and

Fig. 1. Schematic field-temperature phase
diagram of UPt3 for H / /ab. [7]

the c-axis to obtain hints for clarifying the precise gap
structure and the origin of the Hc2 limit in UPt3. Because
C/T is proportional to the quasiparticle (QP) density of
states (DOS) at low T, this technique enables us to get an
insight into nodal directions of bulk superconductors
from the field-orientation dependence of QP excitations.

II.

Magnetic dependence of (C-Cn)/T at several
θ
Figure 2(a) shows the H dependence of the C divided
by T at various θ values. In all the data, a nuclear
Schottky contribution (Cn) by the Zeeman splitting of
195
Pt nuclei (I = 1/2) and the addenda contribution were
subtracted. These data were obtained at 88 mK and φ =
0°.
Figure 2 (b) shows (C-Cn)/T as a function of
(H/Hc2(θ))1/2 at several θ. (C-Cn)/T is proportional to √𝐻
up to nearly Hc2 at θ = 90° that no Hc2 limit is seen
(shown in the inset of Fig. 1.) . This field dependence is
the characteristics of the nodal SC and suggests that UPt3
has nodes in the SC gap. Moreover, √𝐻 behavior up to
near Hc2 means that the orbital pair-breaking effect is
predominant. On the other hand, C obeys the √𝐻
dependence at low H at θ = 0° (H // c). C exhibits
anomalous increase above 0.25Hc2. Especially, increase at
|θ| ≤ 30° is remarkable. Therefore, some kind of pair
breaking effect has occurred.
Inset of Fig.1. shows the field-angle θ dependence of
Hc2. Because a relatively strong Hc2 limit occurs for |θ| ≤  

Fig. 2. Field-angle θ dependence of (C–
Cn)/T at several temperatures and fields. [7]

30° the anomalous increase of C should be related to be
the strong Hc2 limit observed at θ = 0°.
Although one possibility of strong Hc2 limit is the Pauli
magnetic effect, it is incompatible with the spin-triplet SC.
Another possibility is the multi-band effect because UPt3
has five bands in the Fermi surface. However, the origin
of the Hc2 limit remains unclear.
Field–angle φ dependence of the specific
heat
The field-orientation dependent specific heat C(φ) is a
direct measure of the QP DOS and thus a powerful probe
for the SC gap structure.
C(φ)  measurement  is  a  powerful  tool  for  identifying  the  
SC gap structure with Doppler shift analysis. The
oscillations arise from the field-induced   “Doppler”   shift  
of the energies of the quasiparticle states, δE∝vs・ħk,
where vs is the velocity of the screening currents and ħk is
the quasiparticle momentum. The smaller the gap is, the
larger generated DOS is. For example, in the case of
magnetic field parallel to antinode, DOS is a maximum
value. In the case of magnetic field parallel to node, DOS
is a minimum value.
Therefore, UPt3 is expected to exhibit some oscillation
by observing C(φ). However, no angular variation was
detected in the C(φ) of UPt3 under an in-plane rotation of
H (θ = 90°) at temperatures 50 < T < 200 mK.
In thermal conductivity experiment, κ(φ) exhibits a
twofold oscillation in C phase. This appears to contradict
the C(φ) measurement. The discrepancy between C(φ)
and κ(φ) might be explained by considering the
multi-band effect because C mainly detects the
contribution of a heavy-mass band whereas κ may not.
Indeed, UPt3 has four heavy bands and one relatively
light band.[8] Hence, these two seemingly opposite
results might be consistent with each other. Further work

will be required to understand such assumptions.

III.

Fig. 4. Azimuthal-field-angle φ dependence of κ(φ)/κn. [5]

IV.
Summary
They have measured the specific heat of UPt3 at low T in
various field orientations.
Field dependence of specific heat
(C-Cn)/T is proportional to √𝐻 up to nearly Hc2 at θ =
90°. However, C exhibits anomalous increase above 0.25
Hc2 at |θ| ≤ 30°. This should be related to be the strong
Hc2 limit observed at θ = 0°.
ab rotation
Specific heat exhibits no angular variation under a
magnetic field rotated around the c-axis in 50 ≤  T ≤  200
mK. This result is inconsistent with the thermal
conductivity, however, multi-band effect might explain
the discrepancy.
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Fig. 3. Azimuthal-field-angle φ dependence
of (C–Cn)/T. [7]

The phenomena of spin-filter tunnelling
物性物理学専攻 量子物性物理学研究室 修士 1 年
1. 背景・目的
現代の情報通信技術はハードディスク(HDD)に代表さ
れる磁気デバイスと、トランジスタなどに代表される半導
体デバイスを使用することによって成り立っている。しか
し、今後一層増していくと考えられる情報社会に対応する
ために大容量化が必要である。そのため、電子の持つスピ
ンと電荷の二つの自由度を利用する新しいデバイス技術
が考えられている。この二つの自由度を扱う研究分野がス
ピントロニクスである。より本格的な大容量化のために必
要とされる開発の一つが磁気抵抗(MR)効果の大きい接合
系であり、その接合の一つとして注目されているのが今回
発 表 す る ス ピ ン フ ィ ル タ ー ト ン ネ ル 接 合 (Spin-filter
tunnel junction)である。
まず、MR 効果とは印加する磁場の大きさにより、電気
抵抗が変化する現象である。MR 効果の代表的なものとし
てトンネル磁気抵抗(TMR)効果があり、1975 年に Julliere
によって発見された。TMR 素子の構造は図 1 に示される
通り強磁性層間に絶縁層(1~2 nm)が挟まれた構造をして
いる。左右の強磁性層の磁化状態が平行であるとき抵抗は
小さく、反平行であるとき抵抗は大きくなる。

図 1 TMR 効果の模式図
ここで磁気抵抗効果の大きさを表す量としてトンネル磁
気抵抗(TMR)比を

𝑇𝑀𝑅   =

× 100

坂下 友規

スピンフィルター材料とそれらを用いた QMTJ の TMR 比
を調べ、これによりデバイスとしての応用可能性について
検討する。

図2
2.

QMTJ の模式図

実験方法

スピン分極率を調べるために Merservey と Tedrow のス
ピン分極率測定原理を用いた。本手法では強磁性体(FM)/
絶縁層(I)/超伝導体(SC)のトンネル接合を用いる。ここで超
伝導体としてスピン軌道相互作用が小さい軽元素を用い
た。図 3 に FM/I/SC トンネル接合におけるコンダクタン
スの電圧依存性を示す。ここで、横軸の電圧は超伝導体の
エネルギーギャップΔで規格化した。青線と赤線はそれぞ
れアップスピンとダウンスピンの曲線を示す。黒線はそれ
らの和を示す。図 3(a)は P=0%、図 3(b)は P=50%のとき
の曲線である。すなわち、コンダクタンスの電圧依存性を
調べることでスピン分極率を算出することができる。

(a)

(b)

(1)

と定義する。ここで R P(AP) は磁化が平行(反平行)時の抵抗
である。すなわち、R P(AP)の差が大きいほど TMR 比が大
きくなる。さらに、TMR 比はスピン分極率 P を用いると

𝑇𝑀𝑅   =

× 100

(2)
図 3: FM/I/SC トンネル接合におけるコンダクタンス特性

と表すことができる。ここでスピン分極率 P は
𝑃=

↑(

)

↓(

)

↑(

)

↓(

)

× 100        

(3)

で定義される。ここで𝑁↓(↑) (𝐸 ) はフェルミ準位でのダウ
ンスピン(アップスピン)の状態密度である。このことから、
強磁性体電極のスピン分極率が大きいほど大きな TMR 比
が得られることがわかる。
次に、スピンフィルター効果とは強磁性絶縁体(FI)を障
壁層とするトンネル接合において、障壁層の伝導帯の磁気
分裂によってアップスピンとダウンスピンに対する障壁
の高さが異なることで特定の方向のスピンのみを透過さ
せる効果である。図 2 にスピンフィルターを用いた強磁性
トンネル接合(Quasimagnetic tunnel junction; QMTJ)の
模式図を示す。図 2 のように金属(NM)/強磁性絶縁体(FI)/
強磁性金属(FM)の構造で、FI 層と FM 層の磁化が平行な
場合と反平行な場合で電子のトンネル確率が異なり MR
効果が現れる。そして、QMTJ の TMR 比はスピンフィル
ターと強磁性電極の分極率(𝑃 , 𝑃 )を用いて

𝑇𝑀𝑅   =

× 100

(4)

と表すことができ、TMR 比がスピンフィルターと強磁性
電極の分極率に依存する。本研究では、より分極率の高い

図 4 に強磁性体(FM)/絶縁体(I)/強磁性体(FM)トンネル
接合における磁化状態と TMR 曲線を示す。図 4(a)より両
強磁性体の保磁力の差を利用すると、磁化の平行、反平行
状態が実現できることがわかる。また、図 4(b)より 2 つの
FM 層の磁化が反平行状態のとき抵抗が高くなり、平行状
態のとき抵抗が低くなることがわかる。本実験では、これ
らの原理を利用して、TMR 測定を行った。
(a)

(b)

図 4: 強磁性トンネル接合における(a)磁化状態と(b)TMR
曲線

3.

実験結果と考察

初めに、スピンフィルター材料として EuS と EuSe を
検討し、それぞれのスピン分極率について調べた。その結
果を以下に示す。
(i)EuS
図 5(a)に Al/EuS/Au 接合におけるコンダクタンスの電
圧依存性を示す。温度は 0.4 K とした。磁場 H は 0, 0.07,
0.15 T とした。H=0.07 T のとき EuS のスピン分極率は
P=80%を示した。
(ii)EuSe
図 5(b)に Al/EuSe/Au 接合におけるコンダクタンスの電
圧依存性を示す。温度は 0.4 K とした。磁場 H は 0, 0.41,
0.83 T とした。ここで、EuSe 層はゼロ磁場で反強磁性絶
縁体、低磁場でフェリ磁性絶縁体、高磁場では強磁性絶縁
体に変化する。H=0.83 T のとき EuSe のスピン分極率は
P=97%を示した。

(a)

最後に、スピンフィルター材料として NiFe2O4 を用いた
場合の QMTJ について調べた。今回は強磁性層として
La0.7Sr0.3MnO3(LSMO) を 用 い た 。 ま た 、 LSMO 層 と
NiFe2O4 層との間で磁気カップリングが起こるか否かを
調べるため STO 層を挿入した場合と挿入しない場合の
TMR 効果について調べた。
(v) La0.7Sr0.3MnO3(LSMO)/SrTiO3(STO)/NiFe2O4/Au
図 7 に LSMO/STO/NiFe2O4/Au と LSMO/NiFe2O4/Au
接合における TMR 比の温度依存性を示す。挿入図は
LSMO/NiFe2O4/Au 接合における TMR 曲線である。図 7
より、STO 層を挿入した場合、TMR 比の最大値は 25K で
48%を示した。STO 層を挿入しなかった場合は 0K で 40%
を示した。両者はほぼ同じ値を示すが、挿入図に示すよう
に、STO 層を挿入しなかった場合では、TMR 曲線が不安
定になっていることがわかる。また、TMR 比は 140K 以
上で消失した。この理由は LSMO 層のキュリー温度に起
因すると考えられる。

(b)

図 5:SC/FI/NM 接合におけるコンダクタンスの電圧依存性
(a)Al/EuS/Au、(b)Al/EuSe/Ag
次に、スピンフィルター材料を QMTJ に用いたときの
TMR 効果の測定結果について示す。今回、EuSe 層の磁気
特性が磁場によって大きく変化するため、スピンフィルタ
ー材料としては、EuS 層を用いた。
(iii)Al/EuS/Gd
図 6(a)に Al/EuS/Gd 接合における TMR 曲線を示す。
TMR 比は 30K で消失するが、2K で最大 100％を示すこ
とがわかった。しかし、Gd 層と EuS 層との間で反強磁性
カップリングが起こるため、TMR 曲線が不安定となる。
従って、デバイスとしては用いることができないことがわ
かった。
(iv)Al/EuS/AlOx/Co/CoO
図 6(b)に Al/EuS/AlO/Co/CoO 接合における TMR 曲線
を示す。この接合において AlO 層は EuS 層と Co 層を磁
気的に分断する役割をしている。CoO 層は Co 層の磁化を
ピン留めする役割をしている。このデバイスの TMR 比は
T=4.2K のとき 30%を示す。EuS 層と Co 層の磁気カップ
リングを防いでいるため、TMR 曲線は安定する。従って、
デバイスとして用いることができる。
(a)
(b)

図 6: EuS 層を用いた QMTJ における MR 曲線
(a)Al/EuS/Gd、(b) Al/EuS/AlOx/Co/CoO

図 7: LSMO/STO/NiFe2O4/Au と LSMO/NiFe2O4/Au 接合
における TMR 比の温度依存性。挿入図は LSMO/
NiFe2O4/Au 接合における TMR 曲線。
4.

まとめ
本研究では、スピンフィルター材料とそれらを用いた
QMTJ の TMR 効果を調べ、これによりデバイスとしての
応用可能性について検討した。その結果、EuS の場合、ス
ピン分極率は高いがキュリー点が低いため、デバイス応用
には不向きであることがわかった。EuSe の場合も、EuS
と同様に、スピン分極率は高いがキュリー点が低く、かつ、
磁気特性が磁場によって大きく変化するため、デバイス応
用には不向きであることがわかった。それに対し、NiFe2O4
では、スピン分極率は EuS、EuSe に比べ低いが、キュリ
ー温度が高いため、140K までデバイスが動作することが
わかった。今後、室温で動作する QMTJ を実現させるた
めには、高いキュリー温度を有するスピンフィルターの探
索が必要となる。
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1. Introdution

In modern spintronic devices such as magnetic
sensors in HDD and MRAM, antiferromagnets play
a key role owing to their ability to modify the
switching behavior of ferromagnets via the exchange bias effect. So it is very important to determine the spin distribution of antiferromagnetic
(AFM) materials used in spintronic devices. Recent
developments in spin-polarized STM (SP-STM)
have shown its unprecedented power in resolving
spin structures at the atomic level, which open to
study the detailed spin structure of AFM materials.
However, SP-STM has been so far applied to surfaces of pure metal elements and at the very low
temperature. Detailed measurements of technologically relevant room temperature AFM compound
systems remain difficult because compound systems
often have inhomogeneous electric background,
which leads to avoid separating the spin signal from
the detected signal in SP-STM.
In this study, they challenged to apply the
SP-STM to determine the spin structure of atomic-terraced AFM Mn3N2 nanopyramids at room
temperature (RT).

2. Experimental Details

Thin Mn3N2(001) films were grown on MgO(001)
substrates using molecular beam epitaxy. SP-STM
experiments were performed in UHV at RT to determine the spin structure of the Mn3N2(001) surfaces. When operating in spectroscopic mode using
an Fe-coated W tip, we can get the spin-dependent
local density of state (LDOS) information from the
detected signal, dI/dV (I : tunneling current, V : bias
voltage). In order to obtain the spin information
from the dI/dV signal, we need to subtract the dI/dV
data using a pure W tip from those using an
Fe-coated W tip. Fe-coated W tip has in-plane sensitivity. To probe the out-of-plane spin component of
the sample, they applied the external magnetic field
normal to the Mn3N2(001) surface[2], which aligns
the magnetization of the tip apex normal to the
sample surface. The external magnetic field did not
affect the spin distribution of the Mn3N2(001).

3. Results and Discussion

Fig. 1 (a) 3D STM image of the surface(150 nm×150 nm, V=−0.3 V,
I=0.1 nA) (b) Atomic structure of Mn3N2 .

Fig.1a shows a topographic image of a Mn3N2
surface using the STM with a pure W tip. A high
density of nanopyramids form on the surface, each
of which has lateral size of 20 − 100 nm and consists
of successive square-like terraces separated by single atomic steps. Mn3N2 is known to have a
face-centered-tetragonal structure with every third
layer a N-vacancy layer as shown in Fig. 1b. The
other two layers (MnN-layers), Mn and N atoms
form a regular rock-salt structure .The step heights
as measured by STM vary considerably with the
applied bias voltage, indicating a strong electronic
effect. Figure 2a-b show the topography and dI/dV
map at -0.3 V of the Mn3N2(001) surfaces. In Fig. 2b
the terraces can be clearly distinguished because of
their different conductivity. Because of the lack of
N-neighbors, the Mn-layer has a different electronic
structure from MnN-layer. The descending layer
sequence from 1 through 4 on the center pyramid is
then AACAAC, where A represents MnN-layers,
and C represents Mn-layer (Fig. 2b).

periments, while they applied external magnetic
field to rotate the magnetization of tip to the
out-of-plane direction. Figure 4d shows the new
distinguishable dI/dV signal among the Mn-layers.
This indicates that the Mn-layers are out-of-plane
magnetized but retain AFM ordering. Thus they
proposed the spin model for the nanopyramids as
shown in Fig. 4f.

Fig. 2 Room-temperature spin-averaged STM images of Mn N (001)
nanopyramids with pure W tip. (a) Topography, V=0.2 V; (b) V=−0.3
V; I=0.1 nA for all three images. Four successive terraces with single
atomic steps are marked on the nanopyramid at the center. (c) Line
profiles taken along the dashed path marked in (a); the black solid
line is the height profile, the filled circles represents −0.3 V, respectively. The green solid line is for visual guidance only.

Figure 3a is a spin-polarized conductance map
obtained with an Fe-coated W tip, the dI/dV contrasts change at the bias voltage −0.3 V, where the
two MnN-layers exhibit a similar dI/dV signal with
the pure W tip. As seen in Fig. 3c, the two adjacent
darker terraces, corresponding to the MnN-layers,
but they exhibit distinguishable dI/dV signals. On
the other hand, the Mn-layers exhibit the same
dI/dV singal. In bulk Mn3N2, the spin structure is
layer−by-layer AFM ordering, where the Mn spins
within each (001) layer are FM coupled, and AFM
coupled across adjacent layers. Assuming that the
nanopyramids adopt the bulk spin ordering (Fig.
3b), each terrace will be in-plane FM. Then the
spin-polarized dI/dV signal should follow a sequence
of ACABC’B, considering the electronic ordering
(Fig. 2c). In this spin ordering, the difference between A and B (C and C’) originates from their antiparallel magnetization (Fig. 3b). However the obtained dI/dV signals indicated in Fig. 3c could not be
explained the above mentioned bulk spin ordering.

Fig. 3 Spin-polarized conductance maps and the expected
spin-sequence of the surface nanopyramids. (a) The topography in 3D
and the dI/dV signal in color simultaneously at RT. Insets: more
nanopyramids imaged with Fe/W tip, dashed line is for visual guidance.(V=−0.3 V, I=0.1 nA) (b) The bulk atomic spin model of the
nanopyramid; the two MnN-layers sandwiching the same Mn layer
are magnetized along the same direction. (c) Line profile of the dI/dV
signal along the dashed path marked in (a).

There is some possibility that the spins in the
exposed Mn-layers reorient into an out-of-plane direction. Therefore they carried out the SP-STM ex-

Fig.4 Change of magnetic contrast in an external mangnetic field and
the derived schematic of the orthogonal spin ordering. (a,b) The 3D
composite images of the same Mn N (001) nanopyramid without and
with an external magnetic field, respectively. B=0.4 T is aligned parallel with the tip axis in (b).(V=−0.3 V, I=0.1 nA) (c,d) dI/dV line profiles along the same dashed path marked in (a) without and with an
external magnetic field, respectively. (f)Proposed spin model for the
nanopyramid showing a spin reorientation into out-of-plane direction
for the exposed Mn-terraces while retaining the antiferromagnetic
ordering
.

The observed out-of-plane magnetizations on the
exposed Mn-layers indicate a strong perpendicular
anisotropy term for the surface Mn atoms. Due to
the lack of N-neighbor, Mn atoms on the exposed
Mn-layers rearrange into tetramers. As a consequence, the Mn orbital moments are modified,
which is possible to induce the out-of-plane anisotropy in the exposed Mn-layers.

4. Summary

They have first determined the spin structure of
the AFM compound Mn3N2(001) nanopyramids
surface at RT using the SP-STM. The spin direction
on the MnN-layers are aligned AFM along the (001)
plane, which are the same as those in the bulk. On
the other hand, the spin direction on Mn-layers directs normal to the surface. A layer-wise electronic
in-equivalence as Mn3N2(001) can lead to magnetic
variations and bring great challenges as well as
future opportunities for nanoscale spintronic technologies.
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Introduction
SrTiO3 の量子常誘電状態（QPS）におい
てブロードダブレット（BD）という特異な光散
乱ピークが観測されている（図１に赤矢印で
示した丘のようなピークが BD である）。[1]
この BD の物理的起源としては、第二音波説
[1, 2]および横波音響モード（TA）説[3]があ
る。我々が主張するのは横波音響モード説
で、今回の発表では BD の起源が横波音響
モードであることを明らかにする。

界圧力（QPS から QFS への臨界圧力σc＝
12.3kgf/mm2）以上の圧力下での偏光特性、
BD の圧力依存性を測定している。

結
晶

図2

結晶試料の様子

ところで、図２に示した V と H は偏光の方
向を表しており、後に出てくる例えば VH とい
った表記は入射光の偏光が V 方向、散乱光
の偏光が H 方向であることを意味する。

Results and Discussions
図1

QPS の SrTiO 3 光散乱スペクトル [1]

Experiment
SrTiO3 に一軸性圧力を印加して行くと、量
子常誘電状態（QPS）から量子強誘電状態
（ QFS）に移行すること が Raman 散乱や
SHG（Second Harmonic Generation）の実
験にて報告されている。[4, 5] この移行に伴
う BD の挙動から、その起源に関する知見を
得るために、一軸性圧力下で 180 度光散乱
実 験 を 行 っ て い る 。 SrTiO3 試 料 は 、 寸 法
1.97[100]c4.02[010]c1.69[001]cmm3 の
正方形に近い長方形を底面に高さ方向に長
い単結晶で、一軸性圧力の方向は[010]c（底
面に垂直）、散乱ベクトル q の方向は[001]c
である（図２参照）。実験では常圧下および臨

図３（裏面）は温度 T=16.5K における HH
での圧力依存性を示したものである。臨界圧
力 12.3 kg/mm2 付近で特異なピーク P1 が現
れ、圧力を増すと強度を増している様子が観
測されている。この特異なピークは 90 度光散
乱実験の結果より横波音響波モード（TA）で
あることがわかっている。（現在論文制作中）
図 4 を見ると約 20GHz に BD、約 77GHz
に縦波音響モード（LA）、約 40GHz に横波
音響モード（TA；図 3 での P1）が存在する。
図 4(a)は温度 T=16.5 K、臨界圧力以上の一
軸性圧力 19.4 kg/mm2 （臨界圧力は 12.3
kg/mm2）における VV（黒）、HH（橙）の光散
乱スペクトルである。LA は偏光に対して強
度が等方的であるが、BD は異方的であるこ
とがわかる。よって偏光に対して異方的な

いる。したがって、BD の偏光異方性は縦波
LA ものとは大きく異なっており、むしろ横波
TA のものに似ていることがいえる。よって、
BD は横波と考えるのが自然である。
図５に BD を横波とした場合、考えられる
SrTiO3 の不均一構造を示した。
(a) 常圧
母体（Matrix：Tetragonal）の中に FERs
（強誘電状態の小さな領域クラスター：
monoclinic）があり、BD はその中を伝搬する
横波（C55）である。

P1
P1

(b) 臨界圧力以上
母体の対称性が monoclinic まで落ちて
おり、TA(P1)は母体を伝搬する横波（C55）で
ある。また、BD は FERs（monoclinic）伝搬す
る横波（C55）である。

P1

図3

BD および P1 の圧力依存性

BD の起源は等方的な縦波的モードである第
二音波とは異なる。
図 4(b)は図 4(a)における VV 散乱スペクト
ルを 6.6 倍して VV（黒）の BD を HH（橙）の
BD に重なるようにしたものである。この図に
おいて VV、HH の光散乱スペクトルのピーク
強度を比較する。LA を見ると HH の強度は
VV の強度の 8.9 倍になっていて、TA を見る
と HH の強度は VV の強度の 0.6 倍になって

以上より、BD の物理的起源は横波である
と考えられる。
(a)

(b)

6000

(a)

TA
4000

Intensity (arb. units)

LA

図 5 SrTiO3 の常圧および臨界圧力以上で
の不均一構造(a：常圧、b：臨界圧力以上)
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図 4 臨界圧力以上の VV,HH スペクトル
(a)VV,HH ス ペクトル比較
(b)VV(強 度 6.6 倍 ),HH スペクトル比較
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Debye process and dielectric state of an alcohol in a nonpolar solvent
固体物性Ⅰ研究室 修士 1 年 佐藤 里奈

1.

イントロダクション
水素結合は生命現象において重要な役割

~ 199 [K]、0.67:1 溶液で 133 ~ 190 [K]、
0.25:1 溶液で 120 ~ 155 [K]である。

を果たしていることが知られている。この
ため、水素結合性液体は長年研究対象とし

3.

結果・考察

て注目されており、誘電分光法を用いて盛

2:1 溶液における誘電率と誘電損失の周

んに研究が行われている。代表的な水素結

波数依存性を図 2 に示す。各温度において

合性液体として、分子中に OH 基を 1 つ持

最も低周波側に主緩和過程（プロセスⅠ）

つ 1 価アルコールがある。1 価アルコール

が、その高周波側にいくつかの小さな緩和

は、電気的周波数領域に主緩和過程と複数

過程が見られる。また、これらの緩和過程

の副緩和過程を持ち、多くの場合、主緩和

は温度とともに徐々に高周波側にシフトし

過程は Debye 型の緩和過程であることが知

ていくことが分かる。他のモル濃度におい

られている。これらの緩和の起源として

ても同様の結果が得られた。以下ではプロ

様々な分子構造が考えられているが、未だ

セスⅠについて議論を進めていく。プロセ

はっきりしたことは分かっていない。今回

スⅠを、Havriliak-Negami 式

は多くの 1 価アルコールの主緩和過程に見
られる Debye 型緩和過程の起源について考
察する。

𝜀 ∗ (𝜔) = 𝜀 +

∆
(

(

(1)

) )

でフィッティングすると測定したすべての

1 価アルコールを溶質、無極性のアルカ

モル濃度・温度において誤差の範囲内で

ンを溶媒とした混合溶液では、溶媒が緩和

α = 𝛽＝1となり、プロセスⅠが混合溶液に

過程を持たないため、溶質の分子構造に由

おいても純粋なアルコールと同じ Debye 型

来する緩和のみが観測されると考えられる。

の緩和過程であることがわかった。

様々な濃度の混合溶液における誘電的性質

0.25:1 溶液におけるプロセスⅠの誘電緩

を比較検討することにより、Debye 型緩和

和強度の温度依存性を図 3 に示す。これよ

過程の起源を探る。

り、溶液での緩和強度の測定値が、純粋な
アルコールの緩和強度∆𝜀

2.

実験手法
誘電分光法を用いて 5-methyl-2-hexanol

にモル分率

𝑥をかけた溶液の単純予測計算値𝑥∆𝜀
に比べて大きく減少していることが分かる。

の 2-methylpentane 溶液の複素誘電率を測

他のモル濃度においても同様の結果が得ら

定した。溶液と溶質の分子構造を図 1 に示

れた。アルコールを無極性溶媒と混合する

す。溶質と溶媒のモル比（溶質のモル分率𝑥）

ことによる双極子の数密度の減少以外に特

が 2:1（0.665）、0.67:1（0.40）、0.25:1（0.20）

別な効果があったと考えられる。

の濃度で測定を行った。測定周波数領域は
10-3

~

106

[Hz]、温度領域は 2:1 溶液で 104

この効果は、水素結合に起因するアルコ
ール分子の直鎖クラスター構造を考えるこ

とでうまく説明できる。Onsager によれば、
極性液体の誘電緩和強度∆𝜀は、双極子の数
密度𝑁および双極子モーメント𝜇と次の式
図1

で関係づけられている。
∆𝜀 =

(2)

5-methyl-2-hexanol（左）と

2-methylpentane（右）の分子構造

クラスターを構成する分子の永久双極子モ
ーメントのベクトル和をクラスターの見か
けの双極子モーメントとすると、緩和強度
はクラスターの数密度𝑁に比例し、見かけ
の双極子モーメントの 2 乗𝜇 に比例するこ
とになる。したがって、無極性溶媒を加え
ることで立体障害によりクラスターが崩壊
し、溶液の誘電緩和強度が純粋アルコール
から単純予測したものより小さくなったと
考えると、実験結果をうまく説明できる。
このことから、プロセスⅠの Debye 型の緩
和過程は、水素結合に起因するクラスター
構造によるものであると示唆される。

4.

まとめ
5-methyl-2-hexanol の 2-methylpentane

溶液においては、測定したすべてのモル濃

図 2 モル比 2:1 の溶液における誘電率（A）

度・温度においてプロセスⅠが Debye 型の

と誘電損失（B）の周波数依存性の温度変化

緩和過程であることがわかった。また、緩
和強度の測定値と計算値の違いから、
Debye 型緩和過程の起源として水素結合に
起因するクラスター構造が考えられた。
5.
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図 3 モル比 0.25:1 の溶液におけるプロセスⅠの
緩和強度の温度依存性

