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幾何学的フラストレーションが誘起する量子臨界現象 

Quantum critical phenomena induced by geometrical frustration 
 

常盤欣文1,2 
1京都大学大学院理学研究科，2京都大学低温物質科学研究センター 

Y. Tokiwa 1,2 
1 Graduate School of Science, Kyoto University, 

2 Research Center for Low Temperature and Materials Sciences, Kyoto University 
 

Quantum criticality can be induced by quantum fluctuations due to geometrical frustration. I show the 
evidence of quantum criticality in frustrated magnets and the characteristic behavior of a system at 
frustration-induced quantum critical point. 
 
 
1．はじめに 

絶対零度での量子相転移に起因した揺らぎは，広い温度領域で物性に影響を与え，その異常な振る

舞いは多くの注目を集めている．磁性体の量子臨界現象の多くの実験研究は Ce や Yb などといった，

ｆ電子を含む物質において行われ，多くの物質の量子臨界点近傍で非フェルミ液体の振る舞いが観測

された．これまでは，ドニアックの相図に対応する形で，磁気秩序が近藤効果によって抑制されると

ころで起きる量子相転移が研究されてきた．そこでは，磁気秩序とフェルミ液体との間で相転移が起

こる．一方，フラストレーションなどによる量子揺らぎの増大によっても，磁気秩序は抑制されるた

め，量子臨界現象が誘起される可能性がある[1,2]．その場合は，磁気秩序とスピン液体の間での量子

相転移が発生する． 

本稿では，フラストレーションが関連していると考えられる，量子臨界現象の実験研究を紹介する．

我々は，絶縁体でスピン液体の候補物質である，Na4Ir3O8[3]，半金属で近藤効果が弱いと思われる量

子スピンアイス Pr2Ir2O7[4]，近藤効果の強い近藤カゴメ格子 YbAgGe[5]と CeRhSn[6]の研究を行った．

ここでは，Pr2Ir2O7と CeRhSn の研究結果を紹介する． 

 

2．二つのグリューナイゼン比 

ここで紹介する，二つのグリューナイゼン比により，量子臨界点を特徴づける，臨界指数に関する

情報を得ることが出来る．これらの量の決定は量子臨界現象を理解する上で重要な情報をもたらす．

この二つのグリューナイゼン比によって何が明らかになるか，どのように決定するかを，以下に簡単

に述べる． 

通常のグリューナイゼン比は体積熱膨張係数を比熱 C で割った量である．そして，磁化の温度微

分�� ��⁄ を Cで割った量はグリューナイゼン比の磁気アナログであるため，磁気グリューナイゼン比

と呼ばれる．グリューナイゼン比（）と磁気グリューナイゼン比（H）はそれぞれ圧力誘起と磁場

誘起の量子臨界点において発散することが知られている[7-9]．それらを以下に式として表すと， 
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ここで，Vmはモル体積，Sはエントロピー，pは静水圧力である． 

量子臨界点ではΓとΓ�は，それぞれ��� ��⁄ と��� ��⁄ で発散する．ここで，は相関長指数，z は動的

臨界指数である．このような臨界指数は，量子臨界点を特徴づける重要な量であり，その積��を，Γも
しくはΓ�の温度依存性の測定から求めることが出来る．スピン密度波と関係した量子臨界点の場合は，

これらの臨界指数は理論的に得られているが[7]，Kondo break down と呼ばれる，ｆ電子局在と遍歴の

相を分ける量子臨界点での臨界指数は不明である．後に述べる，我々の実験によって得られた臨界指

数の積zの値は，量子スピンアイス，スピン液体のみならず，重い電子系物質 CeCoIn5[10]でも，スピ

ン密度波の臨界指数では説明できない．それらの臨界指数の実験値に対する理論的理解は，今のとこ

ろ得られていない． 

臨界点近傍では，臨界自由エネルギーが物理量決定に支配的となり，自由エネルギーから導出される

諸物理量は，スケーリングという性質を示す可能性がある．ここで注意したいのは，物理量によっては，

バックグラウンド（臨界自由エネルギー以外）の寄与が無視できず，それを差し引く必要があることで

ある．例えば，3 次元の反強磁性スピン密度波では，����はゼロ温度に向かって発散しない[7]．このよ

うなパラメータ依存性の小さい物理量を選んでしまうと，バックグラウンドの寄与が大きくなり，差

っ引きが必要となることがある．一方，2 つのグリューナイゼン比は量子臨界点で，必ず温度のべき

乗で発散するため，スケーリング解析に適した物理量である．ここではΓ�が量子臨界点近傍において，

どのように振る舞うのかを紹介する． 

スケーリング理論から得られた一般的な量子臨界自由エネルギーから[7]，高温領域では

Γ��� � �
����

�� ��⁄
 

のHの磁場，温度依存性が予想される．ここで，� � � � ��で，��は量子臨界磁場である．そして，

常磁性相で� � �では， 

Γ� � ��
�  

となる．��は臨界指数や系の空間次元数などから決まる定数である[7]．これらの二つの式から，少な

くとも低温と高温領域では，実験データを�Γ� vs � ��⁄ の形でプロットすれば，データが一つの曲線

上に乗ることが分かる．ここで，得られた指数は，� � ��である．このようなスケーリングを用いて，

非 BCS 超伝導相などに隠れた量子臨界点（ここでは��）の場所を特定することも出来る[10]． 

上記の結果は，臨界点との距離が相対的に近い場合（� ��� � ��）であるが，そうでない場合は

スケーリングから得られた指数の意味が変わる[4]．例えば，ゼロ磁場の量子臨界点（�� � �）の場合

は，� � ���となり，臨界点ではΓ�が��� ��⁄ で発散し，高温領域で 

Γ���� �
�����

�� ��⁄
 

となる． 

実験的にグリューナイゼン比を求めるには，熱膨張と比熱の 2 種類の測定を行うか，断熱状態で微小

な圧力変化に対する温度変化の測定を行う必要がある．後者は，断熱状態で圧力を変化させる必要があ
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り，技術的に難しい．一方，磁気グリューナイゼン比は，磁気カロリック効果�� ��⁄ |�を温度で割った

量である．この磁気カロリック効果を正確に測定することが出来れば，１つの測定で磁気グリューナイ

ゼン比が直接求まる．この磁気グリューナイゼン比を詳細かつ精密に測定するため，我々は磁気カロリ

ック効果の磁場変調法測定という手法を開発し，精度よく同効果を決定することが出来た[11]． 

 
3．量子スピンアイスPr2Ir2O7の量子臨界性 

古典スピンアイスと呼ばれる物質では，パイロクロア格子の正四面体の頂点に位置している，イジ

ング性を持った磁気モーメントが，アイスルールとよばれる 2-in 2-out の構造をとる．この 2-in 2-out

構造の取り方は複数あり，高温ではそれら

の間で遷移を起こしている．そして，温度

低下とともに，異なる 2-in 2-out 構造の間の

遷移がなくなり，有限のエントロピーを持

ったまま凍結する．量子揺らぎの大きい，

量子スピンアイスと呼ばれるいくつかの物

質では，極低温までその遷移が持続し，液

体状態になっていると考えられている． 

量子スピンアイス Pr2Ir2O7 は半金属的電

気伝導性を持つ[12]．また，Pr の結晶場基

底状態は非クラマース二重項で，励起準位

とは 162K 離れている[12]．帯磁率から求め

られたワイス温度は-20K[12]，そして最隣

接強磁性相互作用は 1.4K と見積もられて

いるが[13]，極低温まで磁気秩序が起きないのはフラストレーションのためと考えられる．そして，

[111]の磁場方向でのみメタ磁性が観測されることから，このメタ磁性が 3-in-1-out への転移と考えら

れ，この物質がスピンアイスの性質を持っ

ていることが分かる．  

図 1 に，金属量子スピンアイス Pr2Ir2O7

の比熱から得られたエントロピーの温度変

化を示す．ここで，エントロピーは，飽和

している 20 K で Rln2 になると仮定してい

る．温度低下とともにエントロピーは減少

し，Pauling のエントロピー(R/2)ln(3/2)あた

りで肩を持つ．0.4 K あたりで Pauling のエ

ントロピーに達することから，この温度で，

全ての四面体において，最低エネルギーの

2-in 2-out 構造が形成されていると考えら

れる．逆に言うと，この温度以上ではエネ

ルギーの高い 3-in-1-out 構造，つまり磁気

モノポールが熱的に励起されている．0.4 K

以下では，エントロピーは Pauling の値か

 
図 1：Pr2Ir2O7のエントロピーの温度変化．インセットは

���の温度依存．原子核，格子，結晶場励起による寄与

は差し引かれている．（参考文献 4 から抜粋） 

図 2：Pr2Ir2O7のΓ���の温度依存性．灰色の実線は�����
のべき乗発散を示す．矢印は発散傾向から外れる温度 0.4 
K を示す．インセットは低温極限でのΓ�の値の磁場に対

するプロット．実線は������の磁場依存性を示す．（参考

文献 4 から抜粋） 
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らさらに減少して，ゼロに向かう．このこ

とから，Pr2Ir2O7では，磁気モーメントが有

限な自由度を持ったまま，スピンアイスに

凍り付くような状況にはなっていないこと

が分かる．このとき，C/Tは 0.4 K 以下で異

常増大する．しかし，明らかな相転移は見

られないことから，スピン液体状態が実現

しているのかもしれない[14]． 

そして，磁気グリューナイゼン比Γ�は温

度減少に対して発散傾向を示し，量子臨界

点の存在を示唆している（図 2）．エントロ

ピーが Pauling の値からさらに減少する 0.4 

K あたりで，Γ�は発散傾向からずれる．こ

のような発散傾向の消失は，多くの場合は

磁気モーメントの秩序化や超伝導状態の出

現などによる，磁気モーメントの自由度の

消失により引き起こされる．例えば，量子

臨界点に近く，反強磁性転移温度が非常に

低い（�� � ����K）重い電子系物質，

YbRh2Si2では，量子臨界点の影響のため，常磁性状態ではΓ�が発散傾向を示す．そして，��をまたい

で�� ��⁄ が符号反転するため，Γ�も常磁性での正の値の発散的な振る舞いから，��以下での負の値

に符号反転し，発散傾向も無くなる（筆者の未発表の実験結果より）．Pr2Ir2O7の場合は，0.4 K におい

て，はっきりとした相転移は見られないが，何らかの原因で臨界揺らぎが抑制されていることが考え

られる． 

図 2 のインセットに示されているように，

低温極限でのΓ�の値を磁場に対してプロ

ットすると，その磁場依存性は� �⁄ で発散

し，ゼロ磁場での量子臨界点を示唆してい

る． 

Γ�のデータは�Γ�  vs � ��/�⁄ の形でプ

ロットすると，低温低磁場領域を除き，デ

ータは共通の曲線に乗る（図 3）．データが

スケーリングの振る舞いから外れる領域は，

図 4 に示されている．この結果から，量子

臨界磁場がゼロであり，この物質がパラメ

ータの調整なしに臨界状態にあることが分

かる．このようなパラメータの調整なしで

量子臨界状態にあるストイキオメトリック

な物質は，ごく最近見つかった，

-YbAlB4[15]と Pr2Ir2O7のみである．これら

図 3：Γ�のスケーリングプロット．スケーリングからず

れるデータ点は薄い色でプロットされている．例えば，

図 2 で示すように，H=0.05T において，0.4K 以下の温度

領域では，データがスケーリングからずれる．灰色の実

線は高温領域での，Γ������/�の依存性を示す．低温領

域での，Γ�� � ����は灰色の点線で示されている．矢印

で示された，1.5 K/T� �⁄ は低温と高温領域の間のクロス

オーバーを示している．（参考文献 4 から抜粋） 

図 4：Γ� �⁄ のカラーコードプロット．青い点線に囲ま

れた低温低磁場領域では，Γ�のデータが図 3 のスケー

リングの振る舞いからはずれる．黒い点線は二つの領

域，Γ������/�とΓ�� � ����を分ける� � ����� �⁄ の境

界線．（参考文献 4 から抜粋） 
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の報告以前は，量子臨界点に近い物質を，磁場，圧力などによって量子臨界点へと微調整する必要が

あった．重い電子系の数多くの物質に関する研究において，YbRh2Si2や CeCu6などは最も量子臨界点

に近い物質であったが，これらにおいても僅かな圧力や化学的圧力が必要であった．Pr2Ir2O7が偶然ぴ

ったり量子臨界点に位置していると言われればそれまでであるが，そうではなくて，量子臨界状態を

安定化する機構があるのかもしれない．そして，臨界指数の積は�� � ���と求められた．当然かもし

れないが，これはスピン密度波と関連した量子臨界現象の臨界指数では説明できない． 

 
4．一軸圧力依存性 

相互作用のフラストレーションは，磁気モーメ

ントの幾何学的な配置に起源を持つので，結晶格

子を異方的に歪ませる一軸圧力は，フラストレー

ションが起源となる現象に大きな影響を及ぼす可

能性がある．例えば，図 5 のような六方晶を組む

CeRhSnのCeの準カゴメ格子の第一隣接相互作用

はフラストレートしている．そのカゴメ面内方向

の一軸圧力は三角形を歪ませるため，そのフラス

トレーションを解くが，面に垂直な方向の圧力は

フラストレーションを解かない．もし，フラスト

レーションが誘起する量子相転移があった場合，

図 5 のような格子では，��は量子相転移に対する

有効なパラメータであるが，��はそうではない．

静水圧力が有効なパラメータの場合の量子臨界点

では，� � ���が発散するため，� �⁄ がゼロにな

る場合を除き， ���は発散する．ここで

��� � �� ��⁄ はエントロピーの静水圧力微分と

も表される．これの類推から，��が量子相転移に

対する有効なパラメータであるときは a 軸方向の

熱膨張係数α�を温度で割った，α��� � �� ���⁄ は

発散し，��は有効なパラメータではないため

α��� � �� ���⁄ は発散しないと考えられる． 

このような筆者の考えの下，我々は CeRhSn の

実験研究を行った．CeRhSn と同じ結晶構造を持

つ，YbAgGe[5]や CePdAl[16]では，相互作用の幾

何学的フラストレーションに起因する特異な振る

舞いが観測されており，この結晶構造を持つ物質

におけるフラストレーションの重要性を示してい

る．CeRhSn は，バルク測定から，��~200K の価数揺動系であると考えられている[17]．しかし，帯

磁率の低温での振る舞いや，電気抵抗の非フェルミ液体的な振る舞いは，高い温度で既に近藤一重項

が形成されているという描像では説明できない[15]．さらに，� �⁄ は図 6 のように温度減少に対して

発散する．磁場 2T の下での測定で核比熱が観測されなかったので，ゼロ磁場の発散の振る舞いは核

 

図 5：CeRhSn の Ce が組む準カゴメ格子．Ce が
作る三角形は歪んでいないので，第一隣接相互

作用はフラストレートしている．カゴメ格子面

内の一軸圧力 Paは三角形を歪ませ，フラストレ

ーションを解くが，垂直な方向の圧力 Pcは三角

形を等方的に広げるため，フラストレーション

を解かない． 

pa ; critical

Ce c

a

pc ; non-critical

 

図 6：CeRhSn の� �⁄ の温度依存性．データは

生データであり，電子以外の寄与の差っ引きは

行っていない． 

7



比熱のものではないと考えられる．このよ

うな発散は，量子臨界点の存在を示唆して

いるのかもしれない． 

図 7 に示すように，磁気グリューナイゼ

ン比も発散し，その量子臨界点の存在を裏

付けている．その発散は，ゼロ磁場に近づ

けば近づくほど強くなるため，ほぼゼロ磁

場が量子臨界点であることが分かる[18]． 

図 8 に示すように，a 軸方向の�� �⁄ は低

温に向って発散する一方，c 軸方向の�� �⁄
は低温で一定値を取るフェルミ液体のよう

に見える．このような，測定方向によりフ

ェルミ液体，非フェルミ液体のそれぞれに

見える熱膨張の振る舞いは，筆者の知る限

り，これまで報告されていない．YbRh2Si2
や CeNi2Ge2での，どの方向でも見られる発

散とは対照的である[19,20]．このような，

熱膨張の極端な異方性から，我々は，この

物質がフラストレーションが誘起する量子

臨界点に位置していると考えている． 

結晶場による単一イオンの磁気異方性に

より熱膨張が異方的になる場合がある．例

えば，そのような異方性によって，熱膨張

係数が c 軸方向ではほぼゼロである場合，

その量子臨界性による寄与も小さくなり測

定にかからない可能性がある．しかし

CeRhSn の場合，c 軸方向のフェルミ液体的

な量子臨界性以外の寄与（� �⁄ �定数）は

a 軸のものより大きい．このことから，単一イオンの極端な異方性では我々の結果は説明できない． 

この物質の低温での異常な振る舞いは，過去に，格子の欠陥と関連して議論された[17]．しかしな

がら，NMR の実験から，非フェルミ液体の振る舞いは格子欠陥によるものではないと結論された[21]．

さらに，熱膨張は原子核の準位分裂を検出しないことが知られており，独立した不純物や欠陥を検出

しない．そして，格子欠陥が原因となり発生する量子 Griffiths 相によるグリューナイゼン比の異常は

logT の発散である[22]．一方，我々の測定から得られた，グリューナイゼン比[6]と磁気グリューナイ

ゼン比はべき乗で発散している．したがって，我々が観測した量子臨界的な振る舞いは格子の欠陥や

不純物が起源となるものではないと考えている． 

 
5．終わりに 

本稿では，フラストレーションが関係していると考えられる量子臨界現象の研究結果を紹介した．

量子スピンアイス Pr2Ir2O7 と，フラストレートした近藤格子 CeRhSn の我々の研究結果を紹介した．

 

図 7：CeRhSn のΓ���の温度依存性． 

図 8：CeRhSn の�� �⁄ と�� �⁄ の温度依存性．インセッ

トは熱膨張，����． 
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これらの量子臨界現象においては，分かっていない事柄が多い．例えば，Pr2Ir2O7の臨界現象を誘起し

ている秩序パラメータ，�� � ���の意味，Γ�のデータがスケーリングからずれる低磁場低温領域で何

が起こっているか，などである．この物質は非常に多くの注目を集めているため，今後の研究により，

これらの事柄が明らかにされることを期待したい．そして，CeRhSn の� �⁄ が，期待していた通り異方

的な発散を示したのは驚きであった．このような，異方的な一軸圧力効果や，それに起因する熱膨張

の異方性はフラストレートした磁性体一般に成り立つ議論であり，他のフラストレートした物質にお

ける一軸圧力下での測定や熱膨張測定がどのような結果を示すのか興味深い．そして，なぜこれらフ

ラストレートした物質が，ゼロ磁場の量子臨界点を示し，全くパラメータの調整を必要としないのか，

今のところ分かっていない．これらのことが，今後明らかになることが期待される． 
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