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ウランプニクタイトのNMR
東北大濃.新書鹿え 高木 温 藤木 を,溝谷息娃

局在電子的佳葬を示す4手電子,i:こ,過度電子的社葬を示す3d奄与泉とと1hi3e仰IaL
:憲 謡 訂一書するものこLて,アクナナパ 化谷勿 鳩 にU化合勿及dNp化合如

年急速に盛んにを9っっあ呑.我々はUイヒ合勿d)うも まずウランプ二クタイトと収)あ

げ,緒に幕虐使武居T'の軌的虚位を明ら飢:す呑ことによ9こJtらd)勿厚の虚位を磨萌す

,1く,現在NM下目こよ各研究と行をーている.今回は,①局在モ≠)い㌢らd)アブロー+♂

妥当と考えられるnoれ-CO川れeaT条線感性休U3flの鹿序次患T'の31ァ滋のNMRスくク

トル及絹 盛性状鹿か ,3-p族O,Tlの温度変化.並dに⑦虎頚感性蕗UP2の寮感性状態

T'の31ァ成4)Tld)温度変か :ついて薮告す呑.

U9P4及d二才化 顛倣tた佳費を示すU3A54 については軌 :竹ナ原らによ呑働 tた摩

艶1'があ呑d'T',ここゼは盛晶鹿追如 成乳約億質の痔款と荷単に慮外する.

鹿島牌塵は腰4)て顔轟5･Th37も里(cubL-C)ど,Ud,si土e はすJiて周一d,!ocal甲,n一

他車 7(S4井藤健)tもっもd)4)･そ4,主軸は3っあるrIOO】のいず31かヒSiieによ
,て相異を呑.こd)複弟を鹿晶債鬼を圧痕tで虚見庸鎧も頗腰でぁリ,点晶全銀t:tては

日日】方向f藩易裁t:すさ鹿めて大き泰盛兎農方位t示すにもかかT)ら4-,中性子河bT等

の薦長によれif,各Usiieq)モーメントはt日日方向から各々d)局棚 方向にC幼主

tたnoh-CO7払eaf･席鹿 と密,てい各.史に法日すJi告はr日日方向4)高感度脚 が

虐めて,トきいここT'ぁt).こ3日まめ避tたr=71方向4)大きを成東異方性と相ま,て,上

転4,Ca止 凍澄軒桓d･て春如 coh句 urd･-O に密-てい呑ことを示唆け い呑･

実存けケ原らは･CeSb,CeBir'成功空論d)たp-相 成席里に毒づき,適当を大き七

a)dイexchcnSeと導入すJlif,上紀療珪好 適dIこU3As4T'(700】方向に盛 務 E加え■ヽヽ2)
たこきに凍刑 か呑spinoT輸血速k,rnIよねhSぬonを東研T'き呑ことを示 Lてい呑.

tかし計粛よ9予点きJl各スピン補遺は.中性子回折の薦轟と傾向は一次 Lていさもの0

よt)顔弟をものときっている.

そこfl.鹿斤状鹿Ttのスピン鹿島に

新たを知見を得各日的T',37

てヽ1LLつ

MNの鹿Pl
Jlクト)Lo潮見と行き･,た.アd)5法e

ス

ナ
fK
は

Jlで同一oJocolynnehryih も4)4'･
そのガ称軸は3回載T'ぁり.tかも4っあさ

(+n.I))A)!suむtUl
日日】d)いずJlかと57ieによ,て凝集a:･呑.

こうした鼻件4,もヒモは,従来農場きれてい

たスピン凍丑は,-成約に感度比lI3の非

相称ま37ァ枚NMTtスぺクト)は 与え呑もの

と節痔されるU.軽部されたスぺクトJLはサ

○
●1+t_ 1
75 8070

FTequency('LJ;Hz)

骨11笥 4.2K.専虚席 t:あけ呑tJ3P4ヰ0
37p頗 NMRスペクトル.
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llgL:示すように柵 的告ものT'ぁ呑･偶 ,々3'p鹿の桝 ,-he7nierQch nに異方性 が全
か,たこすれば,村井的をスぺクトJLは得られようS.鹿31きJlた虎樽は幾明す呑こと&I

T'ききい.) 威念をがらオ!頂のスぺクトJLよ9スピン頗濃 とdeduceするここはできま

いが.凝灘tZtたスぺクトJLが従兵膿鳴きjtていたスピン席遺こ相容れまいものでぁるこ

こは,きず向軌 ､きいt:考えらJt呑･ T,(10-乙se｡, T,W 3

諏 蒜 ま

課に.帯感性状態r'の勅的虚位と明ら飢こ

する同的f行き,た31ア歳の戚スピン･格子

法か 細 Tl4'温度衷化の東泉虎男にっいて紹 '0

介す呑.升2回はTIRdTT-1の温度加 と

赤 は ものT'ぁ呑･Tlはよh2hSも卜redhype卜 5

iirte了ni3eraCk加 によ9U4)5手スピン4)め
ら5'によ,て決まっているものと考えられ

T.-'王(2/3)xか ㌫J(J･07;{ によ9,U 0
の5ヰスピンのヰLucも氾土-a

i:歯使うけらか尋.いま,7=i

500
TemcerQtUre(K)

甘2囲 U37㌔ や d'31?彼 のTl-1及d
Tlの温度変化.

よほ 乱によさもoヒす各と,ごく卓絶をモ≠JLfは,亘1-(4m爪 )〔gP'EF'】2kBTと辞

用される.l･}上2式よ9T!ocTt:生きことが期待u t呑&'.これは実際に鹿部きJlた空

港抜上fq)TIC,諾渡依存性ヒよく一彦tてあt).オ2摺よ9 Igf'(申 1--oA t=求まる.

TIJ (see-1)

一方.室温放下紬 温如 低下ヒ英にTriSt着

tく増血tTcに向か,て長次すさかのようき渡舞 .o'

を示Lてい各.実環オ3巧に示すpJoiよ9,こ

の発散はTcli上Qを90轟溝鼠 Tl-!∝(T-Tc)

-o･68(飢 ･Tc.138K)い ､う選一oexp rehi
によ9虎滋T'古さこt:がわか呑.こQ)よう5:･T1 103

a)温度麦化は凄d)で薦貫きものゼあ9,先にも盤

べたようにCα止 席塵 が非常に史定ま伽極 -.
相加nT'ぁ卓二t:と考え)ltf,克億杓にはsIやd

rQnSe4,Ca止 補遺がTc玖上的 9の高温から
発達してくさことt示遺していさものとも考えら

10-1 1

(Tic)ITc

サ3回 U3町中の31p推d)T,~Id'温度

如 .(p_i.Tc-I38K')

れ呑･中漣与鼓乱に19Tcl･}上T'a,Spindy脚 -cst顔Jl呑ことは一今後の大きを寛政
釣魚環d)1っT'ぁぅぅ.

倉あ,このようをsho止 rBrSeOrderd,鼻連に対応するヒ見られる振舞は･Tc滋軌 :あ

ける電気放れ 並dに衰運4,Tc逆碕鬼d,初期帯広李のSutにも,また我々の31f鳩 の

Kn･tShも Sh油 の罰定L:も見られることを付きtてあく･
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最後に･preh'mihQry全店長七はあるが･ TN3

202Kの涙強虐使払up2鳩 晶凍丘沫如土TYL-

30TtAl a,伽 如 -Cu2Sb里.スピン凍虎は虚内

ferroT'+一一+というse各uenCe とと呑)や
4'31p凍4)軒店性状鹿にあけるTld)温度麦化を

中se｡-1)

サ4回に示す.T1-7はU3P4)司線の瀬音51度界 -03

発狂席の温度安化を示 Lてい各.

洗l二･W･J･LBuyeTSらL-よ呑,UN(TN-55
K4,度鹿虚位射 T'はTN以上か5:･9a,高温 6ら
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孟夏霊 宝芸慧言語 L;,Li:,ヒ完 ,誓 言 奇4回 .:USPi2妄言.3;PZ LTOJ ;-.f2nk,

鮎 鹿遵 糾 hCほ と虎もsinp7e告UXJf:(x - N･P･AS･Sb) tや ･tBとLて･常虚偉状
愚fd)劫的感性t弔らかにすさことによ!)これ らの狗昔の虚位と虜明 し.アク+ナイド化

食物o虚性に何十呑理席 t深めていきたい.

ヌ拭

I)廿ヶ風 神#･東谷 ･･564度跡見食兼吉舌 pq5e750

2)TS1-k'･,S･TQkaが.N･N'･i益U帆 k･叫 rKdq.T払suyR,AYw .T泌 it- .

M･h ･77･J･帖 k'･飾dZ･抽hkie: ;n'H･dl軸 d叫 isn'(帖 払-LbthrJ)plSe

183.
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