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物性研究54-2(1990-5)

UPdlnの強磁場磁化過程

大阪大学大学院理学研究科物理学専攻 杉浦 恵美子

修士論文 (1989年度)

概 要

UPdlnの単結晶の試料を用いて,パルス強磁場下における磁化過程の測定を行った｡そ

の結果,H//a軸,すなわち外部磁場 Hが C面内にあると磁場に比例 して直線的に比較

的小さな磁化が現われ,35Tでも0.6FEB/Uatomであったが,n//C軸では0.3FEBの自発磁

化を示 した後, 2投のとびを経て1･5坤 の飽和磁化を示すOその転移磁場はHc1-27kOe,

Hc2-163kOeであり共にヒステリシスを持ち,特に H clのものは広い磁場範囲にわたっ

ている｡ またその磁気モーメントの大きさは,飽和磁化の1/5-1/3-1と変化 した｡こ

の磁化過程は不整合分子場モデルを用いてよく説明され,Hc.の大きなヒステリシスもス

ピンの再配列による転移磁場の遅れと説明される｡ Tc-8.5K,TN-20.8K付近での幾

点かの温度における磁化測定では Tcを境に自発磁化の消えることが確かめられた.ただ

しHcl, IIC2におけるヒステリシスは残っている｡ TN真上の24Kでは2段 目のとびの名

残 りが見られ,これは,Shortrange相互作用によるものと思われる｡30KJZL上では通常

の常磁性磁化過程が得られた｡
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1.序 論

UTX化合物 (T-遷移金属,Ⅹ-半金属)は,Uの5f恵子と伝導電子の混成によりヘ

ビー ･フェルミオン,近藤効果等の興味ある物性を示し,近年多くの人々により総合的な

研究がなされている1)-5)物質群である｡

その中で,UPdlnはFig.1に示すFeZP型 (haxagonal)結晶構造をとり,その格子定数

はそれぞれ a-7.422A,C-4.099A,du"U-3.87Aである｡この結晶構造はUが C面

内に並んで層状構造をなすことが特徴であり,UTXの中でも最も種類が多くスピンは C

軸についてイジング的である事が知られている6)｡物性は,藤井6)~7),Br缶ck8)らにより

詳しく調べられており以下その特性を簡単に記す｡

単結晶における帯磁率の測定では,.a軸,C軸方向共に100K以上の高温側でキュリーワ

イス別に従った温度依存性を示している｡逆帯磁率の直線より求められた各軸方向の有効

磁気モーメントはそれぞれFLeffa-2.79FLB,FLeffC主2.86FLB,また,常磁性キュリー温度

◎ ○ ●
U Pd ln

Fe2p-type

Fig.1.UPdlnの結晶構造

は Oa--73.7K,6>C-34.OKと評価された｡磁気異方性の目安を与える46日ま108Kで

あり,大きな磁気異方性を示す｡C軸方向の帯磁率は20K付近より急激に増加し,磁化測

定より8.5K以下では自発磁化を持っていることが知られている｡比熱の測定では,

20.8Kと8.5Kにピークを持ち,これらが磁気相転移であること.を示している｡また,電
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UPdlnの強磁場磁化過程

子比熱係数γは280mJ/moIK2と評価され,ヘビーフェルミオン状態であり,これまでの

ヘビーフェルミオン物質が全て反強磁性的であるのに対し,新しい強磁性状態のもとでの

ヘビーフェルミオン物質として興味がもたれる｡ 電気抵抗は温度の減少と共に金頃的減少

を示すが50K付近より近藤効果的増加を示 し,20K付近で極大となった後再び減少し､

4.2Kにおいては280fLDcmとなっている. 中性子回折からは癌気構造か知られ,低温では

モーメントは全てC軸方向を向き,C面内では強磁性配列をとり,C軸方向にのみmodula-

tionを持つことがわかっている｡T<8.5KではC軸方向にq-2/5C*のsquare-up構造

を取 り,8.5K< T<20.8Kでは同じ波数のsinusoidal構造をとっている｡ これらの構造

はC軸方向の縦波であるが,見やすさのために横波として描き出した図がFig.2である｡

以後,スピン配列を考えるとき,この横波で図示することとする｡ 我々が先に測定した粉

末試料の4.2Kにおけるパルス強磁場下の磁化過程は既に報告されており7),Fig.3に示

す｡ここでfreeとはeddycurrentを防ぐため粉末試料をアルミナ粉と混ぜて測定したも

ので,磁場の印加に伴い試料がH//easy-axisとなるよう動 くことができる｡一方fixは,

粉末試料にアルコールを含ませて凍らせたもので,試料は固定されている｡freeは∬//C

軸に近い磁化を示すと考えられ,fixは1/3〟//C軸+2/3〟⊥C軸となるはずである｡ 結

(a)Tく8.5K
l~一一~~~~~~~-~

C-CLXIS
くり
@

Squore-Up構造
(q=21/Sc")

(b)8.5K下T<20.8KI-----------一
書く=>.i

SlnusoidoI構造

(q=2/5C★)

Fig.2.UPdlnの磁気構造とその表現方法

(a)はSqhaue一也 構造 (b)はSinusoidal構造
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100 200 300 400
MAGNETICFIELD (kOe)

Fig.3.UPdlnの粉末試料における強磁場磁化過程

采は大きな異方性を示し,自発磁化の他,2段のステップ磁化を示した｡しかし,freeで

は磁場の印加に伴い粉末試料の配向が進み,自発磁化が増加していった｡各軸方向の磁イヒ

過程を得て解析を行うためには,単結晶による測定が必要であった｡本研究では,広島大

学の藤井グループにより作成された単結晶を用いてパルス強磁場下で磁化測定を行い,磁

化の異方性と2段ステップの定量測定に成功した｡さらにこれらの結果を不整合分子場モ

デルを用いて定量的に解析した｡

2.試料及び実験

i)試料

単結晶試料は広島大学の藤井,)t仲 氏より提供された｡試料の作成法を次に示す.

母材料のU金属 (硬度3N)を表面処理し酸化物を除去した後,Pd(3N),In(5N)

と共に化学当量比に従って秤量し,純化したアルゴンガス雰囲気中,トリアーク炉を用い

たチョコラルスキー法により単結晶を作成した｡チョコラルスキー法は,小さい種子単結

晶の先端を融点よりわずかに高温の溶融状態の母体試料に浸し,種子結晶を回転させなが

ら引き上げて単結晶を成長させる方法である｡得られた単結晶をⅩ線ラウエ法で方位決
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UPdlnの強磁場磁化過程

_(b )
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壬

▼
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Ei王=≡≡==≡コ
2mm

Fig.4.単結晶試料の (a)形状 一(b)固定法

走した後,結晶表面がC面とa面になるよう約2mm角の立方体に切り出し軸方向がわかる

よう+印をいれたアクリル板に接着剤で固定し.た (Fig.4(a))04.2Eでのサンプルの抵抗

率は280pDcmと大きくパルス磁場による渦電流の効果は軽視できる｡ホルダーには内径

2.4mm卓のテフロンチューブを用いた｡このホルダーは先端の内径が細 くなっており,こ

れに外径2.4m 卓,厚さ約 2mmのアラルダイ･トの栓をし先程の試料を入れ,低温でのサン

プル固定用にアピェゾングリースで隙間を埋めてから,同じくアラルダイトでふたをした

(Fig.4(b))0

ii)実験

磁化測定は,大阪大学極限物質研究センター超強磁場部門の1層ショーい †ルスマグ

ネット (パルス巾 :400psec)を使用し;最高35Tの磁場を加えて行云た｡そのブロック

図をFig.5に示す｡-4重構造のデュワ- (真空層 :liq.N2層 :真空層 :liq.He層)にクニ

ライオスタットを取 りつけ,サンプルをその中央に吊るされたコルツ棒の先端に固定し,

モーターにより上下動する｡クライオスタットの先端にはpickupcoilを取り付けてある｡

これは,磁化をひろうA･Bcoilとその補正用のCcoil,及び磁場測走用のfieldpickup

coilから成 り,すべて同軸に作ってある｡tA･Bcoilはひろい込む磁場が互いにcancel●す

る様,巻数と断面積が調整されたもので,逆位相に直列につながっている｡､A･Bcoilで

CancelLきれなからた信号は,1turnのCcoilからの信号とbridgebalance回路を通して

補正する｡ここにサンプルを出し入れするこ･とによりA~･Bcoilの巻数の差に比例した滋

化の信号及びbackgroundの信号を磁化の時間微分dM/dtの形でひろい,･デジタルメモ

リー内に記憶する｡このデータをマイクロコンピューターで積分し,磁化 〟 を得る｡同

時に測定した磁場 H と～ともにⅩ-Yrecorderに描き出して磁化曲線を得た.
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SaJhPIc

Fig.5.~磁化測定のブロック図

3.結 果

i)軸変化 (〟//a軸,〟//C軸)

4.2KにおけるH//年軸とH//C軸の35Tまでの磁化曲線をFig.6に示す｡

a軸に磁場をかけた場合は,磁化は磁場に対 し直線的に増加し,35Tでの値は0.6FLBで

あった｡一方 C軸に磁場を加えると,まず0.3pBの自発磁化を示した後,2段の,ヒステ

リシスを伴うとびを経て1.5FEBで飽和した｡また,6Tまでの静磁場での磁化過程をFig.

6の点線で示した｡パルス磁場によるデータと比べ,1段目のヒステリシスの巾が狭いの

が分かる｡パルス磁場による測定でも,磁場の掃引速度を遅くすると,静磁場の場合と同

じ磁化過程を示した｡パルス磁場下では転移磁場に遅れを生じたと考えられ,これらを含

めて1段目の転移磁場は27kOeと見積もった｡2段目の転移磁場は,ヒステリシスの中央

をとって163kOeが得られた｡各モーメントの大きさは,磁場を加えるに従い飽和磁化の

1/5-1/3T lと変化 した｡序論で述べた様に,4.2Kでは C軸方向に q-2/5C*の

square-up構造をとっているO これを措き下すと1周期 5つのスピンの内4つが互いに

CancelL,飽和磁化の1/5の自発磁化を持つという我々の結果とし一致する.
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Fig･6･UPdlnの単結晶強磁場磁化過程と転移磁場 (H//C軌 H//a軸)
Hcl,HC2は,それぞれ磁気相転移の転移磁場

H//C軸における点線の磁化曲線は,静磁場での磁化曲線である

ii)温度変化

2つの磁気転移点 (TN-20.8K,Tc-8.5K)近傍での磁化の変化を見る為,T-7,

12,17,24,30KにおけるC軸方向の磁化を測定した (Fig.7)0Tcを境に自発磁化が消

え,反強磁性相一(正確にはq-'2/5C*のsinusoidal構造)-移っているのが分かる.一万,

1段目と2段目のとびのヒステ1)シスは温度の上昇に伴い狭 くなり,TNを境に消えてい

る｡ ただし,TNよりわずかに上の24Kでは完全な常磁性状態ではなく2段目のとびの名

残 りが見られる｡30Kでは通常の常磁性相の磁化曲線が得られた｡1段目･2段目のとび

の磁場をヒステリシスの中央をとってそれぞれZIcl,H C2 とし(Fig.6),各温度でのHcl,

H C2をTabielにまとめた｡Hclは温度と共に僅かながら減少する傾向にあるが H C2は殆

ど変化なく誤差の範囲内で一定である｡ 比熱のピークの温度変化が報告されており8),こ

れと我々の LTc., HC2の変化をもとに作成した相図をFig.8に示す.便宜上,4.2Kにお

いて磁場を加えることにより現われてくる相を順にⅠ,Ⅰ,Ⅲ相,Tcと TNの間の相を

Ⅳ相,高温相をV相と呼ぶ｡Ⅴ相は常磁性相であり,Ⅲ相はⅤ相と同一相で磁場により強

磁性的に配向している状態にある｡ Ⅳ相は先に述べた通り,不整合波数の反強磁性相であ

る｡ Ⅱ相は飽和磁化の1/3のステップ磁化を持つ相で,Ⅴ相の常磁性相との間には境界が

存在するはずであるが,shortrangeord6rなどにより境界がぼやけていると考えられる.
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Fig･7･UPdIn単結晶のH//C軸甲強磁場磁化過程 (温度変化)
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Fig.8.UPdlnの磁気相図
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･T ｣Kー). ･rー4-2 7. piI.2 I-7- 12 4. _3 0;

H c l(比oe) 35(27) 29 27 24

Table1.各測定温度における転移磁場 (Hcl,HcZ)
4二2KにおけるH｡1の仁 )中の数値は,解析に用いた数値

4暮議 論

この UPdlnは帯磁率測定や中性子回折の結果からモーメントが C軸を向いてお り,

4.2Kではsquare-up構造を.とることからイジングスピン系であると考えられる｡また,

スピン配列が C面内では強磁性的でありC軸方向にのみ波数をもつことか らC軸方向の相

互作用のみを考えればよく, 1次元スピン系であると見なして良い｡さらに,長周期構造

をとることから,longrangeの相互作用を受けていると考えられる｡そこで UPdlnの磁

化過程を説明する為, 1次元イジング系で交換相互作用を第 3近接まで考慮に入れて分子

場近似モデルで計算 したところ,基底状態には反強磁性相あるいは飽和磁化の1/3の磁化

を持つ相 しか現れず,飽和磁化の1/5の磁化をもつ場合は説明できなかった｡もっとlong

rangeの 5f電子と伝導電子の相互作用によるRKKY相互作用が働いていると考えられ,

磁化過程の説明にはその導入が必要である｡ ところで,この物質と同様なスピン系を持つ

cesbなどで複雑な相転移現象を説明した,伊達による不整合分子場モデル9)がある｡こ

Jl llt l l:㌫ 二 喜){.:I -l lr8 △-6 ー l汁- ｢P.::3∠ト 6_-;t l l:㌫ 二 喜){.:I -l lr8 △-6 ー l汁- ｢P.::3∠ト 6_-;

Fig.9.不整合分子場に浸された1次元イジングスピンモデル
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れは, 1次元イジング系で配列するスピンが作るRKKY相互作用によお長周期の変調磁

場とスピン系の自己共役な関係を不整合分子場の中に組み入れたモデルであり,CeSbの

ような複雑なスピン構造を非常に良く説明する..そこで,UPdI血にらいてもこのモデルを

用いて解析を試みた｡

i)不整合分子場モデル

不整合分子場モデルについて簡単に説明する｡このモデルは,スピンが格子の周期と一

致しない不整合分子場J(r)-Jsin(kr+3)に浸っていると考える｡ここでJは分子場の

大きさ (よってJは正),kは波数ベクトル,Sは初期位相である｡各スピンは,局所場

の方向を向く｡ スピンの周期と分子場の周期のずれをAとおくと,分子場とスピンの位

置関係はFig.9のようになり,絶対零度,零磁場における1スピシ当たりの平均の自由

ェネルギー tlsは次の様に表される｡

〟-I
Us- - (J/N)∑ I sinLiA- 3) IJ'-0 (1)

ここで N は､全スピン数である.A/7Tが無理数のときN は無限大となり,(1)の和は積

分に置き換えられ Usは次の様になる｡

Us--2J/7T

A/7tが有理数の場合,0≦ A≦ 7[/2において(1)式は次の様に変形できる｡

Us--2J(A/7T)
sin(A/2)cos(A/2-♂)

1-cosd

(2)

(3)

A/7Tは1/n(nは正の整数)で与えられる｡Sは0≦ 3≦ 7r/2nの範囲において,すべて

の場合を記述できる｡かつ,Uは∂Us-0の安定条件を解 くことにより2つの状態,す

なわち 3-0と8- 7r/2n以外は,取ることができない｡よって,各々の状態をk-

1-1/nを用い,8-0のときを胤 3-7r/2nのときを槻*と表現する｡このときのス

ピン配列をFig.10に示す｡様々なkについて Usを計算した結果,kと Usの分散関係は

Fig.ll(a)(エネルギー軸はJで規格化してある)の通りになり,周より圃*の方がエネル

ギーが低い.刷*の場合のみについてエネルギースケールを拡大した図が,Fig.ll(b)であ

る｡ 不整合分子場においては,強磁性相 (ioi*)と反強磁性相 (口汗)が最もエネルギー

が低く,nが大きくなるに従いエネルギーも高くなっている.

以上,不整合分子場におけるスピンの受ける自由エネルギーについて述べた｡ここで,

不整合分子場を作 り出した伝導電子系のエネルギーを考える｡ 伝導電子は伝導電子系のみ

を安定にするある波数 keを持っている｡今,基底状態の不整合分子場の波数 kは伝導電
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tk I 6=0

J tr I

~ ＼ 3 Tt P has eTt. 2

0 1lII:ト / ＼ ∴ ー

tkl半 8=A/2

一 ヽ:- LTt-A-- ●;ト --+!ー●●■ ＼ ､､ _′:ト

Fig.10.圧 i及び 圧 L'におけるスピン配列

子系の波数と一致していると考える｡ そのためスピン系のエネルギーを下げるためにke

と不整合分子場の波数 kがずれると,伝導電子系のエネルギーを損をすると考えられる｡

そこで,伝導電子のエネルギーを単純な形のポテンシャルを導入し,次式で表わされると

仮定する｡

Ue-V(A-k｡)2 (4)

ここで,Ⅴは伝導電子とスピン系との相互作用の大きさを表わすようか †ラメーターで,

正である｡

この系に外部磁場が加わると,系が磁気モーメントをもつならば全体のエネルギーには

当然ゼ-マン項が現われる｡系が磁気モーメントを持つのはnが奇数のときのみであり,

その大きさは次の通りである｡

Uz-一(1/n)gpBILS (5)

以上の3つのエネルギーの和 こより絶対零度における仝エネルギーが表わされるものと

する｡

- 13 1 -
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Fig.ll.(a) 不整合分子場モデルにおけるUsとkの分散関係

ただし,k-1-1/nである｡

(b) (a)の 拍 巨 のみついてエネルギースケールを拡大した図

U- Us+Ue+Uz (6)

ii)磁化過程

結果で述べた様に,H//C軸のとき4.2Kにおいて低磁場側から順にⅠ,‡,Ⅲ相-相

転移した｡Ⅰ相はq-2/5C*のsquare-up構造で飽和磁化の1/5の磁化を持つ｡Ⅰ相は

飽和磁化の1/3の磁化を持ち,単純に考えると2つのupスピンと1つのdownスピンで構

成されると考えられる (Fig.12)0Ⅲ相は強磁性的に配向している｡上述の不整合分子場

モデルで各々を記嘩する状態は,14/5i*,壬2/3i*,困 *である (Fig.13)0

不整合分子場モデルでは,全エネルギーは Us,Ue,Uzの和として与えられた｡ Usで

エネルギー的に最も得をするのは強磁性相 (沌t*)と反強磁性相 (ili*)でありnが小さ

ー 132-
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Fig.12.UPdlnの4.2KにおこるH//C軸のメタ磁性転移における各相のモーメントの大きさとスピン配列

14/51*

(2/31★

H

Fig.13.磁場の変化による各状態のスピン配列

い順に得が木きい｡ Ueではkが k｡に近いほうが損が小さい｡そこで,匝/5i*が安定とな

るようにk｡-4/5と考える｡ つまり,‡4/封*が最もエネルギーが低く,kがここから離

れるに従いエネルギーは高くなる｡ Uzでエネルギーを得するにはモーメントを持ってい

ることが必要で,モーメントの大きい順にiOi*,12/封*,i4/5i*ori2/5i*,･･････と続く.

各々の状態のエネルギーは次の通りである｡

UI--2JX(1/5)
sin(7{/10)I

1-cos(7E/5)

1
一首gPBHS

-133-
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1
UⅡ- -2JX(1/3)×1+VX(2/3-4/5)2一宮gPBHS

Um - -2JX1X(1/2)+VX(0-4/5)2-gpBHS

(8)

(9ー)

ここで飽和モーメントが1.5pB/UatomよりgS- 1.5とし,また UI- UⅡとなる磁場

が Hc.,UⅡ-Umとなる磁場が H C2であることを考え, Uc.-27.kOe,Hc2-163kOe

を代入し,磁場の印加により拍/5i*-12/3i*- 70i*の3相のみが順に現われる条件の

もとJ,Ⅴを一義的に決めた｡その結果次の億を得た｡

J/k8-0.078K

V/kB- 17.6K

このときの理論磁化過程を,Fig.14の一点破線で示したが,実験結果とよく一致する｡ こ

2

1

(
⊃
＼皿
ユ
)
N
O
TIV
Zl

h山N9V三
100 200･ 300 400

MAGNETICFにLD(hoe)

Fig.14.UPdlnのH//C軸における磁化過程(4.2K)と不整合分子場モデルによる理論磁化過程 (絶対零度)

のときの磁場と各状態のエネルギーレベルの変化をFig.15に示す｡ 零磁場においては似た

エネルギー状態がいくつかあるが,14/5t*が基低状態にある.これが磁場の印加に伴い,

kが4/5に近く,かつゼ-マンエネルギーの得がj4/5i*よりも大きく得られる12/3f*

のエネルギーが下がり,Hclで交代する｡さらに強い磁場を加えると,ゼ-マンエネルギー

による得が最も大きいloi*相が降りてきて,H C2で交わる｡ほかのいろいろな相について

の計算も行ったが,このJ,Ⅴでは他の相は仝磁場領域で安定とはならず,磁化は1/5

- 1/3- 1ととぶことが分かった｡このモデルによれば,Hcl,HC2における転移は各々

kの変化によるものであるが,HC2では3つのスピンのうち1つの下向きスピンが反転す

るだけで kの変化が行え,系の変化の機構は単純なものとなるが,H clにおける転移は3
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Fig.15.各状態のエネルギーレベルの磁場による変化

つの上向きスピン,2つの下向きスピンの計 5つのスピンで1周期が構成された系が2つ

の下向きスピン, 1つの上向きスピンの計3つのスピンで1周期を成す構造へ転移するこ

とになり,スピン再配列の機構は複雑なものとなる｡このため転移磁場に遅れが生じたと

考えると,パルス強磁場下の磁化曲埠の大きなヒステリシスに説明がつく｡

以上の転移のほかに,Ⅰ相からⅠ相へ相転移する前にⅠ相の2つのdownスピンが k-

4/5のまま分子場を振 り切って磁場方向にスピンフロップすることも考えられる｡実際,

PrCo2Si2ではこのスピンフロップもあわせて考慮に入れうまく説明されているが,それは

スピンの数28個の内2個だけがスピンフロップ場合だったので可能であったが,今回のよ

うに5つのスピンのうち2つものスピンがスピンフロップする場合,スピン系が拍/5t*

から大きく変わるので,自己共役的に局所場にも変化が現われるはずである｡ そのため,

このモデルでは扱えない｡

5.まとめと今後の問題点

UPdlnの単結晶試料において35Tまでの強磁場磁化を測定した｡その結果,〟//a〉軸で

は磁化は磁場に対 し直線的に増加し,35Tで0.6pBの磁化を示したが,H//C軸では自発

磁化0.3pBをもち,さらに2段のとびをもつメタ磁性を示した｡一方,転移磁場は H c1-

27kOe,H c2-163kOeであった.また,そのモーメントの大きさは飽和磁化の 1/5-

1/3-1と変化した｡この磁化過程は,不整合分子場モデルでよく説明される｡ また,こ

のモデルによれば,H clにおける大きなヒステリシスも複雑なスピン再配列機構による蘇
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移磁場の遅れとしてよく説明される｡

今後の問題 としては,得られたJ,Vによって,TN,句等の実験結果がどのように説

明されるか,また高温相のsinusoidal相がどのように記嘩されるかなどの理論的問題が

残っている｡
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