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｢強相関伝導系の物理 若手夏の学校｣

ドハース ･フアンアルフェン効果 とフェルミ面

阪大理学部 木村意彰

1 はじめに

伝導電子が大きな役割をしている強相関系 において,フェルミ面研究という視点から

伝導電子の性質をみるということは極めて重要である.金属のフェルミ面を実験的にとら

えるにはドハース ･フアンアルフェン効果 (deHaas-van Alphen effect 略してdHvA効

莱)が最 も有効な手段である.dHvA効果はフェルミ面の形状を明らかにすることができ

るだけでなく,各フェルミ面のサイクロトロン有効質量やg因子,散乱緩和時間に関係し

た物理量であるデイングル温度などを求めることができる.はじめにこのdHvA効果の原

理について説明し,重い電子系の典型物質を例にして､dHvA効果からなにが明らかに

なったか,あるいは,なにを明らかにできるのかを述べた後,現在の間蓮について議論す
る.

2 dHvA効果の原理

簡単のために自由電子のフェルミ面を考える.結晶中に閉じこめられている自由電子

のエネルギー固有値Eはよく知られた式

E-A (k:･k,2･k:) (i,

で表される値をとり,低いエネルギーからフェルミ統計にしたがってフェルミエネルギー

まで準位 をしめる･(k.,ち,ち)は波数ベクトルである･この電子の一番外例の等エネル

ギー面はフェルミ面と呼ばれ,基底状態ではこれより上のエネルギーを持つ電子は存在し

ない.フェルミエネルギーにおける波数をkFとすれば自由電子のフェルミ面は波数空間で

半径たFの球面を形作る.磁場H純軸方向に印加されると電子は角周波数叫でサイクロトン

運動を始める.そのときのエネルギーは

E-hwc(n･与)･砦 C

となり,ランダウ準位と呼ばれるとびとび

のエネルギー準位しか許されなくなる.立

体的に書 くと図1の様に円筒状になるが,

ここでは図2の様に一次元的なエネルギー

準位で説明することにする.磁場を増加さ

せていくと準位間の間隔が広 くなるために

一番外側の準位は順次フェルミエネルギー

の外に追い出され,電子はその都度下の準

位に再配列される. トータルの電子のエネ

ルギーは図3にあるように磁場に対 して

(正確には磁場の逆数に対 して)振動す

る.dHvA効果はこのエネルギーの振動が

磁化として観測される現象である.

(A) Ht0
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(b) H≠0

図1 乞軸方向に砧場がかかったときの自由電子

のフェルミ面
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図2 ･ランダウ準位の模式図ll】

Lf=0で串連続的だったエネルギー(a)は磁場に

よって束ねられ,一番外側のランダウ単位は

(b)-(C)-(e)でフェルミエネルギーの外側に掃き

出される.このときN-1番目にいた電子は下の準

位に再配列される.

-
叶

4
(
ヰ
T

EP
E
)

1/H

図3 ランダウ準位が磁場の増加によって

フェルミ面をよぎるときの自由エネ

ルギーと磁化の変化 (2次元系での

シュミレーション)

磁化〟｡scの表式はリアシツツーコゼピッチの式と呼ばれ以下のようにまとめることがで

きる【2-4).

FA,sin(筈 ･p)MoJ ㍗ ,SinLI

Ar-1# Hl/2

RT-

Armc'T/H

sinh(Arm:T/H)
R,-exp(-Arm:T,/H)

Rs-cos(3rgrm:/2m｡)

A-23r2ckB/eh

RTRDRs

(3.a)

(3.b)

(3.C)

(3.d)

(3.e)

(3.I)

ここでrは振動の高調波成分を表す.βは位相因子で各フェルミ面ごとに異なる億を持つ.

Tは温度,gはg因子,Cは光速度,kBはボルツマン定数,eは電子の電荷,moは電子の静止

質量である.最初の式のSin項が磁化の振動を与える項である.振動数列まフェルミ面を磁

場に垂直な平面で切った断面積の極値 (極値断面積)と比例関係にあり,以下の式で表さ
れる.

Fr-豊 S

-1.05×10-Slα/cm 2]･S

ー456-
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｢強相関伝導系の物理 若手夏の学校｣

極値断面積 とは球体であ

れば図4の部分であり,

例 えばひ ょうたん型の

フェルミ面であれば極値

は3つ存在することにな

り,dIivA効果では3つの

振動が混ざって観測され

る.

振動振幅Aに含まれる

RTは温度によって振幅が

指数関数的に小さくなる

ことを示している.これ

は有限温度ではフェルミ

面あるいはランダウ準位

フェルミ面

I 〟

d謡 課 W州側
+ - 1/H

叫岬刷-lL 1/H

図4 (a)球帆 (b)ひょうたん型フェルミ面の断面横の庫借 (団 の部分)

(a)は一つの振動しかないが(b)は三つの振動が混ざって親測される.

にkBTだけのぼけが生じるためと考えると良い.RDは不純物による減衰項でデイングル項

と呼ばれている.TDはデイングル温度と呼ばれ,

h _1

TDL両 T (5)

ー1.22×10~12【K･S∝】･て~1

のように定義され電子の散乱緩和時間Tに逆比例している.したがってこの項は電子の散

乱緩和時間が短くなるほど振幅が落ち込むことを示している.Rsはスピン項でランダウ準

位のゼーマン分裂を考慮したことによって現れる項である.

一般的にdHvA効果の検出条件は以下の棟になる. (1)ランダウ準位間の間隔hwcが

温度によるぼけkBTよりも大 きくならなければならない (強磁場,極低温). (2)サイ

クロトロン運動が不純物,格子欠陥によって散乱を受ける前に一回以上しなければならな

い.つまりa)cT/27t,1.すなわち十分大きな散乱緩和時間が必要となる (純良単結晶).

(3)磁場のふらつきA.,'dHvA振動の間隔よりも小 さくなくてはならない (磁場の均一
皮).

振幅AC=Cままたl∂2S/∂kL｢1′2という項があるがこれは曲率因子で,曲率が大きいほど振

動が小さくなることを示している.つまりフェルミ面がごつごつしているとフェルミ面が

はっきり見えなくなってしまうのである.この曲率因子-A,言しばしばdHvA効果によるフェ
ルミ面解析を難しくしている要因になっている.

3 dHvA効果の例

3.1 フェルミ面の形状

磁場をいろいろな方向にかけてdHvA効果の振動周波数を測定すればフェルミ面の形が

わかる.少々おおざっぱなたとえだが,影絵を思いおこしてもらえればイメージがわきや

すいだろう.いろいろな方向から光を当ててやれば影だけでも物体の形はある程度推定で

きるのと考え方は同じである.フェルミ面の場合は決まった角度範囲だけ磁場をかけてや
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ればプリルアンゾーンの対称性から

その形を推定できることになる.例

えば,立方晶なら<100>から<110>
,く110>からく111>,く111>から

く100>を調べれば良いことになる.

なお当然のことながら対称性の低い

結晶ほど測定する角度範囲は広くな

る.またフェルミ面の体積はキャリ

ア数であるからフェルミ面の形状か

らキャリアを直接求めることもでき
る.

典型的なフェルミ面とdHvA効果

の振動数の角皮変化の関係について

図5に示しておこう.球状のフェル

ミ面であれば全ての角度範囲で振動

数は一定である.回転楕円体 (ラグ

ビーボール型)であれば図5(b)のよ
うに回転の軸方向に磁場がかかった

ときが最小 となり,軸に垂直にか

かったときが最大となる.これらの

例のように単純な形状に対しては実

験からだけでもある程度決定できる

が,複雑なものに対してはバンド計

算との比較によって相補的に決定す

るのが普通である.

h

ー
hu

.｢=｢_h一

つ‖_hu

b

a

C

.‖JJU

lHJ川U

nリJH-

点
覇
特
V
Ĥ
p

X y ヱ X

磁場方向

図5 典型的なフェルミ面のdHvA振動数の角度変化

(a)球状フェルミ面

(b)回転楕円体 (中心にある場合)

(C)回宥楕円体 (各軸方向にある場合)

重い電子系において,f電子が局在しているの

か遍歴しているのかという聞蓮は極めて基本的か

つ本質的な問題である.dHvA効果はこの間選に対

して,非常に重要な情報を与えることができる.

つまり,f電子が遍歴 して伝導電子となっていれば

dHvA効果によってそのことをフェルミ面として観

測することができるのである.f電子が遍歴とした

バンド計算によって求めたフェルミ面がdHvA効果

によって観測されたフェルミ面と一致 していればf

電子は遍歴 しているといえる.また,f電子を持た

ないLa化合物のフェルミ面と比較してf電子が遍歴

しているかどうかを確かめることができる.ここ

ではフェルミ面の決定の具体例としてf電子が局在

しているcesbと遍歴しているCeSn3を取り上げる.

LaSb及びCeSbはともにNaCl型の革晶構造を持
つ半金属である.図6にLaSbのdHvA振動数の角度

依存性を示す【5ト実線は相対論的APW法で計算し
たバンド計算の結果である.バンド計算とdHvA効
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t
z(trJ

q
))Y

30 0 30
<110> <100>

60 90

く111> く110>･

RouA咽』

図6 LaSbの建値断面積 (dHvA軸 致)の

角度依存性【5】.実鰍 まバンド計算



｢強相関伝導系の物理 若手夏の学校｣

図7 LaSbのバンド計軌 こ上るフェルミ面161

果の結果は見事に-敦している.原理のところで述べた

ようにこの図からは球状フェルミ面と回転楕円体のフェ

ルミ面が存在することが予想できる.実際フェルミ面は

図7の様になる161.CeSbは低温で多 くの磁気秩序相が

存在するが,強磁性相(F)におけるdHvA効果の結果は図

8にあるように実線で示したpイ混成モデルによるバン

ド計算171とよく一致している.図6と図8を比較しても
わかるようにフェルミ面の形状からはLaSbとcesbでは

ほとんど差がない.なおCeSbでは強磁性のために,伝

導電子の上向きスピンと下向きスピンに対応してフェル

図8 CeSbの嬢催断面積 (dHvA振動数)

の角皮依存性15】.実鰍 まバンド計算

【7】

ミ面が2つに分裂している.LaSbとcesbのフェルミ面

がほぼ同じということはf電子は伝導電子となっておらず,局在していることを意味して
いる.

次に立方晶のCeSn3について紹介する.dHvA振動数の角度依存性をLaSn3とcesn3につ･

いて図9と図10に示すとおり,明らかに両者に違いがあることがわかる【8-9ト図中の実

線はバンド計算 (相対論的APW法)による結果である.CeSn3では4f電子を完全に遍歴と

ー 4 5 9 -
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図9 LaSn3のd打vA振動数の角皮依存性【8】

0 30 60 90
く110〉 く100〉 く111〉 く110)

FieldAngle(Degrees)

図10 CeSn3のdHvA振動数の角反依存性L9】
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LaSA3

(A)hole

(bud7)
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(C)hole(band8)

r

r
(a)hole(bュnd8)

氏

周11 LaSn3のフェルミ面1101 図12 CeSn3のフェルミ面111】

して計算 している【10,111.図11と図12の,バンド計算から求めたフェルミ面の図の中の
太線はそれぞれ角度依存性の図にその対応が示してある.dHvAの結果とバンド計算は非

常によく-敦している.Laが3価,snが4価とするとLaSn3の価数は15となり,低いエネ

ルギーの七つのバンドは完全に占有され,8番目のバンドが半分だけ埋まる.したがって

図11に示したフェルミ面は第8バンド (ホール面)である.一方cesn3の場合は第9バン

ドにもフェルミ面が存在 (電子面)し,電子と正孔が同数の金属であることがわかる.つ

まりceは4価と考えることができ,f電子は遍歴していることがわかる.ちなみに電子と

正孔が同数ということは電子面とホール面の体積が等しいということを意味する【13ト

表1 フェルミ面が評べられた物質【13･15J

結晶細道 物質 R,Ⅹ 結晶構造 物質 Ⅹ

単純立方晶 RB6 La,Ce.Pr.Nd 単純立方晶 uB12

RAg La,Ce UX3 Rb,Ⅰr.Ge

RRh2 La.Ce 休心立方晶 usb

RⅠn3 La,Ce.Pr.Nd,Sm.Gd U3P4

休心立方晶 RSb La,Ce.Pr,Sm,Gd

RBi La.Ce

RAs Ce,Yb

CeP

RA12 Y.La.Ce

RGa2 La.Ce.Sm.Yb

RRu2Si2 Y.La.Ce

RRu2Ge2 La,Ce

RNi La.Ce.Pr

RCu2 Y,Ce.Pr,Sn

La,Ce.Pr.Nd.Sm

UC

六方晶 ux3 Pd.Pt

UPd2A13

斜方晶 UGe2
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｢強相関伝導系の物理 若手夏の学校｣

この節の最後として今までフェルミ面が調べられた物質を表1にまとめておく.Rは希

土類元素,Ⅹは遷移元素である【13-15ト

3.2 サイクロトロン有効質量

重い電子系では電子の有効質量が重要な物理量である.dHvA効果では,電子のサイク

ロトロン有効質量を,温度を変えてdHvA信号の振幅を測定することによって決定するこ

とができる.具体的には(3.C)式から逐次近似法によって求めるが,簡単な近似を行えば

log(A/7)を温度.Tに対してプロットすれば直線にのり,その直線の傾きからサイクロトロン
有効質量を決定できることがわかる.このことからわかるように重い電子ほど傾きは大き

くなる.つまり温度による振幅の減衰は重い電子ほど厳 しくdHvA信号の検出は困難にな

る.dHvA効果から求められるサイクロトロン有効質量は個々のフェルミ面に対して決定

できることから,f電子が伝導電子にどれだけ影響しているかを個々のフェルミ面につい
て調べることができる.

サイクロトロン有効質量の決定の一例とし

て,CeRu2Si2を取り上げてみよう.ceRu2Si2の最
も大きなサイクロトロン有効質量を持つフェルミ

面として叫ブランチがある (具体的なフェルミ面

の形は図17を参照のこと).dHvA振動の振幅の

大きさの温度依存性は図13にあるように温度の増

加とともに振幅は小さくなっていく【16】.ここで
のdHvA効果の測定は最も一般的な磁場変調法と

いう方法を用いているため,変調磁場による試料

の発熱によって低温側での振幅の増加が抑えられ

ていることに注意しなければならない.したがっ

て叫ブランチのサイクロトロン有効質量決定に

は,変調磁場の周波数を変えて測定し,周波数ゼ

ロの極限での値を採用している.この様にして求

めたやブランチのサイクロ トロン有効質量は

120moで,観測される最も重い電子であることが
知られている.･

ここでサイクロトロン有効質量と電子比熱係

数γの関係を求めてみよう.γの表式は

A.I-与k:pi_EF:;

(S一Jun
JqJt2)ヒ
.d∈
V

10 20 30 40 50 60 70

T(mK)

図13 CeRq2Si2の叫ブランチのサイクロトロン

有効資量決定の例【16】(国中に変調磁場

の周波数が育いてある.周波数が高い

ほど発熱の効果は大きい)

(6)

と,状態密度か(EF)で表される.フェルミ面が球状であればEFは(1)式を使って

r-i k2B･&

k28V
~有 ●mc'.kF

3

2Ei/2

(7)

と表すことができる.ここでVはモル体積である.kFは(4)式からkF=(Sht)lI2で求めること

-461-
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ができるから

･･砦 軒 Y%F‡
l

_ 2.87×10-6lmJ/K2m｡1･(cm3/m｡l)･Cb]×Y生 FT

mo

が得られる.フェルミ面が円柱状であれば

･-ik2B･言 古 ･m:.kz

y

k2BY

-訂 -mc''kz

(8)

(9)

のようになる･なおklは円柱の軸方向のフェルミ波数で,mc'も磁場が軸方向にかかってい

るときのものを用いる.通常はフェルミ面を球状 (楕円体)あるいは円柱状に近似 し

てγの値を見積もる.正確に求めるには各磁場方向でのkF,サイクロトロン有効質量を決

定して,積分により状態密度か(EF)を求めなければならないが現実的ではない.以上のよ

うにすべてのフェルミ面について求めたγを足しあわせればdHvA効果から電子比熱係数を
見積もることができる.

一方･バンド計算からもサイクロトロン有効質量mこを求めることができる.このとき

はサイクロトロン有効質量の定義式より

m:一豊 ヱ碧

串三S(E,･AE)-S(E,-AE)
(10)

23C 2AE

といった式で計算される114】.S(EFj=AE)はそれぞれエネルギーAEだけ増減させたときの

フェルミ面の極値断面積である･もちろんバンド計算から電子比熱係数rbを直接求めるこ

ともできる･例として表2にcesn3についてdHvA効果で求めたm.･とバンド計算から求めた

m:を示しておく.

表2 CeSn3のサイクロトロン有効質量L14】

Mass a a(loo) C(Ilo)
く110) (Ill)

a(lil) e / g(Ilo)

ntc'(PID) 4･15 3･83 2･72 6･30 615 4･07

叫(po) 2･1 1･7 0･9 1･7 2･3 23 3･6 1･4 2･1

m:/nlb 2･4 4･3 1･6 2･7 2･7 1･9

一般に実験から求めたサイクロトロン有効質量はいわゆるバンド有効質量と異なり,

サイクロトロン有効質量のほうがバンド理論で求められたバンド有効質量よりも大きい.

特に強相関系では両者の違いが著しい.この違いはバンド計算では考慮しにくい多体効果
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などの相互作用が主な理由である.サイクロトロン有効質量mc'はバンド有効質量m;と
m:-(I+A)m: (ll)

という関係で結ばれる.この人は質量増強因子と呼ばれその起源は主に,

九一人e一.十人._.+九m (12)

というように,電子一格子相互作用入叩,電子-電子相互作用ん寸と磁気的相互作用九mとに分

けることができる･Ac-pの値が大 きくなると格子不安定性を引き起こすので,通常この値

は1以下である.重い電子系の場合ん あヾるいは砧が大きい値を取る.cesn3では表2から

m'とm:との比は1.9-4･3の間をとる.バンド計算から求めた7b- 15･4mJ/K2molと比熱かC

ら求めたγ-53mJ/好molとの比3.4という値と比較すると,これらの結果は矛盾しない.

3.3 デイングル温度

サイクロトロン運動をする伝導電子の散乱機構は,デイングル温度TDといういわば散乱
によるランダウ準位のぼけとしてとらえることができる.dHvA効果を用いればデイング

ル温度を各フェルミ面,磁場方向に対して決定することができるので散乱の機構を解明す

る上でより細かい情報を与えることができる.さて,このデイングル温度は振幅の磁場依

存性から求めることができる.具体的にはサイクロトロン有効質量の時と同じ様に(3.b)と

(3.d)式からlog(AHl/2)を磁場の逆数(1/H)に対してプロットすればその傾きからデイングル

温度が求められることがわかる.ただしこのとき,nc'はすでに求められているとする.

デイングル温度決定の例としてUPt3を取り

あげよう【17).図14に示してあるのは磁場を

[1120]方向にかけた時のデイングルプロットで

ある.黒丸と星印はそれぞれqブランチとWブ

ランチで,サイクロトロン有効質量は25,
90moである.直線の傾 きから求めたデイング

)I,温度はaブランチが70mK,Oブランチが

30mKである.通常dHvA効果が測定できる試料

は0.1からlKのオーダーであることから考える

と,この値は試料が極めてよいということを物

語っている.

ティングル温度が求まると,m.とFを使っC

て伝導電子の平均自由行程Jを見積もることが

できる.つまり有効質量と散乱媛和時間の定義

放 Flm'V,

t-V,T
から,(5)式を使って

∫- h2kF

23tkBmc'T,

'l

(
江

ヽ

×ヽ

XLJu!SV)
Y

0.Ol
I/H(kGI

図14 UPt3のティングル温度決定の例117)

が得られる.極値断面積が円で近似できれば(4)式から直ちに
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1
-0.776lA･Cb~1/2･K]･F2

(16)

が得られる.さきほどのUPt3の例では平均自由行程は それぞれ1000,2200Aと求まって
いる.

式(15)をみると,たとえば球状のフェルミ面で平均自由行程に異方性がなければm●と¢
TDとの積は一定となることがわかる.Celn3のdブランチは球状のフェルミ面であるにも関

わらず,m'が2.4moから12moまで変化する.このときTDは0.19Kから0.04Kに変化し,O

mc'TDは一定であることが兄いだされた【18).このことは,TDがTに逆比例することに注意

すると,電子の有効質量が増強されると結晶中の伝導電子がゆっくり動くという措像に実

験的な根拠を与えたという意味で意義深い.

今述べたceln3の例はやや特殊であるが,デイングル温度は単に試料の純良性の比較だ

けではなく,デイングル温度の磁場方向依存性を調べることによって散乱の異方性を明ら

かにしたり,バ ンド計算と比較することによってS,p,d,fのうちどの成分が散乱に対し

て影響を受けやすいかを調べることができる.サイクロトロン有効質量もそうであるが,

dHvA効果の最大のセールスポイントは,これら重要な物理量を"各フェルミ_面''につい

で'様々な方向"に対し"正確に"求めることができることである.

3.4 g因子

式(14)から明らかなように有効質量が(1･̂)だ

け増強されるとデイングル温度も(1+A)だけ増強

古れる.すなわち,多体効果は有効質量だけで

なくデイングル温度にも反映される.そして多

体効果はこれから述べるg因子にも反映されると

考えられる.つまり自由電子のg因子は約2であ

るが,結晶中ではスピン軌道相互作用,電子一電

チ,電子一格子相互作用などによって2からずれ

る･ゼ-マンエネルギーがれ Hで表されること

からg因子は電子の磁石らしさを表していると考

えられる.したがってg因子はサイクロトロン有

勤質量,デイングル温度とともに重要な物理量

である.g因子をdHvA効果から求めるにはいくつ

かの方法が考案されており,適宜それらを選

釈,あるいは組み合わせ,応用して決定する.

サイクロトロン有効質量が角度変化するとス

ピン項Rsは変化し振幅はcos開数的に変化する.

特に先程述べたceln3では有効質量が5倍も変化

することからRD減衰項に加え,Rs振動項がはっき
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り見えているL191.dHvA振動の基本波 (Fl)と倍高長波 (L=2)の振幅比をとると

^2

A

1 (RTR.Rs),_2
23/2(RTRDR,),.I

(17)

であるからm'とTDがわかっていればg因子が求められる.しかしRsは周期関数であるからC

YRtJzSiz
PbmTICh

TD _●■

90 60 30 0
(00ll l100J

FieldATlgle(DeBreCS)

(W
aJTt)tudu?

LU-叫u
!Q

■J

'-

図16(a)YRu2Si2のサイクロトロン有効質量とティングル

温度の角度変化20】

60 31I

FielLJAngle(DcgrcB)

図16(b川 ブランチの振幅比の角皮変化 (実軌 土

フィッティング曲線,破線は実験催)【20】

gは一義的には決まらない.ここで振幅比の角度変化からg因子を決定 した例として

yRu2Si2を挙げよう【20】.つまりYRu2Si2のβブランチは楕円体フェルミ面の軌道で,サイ

クロトロン有効質量は極値断面積に比例 しているとみなすことができたことから,【100】

方向と【001]方向の間の角度範囲のm●とTDはすべてわかることになり (図16(a)),振幅比C

の角度変化を再現するg因子を6.2と割り出した (図16(b)).
今述べた方法以外の方法にについては文献【2】を参照されたい.ここで挙げた例は極め

てうまくいった例で,いずれの方法も条件がそろわない限り一義的にg因子を決定するこ

とは難しく,常に決定できる性格のものではないことに注意しなければならない.

4 最近の研究例

上に述べた例をはじめとして,多 くの4f電子系についてはおおむねフェルミ面をうま

く説明できる.しかし現状のバンド計算とdHvAの結果が一致しない例も数多く残されて

いるのも事実である.ここでは最近の話題をいくつか取り上げることにする.

4.1 メタ磁性

メタ磁性には反強磁性体に見られるスピンフロツプによるもの,遷移金属に見られる

様な状態密度の急激な変化によるものなどが知られている.また,最近では四重極モーメ

ントが絡んだメタ磁性も兄いだされている【21トこれら発現機構の異なるメタ磁性の理解
にdHvA効果は威力を発揮する.つまりdHvA効果は磁場中でのフェルミ面を観測すること

から,メタ磁性を起こす物質について,メタ磁性の起こる前後でフェルミ面がどうなって
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図17 CeRu2Si2とLaRu2Si2のフェルミ面【221

いるかを調べることができる.メタ磁性を起こす物質で代表的なceRu2Si2について解説す
る.

ceRu2Si2はおよそ8Tでメタ磁性転移を起こすが,メタ磁性前後におけるf電子の状態は
興味深い.メタ磁性転移前は図17のf電子が遍歴としたバンド計算によっておおむね説明

できるとされている122トー方転移後のフェルミ面はむしろf電子のないLaRu2Si2に類似し

ている.両者のフェルミ面を比較すると第14バンドの巨大ホール面はCeRu2Si2よりも

LaRu2Si2の方が大きく,逆に電子面はCeRu2Si2の方が大きい.つまり実験事実は,メタ磁

性によって電子のキャリア数が減 り,ホールのキャリア数が増えていることを示してい

る.また,メタ磁性前では電子面とホール面の体積が等しい (電子のキャリア数-ホール

のキャリア数)が,転移後はホール面の体積の方が大きく (電子のキャリア敷くホールの

キャリア数)なっているといってもよい.つまりフェルミ面をみる限り,メタ磁性によっ

て伝導電子に寄与する電子の数は減少しており,それまで遍歴的に振る舞っていた4f電子

が局在電子に移行していると解釈することができる.

ceRu2Si2において,メタ磁性転移に関する開港は重

い電子系を記述する理論の本質的な間蓮に関わってい

るため,メタ磁性でのフェルミ面解析はより一層重要

であると思われる.

メタ磁性によってフェルミ面が大きく変貌するばあ

い,その過程をdHvA効果で精密にとらえるのは難し

い.これはdHvA効果は振動周波数からそのフェルミ面

の大きさを決定することに起因している.周波数の解

析にはフーリエ変換 (高速フーリエ変換,FFT)を用

いるのが一般的だが,それにはある程度の磁場区間で

の測定が必要になる.したがって磁場によってフェル

ミ面の形が変化してしまうと周波数が測定磁場範囲で

変化してしまうため正確な解析が行えなくなってしま

う.現在のところ図18に示すごとくメタ磁性転移付近

で連続的に変化することはわかっている【23】が,メタ磁
性の起こる極限での振る舞いはまだわかっていない.
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しかも転移前後でのサイクロトロン有効質量の振る舞いも上向きスピンと下向きスピンで

違うなど,複雑である.

4.2 5f電子系

今述べたメタ磁性を起こす重い電子系物質でUPt3,UPd2A13やURu2Si2がある.これら

はいずれも磁気秩序をおこし,なおかつ超伝導に転移する.とくにUPt3はs波以外の超伝
導摸樽が実現しているとして盛んに研究されている.s波でないということはf電子が超伝

導に関わっていることを示唆 しているが,フェルミ面の研究からはf電子が遍歴している

という確証は得られていないのが現状である.UPt3に限らず磁気秩序を示す5f電子系のほ
とんどはf電子が遍歴としたバンドモデルあるいは局在モデルで説明できていない.ここ

では現在我々が取り組んでいる六万品のUPt3について少し詳しくみてみよう124】.
5f電子を遍歴とするバンド計算から予想されるフェルミ面を図19に示す. 3つの球状

あるいは【00011方向にのびた回転楕円体の電子面が予想されている.本来このようなフェ

)I,ミ面は全角度範囲,とりわけ【0001]方向でdHvA振動が観測されやすいはずであるが,図

20にあるように【αX)1】方向ではわずかに2つのブランチが狭い角皮範囲で見えているだけ

である.一番大きな電子面の第37バンドを回る軌道は,大きさからいってOブランチに対

応すると思われるが【112q方向のまわりでしかdHvA信号は観測されていない.これらは

今のところ曲率因子が原因であると考えている.第37バンドで考えると,【112q方向にの

びたフェルミ面のコプがもっととがっているとすると【o001]及び【10fo]で信号が検出され

にくいことになる.他の電子面に関しても同様

の議論によって理解することができる.しかし

ホール面では,フェルミ面の大きさという点か

らみると,複雑な形状をしたホール面のアーム

部分のqブランチがよい-敦を示している以外

Opt3

【11五〇】lti
(a)Brillouinzone

(d)band37

(electron)

(b)band35

(hole)

(e)band38

(electron)

(C)band36

(hole)

(i)band39

(electron)

rK rM rA rK

30 0 30 60 90 60 30 0
[1120】【10io】 【00011 【11 50]

FieldAngle(Degrees)

図19 UPt3のフェルミ面予想図 (FLAPWによる 図20UPt3のdHvA振動数の角度依存性【241
針弁)【24】
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は,いずれも間蓮がある.このようにバンド計算が実験をうまく説明できないのは,5f電

子が4f電子と違って5f･6d電子のスピン軌道エネルギーが無視できないほど大きく,バン

ド計算の誤差の原因となっているためであると考えられる【15トまたdHvA効果も,すべて
のフェルミ面をとらえているとはいいがたく,さらに試料の純良化をつきすすめていく必

要がある.

【㈱ 11方向にdHvA振動が検出されにくい原因としてもう一つ散乱の異方性が考えられ

る.つまり【∝沿1]方向に磁場をかけるのと【00011面内 (C面内)に磁場をかけるときでは

【叩)1】方向に磁場をかけたときの方が散乱を受けやすい (デイングル温度が高い)と考え
るわけである.もしそうだとすればC面内の反強磁性的相関が伝導電子の散乱に大きく寄

与している可能性が高い.残念ながら現在のところ【(X氾1】方向のdHvA信号は検出される磁
場範囲が狭いので,デイングル温度の決定にはいたっていない.これも今後の課選であろ

う.

4.3超伝導混合状態におけるdHvA効果

超伝導においてフェルミ面がどのようになるかというのは非常に興味のある問題であ

る (正確には超伝導を担う伝導電子にはフエ)I,ミ面が定義されないので,Hcl<H<HC2の混

合状態におけるフェルミ面と言うことになる.).混合状態におけるフェルミ面をdHvA
効果で調べる場合も先に述べたdHvA効果検出の条件が必要となる.特に問題なのは強磁

場条件と磁場均一度であろう.つまり,HC2がdHvA振動が検出される強磁場条件をみたす

ほど大きい物質でなければならない.混合状態でdHvA振動が検出された物質としてNbSe2
,Nb3Sn,V3Siなどが挙げられるがこれらはいずれもHC2が高い物質である.また高温超伝

導体のYBa2Cu307【25】及びより3次元的なポロカーバイドのYNi2B2Cl26】でもdHvA振動が

検出されたとの報告がある.もう一つの問題として磁場の均一度を挙げたが,これは混合

状態の超伝導体内の磁束が均一でないのが問題となる.超伝導体中の磁束は半径が磁場侵

入長程度で,三角格子をくんでいる.上に挙げたようなランダウパラメータKの大きな典

型的TypeIIの超伝導の場合,磁場侵入長は大きいためHc2付近では磁束はほとんど均一と
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図21V3Siの粍2前後でのdHvA振動の検出【27】
(a) dHvA振動
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0

0

0

6

4

2

(N
l

)apn
t!Jd
u
J
v

-468-

VorleXStat●
-I-････.rtorrnalstato

2000 4000

F(刀



｢強相関伝導系の物理 若手夏の学校｣

みなされる.

図21(b)のdHvA振動のフーリエスペクトルをみてもわかるように,ほとんどの物質で,

混合状態でのdHvA振動数は常伝導体における振動数と変化がないことが報告されてい

る.一方Nb3Sn,V3SiなどではdHvA振動の強度に変化が現れ,図21(a)にあるように超伝
導になると振動振幅は落ち込む.混合状態で振幅が落ち込むということは,超伝導状態で

は新たな散乱模構が存在していることを示唆している.今のところ超伝導のオーダーパラ

メータの空間変化によってフエルミエネルギ∵付近のランダウ準位が幅を持ち,みかけ上

散乱が大きくなっているとするモデルが捷案されている【27J.しかしNbSe2では前者ほど

には振動振幅に違いはみられないことから,フェルミ面ごとにHC2が異なっているのでは

ないかともいわれている128ト いずれにせよdHvA振動が検出されている物質はまだまだ少

ないので,今後はceRu2やU6Feなど高いHC2をもつ他の物質のdHvA効果の研究が期待され

る.特にCeRu2はFFLOが実現 している可能性があることから極めて興味深い研究テーマ
である.
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