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当研究室では主に電子間のクーロン斥力が非常に強いため、従来のバンド理論では記述できない強相関
電子系（例えば高温超伝導体や重い電子系と呼ばれるf-電子系物質等）で実現する新しい量子凝縮相の理
論研究を行っています。特に従来の枠組みを越えた新奇な超伝導、量子磁性、およびトポロジカル絶縁体・
超伝導等がメイン・テーマです。

Hc2 /Tsc0

新奇な超伝導
磁石と共存する超伝導体UCoGeの非BCS超伝導機構解明

H || a-axis

UCoGeという物質はキ ュリー温度が3K程度の強磁性体です。とこ ろが、
キュリー温度よりも低温の0.8Kく らいで超伝導になります。こ れは磁石
としての性質を残したまま超伝導になっているとてもユ ニークな状態です。
従来の超伝導体はBCS理論でよ く理解できますが、 UCoGe のように磁石
と共存する超伝導をBCS理論で説明する ことはできま せん。 我々は実験
グループと の共同研究によって、こ の物質の超伝導の起源を明らかにすること に成功し まし た。
分かったことは、この超伝導は従来の電子-‐格 子相互作用による 引力ではなく、 磁気的な相互
作用による引力でクーパー 対が形成されており、しかもスピン が同じ向きの電子が対を組んで
いるので、超伝導電流は超伝導スピン 流も運んでいると いうこと です。

H || c-axis

京都新聞，中日新聞

量子臨界と超伝導 UCoGeに見られた磁気的相互作用による 超伝導はもっと
一般に量子臨界点近傍に現れる 超伝導現象とし て包括的
に理解できます。従来の超伝導体では、 結晶格子のゆ らぎ
を介して２個の電子の間に引力が働き、こ れによって生じた
電子対が凝縮して超伝導が起こ りま す。(BCS 理論) これに
対して、UCoGeや、その他多く の強相関超伝導物質では、
磁気的相転移点近傍でかつ 十分低温で発達し た磁気的な
ゆらぎを使って、電子同士が結びつ き超伝導になっています。
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空間並進対称性を自発的に破った超伝導：Fulde-‐
Ferrell-‐Larkin-‐Ovchinnikov 超伝導
Journal of the Physical Society of Japan 83, 054717 (2014)
http://dx.doi.org/10.7566/JPSJ.83.054717

一様磁場下でのスピン１重項超伝導状態の安定性は「反磁性効果」と「常磁性効
果」という２種類の対破壊効果の競合の結果と して決定さ れます。 後者は一様磁
Journal場が電子の持つ磁気モー
of the Physical Society of Japan 83, 054717 メン
(2014)トと結合する こと に起因します。 この効果が顕著な
Electrodynamics
in Skyrmions Merging
http://dx.doi.org/10.7566/JPSJ.83.054717
状況では、フェルミ面の「ずれ」のため、 通常の BCS 理論と異なり、有限の重心運
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FFLO状態は空間の並進対称性を自発的に破った超伝導状態であ
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り、常磁性磁化と超伝導性が共存した特異な量子状態です。1964
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pointof two skyrmion lines. The exchange interaction between such magnetic textures and the conduction electrons can
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トポロジカル量子輸送現象
1.

Introduction

カイラル磁性体におけるスキルミオン、モノポール
---新しい磁気メモリ？---

electric charge and magnetic charge.

1. Introduction 電子スピンが右図のよ う
(b)
カイラル磁性体と呼ばれる ある 種の磁性体では、
(a)
(b)
(a)
DynamicsDynamics
of topologically
stablestable
objects
such
as asvortices
of topologically
objects
such
vortices
に渦構造をとるものがあります。こ
のスピ
ン渦は「スキルミ
オン」と呼ばれて
often induce
novel
properties
in a wide
range
of phenomena.
often
induce
novel properties
in a wide
range
of phenomena.
います。スキルミオンは元々、素粒子論で提唱さ
れと同
In a certain
of class
superconductors,
for example,
dynamics
In class
a certain
ofれた仮想粒子で、こ
superconductors,
for example,
dynamics
of オンは持ち
vortices changes
the electromagnetic
properties.
Such
of vortices
changes
the ます。磁気スキルミ
electromagnetic
properties.
Such
じトポロジカルな性質を磁気スキ
ルミ
オン は
topologically
stable objects
arerealized
also realized
in chiral
magnets
topologically
stable
objects
are
also
in
chiral
magnets
新しい磁気メモリになる 可能性があり、
スピン skyrmions.
トロ ニクスの分野でも注目され
as magnetic
Magnetic skyrmions have been
as magnetic
skyrmions.
Magnetic skyrmions
1–5) have been
intensively
studied both experimentally
and theoretiています。面白いこと に磁気スキ
ルミ
オン
は伝導電子に対し
て電磁場と同じ
1–5)
6–8)
intensivelycally.
studied
experimentally
and theoretiTheboth
formation
of a lattice of skyrmion
lines was
6–8)
作用を及ぼします。このため、
本当の磁場が存在しなく
てホール効果が起こ
cally.
The
formation
of a latticematerials
of skyrmion
observed
in three-dimensional
such as lines
MnSi1)was
and
1) オ
るなど、新奇な物理現象が発見されています。さ
らに最近は磁気スキ
ルミ
Fe1!x
CoxSi3) [see Fig.
1(a)
for an illustration].
observed in
three-dimensional
materials
such as MnSi
and
a new
was observed when
ンの生み出す仮想磁場はモノポー
単独に取り出し
仮the
Fe1!x Coxル（磁石のN極やS極を
Si3)Recently
[see Fig.
1(a)kind
forofandynamics
illustration].
skyrmion phase is destroyed in a metallic chiral magnet
Recently
a
new
kind
of
dynamics
was
observed
when
the
想的粒子）を伴うことが分かってきて、
Fe0.5それと電子との相互作用による新し
Co0.5Si.9) On the surface of the sample, it was observed Fig. 1. (Color online) The illustration of three-dimensional spin ﬁelds.
skyrmion that
phase
is
destroyed
in
a
metallic
chiral
magnet
The arrows indicate the directions of the spins,
and the curved surface
磁気モノポール
two skyrmions coalesce into one elongated skyrmion, 磁気スキルミオンの格子
い物性現象も理論的に予言されています。
9)
corresponds to the area where the spins are parallel to the xy plane; i.e.,

Fe0.5Co0.5Si.
the surface
of the ofsample,
it was
whichOn
implies
the existence
a defect
of theobserved
magnetic
that two skyrmions
coalesce
into onetopology
elongated
texture because
of a nontrivial
of a skyrmion,
skyrmion; a
single skyrmion
cannot be
by of
continuous
deformawhich implies
the existence
of removed
a defect
the magnetic
tion without
defects. The
numerical
clariﬁed
texture because
of aany
nontrivial
topology
ofsimulation
a skyrmion;
a

Fig. 1. (Color online) The illustration of three-dimensional spin ﬁeld
nz ¼ 0.
This surface
characterizes
the proﬁleof
of skyrmions.
The schematic
The
arrows
indicate
the directions
the spins,(a)and
the curved surfac
illustration of a skyrmion lattice in a three-dimensional system. It is
corresponds to the area where the spins are parallel to the xy plane; i.e
translationally invariant in the z-direction. (b) A snapshot of the dynamics of
nthe
0. This ﬁeld
surface
characterizes
proﬁle lines
of skyrmions.
(a) one
The schemati
z ¼
exchange
in our
model. Twothe
skyrmion
coalesce into
illustration of a skyrmion lattice in a three-dimensional system. It

$ sinkx Þ, and ! ¼ ð!x ; !y Þ the Pauli matrices.
ity via an orbita
As mentioned in the introduction, the non-Abelian toLet us first ex
pological order is characterized by the existence of gapless
illustrates the en
chiral edge states propagating only in one トポロジカルな電子のバンド
direction and the
トポロジカル絶縁体・超伝導体
lattice Hamilton
E
E former is also
existence of the non-Abelian anyons
[5].
The
L for various h.
エネルギー
ギャップ
トポロジカル絶縁体・超伝導体と は、その量子力学的な状態空間が、
associated with the nonzero Chern
number [20]. In the
condition ink the
「メビウスの輪」のようにトポロジ カルに非自明な構造を有し、そのため
following, we demonstrate that these features are indeed
k
momentum in t
に従来の固体電子物性の範疇を越えた新し い物理現象を 生み出す 物
realized in the system (1) when a certain relation among ",
質群のことです。
adiabatically, it
pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
h,
and
c
holds
[Eq.
(5)
below].
通常のバンド絶縁体
s
たとえば、スピン軌道相互作用の強いある 種のバンド絶縁体では、 右
トポロジカル絶縁体の
c 2s þ #ð0
h
¼
A key observation of
ourトポ
analysis is エネルギー・バンド
that the Hamiltonian
図のように電子スピンの配置が運動量空間でねじれた構造を
持ち、
a gapless edge m
ロジカル・バンド絶縁体と なります。 (右図で"猫"は電子スピン等の内部
H ðkÞ is unitary equivalent to the following ‘‘dual’’
自由度を模式的に表しています)
$cky ) localized
Hamiltonian H D ðkÞ,
between the bul
" 流さないのです が、 試料
#
このような系はバンド絶縁体なので物質内部では電気を
c
$
h!
$i#
!
$
ig
&
!!
s
z
k
y
k
y
state is stable a
の表面に金属状態が現れ、しかもそれが、通常の金属と
は異なり、ディ ラック粒子
H D ðkÞ ¼
;
þ igk !y !ラック粒子$ c s þ h!z
k !y の表面ディ
という相対論的量子力学に従う振る舞いを 示します。さi#
らにこ
vided that there
は、不純物散乱に対して安定に存在すること ができ、 なおかつスピン 流を運ぶと い
(3)
topological num
う特徴があります。それゆ えスピン トロ ニクスへの応用も期待さ れていま す。
less chiral edge
with the unitary transformation
case of the QH
トポロジカル電磁気現象の理論予測
"
#
number Q 2for
1
1 i!y
トポロジカル絶縁体では、通常の電磁気学とは異なる
アクシðkÞD
オン y ;
D ¼ pﬃﬃﬃ
: (4)
H D ðkÞ ¼ DH
Chern number i
2 i!y 1
(Axion)電磁気現象が発現する
ことが知られています。
To deal with spatially varying
heterostructure アクシオン
systems,
momentum spa
とは素粒子物理学で提唱された仮想粒子で、こ
we utilize an adiabatic approach. Thatれが存在すると
is, as long as
From
Eq.
(3),
it
is
found
that
the
Rashba
SO
interaction
mation D whic
マックスウエル方程式が著しく
れと同様の現象
there is a finite energy 変更されま
gap which す。こ
separates
the ground
&
!
in
the
original
Hamiltonian
H
ðkÞ
is
formally
transg
がトポロジカル絶縁体で実現できる
k the interface struclogical equivale
state and the first excited ことが理論的に明らかになっ
states,
D
ています。電場で磁化を誘起し
たり、磁場で電気分極を誘起する
formed
into
a
‘‘p-wave
SF
gap’’
with
the
d
vector,
d
(
ture can be smoothly deformed to the slowly varying
Q ¼ 1 when th
k
など、トポロジカル磁気電気効果と
one. In the slowly varying呼ばれる応用上も興味深い
structure, the position opconsistent with
現象が予言されていま
す。
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diﬀerence ofラナ状
P3 (z)
によって守られたマヨ
態is
fully gauge-invariant. Second, σH is determined not only
where Q(k) = 1 − 2P (k), and P (k) is a projection
by the bulk magnetoelectric polarization at the point z0
to the occupied bands of H(k), and θ monotonically
and that at the point z1 , but also by a homologous equiv-

超流動3 He

エキゾチック超伝導・トポロジカル超伝導の物理の教科書的物質

3 He原子は質量が小さいため に量子力学的な零点振動が大きく、 そのため 常圧下では絶対零度でも液体であり続け

ます。この量子液体は数m K以下においてスピン3重項p波超流動状態へ相転移します。 温度・圧力を変えるこ とで、 時
間反転対称性を保ったB相から時間反転対称性を 自発的に破ったA相へ多重超流動相転移します。 超流動3 He は、 そ
の発見以来、異方的超伝導研究の教科書的物質とし て、基礎科学において重要な立ち位置にありまし た。近年になり、
トポロジカル超伝導性が確立した数少ない物質とし て、 学術的価値が再注目さ れています。
3 Heは液体であるため に、超流動状態でも非常に高い対称性を保っていま
す。この対称性が超流動3 He のトポロジ カルな性質を 守っている ことが分か
りました。さらに、磁場を印加する ことで、 自発的対称性の破れと トポロ ジ カ
ル相転移が同時に起こる量子相転移が存在し ます。こ の他にも、 超伝導の
FFLO状態に類似した空間並進対称性を自発的に破った超流動状態の存在
や多彩なトポロジカル励起の予言等、 エキゾ チック超伝導・トポロ ジカル超
伝導の物理の宝庫です。

A相のギャップ構造（上）と
B相のギャップ構造（左）

冷却原子気体ボース・アインシュタイン凝縮

磁場中超流動3Heのトポロジカル 相図（ 上）
と表面マヨラナ状態の分散（ 下）

トポロジカル励起研究のフロンティア

粒子の従う統計性には、大きく分けて、フェルミ統計とボー ス統計がありま す。前者の代表例は電子で、 その粒
子間にはパウリの排他原理に起因し た量子統計的斥力が働きます。 その結果、フェルミ 粒子系は超伝導・磁性と
いった多彩な物性や機能性を 紡ぎだし ます。一方のボ ース統計に従う粒子間には統計的引力が働く ため、極低温
においてボース粒子の集団は運動量空間（と場合によっては実空間）において「凝縮」します。 このボー ス・アイン
シュタイン凝縮と呼ばれる量子現象は1920年代に理論的に予言されていまし たが、近年になり87 Rb等の中性原子
をnK程度の極低温に冷却すること で実現しまし た。 この凝縮し たボー ス粒子集団はまる で一つ の巨視的物質波と
して振る舞うため、量子力学の世界を 直接観測すること が可能です。特に、 現代物理学の根幹を支える場の理論
で重要な役割を演じている「トポロジ カル励起」の実験的検証の為の理想的な研究舞台として注目さ れています。

3次元スカーミオン構造（上）
とテクスチャ（左）

非フェルミ液体

トポロジカル励起である量子渦糸 の量 子ダイナ ミクス
（ケルビン波モード）

PrV2Al20, PrIr2Zn20における非フェルミ液体の解明

多くのCe類化合物では低温で電気抵抗が温度の２乗に比例し、 磁化率が温度に寄
らない、比熱が温度に比例する など の特徴がありま す。こ の系はフェルミ液体と呼
ばれ、理論的にも明らかにされていま す。
ところが最近発見されたPrV2 Al20 , PrIr2 Zn20 では電気抵抗がに比例し、 比熱と磁化
率は降温とともに増加しま す。こ れらの振る 舞いは従来の理論では説明できず、 非
フェルミ液体と呼ばれます。 ま たこ れらの物質は超伝導に転移し、 新し いメカニズム
による超伝導転移である と考えられています。
我々はこれらのPr化合物の特徴である状態を正確に表すモデ ルに対し て正確な計
算を行うことにより、非フェルミ液体の振る舞いを 理論的に明らかにし、実験を再現
することに成功しました。

広島大学鬼丸らによるPrIr 2Zn20の電気 抵抗
の温度依存性（黒）、
我々の理論計算結果（赤）

