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１．申請領域の研究の必要性

1-1.　背景

これまで、数多くの物 が科学的関心や工業用材料の対象として研究されてきた。その中で、

同じ結晶構造の構成要素を置換することにより物性を制御できる物 群があり、時には物性研

究に画期的な変革を与えてきた。その典型例が、酸化物 温 伝導体やその関連物 である。f
子を含む物 群の例としては、重い 子系 伝導体を含む RT2X2 構造が上げられる。これら

の例では、同じ結晶構造で構成元素を置換することにより、新奇の 伝導、金属- 金属転移、

異常な磁性、などの変化に富んだ振る舞いを発現し、科学的な研究対象として広がりを持った

ものとなる。このような場合、新機能性物 の創生を期待するならば、構成元素として（周囲

からの 磁的相互作用に対して い応答性を有する）広い意味での遷移金属を含むことが欠か

せない。

このような観点から、 温 伝導体を含む遷移金属酸化物について日本の研究者が中心とな

って進めてきた研究の進展・成果には目 ましいものがある。一方、日本がその進展をリード

してきた希土 化合物の場合、局在性が強いことから興味深い物性の出現が f1 配置の Ce 系化
合物に偏り、多 f- 子系への研究の広がりが実現されなかった。最 では、軌道自由度を主役

とした幾つかの興味深い現象が見出され、理 が進められているものの、更なる進展には大き

なブレークスルーが望まれている。

1-2.　目的

本特定領域の目的は、まさにそのブレークスルーとな

りうる“充填スクッテルダイト構造を持つ化合物”

に発現した新しい量子多 子状態を 明することで

ある。「充填スクッテルダイド」は、化学式RT4X12｛R：

希土 元素、T：遷移金属元素、X：V 属元素（プニク

トゲン）｝で表され、右図のような結晶構造を持つ。構

成要素 R、T、X の置換により、変化に富んだ特性を示

す。すでに Pr 化合物において、金属- 金属転移、重い

子状態、新奇な 伝導が発見されている。その結晶構

造の特徴は，プニクトゲン原子（V 族元素）の作る 3 次

元ネ－ットワ－ク中の大きな空隙（“かご”）の中に、希

土 原子が充填されていることにあり、この空隙に充填

された原子の 4f 子軌道とネットワ－クの p 子の混

成効果の強さの変化がこの物 系の示す多彩な現象の原

因であると考えられる。

希土 の価 子である 4f 子は、遷移金属の d 子に比 して、奥深く位置する（局在し

ている）ため、周りの元素が結合して動かすことは難しい。f- 子のエネルギーが比 的 い

Ce の場合に、かろうじて動き出すために興味深い物性が現れる。f- 子の数が Pr、Nd、・・

と増加すると、通常の結晶構造では f 子は原子に強く束縛されるため、面白い物性は現れに

くい。充填スクッテルダイト構造では、f- 子との相性が良い p 子を持つ 12 個の V 属元素

（X）が希土 の周りを対称性良く囲み、結合の腕を差しのべるため、f- 子が引きずり出さ

れて動き出す。このように、p 子ネ－ットワ－クとその空隙に適当な原子あるいはその他の

物 を挿入して、新機能を有する物 を創成する他の例としては、グラファイトなどの層状物

や C60 あるいはカ－ボンナノチュ－ブにおいて既に多くの研究が行われている。一方、本研

究の対象であるプニクトゲン原子ネ－ットワ－クの特徴は、共有結合性の強いホウ素や炭素の

ネットワ－クとは異なり、希土 を包むかごを構成する元素が複数の希土 に共有されておら

ず、そのため、希土 とそれを包むかご分子が一体となって、あたかも巨大な元素の様に振る
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図.1　充填スクッテルダイト構造。
R：希土 元素、X：遷移金属元素、
T：V属元素（プニクトゲン）
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舞うことである。この様な結晶構造の特徴を有する物 群でこれまで基礎物性の研究の対象と

なった例はなく、しかも、驚くべきことにスクッテルダイト化合物群はこれまで合成されたも

のだけで 200種に上るが、その物性はほとんど調べられていない。したがって、本研究により、

既存の物 系に比べ大きく異なる機能を持つ物 を見いだす可能性が い。

1-3.　意義と必要性

①　これまでの短期間の研究でも、充填スクッテルダイト化合物が豊富な新奇特性を示すこと

が明からなった。領域 定による重点的な研究の推進により、新しい機構による新 伝導物

や新しい機構による秩序状態の発見が確実に期待できる。更に、その量子多 子状態の原理や

機構を理 することを通じて、新機能物 探索への指針が得られる。

充填スクッテルダイトを研究する意義は、単にこの物 系の理 だけで閉じてしまうもので

はなく次の事項も期待される。②　Pr 系スクッテルダイトで見出された f2 配置のあたらしい

子相関効果を理 することは、これまで Pr 系以上に精力的に研究されながらいまだ未 決

な問題を多く残す U 化合物（同じ f2- 子配置を持つが局在性の弱い）の重い 子状態の 決

にも繋がる ③更により一般的に、充填スクッテルダイト化合物の構造的特徴ゆえに可能にな

った強い混成効果が、新機能物 創生のための 金石となることが期待できる。

④一方、この物 は米国や国内企業においては、むしろ次世代熱 材料として期待され実用

的観点から研究が進められている。本領域では、実用化を目指す研究を直接目的とはしない。

しかし、熱 特性も、この物 の示す多彩な物理特性の一 に過ぎず、その特殊な結晶構造に

因している。本領域では 圧合成法を用いて、いまだ成功例がない RT4Bi12 の結晶育成

をテーマの一つの柱としているが、この場合、Bi イオンの半径が大きいため、物理的に新し

い現象が期待できると同時に、熱 材料として極めて望ましい特性が期待されている。育成困

難な物 ではあるが、A04 班は充填スクッテルダイトの 圧合成に関しては、世界最 の技術

を培ってきており（特 出 中）、応用面でも大きな成果が期待される。また、A06 班はテー

マの一つとして、広く充填スクッテルダイトの熱 特性を測定して、物理的理 を進めること

を掲げている。環境に優しいエネルギーとしての熱 材料の機能改善への波及効果を通して社

会的 題 決への貢献にも繋がる。

1-4.　緊急性

　基礎科学的な観点からは、最 の充填スクッテルダイト化合物研究の急速な活発化は、日本

がリードしてきた。しかし、米国のメイプル教授のグループが昨年春に新しい 伝導体の発見

を報告し、その後、Max Planck 研究所（独・ドレスデン）、カールスルーエ大学との共同研究

を急速に進めている。今後も日本が先導的な立場を維持し、大きな進展を実現するためには、

本特定領域研究による共同研究を進行させることが必要である。

２．申請領域の国内・外の研究状況

2-1.　国内外の研究動向

国内では、本領域を構成する東京 立大と室蘭工大の二つのグループが主になり、充填スク

ッテルダイトの結晶育成を行ってきた。

室蘭工大では、 圧合成法による焼結体 料の育成を行い、多くの R, T, X の組み合わせ

で結晶育成に成功し、特に最 、通常のフラックス法では育成が不可能と考えられていた重

希土 スクッテルダイトの育成に世界で初めて成功している。一方、東京 立大ではこの

物 系特有の強い混成効果が期待される軽希土 に的を絞り結晶を育成し、dHvA 測定を含

む基本物性を評価して、世界最 の純良性を確認している。両グループにより供給され

る 料を用いて、主要な物性測定手法を有する研究グループにより、新奇物性の探索
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と機構の 明を目指した共同研究が開始されている。二つのグループの結晶育成手法は、

互いに補完して研究を進めることが有効であり、本領域研究が開始されれば、困難な結晶育成

の両輪として更に有効に成果を上げ得ることが期待できる。国外では、米国、オーストリア等

で、熱 材料としての研究が精力的に進められてきたが、最 、物理的研究対象として、米カ

リフォルニア大メイプル教授グループが独の Max Planck 研究所（ドレスデン）及びカールス

ルーエ大の研究グループと共同研究を開始し強力に進めているので、先導している日本の充填

スクッテルダイト研究の位置を確固としたものにする為に、早急に援助を得られることを期待

している。

本年 7 月にポーランドで開催された強相関 子系の国際会議と９月に広島で開催された低温

国際会議において、充填スクッテルダイトに関する発表が急速に増加し、実験に関するサマリ

ートークを行ったフランスのフルケ（Flouquet）教授は、特にこれからの進展が期待される

物 系として充填スクッテルダイトを上げた。それに止まらず、評価担当として積極的に本領

域の総括班に関わることとなった。

2-2.　過去における関連領域の特定領域研究

本研究の申請に関する分野における過去の研究プロジェクトとしては科研費特定領域研究(B)

「軌道の秩序と揺らぎ」（平成 11-13 年度）、及び重点領域研究「強相関伝導系」（平成 6-9

年）がある。前者の主な関心は d,f 子化合物における軌道整列の観測や多重極相互作用によ

ってもたらされる特異な磁気現象の 明であった。d, f 子系の軌道自由度の示す興味深い物

性の探索と機構の 明の過程で、予想に反する主役として、金属系 温 伝導体 MgB2 を典型

例とする p 子物 を見出している。充填スクッテルダイト化合物は、その観点からも発展

系の物 として出現したことになる。実際、p と f 子の協力で、既存の物 系では容易には

顔を覗かせなかった、軌道の自由度によって引き こされる重い 子状態や、軌道自由度によ

って発現する異方的 伝導および金属絶縁体転移などが見出されている。

本研究ではこれまでの強相関 子を含む系の研究をさらに発展させて、充填スクッテルダ

イト構造ゆえに実現された新奇現象の探索と 明を主な目的とするものである。

｛重点領域研究及び科学研究費補助金以外の研究費において進められている関連研究等

　f- 子系物 の新奇特性を探索する みは、日本の他府省等で実施中の各種研究事業、とし

てはない。より短期的にこの物 系の持つ可能性の一つである実用熱 材料という観点から、

NEDO の国際共同研究助成 2000 年度採択 題の「価数の不安定な希土 化合物の新しい熱

変換機能発現」が関連事業として上げられる。｝

３．申請までの準備状況・調査の状況等

3-1.　研究会などの開催

⑴　基礎物理的指向の研究者と応用を目指す研究者をともに集めて、平成 12 年 10 月、物性

研短期研究会「スクッテルダイト型化合物の異常物性と関連する熱 材料」を開催し、100

名以上の参加者を得て活発な議論が行われた。

⑵　平成 13 年 3 月、日本物理学会年会シンポジウム「熱 材料として期待されている充

填スクッテルダイト化合物の示す異常な振る舞い」を開催し、更にこの物 の 研究に参加

する研究者の増加を促した。

⑶　平成 14 年 8 月 5-6 日、「研究会：スクッテルダイト化合物研究の現状と展望」を

立大学で開催し、50 名の参加を得て、 年の急激な研究の進展に関して集中的な議論をおこな

った（会議 は、「物性研究」に掲載される）。
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⑷　平成 14 年 11 月 1 日に、室蘭工業大学において、特に、 料作成の情報交換と新物 に関

して集中して展望を議論する「研究会：充填スクッテルダイト化合物の合成と異常物性」

が開催された。

3-2.　研究経費の申請

本特定研究領域申請の準備のため、平成 14 年度科学研究費補助金基盤研究(C)（企画調査）

にも、「共有結合に囲まれた局在的多 子状態の創出する新しい物性-充填スクッテルダイト

化合物を代表物 として-」を申請し、不採択となっている（「研究内容」、「研究 画」とも

に評定は 4.33 であった）。しかしその後、PrOs4Sb12 における、異常な重い 子 伝導の振る

舞いが報告され、充填スクッテルダイトの研究熱が更に盛り上がることになり、国外の研究グ

ループとの競合による緊急性から、本申請を行うこととした。

3-3.　研究領域申請の準備状況（2002 年）

⑴　3 月 25 日：第 57 回日本物理学会において、インフォーマルミーティング「スクッテルダ
イト研究者連絡会」をもち、充填スクッテルダイトの関連する特定領域の申請について意見交

換を行い、領域代表者は未決定ながら、平成 15 年度申請の特定領域としてたち上げることを合
意した。同時に、7、8月に東京 立大学で研究会を開催することを決定した。

⑵　8 月 5 日：東京 立大学にて研究会「スクッテルダイト化合物研究の現状と展望」のセッ

ション終了後、主要メンバーにより第 2回打ち合わせ。
⑶　8月 17日：広島大学にて、The 2nd Hiroshima Workshop- Transport and Thermal Properties of
Advanced Materials –のセッション終了後、大きなグループ構成（ 料育成、 子系を主体とし

た測定、格子系を主体とした測定、理論の 4 つを柱とすること）、佐藤を代表者として申請す
ることを決定。

⑷　8月 18日：重点領域研究「軌道の秩序と揺らぎ」の主要メンバーであった倉本義夫氏（東
北大）と秋光純氏（ 山学院大）から参考意見を受ける。

⑸　8 月 19 日：広島にて、佐藤、播磨がフルケ（Flouquet）教授との共同研究に関する意見交
換、特定領域申請についての意見拝受、評価委員としての参加依頼を行う。

⑹　9 月 7 日：日本物理学会秋期大会（中 大学）にて、関係セッション終了後、主要メンバ

ーにて、 題名、班構成、申請書作成への日程、等々を決定する。

3-4.　その他の活動

海外における充填スクッテルダイトの研究は、主に米国のメイプル教授とオーストリアのバ

ウアー教授のグループであるが、平成 12年 10 月に播磨がバウアー教授のグループを、平成 13

年 8 月に佐藤らがメイプル教授のグループを訪問し、相互の研究活動に関する意見交換を行っ

ている。また、応用に関する研究者との交流として、国内の熱 材料の会議「熱 変換シンポ

ジウム」において、平成 14 年 7 月に播磨が招待講演「充填スクッテルダイト化合物の面白さ

－ 子構造から－」を行った。

４．特定領域を推進するに当たっての基本的な考え方

この物 系の研究を有効に進めるには、大きく括ると、① 料育成グループ、② 子系を主

役とした測定グループ、③格子系を主役とした測定グループ、④理論グループの四つの研究グ

ループが不可欠である。このうち、理論グループについては、充填スクッテルダイト研究の盛

り上がりが急だったこともあり、十分な 画研究を組織するに至っていない。従って、研究期

間の前半では公募研究のみとし、班（＝ 画研究）としてのたち上げは中間検討時に行うこと
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とした。

本来、充填スクッテルダイトの示す特異な振る舞いを創り出している特徴的“構造”の持つ

可能性は、この物 のみに可能性を限定するものではなく、 似の“多くの p-元素に対称性良

く囲まれた「不完全殻を持つ元素」”が期待でき、その探索も、本領域の一つの柱とすることも

検討された。しかし、充填スクッテルダイトの、①純良単結晶育成自体が経験、時間、労力を

要すること、②充填スクッテルダイト自体の示す特性の豊富さと奥深さを考慮して、本領域研

究では、基本的には充填スクッテルダイトそのものの、全ての可能性を探索し、その機構の

明に焦点を絞ることにした。その結果を公開しながら進めることで、より多くの研究者がこの

ような環境の物 系の探索に参加し、結果として総合的研究の推進になることは間違いないと

判断している。その為、関連する物 系の探索と新しい測定法の適用を目指す実験的研究を公

募研究の募集対象とする。

各々の班間の調整、公募研究まで含めた最も有効な研究の進行を行うために、4 名の評価担

当を含めた総括班が形成された。多くの充填スクッテルダイト化合物の相互関係に留意しつつ、

充填スクッテルダイト構造と 子状態の相関関係を明らかにし、 似の新物 探索に展開して

いくために、総括班は重要な責を負う。実 的に研究を進める 画研究の研究組織を表にして

以下に示す。

研究項目 研究題目、研究代表者*、分担者（所属）
研究項目A01

5.1
強い混成効果を示す充填スクッテルダイト化合物の純良単結晶育成と物性評価

佐藤英行*、神木正史、 木勇二、菅原仁、岩佐和晃、桑原慶太 （ 立大理）

研究項目A02
5.2

充填スクッテルダイト構造に由来する新奇量子現象の 明 　　　　　

榊原俊 *、上田和夫，瀧川仁、石川征 、上床美也、松田祐司、 　　　

武田直也（東大物性研）

研究項目A03
5.3

充填スクッテルダイト化合物の重い 子状態の 明 　

播磨尚朝（ 大産研）；大貫 淳睦、摂待 力生、杉山清寛、稲田佳彦（ 大理）；

竹内徹也（ 大低温セ）； 国慶、今田真（ 大基礎工）；難波孝夫（神戸大自然）

研究項目A04
5.4

希土 を含む充填スクッテルダイト型化合物の新物 探索

城 一民*、関根ちひろ（室蘭工大工）；李 哲虎（産総研）；
松平和之（九州工大工）

研究項目A05
5.5

充填スクッテルダイト化合物の 音波物性と 子格子相互作用の研究 　　　

吉澤正人*、松川倫明、中西良樹（岩手大工）； 　　　　　　　　

後藤輝孝、根本祐一（新潟大理）

研究項目A06
5.6

充填スクッデルダイト化合物における格子物性の研究

　　　宇田川眞行*、荻田　典男（広大総科）； 畠　敏 、伊賀 文俊、
梅尾　和則（広島大先端物 ）； 口　雅樹（広大理）

研究期間：X 印の年度に 画班の積極的な見直しを行い、〇印は 16 年度からの公募研究者を

もとに理論班を立ち上げることを意味する。
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5. 特定領域の内容

　本領域では、全体の総括をする総括班の他に 画研究として６つの研究項目を ける。また、

領域内の研究が、さらに一層拡がりを持ったものにするために少数の実験的研究を、また、さ

らに有機的に結合したものにするために理論的研究の公募研究を ける。

● 画研究

5-0.　総括班

代表者氏名（所属・職） 総括班における役割

（研究代表者）

佐藤 英行（東京 立大学・教授）

（研究分担者）

城 一民（室蘭工業大学・教授）

吉澤 正人（岩手大学・教授）

榊原 俊 （東京大学・教授）

神木 正史（東京 立大学・教授）

宇田川 眞行（広島大学・教授）

播磨 尚朝（大 大学・助教授）

領域代表者（領域の総括）・研究項目A01代表

研究項目A04代表

研究項目A05代表

研究項目A02代表

研究項目A01補佐

研究項目A06代表

研究項目A03代表・事務

安岡 弘志（日本原子力研究所・センター ）

斯波 弘行（神戸大学 教授）

毛利 信男（埼玉大学 教授）

Jacques Flouquet（グルノーブル原子核セ

ンター・研究 ）

評価及び助

評価及び助

評価及び助

評価及び助

　総括班は 画研究班の有機的な研究協力を図るとともに、公募研究の研究者を加えた領域全

体の研究活動を めて、本特定領域の目的が達成されるように以下の活動を行なう。

　異なる研究機関に属する研究者の相互連絡と 料等の斡旋や実験の斡旋、公募研究の取りま

とめ、領域外、特に熱 材料に関する応用研究者などとの連携とこれらの研究者が研究会に参

加するための旅費の援助、学会等における広報活動、評価担当者からの評価と助 のとりまと

め、海外の研究者の招へい、成果発表会の開催と成果報告書のとりまとめ、一般科学誌への

説記事の投稿などのとりまとめ。

　この他、本特定領域研究の後半においては、理論研究班を 画研究として立ち上げる可能性

があるので、この理論研究班の立ち上げの準備・調整を行う。
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5-1.　A01 班

強い混成効果を示す充填スクッテルダイト化合物の純良単結晶育成と物

性評価

６名

代表：佐藤英行分

担：神木正史

　　　 木勇二

　　　菅原　仁

　　　岩佐 和晃

　　　桑原 慶太

東京 立大学・教授

東京 立大学・教授

東京 立大学・助手

東京 立大学・助手

東京 立大学・助手

東京 立大学・助手

固体物性

固体物性

低温物性

低温物性

固体物性

固体物性

稀釈冷凍機温度までの 子輸送測定とまとめ

中性子散乱・Ｘ線回折

極低温比熱測定、一 圧力下比熱測定装置の開発

純良単結晶育成、dHvA効果、輸送効果測定
Ｘ線回折・中性子散乱

中性子散乱・物性測定

　この班の役割は、充填スクッテルダイトの純良単結晶

を育成して極低温までの 子輸送、磁気特性、比熱等の

基本特性を評価の上、領域内の物性測定班に供給するこ

とにある。

新物 で新しい現象を見出した場合、その特性が異常

であればあるほど、本 的なものか 料の不完全性によ

るのかを見分けることが重要であり、困難な純良単結晶

での測定が不可欠となる：⇒従来のフラックス法を用い

て更に大型の純良単結晶を育成し、従来法で困難な元

素の組み合わせについては、 圧下フラックス法による

育成を進める。基礎物性として、更に X 線、中性子散

乱、による精密な結晶構造、磁気構造の 析、 料の純

良性の検証のため de Haas-van Alphen（dHvA）効果

の測定を行う。

dHvA の測定は 子構造の決定に最も有力な手

法であることに加え、強相関系で重要な、物 中

での 子 量決定には最も直接的な方法である。

右図は、磁場誘 重い 子状態が初めて観測され

た PrFe4P12 の dHvA 量子振動の観測例であり、

これが観測されることが 料の純良性の紛れもな

い証拠ともなる。

また、中性子 弾性散乱、準弾性散乱の実験は、

物 における結晶場効果、磁気励 ・磁気揺動を

調べる上で、不可欠である。一方、四重極相互作

用が支配的な物資系の研究に有効であるが、測定

により 料破壊が避けられない一 圧力効果測定については、 料育成者が直接関わるべき物

性測定として本研究班が行う。

フラックス法により育成された

PrFe4P12の純良単結晶（~3mm程度）。

dHvA oscillation in PrFe4P12

16 T 1/H 12 T

dM
/d

H

　PrFe4P12 単結晶に於ける dHvA-量子振
動の観測例（3種の振動を観測）。
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5-2.　A02班

充填スクッテルダイト構造に由来する新奇量子現象の 明 ７名

代表：榊原俊

分担：上田和夫

　　　瀧川　仁

　　　石川征

　　　上床美也

　　　松田祐司

　　　武田直也

東京大学・教授

東京大学・教授

東京大学・教授

東京大学・教授

東京大学・助教授

東京大学・助教授

東京大学・助手

磁性・低温

物性理論

磁性・核磁気共鳴

磁性・低温

磁性・ 圧

伝導・低温

磁性

研究統括と極低温磁化測定

物性現象の理論的 明

核磁気共鳴実験

物 開発と比熱磁化測定

圧実験

熱伝導率とマイクロ波測定

物 開発と比熱磁化測定

この班の役割は、主として領域内の 料作成班や本班

の 料作成グループによって合成され基本物性評価の行

われた 料を用いて、 度な技術を駆使した 子物性測

定と理論的研究を組み合わせることにより新奇量子現象

の探索とその 明を行うことにある。物性測定手段とし

ては、希釈冷凍機温度領域での精密磁化測定、磁場方向

連続可変の精密熱伝導率測定、 精度NMR、 圧と低温・

強磁場を組み合わせた多重極限環境などを特徴とする。

右図は極低温磁化測定から求めた PrOs4Sb12 の相図で

ある。 伝導相に加えて、 磁場領域で磁場誘 による

新たな秩序相が明確に観測されている。磁化測定は物性

評価の基本の１つであり明 な情報が得られるが、0.5K

以下の温度領域での測定は一般に困難である。本研究班

では 30mK の極低温まで測定が可能であり、これは他に

のないものである。

異方的 伝導体の混合状態における熱伝導率は、 伝

導ギャップのノード方向と磁場との 度に依存すること

が知られている。このことを利用して、熱伝導度を様々

な磁場方向で測定することにより 伝導ギャップのノー

ド方向を決定することができる。図はこの手法を用いて

決定した PrOs4Sb12 の 伝導相図である。 伝導ギャッ

プの対称性が磁場によって 2 回対称から 4 回対称に変化

することからこの物 が異方的 伝導体であることが示

唆される。

　以上の例に示すように、本研究班では特徴ある 度な測定技術に基づき、様々な 度から新

奇物性現象の本 に迫る研究を行うことを重要な使命の１つとしている。



10

5-3.　A03 班

充填スクッテルダイト化合物の重い 子状態の 明 ９名

代表：播磨尚朝

分担：大貫惇睦

　　　摂待力生

　　　杉山清寛

　　　竹内徹也

　　　稲田佳彦

　　　 国慶

　　　今田 真

　　　難波孝夫

大 大学・助教授

大 大学・教授

大 大学・助教授

大 大学・助教授

大 大学・助手

大 大学・助手

大 大学・助教授

大 大学・講師

神戸大学・教授

固体 子論

固体物性

低温物性

磁性

固体物性

低温物性

伝導物性、極限物性

固体および微細構造の 子分光

固体物性

研究統括と 子構造 算

低温物性測定

低温物性測定

磁場下物性測定

低温熱物性測定

低温物性測定

NMR／NQR測定

光 子分光測定

光物性測定

　希土 充填スクッテルダイト化合物は，同一結晶

構造をとりながら，数多くの種 のイオンによる置

換が可能な三元系化合物である。その結晶構造は立

方晶に属し、イオンの置換によりイオン間 離は変

化するが い対称性は維持される。一つの希土 に

対し９種の化合物が知られており、基本的な 子構

造は共通しているにもかかわらず、その物性は大き

く変化する。この多様な物性は、充填スクッテルダ

イト化合物の特異な結晶構造に 因した独特な 子

構造が背景となり発現している。特に PrRu4P12 の場

合は、フェルミ面は P12 の p 子からなる分子軌道

からのみで作られ、q=(1,0,0)で 3 次元の完全なネス

ティングが可能であり、これが金属絶縁体転移を引

き こす原因であると予想されている。この分子軌

道は xyz という対称性を持ち、f 子との混成効果

が大きく、さらに混成の波数（k）依存性がない。こ

の様な特徴的な 子構造を基本として、T と X を置

換することによってフェルミ面や結晶場が微妙に変化し、全く異なる物性が発現していると考

えられている。

　本 画研究においては、dHvA 効果などの低温での量子振動現象の測定、 磁場極限下の磁

化・比熱・熱膨張・磁歪測定、NMR/NQRの測定、 分 光 子分光の測定、 外分光測定、

子構造 算の研究者が協力して、充填スクッテルダイト化合物の新奇な 子状態、特に重い

子の形成過程と新しい 伝導状態の 明を目的とする。これらの物 を 子状態の 似性と

相違点に注目して系統的にかつ多 的に研究することにより、希土 の局在的 子状態と遍歴

的な伝導 子が産み出す多様な量子多 子状態による物理現象を統一的に理 できる。
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PrFe4P12 横波弾性定数の磁場中の

温度依存性。

5-4.　A04班

希土 を含む充填スクッテルダイト型化合物の新物 探索 4名

代表：城 一民

分担：関根ちひろ

　　　李　哲虎

　　　松平和之

室蘭工業大学・教授

室蘭工業大学・助手

産業技術総合研究所・研究員

九州工業大学・助手

固体化学

固体物理

固体物理

固体物理

総括・ 料作製

料作製・物性評価

結晶構造 析

物性評価

　新充填スクッテルダイト化合物の 温、 圧下

での合成を行い、基礎物性を評価し、この系に特有

な異常物性を浮き彫りにさせ、新物 開発を通して

物性物理学の新分野を開拓する。

・新 圧合成装置の開発及び 料合成技術の確立

・新充填スクッテルダイト化合物の 20GPa までの
圧下での合成（特に、ヒ素、ビスマスを含む化合

物の新物 開発）

・ 圧下のおける大型単結晶育成

・新物 の結晶構造 析及び比熱、磁化等の基礎物

性評価

5-5.　A05 班

充填スクッテルダイト化合物の 音波物性と 子格子相互作用の研究 5名

代表：吉澤正人

分担：松川倫明

　　　中西良樹

　　　後藤輝孝

　　　根本祐一

岩手大学・教授

岩手大学・助教授

岩手大学・助手

新潟大学・教授

新潟大学科・助手

物性物理学

物性物理学

音波物性

物性物理学

低温物理学

研究統括及び 音波測定

熱物性測定（熱膨張、熱伝導、熱 力）

音波測定

極低温 音波吸収測定

音波吸収測定

　希土 化合物においては、軌道自由度の一つである四重

極子が物性の主役を演じる場合が知られている。この場合、

四重極子と相互作用する 音波特性の研究が欠かせない。

特に、本研究の目的の一つである Pr 化合物のように、磁気

モーメントを持たない四重極子が 磁性の秩序状態を形成

する場合は 音波特性は特に重要な物理量である。希土

充填スクッテルダイト化合物の弾性定数測定と 音波吸収

係数を、室温から希釈冷凍機を用いた広い温度領域、 圧

力下、パルス磁石を用いた強磁場下で測定し、この系の

子と格子の織りなす物性の 明と新たな量子現象の探索を

以下の研究 題に従って行う。

(1) 重い 子系PrFe4P12の基底状態と 量増大現象の 明。

(2) 周波 音波吸収係数測定によるPrOs4Sb12の異常な

伝導の 明。

(3) 金属絶縁体転移を示す充填スクッテルダイト化合物に

おける軌道効果の役割を明らかにする。

(4) 音 量子振動効果や熱膨張率と弾性定数測定による充填スクッテルダイト化合物の 子格子

相互作用の研究。

(5) パルス磁場・ 水圧・低温という複合極端条件下の 音波測定を通じ、充填スクッテルダイ

ト化合物の物性探査。

圧下で合成した CoP3 単結晶（~ 4mm）
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5-6.　A06 班

充填スクッデルダイト化合物における格子物性の研究 6名

代表：宇田川眞行

分担：荻田　典男

　　　 畠　敏

　　　伊賀　文俊

　　　梅尾　和則

　　　 口　雅樹

広島大学・教授

広島大学・助手

広島大学・教授

広島大学・助教授

広島大学・助手

広島大学・教授

光物性・低温

低温・光物性

磁性物理学

磁性物理学

磁性物理学

光物性

全体の統括・光学測定・ 析

光学測定・ 析

熱 物性測定・ 料作成

熱 物性測定・ 料作成

熱 物性測定・ 料作成

放射光物性測定

　(1) レーザー光散乱， (2)熱伝導，(3)放射光
を用いた 分 能光 子分光測定から，希土

充填スクテルダイトにおける格子系の微視的及

び巨視的特徴を明らかにし，充填スクッテルダ

イト構造の特異な 子状態における希土 を取

り囲むかご（格子）の役割を 明する。

⑴　レーザー光散乱では，低温・強磁場下にお

ける充填スクテルダイトの格子振動や結晶場励

などの微視的立場からの知見（原子間相互作

用など）を得る。

⑵　熱伝導の測定では，大型単結晶 料による

熱伝導度と熱 能を幅広い温度範囲で測定し格

子の寄与を決定する。また，より い効率の熱

変換材料を探索する。

⑶　放射光測定では，広大 HiSOR の 分 能・低温測定の利点を生かし、希土 充填スクッ

テルダイト化合物のフェルミ面 傍の 子状態と格子異常の相関を明らかにする。

l 公募研究の考え方

　充填スクッテルダイト研究の機運の盛り上がりが急速だったため、柱となる理論班は申請段
階で 定せずに、この物 に関わる①理論研究を広く公募により採用することにした。全体の

状況に応じて、平成１８年度に 画班としてのたち上げを行えるよう総括班を中心に調整を行

う。また、同じ理由から、現時点での 画に含められない②新しい測定手法による物性評価を、

公募により加えることによりさらに一層の研究の進展が期待できる。また、この領域研究の推

進に伴い、充填スクッテルダイト構造で可能になった強い混成効果を表出しうる③新しい物

探索の提案も、公募研究として採用することが領域全体の研究が大きな拡がりを持つために必

要である。

６ . 研究期間及び研究経費
略

７ . 画研究における費目別内訳

略
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８ . その他

(1)図表・ 説、準備状況をまとめた 子

　以下に、スクッテルダイト研究の進展と準備状況を図で示す。

　さらに、スクッテルダイト研究の急激な展開と日本からの寄与の大きさを論文数で示す。2002

年度は少なくても低温国際会議（広島）15件、強相関 子系の国際会議（ポーランド）19件、

広島ワークショップ（東広島）６件の発表があり、これらの議事 を含めた 40 報を える論

文が現在印刷中である。研究の歴史が く、応用面での研究も活発に行われている”ペロブスカ
イト”関連の論文数は、2002 年度 1,311 件のうち日本からの寄与は 294 件であり、スクッテル
ダイト関連の日本からの寄与は際だって多い。
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(2)領域代表者、 画研究代表者の最 の主要業績

佐藤英行（領域代表、総括班代表、A01班代表）
1-   Exotic heavy Fermion State in the Filled Skutterudite PrFe4P12 Uncovered by the de Haas-van

Alphen Effect, H. Sugawara, T.D. Matsuda, K. Abe, Y. Aoki, H. Sato, S. Nojiri, Y. Inada, R. Settai a
ｓnd Y. Onuki, Phys. Rev. B 66 (2002) 134411-1~5.

2- Thermodynamical Study on the Heavy-Fermion Superconductor PrOs4Sb12: Evidence for Field-
Induced Phase Transition, Y. Aoki, T. Namiki, S. Ohsaki, S.R. Saha, H. Sugawara, and H. Sato: J.
Phys. Soc. Jpn. 71 (2002) 2098-2101.

3- Unusual behaviors in the transport properties of REFe4P12 (RE: La, Ce, Pr and Nd), H. Sato, Y. Abe,
H. Okada, T. D. Matsuda, K. Abe, H. Sugawara and Y. Aoki, Phys. Rev. B 62 (2000) 15125-15130.

榊原俊 （A02班代表）
4- A new macroscopically degenerate ground state in the spin ice compound Dy2Ti2O7 under magnetic

field K. Matsuhira, Z. Hiroi, T. Tayama, S. Takagi and T. Sakakibara: J. Phys. Condens. Matter 14
(2002) L559-L565.

5- Unconventional Heavy-Fermion Superconductor CeCoIn5: Dc Magnetization Study at Very Low
Temperature down to 50 mK , T. Tayama, A. Harita, T. Sakakibara, Y. Haga, H. Shishido, R. Settai
and Y. Onuki: Phys. Rev. B 65 (2002) 180504(R)-1-4.

6- Effect of pressure on tiny antiferromagnetic moment in the heavy-electron compound URu2Si2, H.
Amitsuka, M. Sato, N. Metoki, M. Yokoyama, K. Kuwahara, T. Sakakibara, H. Morimoto, S.
Kawarazaki, Y. Miyako and J. A. Mydosh: Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 5114-5117.

播磨尚朝（A03班代表）
7- Theory of Metal-Insulator Transition in Praseodymium Skutterudite Compounds,　H. Harima, K.

Takegahara, S. H. Curnoe and K. Ueda; J. Phys. Soc. Jpn. 71 Suppl.  70-73 (2002).
8- LDA+U Method Applied for f-electron Systems, H. Harima; J. Magn. Magn. Mater. 226-230, 83-84

(2001).
9- Origin of Semi-Metallic Behaviour in the Charge-Ordered State of Yb4As3, H. Harima; J. Phys. Soc.

Jpn. 67 (1998) 37-40.

城 一民（A04班代表）
10- Magnetic properties of the filled skutterudite-type structure compounds GdRu4P12 and TbRu4P12

synthesized under high pressure,, C. Sekine, T. Uchiumi, I. Shirotani, K. Matsuhira, T. Sakakibara,
T. Goto and T. Yagi,　Phys. Rev. B 62 (2000) 11583-11584.

11- Superconductivity of LaRu4X12 (X = P, As and Sb) with Skutterudite Structure, T. Uchiumi, I.
Shirotani, C. Sekine, S. Todo, T. Yagi, Y. Nakazawa and K. Kanoda,　 J. Phys. Chem. Solids, 60
(1999) 689-695.

12- Superconductivity of Filled Skutterudites LaRu4As12 and PrRu4As12, I. Shirotani, T. Uchiumi, K.
Ohno, C. Sekine, Y. Nakazawa, K. Kanoda, S. Todo and T. Yagi, Phys. Rev. B 56 (1997) 7866-
7869.

吉澤正人（A05班代表）
13- Elastic constants of PrFe4P12 in the magnetic field, Y. Nakanishi, T. Simizu, M. Yoshizawa, T.

Matsuda, H. Sugawara and H. Sato: Phys. Rev. B 63 (2001) 184429-1~6
14- Static and dynamic properties of the vortices in single crystalline CeRu2, M. Yoshizawa, M. Tamura,

M. Ozawa, D. H. Yoon, H. Sugawara, H. Sato and Y. Ônuki, J. Phys. Soc. Jpn. 66 (1997) 2355-
2366.

15- Sound velocity change at superconducting transition in k-(BEDT-TTF)2Cu(SCN)2: M. Yoshizawa,
Y. Nakamura, T. Sasaki and N. Toyota: Solid State Commun. 89 (1994) 701-704.

宇田川眞行（A06班代表）
16- Raman scattering investigation of high temperature ferromagnetic crystals, M.Udagawa, S.Nagai,
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N.Ogita, F.Iga, R.Kaji, K.Sumida, J.Akimitsu, S.Kunii, K.Suzuki, H.Onodera, and Y.Yamguchi: J.
Phys. Soc. Jpn. Suppl. 71 (2002) 314-316.

17- Anisotropic properties of the excitation spectrum of Sr2RuO4 crystals (Tc=1.4K) in the normal state
investigated by Raman scattering, S.Sakita, S.Nimori, Z.Q.Mao, Y.Maeno, N.Ogita, and
M.Udagawa: Phys. Rev. B 63 (2001) 134520-(1-5).

18- Sign reversal of the oxygen isotope effect on Tc in Sr2RuO4, Z.Q. Mao, Y.Maeno, Y.Mori, S.Sakita,
S.Nimori, and M.Udagawa: Phys. Rev. B 63 (2001) 144514-(1-5).

19- Electron-phonon interaction in La2-xSrxCuO4 investigated by Raman scattering, S.Nimori, S.Sakita,
F.Nakamura, T.Fujita, H.Hata,  N.Ogita, and M.Udagawa: Phys. Rev. B 62 (2000) 4142-4147.

20- Raman scattering study of Sr14-xCaxCu24O41, N.Ogita, Y.Fujita, Y.Sakaguchi, Y.Fujino, T.Nagata,
J.Akimitsu, and M.Udagawa: J. Phys. Soc. Jpn., 69 (2000) 2684-2690.

(3)領域代表者、 画研究代表者の既 又は終了した特定重点、重点領域への参加状況

佐藤英行（領域代表、総括班代表、A01班代表）：
平成元-3年度　重点領域研究　「アクチナイド化合物の物性」 画研究（分担）

平成 2年度　重点領域研究　「金属人工格子」公募研究（代表）

平成 3-4 年度　重点領域研究　「金属人工格子」 画研究（分担）

平成 6-9 年度　重点領域研究　「強相関伝導系の物理」 画研究（分担）

平成 9-11年度　重点領域研究　「微小領域の磁性と伝導」 画研究（分担）

榊原俊 （A02班代表）：
平成 6年度　重点領域研究　「強相関伝導系の物理」公募研究（代表）

平成 7年度　重点領域研究　「強相関伝導系の物理」公募研究（代表）

平成 8年度　重点領域研究　「強相関伝導系の物理」公募研究（代表）

平成 11-13 年度　特定領域研究(B)　「 子軌道の秩序化と揺らぎによる新しい物性」 画研

究（代表）

播磨尚朝（A03班代表）：
平成元年度　重点領域研究　「アクチナイド化合物の物性」公募研究（代表）

平成 6年度　重点領域研究　「強相関伝導系の物理」公募研究（分担）

平成 7年度　重点領域研究　「強相関伝導系の物理」公募研究（代表）

平成 8年度　重点領域研究　「強相関伝導系の物理」公募研究（代表）

平成 9年度　重点領域研究　「強相関伝導系の物理」 画研究（分担）

平成11-13年度　特定領域研究(B)　「 子軌道の秩序化と揺らぎによる新しい物性」 画研究

（分担）

平成14年度　特定領域研究(A)「遷移金属における新しい量子現象-スピン・ 荷・軌道結合系」

公募研究（代表）

城 一民（A04班代表）：
該当なし

吉澤正人（A05班代表）：
平成２年度　重点領域研究　「アクチナイド化合物の物性」公募研究（代表）

平成６年度　重点領域研究　「強相関伝導系の物理」公募研究（代表）

平成７年度　重点領域研究 「複 液体の物理」公募研究（分担）

宇田川眞行（A06班代表）：
昭和63年度　重点領域研究　「 伝導発現機構の 明， 温 伝導機構への 子－格子相 互

作用の効果」公募研究（分担）

平成元年度　重点領域研究　「 伝導発現機構の 明， 温 伝導機構への 子－格子相互 作

用の効果」公募研究（分担）

平成 6年度　重点領域研究「 温 伝導の科学，2-1-4系酸化物 伝導体のハイパーラマン に

よる研究」公募研究（代表）



16

（4）その他、審査の上で重要となると思われる事項

　室蘭工大のグループ（A04班）では、スクッテルダイトの製造方法に関する特 出 を行っ

ている。

【発明の名称】スクッテルダイト単結晶及びその製造方法

　李哲虎、関根ちひろ、城 一民、秋田仁也

　特 2001-60186 (2001)

９．代表者及び 画研究の研究代表者の科学研究費補助金以外から

の研究費の受入れ状況

該当なし。

１０. 領域代表者及び事務担当者

領域代表者

氏名 佐藤英行

所属・職 東京 立大学大学院理学研究科物理学専攻・教授

勤務先住所 〒192-0397 東京 八王子市南大沢 1-1

話番号 0426-77-2507

FAX番号 0426-77-2483

メールアドレス sato@phys.metro-u.ac.jp

自宅 話番号 （省略）

事務担当者

氏名 播磨尚朝

所属・職 大 大学産業科学研究所量子物性研究分野・助教授

勤務先住所 〒567-0047 大 府茨木市美穂が丘 8-1

話番号 06-6879-8537

FAX番号 06-6879-8539

メールアドレス harima@sanken.osaka-u.ac.jp

自宅 話番号 （省略）


