鉄系スピンラダーの物性研究
A study on the Fe-based ladder compounds
（日本物理学会推薦）
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We have investigated electronic properties of Fe-based ladder compounds, BaFe2S3, BaFe2Se3, and
CsFe2Se3. These compounds show an insulating behavior due to the prominent strong correlation effect in the
low-dimensional structure. The variation of charge gap is well understood according to the chalcogen height from the
ladder plane and the electron filling of Fe 3d bands; the former controls the hybridization between Fe 3d and chalcogen
p orbitals. The compounds undergo the antiferromagnetic transition into the stripe- and block-type magnetic structure at
low temperatures. The details of magnetic properties including the magnetic transition temperature, the magnetic
moment direction, and the magnetic moment size are determined by the delicate balance among relevant energy scales
of internal degrees of freedoms (bandwidth, Coulomb energy, electron-phonon coupling, and so on). Our study gives a
good platform to pin down the role of electron correlation effect and elucidate the microscopic mechanism of high
temperature superconductivity in Fe-based chalcogenide and pnictides.
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しているというシナリオである。
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反強磁性相が局在描像で理解されるのであるならば、

と次近接のスピン間相互作用の拮抗に起源を求める

電子相関効果が顕著であることを示唆しており、電
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荷揺らぎがクーパーペア形成に重要な役割を果たし

体は金属であるという事実に支持されており、後者

ている可能性がある。

は反強磁性モーメントが比較的大きいことに支持さ

これまで発見された鉄系超伝導体は、全て Fe の正

れている。こうした遍歴と局在の拮抗という古くか

方格子を構成ユニットとして含んでいる。銅酸化物

らの問題に加えて、軌道の自由度の重要性も指摘さ

高温超伝導体の研究において、1 次元鎖系・梯子系・

れている。反強磁性相で観測される斜方晶歪は軌道
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2. 混合原子価状態にある CsFe2Se3 は電荷秩序の兆
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情報が得られることが期待される。
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遷移で特徴付けられるが、BaFe2S3 ではモット遷移に
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温度低下に伴い重みが増すコヒーレント成分が存在

本研究では、物質合成と物性測定を相乗的に実施

するが、BaFe2Se3 ではモット遷移は顕著な温度依存

することで、梯子型鉄系化合物 BaFe2S3, BaFe2Se3,

を示さず、また CsFe2Se3 においてはそもそもモット
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遷移の重みが小さく電荷移動遷移が最低エネルギー

は下記の通りである。

励起となっている。

梯子型鉄系化合物の単結晶を、セルフフラックス

こうした電気的性質の物質依存性は、カルコゲン

法を用いて育成した。出発原料は Ba, Fe, S, Se, CsSex

の梯子面からの高さと Fe 3d バンドのキャリア数に

であり、定比に混合した原料をカーボン坩堝に入れ、

基づき、統一的に理解することができる。BaFe2S3
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微視的視点から電子構造の解明に取り組んだ。

きくなる）
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SQUID・基礎物性測定装置を利用し、磁化率・比

系と見做せるが、これにより元々存在した Fe の 3d

熱を評価した。また、熱伝導率を測定し、スピンに

電子が失われ、過剰なホールが Se の 4p 軌道に収容

よる熱輸送について調べた。さらに、共同研究者に

されることになる。この p ホールは Se サイトに強く
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判明した。これは、磁気転移温度以下で常磁性成分

と反強磁性成分が共存することを示唆するメスバウ
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子が共存していることを示していることを考え合わ

次相転移と異なる挙動は、1 次元系における磁気秩

せると、遍歴と局在の二面性が存在することこそが

序が微量な不純物に敏感で、磁気転移がぼやけて観

鉄系化合物の本質なのだと理解される。また、軌道
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秩序や p ホールの重要性が本研究で明らかになった

磁気的性質は、多彩なバリエーションを示すこと

が、こうした概念は鉄系超伝導体でも議論がなされ

が分かった。磁気転移温度は、BaFe2S3, BaFe2Se3,

ており、スピン・電荷・軌道の複合自由度が絡みあ

CsFe2Se3 で、それぞれ 110, 255, 175 K であり、これ
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は後述する磁気モーメントの長さとおおよそスケー

れる。以上のように、本研究により鉄系化合物の相

ルする。BaFe2S3 と CsFe2Se3 の磁気構造はストライプ

図に新たに次元性という軸を加え、鉄系化合物の電

型である。ラング方向に強磁性的なスピン間相互作

子状態を議論するより確固たる基盤を築くことがで

用が働く起源に興味がもたれるが、BaFe2S3 では 200
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K 付近の軌道整列と思われる転移が関与しているこ

末尾に、梯子型鉄系化合物を金属化・超伝導化し

とが考えられ、CsFe2Se3 では Se サイトの p ホールが

ようとした試みについて触れる。元素置換効果とし

強磁性的なスピン間相互作用を媒介している可能性

て、Ba(Fe1-xCox)2Se3 の物性研究を進めたところ、磁

が高いと思われる。一方で、BaFe2Se3 の磁気構造は

気転移温度を抑制することに成功したが、残念なが

ブロック型である。ブロック型スピン構造の安定化

ら金属状態の実現には至らなかった。しかしながら、

に対しては、結晶構造が理想的な梯子格子から歪ん

導入された Co がキャリアドーパントとしてのみな

でいることが重要であることが、中性子回折実験に

らず局在スピンとしても振る舞っていることを見出

より判明した。磁気モーメントの長さは、BaFe2S3,

すことに成功し、鉄系超伝導体における不純物効果

BaFe2Se3, CsFe2Se3 で、それぞれ 1.3, 2.8, 1.8 µB であり、

の興味深い側面を解明することができた。また、

これは Fe の高スピン状態で期待される値よりはる

BaFe2S3 に対して高圧実験を遂行したところ、11GPa

かに小さい。こうした磁気モーメントの収縮には、

で金属化することを見出した。低次元無機化合物に

低次元系における量子揺らぎやモット転移近傍にお

おけるバンド幅制御のモット転移系として新たな成

ける遍歴性が関与していると考えられる。

果であると捉えている。圧力下で反強磁性秩序は抑

BaFe2S3 と BaFe2Se3 における熱伝導率には、10 K

えられているのか、さらには量子臨界点近傍におい

付近にピーク構造を有するフォノンの寄与に加えて、

て超伝導は発現するのかに関しては、現在さらなる

磁気転移温度付近にピーク構造を有するスピンの寄

研究を進めているところである。

与があることを発見した。こうしたスピンの熱輸送
は 1 次元系の特徴であることが量子スピン系の研究
から知られており、梯子型鉄系化合物は低次元磁性
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