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研究成果の概要（和文）：核磁気共鳴（NMR）実験としては未到達の多重極限環境の構築を行い、種々の強相関
電子系物質の超高圧下量子相転移の研究を行うこと、新奇量子物性の開拓を目的として研究を開始した。計画通
り超高圧・極低温・２軸回転磁場制御環境下における核磁気共鳴測定を実現した他、本課題の技術は幅広い共同
研究者により重い電子系等の研究に用いられている。特筆すべき成果として、キタエフ量子スピン液体の初めて
の実現が期待されるイリジウム酸化物において、２つの量子スピン液体を核磁気共鳴実験により発見した。

研究成果の概要（英文）：Construction of new NMR system under multi-extreme condition and studies of 
several strongly correlated electron systems had been conducted. The developed system successfully 
enabled NMR experiments under a combination of ultrahigh-pressure, ultralow-temperature, and 
two-axis-rotated field. The technique has been also provided for a vast area of joint researchers. 
It is worth noted that this project discovered two types of quantum spin liquids by NMR experiment 
on iridate systems, where Kitaev quantum spin liquid has been expected to be realized for the first 
time.

研究分野： 固体物理学、核磁気共鳴実験

キーワード： 強相関電子系　超高圧　核磁気共鳴　重い電子系　量子スピン液体
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様 式

１．研究開始当初の背景
 固体物性研究において
制御しつつ細かに内部状態を観測することは、
相図研究・基底状態探索
な制御手段としては、純良な結晶に乱れ及び
対称性の低下を導入しないことが重要であり、
静水圧力がそうである。一方
（NMR
単結晶試料を用いた場合には、磁気・構造・
超伝導
裂・緩和率）
定手段である。
 従って圧力下
磁性と超伝導が絡み合う
研究に盛んに用いられてきたが、試料室サイ
ズの問題から、超高圧力域に適用することは
困難であった。
ー型圧力装置を用いた
NMR
子系化合物
には向いているが、それ以外の、
物系、及び鉄系高温超伝導系などには圧力
域が不十分でその
った。また、固体用で実用的に
る高圧
その様な状況で、研究代表者は独創的な超
高圧装置を開発し、
GPa 超
た他、
NMR
発的に構造相転移を伴う反強磁性相が共存
状態として発現すること
純良単結晶
を制御して
てスペクトル上で両者を分離してそれぞれの
振る舞いを測定することが可能に
超伝導の本質的で新しい共存形態の発見に
つながった。この様に、新たな基底状態の発
見につながる超高圧下単結晶磁場中２軸回
転 NMR
に、さらなる装置開発と物性研究への適用を
意図して研究を開始した
 
２．研究の目的
 核磁気共鳴（
重極限環境の構築を行い、種々の強相関電子
系物質の超高圧下量子相転移の研究を行うこと
新奇量子物性の開拓
 
３．研究の方法
 上記目的を達成するために、
精密磁場
極めてユニークな核磁気共鳴・バルク測定シス
テムを開発・改良することを一つの柱とした。次
に、新物質の超高圧下物性の探索をもう一つの
柱とした。
年に発表した新しい１２４型構造を持つ
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相図研究・基底状態探索
な制御手段としては、純良な結晶に乱れ及び
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相図研究・基底状態探索の要
な制御手段としては、純良な結晶に乱れ及び
対称性の低下を導入しないことが重要であり、
静水圧力がそうである。一方核磁気共鳴

は、特に磁場方向制御下において
単結晶試料を用いた場合には、磁気・構造・

を別々の物理量
として測定可能なほぼ唯一の測

NMRは、強相関電子系
磁性と超伝導が絡み合う非従来型超伝導
研究に盛んに用いられてきたが、試料室サイ
ズの問題から、超高圧力域に適用することは

従来からあるピストンシリンダ
ー型圧力装置を用いた 3〜4 GPa

の場合、有機化合物やCe
のような圧力に比較的敏感な系

には向いているが、それ以外の、
物系、及び鉄系高温超伝導系などには圧力
域が不十分でその微視的詳細は未解明であ
った。また、固体用で実用的に

技術は国内外に存在しなかった。
その様な状況で、研究代表者は独創的な超
高圧装置を開発し、初めての本格的な

NMR 測定技術を開発し
鉄系高温超伝導体の母物質
研究を行い、超伝導転移と同温度で自

発的に構造相転移を伴う反強磁性相が共存
状態として発現することを報告した。

を用いて精密に２軸回転
測定を行なった

てスペクトル上で両者を分離してそれぞれの
振る舞いを測定することが可能に
超伝導の本質的で新しい共存形態の発見に
つながった。この様に、新たな基底状態の発
見につながる超高圧下単結晶磁場中２軸回

測定手法を次のステップに進める
さらなる装置開発と物性研究への適用を

意図して研究を開始した。 

NMR）実験としては未到達の多
重極限環境の構築を行い、種々の強相関電子
系物質の超高圧下量子相転移の研究を行うこと
新奇量子物性の開拓を目的とする。

上記目的を達成するために、超高圧・極低温・
方向制御を組み合わせること

極めてユニークな核磁気共鳴・バルク測定シス
テムを開発・改良することを一つの柱とした。次

新物質の超高圧下物性の探索をもう一つの
代表例として、研究代表者らが２０１４

年に発表した新しい１２４型構造を持つ

Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９

自由に基底状態を
制御しつつ細かに内部状態を観測することは、

要である。理想的
な制御手段としては、純良な結晶に乱れ及び
対称性の低下を導入しないことが重要であり、

核磁気共鳴
は、特に磁場方向制御下において

単結晶試料を用いた場合には、磁気・構造・
を別々の物理量（スペクトル分

として測定可能なほぼ唯一の測

は、強相関電子系、特に
非従来型超伝導の

研究に盛んに用いられてきたが、試料室サイ
ズの問題から、超高圧力域に適用することは

からあるピストンシリンダ
GPa（万気圧）
Ce4f電子重い電

のような圧力に比較的敏感な系
には向いているが、それ以外の、Yb,Pr 化合
物系、及び鉄系高温超伝導系などには圧力

微視的詳細は未解明であ
った。また、固体用で実用的に 5 GPa を超え

技術は国内外に存在しなかった。
その様な状況で、研究代表者は独創的な超

初めての本格的な 10 
測定技術を開発してき

鉄系高温超伝導体の母物質に対して
研究を行い、超伝導転移と同温度で自

発的に構造相転移を伴う反強磁性相が共存
報告した。その際は、

軸回転で磁場
測定を行なった事から、初め

てスペクトル上で両者を分離してそれぞれの
振る舞いを測定することが可能になり、磁性と
超伝導の本質的で新しい共存形態の発見に
つながった。この様に、新たな基底状態の発
見につながる超高圧下単結晶磁場中２軸回

次のステップに進める為
さらなる装置開発と物性研究への適用を

）実験としては未到達の多
重極限環境の構築を行い、種々の強相関電子
系物質の超高圧下量子相転移の研究を行うこと

を目的とする。 

超高圧・極低温・
方向制御を組み合わせることが出来る、

極めてユニークな核磁気共鳴・バルク測定シス
テムを開発・改良することを一つの柱とした。次

新物質の超高圧下物性の探索をもう一つの
研究代表者らが２０１４

年に発表した新しい１２４型構造を持つ Yb 系非

、Ｚ－１９、ＣＫ－１９

自由に基底状態を
制御しつつ細かに内部状態を観測することは、

である。理想的
な制御手段としては、純良な結晶に乱れ及び
対称性の低下を導入しないことが重要であり、

は、特に磁場方向制御下において
単結晶試料を用いた場合には、磁気・構造・

（スペクトル分
として測定可能なほぼ唯一の測

、特に
の

研究に盛んに用いられてきたが、試料室サイ
ズの問題から、超高圧力域に適用することは

からあるピストンシリンダ
（万気圧）級

重い電
のような圧力に比較的敏感な系

化合
物系、及び鉄系高温超伝導系などには圧力

微視的詳細は未解明であ
を超え

技術は国内外に存在しなかった。
その様な状況で、研究代表者は独創的な超

10 
てき

に対して
研究を行い、超伝導転移と同温度で自

発的に構造相転移を伴う反強磁性相が共存
その際は、
で磁場

事から、初め
てスペクトル上で両者を分離してそれぞれの

なり、磁性と
超伝導の本質的で新しい共存形態の発見に
つながった。この様に、新たな基底状態の発
見につながる超高圧下単結晶磁場中２軸回

為
さらなる装置開発と物性研究への適用を

）実験としては未到達の多
重極限環境の構築を行い、種々の強相関電子
系物質の超高圧下量子相転移の研究を行うこと、

超高圧・極低温・
出来る、

極めてユニークな核磁気共鳴・バルク測定シス
テムを開発・改良することを一つの柱とした。次

新物質の超高圧下物性の探索をもう一つの
研究代表者らが２０１４

系非

フェルミ液体化合物
にすること
キタエフ量子スピン液体関連物質
超高圧物性を微視的に明らかにし
フ量子スピン液体の発現を目指した。
 
４．研究成果
 ３年間の研究期間で上記の目標は概ね達成し
た。
量子スピン液体を
の成果
として
以下に示す成果
広い
合物
り、多数の発表がなされてきている。
 
(1)超高圧・極低温・精密磁場制御環境の実現
 研究代表者は、
東京大学に異動している。その為、
は異動元
装置
室において
ットを使用したシステム開発
は、
立に備える温度可変インサートを自ら設計作成
した上で
ー駆動の磁場中２軸回転機構
結果、
使用可能な
度可変インサート（現在までの実績は
K）を
高圧・極低温・精密磁場制御環境」を予定通り
実現させ、そのような環境での
て可能にした。インサート全体の寒剤消費量は
全ての温度域で液体ヘリウム
在は更に部分
たインサートの外製化
機化
 

(2)新
 代表者らが２０１４年に発見した新しい構造を
持つ重希土類
た。
非常に有名な

図
低温

、ＣＫ－１９（共通）

フェルミ液体化合物
にすることと、２０１５年に高山らにより発表された
キタエフ量子スピン液体関連物質
超高圧物性を微視的に明らかにし
フ量子スピン液体の発現を目指した。

４．研究成果 
３年間の研究期間で上記の目標は概ね達成し

た。当初全く想定しなかった成果
量子スピン液体を
の成果は、キタエフ系物質開発
として、複数の国際会議招待講演
以下に示す成果
広い共同研究者により
合物等の相図研究
り、多数の発表がなされてきている。

超高圧・極低温・精密磁場制御環境の実現
研究代表者は、

東京大学に異動している。その為、
異動元の環境

装置を開発したが、その後は
においてよりシンプルな
を使用したシステム開発

は、大きなボア径
立に備える温度可変インサートを自ら設計作成

た上で、3He 循環冷凍機と
ー駆動の磁場中２軸回転機構
結果、外径 29mm
使用可能な NMR
度可変インサート（現在までの実績は

）を 27 年度中に完成させた
高圧・極低温・精密磁場制御環境」を予定通り
実現させ、そのような環境での
て可能にした。インサート全体の寒剤消費量は
全ての温度域で液体ヘリウム

は更に部分 FRP
たインサートの外製化
機化を進めている。

新 Yb 非フェルミ液体化合物の物性解明
代表者らが２０１４年に発見した新しい構造を

持つ重希土類 Yb
た。YbCo2Ge4 は、ランタノイド系化合物としては
非常に有名な ThCr

図１：今回開発した
低温（>0.66 K）

NMR・バルク

（共通） 

フェルミ液体化合物 YbCo2Ge
、２０１５年に高山らにより発表された

キタエフ量子スピン液体関連物質
超高圧物性を微視的に明らかにし
フ量子スピン液体の発現を目指した。

３年間の研究期間で上記の目標は概ね達成し
想定しなかった成果

量子スピン液体を MMR 実験により発見
キタエフ系物質開発

国際会議招待講演
以下に示す成果以外にも、本課題の技術は

共同研究者により Ce,Pr，
研究、NMR 研究

り、多数の発表がなされてきている。

超高圧・極低温・精密磁場制御環境の実現
研究代表者は、平成 27 年

東京大学に異動している。その為、
の環境に則した安価な

たが、その後は新たな
よりシンプルな通常の

を使用したシステム開発を
大きなボア径（〜59mm）を持ち

立に備える温度可変インサートを自ら設計作成
循環冷凍機とステッピングモータ

ー駆動の磁場中２軸回転機構
29mm の 17 万気圧級超高圧セルを
NMR・バルク測定プローブ及び温

度可変インサート（現在までの実績は
に完成させた（図１）

高圧・極低温・精密磁場制御環境」を予定通り
実現させ、そのような環境での
て可能にした。インサート全体の寒剤消費量は
全ての温度域で液体ヘリウム

FRP 化により低ヘリウム消費に
たインサートの外製化と、プローブの

を進めている。 

非フェルミ液体化合物の物性解明
代表者らが２０１４年に発見した新しい構造を

Yb 化合物の物性研究も進めてき
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