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研究成果の概要（和文）：鉄系超伝導体Ba1-xKxFe2As2を主な研究対象として、圧力とキャリアを制御することでその
超伝導発現機構の解明に迫った。本系で重要であると考えられる反強磁性スピンゆらぎに対してNMRおよびNQRは敏感で
ある。その結果、キャリア制御によりスピンゆらぎは抑制されるものの広いキャリアドーピング領域にわたって存在す
ることを明らかにした。また、超伝導ギャップはマルチギャップの特徴的なふるまいを示し、ギャップの変化がフェル
ミ面の変化と関連していることを明らかにした。圧力実験においては、狭小空間におけるNMR/NQRを実現するためにジ
ルコニアアンビルを用いて信号検出感度を向上させることに成功した。

研究成果の概要（英文）：In order to clarify superconducting paring symmetry and its glue in Fe-based supec
onductor Ba1-xKxFe2As2, I performed NMR/NQR measurements of this system  through pressure and carrier cont
rol. Antiferromagnetic fluctuations are considered to be important in this system and NMR and NQR are quit
e sensitive to the fluctuations. I clarified that antiferromagmetic fluctuations are surpressed by carrier
 doping but that they exist in the range of almost all the carrier doping level. Furthermore, superconduct
ing gap is characterized by multiple gap and the systematic change of superconducting gap can be understoo
d by the change of Fermi surface. In NMR/NQR sutdy under pressure, I have succeeded in increasing the sign
al intensity by using nonmagnetic and insulating anvil of ZrO2. 
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１．研究開始当初の背景 
 
 2008 年に鉄系高温超伝導体が発見されて
以来、世界中で精力的な研究が行なわれてき
た。特に、銅酸化物高温超伝導体に次ぐ高い
超伝導転移温度をもつこの超伝導体群にお
ける超伝導発現機構がどのようなものであ
るかは今なお物性研究における重要テーマ
の一つである。銅酸化物高温超伝導体は、高
い反強磁性秩序をもつモット絶縁体にキャ
リアを注入することにより金属化し、高い超
伝導転移温度を実現することができる。鉄系
超伝導体も反強磁性秩序状態を基底状態に
もちキャリアを注入することによって超伝
導を示す物質が当初多く発見されたことか
ら、その発現機構も銅酸化物高温超伝導体と
同様に反強磁性ゆらぎでおおよそ説明され
ると考えられた。しかし、鉄系超伝導体は銅
酸化物高温超伝導体に比較してもはるかに
多い元素組成で物質を設計でき、キャリアを
注入しなくても超伝導を発現する物質が存
在する。このことは、鉄系超伝導体が、銅酸
化物高温超伝導体とは異なり、反強磁性スピ
ンゆらぎだけでその超伝導発現機構を説明
できないことを示唆していた。しかし、本物
質群に対する研究は当初はまだ不十分であ
り、より精密で万人の同意が得られる解釈を
得るためにはさらなる研究が必要であるこ
とが認識され、実際に鉄の 3d 電子の軌道が
すべてフェルミ準位に存在することにより、
軌道の選択に関しても自由度があるため、軌
道ゆらぎによる超伝導の可能性についても
議論されるようになってきていた。 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は、鉄ヒ素系超伝導体に対して、
静水圧を高めた圧力と、キャリアドーピング
とを外部パラメタとして、その超伝導対称性
と発現機構の解明とひいては高い超伝導転
移温度の発現条件についての知見を得るこ
とである。特に、広いドーピング領域をカバ
ーする純良単結晶に対して、高圧を含めた核
磁気共鳴（NMR）法、核四重極共鳴（NQR）法
を適用し、微視的な物理情報と、電気抵抗な
どの巨視的な物理情報から総合的に超伝導
対称性と発現機構の解明をすすめた。 
 
３．研究の方法 
 
研究目的に従って、具体的な研究対象として
は、Ba1-xKxFe2As2を想定して研究を進めた。そ
れまでの研究により、図１に示したように
Ba1-xKxFe2As2におけるドープ・圧力相図は概念
的には理解できていたが、具体的に相図の各
点における基底状態や磁気相関がどのよう
なものであるかは明らかにされていなかっ
た。その上で、報告者のそれまでの共同研究
により研究開始時に本物質の純良単結晶を
得ることが可能になってきていたため（K. 

Kihou et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 79 (2010) 
124713-1-5.）、電気抵抗と格子定数のみが報
告されていた Ba1-xKxFe2As2 において様々な研
究手段（核磁気共鳴(NMR)/核四重極共鳴
(NQR)、ド・ハース－ファン・アルフェン効
果(dHvA)、熱伝導、角度分解光電子分光
(ARPES)、中性子散乱実験、ミュオンスピン
緩和(muSR)等）を用いて本物質における超伝
導特性と常伝導状態の磁気状態を明らかに
することを目指した。また、報告者所属の研
究室において 10 GPa 級の高圧力発生装置を
導入し、静水圧性が高くより実用的な圧力実
験を実現することも目指した。具体的な圧力
発生装置としては小型キュービックアンビ
ル装置、改良型ブリッジマンアンビルセルを
用いた。また、鉄系超伝導体における、鉄の
3d 電子に由来した軌道の自由度の高さから
超伝導がフェルミ面毎にそのギャップの振
幅を変えるマルチギャップ超伝導の可能性
が指摘されていたが、これに対してシングル
ギャップの典型的なふるまいを示す超伝導
も明らかにする必要があると考え、本研究で
は、その候補物質として近年初めて試料合成
が成功に至った重い電子系超伝導体 Ce2PdIn8

についても NQR 測定を行ない、その超伝導特
性、常伝導状態における磁気相関を明らかに
することにした。 
 

 
図１：Ba1-xKxFe2As2におけるドープ・圧力相図
の概念図． 
 
４．研究成果 
 
(1) 鉄系超伝導体 Ba1-xKxFe2As2においては、2
価のイオン状態をとる Ba に対して 1 価のイ
オン状態をとる Kで置換することにより、ホ
ールドープを実現できる。電子ドープ型であ
る Ba(Fe1-xCox)2As2 や化学圧力型である
BaFe2(As1-xPx)2 のように本物質群での超伝導
に中心的な役割を担う FeAs 層に置換を行な
わないため、不純物効果が相対的には少なる
ことが期待される。本物質に対して、報告者
自身は NMR/NQR 実験を主に行ない、共同研究
を通して、dHvA、ARPES、熱伝導、中性子散
乱実験、muSR 等を行なった。キャリア制御の
観点からは、NMR/NQR、ARPES 実験で系統的な
研究を行なえたと考える。以下に実験ごとの
成果を記す。 



①NMR/NQR（M. Hirano et al.: J. Phys. Soc. 
Jpn. 81 (2012) 054704-1-10.）まず、NQR 周
波数 nuQの x 依存性はほとんど線形であった。
実験結果は、As サイトの z 座標として
Ba1−xKxFe2As2 の実験値を用いて行なわれた
Ca1−xKxFe2As2 に対する計算結果とよく一致し
た。これは K の置換に伴い有効価電子が線形
増加、加えて格子定数も変化し、これらが電
場勾配の変化を引き起こす結果であると解
釈できる。これにより、As サイトの z 座標
として実験値を採用し計算された電子構造
が Ba1−xKxFe2As2 の実験的電子状態をよく説明
できるということが示された。次に、
Ba1−xKxFe2As2(x = 0∼1) の NMR スペクトルの
解析によってナイトシフトを決定した。Tc以
上で全てのナイトシフト Kc はほとんど温度
依存性を示さなかった。この結果から、q = 0 
でのスピンゆらぎ(強磁性) は存在しないこ
とが明らかになった。また、Tc 以下で、x = 
0.39, 0.64, 0.69, 0.88 のナイトシフト Kc 
が減少を示した。この結果から、超伝導ギャ
ップ対称性のスピン部分が 1 重項であるこ
とが示唆された。つぎに、スピン・格子緩和
率1/T1の測定を行なった。全ての xにおいて、
1/T1の温度依存性はTc直下でコヒーレンスピ
ークを示さなかった。超伝導ギャップ構造と
ギャップサイズを見積るために2ギャップモ
デルを用いた計算により解析を行なった。x = 
1 の低温における振る舞いはフルギャップモ
デルよりもラインノードモデルによって良
く再現されており、超伝導ギャップにライン
ノード構造が存在することを示唆している。
一方で、x = 1 を除く K濃度の実験結果はフ
ルギャップおよびラインノードのどちらの
超伝導ギャップ構造のモデルによっても説
明可能であるため、1/T1の結果のみから超伝
導ギャップ構造/対称性を決定することはで
きない。しかし、全ての 1/T1 の実験結果に
おいて、特に低温における振る舞いはマルチ
ギャップ超伝導でなければ説明できない。
0.39 ≤ x ≤ 0.69 の範囲において、見積られ
たギャップサイズの比較的急激な変化が見
られるが、これは x ∼ 0.7 付近でのブリルア
ンゾーンの X 点の電子フェルミ面の急激な
縮小（消滅）に起因すると考えられる。ギャ
ップサイズの連続的な減少が見られるため、
高濃度ドープ領域における超伝導対称性に
変化はなく、超伝導ギャップの構造はクロス
オーバー的に緩やかに変化していると考え
られる。最後に、常導状態における反強磁性
スピンゆらぎに関してであるが、全ての xに
おいて 1/T1T は強い温度依存性を見せた。高
温領域では、全ての x において 1/T1T は降温
とともに緩やかに増加しており、この結果は
スピンゆらぎが存在を示唆した。ここで、q = 
0 でのスピンゆらぎ(強磁性) は存在しない
ことを示すナイトシフトの結果を考慮すれ
ば、全ての xにおいて反強磁性スピンゆらぎ
の存在が示唆されたことになる。低温領域に
おいては、x = 0.27, 0.31, 0.39, 0.94, 1 に

おいてスピンゆらぎに起因する発散的な振
る舞いが見られたが、0.58 ≤ x ≤ 0.88 の範
囲ではスピンゆらぎが抑制されるという振
る舞いが見られた。このギャップ的な振る舞
いと考えられる 1/T1T の減少は、x ∼ 0.7 付
近での X 点の電子フェルミ面の縮小（消滅）
に起因すると考えられる。しかしながら、X 
点の電子フェルミ面が完全に消失したと考
えられる K 濃度 x = 0.94, 1 においては、再
びスピンゆらぎに起因する発散的な振る舞
いが見られる。したがって、ギャップ的な振
る舞いの原因については未だ議論の余地が
ある。また、スピンゆらぎの大きさを見積る
ために、SCR 理論の 2 次元反強磁性モデルを
用いた計算によって実験結果の解析を行っ
た。θCW は本来スピンゆらぎの大きさを表す
が、本研究では解析方法に未知パラメータの
仮定があったため、得られた値の絶対値には
あまり意味はなかった。しかし、0.39 ≤ x ≤ 
1 の範囲でθCW はほとんど変化しなかった。
最適ドープ領域(x ∼ 0.4)と Ba を Kに完全に
置換した（x = 1） における中性子散乱の結
果は強い反強磁性スピンゆらぎの存在を示
しており、これらを考慮すると、全ての x に
おいて反強磁性スピンゆらぎが存在するこ
とが結論付けられる。また、スピンゆらぎは
x の増加に伴って徐々に弱くなる傾向を示
しており、超伝導転移温度 Tcの x 依存性も x 
の増加に伴って減少するので、これらの変化
は同じ傾向を示すと考えられる。このような
結果は、非弾性中性子散乱による非弾性ピー
クエネルギー（反強磁性ゆらぎの目安）と Tc

の x依存性と類似している。つまり、超伝導
転移温度 Tc と反強磁性スピンゆらぎの間に

は一定の相関関係があることが示唆される
と結論付けられる。 
図２：Ba1-xKxFe2As2における超伝導ギャップの
大きさと超伝導転移温度の x依存性 
②dHvA（T. Terashima et al.: Phys. Rev. B 
87 (2013) 224512-1-13.） 
dHvA 測定においては、これまで不完全な形で
しか確定できていなかった KFe2As2 における



フェルミ面に関して、再考察を行なうことに
より、すべてのフェルミ面を確定させること
ができた。その結果として、これまでに ARPES
で見出されていたフェルミ面がおおむね間
違いのないものであったことが確かめられ
たことと本物質における大きな有効質量が
本実験からも確かめられた。 
③ARPES（K. Okazaki et al.: Science 337 
(2012) 1314-1317.および W. Malaeba et al. 
Phys. Rev. B 86 (2012) 165117-1-7.） 
ARPES 測定においては、KFe2As2における超伝
導ギャップを可視的に明らかにしたことと、
Ba1−xKxFe2As2 の超伝導ギャップの系統的な変
化を明らかにしたことがあげられる。特に、
KFe2As2 における超伝導ギャップがフェルミ
面毎に大きく異なるもので、従来から報告者
が主張してきたようにギャップの中にライ
ンノードをもつものがあることが明確に示
された（図３）。また、Ba1−xKxFe2As2の超伝導
ギャップの大きさをフェルミ面毎に測定す
ることにより系統的にその大きさが変化す
ることを見出した。この結果は、NMR/NQR 測
定から得られた本物質のギャップ構造の変
化と本質的に同様の傾向をもち、小さなギャ
ップの変化が、x ∼ 0.7 付近での X 点の電子
フェルミ面の縮小（消滅）と関連することが
示唆された。 

図３：KFe2As2におけるフェルミ面毎の超伝導
ギャップ 
④熱伝導（D. Watanabe et al.: Phys. Rev. 
B 89 (2014) 115112-1-5.） 
熱伝導測定では、低温における熱励起による
熱伝導の温度依存を解析することにより、超
伝導ギャップの構造を明らかにすることが
できる。また、同一バッチの単結晶試料
Ba1−xKxFe2As2に対して、系統的にトンネルダイ
オード共振器を用いて磁場侵入長も測定す
ることにより、ギャップにできるラインノー
ドの成長の様子を明らかにできた。具体的に
は、本物質においては、X 点の電子フェルミ
面のが消滅する x ∼ 0.7 付近を境に、低ドー
プ域ではノードのないフルギャップ超伝導
が、高ドープ域ではラインノードをもつギャ
ップが存在することを指摘した。この結論は、
NMR/NQR や ARPES 実験とも矛盾しないもので
ある。 
⑤中性子散乱（C. H. Lee et al.: Phys. Rev. 
Lett. 106 (2011) 067003-1-4.および H. 
Kawano-Furukawa et al.: Phys. Rev. B 84 

(2011) 024507-1-9.） 
中性子散乱実験により、KFe2As2において、非
整合の反強磁性スピンゆらぎが存在するこ
とが実験的に示された。Ba1−xKxFe2As2の母物質
である BaFe2As2は反強磁性体であり、この物
質からドープ量であまり離れていない物質
に反強磁性スピンゆらぎが存在することは
自然であるが、ドープ量にして電子半分もの
ドープが施された KFe2As2 においても、反強
磁性ゆらぎが存在することは驚きであり、本
物質における反強磁性ゆらぎの重要性を示
す実験結果であった。また、小角中性子散乱
実験により、磁束格子が明確に観測され、こ
れによりノードは c軸に垂直であると示唆さ
れた。しかし、この結果は、ARPES や熱伝導
実験とは相いれないものである。ARPES 実験
が直接観測に近いため、この矛盾は本物質の
マルチギャップ性によるものであると推測
されるが、今もなおこの矛盾の解明のため研
究が進行中である。 

図４：KFe2As2における磁気相関（図は、中性
子散乱実験を支持する理論計算の結果） 
 
⑥ muSR （ H. Fukazawa et al., ICmuSR: 
International Conference on muSR: Theory 
and Applications） 
Ba1−xKxFe2As2の磁場中 muSR 実験により、本物
質の磁場侵入長を見積もった。その温度依存
から高ドープ領域でラインノードが存在す
ることを明らかにした。また、ノードの方向
は決定できなかったが、これは本物質の超伝
導のマルチギャップ性によるものであると
考えられる。 
 
(2) Ba1−xKxFe2As2の高圧実験により、本物質の
超伝導が圧力の静水圧性に敏感であること
が明確になった。しかし、本物質は Ce 系の
重い電子系物質と比較すると圧力に鈍感で、
10 GPa 級の圧力を利用して NMR/NQR を行なわ
なければならなかった。報告者は、圧力装置
の安定性を高めるための改良を小型キュー
ビックアンビル装置と改良型ブリッジマン
アンビルセルに施した。しかし、それだけで
は NMR/NQR 実験の場合、対策としては不十分
で、実際には、これまではあまり目が向けら
れなかったアンビル素材を金属製の WC から
非金属の ZrO2 に変更し、シグナル・ノイズ
比（SN 比）にして従来の約 4倍の信号検出感



度の向上に成功した。実際に、高温超伝導体
YBa2Cu3O7-dのスペクトル測定に 4 GPa までの
圧力下で成功した。 
 
(3) マルチギャップ超伝導体としての特徴
が明確になった Ba1−xKxFe2As2 との対比として、
シングルギャップをもつ超伝導体であると
考えられる Ce2PdIn8の NQR 測定を行ない、そ
の超伝導ギャップ構造と常伝導状態におけ
る磁気相関を明らかにした（H. Fukazawa et 
al. Phys. Rev. B 86 (2012) 094508-1-4.）。
まず、超伝導転移において、1/T1は超伝導転
移温度 Tc 直下でコヒーレンスピークを示さ
ず、十分低温で T3に比例する温度変化をしな
がら減少する。これは本物質の超伝導ギャッ
プにラインノードが存在することを示唆す
る。実際、実験結果はラインノードモデルを
仮定した 1/T1 の理論曲線によくフィットす
る。また、超伝導状態の 1/T1の振る舞いが Ce 
系重い電子系超伝導体CeCoIn5 と類似するこ
とから、NQR の観点からは Ce2PdIn8ギャップ
構造が CeCoIn5 とほぼ同等であると考えられ
る。次に常伝導状態においては、1/T1の温度
依存から約 30 K 以上で局在的であった Ce の
4f電子は低温で遍歴的になり、電子系は非フ
ェルミ液体状態の振る舞いを示すことが明
らかになった。この結果は電気抵抗や比熱測
定等のバルクの物性測定と一致する結果で
ある。非フェルミ液体状態をより詳細に調べ
るために、SCR 理論を用いて反強磁性揺らぎ
の次元性について考察を行った。その結果、
本物質では2次元よりも3 次元的なスピンゆ
らぎのほうが支配的であることが明らかに
なった。また、圧力効果の実験から常圧にお
いては反強磁性秩序寸前であることも明ら
かになった。このようにスピンゆらぎと異方
的超伝導が同時に観測されたことから、
Ce2PdIn8 は量子臨界点の近傍に位置する非従
来型の超伝導体であることが明らかになっ
た。 
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