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 Experimental studies have been carried out by using macroscopic and/or microscopic methods to 
construct a firm basis of pursuing (i) high-temperature superconductors and (ii) high temperature 
multiferroics. on the first subject, we have made much effort to identify the superconducting symmetry 
of newly found Fe pnictide systems. We have mainly studied so-called Ln1111 system or LnFeaso1-zFz 
(Ln: many lanthanide elements), which has the maximum Tc at z ≅ 0.11 with varying z.). We present 
results of the studies of LnFe1-yMyaso0.89-xF0.11+x (Ln = La, and Nd; M = Co, Ni, Mn, Ru) carried out to 
see effects of M atom impurities, where we realize that effects of nonmagnetic impurities on the 
superconducting transition temperatures (Tc) can only be explained by considering the S++ symmetry 
with no sign difference of the order parameters Δ between disconnected Fermi surfaces around Γ and M 
points in the reciprocal space. We also show that various other data can also be understood by this 
symmetry in a consistent way. these data exclude the so-called S± symmetry predicted at the early stage 
of the study by considering the spin-fluctuation-mediated pairing mechanism. our result implies the 
existence of a new superconducting mechanism in these five-band systems. Here, a realistic candidate of 
new mechanisms is also discussed.
 on the second subject, we have been studying LnBaCuFeo5 and related oxides. the highest 
multiferroic temperature of these systems is about 270K for LnBaCuFeo5. We are also studying various 
spinel compounds, which are expected to have non-trivial magnetic structures at relatively high 
temperature. We have succeeded in preparing single crystals of YBaCuFeo5 large enough for neutron 
diffraction to determine the magnetic structure, which enables us to solve why the multiferroic phase is 
realized in the system at relatively high temperature.

１．は　じ　め　に

　平成22年4月から当研究所のフェローとしての研究を開始した．そこでは新しい機能物質の開発を課題に，出来るだ
け高い温度で，その機能が現れる系を開発するための基礎研究を進めたいと考えている．中でも，（１）将来の高温超伝
導実現に道筋をつける研究として，「鉄系の超伝導機構が新しいものか」の問いに答えること，（２）マルチフェロイッ
クと呼ばれる物質系（ここでは特に，磁気秩序と自発電気分極が強く結合して共存する系を指すことにする）を室温以
上で実現させること，の二つを目標にしている．（（１）はJStの「新規材料による高温超伝導基盤技術」の課題「鉄プ
ニクタイド系超伝導研究と物質開拓」の代表者として名大グループとともに研究を行っているものである．）
　これらの研究の成果を以下に報告するが，豊田理研に移ってからの仕事についていえば，まだ学術誌への原著論文と
しての発表がほとんど済んでおらず，その具体的データを報告することは出来かねるので，研究の背景等を中心にし，
多くは文章のみでの記述になることをご容赦いただきたい．
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２．鉄系の超伝導

2.1	 はじめに
　高温で超伝導を実現することは，物理学や材料科学分野の研究を進める者たちにとっての夢のひとつである．1986

年2月の銅酸化物高温超伝導体の発見 [1]が与えた影響が，物質開拓や物理概念の形成，さらには各種装置の性能向上
面までに及ぶことを考えれば，たとえ，その転移温度（Tc）が室温以下のものであっても，その重要さがうかがい知れ
る．しかし，どのような物質でTcが高くなるかを予想することは，その重要さに比例するかのように容易でない．それ
をおし進めていくためには，実際にTcの高い物質を発見し，その具体的事例をもとに基礎研究を積み重ねていくことが
大変重要である．銅酸化物高温超伝導体のあとにも，たゆまぬ努力の結果，多数の超伝導物質が発見され，研究の対象
になっているが，その代表的物質は，MgB2, NaxCoo2 · yH2oなどで，中で最近，もっとも注目されているのが，鉄系超
伝導体である[2]．

　この物質の最高転移温度Tcは56Kで，銅酸化物系を除けば最
も高い．最初に発見されたのがLnFeaso1-zFzでLn1111（Ln =

ランタン系列元素）と呼ばれる系に属するものである（図1に
その構造を模式的に示した）．その後，Ba（Fe1-xCox）2as2など多
くの系が発見され，類似系の多さが注目されるが，基本的には
Feas層が超伝導を発現させている．例えば，La1111系をみた
とき，その超伝導を考えるうえでまず目にとまることは，z = 0

（Feの価数が+2）で反強磁性秩序を持っていることである．銅
酸化物系と同様，そこに不純物をドープし，Feas面の伝導電
子数を変えたときに超伝導が現れた．磁気秩序に隣接したこの
超伝導の起源を，当初，磁気的活性さ，もしくは磁気ゆらぎが，
密接に関わっているものとする見方が大勢を占めた [3,4]．こ

のような超伝導発現機構は，銅酸化物系のほか，重い電子系でよく見られていることを考え，著者らは，これらがよく
用いられている “unconventional” な超伝導との呼称から離れ，もはや “conventional” なものと呼ぶほうが適当となる
ほど知れわたったものと思っている．ここで，conventionalな超伝導とは，本来，単純な電子─格子相互作用によって
生じる超伝導のことであるが，Tcが56Kに達することをこれだけで説明するのは難しい．この場合最も興味深いのは，
この超伝導が，磁気的活性さ，もしくは磁気ゆらぎが関わった（著者らが言う意味での）conventional超伝導体ではな

く，“真に新しい機構”を我々に提示しているときであろう．著者らは，“新しい機構” の可能性をも視野に入れて研究
を開始した。この鉄系超伝導体の3d電子系が多バンド系で単一バンド系の銅酸化物と異なることや，Tcが高いという点
で重い電子系とも一線を画するという観点から，新しい機構を具現するだけの新規性を持っていたからである．

2.2	 鉄系超伝導の対称性研究
　鉄系超伝導が，上記の興味に応えられるものであるかを知る
最も有効な手段は，この系の超伝導ギャップパラメーター
（オーダーパラメーター）Δの対称性を決定することである．も
し，超伝導発現に磁気的活性さが関わっているものならば，理
論的に示されたとおり，S± symmetryと呼ばれるものが実現す
るはずである [3,4]．その場合，逆格子空間内のΓ点周りにある
ホールのフェルミ面上とM点周りにある電子のフェルミ面上の
Δの符号が図2のように逆転している．一方，従来からよく知
られた電子─格子相互作用を起源とする，本来の意味でのcon-

ventional超伝導では，すべてのフェルミ面上でΔの符号が変わ
らない．ただし，これでは上述のとおり，56Kまでの転移温度
を実現させることが難しい．
　ここで，まず気がつくことは，図2のような曲線で表される
フェルミ面上のオーダーパラメーター ΔがS± symmetryを持っ
ている場合には（一般的に符号の逆のオーダーパラメーターが

図１．La1111の構造を模式的に示した .

図２．	曲線で表されたフェルミ面Γ点とM点の周りが，それぞ
れホール，電子のフェルミ面に対応する．
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混じっている場合にも），超伝導が，非磁性不純物（ドープされたときに磁気モーメントを持たない不純物）の存在に
対してきわめて弱いことである．すなわち，不純物による伝導電子散乱の影響でTcが急速に下降してしまう（磁性不純
物ではなおさらである）．これをpair breaking効果と呼ぶ．著者らは，このことを対称性決定のためのひとつの手段と
して，他のいくつかの手法と併用して研究を進めてきた [5-15]．
　まずLn1111系に対し，x=0でTcが最大（Ln=Laで~28K，Ln=Ndで~56K）となるように表した化学式LnFeaso0.89-xF0.11+x

の式のFeの一部を，さらにM原子で置換した試料のシリーズLnFe1-yMyaso0.89-xF0.11+xに対して，Tcのy依存性を調べ
た．図3にその結果をLn = La，M = Co, Ruの場合について示した．そこには，M原子をドープしない系（y = 0）に固定
しo→Fの置換を行った試料のx依存性をも示したが，この場合は，電気伝導を担うFeas面での元素置換ではなく，伝
導を担っていないLao面での置換である点に留意されたい．
　この研究においてこれまでに得た知見を以下にまとめて示す．これらはLaをNdですべて置き換えた系やM = Co, Ni, 

Ruのすべての場合について，例外なく成立する．（M = Niについての具体的データは未発表なので，ここでは結果のみ
を述べるにとどめるが，それらは，それまでの著者らの主張をさらに強固にしたものになっている）．

♦ Ln1111系にドープされた不純物元素M（= Co, Ni, Ru）は局在磁気モーメントを持たない非磁性不純物として存在
し，元素1個あたり，それぞれ，1個，2個，0個の電子を系に供給する．この電子数変化に対して，フェルミ面での
電子状態密度の変化を低温電子比熱係数 γの測定によって
調べた結果，電子bandの形が，Fe→ Mの置換によって大
きくは変化せず，電子数の増減で，バンドが電子で埋めら
れたエネルギー領域が変わっていくだけに見える（すなわ
ち，いわゆる rigid band描像が成立している）．これは，
最近のNiドーピングの結果によって，さらに明瞭になっ
た．

♦ Fe→M（= Co, Ru, Ni）置換やo→F置換によって生じるTc

の変化に，大きな特徴が現れた．まず，LaFeasoの
［Fe2+as–3］層にドープされた電子の数［M = Co, Niでは，そ
れぞれy + 0.11, 2y + 0.11, o→Fではx + 0.11］だけでTcが
決定されていることである．また，この電子数が，ほぼ共
通の値（臨界電子数）に達したときTcが消えている（図
2）．この値は，ドープされた電子がホールのフェルミ面
（図2のΓ点周りのもの）を埋め尽くすときの値に対応す
るので，超伝導の発現に，Γ点とM点の周りの2種のフェ
ルミ面の存在が重要なことを示す．なお，Fe→Ruは
isoelectronicな元素置換なので電子数変化がない．このと
きのTc変化が極めて小さくなっていることも，この二つ
の解釈が正しいことを支持している．

♦ 上記のことは，また，M原子による伝導電子散乱がTcに
影響しないことをも意味する．なぜなら，Fe→Co，Niの
場合のTcの振舞いが，Lao層に伝導電子が存在しないが
ゆえに，そもそも不純物散乱が存在しないo→Fの場合と比べ，なんら違いがないからである．また，伝導電子が
散乱を受けるM=RuにおいてTcが変化しないのは，Tcを決める電子数にドープによる変化がないからとしてよく理
解できる．

　これらの結果は，超伝導対称性に関する著者らの問いかけに直接答えるものである．すなわち，この超伝導が，フェ
ルミ面上の異なる場所で逆の符号を取る場合に見られるはずのpair breaking効果は全く見られず，S± symmetryの可能
性はよほどのことがない限り否定されることを物語っている．事実，pair breaking理論を使って，Tcの不純物散乱によ
る下降速度をS± symmetryを仮定して計算してみたところ，LaFe1-yCoyaso0.89F011の場合，図3の破線のように求まる．
このとき，不純物原子による伝導電子散乱の強さを実験で観測した残留抵抗から決めている．これと実験結果の比較か
らもpair breaking効果が有意に存在しないことは一目瞭然である［詳しくは ref. 9］．なお，Ba（Fe1-yMy）2as2を用いた
不純物効果の実験は，数多くの種類のM元素に対して，著者らとは独立に海外で行われ，ほぼ同様の結果が得られてい

図３． LaFe1-yMyaso0.89-xFx+011系のTcをFe→M = Co（x =  0），Ru（x 
= 0）とo→F（y = 0）について，示した．横軸はLaFeasoに
ドープされた伝導電子数を，M=CoとLaFeaso0.89-xFx+011

について示す．M = Ruでは伝導電子数が一定値（= 0.11）
である．破線は，S± symmetryを持つ場合に，LaFe1-yCoy 

aso0.89F011に対して計算されたTc下降を示す．
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る [16]が，その仕事の著者らは，ここで述べられているような，物理的考察を全くしていない．（なお，d波の対称性を
持つ銅酸化物高温超伝導体の場合にも非磁性不純物によるpair breakingが期待されるが，不純物の散乱ポテンシャルが
強くなると逆にそれが小さくなるという single band系の特徴のために，Tcの下降は，多バンドを持つ鉄系より小さく
なっている．）

♦ 一方，FeサイトにMnをドープしたLaFe1-yMnyaso0.89　F0.11（M = Mn）の場合のTcの下降速度は極めて大きく（図4

右），上記の場合とは対照的で，あたかもpair breaking効果が働いていそうにも見える．この場合はしかし，問題
は抵抗の振舞いである．Mnドープ量がごく微量の試料でも温度下降とともに現れる抵抗のupturnが顕著で，これ
がMnの局在モーメントによるTcの大きな下降速度をもたらしていると考えられなくもない．しかし，Mnをドー
プした系に限らず，数多くの多結晶試料に対して得られたTcを残留抵抗ρの値に対して図5のようにプロットして
みると，以下のような事実がわかってくる．ρがおよそ2.5～3 mΩ · cmでTc~0になるが，単結晶試料の場合には面
内抵抗が，おおまかにみてその1/4程度と経験的に見積もられるので，対応する単結晶Feas面のsheet 

resistanceR（長さ1 cm，巾1 cmの1枚層の抵抗）は7─9 kΩとなる．実はこれが，2次元系の金属─絶縁体転移が
生じるときのcritical sheet resistance R = h／（4e2）~6.45 kΩとよく対応している．これは，電子局在効果による超伝
導の消失を示しているようであるが，この現象は，特に s波の対称性をもった2次元系の超伝導体で最もおこりや
すいと考えられる．また，必ずしもこの系だけでみられているわけでもなく，d波の対称性を持つ銅酸化物高温超
伝導体系のBi2Sr2Ca1-xYx）Cu2o8系 [17]やunderdope域のYBa2Cu3ox[18]にも見られていることである．なお，多
結晶試料でも高圧下で作成された試料では，より単結晶のものに近い残留抵抗値ρが得られるはずなので，ここで
多結晶試料について観測された2.5~3 mΩ · cmという値より小さくなると思われる．M=Znの試料では，さらに1/2

程度の値になっているようである [19]．

図４． LaFe1-yMnyaso0.89F0.11多結晶試料の電気抵抗の温度依存性（左図）とLaFe1-yMyaso0.89F0.11（M = Co, Mn）多結晶
試料のTc（右図）．

図５． LnFe1-yMyaso0.89F0.11（Ln = La, Nd；M=Co, Mn）の数多くの試料で観測されたT
cの残留抵抗ρ

依存性．残留抵抗は，低温でのupturnを除くため，図中に示された温度での抵抗値とした .
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　これまで記述してきたことをまとめると以下のようになる．不純物がTcを下降させる効果には，次の3つの機構が考
えられる．

（１） ドープされた電子がホールのフェルミ面を埋め尽くす
（２） オーダーパラメーターの符号の反転が存在するときに見られるpair breaking効果
（３） 電子局在効果

　このうち，本実験で見えてきたのは（１）と（３）であり，（２）のpair breaking効果は見られなかった．これらは，S
±

対称性を明瞭に否定している．
　さて，上記の結果は，鉄系の超伝導が何かしら “真に新しい発現機構” を持っていることを示唆し，今後，その機構
が高温超伝導体探索の新たな道筋を提示する可能性が見えてきそうである．しかし，ここでは，それについての最近の
動きを記述する前に，この超伝導の対称性を同定できるものとして，2種のフェルミ面上のオーダーパラメーター Δ間
の相対符号が関与する二つの量について述べておきたい．
　第一は中性子磁気非弾性散乱によって測定される磁気励起スペクトルχ”（q, ω）である．このχ”（q, ω）は，図2のΓ点
周りとM点周りのフェルミ面間の差し渡しベクトルに対応したqの近くで大きくなるが，もしこの二つのフェルミ面上
でのΔ1, Δ2の符号が同一である場合と異なる場合とでは，χ”（q, ω）の中に存在するΔ1×Δ2の項のために，その形に違い
が現れる．Fe pnictide系では，ΔがS

±対称性を持つ場合，単純な予想ではq =（π, 0）にω < （Δ1 + Δ2）の位置に鋭いピーク
が出るはずである．これを resonance peakと呼ぶ．一方，S

++対称性を持つΔに対してはそれが現れない．実際にはどう
か．もっと幅が広くピークの高さの小さなものがq =（π, 0）の現れているように見えるが，これは上記の resonance peak

と言えるものか？　このことに関しては，超伝導相と常伝導相における準粒子（超伝導電子対を組んでいない電子）の
damp ingの違いをも考察した詳しい計算で，S

++対称性を持つ場合でもS
±対称性を持つ場合に比べて幅の広いピークが

現れることがわかってきた [13]．
　実験的にはどうか？　以前，我々が行ったLaFeaso0.89 F0.11の多結晶についての実験は，ようやく幅広いピークを観測したに
すぎなかった [15]が，今年度に，Ba（Fe0.9Co0.1）2as2の結晶を300個ほど集めて行った実験で，他に遅ればせながら解析に
耐えうるピークを観測することが出来た．詳しい解析で，そのピークがS

±よりもS
++の対称性で自然に説明できるもの

になっていることがわかった．おそらくは，これまでに発表されたデータと大きくは異ならないものと思われるが，こ
の研究によって少なくても，S

++よりもS
±の方がまことらしいという考えに待ったをかけることが出来たと考える．こ

の実験をより信頼できるものにするためには，大型の単結晶を準備することが肝要であるが，そのことについても今年
度大きな進展があった．重さが4.5 gの単結晶や1.5 gの単結晶が得られているからである．これを用いた測定は，現在
予備実験が済んだ段階にある．
　第二はNMRの核磁気縦緩和率1/T1である．この場合を単純に考えると，Δ1×Δ2の項の存在のためにT

c直下でS
++に

対してcoherence peakが現れるがS
±には現れない．しかし，やはり準粒子のdampingの効果等の効果を考慮すると，こ

のピークがS
++に対して現れなくなることが示される．このこともS

±の方がまことらしいという考えに待ったをかけて
いる．
　ここまで述べてきたように，鉄系の超伝導が，“真に新しい機構”によるものかとの問いかけに対し，我々は不純物
効果の確立を通して，“否” との答えを出しつつある．次に現れる次の問いかけは，“鉄系の超伝導を発現させている機
構は何か”というものである．S

++対称性を念頭にそれを考えるとき，まずもともとアイデアとしてだけ存在していた励
起子（exciton）機構である．これは，フォノンや磁気励起の代わりに電子励起子が介在したものであるが，多バンド系
の場合，それよりもっと現実的なものは，複数の3d電子軌道間の電子分布のゆらぎ（orbital fluctuationとよぶことに
する）が電子・格子相互作用を強めあう効果である．このとき，不純物効果の結果以外に注目されるのが，この系の相
図中に必ず見られる構造相転移である．Ln1111系を例にとれば，LnFeaso1-xFxにおいて，xが小さいところでは反強
磁性秩序が温度T = TNでおこるが，その少し上の温度TSで tetragonal→orthorhombicの構造相転移がおこる．S

±対称性
を信じる者は，これが反強磁性秩序によって誘起されるものと考えたが，大切なポイントはTS > TNの関係があること
で，これを素直に受けとめれば，構造相転移が3d電子軌道間の電子分布の秩序によって先に起こり，それが磁気秩序
を誘起するというのが本当であろう．すなわち，tetragonal→orthorhombicの変化に対応した軌道間電子分布の変化が
格子歪み（フォノン）と結合して電子・格子相互作用を強めると考えることになる．これは，我々が抱いてきた考え，
「3d軌道間の電子遷移」が電子・格子相互作用を強めるという考えと大きくは変わらない．これはtesanovicらも早く
から考えていたことである [20]．（我々が当初の論文で，このような考えを発表したとき，彼から即座に，“I am 

reading through your new paper like a man possessed ! It is amazing how fast this field is moving?! Your results are very 
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important and encouraging for us.” というメールが届き，こちらも勇気づけられたことを記憶している．）具体的理論
としてこの新しい超伝導機構が発表されたのは，名大グループと新潟大グループによる [21,22]

　本報告書の著者は，2010年度の8月に名大，11月に東大でJSt tRIPの支援を受け，これに関する研究会を企画し
た．結果として，S

++対称性の可能性とその新しい超伝導機構，すなわち，“orbital fluctuationが電子・格子相互作用を
強めるという機構” が今後の超伝導研究のパラダイムとなっていけば大変うれしいことである．
　さて，このorbital fluctuation機構を，実験的に直接確認するにはどうすればよいか．その考察に時間を費やしてきた
が，それは必ずしも容易ではない．ただ，格子系の動的挙動を注意深く調べることが重要なので，そのために必要とな
る単結晶の作成に腐心した結果，上述のとおり，Ba（Fe1-xCox2as2）で磁気非弾性散乱が出来たことのほか，一個の結晶
だけでも中性子非弾性散乱が行える大型の単結晶がBa（Fe1-xCox2as2）やその類似系で得られている．また，新潟大学の
実験グループに結晶を提供し，構造相転移はいまだ起こっていない試料における，弾性定数の著しい異常を検出してい
る．これらが，今年度における成果の一つである．
　以上，鉄系超伝導の発現機構の研究活動の成果について，ごく大雑把に記述してきたが，これについて漏れた部分に
ついては，論文・講演リストを参照していただければ幸いである．この研究は著者が代表者としてJSt・tRIPの支援
を受け，名大メンバーとともに2008年にスタートし，豊田理研に移った現在も代表者としても研究し続けている「鉄
プニクタイド系超伝導研究と物質開拓」の一環をなすものである．とくに，当初からのメンバーである，小林義明准教
授，安井幸夫助教，さらには名大の大学院学生諸君の協力がきわめて重要であった．深く感謝する次第である．さら
に，2010年からグループに加わっていただいた川股隆行特任助教，伊藤正行，寺崎一郎の両教授の力添え，さらには
中性子実験を遂行するに当たって種々協力いただいた原子力機構の加倉井和久副部門長にお礼を申し上げたい．

３．高温マルチフェロイック

3.1　はじめに
　マルチフェロイックとは，2種類の強的秩序が共存する
系をさすものとして使われ始めたようであるが，ここで
は，強磁性もしくは反強磁性といった磁気秩序と強誘電
秩序が強く結合した形で共存する狭義の系をさすことに
する．元来，この磁気秩序と強誘電秩序とは共存するこ
とが難しいと考えられていたが，近年では，例えば特異
な磁気秩序が，スピン─軌道相互作用を通して，強誘電性
を発現させる系が数多く見られることがわかった．この
現象に二つの方向から興味が持たれる．第一には，量子
スピンが織り成す新しい現象の理解であり，もう一方で
は，高温でのマルチフェロイック系を発見して，外場に
よる物性制御を常温で行えるような機能物質を見出すこ
とである．
　著者は，銅酸化物高温超伝導体研究がもたらした多くの研究方向のうち，磁気揺らぎの大きな系の新規な物性現象を
探った結果として，Cuo4四角形の辺共有による一次元鎖（Cuo2リボン鎖）を持つ系のLiVCuo4が特異な磁気構造を
持つこと，さらに，その磁気秩序とともに強誘電性も現マルチフェロイック系であることを発見した [23,24]．これは，
スピンS = 1/2の量子スピン系では，同時期に発見されたLiCu2o2[25]とともに初の例となったものである．図6に
LiVCuo4で見られた低温での磁気秩序構造を示したが，J2 | /J1|が比較的大きいというCuo2リボン鎖の構造上の特徴の
ために，最低エネルギーのスピン構造がなかなかひとつに決まらないような状況が出てくる（スピンフラストレーショ
ンの状況）．実際には，J2 / |J1| > 1/4のとき，図のようなQの波数ベクトルで回転する磁気構造（ヘリカル構造）をとる．
このとき，空間反転対称が消えるので，スピン軌道相互作用を通して図6右下にPで示された電気分極が現れる．これ
が，この系でのマルチフェロイック相発現の起源と思われる．LiCu2o2でも少々複雑だが，基本的には似た磁気構
造 [25,26]とともにマルチフェロイック相が出現する．

図６． （左）LiVCuo4の模式図．（右上）鎖内Cuの第一近接，第二近
接相互作用，J2 / | J1|が比較的大きいのがこの構造の特徴で，そ
れが1/4より大きいと右図下のようなヘリカル構造をとる．
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3.2	 高温マルチフェロイック実現に向けて
　上記のような量子スピン系のマルチフェロイックはほかにも存在し，現象そ
のものの研究面で興味深いが，量子スピン系の現象は低温域で起こる場合が多
いので，常温で物性制御を行えるような機能物質の探索には不向きである．そ
のような考えに基づけば，より高い温度で磁気秩序を持つ系に注目しなければ
ならない．この方向で最初に注目したのがLnBaCuFeo5（LnはYと希土類元
素．図7にLn = Yの模式的構造図）である．この系では，反強磁性秩序が室温よ
りはるかに高い温度TN1~450Kにみられる．一方，スピンが上記のヘリカル構造
のように単純でない構造をとる温度はTN2~180Kで，強誘電性が発現するとの報
告があったのもその温度である [27]．多結晶を用いた我々の中性子散乱実験で
も確かに単純でない構造が確認されたが，その磁気構造の詳細がわかっておら
ず，強誘電性についても詳細な研究が出ていない．さらに，この系の希土類元
素Lnも3d電子系遷移金属元素も，かなりの程度，他の元素で置換できることを
考慮すると，今後の研究で，マルチフェロイック相が現れる温度の上昇が考えら
れるのではないか．事実，Y→tmの置換を行ったtmBaCuFeo5では，
TN2~270Kであることがわかり，強誘電性もその温度あたりから現れてい
る [27]．これに関する具体的データの一部を図8に示した．

　豊田理研では，低温及び高温域で行う測定装置に関する制限が
あり，その立ち上げが必要になるために，元素置換によって多く
の多結晶試料を作成してのTN2上昇を図ることより，まず，単結晶
試料を用いたTN2以下での磁気構造決定によって，高温マルチフェ
ロイックの発現機構の解明を優先してきた．その単結晶作成作業
が難航したが，ようやく，中性子散乱に使用可能な大きさの
YBaCuFeo5結晶が得られるに至った（その写真を図8に載せた）．
今後，これを用いて，中性子散乱による磁気構造決定等を行い，
この系がなぜ，比較的高いTN2を持つのかについて明らかにしてい
く準備が出来た．また，誘電率測定と磁気測定のための装置を整
備し，基本的データを揃えるとともに，元素置換によってどこま
でT

cが上昇し得るかについて答えていく．
　なお，高温マルチフェロイックの候補物質は，LnBaCuFeo5に
限らない．現在は，スピネル系等をもう一方の候補物質として，最適な系は何かについての探索作業を進めているとこ
ろである．それについてもいずれ機会をみて報告したい．

図７．YBaCuFeo5の構造の模式図

図８．（a）tmBaCuFeo5に見られた自発電気分極Pの温度変化と，（b）（1/2 1/2 1/2 + δ）に現れる特異な磁気構造を示す反射の温度変化

図９．YBaCuFeo5の単結晶の写真
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　この研究は，名大・理学研究科の川股隆行特任助教，安井幸夫助教，さらには小林義明准教授の協力があって，少し
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