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１．は　じ　め　に
　平成25年度の研究計画は「新規超伝導材料の理論的
探索」であった．それに向けて，いくつかの可能性を検討
したが，ここでは，バレンススキッピング機構（ネガティ
ブU超伝導機構）をめぐる理論の現状と[1]，銅酸化物高
温超伝導体における電荷移動ゆらぎ機構の可能性につい
て得られた予備的結果についてその概要を報告する．
　バレンススキッピング機構は，これまでにもいくつか
の物質系で実現されているという理論的な指摘が成され
てきた[2]．実際，銅酸化物の高温超伝導が見つかるまえ
の「高温超伝導酸化物」であった，（Ba1–xKx）BiO3など
のTc-x相図は，Biがバレンススキッピング元素である
という考え方で簡明に理解できる[3]．また，10年近く前
に実験的に確立したPb1–xTlxTeの超伝導発現と近藤効果
的な電気抵抗の温度依存性も[4]，Tlがバレンススキッピ
ング元素であることで統一的な理解が可能である[5]．こ
こでは，この問題をめぐる物理的背景と後者の理論の微
視的基礎付けに関する最近の成果について報告する．
　電荷移動ゆらぎ超伝導機構は，重い電子系物質CeCu2

（Si,Ge）2の圧力下で超伝導転移温度が急激な上昇を示す
現象の分析から認識されるようになったが[6]，銅酸化物
高温超伝導体においてもd-p電荷移動ゆらぎが重要な役割
を果たしているという指摘はその発見当初からVarmaら
により成されており[7]，その後も理論は発展させられ[8]，
実験的にもその予言と矛盾しない結果が得られている[9]．
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 as a possible superconducting mechanism with higher transition temperature, the valence skipping 
mechanism and that due to charge transfer fluctuations are attracted renewal attention. in this report, i 
review a recent development concerning a microscopic origin of valence skipping phenomenon 
observed in ions with high principal quantum number, such as Tl and Bi, in relation to the so-called 
charge Kondo effect and superconductivity, and briefly describe quite recent results on a possibility of 
charge transfer order in the d-p model with the Coulomb repulsion between electrons on d-orbital at Cu-
site and p-orbital at O-site.

ここでは，d電子間の電子相関を充分取り込むことので
きる理論手法を用いることにより得られた新しい様相に
ついてその概略を報告する．

２．バレンススキッピング現象：ネガティブU
　様々な元素が集まり化合物を構成するとき，各々の元
素は陰イオンや陽イオンになる場合が多い．元素の取り
うる形式的なイオン価数は，多くの化合物を系統的に調
べることにより経験的に知られている．Fig.1は，様々
な化合物の解析を通して各々の元素が取りうるイオン価
数をまとめた周期表である[10]．Fig.1を見ると，一つの
イオン価数しかとらない元素がある一方，様々なイオン
価数をとる元素がある．例えば，酸素（O）は2価の陰イ
オンにしかならないが，一つ下の硫黄（S）は2価の陰イ

Fig.1. 元素の取りうるイオン価数をまとめた周期表
 （赤で示した元素がバレンススキッピング元素）
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オンだけでなく，4価および6価の陽イオンの化合物を
作ることが可能である．
　陰イオンになる際，取りうるイオン価数は，原子の閉
殻構造と関係していると考えられる．例えば，酸素や硫
黄の2価の陰イオンは，酸素では1s22s22p6状態，硫黄で
は1s22s22p63s23p6状態である．陽イオンの場合は事情が
やや異なる．上述の硫黄の4価の陽イオン状態では
1s22s22p63s2，6価の陽イオン状態では，1s22s22p6とな
り，4価の陽イオン状態では，3s軌道を閉殻とする構造
をとる．同様に陽イオンの電子状態を整理すると，多く
の元素でns電子が閉殻構造をとることがわかる．この
状態は，“ns軌道に1つだけ電子が占有された状態を飛
ばす” と言うことができる．周期表の3～5段目はこの
陽イオン状態を持つ元素が多く存在する．例えば，タリ
ウム（Tl）では1価の陽イオン状態（6s2）と3価の陽イオン
状態（6s0），Biでは，3価の陽イオン状態（6s2）と5価の
陽イオン状態（6s0）である．ns1イオン状態を飛ばす現象
は，バレンススキッピング現象と呼ばれる．
　s軌道だけでなくd軌道でもバレンススキッピング現
象がみられる．たとえば，鉄（Fe）は，2価，3価，4価，6価
のイオン価数はとるが，5価はとらない．5価のイオン価
数をとらないことは，3d3陽イオン状態をとらないこと
に対応している．これも，一種のバレンススキッピング
現象である．d電子系でのバレンススキッピング現象は，
半導体中の遷移金属不純物の系で議論されている[11]．
　このバレンススキッピング現象を理論的に理解するた
め，ここでは，一つの軌道（例えば s軌道）への電子の
占有数によるエネルギーの利得を議論する．まず，真空
から測った軌道の一体のエネルギー準位を∊sとし，軌道
に二つの電子が占有した時の電子間の相互作用をUsと
する．この時，軌道に占有した電子の数が，0個，1個，
2個の状態でのエネルギーをそれぞれE0，E1，E2とする
と，それらのエネルギーは，

	 E0 = 0, （1）

	 E1 =∊s, （2）

	 E2 = 2∊s + Us, （3）

で与えられる．バレンススキッピング状態（E2状態もし
くはE0状態がE1状態よりエネルギーが低くなる状態）
が実現するためには，条件

 （E2 + E0）/2 < E1 （4）

を満たす必要がある（Fig.2参照）．そのためには，Us <  0,

つまり，負の “有効” 相互作用（ネガティブU）が必要
であることがわかる．
　電子間の相互作用が負であるということは，超伝導を
引き起こす引力が存在することに対応する．また，一体

のエネルギーレベルを調節することができれば，–∊s = 

Usの時，E0とE1のエネルギーが等しくなる．このとき，
電荷の縮退（0個と2個の縮退）が残る．固体中では化
学ポテンシャルを調節することによって，軌道のエネル
ギーレベルを調節することが可能である．第3節で述べ
るように，電荷の縮退が起こる所では，化学ポテンシャ
ルがピン止めされる場合がある．この時，電荷の縮退起
源と考えられる近藤効果（電荷近藤効果）が可能とな
る．このように，ネガティブUが起源となり発現する現
象は多様で興味深い．

３．バレンススキッピング現象と超伝導と近藤効果
3.1.	（Ba1–xKx）BiO3の超伝導の理論
　バレンススキッピング現象と超伝導機構との関連は，
古くから議論されている．Biイオンがバレンススキッピ
ング元素（Bi3+, Bi5+だけが可能，Bi4+状態はスキップさ
れる）であることに注目した，（Ba1–xKx）BiO3の超伝導
状態[12,13]に関する議論は，この問題の本質をよく表して
いる[3]．そこでは，オンサイト引力をもち隣接サイトと
の斥力をもつ拡張アンダーソンモデルから出発する．そ
の時，この系のモデルハミルトニアンは次のように与え
られる．

H	=	–tΣc†
ai σ  cbi + δ  σ + UΣnai ↑nai↓ + VΣnai nbi + δ

 i, δ , σ  i	 i, δ

 + Δnbi σ – μΣ（nai + nbi）， （5）
 i

ここで，aサイトはBiイオンを，bサイトは酸素を表す
（Fig.3参照）．U（U < 0）はバレンススキッピング元素
（Biイオン）上で働く電子間の引力を，t，V，Δはバレン

Fig.2.  バレンススキッピング現象を示す例

Fig.3. Bi（バレンススキッピング元素）（aサイト）と酸素の2p軌
道（bサイト）を含んだ有効模型
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ススキッピング元素（イオン）と酸素間のホッピング，
斥力，レベル差をそれぞれ表す．t≪Δと考えて酸素の
自由度を消去すると，有効ハミルトニアンが次のように
得られる．

Heff	=	–t̃Σc†
ai σ cai + 2δ σ + ŨΣnai ↑nai↓

 i, δ , σ  i

 +  ṼΣnai nai + 2δ – μ̃Σnai  ， （6）
  i, δ  i

ここで，t̃ = t2/ |Δ |，Ũ = U，Ṽ = zV |t /Δ |2，μ̃ = μである．z
は最近接原子の数を表す．（Ba1–xKx）BiO3のようにa，B

二つの副格子に分かれる場合には，次のユニタリー変 

換[14]

	 cai ↑ → cai ↑ ,  （7）

 cai↓ → Pai c
†
ai↓ ,  （8）

を行うことにより有効ハミルトニアンHeff，式（6），は
磁性の問題に変換される．ここで，Pai = 1（ai∈aサイ
ト），または–1（ai∈Bサイト）と定義される．

H̃  = –t̃Σc†
ai σ cai + 2δ  σ + |Ũ | Σnai ↑nai↓ + ṼΣSz

ai	S
z
ai + 2δ

 i, δ , σ  i	 i, δ

  |Ũ | 
 + hΣSz

ai		–  
2
─Σnai , （9）

  i i

ここで，h	=	μ̃	+ |Ũ |  / 2 – 2zṼ　である．更に，|Ũ | ≫ t̃, 
|Ũ | ≫ Ṽの場合には，

H̃  = J̃ΣSai・Sai + 2δ + ṼΣS
z
ai・S

z
ai + 2δ + hΣSz

ai ,	 （10）
 i, δ  i, δ 	 i

となり，磁場下の異方的ハイゼンベルク模型に帰着す
る．ここで J̃  ≃ 4t̃  2 / | U |である．元の世界とユニタリー
変換された世界では，サイト当りの粒子数とスピンの役
割が入れ代わる．実際，

nai = c†
ai↑ cai↑ + c†

ai↓ cai↓ ,

 → c†
ai↑ cai↑ － c†

ai↓ cai↓ + 1,  （11）

nai = 2Sz
ai + 1, （12）

の関係が成り立つ．これより，変換された世界のスピン
のz成分Sz

ai = +1/2（–1/2）は元の世界の粒子数数nai = 2

（0）に対応している．また，もとの世界のオンサイトの
クーパーペア振幅は，

	 c†
ai↑ c†

ai↓→ Pai c†
ai↑ cai↓ = Pai S +ai , （13）

	 c†
ai↓ c†

ai↑→  –Pai c†
ai↓ cai↑ = –Pai S 

–
ai , （14）

となり，変換された世界ではスピンの横成分S+
ai，S–

aiに
対応する．即ち，変換された世界でのz軸方向の反強磁
性（aF）は元の世界での電荷秩序に，変換された世界

でのxy面内のaFは，元の世界ではs波超伝導状態を表
す．また，磁場hは，ハーフフィルドからのキャリヤー
ドーピングδに対応する．有効ハミルトニアン（10）の相
図は図4のようになる．ハーフフィリング近傍（h~0）
で電荷秩序が，ある程度ドーピングされる（h > h*）と
s波超伝導状態が安定化することが分かる．Fig.4は
（Ba1–xKx）BiO3の相図の特徴をよく再現している．

3.2.	 Pb1–xTlxTeの電荷近藤効果と超伝導の理論
　Tlのイオン価数は，Biと同様に，1価（6s2）と3価
（6s0）に限られ，2価（6s1）はとらず，バレンススキッピ
ング現象を起こす元素である．2005年に，半導体PbTe

に少量のTlをドープした系Pb1–xTlxTeで近藤効果のよう
な–log Tに比例する電気抵抗の温度依存性と超伝導が報
告された（Fig.5）[4]．この–log T依存性は磁場の影響を
受けないので，磁気自由度に起因する，通常の近藤効果
とは考えられない．この不思議な現象はTlイオンがバ
レンススキッピング元素であることに注目すると，引力
のクーロン相互作用を持ったアンダーソン模型を用いる
ことで自然に理解できることがわかった[5]．それは次の
ハミルトニアンで表せる[15]．

H =Σ（∊k – μ）c†
kσ  ckσ +ΣV（c†

kdjσeik ·Rj + h.c.）
 kσ kjσ

 +Σ[（Ed – μ  –  
2
U ）njd –   

2
U（njd – 1）2] ,  （15）

  j

ここで，djは j─サイトにドープされたTlの6s電子の消滅
演算子であり，引力（U > 0）である．式（15）は一見通常
の引力アンダーソン模型での相互作用の表現と異なるが，

njd – n2
jd = –2d†

j↑ dj↑ d†
j↓ dj↓ （16）

の関係に注意すると，等価であることは容易に分かる．
ドーピングを進めることは化学ポテンシャルμを増大さ
せることに対応するが，μ  = Ed –（U/2）に達するとTl当

Fig.4.  超伝導相図の概念図



44 超伝導機構の新しい展開：バレンススキッピングと電荷移動ゆらぎ

りの6s電子数がnd = 0とnd = 2の状態が縮退するため
に，「化学ポテンシャルはμ  = Ed –（U/2）にピン止めされ
たまま，6s電子濃度は0 < nd < 2の間で増大する」という
特殊な状況が実現する（ Fig.6参照）．ハミルトニアン
（15）は，式（7），（8）に類似のカノニカル変換（d 

†
j↓→ – dj↓, 

c†
k↓→ c–k↓）により次のような斥力アンダーソン模型に
帰着する．

H =Σ［（∊k – μ）c†
k↑ck↑ – （∊k – μ）c†

k↓ck↓］
 k

 +ΣV（c†
k djσ  eik ·Rj + h.c.） +Σ（Ed – μ  –  

2
U ）mdj	

 kjσ  j

	 +Σ[– 
2
U njd + Ud†

j↑ dj↑ d
†
j↓ dj↓]. （17）

 j

ただし，↓スピンをもつ伝導電子の分散の符号が反対に
なることと，d（6s）電子のスピンmdjを含む第三項の存在
は通常と異なっている．しかし，化学ポテンシャルのピ
ン止めの条件μ  = Ed –（U/2）があると第三項はゼロにな
る．即ち，磁場H = –［Ed – μ  –（U/2）］= 0の状況が出現
する．以下では，∊k=0 = 0となるようにエネルギーの原点
を決めることにする．0 < Ed≪Uの場合には，フェルミ
準位　μは0 < μ  = Ed –（U/2）≪（U/2）の条件を満足し，
d（6s）電子の2重占拠が抑えられて磁気状態が実現し
「近藤モデル」に帰着する．そして↓スピンをもつ伝導
電子の分散の符号が反対であっても，フェルミ準位に伝

導電子の状態密度が充分存在するので近藤効果は生じる
得る．
　超伝導については次のように理解される[5]．変換され
た世界での（距離Rだけ離れた）局在スピン間のRKKy

相互作用は異方的であり，Xy面内のスピン間の相互作
用 I±（R）は降温とともに–log Tのように発散的に増大す
るのに対し，Z方向のそれは通常のFreidel振動をするだ
けなので，Xy面内の磁気秩序が実現する．即ち，ある
臨界温度以下でXy面内にスピンの秩序が生じる．この
ことは，上記カノニカル変換の前後で，オンサイト（s

波）の超伝導相関がdj↓ dj↑→– d †
j↓ dj↑	=	–S –djのように変

換されることに注意すると，元の世界では2電子分子の
ペアホッピングによる超伝導状態の出現を意味する．
　一方，通常の近藤格子モデルの場合と同様に，RKKy

相互作用と近藤効果の競合が問題になり，近藤効果が
勝ってしまうと，磁気秩序は抑えられる．今のモデルで
の近藤温度TKとRKKy相互作用の温度スケールTRKKy

のTl濃度（x）依存性は（希薄極限x≪1では）

TK ~ x2/3 exp（– 					a						）， （18）
	 				x1/3J	

および

TRKKy ~ x1/3 R–3J 2 ~ x4/3J 2 （19）

で与えられる．ここで，aはエネルギーの次元をもつ定
数，交換相互作用JはJ≃V2/（U – Ed）であり，フェルミ
準位での状態密度は自由電子のようにNF∝x1/3となるこ
とを用いた．（18）と（19）を比べると，Tlの濃度が希薄
極限（x≪1）では，TRKKy > TKであり磁気秩序（元の
世界ではs波超伝導）状態が安定化することが理解され
る．
　以上のようにPb1–xTlxTeにおける近藤効果的な電気抵
抗の振る舞いと超伝導の出現が引力アンダーソン模型に
より理解できることが示された．この近藤効果は「Tl当
りの6s電子数がnd = 0とnd = 2の状態が縮退する」こと

Fig.5. （ａ）PbTeにTlをドープした系での電気抵抗
 （ｂ）超伝導の転移温度のドープ依存性

Fig.6.  電子数と化学ポテンシャル
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に起因しているので，「電荷近藤効果」とも言うべきも
のである．

４．バレンススキッピング現象と電荷近藤効果に
４．関する新しい微視的機構と超伝導の可能性
　ドーピングされたTlイオンなどのバレンススキッピ
ング現象を引き起こす軌道は，主量子数nが大きなs軌
道（例えば，6s軌道）であり，d軌道や f軌道に比べて
空間的にかなり広がっている．そのため，伝導電子と不
純物軌道との間の電子間のクーロン相互作用が重要であ
ることが期待される．この軌道間の電子間相互作用によ
り，バレンススキッピング現象と電荷近藤効果や超伝導
の出現を統一的に理解できる微視的模型を提案した[17]．
4.1.	 新しい電荷近藤効果の機構
　伝導電子と不純物軌道間の相互作用を取り込んだ模型

H0 = Hc + Hd + Hdc + Hph, （20）

を考える．ここで，第一項は伝導電子の項，第二項は不
純物の一電子準位の項，第三項，第四項は伝導電子と不
純物電子間のクーロン相互作用の項と電子対遷移相互作
用の項であり，それぞれ，

Hc	 ≡Σ（∊k – μ）c†
kσ  ckσ ,  （21）

 kσ

Hd	≡（Δd – μ）Σnsσ ,  （22）
 σ

Hdc	≡UdcΣc†
kσ  ck′σ ndσ′ ,  （23）

 kk′σσ′

Hph	≡ JphΣ ［d†
↑ d†

↓ ck′↓ ck↑ + h.c.］， （24）
 kk′

を表している．ここで不純物軌道の電荷に着目している
ので，ここでは，次のような擬スピンを導入する．不純
物軌道の擬スピンは，

I  zd ≡ 1－2（nd↑ + nd↓ – 1），  （25）

I +d ≡ d†
↑ d†

↓ ,  （26）

I –d≡ d↓ d↑,  （27）

と表され，伝導電子に対応した擬スピンは，

I zc ≡ 1－2 Σ（c†
k↑ ck′↑ + c†

k↓ ck′↓ – δ kk′），  （28）
 kk′

I +c≡Σc†
k↑ c†

k′↓ ,  （29）
 kk′

I –c≡Σck↓ ck′↑ .  （30）
 kk′

と表される．これらの擬スピンを用いてハミルトニアン
H0を書き直すと，

H0 → H̃ 
0 = H̃ 

c + H̃ 
pot + H̃ 

dc + H̃ 
ph + H̃ 

d	, （31）

ここで，

H̃ 
c    ≡Σ（∊k – μ  + Udc）c

†
kσ  ckσ  , （32）

 kσ

H̃ 
pot ≡ΣUdc c†

kσ  ck′σ, （33）
 kk′（k≠k′）

H̃ 
dc		 ≡ 4Udc I zd I zc ,  （34）

H̃ 
ph  ≡ Jph（I +c  I –d + I –c  I +d	），  （35）

H̃ 
d   ≡ 2（Δd – μ  + Udc）I zd . （36）

となる．H̃ 
potとH̃ 

dは，ポテンシャル散乱の項と磁場の
項に対応しており，残りの項は異方的な近藤模型に対応
していることがわかる．また，低温で擬スピンの近藤─
芳田一重項を形成するには，電子対遷移相互作用が必須
であることがこの変換から理解できる．
　電子対遷移相互作用の役割をより具体的に示すため
に，エントロピーと不純物軌道での電子の占有数の温度
依存性を数値くりこみ群を用いて解析した（Fig.7，
Fig.8）．これらの結果から，温度を下げるにつれ，まず，
0個と2個の占有率が縮退した状態があることが分かる．
電子対遷移相互作用により，バレンススキッピング現象
と電荷近藤効果を微視的な点から統一的に説明できる．
　上記で与えたハミルトニアンには，電子対遷移相互作
用以外にも様々な相互作用を含んでいる．しかし，異方
的近藤模型にマッピングできることから，適切なパラ

Fig.7.  エントロピーの温度依存性 

Fig.8.  不純物軌道の占有率の温度依存性



46 超伝導機構の新しい展開：バレンススキッピングと電荷移動ゆらぎ

メータを選べば低温で擬スピンの近藤─芳田一重項を形
成することが可能である（たとえば，図のVdc = 0の領域
が，様々なパラメータを含んだ時にも，低温で電荷近藤
一重項を形成している）．
4.2.	 電荷近藤効果から通常の近藤効果への移り変わ

り
　現実の系では，不純物軌道と伝導電子の間に混成項や
不純物軌道内でのクーロン相互作用などがあるであろ
う．これらの効果を調べるために，先ほどのハミルトニ
アンに次の項を加える．

H = H0 + HU + Hhyb , （37）

ここで，第二項は不純物軌道内でのクーロン相互作用，
第三項は伝導電子と不純物軌道間の混成項であり，

HU  ≡ Ud nd↑ nd↓ ,  （38）

Hhyb ≡ VdcΣ（c†
k, σ dσ + h.c）． （39）

 k,σ

と表せる．混成項がゼロの時は電荷による近藤一重項で
あり，混成が強くなるにつれてスピンの成分が混じり，
通常の近藤─芳田一重項に移り変わっていくことが期待
される．そこで，数値くりこみ群を用いて，混成項を変
化させた時のエントロピーの振る舞いを調べた（Fig. 

9）．
　計算の結果，混成が小さな領域では近藤一重項の結合
エネルギーの目安である近藤温度TKがほぼ一定であり，
電荷による近藤─芳田一重項となっているといえる．Tl

がドープされたPbTeはこの領域に位置していることが
期待される．混成が大きな所では，予想通り通常の近藤
─芳田一重項が形成されていることが示唆される．一方，
中間の領域（Vdc ~ V  

c
dc）では急激にTKが下がり，低温

までkB ln 2のエントロピーが残る．この原因について
は，混成効果により生じる有効的な電子対遷移相互作用
の影響であると考えられているが，その詳細はよくわ
かっていない．この点の理解は今後の研究課題である．

4.3.	 電子対遷移相互作用による超伝導の可能性
　電子対遷移相互作用が電荷近藤効果を生じるというこ
とは，3節の議論からするとネガティブUと同じ効果を
持つはずで，それによる超伝導が可能となる．電子対遷
移相互作用による超伝導の可能性は，4.1節，4.2節で議
論したような多体くりこみ効果を考えないレベルでは，
2002年に近藤により指摘された[18]．近藤は，2バンド模
型を出発点にし，バンド内でのクーロン相互作用U1，
U2とバンド間の電子対遷移相互作用K（式（24）または
（35）のJphに対応）を考慮した模型を，BCS理論と同じ
レベルの近似で扱い，転移温度Tcの議論をしている．近
藤の議論したモデルハミルトニアンは（クーパー対凝縮
の議論に関する限り）

Hpair =Σ[Σξm（k）c†
mkσ  cmkσ 

	 m=1,2 k,σ

 + UmΣc†
mk↑c

†
m, –k↓cm, –k′↓cmk′↑]

  k,k′

 + K̃Σ（c†
1k↑ c†

1,–k↓ c2,–k′↓ c2k′↑ + h.c.）． （40）
 k,k′

と等価である．ここで，m = 1,2はバンドの指標を，ξm

（k）はバンドmの分散を，Umはバンド内局所クーロン斥
力，K̃	=	zK（zは最隣接サイト数）はバンド間電子対遷
移相互作用を表す．BCS理論に従って転移温度Tcを決
める線形化されたギャップ方程式は

Δ 1 = –U1 Φ1（Tc）Δ 1 – K̃	Φ2（Tc）Δ 2, （41）

Δ 2 = –U2 Φ2（Tc）Δ 2 – K̃	Φ1（Tc）Δ 1. （42）

となる．ここで，Δmはバンドmの超伝導ギャップを表
し，関数Φm（T）は

Φm（T）≡Σtanh［ξm（k）/ 2T］ ． （43）
 

k 2ξm（k）

で与えられる．連立ギャップ方程式（41），（42）が（Δ 1, Δ 2）
≠（0,0）の解をもつ条件から，Tcを決める条件式として

 1 +ΣUmΦm（Tc） 
	 m=1,2

 1 + （U1U2 – K̃	2）Φ 1（Tc）Φ 2（Tc） = 0. （44）

が得られる．低温極限ではΦm（T）∝–log（T/Dm）である
ことを考慮すると（Dmはバンドmのバンド幅の半分），
式（44）がTc > 0の解をもつ条件は，

 K̃	2 > U1U2 （45）

となる．この条件が成り立つと，有限のTcでs波超伝導
が出現することになる．また，Φm（T）の定義式（43）のk
に関する和はバンド全体に亘っているので，BCS理論に
現れるエネルギーカットオフωD（デバイエネルギー）Fig.9.  不純物軌道のエントロピーの温度─混成相図
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に比較して格段に大きなDmに置き換えられるため，高
いTcが得られる可能性を秘めている．
　普通の状況では，条件（45）を満足するのは難しい．即
ち，近藤理論のままでは現実を記述する理論としては無
理があるように思われる．しかし，4.2節および4.3節の結
果は，主量子数nの大きな元素では元々 K̃ <~ Um（m = 1, 

2）である．それに加えて，電荷近藤効果をもたらす多体効
果によりJph（即ち，K̃	）が発散的に増大することを示し
ており，近藤の求めた上記の条件（45）が多体効果により
初めて達成されることを示唆している．換言すれば，3.2

節で議論したネガティブUモデルを経由することなく超
伝導発現機構を議論することが可能であることを意味す
る．しかしながら，前小節の議論は不純物モデルに対す
るものであり，格子系で電子対遷移相互作用を起源とし
た超伝導に関する全体像を今後の研究で解明したい．
　一方，バレンススキッピング機構が既に示唆されてい
る，（Ba1–xKx）BiO3，Pb1–xTlxTe，以外にも今後新物質が発
見される可能性がある．実際，1年前に報告された，Tc 

= 4.5 Kの超伝導物質agSnSe2もT = Tcでの電気抵抗率
はρ（Tc）≃180μΩ cmと大きく，Tcより高温の電気抵抗
は金属的ではあるが弱い温度依存性しか示さない[19]．つ
まり，フォノンからの寄与を差し引くと近藤効果的な温
度依存性をもつと見ることもできる．Fig.1に示すよう
に，Snはバレンススキッピング元素であり，この化合物
での形式価数Sn3+はスキップされる価数であることを考
えると，ネガティブU機構の可能性がある．今後とも，
このような路線の超伝導物質探索がより高い転移温度Tc

を持つ超伝導体の発見に結びつくことが期待される．

５．d-pモデルにおける電荷移動秩序とゆらぎ
　電荷移動ゆらぎ（価数ゆらぎ）超伝導機構は，重い電
子系物質CeCu2（Si,Ge）2の加圧下で超伝導転移温度Tcが
反強磁性量子臨界点での値に比べて約3倍急上昇すると
いう現象の理論的分析にもとづいて提案された [6]．その
後，多くの実験的証拠が積み重ねられ，その圧力付近で
NQRの共鳴周波数νQが顕著な変化を示すことが観測さ
れ[20]，この超伝導発現機構のリアリティは広く認識され
るようになった．この機構は他の重い電子系物質
CeTin5（T = Co, Rh, ir），PuTGa5（T = Co, Rh）でも重要
な役割を演じていることが分かってきた[21]．とりわけ，
CeRhin5の圧力下相図（Fig.10）は，（圧力Pをドーピン
グδに置き換えると）5層系銅酸化物のそれと酷似して
いる（Ref.24のFig.20参照）．多層系の層の数が増えて
5層になると，内部の層ではドーピングによる乱れの効
果 [25]が抑えられており，2次元電子系銅酸化物「本来の振
る舞い」が現れていると考えられる．そこでは，CeRhin5

と同様に金属反強磁性相と超伝導相は重なり合ってい
る[24]．

　実は，比較的初期（20年程前）の研究で，銅酸化物の超
伝導を担う “in-gap state” に位置するフェルミ準位は顕
著なドーピングδ依存性をもつことは分かっていた[26]．
CeCu2（Si,Ge）2の場合の価数転移は，圧力がCeの f─準位
をフェルミ準位に向けて上昇させ，f電子と伝導電子の
間に働くクーロン斥力Ufcを避けるように（より広がっ
た軌道にある）伝導電子バンドへの移動（価数変化）が
生じるという描像で理解される[6]．その意味で，銅酸化
物高温超伝導の発現機構として研究の初期の段階から現
在までVarmaらにより提唱され研究が発展させらてきた
（d-p間のクーロン斥力Udpに起因する）電荷移動ゆらぎ
理論は[7,8]，重い電子系の臨界価数ゆらぎ理論と共通の
物理をもっている．ここでは，d電子間の電子相関を充
分取り込むことのできる理論手法を用いて先行研究の結
果を再現するともに得られた新しい様相についてその概
略を報告する．
　拡張されたd-pモデルのハミルトニアンは，

H = εdΣd†
iσ  diσ +Σεα（k）p†

kσα  pkσα
 i, σ  k, σ , α

 + 
   1   Σ[Vα（k）eik · rid†

i σ  bi pk σα + h.c.]
 

√NL
  

i,k,σ ,α

 + UdpΣΣ  d†
i σ  di σ  p†

j σ′ pj σ′ （46）
	 〈i,	j〉 σ ,σ′

で与えられる．ここで，di σ，pj σは，それぞれ，iサイト
のdホール，jサイトのpホールの消滅演算子を表す（NL

は単位胞の総数）．dホール間の強い局所相関は2重占拠
を禁止することで取り込み，その効果を表すためスレー
ブボゾンの消滅演算子biを導入した．εdはdホールの準
位を表し，pホールの分散εα（k）（α  = ±はバンドの指
標）およびp-d混成行列要素Vα（k）は，次のように与え
られる：

εα（k） = εα + 4α tpp sin  
2─
kx 

	
sin  

2─
ky ,  （47）

Vα（k） = i √–
2 tpd	（sin  

2─
kx  

 
+ α  sin  

2─
ky ），  （48）

Fig.10. CeRhin5のP-T相図 [22]．
 aF相内の破線はRef.23で 報告されたTcを表す．
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ここで tpd（tpp）は再隣接間サイト間のp-d（px-py）遷移行列
要素を表す（Fig.11参照）．

　dホール間に強い局所クーロン斥力をもつ元のハミル
トニアンとスレーブボゾンを導入したハミルトニアンの
等価性を保つには，各dサイトで次の拘束条件を満たす
必要がある．

 Σ
　σ

d†
iσ  diσ + b†

i bi = 1 （49）

ここでは，軌道とスピンの自由度Nの逆ベキの各次数で
この条件を満たすことが実行できる “1/N─展開法” を用
いる．この手法を結晶場分裂した f電子系を記述する周
期アンダーソンモデルに適用すると，電気抵抗は近藤温
度TKより高温では–log Tに比例する近藤効果的振る舞
いを，低温ではフェルミ液体的なT 2の振る舞いを再現
するだけでなく，中間温度で（実験的にしばしば観測さ
れる）電気抵抗の2ピーク構造を導くこともできるとい
う意味で，局所相関効果をよく取り込むことのできる手
法である[27]．そこで分かったことはO（1/N）までの計算
が必要かつ十分であることであり，ここでもそのレベル
の計算を行った．
　モデルハミルトニアン（46）から得られるエネルギー準
位構造は定性的にはFig.12のようになる．今問題にして
いるd-p電荷移動はd–1の詰まった状態から “in-gap 

state” に位置するフェルミ準位近傍へのホールの移動を
意味している．ドーピングδが増大すると “in-gap state”

は右（高エネルギー側）に移動してあるところで電荷移
動が終焉し量子臨界点に達するというのが得られた結果
の定性的描像である．
　具体的な理論計算は，モデルパラメタを（La1–xSrx）2CuO4

に対する第一原理計算から得れたものとほぼ対応するよ
うに設定し行われた：即ち，Δ /2tpd = 1.32，Udp/2tpd = 

0.50，tpp /2tpd = –0.10，を用いた．得られたフェルミ面
はx = 0.15の場合に角度分解光電子分光で観測されたも
のをほぼ再現する．Fig.13は電荷移動秩序（CT）およ
び磁気秩序（SDW）の転移温度のドーピングδ依存性を
示す．これらの秩序はいずれも波数空間でq =（π /a, π /a）
（aは2次元格子の格子定数）の整合秩序である．この結
果は，局所相関を正しく取り込むことのできるO（1/N）
まで計算を行うことで得られたものである．電荷移動秩
序に関してはVarmaにより詳しい議論が成されている
が，本研究で初めて磁気秩序との関係が分かった．5層
系の内部の層では金属反強磁性相がδ  = 0.1がまで張り
出していてFig.13と（定量的な違いはあるが）良く似た
相図を示す．本研究ではこれらの相転移はRPaのレベ
ルの取り扱いであり，定量的なことを議論するにはモー
ド結合理論（SCR理論）による取扱が必要となる．多層
系の相図はNMRにより決定されており，電荷移動秩序
が観測されていないことは必ずしも得られた相図と矛盾
する訳ではない．

　転移点より低温側での電荷移動の秩序パラメタϕqは，
GL理論を構成し自由エネルギー極小の条件から求めら
れ，

ϕq =〈 1─NL
Σ（sin  

2─
kx ± i α  sin  

2─
ky ）eiq ·ri p†

k σα b
†
i diσ〉 （50）

	 i,k,σ ,α

となる．秩序パラメタϕが複素数であり，時間反転が破
れていることを意味する．実際，式（50）で与えられる秩
序はFig.14に示すような局所的なループ電流をもつ状態
であり，Varmaによって与えられたもの[8]との関係の検
討は今後の課題である．いずれにせよ，この状態はトロ
イダル磁気秩序または磁気8極子秩序と見なされる．

Fig.11.  拡張されたd-p モデル（ホール描像）

Fig.12.  エネルギー準位構造の概念図

Fig.13.  電荷移動秩序と磁気秩序の転移温度─ドープ量相図
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　本研究で得られた本質的に新しい点は，Fig.15に示さ
れる，電荷移動感受率χpx（q）の波数（q）依存性である．
χpx（q）は秩序変数（50）の第1項に対応する感受率であ
るが，M点（q =（π /a, π /a））に最大値をもちその周りで
ほとんどq依存性をもたない．スピンの感受率χ spinが急
俊なq依存性をもつことと対照的である．実は，このよ
うなq依存性をもたないゆらぎが存在すると，いわゆる
“Marginal Fermi Liquid” 状態が実現することは分かっ
ているので[6,8]，銅酸化物高温超伝導体の “optimum 

doping” 付近で観測される非フェルミ液体的振る舞いを
説明することができる．このような結果は，局所相関の
効果を取り込むことのできるO（1/N）までの精度の計算
をして初めて分かったことである．

　予備的研究で，臨界ド－ピングδ cでの電荷移動揺らぎ
によるdx2–y2対称の超伝導転移が可能であることが分
かったが，Tcのドーピング依存性や定量性は今後の課題
である．
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Fig.14. 電荷移動秩序のパターン：
 局所的ループ電流（トロイダル磁気秩序・磁気8極子秩序）
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