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バレンススキップ元素(Tl)をドープした 

PbTe 超伝導体における電子状態の NMR による研究 

椋 田 秀 和＊ 

NMR measurement on superconductor Tl-doped PbTe

Mukuda Hidekazu＊

Pb1-xTlxTe 系において x>0.003 で超伝導(Tc~1K 程度)が発現するが、その常伝導状態では近藤効果

に似た電気抵抗の上昇が超伝導の発現するドープ量において観測されため、Tl イオンのバレンスス

キップ現象に由来する電荷近藤効果が関連した新しい超伝導機構の可能性が提唱されている。我々

は、Te サイトの NMR 実験による Knight shift および 1/T1 測定を通じ、Tl ドープによる電子状態とそ

の変化を初めてミクロスコピックに調べた。x=0.006 多結晶粉末ではとくに電子状態に異常は見られ

なかったが、単結晶試料(x=0.01)では動的な物理量を見ることのできる核スピン緩和時間に驚くほど

大きい空間分布があることがわかった。何らかの付加的な揺らぎが Tl 近傍で局所的に起こっている

ことが示唆される。これまでの研究の経過報告と共に今後の明らかにすべき課題について報告する。

１．研究背景と目的 

1957 年に格子振動(フォノン)を媒介とした BCS 理論で説明された超伝導現象であるが、1979 年の重い電子系超伝導、

1986 年の銅酸化物高温超伝導など新しい超伝導の発見以来、磁気的な相互作用(スピン)を媒介とした超伝導などフォノン

以外が対形成を担う新しい超伝導機構の存在が広く認識されてきた。以来、さらなる高い超伝導転移温度(Tc) を持つ物質

探索は、銅酸化物の舞台からの類推から強相関電子系物質群を中心に世界中で行われているが、新しい超伝導発現機構を

探索する実験・理論研究も盛んに行われている。

最近、半導体 PbTe に Tl をドープした Pb1-xTlxTe 系において x>0.003 で超伝導が発現することが報告された(ref.1)。キ

ャリア数が極端に少ないにもかかわらず 1K もの高い Tcが出ることは、BCS 理論の枠組みからは異常であるが、本系の

最も注目すべき特徴は、超伝導が発現するドープ量の試料にだけ、常伝導状態に近藤効果のような電気抵抗の上昇（低温

に向かって対数的温度依存性）が観測されていることである。この特異な電気抵抗の振る舞いの解釈として、通常のスピ

ンの縮退に伴う従来の近藤効果とは異なり、Tl イオンの価数が Tl1+か Tl3+に限られ中間の Tll+状態 (6s に 1 個)はエネル

ギーが高いのでスキップするため、Tl 当りの 6s 電子数が「0 個(空)か 2 個(満) 」の状態のみ存在し、それら状態の縮退

がもたらす「電荷近藤効果」に由来する可能性が指摘された(ref.2)。この現象が観測されるドープ域と超伝導相の出現領

域が一致するため、新奇な「バレンススキップ機構」による超伝導の可能性が理論から提案されている(ref.2)。しかし、

Tc が 1K 程度と低いため、この現象の本質にミクロな視点から迫る実験はない。本研究は、バレンススキップ元素を有す

る新しい超伝導物質 Pb1-xTlxTe で提唱されている「電荷近藤効果」の起源と電荷近藤効果に由来する新しい原子価移動揺

らぎ超伝導機構の可能性を、微視的な実験手法である核磁気共鳴(NMR)を用いて検証することを目的とする。

２．実験結果と考察 

これまでの電気抵抗測定などのバルク測定だけではわからない電気抵抗上昇の起源をミクロに解明するため、x=0.006
多結晶粉末および単結晶試料(x=0.01)において 125Te 核の核磁気共鳴(NMR)を用いて、スペクトル測定、ナイトシフト測定、

核スピン格子緩和時間(T1)測定などを行い、Tl ドープによる電子状態の変化、超伝導状態との関係について調べた。

x=0.006 多結晶では、125Te-NMR スペクトルはとても共鳴線幅が狭く、図１に示すように、ナイトシフト測定が電子状

態の変化を鋭敏に捉えることができることがわかった。核スピン格子緩和率 1/T1T の温度変化も激しいが、ナイトシフト

の 2 乗とよくスケールしていることから、通常金属でよく見られる「コリンハの関係」が成り立っていることがわかった。

ナイトシフトや 1/T1T に温度依存性が見られることは珍しいことであるが、価電子帯のトップにホールドープされたバン

ド構造に由来し、フェルミレベルよりもやや低いところに大きくブロードな状態密度のピークがある特異なバンド構造を
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図 １．X=0.006 の多結晶試料の Knight shift

（上）と 1/T1T（下）の温度依存性 

ｘ 
図 １．x=0.006 の多結晶試料の Knight shift（上）

と 1/T1T（下）の温度依存性 

   図１．多結晶試料 x=0.006 のナイトシフト(上)
と核磁気緩和率(下)の温度依存性

考えると理解できることがわかった。ここで注目すべきは、電荷近藤効

果が起こるとされる温度域(～10K)以下で異常があるかという点である

が、この多結晶試料では、10K 近傍で微妙な電子状態の変化は顕著には

確認できなかった(図 1)。抵抗の上昇および超伝導転移が実際に確認され

ていない試料であっため、観測が困難であった可能性があると考え、実

際に電気抵抗上昇が観測され、かつ超伝導転移が明瞭に確認されている

単結晶 (x=0.01)を Stanford 大から急遽提供してもらうことにした。頂い

た単結晶は、dHvA 実験ができるほどの純良単結晶で、実際に電気抵抗

測定には、近藤効果的な上昇が見られていることが確認できている。

この x=0.01 単結晶試料のナイトシフト測定からは、x=0.006 よりもド

ープ量の増加にしたことでフェルミレベルがシフトし、状態密度が上昇

していることがわかった。その他の傾向は x=0.006 とやや似ているが、

新たな困難な点として、核スピン回復曲線は非常にきれいに測定でき、

精度よく T1を決定できているにもかかわらず、重要な低温での 1/T1T の

データにばらつきが見られることが浮上した。そこで、信号強度を増す

ため、単結晶を粗く砕き、精度よい測定でやり直したところ、抵抗上昇

が観測されている x=0.01 の単結晶試料では特筆すべき大きな違いとし

て、x=0.006 の多結晶に比べ 1/T1T の絶対値が劇的に大きいことがわかっ

た。僅かなドープ量の違いがこれほどの変化を生むことは驚きであった。

さらに、より詳細を調べていくと、ブロードな 125Te-NMR スペクトルの

高周波側では、緩和時間(T1)がとても短く、低周波側では比較的長いこ

とを突き止めることができた。つまり、125Te 周りの局所電子状態が試

料全体では一様でなく、おそらく、わずかにドープされた Tl に近いところの Te サイトは緩和時間が短く、比較的遠いと

ころの Te サイトでは長いということを示唆している。今のところ原因は考察中であるが、Tl がバレンススキップイオン

であることを考えると、1 価と 3 価状態が縮退して揺らいでいることによる何らかの揺らぎが Tl 近傍で局所的に起こっ

ていると考えることもできる。これから単結晶試料を中心にこの振る舞いの x 依存性の調査を通じて明らかにしたい。

３．まとめと残された課題

Te サイトの NMR 実験を通じて、x=0.006 多結晶粉末および単結晶試料(x=0.01)の背景にある電子状態を調べてきた。

x=0.006 の多結晶粉末ではとくに電子状態に異常は見られなかったが、単結晶試料(x=0.01)では核スピン緩和時間の空間分

布が驚くほど大きいことが明らかになった。特に、良質な単結晶でその傾向が著しいことは驚きであり、電気抵抗の上昇

の原因と何らかの関係があると思われる。現在は、スペクトルの共鳴位置と緩和時間の関係についてさらに詳細を詰めて

いく実験を継続している。これらの局所状態の分布は今回の NMR 実験で初めて明らかになったことであり、バレンスス

キップ元素が本系の電子状態に何らかの影響を与えているミクロスコピックな証拠になると期待される。
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