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The heavy-fermion systems are characterized by the presence of a sharp peak in the density of states near
the Fermi level, which is responsible for the high thermoelectric properties. In this study, we have developed
the state-of-the-art apparatuses of angle-resolved photoemission spectroscopy and molecular beam epitaxy for
the investigation of heavy-fermion based thermoelectric materials and superlattices. The obtained results can
provide a part of guidelines to control and enhance the thermoelectric properties in heavy-fermion systems.

１．はじめに
化石燃料の枯渇や地球温暖化といった問題は，大量のエネルギー消費を前提とした現代社会が直面している大きな課題
である．近年，社会システム全体のエネルギー消費を低減するための有力な手段の一つとして，未利用エネルギー（排熱）
を有効なエネルギー（電気）に変換することができる熱電変換技術への期待が高まっている．しかしながら，既存の材料
で構成された熱電発電システムでは，その発電効率は依然として高くなく，広く普及するには至っていない．そのため，
材料開発に新しいブレイクスルーが求められている．本研究では，以前から理論的にはその有力候補として予言されてき
た重い電子系（強相関 f 電子系）の熱電特性に関する新しい制御指針を構築し，それをベースにした高性能熱電材料を開
発することを目指している．
熱電材料の性能は，主にフェルミ準位近傍の極狭いエネルギー領域の電子状態が決定している．重い電子系においては，
希土類元素に含まれる f 電子と伝導電子との相互作用によってフェルミ準位上にバンド幅が極端に狭い状態が形成される
ため，この特徴を効果的に利用することで，既存材料の性能を凌駕する熱電材料を創製できる可能性は高いと考えられて
いる（1）．熱電材料の性能を制御するためには，フェルミ準位近傍の電子構造を詳しく知ることが重要であり，本研究で
はこのために角度分解光電子分光（ARPES）を適用する．また，重い電子系を熱電材料に応用する上で最も困難な要素
である高い熱伝導度をいかに低減するかという点に関して，本研究では重い電子系の人工超格子の開発によってその解決
を目指している．これは，適切な人工超格子を作製することによって，その界面でフォノンだけを効果的に散乱させると
いうコンセプトに基づいている．
以上，本研究では重い電子系をベースとした熱電材料を開発し，その電子構造の精密解析や超格子試料の作製を通じて
全く新しい熱電材料開発の指針を構築することを最終的な目的として設定している．

２．装置開発（ARPES + MBE）
本研究の柱の一つである aRPEs
直接観測されるバンド分散を詳しく解析することにより，近藤温度
ARPES測定においては，
測定においては，Yb
価数の決定を初めとして，直接観測されるバンド分散を詳しく
や有効質量，及び準粒子の寿命のエネルギー依存性の決定を行うことが可能であり，熱電材料の研究に重要な役割を果
解析することにより，近藤温度や有効質量，及び準粒子の寿命のエネルギー依存性の決定を行うことが可能であり，熱電
aRPEs 装置の立ち上げと最適化調整を行った．この装置は，光源としてヘリウ
たすと考えられる．本研究では新しい
材料の研究に重要な役割を果たすと考えられる．本研究では新しい
ARPES 装置の立ち上げと最適化調整を行った．この
2 次元マッピングが可
ム，キセノン，及び紫外線レーザーを備えており，また試料を回転することなく光電子放出角の
装置は，光源としてヘリウム，キセノン，及び紫外線レーザーを備えており，また試料を回転することなく光電子放出角
能である等，最新の高性能なものである．
の 2 次元マッピングが可能である等，最新の高性能なものである．
もう一つの柱として，本研究では分子線エピタキシー（MBE）装置の開発・高度化を進めた．本装置は超格子作製の
ために 4 つの K-Cell を備えており，また超高真空が容易に得られるようにコンパクトな設計となっている．ここで作製
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