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We summarize recent development in studies on superconductivity in strongly correlated electron
systems. We focus on unprecedented concepts revealed by recent numerical studies including solutions of
ab initio effective Hamiltonians. The numerical results show severe competitions of superconductivity with
charge inhomogeneity due to the strong attractive interaction emergently generated by strongly repulsive
Coulomb interaction. This leads to a bistable structure of carriers, which induces the fractionalization of
electrons. The dark fermion thus emerges and plays the key role in enhancing the superconductivity.

１．は

じ

め

に

と基本法則（量子力学等）だけから理解することは，基

電子間の相関が大きいとき，物質は質的に異なった多

礎科学である物理学の最重要分野の一つである．巨視的

様性を示す．その中には種々の磁性や超伝導などがある

物質が示す金属や半導体などの性質について，量子力学

が，強い電子相関は理論的な手法や，計算科学的な手法

と統計力学によって理解を深めることで，物質科学の礎

に質的な困難をもたらすため，多くの挑戦が続いてい

が築かれたことはその一例である．一方，解明された学

る．豊田理研における私の研究では，電子相関の強い系

理が次の世代の産業革命や国民の生活に資することは半

に見られる現象の多様性（個性）と普遍性を次の 3 つの

導体産業や情報通信の発達が示してきた．その中にあっ

過程で理解しようとしている．1 ）任意パラメタなしに

て 20 世紀後半以降現在に至るまで，巨視的物質とは何

定量的に理解することによって予言力につなげていこう

か？ という問いは，終始基礎物質科学の根源的な問い

とする研究（第一原理的研究と呼ぶ），2 ）実験データだ

である．この問いを絶えず革新し続けている，重要な

けから，理論模型に依拠せずに，しかし実験で直接測定

テーマの中に，超伝導がどうやって生み出されるのか？

できない理論的に重要な物理量を機械学習によって推定

という問いと量子力学的な流体とは何か？ という問い

することによって，現象の本質をとらえようとする研

がある．

究，3 ）物質に即した研究の中から導かれる洞察をもと

わけても，超伝導は凝縮系物理学の中心的な研究テー

に，普遍的な概念に結びつける研究．また，手法の困難

マの一つである．このことはカメリン─オネス による超

を克服していくために，第一原理的計算手法の開発や非

伝導の発見（1911 年）から 1 世紀以上，1957 年に BCS

平衡とダイナミクスの計算手法の開発なども進めてい

（Bardeen-Cooper-Schrieffer）理論 が世に出て，従来型

る．対象とする現象は a ）強結合超伝導，b ）電子が元

の超伝導の基本的理解に達してから半世紀以上，そして

1）

2）

の電子としてのアイデンティテを失って，電子が分裂

1986 年に常圧で顕著に臨界温度が高く，BCS 理論では

（分数化と呼ぶ）して生じるような特異な磁性などであ

説明のできない銅酸化物高温超伝導体が発見 されてか

3）

る．本報告では紙数の制限もあるので，上記の 3 ），対象

らでも 30 年以上経つ今まで続いている．南部陽一郎ら

としては a ）を中心に報告する．

によるゲージ対称性の自発的な破れの概念が素粒子の質

物質を構成する原子，電子が原子や分子が莫大な数の

量の起源の理解に貢献した際に，BCS 理論にヒントを得

粒子集団となって初めて現れる巨視的性質（磁性や誘電

た例が示すように ，今に至るまで基礎科学の概念形成

性，超伝導，電気伝導性など（これを創発性と総称す

に超伝導現象が寄与し続けていることも，さまざまな超

る））とそれらが持つ普遍性や法則，個別性を，ミクロ

伝導が多くの物理学者の興味を引き続けている理由の一

な要素（原子や電子）が持つ基本定数（質量，電荷等）

つである．
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4）

一連の銅酸化物高温超伝導体がこの分野の研究を一新
し，2008 年に発見された鉄系高温超伝導体が多様性を
加えて，探究が活発化している．しかしながら，これら
の高温超伝導体と呼ばれる物質群は電子間クーロン相互
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作用の効果が大きい，強相関電子系と呼ばれる物質に属
しており，強相関電子系の理解に必要な，量子多体問題
を数値的に解くことの困難さもあって，超伝導が生じる
機構も発見から 30 年以上を経ても，まだ十分には解明
されていない．
このように長い歴史を持つ超伝導研究であるが，超伝
導が本格的に第一原理的な研究の遡上に上ったことは，
5）

一部 を除いては 20 世紀にはなかったと言ってもよいだ
ろう．実際，超伝導体の発見の歴史の中で理論的な予測
によって超伝導が発見された例はほとんどない（最近の
6）

超高圧下の硫化水素の超伝導は例外のひとつ ）．第一原
理的かつ定量的な本格研究対象となったのはほぼ今世紀

図１ 強い電子相関が生む「モット性」を表すエネルギー E のキャ
リア濃度δ 依存性に見られる非線形な低下．この曲線に引い
た図の点線のような接線が，相分離域を決める．

に入ってから，ここ 10 年ほどのことである．その中で
も転移温度の高い，いわゆる高温超伝導体は，応用可能

る．）ただし，b < 0 であっても，クーロン長距離斥力の

性と基礎科学的重要性が高いが，第一原理研究は最近始

ために，マクロな相分離は禁じられるから，不均一はス

まったばかりである．計算科学の大きな発展によって，

トライプ状の電荷のムラのような，短い長さスケールで

この問題を現実の物質に即して第一原理的に解明するこ

の不均一として現れる．エネルギーを運動エネルギー部

とが最近ようやく可能になってきた．少数の典型物質の

分と相互作用部分に分けてみると，この負の曲率（上凸

みに対してではあるが，鉄系超伝導体 や銅酸化物超伝

の曲線）の原因の大部分は運動エネルギーがドーピング

導体 の超伝導を含む物性を第一原理的かつ定量的に再

とともに急激に（非線形に）低下するためであることが

現するということも可能になってきている．

わかる（図１）．この急激な低下は銅酸化物の場合は強

8）

9）

相関電子系のいわゆるモット性（Mottness）に他ならな

２．超伝導にまつわる新たな概念と普遍性

い．モット絶縁体のときには電子の運動エネルギーは強

2.1. 引力の起源

く抑制されているが，キャリアドープが進むとともに絶

鉄系超伝導体や銅酸化物の第一原理ハミルトニアンに

縁体が金属化し，キャリアが急速にコヒーレンスを得る

よる研究により，これらの強結合超伝導体には，電荷不

（自己エネルギーが減少するといってもよい）ことに

均一（相分離ないしストライプ状の電荷のムラ）への強

よって，運動エネルギーが非線形に（上凸に）低下す

8，9）

い傾向が共通していることがわかってきた

．この不

均一発生は裸の電子同士は強いクーロン斥力で反発して

る．これが必然的にキャリア間の有効引力を生む．
鉄系超伝導体の第一原理ハミルトニアンの解の場合も

いるにもかかわらず，キャリア間に強い有効引力が働く

運動エネルギーは上に凸な曲線を描いてドーピングとと

ことに由来する（引力が不均一を生じることは分子間の

もに低下する．この引力の起源には，モット性以外の要

引力が液体への凝集を生むことからすぐにわかるであろ

5
素がある．3d 電子全体がハーフフィリングである 3d の

う）．また超伝導の前提である電子によるクーパー対の

電子濃度に比べて，鉄系超伝導体の母物質は 3d であり，

形成にも引力が必要であり，強い有効引力が強結合超伝
効引力は必要だが，あまり強すぎると実空間での電荷不

3d で実現する強固なモット絶縁体に比べて平均のドー
ピング濃度が鉄原子の一つにある 5 つの 3d 軌道当たり
1/5 = 0.2 である．このドーピング濃度は 1 に比べて小さ

均一状態が生まれて超伝導を抑制するという，ジレンマ

いから，モット性が見られる．実際に母物質からのホー

導も生み出している．つまり高温超伝導にとって強い有

6

5

があることがわかる．このような傾向は普遍的であり，

ルドープに比べて Fe を Co に置き換え，ドーピング濃度

バンド構造の詳細にそれほど依存しないと考えられる．

を 0.2 よりさらにずっと大きくして，図１の逆 S 字領域

普遍的に見られる強い有効引力の原因を考えてみよ

の外になれば，もはや上記の非線形に運動エネルギーが

う．キャリア間に引力が働いているということはキャリ

低下する領域を超えてしまうので，電子ドープ側の電子

ア間の有効相互作用を表す，電子の全エネルギー E の
キャリア濃度（δ ）依存性の 2 次の項，すなわち E = E0 +

相関は弱まる ．

aδ + bδ + ･･･ とあらわすときに b < 0 であることを意味

性から生まれる．母物質がフント則のために S = 2 に近

する．このときエネルギーの曲率が負になるが，そうす

い高スピン状態であるのに対して，電子ドープすると急

ると必然的に相分離や，電荷の不均一への不安定が生じ

速にスピンが縮み低スピン状態に遷移し，反強磁性も失

る．（図１の接線（点線）がエネルギー曲線と交わる

われることで，伝導電子のコヒーレンスが急速に回復す

（接する）両端がマクスウェル則での相分離領域とな

る．この結果運動エネルギーが非線形に低下し，引力が

2

10）

しかし引力の発生にはそれだけではない要素も多軌道
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生まれて，不均一性（相分離）と超伝導が誘起されるこ
とを変分モンテカルロ計算の結果は示している．これは
モット性に加えて，フント性（Hundness）が働いている
ことを示している．ニクトゲンやカルコゲン原子の方向
に伸びたワニエ軌道を持つ，3d 軌道の一つである X – Y
2

2

軌道の電子相関が他軌道に比べて秀でて強いために，軌
道選択的モット絶縁体の様相を持ち，いわゆるフント金
11）

属 と呼ばれる伝導のコヒーレンスが抑えられた状態が
母物質で生じる．他の軌道がフント則を通じて X – Y 軌
2

2

道に引きずられて生じた母物質の高スピン状態が，電子
ドーピングで X – Y 軌道にキャリアが入り始める時点で
2

2

急速に崩壊することで，上に凸なドーピング依存性を持
つ運動エネルギーとなり，強い引力が実現する．さらに
誘起されているネマティック秩序の崩壊もコヒーレンス
の増大を副次的に増幅するであろう．
本来フェルミ粒子はパウリの排他律のために，相互作
用がないときにも実質上の斥力が働いており，エネル
ギーは顕著に下凸である．エネルギーが上凸になるのは
相当に強い有効引力が働いていることになる．実際，

BCS 超伝導の場合も引力は働くが，同時刻に働くという
よりは遅延的であり，引力の働くエネルギー範囲はデバ
イ振動数程度までに限られ，エネルギーそのものが上凸
になったり，電荷均一への不安定性を表す電荷感受率の
12）

発散 などの状況は想定されていない．強結合超伝導近
傍になって初めて生じる様相である．
電荷不均一というのは 2 種類のキャリア濃度が双安定
になることを意味する．（例えば液相気相相転移におけ
る液相と気相への不均一化は，気相の自由エネルギーと
液相の自由エネルギーが二重井戸（double well）構造を
示すことによって起きる．）その結果この 2 つの濃度へ
と不均一化する．双安定になる 2 つのキャリア濃度での
キャリアの性格が異なり，両者の間を 1 次転移的に飛ぶ
ことが不均一の原因と理解できる．しかしもとをただせ
ばキャリアの起源は電子のみであり，特に銅酸化物では
単一な種類の電子（単純化していえば，銅の 3dx – y 軌
2

2

道の電子）が超伝導を担っており，ハバード模型と呼ば
れる銅酸化物の典型的な理論模型では 1 種類の電子しか
ない．キャリア濃度が大きい時に安定なキャリアは確か
に電子が衣を着た普通の準粒子であろう．不均一化が生
じるのはモット絶縁体に近い低キャリア濃度側（アン
ダードープと呼ぶ）であるから，アンダードープ側で通
常の準粒子で記述されるフェルミ液体とは異なる性格の
キャリアが支配していることを不均一化は示唆する．で
は準粒子とは異なるキャリアとは何だろうか？
この双安定化と関係するかもしれない「隠れたフェル
ミオン」のアイデアが，動的平均場近似という全く異なる
7，13）

クラスター拡張した動的平均場近似（cluster dynamical

mean ﬁeld theory，cdMFT）と呼ばれる手法を適用する
と，電子のグリーン関数や電子の自己エネルギーを正常
13，14）

状態と超伝導状態で詳細に解析することができる

．

超伝導秩序は運動量 k および振動数ω に依存するギャッ
プ関数 Δ（k, ω ）によって特徴づけられる．超伝導の秩序
パラメタ（ギャップ）はギャップ関数の実部のω = 0 で
の値に他ならない．この虚部を cdMFT と本質的に似た
方法で計算したところ，ギャップエネルギーに対応する
振動数より少し大きな振動数に顕著なピークを持つこと
15）

がわかった （図２）．秩序パラメタ ReΔ（ω ）はクラマー
ス・クローニッヒの関係式によって虚部の振動数に関す
る積分であらわされるので，虚部の各振動数からの寄与
を計算して区別することができる．その結果，図の虚部
の顕著なピークの秩序パラメタへの寄与が実部のω = 0

2.2. 隠れたフェルミオンと電子の双安定性

数値手法から浮かび上がっている

図２ ハバード模型をクラスター動的平均場近似で解いたときに得
ano
られるギャップ関数 Δ（a）と自己エネルギーの異常部分 Σ
13）
（b）．いずれも虚部（緑点線）は顕著なピーク構造を持つ ．

．ハバード模型に

の値で与えられるギャップ全体の 80% にも及ぶことが
わかった．すなわち虚部の顕著なピークが超伝導の主因
ということになる．かつて強結合の BCS 超伝導の時に
16，17）

，そのピーク構造が，

もこのようなピークがあり

フォノンの状態密度の構造と一対一対応で一致したこと
が，Pb などの BCS 超伝導を引き起こしている主因が電
子格子相互作用であるという証拠となった．ハバード模
型には電子格子相互作用はないから，このピークの主因
が何かということが問題になる．
ところでギャップ関数は電子のグリーン関数の自己エ
ネルギーの異常部分 Σ （超伝導に由来する非対角部分）
ano

に比例している．このことを反映して Σ

ano

の虚部にも顕

著なピークがみられる（図 2（b））．しかし驚いたこと
に，BCS 超伝導の時にはなかったことだが，自己エネル
ギーの正常部分 Σ

nor

の虚部にも同じ振動数に同様な顕著

なピークがあることがわかった．さらに超伝導相での電
子の 1 粒子グリーン関数は
tot
–1
G（k, ω ）=［ω – （
ε k）– Σ （k, ω ）］ ,

（1）

Σ （k, ω ）= Σ （k, ω ）+ W（k, ω ）,

（2）

Σ （k, ω ）
W（k, ω ）≡ ————————————
nor
ω +（
ε k）+ Σ （k, –ω ）
*

（3）

tot

nor

ano

2
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果たしており，異常部分のみを分離抽出できないと超伝
導機構も議論できない．角度分解光電子分光で直接得ら
れるスペクトル関数 A
（k, ω ）= ImG（k, ω ）のデータのみ
を使って，Σ

nor

とΣ

ano

を分離して決める問題は劣決定問

題（方程式の数よりも未知数のほうが多い問題）であ
り，この逆問題を決定論的に解くことはできない．しか
しグリーン関数や自己エネルギーには，クラマース・ク
図３ ハバード模型をクラスター動的平均場近似で解いたときに得
ano
nor
られる自己エネルギーの異常部分 Σ と正常部分 Σ ．両者は
スペクトル関数 A（k, ω ）=（ImG）においては相殺して消えてい
13）

る ．

ローニヒ関係式や振動数依存性に関する対称性，値があ
る振動数領域が限定されるなどの，物理的に要請される
条件があるので，これを利用することにより，劣決定問
題を機械学習の方法を用いて解くことができる．このよ
18，19）

で与えられるが，このグリーン関数には自己エネルギー

うにして，銅酸化物の角度分解光電子分光データ

の正常部分と異常部分にみられる顕著なピークの影響が

機械学習を適用した結果，やはり超伝導相で正常部と異

に

見られないこともわかった．正常部分の自己エネルギー

常部の自己エネルギーがどちらも顕著なピークを持ち，

Σ と超伝導に由来する異常部分の寄与である W の振動

全自己エネルギーではこの二つが相殺している解がもっ

数依存性が相殺して，グリーン関数 G では構造が消えて

とも妥当な推定になっていることがわかった

nor

いるのである（図３）
．

20）

．

2.4. 2 成分フェルミオンによる記述

このような相殺があるために，光電子分光であれ，ト

このような完全な相殺は，ピーク構造の原因がスピン

ンネル分光であれ，電子の 1 粒子グリーン関数の虚部

ゆらぎのような電子とカップルするボソンであると考え

（すなわちスペクトル関数 A）を観測する実験手段では，
ano

Σ

の虚部のピーク構造は観測できないことになる．銅

酸化物超伝導の発見以来，超伝導機構のかぎを握る最も

たのでは説明できない．さらに驚くべきことに，電子
（準粒子）c が，ある別の隠れたフェルミオン d と混成し，
以下のような 2 成分フェルミオンの有効ハミルトニアン

重要なこのピークが見過ごされてきた所以である．同時
にこれから実験で究明すべき課題として，電子の自己エ
ネルギーの正常部分と異常部分の寄与を分離して観測す

†
d†kσ dkσ
H = Σ［（
ε k）c kσ ckσ + ε（k）
d

eff
		

†
+ V（k）
（c kσ dkσ + H.c.）］

る方法を開発することが，超伝導解明にとって本質的に

では当然のことながら，Σ

ano

はゼロとなるが，Σ

nor

は残

る．相殺する相手がいないからこの正常部の寄与はスペ
クトル関数 A（k, ω ）にギャップを作ることになる．これ
が実験的に観測される擬ギャップ（電子の状態密度があ
たかもギャップを持つかのように，帯磁率，核磁気共
鳴，光学伝導度，光電子分光が超伝導転移温度以上でふ
るまう現象）の原因であるということがわかる．
2.3. 機械学習による角度分解光電子分光データの解
析
前節の研究はハバード模型という理論模型による考察
であったが，ハバード模型が銅酸化物をどこまで忠実に
あらわしているのかについては，議論が絶えない．従っ
て実験データから直接電子の自己エネルギーを抽出でき
れば，相補的にはっきりしたことが言えるようになる．
しかし，光電子分光やトンネル分光のような実験で測定
できるのは（1 ）式で与えられる一体グリーン関数の虚部
（スペクトル関数）か（ 2 ）式で与えられる全自己エネル
ギーであり，自己エネルギーの正常部分 Σ

nor

ano

Σ

と異常部分

をただちに分離して直接測定することはできない．

しかし，正常部と異常部は理論的には全く異なる役割を

（4）

ck↑ c–k↓ + D（k）
dk↑ d–k↓ + H.c.］,
–Σ［D（k）
c
d

重要であることがわかる．
また図 3
（b）は臨界温度以上での結果であるが，ここ

kσ

k

に従うならば，この相殺を完全に説明できることがわ
かった

7，13）

．超伝導転移温度以上で観測される擬ギャッ

= D（k）
= 0 とおいて得られる 2 成分
プも，上記の D（k）
c
d
ハミルトニアンに生じる混成ギャップとして説明でき
る．
混成によるギャップ形成がギャップの起源であるとい
うのは量子多体系のギャップ形成機構としては普遍的な
ものである．例えば，反強磁性秩序や電荷秩序によって
対称性が破れるとハートリーフォック近似で相互作用項
は
は〈m〉c†k,σ ck+Q,σ（
’ ただし Q は秩序の周期を表す波数〈m〉
秩序パラメタ）の形の平均場項を獲得するが，この平均
場項は ck,σ と ck+Q,σ ’ の混成項に他ならない．この場合は
「隠れたフェルミオン」d は隠れたものではなく波数の異
なる準粒子 ck+Q,σ ’ に他ならない．このようなギャップ形
成のメカニズムは物理学に普遍的なものであり，超伝導
によるギャップ形成も同じ範疇のものとして理解でき，
このときはシングレット超伝導では dk,σ = c†-k, -σ である．
超伝導の自発的対称性の破れとギャップ形成の概念に
ヒントを得て，南部─Jona Lasinio は素粒子の質量（励起
ギャップ）獲得の原因として，カイラル対称性の破れに
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クォークによる合成粒子であるという考え方が提唱され

提唱した ．その後，対称性の破れで自発的に生じる混

たときに遡る．物性物理においても，ポリアセチレンで

成項が物質の質量の起源となるという考え方は一般的

はもとの電子が分数化して，ソリトンの電荷がもとの電

普遍的なものと認められることとなった．量子色力学

子の 1/2 や 1/3 になったり，スピンをもたない電荷ソリ

（quantum chromodynamics，QCd） で も 強 い 相 互 作 用

トンや，スピンのみを持ち電荷をもたないスピンソリト

をするクォークとアンチ・クォークのペアが凝縮してカ

ンが存在することが示された．その後，分数量子ホール

イラル対称性が破れることで，強い相互作用から混成項

効果，ハルデン模型，1 次元物質における朝永ラッティ

が生まれ，質量が生じると考えられている．クォークの

ンジャー液体におけるスピン電荷分離，トポロジカル物

質量の起源はヒッグス機構にあるが，核子の質量の大半

質などで，この分数化は幅広く認知されることとなって

（したがって我々の身の回りの世界を構成する質量の大

いる．しかし，高温超伝導体の場合に電子の分数化がお

半）は，この混成から生まれる ．さらに弱い相互作用
†
†
q ψ + ψ ）のようにフェルミオン q とボ
の場合も含めて q （

きているのではないかということを最初に提起したのは

anderson であるが，実際に分数化が起きていること

ソンψ が相互作用しているときに，ボソンψ が凝縮して

を確証した実験や理論は存在しなかった．自己エネル

フェルミオンに創発的な混成項が生まれるという機構も

ギー解析から得られた 2 成分表現は，新たな角度からこ

一般的であり，QCd ではボソンであるグルーオンの凝

の分数化について光を当てることになっている．

21）

23）

縮によってクォークの質量形成に貢献しうるし，弱い相

ギャップができる原因として，そもそもの結晶構造の

互作用ではＷボソンやＺボソンの凝縮がハドロンの質量

周期性から一体的にギャップができるバンド絶縁体とそ

形成をもたらす．

れに断熱的につながる場合は別にして，相互作用効果が

今まで述べた機構はいずれも，物性，素粒子物理を問

ないときにギャップがない場合に，相互作用によって

わず，質量やギャップの生成に自発的対称性の破れを必

ギャップが生じるメカニズムとして，自発的対称性の破

要とする．しかしながら，銅酸化物にはアンダードープ

れの例をすでに挙げたが，分数化による混成ギャップは

領域で擬ギャップ状態と呼ばれる現象が見られ，電荷と

対称性が破れなくても，ギャップが生じることを示して

スピンの両方の自由度にギャップが生じる．擬ギャップ

いる．また，分数化した片割れ（隠れたフェルミオンあ

相では，一部でストライプやそのほかの対称性の破れに

るいはダークフェルミオン）が，今まで通常の実験で検

関する理論や実験があるものの，必ずしも自発的な対称

知できていなかったにもかかわらず，超伝導を引き起こ

性の破れがすべての銅酸化物の擬ギャップに見られるわ

すキープレーヤーであることが示された．高エネルギー

けでもない．したがって，擬ギャップというのは有限温

物理学においても，ダークマターやダークエネルギーな

度でみられる現象であって，ギャップを形成する温度，

どの未解明現象を意識して，標準模型を超える物理の追

ドーピング領域が他と相転移で隔てられているとは限ら

求 が 盛 ん に な っ て い る が， や は り 対 称 性 を 破 ら ず に

ず，クロスオーバー現象である．このようなクロスオー

ギャップや質量が生じる機構を考えようという試みが始

バーであれば，対称性は破れていなくても，反強磁性や

まっている ．

24）

電荷秩序の短距離相関が非常に発達してくれば，ぼんや

分数化というのはもとの粒子ではない粒子が低エネル

りとそのような兆候は見えても良いのではないか？ と

ギー励起を司るから，粒子が存在していること自体は変

いう推測もあってよい．このような短距離相関の場合に

わらない．しかし，前節の機械学習で明らかになった，

擬ギャップを生み出す機構は，発達した短距離相関が生

銅酸化物の自己エネルギーには顕著なピーク構造が見ら

み出す，擬似的な南部・ゴールドストーンモードによる

れるだけでなく，このピークの裾野は正常自己エネル

ボソン（近似的なスピン波など）ということになる．し

ギーの虚部に関しては，エネルギー (ω ）ゼロに向かっ

かしながらこのようなボソンでは，超伝導相で見られ

てω に比例する構造を持つように見える．ω に比例する

る，正常部分と異常部分の自己エネルギーがグリーン関

自己エネルギーの虚部というのは，すでに実験的に銅酸

数で相殺するという計算結果は説明できない ．創発的
にかつ自発的対称性の破れなしに，
（ 4 ）式のような 2 種

化物で見出される，限界フェルミ液体（marginal Fermi
liquid）と符合する様相であり，常伝導状態で電気抵抗

類のフェルミオンによる混成項が生じなければならない．

が温度に比例するという，銅酸化物で知られている顕著

22）

2.5. 電子の分数化
（ 4 ）式のよ
もともと 1 種類の電子しかなかったのに，

な特徴と整合している．この特徴は最近，キャリアの緩
–1
和時間τ がτ = Γk T/-h という式で表されるというプラン

うに，自発的な対称性の破れが起きていないのに，2 成

ク減衰，プランク減衰に従う量子流体をプランク流体と

分のフェルミオンで表す必要があるということは，電子

呼ぶ考え方 を支持している．ここに Γ は１程度の無次

が分数化したことを意味する．分数化は陽子や中性子の

元定数である．プランク流体では構成する粒子の運動の

よ う な 当 時 素 粒 子 と 考 え ら れ て い た も の が， 実 際 は

緩和時間の逆数が，普遍定数であるボルツマン定数とプ

B

25）
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ランク定数の比のみで表される比例定数を使って，温度

ス，すなわち c と d の混成が起きることに他ならない．

T や振動数ω に比例することを主張する．これは極めて

対称性の破れを必要とする今までの混成項の生成とは異

単純な普遍関係式であり，次元解析だけから予測され

なる，新しい創発的ギャップ生成機構といえる．

る，物質ごとの個性を含まない普遍性を持つ．また，緩

またこの束縛状態は，平均として一重占有となってい

和 時 間 の 逆 数 が そ の 粒 子 の 振 動 数（ あ る い は エ ネ ル

る大半のサイトと比較して，プラスとマイナスの電荷が

ギー）に比例するということは，量子振動が 1 回起きる

分極した双極子となる．この双極子同士は双極子相互作

か起きないうちに減衰することを意味し，量子力学的な

用で強く引力相互作用する．d はホールに束縛された電

粒子としての存在が十分に定義できなくなる瀬戸際にな

子（や二重占有サイトの近くに束縛された空孔）である

ることを意味する．すなわち，隠れた粒子も実際は粒子

から，ほぼ局在している（分散が小さい）はずであり，

として記述できるかどうか怪しくなる状況である．量子

引力の効果も大きい．したがって引力による実空間での

力学は今まで，基本粒子が存在して，この基本粒子がコ

ペアを作るが，これは混成を通じて，コヒーレントな準

ヒーレンスをもって運動することをその基礎としてきた

粒子 c のクーパー対となる．c の自己エネルギーの異常

が，今の場合には粒子間の強い相互作用のために，あら

部分の虚部に見られる顕著なピークはこのプロセスで自

ゆる粒子描像が破綻しかけた流体という新しい流体描像

然に説明される．

を必要としていることを示しているように見える．

３．展

2.6. ダークフェルミオン（隠れたフェルミオン）と
励起子

望

本報告では強相関電子系の超伝導体の持つ性格，特

次に解明すべき問題は，では隠れたフェルミオンの実

徴，さらにその中から浮かび上がってくる超伝導機構へ

体は何かということと，それをどうやって実験的に立証

の帰結と概念の基本的な考え方がわかるように，全体の

するかということになる．現時点では隠れたフェルミオ

流れの概略を述べた．

ンを特定する段階にはなっていないが，著者の推論をこ
26）

こで述べる ．

強相関電子系の超伝導のメカニズムの解明は，凝縮系
物理学の困難な諸問題の中でも特に際立っている．さま

本来 1 種類しかない電子から，準粒子 c と隠れたフェ

ざまな角度からの，銅酸化物や鉄系超伝導体の多様な追

ルミオン d が創発的に生まれるということは，前節で述

究からわかってきたキーワードに，モット性やフント性

べた，電子の双安定性を想起させる．ドープされたモッ

が生む双安定性，電荷不均一と超伝導の競合，銅酸化物

ト絶縁体にはもともと電子の遍歴と局在の二面性があ

における擬ギャップと超伝導の関係，隠れたフェルミオ

り，ドーピング濃度の小さな過小ドープ領域では，準粒

ンの存在と電子の分数化などがある．その中でも今まで

子の繰り込み因子が小さく，元の電子の大半は準粒子で

の長い超伝導の研究の歴史の中で，ずっと見過ごされて

はないインコヒーレント部分に属していることが知られ

きた，電子の自己エネルギーの正常部分と異常部分の関

ている．このインコヒーレント部分というのが，双安定

係についての知見は，両者を区別して観測することの重

な励起の片割れ d を表すだろうと考えるのは自然であ

要性を示している．

る．電子をドープされた絶縁体に加えると，加えられた

最終的な超伝導機構の決定的証拠はこれらの自己エネ

電子は準粒子として空間に広がって，低エネルギー励起

ルギー（およびギャップ関数）や隠れたフェルミオンに

を形作るというのが，通常のフェルミ液体の考え方であ

期待される性質と，電荷やスピンの相関の実験結果との

るが，これとは別の低エネルギー励起として，既に存在

一対一対応によって初めて示される．想定される電荷の

している空孔と束縛状態を作る励起もありうる．束縛状

相関の重要性から，今まで十分なエネルギー，運動量の

態を作ることによって，運動エネルギーは損をするが，

精度のなかった，励起子も含めた電荷相関の解明が待ち

強い斥力相互作用 U の損を減らすことができる．このよ
うな束縛状態は，半導体でよく知られる励起子に似てい

望 ま れ る．EELS（ 電 子 エ ネ ル ギ ー 損 失 分 光 法 ）） や
RIXS（共鳴非弾性Ｘ線散乱）を含め新たな実験手段の

る．今ドープされたモット絶縁体では既に存在している

開発と発展が重要である．

空孔の近くに束縛された電子は，この励起子を構成する

今後，銅酸化物の有効ハミルトニアンを実際に解いて

一部分（電子）であるからフェルミオンであり，束縛さ

実験との定量的比較検証を行なうことや，種々の鉄系超

れることによって，電子のインコヒーレント部分の一部

伝導体の超伝導に関する個性を定量的に理解することも

を形成することになる．この束縛された電子（フェルミ

直近の課題として重要である．

オン）は隠れたフェルミオンの候補となる．実際，この
束縛されたフェルミオン d はハバード模型のトランス
ファー項を通じて，ある寿命で準粒子 c に遷移し，また
†
†
その逆の過程も起きる．これは c d + d c というプロセ
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