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 Spectroscopic experiments offer powerful tools to understand physics of electron correlation. Recently 
the energy-momentum resolutions and measurable physical quantities are dramatically improved and 
expanded. angle resolved photoemission spectroscopy (aRPES) is one of such techniques to probe the 
single particle dynamics and the resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) spectroscopy is another technique 
for the two-particle dynamics. Spectroscopic measurements are rapidly developing but they have been 
usually analyzed independently. However, the difficulty in strongly correlated electron systems hamper 
the complete understanding of the correlated electrons for decades in such independent analyses. Here an 
initial attempt to overcome such difficulty first with the aid of computational science and next by combining 
different tools to reach the integrated understanding of the electron dynamics is discussed. In the first part 
we show the high-accuracy calculation of the single particle electron dynamics represented by the spectral 
function, which can be measured by aRPES or scanning tunnel microscope. The d-wave superconducting 
gap structure is for the first time quantitatively estimated in the quantum simulation of the spectral function, 
which implies that the method can be used to predict the superconducting properties quantitatively for 
high-temperature superconductors. Next we present an attempt to combine aRPES and RIXS in an integrated 
analyses. By using the aRPES data, the two-component fermion model is constructed from the insight 
inspired by the data and it is applied to predict the prominent feature of RIXS spectra. It predicts a substantial 
enhancement of the RIXS intensity in the superconducting phase relative to the normal phase, which is 
absent in the conventional superconductors. In this test the validity of the electron fractionalization 
represented by the two-component model can be examined. From this achievement, we argue that the 
integrated spectroscopy method is expected to offer a powerful route to overcome the difficulty in strongly 
correlated systems.

　分光学的実験は電子相関を理解するための強力な手法である．最近エネルギー─運動量分解できる手
法の解像度や測定可能対象は劇的な進歩を遂げてきた．そのような手法の一つは角度分解光電子分光
（aRPES）であり，1電子ダイナミクスを詳細に観測できる．共鳴非弾性X線散乱は2体のダイナミクス
を測定できるもう一つの顕著な例である．これらの分光手法は著しい進歩を遂げているものの，個別独
立に実験解析される場合がほとんどである．しかしながらそのような個別の解析にとどまっていること
にも起因して，強相関電子系の統合的理解は何十年にもわたって困難に直面している．ここではその困
難を克服するために計算科学的手法の支援を活用し，さらに異なる分光実験手法を統合解析する試みを
述べる．前半では強相関電子系の困難を克服してaRPESやトンネル分光で測定できるスペクトル関数の
高精度計算を可能にした例について述べる．具体的には，この手法を用い大きなサイズの系でd波超伝
導のギャップ構造を初めて定量的に求めることに成功した例を議論する．この成果は今後高温超伝導体
の物性予測に活用できる．後半ではaRPESとRIXSの手法を計算科学や機械学習と理論の橋渡しによっ
て統合解析した結果，問題の本質を捉え得る2成分フェルミオン模型の妥当性を検証する解析を提案す
る．得られた結果は，電子の分数化が起きているならば，RIXSの強度が超伝導状態で増大することを予
測する．この実験によって，高温超伝導体が電子の分数化を重要な要因としているかどうかを検証でき
る．この成果は「統合分光学」が強相関電子系の理解の困難を乗り越える道筋として有望であることを
示している．
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的な強みと重要性は，エネルギー（時間）と運動量（空
間座標）ごとに分解して，電子のような素粒子やマグノ
ン，フォノンなどの素励起など，「粒子」の量子力学的
な運動を直接観測できることに由来する．
　しかし分光技術の革命的な進歩をもってしても，直接
測定可能な基本物理量は限定的であり，超伝導機構など
強相関量子物質理解の壁となっている．豊田理研で発展を
模索する統合分光学はこの障壁を乗り越える道筋となる．
　一方，物理学は実験と理論の両輪によって発展する．
計算機の発展と相俟って，計算物理学分野が物理学研究
の三極目として，物質科学の発展を支えるようになった
（図１左参照）．さらに任意パラメタを含まずに物性を定
量的に予測しうる第一原理的な手法が発展し，実験解
析，基本原理の解明等に貢献するようになってきた．ま
た解析困難な強相関電子系に適用するため，階層的な第
一原理手法（MaCE）が発展してきた1）．この第一原理
計算の結果と分光データを統合解析すれば，個別解析で
の不確実さを取り除き飛躍的発展が期待できる．
　しかしそれだけでは十分ではない．統合といっても図
１左の三極の連携は，依然研究者の直感や，実験条件に
関する仮定・単純な理想化に頼る部分が多い．そのため
実験測定で隠れている本質的な多くの物理量は現在も抽
出困難であり，高温超伝導機構，強く競合する秩序やゆ
らぎの理解等，強相関電子系が直面する困難の原因とも
なっている．また最先端分光であっても測定限界や困難
は多い．特に電子間相互作用の効果の強い強相関電子系
では，理論解析手法が未確立な部分もあり，データの解
釈を困難にしている．さらに近年の物質開発のフロン
ティアは，バルクの熱平衡とは異なる特性と機能性を持
つ界面・表面や新奇な高温超伝導体，トポロジカル物
質，ポンププローブ分光による非平衡系，高圧下の系な
どに対象を大きく拡大した．この最前線は，界面でのマ
ヨラナ粒子検証の可能性やトポロジカル超伝導発現の提
案に代表されるように意義も高い．だが革新的測定手段
を用いても界面物理量や超伝導自己エネルギー，非平衡
での時間発展等，理論的理解に必要な物理量の直接測定
が困難なことが高機能性の探求や高温超伝導などの現象
の機構・原理の基礎科学的解明の障害となってきた．

１．は　じ　め　に
　豊田理研における私の研究では，電子相関の強い系の
現象の多様性（個性）と普遍性を次の3つの過程で理解
しようとしている．1）任意パラメタなしに定量的に理
解することによって予言力につなげていこうとする研究
（第一原理的研究と呼ぶ），2）実験データだけから，理
論模型に依拠せずに，しかし実験で直接測定できない理
論的に重要な物理量を機械学習などによって推定するこ
とによって，現象の本質をとらえようとする研究，3）
物質に即した研究の中から導かれる洞察をもとに，普遍
的な概念に結びつける研究．また，電子相関の強い系で
は，現象や機構の複雑さのため計算科学的なシミュレー
ションが重要な役割を果たすにもかかわらず，数値手法
には困難が多い．これを克服していくために，第一原理
的計算手法の開発や量子シミュレーション法の高度化，
非平衡とダイナミクスの計算手法の開発なども進めてい
る．対象とする現象は a）強結合超伝導，b）電子が元の
電子としてのアイデンティティを失って，基本粒子とし
ての性格を持たなくなり分裂（分数化と呼ぶ）して生じる
ような特異な磁性やトポロジカル物質の物性などであ
る．これらの対象の研究を進めるにあたって，相関の強
い量子多体系では異なる秩序間の競合やゆらぎが顕著な
ことが多く，実験手段として運動量とエネルギーを分解
して測定できる分光学的な手法の役割が大きく，新たに
発展する分光手法の理論的解析も研究の重要な柱である．
　物理学における分光学的研究は，17–19世紀に光の波
動性を示したホイヘンス，ヤングらの研究に始まる．物
質科学においても，発光のスペクトル解析が原子の構造
解明と量子力学の基礎の確立に貢献し，物質科学の成立
当初から不可欠な実験手段であった．20世紀後半に至っ
て光電子分光，トンネル分光，種々の光学スペクトル測
定，また物質波としての電子や中性子等の散乱分光が飛
躍的に発展した．
　実際，物質科学における分光実験はテラヘルツからX

線までの電磁波散乱・吸収分光，中性子等の物質波分光
など多様であり，物質科学を越えて素粒子物理など他の
物理分野のみならず工学，生物学，医療等の広範な分野
で計測手段として多大な影響を与えてきた．一方近年の
実験計測技術の革命的な進歩は，角度分解光電子分光
（aRPES），準粒子干渉（QPI）を観測できる走査トンネ
ル分光（STM/STS），電荷やスピンの2体相関を観測で
きる共鳴非弾性X散乱（RIXS）などのX線散乱，従来
の光学スペクトル解析，中性子散乱などで個々の実験手
法の精緻化や新規な解析手法，桁違いの解像度の改良を
もたらした．この進歩により，対象物質や現象そのもの
や，時間・空間（或いはエネルギー・運動量）領域にお
いて，カバーする範囲は，個々の手段ごとに他にはない
特有の測定可能領域を持つに至った．分光的測定の圧倒 図１　物理学研究における分光実験データとデータ科学
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　多くの分光実験と第一原理計算の統合促進による困難
の克服に向けて，最近になって重要なヒントが得られ
た．このヒントは，昨年の研究報告でも述べたが，銅酸
化物高温超伝導体のaRPESの高解像度実験データ2）を
もとに，機械学習とデータ科学の手法を用いて，aRPES

が与える電子のスペクトル関数を解析した研究から得ら
れた3）．その結果，実験結果からは直接決められない超
伝導（異常）自己エネルギーを任意パラメタなしに実験
データから単独抽出することに理論・実験研究の協力で
成功した．そしてエネルギーωの関数として超伝導自己
エネルギーが顕著なピーク構造を持ち（図２参照），こ
のピークが高温超伝導の主因であることも見出した．今
まで30年以上，この決定的なピークが同定されてこな
かった理由は，測定できるスペクトル関数には異常部と
正常部が両方寄与し，この寄与の和が完全相殺して測定
量から隠れてしまうという予想されていなかった理由の
ためである．しかし機械学習とデータ科学手法を駆使す
ることでこのピーク構造を定量的に炙り出せた．未だ決
着しない銅酸化物超伝導体の機構の鍵となる「隠れた物
理量」が抽出されたことになる．
　また，このピークの相殺は単純な理論模型である，ハ
バード模型の超伝導での研究でも得られていた4，5）．さ
らに相殺は電子が分数化して混成する2成分のフェルミ
粒子によって記述されるときに厳密に成り立っているこ
とも示された6）．

　この典型例での成功はより深い意味を持ち，波及効果
が期待できる．すなわち強相関電子系のような困難に立
ち向かうのに，機械学習のような最新の情報科学的手
法，データ科学的手法で解析することによって，新たに

強力な解析の武器が用意され，実験研究者と理論研究者
が共同して，汎用的で新しい自然科学研究の手法や分野
が開けることをも意味する．上で述べた成果は光電子分
光という単独実験のデータを解析して得られた．しかし
目覚ましい分光手段の進展は，いくつもの相補的だが断
片的な生のデータを生んでいる．これらを機械学習等の
情報・データ科学手法を軸に据えて一体解析することで
隠れた物理量を抽出する信頼性を高め，実験へフィード
バックするサイクルで連携する学問分野「統合分光学」
を発展させれば，各分光手段で射影された断片から元の
物質像の全体を再現し，包括的理解が質的に深まると容
易に想像できる．この統合分光学に，上述の大きな成果
を生んだ階層的第一原理手法（MaCE）も組込めば解析
の信頼性は飛躍的に高まる．このように，従来の理論─
実験─計算科学の連携を質的に超えた新しい物性物理学
発展の道筋を開拓できるという展望のもとに，2020年
度に行なった研究の中から，本報告ではaRPESデータ
に対応する1粒子グリーン関数とスペクトル関数を多変
数変分モンテカルロ法を用いて精度良く求める方法とこ
れを用いて得られた超伝導状態でのスペクトル関数の特
徴を議論する．次にaRPESのデータと物理的洞察を基
礎にRIXSの実験観測から得られるはずのデータを組み
合わせる研究について述べる．

２．１粒子スペクトル関数
　運動量kとエネルギーωに依存する1粒子スペクトル
関数A（k, ω）は1粒子グリーン関数G（k, ω）の虚部

 A（k, ω）= – 1–π   ImG（k, ω） （1）

で与えられ，電子のダイナミクスを記述している．この
スペクトル関数は角度分解光電子分光（aRPES）でω < 0

（占有部分）については高精度で測定することができる．
またこのスペクトル関数は電子間の相互作用の効果も忠
実に反映し，銅酸化物高温超伝導体を含む非従来型の超
伝導体や，特異な磁性を発現する強相関電子系の電子構
造を解明するうえで欠かせない実験手段となってきてい
る．また超伝導相においてはギャップ構造を詳細に明ら
かにできる数少ない手段でもある．一方ダイナミクスの
計算は強相関電子系の中でも困難の多い対象であり，基
底状態の静的な物理量に比べてその計算法はまだ発展途
上にある．最近になって，基底状態で大きな威力を発揮
している変分モンテカルロ法7）をダイナミクスの計算に
拡張する試みが広がってきたが 8）一体のスペクトル関数
は粒子数の異なる状態を中間状態に含むことから計算の
困難が大きかった．その中にあって，Charleboisらは
我々の開発した手法をハバード模型に適用して，超伝導
相でのギャップ構造を計算することに成功した9）．図３
が超伝導相で求められたA（k, ω）である．ハバード模型

図２ aRPESデータ2）を用いて機械学習によって抽出されたグリー
ン関数に寄与する正常部分の自己エネルギーの虚部 ImΣnorと
異常部分の虚部の寄与 ImW 3）．いずれも顕著なピークを持つ
が和は相殺して，その総和で与えられるグリーン関数やスペ
クトル関数への寄与は黒□のプロットのようにピークが消え
る．
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のパラメタである局所クーロン相互作用Uと隣のサイト
へのホッピングの大きさ tの比U/tは8に設定されてお
り，現実の銅酸化物と比べて，同程度である．正常相で

はフェルミ面が存在すべきブリルアンゾーン上の軌跡に
沿ってのエネルギー運動量空間でのスペクトル関数が
（f）に示されており，ノード構造を持つd波超伝導の様
相がはっきり捉えられた．しかし，この計算結果から見
積もられるギャップの大きさはΔ～0.3tもあり，銅酸化
物で現実的な t～0.5 eVを考慮すると，0.15 eVとなり実
験的に測定されるギャップに比べて数倍大きい．また秩
序パラメタの計算値F～0.055を考慮すると，有効引力
の大きさVd = Δ/Fは1.7tもあることになる．このように
大きな有効引力は非現実的であるが，ハバード模型には
現実を少なからず誇張していることが読み取れる．この
ように定性的な物性予測ではなく，現実の定量的評価が
高精度な計算によって行えるようになったことによっ
て，分光実験の解析の信頼性が高まってきている．

３．共鳴非弾性X線散乱（RIXS）
　RIXSは2体の電子間の相関関数とダイナミクスを測
定できる実験手法であり，その実験精度は近年急速に高
まってきていて，強相関電子系の電子構造を解明するう
えでの強力な手法を提供するようになってきた．X線に
よる共鳴非弾性散乱の原理について述べよう（図４参
照）． X線が原子コアにある電子を伝導電子に励起させ，
さらにコアにできたホールに価電子が落ち込むと同時に

図３ 12×12，2次元正方格子上のハバード模型のd波超伝導状態
で多変数変分モンテカルロ計算を行なって求められたスペク
トル関数A（k,ω）．

 （a）ブリルアンゾーンの対称線に沿ってのスペクトル関数
（b），（c），（d）フェルミエネルギー付近でのスペクトル関数の
ブリルアンゾーンでの強度．値の大きな部分がフェルミ面の
形状を与える．（ω = 0.0がフェルミエネルギー）（e），（f），（g）
対称線（0, π）─（π , 0）─（0, π）に沿った運動量─エネルギー空間
でのスペクトル関数．ここでは（b），（c），（d）で得られる最
大強度のラインに沿って（すなわち超伝導のない正常状態で
のフェルミ面に沿って）横軸の運動量をたどりプロットして
いる．（f）にd波的な超伝導ギャップがはっきり見える．

図４ RIXS実験によるダイナミクスの概念図．
 （a）コア電子がX線によって伝導電子帯に励起される．（b）励起された電子のコアホールポテンシャルのもとでの時間発展．

（c）価電子帯電子のコアホールへの遷移とそれに伴うX線の放出．（d）電子─ホール対（励起子）の時間発展．
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X線を再放出することで，フェルミ準位近くに電子正孔
対（励起子）が残って時間発展するが，この再放出され
るX線のスペクトルを観測することで，物質の電子構造
を探るのが共鳴非弾性散乱の原理である．このダイナミ
クスによって得られる再放出X線の強度は

 IRIXS（Q, Δω  ; σ , ρ） ∝

 Σ   | Bli（ω , Q ; σ , ρ）|2 δ（El – Δω）， 
（2）

      j

Bli（Q, ω  ; σ , ρ） =ΣeiQ · Rm χρ , σ〈 l | cmσ  |  j〉
 m, j  （3）

 〈 j | （ω  – Ej + iΓ）–1 |  j〉〈 j | c†mρ  | i（k = 0）〉，

によって表される．ここで Ωが図に示されている入射X

線のエネルギーであるが，以後，都合上，ΩからEF – Ec

を差し引いたものω  = Ω –（EF – Ec）を用いる．ここでEc

はコアホールのエネルギー，EFはフェルミエネルギーで
ある．cmは局所サイトmで電子を消す演算子であり，Ej

は ハミルトニアンHm = H + Vmの固有状態 |  j〉の固有エネ
ルギーである．但しHm = H + Vm 電子がコアから励起し
た状態を表すハミルトニアンであり，Vmはコアホールが
作るポテンシャル，Hはコアホールがない時の結晶周期
中のフェルミレベル付近の電子を表すハミルトニアンで
ある． Γは励起された電子の寿命の逆数を表す． | l 〉は
全運動量Q，基底状態と比べた励起エネルギー Δ ω  = El

で特徴づけられる電子空孔対（励起子）状態である．
　電子正孔間の相互作用を無視すると，価電子帯に生成
される正孔のエネルギーはEh = El – Ejで与えられ（ここ
で正孔エネルギーは正の値になるようにとる），EjやEh

はコアレベルではなく，フェルミエネルギー EFを原点
にとって測ることにする．ここで無視した電子正孔間の
引力相互作用は励起子の束縛エネルギー EBの大きさだ
けΔ ωをずらしてΔ ω  → Δ ω  – EBのように考えれば考慮
できる．またコアホールのポテンシャルVmの効果は小
さいことが知られている10）ので無視し，いつも以下で導
入する（7）式で与えられる周期的な2成分ハミルトニア
ンHで全ハミルトニアンが表されると考える．
　このとき（3）式は

Bli（Q, ω  ; σ , ρ） =Σ δ（Q – （k – k'）） χρ , σ
 j（k）, k, k'

 ×  〈 l（Q, k） | ck'σ  |  j（k）〉 〈 j（k） | （ω  – Ej（k）+ iΓ）–1
 

（4）

 ×  |  j（k）〉 〈 j（k） | c†
kρ  | i（k = 0）〉,

と書き換えられる．ここで | j（k）〉は運動量kを持った1電
子励起を表し， | l（Q, k）〉 は電子の運動量k，正孔の運動量
k' = Q + kである励起子状態を表す．
　電子のスピンはσとρで与えられているが，ここでは
電荷のダイナミクスを考え，スピンが反転する遷移は考

えない．その場合（4）式は Bli（k, ω  ; σ , ρ）→Bli（ω , Q ; 

↑,↑） + Bli（ω , Q ; ↓, ↓）に帰着する．このようなスピン反転
のないΔS = 0の遷移は Cu や O のK端のRIXSで観測で
きる．もしΓが大きくΓ→ ∞の極限で表してよければ，
IRIXSは動的電荷構造因子

N（Q, ω）= ∫  drm dteiQ · rm – iω t 〈n0（0）nm（t）〉 （5）

に帰着する．ただしサイト jでの局所電荷密度演算子は
nj（t）= e–iHm 

tcj
†cj e

iHm 
tであり〈･･･〉は基底状態での平均で

ある．なお実験条件ではこれから議論するエネルギース
ケールでは有限温度の効果は小さいとみなしてよい．
　1電子スペクトルは入射エネルギーを測定するX線吸
収スペクトル（XaS）で決定でき，その強度

IXaS（ω）= – 1–π   ImΣ〈0 | cmσ
 j, m, k

 （ω  – Ej（k）+ iγ（k, ω））–1 c†
mσ  | 0〉, （6）

は電子の励起状態密度を表す．ここで | 0〉は基底状態で
あり， γ（k, ω）は運動量に依存する減衰係数である．この
値は実験的にはΓに一致してよいがここでは励起状態密
度の様相を理解するために区別しておく．

４．２成分フェルミオン模型
　HとしてaRPESの実験データをよく記述する2成分
のフェルミオン模型を採用する 4，6）．この2成分ハミルト
ニアンは

H =Σ ［ε c（k）c†
k, σ

 ck, σ + ε d（k）d†
k, σ  dk, σ

 k, σ 

　 + Λ（k）（c†
k, σ

 dk, σ + H.c.） （7）

　 + （Δc（k）c†
k, σ

 c†
–k, –σ + Δd（k）d†

k, σ
 d†

–k, –σ + H.c）］．

で与えられる．ここでdkは電子の分数化によって生じる
運動量kのダークフェルミオンの消滅演算子を表しエネ
ルギー分散ε d（k）を持つがこれが分散ε c（k）で与えられる
裸の電子の演算子cとΛ（k）に比例する項を通じて混成し
ているというのがこのハミルトニアンの意味するところ
である．ここでは分散ε c（k），ε d（k）として銅酸化物を表す
と考えられる正方格子上のタイトバインディングハミル
トニアンから導かれる

ε c（k）= –（2tc1（cos kx + cos ky）

 + 4tc2 cos kx cos ky）+ μ c ,

ε d（k）= –（2td1（cos kx + cos ky） 
（8）

 + 4td2 cos kx cos ky）+ μ d ,
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を採用する．ただし tc1（td1）と tc2（td2）はそれぞれ正方格子
上のc（d）の最近接と次近接のホッピングを表している．
Δc（k）とΔd（k）に比例する項は超伝導状態における平均場
近似での異常項である．ここでは超伝導ギャップとして
d─波対称性を満たすギャップ

 Δc0Δc（k）= —— （cos kx – cos ky）,
 2  

（9）
 Δd0Δd（k）= —— （cos kx – cos ky）,
 2

を考える．またΔc0とΔd0は温度に依存する超伝導秩序パ
ラメタの振幅である．この2成分模型はモット絶縁体近
傍の電子が分数化しているふるまいを近似的によく記述
する．すなわちもとはフェルミレベル付近の銅dx

2
 – y

2軌
道と酸素pσ軌道が強く混成してできる反結合軌道のバン
ドが1成分の電子で記述されるのに対し，これが分数化
して，2成分のフェルミオンで記述されうることを表し
ている．超伝導転移温度以上の常伝導状態で知られてい
る擬ギャップ状態は，上記のハミルトニアンで超伝導が
消失したときの正常状態（Δc（k） = Δd（k） = 0）に混成Λ（k）
があるときにcとdとの混成で生じる混成ギャップに
よってよく表される．なおこの2成分模型はフェルミレ
ベル付近の低エネルギー状態を表す有効模型であり，上
部ハバードバンドのような高エネルギー励起までは表し
ていない．正常状態での擬ギャップの大きさは

ΔHG = √（ε c（k）– ε d（k））2 + 4Λ（k）2. （10）

で与えられる．現象論的なダンピングγ（ω）を導入する
と，一体グリーン関数は

G（k, ω）= （ω  – H – iIγ（k, ω））–1, （11）

によって与えられるが，ハミルトニアンHとして上記の
2成分模型のもの（7）を採用する．ここで南部表示でH

は4成分c, c†, d, d†を用いて4 × 4行列で表され，Iはその
恒等行列である．元の電子cの運動量k，エネルギーω
に依存する正常グリーン関数Gc（k, ω）は4×4行列の
（1,1）成分で与えられるから，

 1
Gc（k, ω） = ———————— , （12）
 ω  – ε c（k）– Σ（k, ω）

が得られ，自己エネルギーは

 Λ（k）2

Σ（k, ω）= ————— . （13）
 ω  – ε d（k）

である．超伝導状態になると異常項が付け加わり

 1
Gc（k, ω）= ————————————— , （14）
 ω  – ε c（k）– Σnor（k, ω）– W（k, ω）

で与えられる．ただし

 Σano（k, ω）2

W（k, ω）= —————————— , （15）
 ω + ε c（k）+ Σnor（k, –ω）*

 Λ（k）2（ω + ε d（k））
Σnor（k, ω）= ————————— , （16）
 ω 2 – ε d（k）2 – Δd（k）2

 Λ（k）2Δd（k）
Σano（k, ω）= Δc（k）+ —————————  （17）
 ω 2 – ε d（k）2 – Δd（k）2

である．近藤らによって得られている銅酸化物超伝導体
Bi2Sr2CaCu2O8+δ（Bi2212）のaRPESスペクトルを2成
分フェルミオン模型でフィットした1電子スペクトル関
数は超伝導ギャップが最大となるアンチノード点（π , 0）
近傍で図５のような形状を持ち，実験で観測される負の
エネルギー側でのいわゆるpeak-dip-hump構造をそのエ
ネルギー位置も幅もよく再現する．またaRPESで得ら
れているフェルミ面の位置やフェルミ面を横切る分散も
ほぼ再現する．2）

５．RIXS スペクトル
　aRPESの実験データを再現するようにパラメタを決
定した2成分模型を用いて，RIXSスペクトルでどのよ
うな形状が予測できるか議論しよう11）．ここでは電子の
分数化の証拠となりうる，入射エネルギーの高いX線に
よって得られる，超伝導相と正常相でのRIXS強度の差
を2成分模型に基づいて予測する．2成分模型では実験
結果に対応して，EFより高いエネルギーにも広がる擬
ギャップのさらに高エネルギー側に電子非占有のイン
ギャップ状態と呼ばれる状態密度が存在する9）（図3（a）
参照）が，このインギャップ状態の分散の上端となる運
動量（π , π）付近の高エネルギー状態（フェルミ面レベル
から1 eV程度）に電子をコアから励起した場合，RIXS

での運動量遷移量（励起子の運動量）Qを（π , 0）付近に
したときのRIXS強度のエネルギー Δω依存性をプロッ
トしたのが図６の結果である．この図から読み取れるよ
うに，励起した電子のエネルギー程度のΔω付近に超伝

図５ （a）aRPESの実験データ 2）をもとに，機械学習で導かれた自己
エネルギーをもとにパラメタをフィットして得られた2成分
フェルミオン模型から計算されるスペクトル関数A（k, ω）11）．
aRPESで観測されるω～–0.04 eVでのpeak，ω～–0.09 eVで
のdip，ω～–0.11 eVでのhumpをその幅まで含めてよく再現
する．
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導相ではっきりしたRIXS強度の増大が見られる．超伝
導ギャップは0.05 eV程度であるから，1 eVを越える大
きなエネルギーで，超伝導でのRIXS強度が顕著に増大
するのは驚くべきことである．この増幅はRIXS強度の
重要な部分を担っているアンチノード（運動量（π , 0）な
ど）のω < EFである占有側で作られる空孔の状態が超伝
導相と正常相で変化したことを示している．1成分の通
常の超伝導体の場合にはこのような増幅は見られないの
で，この効果は電子が分数化し，もともと1成分であっ
た電子が2成分自由度で記述されるようになったことを
反映している．実験でこのような増幅が見られるなら
ば，電子の分数化の強力な根拠になる．
　なぜ分数化すると超伝導相でRIXS強度の増大が見ら
れるのかを考えてみよう．1成分系の場合は（π , 0）にd波
超伝導のギャップが開くと，状態密度が超伝導ギャップ
より高エネルギーの正エネルギー側と低エネルギーの負
エネルギー側に分裂するが，ここで準粒子の占有状態で
ある負のエネルギー側に空孔を作るための状態密度の和
は基本的に変化しない．しかし，2成分フェルミオン系
の場合はそれぞれの状態は多かれ少なかれcとdが混成
している．それぞれの分散ε c（k）とε d（k）を見ればわかる

ように（π , π）付近のインギャップバンドの上端はほとん
どc成分で構成され分数化の影響はほとんど見られない．
一方アンチノードのフェルミエネルギー付近ではdフェ
ルミオンが超伝導ギャップを形成する時に，よりフェル
ミレベルに近いバンドを主に構成するcフェルミオン
（すなわち通常の電子）がそのウエイトをさらに増やす
ことによってエネルギーを低下させる．フェルミレベル
付近で負のエネルギーを持つ状態でcの重みの増大は，
分数化の一部解消を意味するから，主としてcで構成さ
れる（π , π）付近の状態との間の遷移が増大して，RIXS

スペクトルの増幅を引き起こす．しかし1成分の系の場
合は，隠れた自由度との重みのやり取りは起きようがな
く，したがってRIXSの強度の和も常伝導相と超伝導相
で変化しない．

６．展　　　　望
　aRPESのデータを既にある理論に当てはめるのでは
なく，計算科学や機械学習の洞察から導かれる新たなモ
デルも含め，これをもとに得られる知見を独立な実験で
あるRIXSのスペクトルへの予測につなげるというの
は，種々の分光実験を従来の直感や理論モデルを超えて
統合的に理解しようとする研究の第一歩であり，今後さ
らに異なる分光実験を組み合わせつつ，統合していくこ
とで強相関電子系の統一的理解につながっていくことが
期待される．

　謝辞：藤森　淳，di-Jing Huang両氏との有益な議論に
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図６ RIXSスペクトル強度 IRIXSのQ =（π , 0）でのエネルギー依存
性 11）．（Γ = 0.3 eV，励起電子のエネルギーはフェルミエネル
ギーから測ってω  = 1.37 eV にとってある．）

 （a）正常相，（b）d─波超伝導相，（c）両者の差ΔIRIXS．
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