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Abstract: In the field of condensed-matter physics, strongly-correlated electron system has attracted much interest due to the 

emergence of a variety of novel quantum phenomena such as high-temperature superconductivity and colossal magnetoresistance. 

Geometrically-frustrated magnets are a family of strongly-correlated electron system, which reside in the vicinity of quantum critical 

point. In this presentation, I introduce experimental study of the geometrically-frustrated magnetism for spinel oxides by means of 

ultrasound velocity measurements. 

 

１． はじめに 

固体物質中には、化学結合を担う電子が 10
23個程度

存在するが、電気伝導性などの物性は、全てこの天文

学的な数の電子が支配している。固体物質の中には、

物性を支配する電子間に強いクーロン反発力（電子相

関）が働いているものが存在し、強相関電子系と呼ば

れている。強相関電子系は、高温超伝導や超巨大磁気

抵抗をはじめとする新奇かつ多彩な物性が発現する物

質群として、現代の物性物理学の中で最も盛んに研究

が進められている。 

強相関電子系は、電子相関が強い場合は、電子の局

在性が強まり絶縁磁性体となる。これをモット絶縁体

と呼ぶ。逆に電子相関が弱い場合は、電子の遍歴性が

強まり常磁性金属となる。Figure 1は縦軸を温度 T、横

軸を電子相関 Uの逆数 1/Uにとった、強相関電子系の

温度―電子相関相図の概念図である。モット絶縁体は、

温度 T を上げていくと、電子相関のエネルギースケー

ルと同程度の温度でモット絶縁相から金属相への金

属・絶縁体転移を示す。この相転移温度は、電子相関

U が弱くなるほど（1/U が大きくなるほど）低温側に

抑制され、ある電子相関の強さUcで相転移温度は 0 [K]

となる。この絶対零度の相転移点は量子臨界点とよば

れており、量子臨界点近傍の条件にある物質において

は、非常に磁気揺らぎの強い電子状態が実現している

ために、高温超伝導をはじめとする多彩な新奇物性が

発現することが知られている。量子臨界点近傍の電子

状態を理解することは、強相関電子系の基礎物性研究

において最も重要な課題となっている。 

幾何学的フラストレート磁性体は、量子臨界点近傍

の電子状態を実現する磁性体として近年注目を集めて

いる [1]。一般に磁性体は、高温では磁性原子のスピン

の向きがランダムな状態（常磁性状態）をとるが、磁

性原子間に働く磁気相互作用のエネルギースケールと

同程度の温度まで冷却すると、スピンが規則正しく配

列した状態（磁気秩序相）への磁気相転移を起こす。

幾何学的フラストレート磁性体とは、磁性原子間に強

い磁気相互作用が働いているにもかかわらず結晶格子

構造の幾何学的な制約により低温まで磁気相転移を起
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Figure 1 Temperature (T)-electron correlation (U) phase 

diagram of strongly-correlated electron system. 
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Figure 2 Schematic picture of geometrical frustration in 

antiferromagnetic triangular lattice. 
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こせない、つまり磁気的に整列したいのにできないフ

ラストレーションの強い状態が実現している磁性体の

ことをいう。幾何学的フラストレーションの最も簡単

な例は、三角格子を形成する磁性原子間にスピンを反

平行に整列させる相互作用（反強磁性相互作用）が働

いている場合である（Figure 2）。この場合、三角格子

上にスピンを矛盾なく反平行に配列することができず、

反強磁性秩序を形成することができない。 

幾何学的フラストレート磁性体は、非常に強い磁気

揺らぎが生じた量子臨界点近傍の電子状態が実現して

おり、通常の磁性体では考えられない多彩な新奇物性

が発現することから、近年精力的に研究が進められて

いる。幾何学的フラストレート磁性体の電子状態を理

解することは、基礎物性研究の観点から重要であるこ

とはもちろんであるが、例えば、「幾何学的フラストレ

ート磁性体では、どのような物質設計をすれば高温超

伝導が発現するか？」といった、新物性・新機能を引

き出すための課題を解決する上でも極めて重要である。 

幾何学的フラストレーションを示す代表的な物質群

の一つにスピネル酸化物 AB2O4がある [2]。Figure 3に

スピネル酸化物の結晶構造を示す。スピネル酸化物は、

B サイトが頂点共有した正四面体のネットワーク（パ

イロクロア格子という）を形成しており、この B サイ

トを磁性原子が占めた物質の多くが強い幾何学的フラ

ストレーションを示す。講演者はこれまで、フラスト

レート系スピネル酸化物について超音波を用いた音速

（弾性率）の測定を行うことで、その電子状態の研究

と新奇物性探索を行ってきた。本講演では、講演者が

これまでに行った研究について紹介する [3~7]。 

 

２． 実験内容 

幾何学的フラストレート磁性体の電子状態を理解す

る上で、発現する相転移や磁気励起を精密に観測する

ことは最も重要である。講演者は、フラストレート系

スピネル酸化物について超音波音速（弾性率）測定を

行うことで、フラストレーション由来の相転移や磁気

励起に伴って生じる結晶格子の異常（弾性異常）の観

測を行ってきた。音速（弾性率）は、熱力学的テンソ

ル量であるため、格子と結合した相転移や準粒子励起

の情報を対称性で分解して得ることができるという特

長をもっている。講演者は、フラストレーション研究

における超音波音速測定の有用性を、これまでに行っ

た複数のスピネル酸化物についての実験から実証して

きた [3~7]。Figure 4 は、講演者がクロムスピネル

ACr2O4（A = Mg, Zn）について行った超音波音速測定の

実験結果（弾性率の温度依存性）を示したものである 

[5]。通常、固体は冷却するにしたがって単調に硬くな

る（弾性率が大きくなる）性質を示すが、ACr2O4では

弾性率が非単調な温度依存性（弾性異常）を示してい

ることが分かる。 

本講演では、ACr2O4をはじめとして、これまでに講

演者がスピネル酸化物について行った超音波音速測定

の実験結果を紹介する [3~7]。 
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Figure 3 Crystal structure of spinel oxide AB2O4. 
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Figure 4 Temperature dependence of elastic modulus C44 

in chromite spinel ACr2O4 (A = Mg, Zn) [5]. 
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