Tsai-type クラスター構造を持つ強相関電子系の磁気準結晶の研究
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to search new physical phenomena in the magnetic quasicrystal of a strongly

correlated electron system with Tsai-type clusters. First, we report the emergence of bulk superconductivity in
Au-Ge-Yb approximants (AGY(I) and AGY(II)) below 0.68 and 0.36 K, respectively. This is the first observation of
superconductivity in Tsai-type crystalline approximants of quasicrystals. We also present a structure model refined by
Rietveld analysis for X-ray diffraction data. The Tsai-type cluster center is occupied by Au and Ge ions in the former
approximant, and by an Yb ion in the latter. For magnetism, the latter system shows a larger magnetization than the
former. To explain this observation, we propose a model that the cluster-center Yb ion is magnetic.
Next, we report research of the quantum criticality of magnetic quasicrystal and approximant by thermodynamic
quantities and thermoelectric power. Since the Bloch state is not realized in the quasi-periodic system, it is expected
whether the difference from a crystal appears more notably by performing measurement of very low temperature
thermoelectric power in combination with magnetic susceptibility measurement. It catches up about the quantum
criticality and the heavy Fermion state of an Au-Al-Yb quasicrystal and approximant.
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この現象は物質が量子臨界点という特異点に位置す
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。量子臨界点は物理の様々な
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がると考えて現在研究を進めている。
本研究の目的は「Tsai-type クラスター構造を持つ
強相関電子系の磁気準結晶の新しい物性の探索」で
ある。

研究経過
（１） Tsai-type のクラスター構造をもつ新しい強
相関電子系の準結晶・近似結晶の開発。

（１）今まで結晶系で研究してきた強相関電子系
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（２）準結晶（準周期系）における電子状態が未
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電 子 の 局 在 系 で あ る た め 、 Cd ( カ ド ミ ウ ム ) を
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近い物を選ぶ)、ｆ電子の遍歴系を視野に入れた新物
質開発を行った。Tsai-type のクラスター構造は図３
のように希土類の２０面体を持つことが特徴であり、
クラスター中心の原子群を変えられる自由度を持つ。
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局在電子系における準結晶・近似結晶の磁気長距離

が豊富は Tsai 型クラスター構造をもつ物質系で準結
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結晶・近似結晶の量子臨界現象の研究
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