中性子散乱で観る量子スピン系の
励起状態と磁気秩序
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TlCuCl3 is a coupled S=1/2 spin dimer system, which has a singlet ground state with an excitation
gap of /kB=7.5 K. TlCuCl3 exhibits variety of magnetic quantum phase transitions on application of
magnetic field, pressure and on doping with non-magnetic ions. We report here neutron scattering
investigation on spin excitations and induced magnetic order in TlCuCl3.
１．はじめに

零度での相転移である。量子臨界点近傍の低温領域は、
量子臨界領域と呼ばれ、量子揺らぎと温度揺らぎによ

近年固体の磁性研究において、スピンを古典的ベク

る新奇な臨界現象が理論的に予言されている。非磁性

トルのように考えたのでは定性的にさえも説明できな

基底状態を持つ量子スピン系における磁場、圧力、不純

い、量子効果により引き起こされる磁気的現象を示す

物等に依る磁気秩序誘起はその典型的なものと言える。

量子磁性体（量子スピン系）の実験と理論研究が活発

このような系における磁気励起状態や誘起磁気秩序

に行なわれている。ハルデン鎖、スピン・パイエルス

の研究には中性子磁気散乱の実験が重要な役割を果た

系、スピン梯子系等で観測される有限の励起ギャップ

して来た。それは固定された格子上に局在したスピン

をもった非磁性基底状態がそのような顕著な量子効果

モーメントによる中性子磁気散乱断面積が

の例である。またこのような量子スピン系で観測され
る磁気量子相転移も近年精力的に研究されている。
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相転移は通常，熱揺らぎによって起こり、この熱揺

のように記述でき、静的あるいは動的スピン相関を、

らぎによる相転移は長い研究の歴史がある。これに対

空間と時間に対してフーリエ変換したものではある

して，量子相転移は異なる量子力学的基底状態間の相

が、直接観測できるからである。スピン揺らぎは中性

転移であって，相互作用定数や磁場などの制御変数の

子磁気非弾性散乱のスペクトル中にある波数に対して

連続的変化によって引き起こされる［１］。量子相転移が

特別なエネルギーを持つ磁気励起として観測され、そ

起こるパラメータや磁場の値は量子臨界点と呼ばれて

の分散関係はこの磁性のダイナミックスをつかさどる

いる。量子相転移は基底状態の相転移であるので，絶対

ハミルトニアンにより決まるために、系の理論的なモ
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デル・ハミルトニアンの直接的検証となることが明ら

ップ /kB=7.5K があることが磁化率と磁化過程の測定

かである。そして中性子磁気弾性散乱はその量子相転

から分かっている［２，
３］。この基底状態は上記の構造か

移により起こる磁気秩序を静的スピン相関として直接

ら当初この物質は２重鎖が結合して形成される S=1/2

検証できる。

梯子物質として理解できると推測されていた。

そこで非磁性基底状態を示す物質の本質を中性子非

図２は中性子非弾性散乱で求めた TlCuCl3 の磁気励

弾性磁気散乱により解明して、このような磁気量子臨

起の分散関係である［４］。図２の（a）は a＊方向（２重鎖

界点で発現する磁気秩序を中性子弾性磁気散乱を用い

方向）
（b）は c＊方向の分散関係である。これを見て分
，

て検証する研究を原研先端基礎研究センター・スピン

かるように，２重鎖方向とそれに垂直な方向で同程度

ー格子相関中性子散乱研究グループと東京工業大学極

の分散がある。これからダイマー間の交換相互作用が

低温物性研究センター・田中秀数教授研究室との協力

３次元的であることが分かる。分散関係はこの他にも

研究でスピンダイマー系 TlCuCl3 について行なった。

（h, 0, 2h+1）方向や（h, 0, -2h+1.4）方向についても
調べた。スピンギャップを与える最低エネルギーの励

２．TlCuCl3 の結晶構造と磁性

起は Q=(0, 0, 1) と，これに等価な逆格子点で起こるこ
とが分かる。得られた分散関係を６次までのクラスタ

TlCuCl3 は空間群 P21/c に属する単斜晶系の結晶構

ー展開法で解析し，個々の交換相互作用の値を求めた

造 を も つ 物 質 で、田 中 研 究 室 で 初 め て 合 成 さ れ た
［２］。図１は TlCuCl3 の結晶構造の模型である。構造
の構成単位は板状の形をした化学的ダイマー Cu2Cl6
で，これが a 軸方向に積層して Cu2+ の２重鎖を形成
している。この２重鎖が bc 面内の単位胞の中心と角
に位置している。TlCuCl3 の磁気的な基底状態は非磁
性のスピン１重項状態であり，励起状態との間にギャ

図１
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図２ TlCuCl3 の
（a）
a＊方向（２重鎖方向），
（b）
c＊方向の分
散関係。
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スピン S=1/2 の２つのスピン S1 と S2 が反強磁性的
交換相互作用 J S1・S2 で強く結合したスピンダイマー
の基底状態は１重項状態 
0,0> で，励起状態は３重縮
退した３重項状態 
1,-1>，
1, 0>，
1, 1> である。マ
グノンと呼ばれるスピン３重項は，ダイマー間相互作
用の横成分 (1/2)Jij (Si+Sj- + Si-Sj+) のために隣接するダ
イマーに飛び移ることができるので，マグノンは量子
力学的粒子（ボース粒子）のように結晶中を運動する。
このため上記の実験で観測されたように，マグノンの
励起エネルギーには分散が生じ，最低励起エネルギー
（スピンギャップ）はダイマー内の交換相互作用 J
よりも小さくなる。また２つのマグノンが隣接したダ
イ マ ー 上 に 来 る と，ダ イ マ ー 間 相 互 作 用 の 縦 成 分
JijSizSjz のために互いに相互作用をする。ダイマー間相
互作用が反強磁性的であれば，相互作用は斥力になる。

図３ TlCuCl3 の交換相互作用のネットワーク。

このような訳で，結合ダイマー系は相互作用をするボ
ース粒子系として表すことができる［５］。
［４］。図３に TlCuCl3 の交換相互作用のネットワーク
を，表１に個々の交換相互作用の値を示した。スピン

３．TlCuCl3 の磁場誘起反強磁性相転移

ギャップの起源は化学的ダイマー Cu2Cl6 内の強い反
強磁性的交換相互作用 J である。このために Cu2Cl6 内
2+

このような結合ダイマー系に磁場をかけると、スピ

の２つの Cu イオンのスピン 1/2 が反強磁性スピンダ

ンギャップが閉じる臨界磁場 Hc=/gB で反強磁性秩

イマーを形成する。このスピンダイマーはダイマー間

序状態への相転移がおこる。この磁場誘起反強磁性相

相互作用で２重鎖方向と（1, 0, -2）面内で結合してい

転 移 は マ グ ノ ン の ボ ー ス・ア イ ン シ ュ タ イ ン 凝 縮

2+

2

る。
（1, 0, -2）面内には Cu イオンのホール軌道 d(x -

（BEC）として記述でき
［６］、TlCuCl3 で観測された磁

y2) が延びていて，このためにこの面内のダイマー間相

場誘起相転移に伴う種々の物理量の変化は，マグノン

互作用が強くなる。ダイマー内の交換相互作用 J/kB

の BEC の理論によってよく説明される。

=65.9K に比べてギャップが /kB=7.5 K と小さいのは

磁場誘起反強磁性相のスピン構造を H‖b について

ダイマー間相互作用が強いためである。この非弾性中

中性子弾性散乱で調べた［７］。磁気ブラッグ散乱が最低

性子散乱の結果は、分散関係の測定とその解析から

磁気励起を与える逆格子点（h を整数，l を奇数として

個々の交換相互作用の値を決定できることを示し、

Q=(h, 0, l) の点）で観測された。図４は様々な温度で

TlCuCl3 が当初構造から予想されていた S=1/2 梯子系

測定した Q(1, 0, -3) の磁気ブラッグ散乱強度の磁場変

ではなく、三次元的に弱く結合した S=1/2 ダイマー系

化である。ブラッグ散乱強度は転移磁場 HN(T) までは

であることを明らかにした。

殆どゼロであるが，HN(T) で急速に増加する。この測
定からも磁場誘起反強磁性相転移が起こっていること
が確認できる。様々な磁気ブラッグ散乱の強度を測定

表１ 分散関係から求められた交換相互作用の値。単位
は全て meV。

して，図３に示されたような磁場に垂直なスピン成分

J= 5.68 (AF)

互作用と矛盾しない。図３のスピンが a 軸となす角度

J(100) = 0.34 (AF)
J(1 12 12 ) = 0.91 (AF)

J'(100)= 1.70 (AF)
J'(1 12 12 )= - 0.57 (F)

の秩序化を確かめた。このスピン構造は表１の交換相
の値は =39 ゜である。このように の値が決まる
のは弱い異方性のためであると考えられる。

J'(201)= 2.56 (AF)
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図４

Q=(1, 0, -3) の磁気ブラッグ散乱強度の磁場依存
性。

４．TlCuCl3 の圧力誘起反強磁性相転移

図５ P=1.48 GPa における Q =(1, 0, -3) 磁気ブラッグ反
射の温度依存性。

磁場誘起相転移で観測したものと同じであるが、10K
でモーメントの向きが a-c 面内から立ち上がり、b 軸方

ダイマー間の交換相互作用 Jij を大きくするとマグ

向に傾いたコリニアーな構造をとることが偏極中性子

ノン励起の分散の幅が大きくなるので，スピンギャッ

散乱実験により明らかになった［１０］。これは磁化と格

プ は減少する。ダイマー間相互作用はダイマー間の

子が強く相関しており、磁化の発達と共にこの磁気弾

距離が縮むと一般に大きくなると考えられるので，静

性結合に依り、b 軸異方性が加わってくることで発現す

水圧を加えるとスピンギャップが減少し，ある臨界圧

ると推測される。

力 Pc で反強磁性状態へ相転移が起こる可能性がある。
実際に TlCuCl3 の靜水圧下での磁化測定に依り、臨界
圧力 Pc 〜 0.04GPa 以上の圧力でこのような反強磁性

５．TlCu1-xMgxCl における不純物誘起反強磁性相
転移

秩序が存在することが後藤等［８］により示された。この
磁気秩序の実態を調べる為に TlCuCl3 の圧力下の中性
子弾性散乱実験を行なった［９］。

スピンギャップ系の磁性イオンを少量の非磁性イオ
ンで置換すると，基底状態が反強磁性状態になる不純

図５は P=1.48 GPa における Q =(1, 0, -3) 磁気ブラ

物誘起反強磁性相転移がスピンパイエルス系 CuGeO3

ッグ反射の温度依存性である。TN=16.9 K で磁場誘起

を初めとして様々な擬１次元系で観測されている

相転移に対応するブラッグ反射の位置と同じ位置に磁

［１１］。この相転移は不純物のために１重項状態をつく

気ブラッグ反射が観測され，散乱強度は温度を下げる

ることができなくなった不対スピン同士が，その間に

と増大する。以上の結果から，静水圧を加えると Q

位置する１重項スピン対の励起状態を介して交換相互

=(0, 0, 1) に位置するギャップは閉じ，１重項状態か

作用をすることによって起こる［１２］。この不純物誘起

ら反強磁性状態に量子相転移が起こることが分かる。

反強磁性相転移は「湖に小石を投げ入れると水面に薄

またこの反強磁性秩序状態は転移点直下では H‖b の

く氷が張る」ことに例えることができる興味深い量子
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多 体 現 象 で あ る。不 純 物 誘 起 反 強 磁 性 相 転 移 は
［１３］。その不純
Tl(Cu1-xMgx)Cl3 においても観測された
物誘起反強磁性秩序構造を明らかにする為に
TlCu1-xMgxCl3 の中性子弾性散乱を行なった。反強磁性
秩序を表す磁気ブラッグ反射が，磁場誘起反強磁性相
でのブラッグ反射の位置と同じ Q =(h, 0, l)
（h は整数，
l は奇数）で観測される
［１４］。図６は x 〜 0.03 の試料
での Q =(1,0,-3) 磁気ブラッグ反射の温度依存性であ
る。このように TlCuCl3，TlCu1-xMgxCl3 における磁場
誘起，圧力誘起，及び不純物誘起反強磁性秩序は全て
同じ秩序ベクトル Q =(0, 0, 1) で与えられる。
TlCu1-xMgxCl3 では母体であるホストのダイマーの
３重項マグノン励起が存在するはずであるので，これ
を中性子非弾性散乱で調べた［１４］。図７は x 〜 0.03 の
試料における Q =(0, 0, 1) の励起エネルギーの温度依
存性である。TN=3.4 K 以上の常磁性相での励起エネル
ギーは E 〜 1.25 meV で純粋な TlCuCl3 における励起
エネルギー E 〜 0.65 meV の約２倍である。興味深い

図７ Tl(Cu1-xMgx)Cl3 における Q =(0, 0, 1) の励起エネル
ギーの温度依存性。

ことは，TN 以下でブラッグ散乱強度に比例するかのよ
うに励起エネルギーが増加することである。これは不

６．おわりに

純物間に位置するスピンダイマーの３重項励起に不純
物誘起反強磁性秩序が大きく影響することを示すもの
である。

我々はスピンギャップを持つ TlCuCl3 の磁気的性
質、磁場、圧力、不純物誘起反強磁性量子相転移を中
性子非弾性、弾性散乱を用いて研究した。その結果こ
の系が典型的な S=1/2 結合ダイマー系であることを明
らかにし、この量子スピン系における様々な量子相転
移の反強磁性磁気秩序を初めて決定した。このように
一つの系で磁場、圧力、不純物誘起磁気秩序を観測で
きる量子スピン系は珍しく、この様々な誘起磁気秩序
がほぼ同じ磁気構造を示すことが初めて明らかにされ
た。さらにその誘起モーメントが十分に大きくなる圧
力誘起秩序では、スピンー格子相関に起因すると思わ
れる再配列が初めて観測された。また不純物誘起反強
磁性相のスピンダイナミックスの研究で不対スピンの
秩序がホストのダイマーに staggered order を生じさ
せるために起こると思われる不純物誘起反強磁性相転
移温度TN以下における３重項励起ギャップの増大を
観測した。この一連の TlCuCl3 の中性子散乱実験が結
合ダイマー系の量子相転移を明らかにすると共に、さ
らにこのような量子スピン系におけるスピンー格子相

図６ Tl(Cu1-xMgx)Cl3 の Q =(1,0,-3) 磁気ブラッグ反射の
温度依存性。
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関の重要性等の新しい観点を指摘したと言えるであろ
う。
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