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研究部共同利用委員会

委員長

中嶋一雄

平成１７年度の研究部共同研究報告をお届けいたします。国立大学の独立法
人化により今までに経験のない組織・体制の構築が進められています。全国横
断的な利用が行われていた共同利用研究施設の独立法人化による今後の形態は
まだ明確にはなっていませんが、今後とも皆様のご支援をお願い申し上げます。
平成１７年度の研究部の共同研究では、国立大学法人７４件（２９大学）、公
立大学７件（３大学）、私立大学７件（７大学）、独立行政法人等４件（３機関）、
その他（高専等）１件、合計で９３件が採択・実施されました。
本報告は平成１７年度に行われたこれらの研究部共同研究報告書をまとめた
もので、第１部に基盤研究報告を、第２部に萌芽研究報告を分野別に収録しま
した。
なお、ここに掲げました研究部共同研究とは別に量子エネルギー材料科学国
際研究センター（６１件）、金属ガラス総合研究センター（９７件）および強磁
場超伝導材料研究センター（８３件）において共同研究が行われております。
それぞれの報告書がでておりますので、こちらにも目を通して頂きますと本所
における共同研究および共同利用の全体像が明らかになることと存じます。

平成１８年

６月
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電子密度分布に基づく水素貯蔵材料の統一的な理解と量子材料設計
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１．研究背景及び目的

ABX3の組成に代表されるペロブスカイト型の化合物は、その構造に起因して多彩な機能が発現すること
が知られている。これまで、主に酸化物について多くの化合物が合成され、高温超伝導や強誘電などの特性
が調べられてきた。ペロブスカイト型構造の水素化物についても、酸化物と同様に多様な機能が発現するこ
とが期待される。しかし、水素化・脱水素化特性を含め、ペロブスカイト型水素化物の基礎的材料物性はこ
れまでほとんど調べられていない。
ところで、申請者らは最近、電子密度分布につい
て物質共通のユニバーサルな関係を見出した。すなわ
ち、最近接原子間の電子密度分布U(r)が最小値Uminと
なる距離rmin（原子半径またはイオン半径）と定義す
ると、図1に示すように、水素(H2)、酸素(O2)、水(H2O)、
ダイヤモンド(C)、金属(Fe, Al)、半導体(Si, Ge)、酸
化物(SiO2, Al2O3)、水素化物(NaAlH4, LaNi5H6)など、
多 く の 物 質 は 、 Umin/Z3 と 2(Z/n)rmin の 間 に 、
log(Umin/Z3)=-0.529×log[1.01+0.285×2(Z/n)rmin] の 関

係が普遍的に成立している（Zは物質の原子番号、n
は主量子数）。このことは、原子間の結合をつかさど
る電子密度分布が、最小電子密度パラメータUmin/Z3と
原子（またはイオン）半径パラメータ2(Z/n)rminによ

図 1. 電子密度分布に見られるユニバーサルな関係
y = -5.29 log( 1.01 + 0.285x )

って表されることに由来している。
本研究では、Mg系ペロブスカイト型水素化物（MMgH3(M = Na, K, Rb)）に注目する。昇温水素脱離（TDS)
測定、圧力̶組成̶等温（PCT）測定により、これらのペロブスカイト型水素化物の相安定性を明らかにする。
また、高輝度X線回折測定によるMEM/Rietveld解析と第一原理計算による電子状態の計算から、構成原子間
の結合性を電子密度分布の解析を通して明らかにする。
２．実験方法
ペロブスカイト型水素化物は、水素雰囲気でのメカニカル・ミリングにより合成した。NaMgH3の合成で
は、粉末状のNaH（95%、Sigma-Aldrich社製）とMgH2（90%+Mg、Sigma-Aldrich社製）とをNa：Mg = 1：
1 となるよう混合した。この混合粉末を、遊星型ボールミル（Fritsch P7、自公転 400 rpm）を用いて、室温、
1.0 MPaの高純度水素雰囲気にて、20 hのミリング処理を施した。さらにその後、673 K、5.0 MPaの高純度
水素雰囲気にて、3 hの熱処理を行い測定試料とした。KMgH3、RbMgH3についても同様の処理により合成を
行った。この際、原料として、KH(鉱物オイル中に分散、Sigma-Aldrich社製), Rb(99.9% Sigma-Aldrich社製)
を用いた。KHについては、高純度のヘキサンにて数回洗浄した後、溶媒を蒸発させることで、鉱物オイルか
ら分離・精製した。原料および試料の取り扱いは全てグローブボックス中で行った。
合成した試料の構造を同定するために、室温でのXRD測定を行った。その際、大気への暴露を防ぐために、
試料表面をカプトンテープで覆った。さらに、NaMgH3について高輝度X線回折測定を行い、結晶構造の精密
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化と電子密度分布の解析を行った。回折測定は、室温にて、波長O = 0.0798 nmのX線を使用した。測定範囲
は 2T = 10.0 ~ 75.0であり、RIETANおよびPRIMAにより解析した。
水素化物の相安定性を調べるために、熱処理後の試料について TDS 測定および水素放出の PCT 測定を行
った。TDS 測定の測定条件は昇温速度 5 K/min で、室温から 873 K までの測定を行った。さらに、PCT 測定
は、ジーベルツ型 PCT 測定装置を用い、測定温度 673 K、698 K、723 K で行った。
３．実験結果
3.1 ペロブスカイト型水素化物MMgH3 (M = Na, K, Rb)のXRDおよびTDS測定結果
図 2 に MMgH3(M = Na, K, Rb)のXRDプロファイルを示す。これらの結果はこれまで報告されている
NaMgH3, KMgH3, RbMgH3のそれぞれのXRDプロファイルと一致した。これら水素化物以外の存在を示すピ
ークは観察されず、いずれの試料においてもペロブスカイト水素化物が単相で得られていると考えられる。
昇温速度 5 K/minでのTDS測定の結果、ペロブスカイト型水素化物, MMgH3 (M = Na, K, Rb)は 573 K以上
の高温で水素を放出し、これらのペロブスカイト型水素化物は比較的安定であるといえる。
3.2 ペロブスカイト型水素化物MMgH3 (M = Na, K, Rb)のPCT測定結果と相安定性
(a) NaMgH3
NaMgH3の 673 K, 698 K, 723 Kにおける水素放出過程でのPCT曲線を図 3 に示す。PCT曲線において 2 段
のプラトーが現れており、NaMgH3では 2 段階の反応によって分解することがわかる。各反応段階におけるX
線回折により、それぞれの反応は、①NaMgH3 o NaH + Mg + H2、②NaH o Na + 1/2H2である。すなわち、
673 Kでの測定において、0.1 MPaに現れる高圧側のプラトーはNaMgH3 o NaH + Mg + H2の分解反応に対
応し 0.04 MPaに現れる低圧側のプラトーは, NaH o Na + 1/2H2の分解反応に対応する。全体の水素放出量
は約 5.6 mass%であり、理論値 6.0 mass%よりもわずかに小さかった。
(b) KMgH3
図 4 に 673 K, 698 K, 723 KにおけるKMgH3の水素放出過程でのPCT曲線を示す。 PCT曲線には一つのプ
ラトーのみが現れており、KMgH3は 1 段の反応で分解することがわかる。すなわち、KMgH3 ń K + Mg +
3/2H2の反応により水素を放出している。全体の水素放出量は約 3.8 mass% であった。
(c) RbMgH3
図 5 に 673 K, 698 K, 723 KにおけるKaMgH3の水素放出過程でのPCT曲線を示す。PCT曲線において、明
瞭な三つのプラトーが現れており、RbMgH3は 3 段階の反応によって分解していると考えられる。全水素放出
量は約 3.5 mass%であったが、この値は理論値 2.7 mass%よりも大きい。したがって、RbMgH3より多くの

図 2. MMgH3 (M = Na, K, Rb)のX線回折プロファイル
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①NaMgH3oNaH+Mg+H2
②NaHoNa+1/2H2

図３. NaMgH3 の 673 K, 698 K および
723 KにおけるPCT曲線

図４. KMgH3 の 673 K, 698 Kおよび 723
KにおけるPCT曲線

水素と反応した新しい水素化物が形成していると考え
られが、その詳細は現時点では不明である。
NaMgH3, KMgH3およびRbMgH3のプラトー圧から、
ファントホッフ・プロットにより各反応におけるエンタ
ルピー変化'Hおよびエントロピー変化'Sを見積もっ
た。その結果を表 1 にまとめて示す。比較のために、上
記の反応式を仮定して計算よりより見積もったエンタ
ルピー変化の計算値'H*も示してある。ここで、RbMgH3
については、図 5 のPCT曲線で最も低いプラトーが
RbMgH3 o Rb + Mg + 3/2H2の反応に対応すると仮定
して、そのエンタルピー変化'Hおよびエントロピー変
化'Sを見積もった。エンタルピー変化の実験値は、計算
値に較べて、全体的に 20~30 kJ/molH2ほど高い値を示
しているものの、相対的な変化において実験値と計算値
はよく対応しており、KMgH3 > RbMgH3 > NaMgH3の
順に変化している。この変化は、PCT曲線におけるプラ
トー圧の変化とも対応しており、これらの水素化物の相
安定性はKMgH3 > RbMgH3 > NaMgH3の順に変化する

図５. RbMgH3 の 673K, 698Kおよび 723K
におけるPCT曲線

表 1. MMgH3 (M = Na, K, Rb)の水素分解反応のエントロピー変化'Hおよびエンタルピー変化'S
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と考えられる。一方、エントロピー変化は、141~177 J/molH2Kであり、金属系水素吸蔵合金におけるエンタ
ルピー変化の平均値（約 133 J/molH2K)に較べてやや高い値となった。
3.3 NaMgH3の高輝度X線回折測定とMEM/Rietveld解析
NaMgH3のRietveld解析パターンを図 6 に示す。解析の信頼性因子は、Rwp = 2.69%、RI = 0.49%、S = 1.61

であった。この解析から、NaMgH3の結晶構造は、図 7 に示すように、格子定数がa = 0.545960(2) , b =
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図 6. NaMgH3の高輝度X線回折プロファイルとRietveld解析結果
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図 9. NaMgH3の(040)面および(020)面の移行電荷密度分布

[2Na2Mg]四面体サイトおよび[4Na2Mg]八面体サイトを 2：1 の比で占有しており、図 3 に示した脱水素化反
応における水素量および安定性に対応している。
MEMによって解析され、VENUSにより描かれたNaMgH3の電子密度分布を図 8 に示す。それぞれの原子
の周囲に存在する電子密度分布はほぼ球形であり、局在している。イオン結合性を評価するため、原子の動径
方向に対する電荷密度を積分して電子数を求めると、Na0.9+、Mg1.3+、H0.2-

~ 0.9-と表され、NaMgH3が陽イオ

ンのNaおよびMgと陰イオンの水素から構成されるイオン結合性の水素化物であることがわかる。この結果
は、図 9 に示すように、バンド計算によって導出された移行電荷密度分布ともよい対応が見られる。
4．まとめ
純良なペロブスカイト型水素化物MMgH3 (M = Na, K, Rb)の合成が可能となり、その脱水素化反応を詳細
に評価することができた。NaMgH3ではNaMgH3 o NaH + Mg + H2およびNaH o Na + 1/2H2の二段階の反
応で、またKMgH3ではKMgH3 o K + Mg + 3/2H2に従って一段階の反応で、それぞれ水素が放出されること
が分かった。一方、RbMgH3では、三段階で水素が放出されており、現在その起源を解析中である。一連の測
定から求めた熱力学パラメータにより、ペロブスカイト型水素化物MMgH3 (M = Na, K, Rb)は、KMgH3 >
RbMgH3 > NaMgH3の順に構造が安定化することが明らかになった。さらに、高輝度X線回折測定および
MEM/Rietveld解析により、ペロブスカイト型水素化物の電子密度分布の可視化にも初めて成功し、結合性に
関する重要な結果を得た。
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ྡྷ୕ࡌࡾ࡛ࠉ㸦ࡗࡡࢰ࣭ࣄࣤⓆ㞹ᶭ࡚⣑㸪㸥ࢹࣤࡡ㓗⅛⣪ᤴฝ㔖๎΅࡚ࡀࡾ࡛ゕࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡೋ
ࡢࠉா㒌㆗ᏽ᭡࡞ᏽࡴࡼࡿࡾᠻᅗࡡῺᐄຝᯕ࢝ࢪࡡᇱ‵ᖳᤴฝ㔖࡞ᑊࡊ࡙ࠉ㐛ᤴฝ㔖ࡡ⣑㸥.5㸚࡞┞ᙔࡌ
ࡾࠊ
 ࢝ࢪࢰ࣭ࣄࣤࡷⵠẴࢰ࣭ࣄࣤ࡞ࡻࡾ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ንᥦࢨࢪࢷ࣑࡞࠽࠷࡙ࠉ⇍ຝ⋙ࢅྡྷ୕ࡌࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉ⇖↕࢝
ࢪࡷⵠẴࡡῺᗐࢅࡻࡽ㧏Ὼ࡞ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ᚋࡼࡿࡾࠊࡱࡒ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ንᥦࡡᚨ⮒㒂࡚࠵ࡾࢰ࣭ࣄࣤࣇ࣭ࣝ
ࢺ࡞ࡢࢼࢴࢢࣜᇱ㉰ྙ㔘⏕ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉࡊࡒࡖ࡙ࠉࡆࡿࡼ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ንᥦࢨࢪࢷ࣑ࡡ⇍ຝ⋙ࡢࠉࢼࢴࢢ
ࣜᇱ㉰ྙ㔘ࡡ⪇⇍ᛮ࡞ኬࡀࡂ౪Ꮛࡊ࡙࠷ࡾࠊ࡛ࡆࢀ㧏ຝ⋙ࢅ㐅ࡴࡒ⤎ᯕ࡛ࡊ࡙ࠉࢰ࣭ࣄࣤථཾ࢝ࢪῺᗐࡢ
᭩㧏 1400Υ࡞㐡ࡊ࡙࠽ࡽࠉࡱࡒࢰ࣭ࣄࣤࣇ࣭ࣝࢺࡡῺᗐࡵ 1000Υ௧୕࡛ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡࡒࡴࠉ୕エࡡࡻ
࠹࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ንᥦࢨࢪࢷ࣑࡞࠽࠷࡙ࡢࠉࢰ࣭ࣄࣤࣇ࣭ࣝࢺࡡ෫༴ᚪこྊḖ࡛ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡆ࡛ࡢࠉ
㸧ࡗࡡኬࡀၡ㢗ࢅᣅ࠷࡙࠷ࡾࠊୌࡗࡢࠉ෫༴ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࡛ࡢゕ࠻ࠉ㒂ᮞ⾪㟻Ὼᗐࡢ⼝Ⅴ㎾എࡱ࡚୕᪴ࡊ࡙࠽
ࡽࠉᙁᗐࡢⴥࡊࡂୖࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉ⌦Ⓩ⇍ຝ⋙ᚋࡼࡿ࡙࠷࠷ࠊࡵ࠹ୌࡗࡢࠉ෫༴࡞
ࡻࡾ⭁㣏࡛ࠉࡐࡿ࡞ࡻࡾࢰ࣭ࣄࣤࣇ࣭ࣝࢺࡡᑋࡡୖ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡၡ㢗ࢅゆỬࡊࠉ㉰㧏Ὼ࡚ࡡ㛏✄഼
ࢅᐁ⌟ࡊ࡙⇍ຝ⋙ࡡྡྷ୕ࢅᅒࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉࢼࢴࢢࣜᇱ㉰ྙ㔘ࡡ⪇⇍≁ᛮࢅ㉰࠻ࡾḗୠࡡ㉰㧏Ὼ⪇⇍ᮞᩩࡡ㛜
Ⓠᚪこ࡚࠵ࡾࠊࡐࡆ࡚ᮇ◂✪࡚ࡢࠉ࣓ࣛࣇࢸࣤࢨࣛࢦࢺ㔘ᒌ㛣ྙ∸ᇱࡡ᩺ࡊ࠷㉰㧏Ὼ⪇⇍ᮞᩩࡡ㛜Ⓠࢅ
┘Ⓩ࡛ࡊࠉ㉰㧏Ὼ⎌ሾୖ࡚ࡡ⪇⇍≁ᛮࡡビ౮ࢅ⾔࠹ࡆ࡛࡛ࡌࡾࠊ

㸧㸣◂✪⤊㐛
 ࡆࡿࡱ࡚ᠻࠍࡢࠉMo ᅖ⁈మ࡛ Mo5SiB2 ┞ࡡ┞ᮞࡡ㧏Ὼᙁᗐ࡛㧏Ὼ㓗≁ᛮ࡞ࡗ࠷࡙ㄢᰕࢅ⾔ࡖ࡙ࡀࡒࠊ
Mo ᅖ⁈మ࡛ Mo5SiB2 ┞ࡡ┞⤄⧂ࡢࠉ᧻ඔ⣌≟ឺᅒ࡚♟ࡈࡿࡾࡻ࠹࡞᧻භᬏཬᚺ࡞ࡻࡾ┞ฦ㞫࡞ࡻࡖ࡙
⏍ᠺࡈࡿࡾࠊࡱࡒࡐࡡమ✒ฦ⋙ࡢࠉMo ࡛ Si ࠽ࡻࡦ B 㔖ࢅንࡈࡎࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙โᚒࡌࡾࡆ࡛࡚ࡀࡾࠊࡆ
ࡡ࡛ࡀࠉMo㸤Mo5SiB 2 ┞ᮞࡡ⇍⭶ᘿ౿ᩐࡡንࢅῼᏽࡊࡒ࡛ࡆࢀࠉMo5SiB 2 ┞ࡡమ✒⋙ࡡቌຊ࡛࡛ࡵ࡞⇍⭶
ᘿ౿ᩐࡢቌຊࡊࡒࠊࡈࡼ࡞ Mo㸤Mo5SiB2 ┞ᮞࡡ⇍⭶ᘿ౿ᩐࡢࠉῼᏽࡊࡒࡌ࡙ࡡῺᗐ⠂ᅑ࡚⣟ Mo ࡡ⇍⭶ᘿ
౿ᩐࡻࡽࡵ㧏࠷ೋࢅ♟ࡊࡒࠊࡆࡿࡢࡌࢂࡔࠉMo ᅖ⁈మ࡞Ẓ࡙ Mo5SiB2 ┞ࡡ⇍⭶ᘿ౿ᩐࡡ᪁ኬࡀ࠷ࡆ࡛
ࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡆ࡛ࡢࡈࡼ࡞ࠉMo㸤Mo5SiB2 ┞ᮞ㧏Ὼ࠾ࡼῺ࡛෫༴ࡈࡿࡒ࡛ࡀࠉMo ᅖ⁈మ┞࡞
ࡢᅸ⦨ࠉMo5SiB 2 ┞࡞ࡢᘤᘿࡡ⇍ᚺງⓆ⏍ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅណࡊ࡙࠷ࡾࠊᐁࠉᅒ㸦࡞♟ࡌࡻ࠹࡞ࠉMo ᅖ⁈
మࡡమ✒⋙ኬࡀ࠷⤄ᠺ࡚ࡢ⤄⧂ᅄᏄࡵຊࢂࡖ࡙ࠉMo 5SiB2 ┞୯࡞⇍ᚺງ࡞ࡻࡾஞࡡⓆ⏍ኣᩐびᐳࡈࡿࡒࠊ
ୌ᪁ Mo5SiB2 ┞ࡡమ✒⋙ኬࡀ࠷⤄ᠺ࡚ࡢࠉࡳࡊࢀஞࡡⓆ⏍ࡢᢒโࡈࡿ࡙࠷ࡒࠊࡆࡡࡆ࡛ࡢࠉMo ┞ࡡమ✒
⋙ࢅୖࡈࡎࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉࡳࡊࢀ㧏㠄ᅒࡼࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ♟ြࡌࡾࠊࡐࡡ Mo㸤Mo5SiB2 ┞ᮞࡡ㧏Ὼ
㜾ఄᙁᗐࡢࠉMo5SiB2 ┞ࡡమ✒⋙ࡡቌຊ࡛࡛ࡵ࡞ቌຊࡊࡒࠊ᧻ඔ⣌≟ឺᅒ࡞࠽ࡄࡾ᧻භᬏⅤ㎾ࡡ⤄ᠺ࡚㜾
ఄᙁᗐࡢ᭩ࡵ㧏࠷ೋࢅ♟ࡊࠉ1500Υ࡚࠽ࡻࡐ 1GPa ࡛࠷࠹㦣␏Ⓩೋ࡛ࡖࡒࠊࡆࡡೋࡢࠉᅒ㸧࡞♟ࡌࡻ࠹࡞ࠉ
ࡆࡿࡱ࡚ᥞ᱄ࡈࡿ࡙ࡀࡒᵕࠍ㉰㧏Ὼ⪇⇍ᮞᩩࡡುᮞᩩ࡛Ẓ㍉ࡊ࡙᭩ࡵ㧏ࡂࠉ⌟ᅹࠉୠ⏲ࡡࢲࣔࣤࣅ࢛ࣤ࣬
ࢸ࣭ࢰ࡛ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡞ࠉMo5SiB2 ┞ࡡమ✒⋙ࡡ㧏࠷᧻භᬏ⤄ᠺ㎾എࡡ Mo㸤Mo5SiB2 ┞ᮞ࡚ࠉ㉰㧏
Ὼ⪇⇍ᮞᩩ࡛ࡊ࡙ᴗࡴ࡙᭯᭻ᶭⓏᛮ㈹Ⓠᥱࡈࡿࡾࡆ࡛☔࠾ࡴࡼࡿࡒࠊୌ᪁ Mo㸤Mo5SiB2 ┞ᮞࡡ⪇㓗
≁ᛮ࡚࠵ࡾࠉಕ㆜ᛮ㓗⓮⭯ᙟᠺඔ⣪࡚࠵ࡾ Si ࡡ㔖ᑛ࠷ࡒࡴⰃይ⓮⭯ᚋࡼࡿࡍࠉ㧏Ὼ࡚㓗࡞ࡻ
ࡾᮞᩩⴥࡊ࠷ࠊࡐࡆ࡚ࠉMo㸤Mo5SiB 2 ┞ᮞ࡞ᑊࡊ࡙ࠉࢤ࣭ࢷࣤࢡࢅち㔕࡞ථࡿࡒ㉰㧏Ὼ⪇㓗ᮞᩩ
ࡡ㛜Ⓠྊ㑂࡛ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
 ࡐࡆ࡚ᠻࠍࡢࠉpseudo in-situ 々ྙࡡᴣᛍࢅᥞ᱄ࡊ࡙ࠉMo㸤Mo5SiB 2 ┞ᮞ࡞ᑊࡌࡾ㉰㧏Ὼ⪇㓗⓮⭯ࡡ
᳠ゞࢅ⾔ࡖࡒࠊpseudo in-situ 々ྙ࡛ࡢࠉᏕ࣎ࢷࣤࢨࣔࣜẒ㍉Ⓩᑚࡈ࠷々ᩐ┞ࠉරమⓏ࡞ࡢ⤄ᠺࡢ␏ࡾ
ྜྷࡋᵋᠺඔ⣪࠾ࡼࡾ┞ࢅ㐽ᢝࡊࠉெᕝⓏ (artificial) ࡞々ྙࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉ┞㛣ࡡ␏┞⏲㟻࡚᧻జ
Ⓩ࠾ࡗലᩫᶭ⬗Ⓩ࡞ in-situ 々ྙࡌࡾ᪁Ἢ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡ᪁ἪࡡฺⅤࡢࠉᶭ⬗ࡡ␏ࡾ々ᩐ┞々ྙࡈࡿࡒ㝷࡞
᭩ࡵၡ㢗࡛ࡾ␏┞⏲㟻㒂࡚ࡡᣉᩋ࡞ࡻࡾᅖ┞ཬᚺᢒโࡈࡿࠉࡊ࠾ࡵཬᚺ࠵ࡾ⛤ᗐ㐅⾔ࡊࡒ࡛ࡆࢀ࡚᧻జ
Ⓩ࡞┞ᖲ⾦ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉධലᩫᶭ⬗⮤ᕤ⤄⧂Ⓩ࡞㐡ᠺࡈࡿࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊᮇ◂✪┘Ⓩ࡛ࡌࡾ㉰㧏Ὼ
⎌ሾୖ࡚ࡡ⪇⇍≁ᛮ࡛࠷࠹Ⅴ࡚ࡢࠉࡆ࠹࠷ࡖࡒ㉰㧏Ὼ࡚ࡡ┞Ꮽᏽᛮ㒂ᮞࢅ㧏ᑋୖࡈࡎࡾࡒࡴ࡞ᴗࡴ࡙㔔こ

－－

ᅒ㸦㸣 Mo㸤Mo5SiB2 ┞ᮞࡡ⤄ᠺࡡን࡞࡛ࡵ࠹⤄⧂ࡡን㸣

ᅒ㸧㸣᧻භᬏ⤄⧂ࡡ Mo㸤Mo5SiB2 ┞ᮞ࡛ᥞ᱄ࡈࡿ࡙࠷ࡾ㐅㉰㧏Ὼ⪇⇍ᮞᩩࡡࠉ㜾ఄᚺງࡡῺᗐ౪Ꮛᛮ㸣

－－

ᅒ㸨㸣SPS Ἢ࡞ࡻࡖ࡙షࡈࡿࡒ MoSi2 ᇱᅸ⢂↕⤎మࡡ SEM ാ㸣(a) MoSi2㸣(b) MoSi2 + Al㸣(c) MoSi2 + B㸣

࡚࠵ࡾࠊ᳠ゞࡊࡒ㡧ࡢࠉࡱࡍ Mo5SiB2ѸMo5Si3ѸMo3Si ┞ᮞࢅ⁈ゆἪ࡞ࡻࡖ࡙షࡊࠉࡐࡡᚃࡆࡡ⁈ゆࣤ
ࢥࢴࢹࢅ⢂◃ࡊ MoѸSiѸB ┞⢂ᮆࢅషࡊࡒࠊࡆࡡ┞⢂ᮆ࡞ࡈࡼ࡞ࠉ⣟ Mo ࠽ࡻࡦ SiO2 ⢂ᮆࢅΊྙࡊࠉࢪ
ࣂ࣭ࢠࣈࣚࢫ࣏ࢨࣤࢰࣛࣤࢡ
㸝SPS㸞
Ἢ࡞ࡻࡖ࡙┞Ίྙ⢂ᮆࡡ↕⤎మࢅషࡊࡒࠊ
ࡆࡡ࡛ࡀࠉMo ࠽ࡻࡦ Mo5Si3ࠉ
Mo3Si ࡢ SiO2 ࡛ᖲ⾦ࡌࡾୌ᪁ࠉMo ࡛ Mo5Si3 ࡢ୯㛣┞ Mo3Si ࢅࡵࡖ࡙ᖲ⾦ࡌࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉMo5SiB 2 ࡛ SiO2 ࡛
ࡡ┞ᖲ⾦ࡢ⌟ᅹࡡ࡛ࡆࢀ᪺ࡼ࠾࡞ࡖ࡙࠷࠷ࠉᑛࡂ࡛ࡵ Mo5SiB 2 ࡢ Mo5Si3 ࢅࡊ࡙ SiO2 ࡛ᖲ⾦ࡌࡾࡆ
࡛࡚ࡀࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡞ࠉ୕エ┞࠾ࡼࡾ artificial 々ྙᮞᩩࡢࠉpseudo in-situ 々ྙࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
ࡆࡡ┞々ྙᮞࡡ㧏Ὼ࡞࠽ࡄࡾ⪇㓗ᛮࢅㄢᰕࡊࡒ࡛ࡆࢀࠉⰃይ⪇㓗ᛮ࡛┞Ꮽᏽᛮࢅ♟ࡌࡆ࡛᪺ࡼ࠾࡛
ࡖࡒࠊ1273 K ࡞Ẓ࡙ 1673 K ࡡ᪁㓗㏷ᗐࡢ㐔ࡂࠉࡻࡽඁࡿࡒ⪇㓗ᛮࢅ♟ࡌࡡࡢࠉ⏍ᠺࡌࡾ SiO2 ⓮
⭯ࡡ⢋ᛮὮິ≁ᛮ࡞ࡻࡾࡵࡡ࡛⌦ゆࡈࡿࡒࠊᮇ々ྙᮞᩩ࠵ࡾ⛤ᗐࡡ⣟ Mo ࢅྱࢆ࡚࠷ࡾ࡞ࡵ࠾࠾ࢂࡼࡍࡆࡡ
ࡻ࠹Ⰳይ⪇㓗ᛮࢅ♟ࡌࡡࡢࠉ㧏Ὼ࡞࠽࠷࡙ࡵ┞Ꮽᏽᛮ⥌ᣚࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉpseudo in-situ 々ྙ࡞ࡻࡾຝ
ᯕⓆᥱࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡾࠊࡊࡒࡖ࡙ pseudo in-situ 々ྙࡢࠉMoѸSiѸB ⣌࡞࠽࠷࡙ࠉ⪇㓗ᛮᨭၻࡡ
ࢤ࣭ࢷࣤࢡᢇ⾙࡛ࡊ࡙᭯ຝᡥἪ࡚࠵ࡾࡆ࡛♟ࡈࡿࡒࠊࡊ࠾ࡊṟᛍࡼࠉ1673 K ௧୕ࡡῺᗐ⠂ᅑ࡚ࡢࠉ
୕エ々ྙᮞᩩ࡚ࡢ SiO2 㓗⓮⭯ࡡ⢋ᛮὮິಀ㐅ࡈࡿࡾࡒࡴࠉ⪇㓗ᛮࡡᠩᛍࡈࡿࡒࠊࡆࡡၡ㢗ࢅゆ
ᾐࡌࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉࡻࡽ Si ⃨ᗐ㧏ࡂࠉB ⃨ᗐࡡ࠷ྙ㔘ࢅࡖ࡙ pseudo in-situ 々ྙ࡞ࡻࡾࢤ࣭ࢷࣤࢡࢅ
᳠ゞࡌࡾᚪこ࠵ࡾࠊࡐࡆ࡚ᮇ◂✪࡚ࡢࠉMoSi2 ᇱྙ㔘ࢅࢤ࣭ࢷࣤࢡᮞᩩ࡛ࡊ࡙᳠ゞࡊ࡙࠷ࡂࡆ࡛࡛ࡊࡒࠊ

㸨㸣◂✪ᠺᯕ
㸨Ѹ㸦㸣ᐁ㥺᪁Ἢ
 ᕰ㈅ࡡ MoSi2 ⢂ᮆ࡞ࠉୌ㒂⣟ Al ࡵࡊࡂࡢ⣟ B ⣪⢂ᮆࢅ㔔㔖Ẓ 1%࡞ࡾࡻ࠹ΊྙࡊࠉSPS Ἢ࡞࡙ MoSi2ࠉ
MoSi2+AlࠉMoSi2+B ᅸ⢂↕⤎మࢅషࡊࡒࠊ↕⤎మ࠾ࡼኬࡀࡈ࠽ࡻࡐ 7mm7mmࠉཉࡈ 1mm ࡡᯀ≟ム
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(a) 760 Torr
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ᅒ㸩㸣MoSi2 ᇱᅸ⢂↕⤎మࡡ㓗㞲ᅑẴୖ࡚ࡡ㔔㔖ን᭜⥲㸣(a) ム㥺ᅸງ 760Torr㸣(b) ム㥺ᅸງ 10Torr㸣

㥺∞ࢅวࡽฝࡊࠉムᩩ⾪㟻ࢅ࢙࣒࣭ࣛ⣤࡞࡙#1500 ࡱ࡚ᘟ◂☳ࡊࡒࠊࡐࡡᚃࠉᚃ⸠◂✪ᐄಕ᭯ࡡ㧏Ὼ㓗ム
㥺ᶭ࡞࡙ࠉ1500°C ࡞࠽ࡄࡾムᩩࡡ㓗ᣪິࢅㄢᰕࡊࡒࠊムᩩࡢ Al2O3 ࡡࣆࢴࢠ࡞ࡻࡖ࡙㓗㞲ᅑẴ୯࡞ྛࡽ
ୖࡅࡼࡿࠉ㓗࡞ࡻࡾ㔔㔖࡛㛣ࡡንࢅῼᏽࡊࡒࠊ㓗㞲ᅑẴࡢ Ar-20%O2 ࢝ࢪ୯ࠉኬẴᅸ (760Torr)࡛ 10Torr
ࡡ㸧⛸㢦ࡡᅸງୖࠉ㓗㛣ࡢ 12 㛣࡚࠵ࡖࡒࠊム㥺ᚃࠉムᩩ⾪㟻ࢅ㉦ᰕᆵ㞹Ꮔ㢟᚜㙶 (SEM) ࡚びᐳࡊࡒ
࠾ࠉ㹍⥲ᅂᢙἪ (XRD) ࡚㓗∸ᒒࡡ┞ࡡྜྷᏽࢅムࡲࡒࠊ
㸨Ѹ㸧㸣ᐁ㥺⤎ᯕ
ᅒ㸨࡞ࠉSPS Ἢ࡞ࡻࡖ࡙ᚋࡼࡿࡒ MoSi2 ↕⤎మ᩷㟻ࡡ SEM ാࢅ♟ࡌࠊහ㒂࡞ࡢ᚜ᑚࢠࣚࢴࢠࡂࠉSPS
Ἢ࡞ࡻࡖ࡙ධ MoSi2 ↕⤎మᚋࡼࡿࡒࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡒࡓࡊࠉ࣭࣎ࡡࡻ࠹ࡵࡡኬ㔖࡞びᐳࡈࡿ
ࡒࠊࡆࡿࡼࡡኣࡂࡢࠉMoSi2 ⣪⢂ᮆ↕⤎๑࡞㓗ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙⏍ᠺࡊࡒ SiO2 ࢝ࣚࢪ┞ฆ㞗ࡊࡒࡵࡡ࡚
࠵ࡽࠉ↕⤎మ࡞ୌ⯙Ⓩ࡞ࡻࡂびᐳࡈࡿࡾᮅ↕⤎࣭࡚࣎ࡢ࠷࡛⩻࠻࡙࠷ࡾࠊMoSi2 ↕⤎మ࡞Ẓ࡙ࠉMoSi2+Al
↕⤎మ࡚ࡢ࣭࣎ࡡฦᕱᆍୌ࡚ࠉ࡛ࡆࢀࡆࢀ࣭࣎ᐠᗐⴥࡊࡂ࠷㡷ᇡびᐳࡈࡿࡒࠊࡆࡿࡢࠉSiO2
࡛ Al2O3 ࡡ⏍ᠺ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࢅẒ㍉ࡊࡒ࢙࣑ࣛࣤ࢝ᅒ࡞࠽࠷࡙ࠉධῺᗐ⠂ᅑ࡚ Al2O3 ࡡ⏍ᠺ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡ᪁
ࡂࠉࡊࡒࡖ࡙ Al2O3 ࡡ᪁ඁⓏ࡞⏍ᠺࡌࡾലྡྷ࠾ࡼࠉୌ㒂ࡡ⣪⢂ᮆ⾪㟻ࡡ SiO2 ᒒ Al ࡞ࡻࡖ࡙㑇ඔࡈࡿ
ࡒࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊ⏍ᠺࡊࡒ Al2O3 ࡢࠉᮇ↕⤎᮪௲࡚ࡢ࢝ࣚࢪࡊ㞬࠷ࡒࡴࠉ↕⤎࡞⢋ᛮὮິࢅ㉫ࡆࡊฆ
㞗ࡌࡾࡆ࡛↋ࡂࠉ⣪⢂ᮆ⏲㟻࿔㎮࡞ฦᩋ┞࡛ࡊ࡙Ꮛᅹࡊ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊୌ᪁ MoSi2+B ↕⤎మ࡚ࡢࠉ
MoSi2 ↕⤎మ࡞Ẓ࡙࣭࣎ࢦࢫቌຊࡊ࡙࠷ࡒࠊ
SiO2 ୯࡞ B Ίථࡌࡾ࡛ SiO2 ࢝ࣚࢪࡡ⢋ᗐࢅୖࡈࡎࠉ
⢋ᛮὮິᛮࢅ㧏ࡴࡾࡆ࡛ࡻࡂ▩ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊMoSi2+B ↕⤎మ୯࡚ࡢࠉ↕⤎㐛⛤࡚⣪⢂ᮆ⾪㟻ࡡ SiO2 ᒒ୯࡞ B
Ίථࡊ SiO2 ࡡ⢋ᛮὮິᛮ㧏ࡱࡽࠉࡐࡡ⤎ᯕฆ㞗ಀ㐅ࡈࡿࡒࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊ௧୕ࡡࡻ࠹࡞ࠉMoSi2 ↕
⤎మ࡞ Al ࡷ B ⣪⢂ᮆࢅΊྙࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉ↕⤎మࡡ⤄⧂ࠉ࡛ࡽࢂࡄ SiO2 ࡡమ✒⋙ࡷࡐࡡฦᕱንࡌࡾ
ࡆ࡛♟ြࡈࡿࡒࠊ
 ᅒ㸩(a)࡞ࠉᅸງ 760Torr ࡚ᚋࡼࡿࡒ MoSi2ࠉMoSi2+AlࠉMoSi2+B ᅸ⢂↕⤎మࡡ㔔㔖ን࡛㛣ࡡ㛭౿ࢅ
♟ࡌࠊ㯦Ⰵࡡ⥲ MoSi2ࠉ㉝Ⰵ MoSi2+Alࠉ㟯Ⰵ MoSi2+B ࡚࠵ࡾࠊMoSi2 ↕⤎మ࡚ࡢ㓗ิ࡞ࢂࡍ࠾࡞
㔔㔖ቌຊࢅずࡎࡒࠉࡐࡡᚃᴗࡴ࡙⥾ࡷ࠾㔔㔖΅ᑛࡡലྡྷ࡛ࡖࡒࠊࡆࡿࡢࠉMoO3 㧏Ὼ࡚᪴⳱ᛮ࡞ᐣࡳࡆ
࡛࠾ࡼࠉMoO3 ࡡ᪴⳱࡞ࡻࡾ㔔㔖΅ᑛ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊୌ᪁ࠉMoSi2 ࡞ Al ࡷ B ࢅ῟ຊࡊࡒࡵࡡࡢࠉ㓗ิ
ࡡ㔔㔖ቌຊࡡᚃࠉࡈࡼ࡞㔔㔖ቌຊࡡലྡྷࢅずࡎࡒࠊ㔔㔖ቌຊ㏷ᗐࡢࠉMoSi2+B  MoSi2+Al ࡡ࠽ࡻࡐ㸧ಶ⛤
ᗐ࡚࠵ࡖࡒࠊࡒࡓࡊࡆࡡ㔔㔖ቌຊ㏷ᗐࡢࠉム㥺㛣 12 㛣ࡡ⠂ᅑහ࡚࠵ࡾࡆ࡛࡞Ἰណࢅᡮ࠹ᚪこ࠵ࡾࠊᅒ㸩
(b)࡞ࠉᅸງ 10Torr ࡚ᚋࡼࡿࡒ MoSi2ࠉMoSi2+AlࠉMoSi2+B ᅸ⢂↕⤎మࡡ㔔㔖ን࡛㛣ࡡ㛭౿ࢅ♟ࡌࠊ㯦
Ⰵࡡ⥲ MoSi2ࠉ㉝Ⰵ MoSi2+Alࠉ㟯Ⰵ MoSi2+B ࡚࠵ࡾࠊMoSi2 ࡷ MoSi2+Al ࡚ࡢࠉྜྷᵕࡡ㔔㔖ን᭜⥲
ࢅ♟ࡊࡒࠊࡒࡓࡊࠉ࠷ࡍࡿࡡሔྙࡵࠉ㓗ิࡡ㔔㔖ቌຊฦࡷࡷቌຊࡊ࡙࠷ࡒࠊୌ᪁ MoSi2+B ࡚ࡢࠉ㓗ิ
࡞ኬࡀ㔔㔖΅ᑛࢅ♟ࡊࡒࠊࡐࡡᚃࠉ㔔㔖ንࡢࡷࡷቌຊẴ࡞᥆⛛ࡊࡒࠊ㓗ิࡡኬࡀ㔔㔖΅ᑛࡢࠉ
MoO3 ࡡ᪴⳱࡞ຊ࠻ࠉB2O3 ࡡ᪴⳱ࡡᙫ㡢ຊࢂࡖ࡙࠷ࡾࡵࡡ࡛ᛦࢂࡿࡾࠉB ࡡᏋᅹ MoO3 ࡷ SiO2 ࡡ᪴⳱ᛮ
࡞ᙫ㡢ࢅཀྵࡊ࡙࠷ࡾ࠾࠹࠾ࡢࠉ⌟ᅹࡡ࡛ࡆࢀ᪺࡚࠵ࡾࠊ
㓗ᐁ㥺ᚃࡡ⾪㟻⤄⧂ࢅ SEM ࡚びᐳࡊࠉ㓗⓮⭯ࡡᕣ␏࡞ࡗ࠷࡙᳠ゞࡊࡒࠊᅒ㸪࡞ࠉኬẴᅸࡼࡦ࡞ 10Torr

－ 10 －

ᅒ㸪㸣㓗ᚃࡡムᩩ⾪㟻ࡡ SEM ാ㸣(a)㸡(b) MoSi2㸣(c)㸡(d) MoSi2 + Al㸣(e)㸡(f) MoSi2 + B㸣(a)㸡(c)㸡(e) 760Torr㸣
(b)㸡(d)㸡(f) 10Torr㸣

࡚㓗ࡊࡒࠉMoSi2ࠉMoSi2+AlࠉMoSi2+B ᅸ⢂↕⤎మࡡ⾪㟻ࡡ SEM ാࢅ♟ࡌࠊኬẴᅸ࡚㓗ࡊࡒ MoSi2 ࡚
ࡢࠉ⁝ࡼ࠾⾪㟻࡞࡛ࡆࢀࡆࢀ㝧㉫ࡊࡒஞᲬ㒂びᐳࡈࡿࡒࠊ㓗ᚃࡡムᩩ⾪㟻ࡡ XRD ῼᏽࡡ⤎ᯕࠉኬẴ
ᅸ࡚㓗ࡊࡒ MoSi2 ࡚ࡢᇱᮞࡡ MoSi2 ࡡᅂᢙࣅ࣭ࢠࡡࡲ࡚࠵ࡖࡒࡆ࡛࠾ࡼࠉ⁝ࡼ࠾⾪㟻ࡢ SiO2 ࢝ࣚࢪᒒ࡚
࠵ࡽࠉࡆࡿ⇍⦨࡞ᇱᮞ࡛ࡡ⇍⦨㔖ࡡ㐢࠷࡞ࡻࡖ࡙ᅸ⦨ࡈࡿࠉᲬ㒂⏍ᠺࡊࡒࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊࡆࡿ
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࡞ᑊࡊ࡙ 10Torr ࡚㓗ࡊࡒ MoSi2 ࡚ࡢࠉኬẴᅸ࡚㓗ࡊࡒሔྙ࡛␏ࡽ⣵࠾㉫ఄ࠵ࡽࠉᢙ࣭࣎Ꮛ
ᅹࡊ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡚࠵ࡖࡒࠊXRD ῼᏽࡡ⤎ᯕ࡚ࡢ MoSi2 ࡡᅂᢙࣅ࣭ࢠࡡࡲ࡚࠵ࡖࡒࡆ࡛࠾ࡼࠉ⏍ᠺࡊࡒ㓗∸ࡢ
SiO2 ࢝ࣚࢪᒒ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊ10Torr ࡡሔྙࠉ㓗⣪㔖ኬẴᅸ࡞Ẓ࡙㸧᰾㎾ࡂᑛ࠷ࡒࡴࠉSiO2 ࢝ࣚ
ࢪᒒࡡ⏍ᠺ㔖ࡵᑛࡂࠉࡐࡡ⤎ᯕᅒ㸪(b)ࡡࡻ࠹⾪㟻ᙟឺ࡞ࡖࡒࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊᅒ㸪(c)࡛(d)࡞ࠉ
MoSi2+Al ࡡ㓗ᚃࡡ⾪㟻 SEM ാࢅ♟ࡌࠊኬẴᅸ࡚㓗ࡊࡒ MoSi2+Al ࡡ⾪㟻ࡢẒ㍉Ⓩ⁝ࡼ࠾࡚࠵ࡽࠉධ
㓗⓮⭯ᙟᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡚࠵ࡖࡒࠊXRD ῼᏽࡡ⤎ᯕ࡚ࡢࠉᇱᮞࡡ MoSi2 ࡡᅂᢙࣅ࣭ࢠࡡࡲ࡚࠵ࡖࡒࠊ࡛
ࡆࢀ 10Torr ࡚㓗ࡊࡒሔྙࠉ⁝ࡼ࠾㓗⭯࡞ຊ࠻࡙㔢≟ࡵࡊࡂࡢ⢇Ꮔ≟ࡡ㓗∸ᗀ࠷⠂ᅑ࡚⏍ᠺࡊ࡙࠷
ࡾࡆ࡛ࢂ࠾ࡖࡒࠊXRD ῼᏽࡡ⤎ᯕࠉᇱᮞࡡ MoSi2 ࡡᅂᢙࣅ࣭ࢠ௧አࡡࣅ࣭ࢠኣᩐびᐳࡈࡿࡒࠊMo-Si-B ྙ
㔘୯࡞ Al ࢅ῟ຊࡌࡾ࡛ࠉSi-Al 々ྙ㓗∸⏍ᠺࡌࡾࡆ࡛ሒ࿈ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ㔢≟ࡵࡊࡂࡢ⢇Ꮔ≟ࡡ
㓗∸ࡢ Si-Al 々ྙ㓗∸࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊୌ᪁ࠉᅒ㸪(e)࡛(f)࡞ࠉMoSi2+B ࡡ㓗ᚃࡡ⾪㟻 SEM ാࢅ♟
ࡌࠊኬẴᅸ࡚㓗ࡊࡒ MoSi2+B ࡡ⾪㟻ࡢ㟸ᖏ࡞⁝ࡼ࠾࡚࠵ࡽࠉⰃይ㓗⓮⭯ᙟᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡚࠵ࡖࡒࠊ
XRD ῼᏽࡡ⤎ᯕ࡚ࡢࠉᇱᮞࡡ MoSi2 ࡡᅂᢙࣅ࣭ࢠࡡࡲ࡚࠵ࡽࠉMoSi2ࠉMoSi2+Al ࡡሔྙ࡛ྜྷᵕࠉSiO2 ࢝ࣚࢪ
ᒒ⏍ᠺࡊࡒࡵࡡ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒࠊMoSi2+B ࢅ 10Torr ࡚㓗ࡊࡒሔྙࠉ⁝ࡼ࠾⾪㟻࡞ኬ㔖ࡡஞᲬ㒂びᐳ
ࡈࡿࡒࠊSiO2 ୯࡞ B Ίථࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉSiO2 ࡡ࢝ࣚࢪ㌷⛛Ὼᗐࢅୖࡈࡎࡾࡆ࡛ሒ࿈ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ࢝
ࣚࢪ㌷⛛Ὼᗐୖࡿࡣࠉᇱᮞ࡛ࡡ⇍⦨ᕣ⥾ࡈࡿஞᲬࡢᙟᠺࡈࡿ࡞ࡂ࠷ലྡྷ࡛ࡾࡢࡍ࡚࠵ࡾࠊࡐࡿ
࡞ࡵ࠾࠾ࢂࡼࡍࠉᅒ㸪(a)ࡻࡽࡵ㧏ᐠᗐ࡚ஞᲬ⏍ᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡࡢࠉSiO2 ࡞ B Ίථࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ᇱᮞ
࡛ࡡ⇍⭶ᘿ౿ᩐࡡ㐢࠷ኬࡀࡂࡖࡒࡒࡴ࠾ࡵࡊࡿ࠷ࠊ
 ௧୕ࡡࡻ࠹࡞ࠉMoSi2 ᅸ⢂↕⤎మ࡞ᑊࡊ࡙ Al ࡷ B ⣪⢂ᮆࢅ᚜㔖Ίྙࡊࡒᅸ⢂↕⤎మ࡚ࡢࠉ↕⤎మࡡ⤄⧂ࠉ㧏
Ὼ㓗ᣪິࠉ⏍ᠺ㓗⭯➴࡞ᕣ␏⌟ࡿࡾࡆ࡛᪺ࡼ࠾࡛ࡖࡒࠊ

㸩㸣ࡱ࡛ࡴ
 ᮇ◂✪࡞ࡻࡖ࡙ࠉ࠷ࡂࡗ࠾ࡡ㔔こ▩ずᚋࡼࡿࡒࠊࡱࡍࠉMo-Si ྙ㔘ࡡ⤄⧂࡞ᑊࡌࡾ Al ࡡᙲ࡚࠵ࡾࠊ◂
✪⤊㐛࡚㏑ࡒ࡛࠽ࡽࠉMo㸤Mo5SiB2 ┞ᮞࠉ࠷ࢂࡹࡾ Mo㸤Mo5SiB2 in-situ 々ྙᮞᩩࡢࠉḗୠࡡ㉰㧏Ὼ⪇
⇍ᮞᩩ࡛ࡊ࡙᭩᭯ງುࡡୌࡗ࡚࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊࡼࠉᚃࡆࡡ Mo㸤Mo5SiB2 in-situ 々ྙᮞᩩ࡚ࢰ࣭ࣄࣤࣇ
࣭ࣝࢺࢅషࡌࡾ୕࡚ࠉࡐࡡᮞᩩຊᕝࣈࣞࢬࢪኬࡀㄚ㢗࡛ࡾࡢࡍ࡚࠵ࡾࠊࡏࡼࡣࠉࡆࡡ Mo㸤Mo5SiB2
┞ᮞࡢ⼝Ⅴ 2000°C ௧୕࡚࠵ࡾࡒࡴࠉ⁈ゆ㗢㏸ࣈࣞࢬࢪ࡚ኬᆵࣤࢥࢴࢹࢅషࡌࡾ࡞ࡢᅏ㞬ࢅᴗࡴࡾࡢ
ࡍ࡚࠵ࡾࠊຊ࠻࡙ࠉ㧏Ὼ࡚㧏ᙁᗐ࡚࠵ࡾࡒࡴࠉḗຊᕝࡢ࡛ࢆྊ⬗࡚࠵ࡾࠊࡊࡒࡖ࡙ࠉࢤࢪࢹࢅᢒ࠻
ຝ⋙Ⓩ࡞ኬᆵ㒂ᮞࢅషࡌࡾ࡞ࡢࠉ⢂ᮆ෪㔘Ⓩࣈࣞࢬࢪ᭩㐲࡚࠵ࡾࠊ࡛ࡆࢀࠉMo-Si ⢂ᮆࡢ↕⤎ࡱ࡚ࡡ㐛
⛤࡚⾪㟻ࢂࡍ࠾࡞㓗ࡊ࡙࠽ࡽࠉࡆࡿ↕⤎࡞⢂ᮆѸ⢂ᮆ⏲㟻࡚ SiO2 ࢝ࣚࢪ࡛ࡖ࡙ࡊࡱ࠹ࠊࡆࡿࡢᮇ◂
✪࡚ᚋࡼࡿࡒᅒ㸨࡚ࡵ♟ࡊࡒ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡ SiO2 ࢝ࣚࢪࡡᏋᅹࡢࠉ㧏Ὼᙁᗐࢅⴥࡊࡂୖࡈࡎࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ
Mo㸤Mo5SiB 2 ┞ᮞᮇᮮࡡ㧏Ὼᙁᗐᚋࡼࡿ࠷ࠊࡊ࠾ࡊᮇ◂✪࡚ᚋࡼࡿࡒᠺᯕ࡛ࡊ࡙ࠉAl ࡡᏋᅹࡢ SiO2 ࡡ
⏍ᠺࢅᢒโࡌࡾࡆ࡛᪺ࡼ࠾࡛ࡖࡒࠊᚃࠉ
Al ࢅ㐲ว࡞῟ຊࡊฦᩋࡈࡎࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉ
Mo㸤Mo5SiB2 in-situ
々ྙᮞᩩࡡ᭩㐲ྙᠺࣈࣞࢬࢪࡡ᳠ゞịࡴࡼࡿࡾࠊୌ᪁ࠉMo㸤Mo5SiB 2 in-situ 々ྙᮞᩩࡡ⪇㓗ᛮ࡞ཀྵ
ࡌ Al ῟ຊࡡຝᯕ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᘤ⤾ࡀㄢᰕ࣬᳠ゞᚪこ࡚࠵ࡾࠊḗ࡞ࠉMoSi2 ࡡ⪇㓗ᛮ࡞ཀྵࡌ B ࡡຝᯕ࡚࠵
ࡾࠊB  SiO2 ⓮⭯ࡡᛮ㈹࡞ኬࡀࡂᙫ㡢ࡌࡾࡆ࡛ࡢࡆࡿࡱ࡚ࡡሒ࿈࡚ࡌ࡚࡞▩ࡼࡿ࡙࠷ࡒࠉMoSi2 ୯ࡡ B ࡡ
ᅖ⁈㔖࡛ࢆ↋࠷ࡒࡴࠉB ࡛ࡡ々ྙ MoSi2 ࡡ⪇㓗ᛮࢅࡡࡻ࠹࡞ንࡈࡎࡾ࠾ࡢ᪺࡚࠵ࡖࡒࠊᮇ
◂✪ࡡᠺᯕ࡛ࡊ࡙ࠉMoSi2 ↕⤎మ࡞ B ࢅ々ྙࡈࡎࡾࡆ࡛࡞ࡻࡖ࡙ࠉࡆࡿࡱ࡚ሒ࿈ࡈࡿ࡙ࡀࡒ SiO2 ୯ࡡ B ࡡ
ຝᯕ࡛ྜྷᵕࡡലྡྷࢅᚋࡾࡆ࡛࡚ࡀࡒࠊᚃࠉMo5SiB2 in-situ 々ྙᮞᩩ࡞ᑊࡌࡾ⪇㓗ࢤ࣭ࢷࣤࢡᮞ࡛ࡊ࡙ࠉ
MoSi2 ࡞こịࡈࡿࡾ≁ᛮࢅ⩻៎ࡊࡼ㐲ว B 㔖ࢅずᏽࡴ࡙࠷ࡂᚪこ࠵ࡾࠊ᭩ᚃ࡞ࠉ୕エࡡㅎၡ㢗࡞ຊ࠻
࡙ࠉᚃࠉMo5SiB2 in-situ 々ྙᮞᩩ࡛ MoSi2 ࡡ␏┞⏲㟻ࡡ┞Ꮽᏽᛮࡵ᳠ゞࡊ࡙࠷ࡂᚪこ࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊࡐ
ࡿࡼࢅ⩻࠻ྙࢂࡎ࡙ࡵࠉMo-Si ᇱྙ㔘⣌ࡢḗୠࡡ㉰㧏Ὼ⪇⇍ᮞᩩ࡛ࡊ࡙౪↓᭩ࡵ᭯᭻ᮞᩩ⣌࡚࠵ࡽࠉᐁ⏕
࡞ྡྷࡄ࡙ࡈࡼ࡞◂✪ࢅ๑㐅ࡈࡎ࡙࠷ࡂࡀ࡚࠵ࡾࠊ
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結晶 Si 太陽電池の高効率化における材料学的アプローチ

東北大・金研

中嶋

一雄、宇佐美 徳隆、藤原 航三、野瀬 嘉太郎、宍戸 統悦、菅原 孝昌
物質材料研究機構

関口

隆史、大阪大学

佐藤

武彦、上西 啓介

１．

はじめに
太陽電池はクリーンエネルギーの代表格として社会において最も必要とされている分野の一つで
あり、太陽電池産業は、急成長を遂げている。2004年の統計で、年次総生産量が、1GWの大台に載
ったことが話題を集めたが、2005年には1.7GWと、更に大きな成長を遂げた。中でも、バルク多結晶
Siをベースとしていた太陽電池の比率が、生産性におけるメリットから年々増加している。しかしな
がら、得られる変換効率は、理論限界の27%に対して、量産レベルでは約15-17%、小サイズでの研究
レベルでも約20%と大きなギャップがあり、太陽電池の更なる普及・拡大のためには、生産性のメリ
ットを失うことなく、バルク多結晶太陽電池の高効率化を実現することが急務となっている。
このような背景のもと、結晶物理学研究部門においては、新たな切り口として、結晶粒方位・粒界
性格分布の制御などを含む、太陽電池高効率化のための要素を網羅した高品質Siバルク多結晶を提案
し、その成長機構や物性評価に関する研究を行っている。このような材料学的なアプローチが、太陽
電池の高効率化に対して極めて重要であるという観点に基づき、本研究においては、さまざまな材料
学的アプローチによりバルク多結晶に関する研究を行っている学外の専門家を招いたワークショッ
プと、共同研究を通して、高品質Siバルク多結晶と、それに基づく高効率太陽電池実現に向けた学理
の構築を行うことを目的とする。内容としては、平成16年度より開催している「結晶Si太陽電池の高
効率化における材料学的アプローチ」と題したワークショップの継続開催と、結晶物理学研究部門と
相補的な研究を行っている外部専門家との共同研究を機軸とする。

２． ワークショップ
ワークショップは、9 月 26 日から 27 日の 2 日間の日程で、金属材料研究所二号館講堂・会議室を会場
として開催した。プログラム内容を下記に示すが、20 件の口頭講演と、10 件のポスター講演から構成さ
れている。特徴的なのは、太陽電池の研究や開発を行っている専門家に加え、結晶成長、粒界・界面、電
子顕微鏡、プローブ顕微鏡など太陽電池の研究を行ってはいない専門家も交え、新たな視点からの Si バル
ク多結晶の高品質化、太陽電池の高効率化に向けた研究を誘起するようプログラムを立案した点である。
Si結晶における不純物・欠陥の制御に向けた結晶成長の現状と課題 (4 件）
「太陽電池用 Si 原料の開発状況」小田 開行（トクヤマ）
「太陽電池用グローバルシミュレータによる界面形状・不純物解析」柿本 浩一（九州大学）
「一方向凝固法を用いた高品質多結晶 Si の結晶成長プロセス」齋藤 忠（東京農工大）、山鹿
一機電）
「CZ-Si 結晶成長における臨界 V/G の実験的研究」黄 新明（東北大学）
バルク多結晶における粒界性格制御 (5 件）
「材料研究における粒界・界面研究の最近の展開：レビュー」連川 貞弘（東北大学）
「Si バルク多結晶の粒界性格制御成長 」宇佐美 徳隆 （東北大学）
「デンドライト成長を利用した Si バルク多結晶の方位制御」 藤原 航三（東北大学）
「共有結合結晶粒界の原子配列・電子構造・エネルギーの理論的研究」香山 正憲（産総研）
「結晶粒界－幾何学から物理へ」市野瀬 英喜（北海道大学）

功雄（第

Si結晶の評価技術の原理と応用 (7 件）
「シリコン基板の少数キャリア寿命の測定」 高遠 秀尚（産総研）
「擬定常光伝導度法 QSSPC の原理とその応用」ダムリン マルワン（東京農工大）
「エレクトロルミネセンスを利用した多結晶シリコン中の少数キャリア拡散長分布測定」冬木 隆（奈良
先端大）
「多結晶シリコン太陽電池材料中に含まれる鉄不純物の挙動:メスバウア分光によるその場観察」吉田 豊
（静岡理工大学）
「放射光を利用した不純物・欠陥評価」大下 祥雄（豊田工業大学）、広沢 一郎（高輝度光科学研究セン
ター）
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「EBIC による粒界物性評価」関口 隆史（NIMS）
「AFM による多結晶シリコン太陽電池の光起電力評価」高橋 琢二（東京大学）
太陽電池・結晶Siに関するトピックス (4 件）
「Si 結晶の形状加工と応用」中嶋 一雄（東北大学）
「三菱電機における太陽光発電事業へのとりくみ」有本 智（三菱電機）
「裏面電極型太陽電池の研究」長島 知理（トヨタ自動車）
「両面受光太陽電池とその応用技術」上下 利男（日立製作所）
若手研究者によるポスター講演（10 件）
表 1 に参加者の内訳を示す。特徴としては、民間企業からの参加者が多い点であり、太陽電池産業界から
も、材料学的アプローチという視点が注目を集めていることを示している。
参加者内訳
国立大学法人（東北大、東大、北大、九大、奈良先端
大、北陸先端大、東京農工大）
私立大学(慶応、立命館、豊田工大、静岡理工大）
独立行政法人(産総研、物材機構）
特殊法人(NEDO)
民間企業（シャープ、京セラ、三菱電機、サムコほか
計 12 社）
合計

人数
46 名
（うち東北大学
27 名）
5名
5名
1名
24 名
81 名

表 1 参加者の内訳
ワークショップでの議論を通して参加者間で認識されたことは、Si バルク結晶太陽電池の他の太陽電池
に対する優位性は、今後も継続するものと思われるが、効率の改善に向けた研究開発が継続して必要であ
るということである。中でも、組織制御を含めた Si バルク多結晶の高品質化・高均質化に向けた結晶成長
の学術的な理解と新規成長法の開発、多結晶のマクロな物性を決定する要因を解明するための評価手法の
構築、薄板基板に対応した高効率プロセス技術など多くの課題があり、産学が連携した研究開発が必要と
なろう。
３． 研究成果
バルク多結晶は、多数の結晶粒（個々の結晶粒は単結晶）と結晶粒界のネットワークにより構成されて
いることが特徴であり、その巨視的な物性は、構成要素である結晶粒や粒界の微視的な幾何学的配置に強
く依存する。金属やセラミクスなどの材料分野では、これらの幾何学因子と材料のマクロ物性との相関に
関して多くの研究がなされており、材料の物性制御に重要であることが指摘されている。Si バルク多結晶
においても、結晶粒方位・粒界性格分布・粒サイズなどの制御により、均質な表面テクスチュアの簡便な
作製、粒界におけるキャリア再結合の抑制、粒内の結晶性の向上、薄板化した場合の機械的強度の改善な
ど、太陽電池用材料としての特性向上をもたらす、さまざまな効果が期待できる。
そこで、本研究においては、独自に開発した融液成長過程を直接観察できる「その場観察装置」を用いて、
一方向成長過程に多結晶の優先成長方位や結晶粒界がどのように形成されるのかを観察し、成長初期過程
に結晶方位を揃えるのに有効な結晶成長機構を明らかにした。この知見を基に、キャスト法における方位
制御法のコンセプトを提案するとともに、実際に、方位制御したバルク多結晶Siの成長を試みた。
更に、粒界制御の観点から、結晶粒や粒界の幾何学的配置を任意に設計し、設計したバルク多結晶を人
工的に実現するための結晶成長技術を確立するための基礎検討を行った。このような技術が確立できたな
らば、太陽電池用材料に限らず、広範な多結晶材料において、高性能化・新機能発現に繋がる新技術とし
て、材料科学の推進に大きな寄与ができると考えられる。
３．１ 多結晶の成長初期過程解明に基づく高品質 Si バルク多結晶成長技術の開発
Si バルク多結晶の一方向成長過程の直接観察実験により、ルツボ底面に沿ってデンドライト結晶が成長
し、その上面にバルク多結晶が成長する条件が存在することを見出した。これより、Si バルク多結晶の粒
方位や粒サイズを制御するためには、結晶成長の初期過程にルツボ底面に沿ってデンドライト結晶を成長
させ、デンドライト結晶 の上面を｛１１２｝面または｛１１０｝面に揃え、この上面上にバルク多結晶を
成長させることが有効であると考え、これを用いた成長技術を考案した(図 1)。
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図 1 キャスト法におけるデンドライト成長を利用した方位制御法の概念図

このコンセプトに基づき、実際に、キャスト炉を用
いてルツボ底面に方位の揃ったデンドライト結晶を
成長させ、その上にバルク多結晶を 成長させること
により、粒方位・粒サイズが制御された Si バルク多
結晶を実現した。すなわち Si バルク多結晶の各結晶
粒の方位を｛１１２｝面または｛１１０｝面に揃える
ことができ、かつ結晶粒サイズを 3ｃｍ以上に大きく
できることを明らかにした。本バルク多結晶を用いた
太陽電池の特性は従来の多結晶に比べて相対的に向
上することを実証した。また、本成長技術を用いて成
長した Si バルク多結晶を用いた太陽電池の 特性は、
インゴットサイズを大きくするに従い向上し、さら
に、インゴット上部においても品質低下が少ないこと
が示された。

50mm
図 2 成長したインゴットの概観写真

３．２ 高品質 Si バルク多結晶成長技術の開発と局所物性評価
粒界性格を規定した一つの粒界を有する種結晶から成長した場合に、成長条件に依存して粒界がどの
ように発展するかを調べることを試みた。種結晶は、直径 8mm の Si(110)単結晶ロッドを{111}面で切断し、
片側の結晶を 180°回転した後に、再び束ねることにより(111)63 粒界を形成した(図 3)。その他に、切断
面を意図的に{111}面からずらした結晶片を利用することにより、種結晶の粒界エネルギーを高く設定し
たものも準備した。
結晶成長は、直径 8mm の高純度 Si 多結晶ロッドを
原料として、フローティングゾーン成長法を用いて行
{110}
った。成長雰囲気は、超高真空とし、粒界発展におけ
る不純物などの外的要因を排除することを試みた。加
熱源は、リング状のタングステンフィラメントからの
電子ビームであり、結晶成長は、溶融帯を形成した後
に、フィラメントを一定の速度で移動することにより
行った。成長した結晶は、コリメータ利用により局所
{111}
測定が可能な X 線回折法、および EBSP 法を用いて評価
>110@
>1 1 0@
を行った。
o
図 4 は、設計値として63 から 3.5 ずらした種結晶
>1 11@
>1 11@
に対して、直径 1mmのコリメータを利用し、粒界近傍
>1 1 2@
における{224}回折ピークの空間分布を測定した結果
>1 12 @
である。縦軸がサンプル位置に対応し、横軸がX線の入
射角度を示している。シャープな 2 本のピークが、粒
図 3 種結晶の形成方法の一例
界を形成する二つの結晶からの回折であり、回折角度
o
のずれが、粒界面のずれに対応している。設計値の 3.5
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に対して、測定値は 3.47 oとなっている。よって、本手法による粒界規定の精度としては、高々0.1°程度
であることがわかり、設計値としては、ずれのない(111)63 粒界においても、同程度の誤差があることを
示唆している。実際に、ずれのない(111)63 粒界に設計した種結晶から成長したSiバルク多結晶を成長し
たところ、EBSPの測定結果においては、成長方位は{110}で、中心部に粒界が直線状に伸びた(111)63 粒界
が形成されているように見える結果が得られたものの、MBICや、分光感度特性評価の空間分布測定など
から、成長によって得られた粒界は電気的に活性であることがわかった。これは、意図せずに導入された
設計値からのずれが原因と考えられる。

Sample position (mm)

41

42

43

44

45

46

47

{224}

40
-.2

-.2

-.4

-.4

-.6

-.6

-.8

-.8

-1

-1

-1.2

-1.2

3.47o

-1.4

-1.4

-1.6

-1.6

-1.8

-1.8

-2

-2

-2.2

-2.2

-2.4

-2.4

-2.6

-2.6

-2.8

-2.8

Growth
direction {110}
-3

-3
40

41

42

43

44

45

46

47

Z

図 4 種結晶粒界近傍の X 線回折の空間分布（左）および、
測定のジオメトリーの模式図（右）

Growth direction

一方、種結晶に対して、意図的に大きなずれを導入して成長した場合には、粒界の発展の様子は大きく
異なることがわかった。図 5 に、その様子を示すが、成長の過程において新たな結晶粒が発生し、粒界が
分裂する様子が明らかとなった。新たに発生した粒界は、電気的に不活性な63 粒界であることが確かめ
られた。また、この現象は、成長条件に強く依存し、成長速度を 1.0mm/min から 0.05mm/min に低下させ
た場合は、新たな結晶粒の発生は抑制された。
電気的に不活性な63 粒界への粒界性格変化を伴う新しい粒の発生は、初期の粒界エネルギーを意図的
に高く設定した場合に顕著に現れる。粒界の分裂により粒界の面積は増加するが、粒界エネルギーが極小
となる63 粒界が形成されることにより、トータルの自由エネルギーとしては利得があるものを考えられ
る。成長速度依存性に関しては、結晶粒発生のための活性化エネルギーを与える適度な駆動力が必要であ
ることから定性的には理解できる。

Spontaneously formed 63
Pm

seed

10mm

7o-tilted 63
図 5 63 から 7°ずらした粒界からの成長の様子の EBSP の測定結果（左）と、その模式図（右）。

４． ま と め
ワークショップでは、81 名の参加者を集め、材料学的なアプローチからの Si バルク結晶太陽電池の高効
率化に向けて集中した議論を行った。過去 2 度にわたり開催したワークショップを、平成 18 年度は国際会
議に発展させて開催することを計画している。また、ワークショップが契機となった協力関係により、新
たな共同研究の立案にも至っている。
研究成果としては、その場観察装置を用いた一方向成長初期過程の観察から、成長条件を制御するこ
とによって、ルツボ壁に沿ってデンドライト成長を引き起こすことが可能であることが分かった。キャス
ト成長において、デンドライトを利用した方位制御法を提案し、キャスト炉を用いて、方位制御したバル
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ク多結晶 Si インゴットを成長した。これにより、インゴット下部において、結晶粒が大きく方位の揃っ
た多結晶組織が得られた。組織制御していないバルク多結晶 Si との太陽電池特性の比較により、組織制
御した結晶の優位性を実証した。また、成長初期における種結晶の方位関係と成長条件を適切に設定する
ことにより、粒界性格を電気的に不活性な対応粒界に制御可能であることが示された。大型のバルク多結
晶インゴットの生産において種結晶を利用することは現実的でないため、キャスト成長において本研究で
得られた知見を活用するにあたっては、成長初期過程の坩堝底における核生成・粒成長過程の制御が極め
て重要となる。坩堝底におけるデンドライト成長の利用は、この観点からも重要である。
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高温超伝導体における特異な電子状態と物性

東北大・金研 遠山 貴己
東北大・理学研究科 高橋 隆、 佐藤 宇史
東北大・工学研究科 小池 洋二、 足立 匡

１．

はじめに

物性物理学に多大なインパクトを与えた高温超伝導の発見から２０年になるが、その発現機構に関し
ては未だ確定した見解は得られていない。それどころか、高温超伝導機構に深く関わっていると考えら
れる、擬ギャップ、フェルミアーク、電荷不均一、ストライプ、量子臨界点、電子・ホール非対称性と
いった新しい現象、新しい概念が続々と明らかになってきている。これらは全て、電子間に強い相関が
存在することに起因しており、モット絶縁体にドープされたキャリアが引き起こす異常物性として捉え
ることができる。本質的に多体効果のため、残念ながらその異常物性を完全に理解することには至って
いない。
本共同研究は、高温超伝導体に見られる特異な電子状態や異常物性を、実験と理論が共同して解明しよ
うというものである。理学研究科の高橋グループ（高橋・佐藤）は、角度分解光電子分光実験の専門家で
あり、擬ギャップやフェルミアークの観測、電子ドープ系の常伝導・超伝導状態の解明など光電子分光法
による高温超伝導研究を推進している。工学研究科の小池グループ（小池・足立）は、電荷不均一性の一
つの現れであるストライプ状態を輸送特性やミューオンスピン共鳴を利用して精力的に研究している。本
共同研究においては、両実験グループで得られた実験データに対して遠山が理論的な立場から解析を行い、
電荷不均一や擬ギャップ、電子・ホール非対称性などの特異な現象の解明を目標としている。

２．

研究経過

(a) 共同研究
高橋グループは電子ドープ型高温超伝導体の超伝導ギャップが従来のd(x2-y2) 波対称性からずれた運動
量依存性を持つことを見出した。この起源を明らかにすることは電子ドープ系の特徴を解明するだけでな
く、単純なd波対称性の運動量依存性を示すホールドープ型超伝導体との違い、ひいては高温超伝導のメカ
ニズムにも関連するものと思われる。実際、この実験結果に触発されいくつかの理論的研究が行われてい
る。その起源を明らかにするため本共同研究の一環として遠山グループにより３．研究成果に述べるよう
な理論的解析が行われた。
小池グループでは最近、高温超伝導物質の構成単位構造である Cu-O 八面体の頂点位置の酸素をハロゲ
ンに置き換えた新型電子ドープ型超伝導体を作製することに成功した。ハロゲンの違いにより Cu-O 結合
距離が変化する。その距離が電子状態や超伝導転移温度とどのように相関しているか明らかにできれば、
今後の新超伝導物質探索にとっても重要な情報となると思われる。遠山グループは３．研究成果に述べる
ようにイオン結晶模型に基づいてマーデルングポテンシャルを計算し、電子ドーピングのしやすさと Cu-O
結合距離の関係を明らかにするとともに、超伝導転移温度との相関について議論した。
(b) ワークショップ
本共同研究を実りあるものとするため、高温超伝導体の物性に関して第一線の研究を行っている著名な
研究者および若手研究者を集め、専門的な研究発表と討論を行うワークショップを 8 月 24 日(水)－25 日
(木)に金研講堂で開催した。特に、共同研究に関連ある電荷不均一性や擬ギャップ、電子系とホール系の非
対称性などの議論を深めるため、走査トンネル顕微鏡・分光、角度分解光電子分光、中性子散乱、光学測
定、伝導度測定や理論の研究者を集めそれぞれの研究の現状を整理すると同時に、未解決の問題点を明ら
かにすることを目標とした。
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以下にワークショップ「高温超伝導体における特異な電子状態と物性」のプログラムを掲載する。
8 月 24 日(水)
12:55-13:00 はじめに

遠山 貴己 (東北大金研)

座長: 前川 禎通 (東北大金研)
13:00-13:30 電荷不均一性と擬ギャップ
内田 慎一 (東大理)
13:30-14:00 STM/STS で見たアンダードープ高温超伝導体の実空間電子状態
花栗 哲郎 (理研)
14:00-14:30 STM/STS から見た Bi2212 の 4X4 電荷秩序と擬ギャップ
桃野 直樹 (北大理)
14:30-15:00 高温超伝導体におけるスピン揺らぎ・超伝導揺らぎとランダムネス
柳瀬 陽一 (東大理)
--- 休 憩 --座長: 山田 和芳 (東北大金研)
15:30-16:00 過剰ドープ領域での磁気励起と不純物効果
脇本 秀一 (原研)
16:00-16:30 LSCO のオーバードープ領域における Tc と超伝導体積分率の相関
－磁化率からみたミクロ相分離－
足立 匡 (東北大工)
16:30-17:00 面外不均一性
永崎 洋 (産総研)
17:00-17:30 NMR による多層型高温超伝導体の超伝導と反強磁性
椋田 秀和 (阪大基礎工)
18:00懇親会（於：会議室）
8 月 25 日(木)
座長: 小池 洋二 (東北大工)
9:00-9:30
高温超伝導体の磁気励起
9:30-10:00 電子ドープ系の磁気励起と超伝導
10:00-10:30 電子ドープ系における多体相互作用と超伝導対称性
--- 休 憩 ---

佐藤 正俊 (名大理)
藤田 全基 (東北大金研)
佐藤 宇史 (東北大理)

座長: 高橋 隆 (東北大理)
11:00-11:30 電子・ホール非対称性と長距離ホッピングの効果
遠山 貴己 (東北大金研)
11:30-12:00 擬ギャップとフェルミアーク
吉田 鉄平 (東大新領域)
12:00-12:30 酸素同位体で探る高温超伝導体における格子振動の役割
笹川 崇男 (東大新領域)
--- 昼 食 --座長: 遠山 貴己 (東北大金研)
13:30-14:00 光学応答から見た高温超伝導の謎
14:00-14:30 ラマン・赤外分光による共鳴ピークの形成と
擬ギャップ・超伝導ギャップ
14:30-15:00 輸送現象で見る銅酸化物高温超伝導体の電子状態
15:00-15:30 変分法、高温展開からみた高温超伝導体

田島 節子 (阪大理)
水貝 俊治 (名大理)
安藤 陽一 (電中研)
小形 正男 (東大理)

日本物理学会領域 8 のメーリングリストへワークショップ案内を流した結果、講演者以外の参加者も多
く、約 80 名が参加した活発なワークショップとなった。本報告では個々の講演内容をまとめることはしな
い。どの講演者も高温超伝導研究の第一線で活躍されている方々であり、対象とする研究手段・物質に対
する深い議論とともに、高温超伝導研究の現状をそれぞれの立場から述べていただいた。各講演に対する
議論も活発であった。
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参加者からは「近年、遷移金属酸化物全般に関する研究会は多いが、銅酸化物高温超伝導に集中した
研究会は久しぶりであり大変充実していた」「高温超伝導研究の現状がよくわかった。今後もこのよう
なワークショップを毎年行っていただきたい」といった声が聞かれた。これは主催者・講演者・参加者
の共通の思いであり、本ワークショップが成功であったことを物語っている。また、高温超伝導発見20
年の節目に向けた高温超伝導研究の今後の方向性を示すよい機会であったといえる。今後も高温超伝導
に関するワークショップを金研共同利用において継続していくことが期待される。

３．

研究成果

(a) 電子ドープ型高温超伝導体の超伝導ギャップの運動量依存性
高橋グループは電子ドープ型高温超伝導体Pr0.98LaCe0.11CuO4の超伝導状態に対する高分解能角度分解
光電子分光実験を行い、図 1 のようなフェルミエッジのシフトの運動量依存性を観測した [Phys. Rev.
Lett. 95, 017003 (2005)]。この量は超伝導ギャップの運動量依存性に対応する。図中の点線は単純な
d(x2-y2)対称性の超伝導ギャップの運動量依存性を表している。実験データ（●）は明らかにこのd波の関
数形からずれており途中で極大値をもつ非単調な振る舞いをしている。
この振る舞いの物理的起源を理解するため、遠山グループは電子ドープ型超伝導体中のキャリア相関に
関する理論計算を行った。理論模型としては高温超伝導体をよく記述すると考えられる t-t’-t’’-J 模型を用
いた。ここで t は最近接格子点間のキャリアのホッピング、t’, t’’ はそれぞれ第 2、第 3 近接格子点間のホ
ッピングを表す。
上記の物質を記述するパラメータを用いて、ハーフフィールド t-t’-t’’-J 模型にドープされた 2 個の電子
のキャリア間相関関数を 20 サイトクラスターに対する数値的厳密対角化法により計算した。図 2 にその結
果（黒塗りの記号）を示す。横軸の r =1 での値は、2 個の電子が隣り合うサイトにくる確率に比例してい
る。キャリアがドープされていないときは 2 種類の副格子点を持つスピン系となっているので、r =1 の場
合は、2 個の電子が隣り合う異なる副格子点に
存在していることになる。同様に、r =2.236
の場合も異なる副格子点の上に存在している。
2 個のホールがある場合（白抜きの記号）と比
較すると、異なる副格子点上に 2 個の電子が
存在する確率が相対的に大きくなっているこ
とがわかる。これは電子ドープ型では反強磁性
秩序がキャリアドープによって破壊されずに
生き残るため、その磁気的なエネルギーを得し
ようとする結果と考えられる。すなわち、キャ
リアが異なる副格子点にいればその周りの反
強磁性的なスピン配列を乱すことはないから
である。
上記の結果に基づき、2 個の電子キャリアが
隣り合う異なる副格子点 (r =1) でペアを作
っているとしよう。このときペアの波動関数は
2 次元正方格子の運動量空間表示で

I1

cos k x  cos k y

と与えられる。これは単純なd(x2-y2)対称性の
超伝導ギャップの運動量依存性と同じである。
一方、r =2.236 の場合は

I2

2 cos 2k x cos k y  cos k x cos 2 k y

となる。

図１．電子ドープ型高温超伝導体
Pr0.98LaCe0.11CuO4の超伝導ギャップの方向
（運動量）依存性。黒丸は実験データ、実線
はある関数形によるフィッティング。点線は
単純なd波対称性の場合である。[Phys. Rev.
Lett. 95, 017003 (2005)から引用]
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図２．2 個のキャリアがドープされた 20 サイト
t-t’-t’’-J 模型に対するキャリア間相関関数。黒
塗りの記号は電子キャリア、白抜きの記号はホ
ールキャリアに対する結果である。

図３．ペア関数 I1 および I1  I2 の角度依

存性。横軸の角度は図 1 の横軸と同じであ
る。

この関数形は ( k x , k y ) (0, 0) o (S , S ) 方向にノードを持っており、 I1 と同じ d 波対称性となっている
が、その高調波成分に対応している。図 3 に I1 および
I1  I2 を図 1 と同じ角度の関数としてプロットした。
I1  I2 は、電子ドープ系の特徴である r =2.236 でのペ
アの寄与を加えたものであることに注意しよう。この形
は図 1 の実験結果とよく対応している。この計算では超
伝導ギャップを直接評価したわけではないが、得られた
結果が実験データとよく対応していることは上記の考
え方が電子ドープ系の超伝導状態に対して有効である
ことを物語っている。すなわち、反強磁性的に配列した
キャリアの周りのスピンが本質的に重要であることを
示唆している。今後は、t-t’-t’’-J 模型を用いて超伝導ギ
ャップを直接計算してこの考え方が正しいことを示す
必要がある。

Li

(b) 頂点位置にハロゲンを持つ電子ドープ型超伝導体の
電子状態に関する考察
小池グループでは最近、高温超伝導物質の構成単位構
造であるCu-O八面体の頂点位置の酸素をハロゲンに置
き換えることにより、新型電子ドープ型超伝導体を作製
す る こ と に 成 功 し た [J.Jpn.Appl.Phys.43,L1480
(2004); Physica C 426- 431, 500 (2005)]。Liインターカ
レーションにより電子キャリアが注入され、
LixSr2CuO2Br2 で超伝導転移温度 Tc=8K, LixSr2CuO2I2
でTc=4.5Kである。図 4 にその結晶構造を示す。Cu-O
結合距離は他の電子ドープ型高温超伝導体と同様大き
い。
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図４．LixSr2CuO2Br2の結晶構造
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図５．様々な高温超伝導物質の Cu イオンと O イオンのマーデルングポ
テンシャルの和と Cu-O 結合長の関係。この和が小さいものほど Cu イ
オンへの電子ドープがしやすい。

上記の新型電子ドープ物質の電子状態を明らかにするため、親物資に電子キャリアをドープするため
の条件をイオン結晶模型に基づくマーデルングポテンシャル計算により調べた。図5には、様々な高温
超伝導物質に対して計算されたCuO2面内のCuイオンとOイオンのマーデルングポテンシャルの和をCuO結合距離の関数として示している。この量が小さいほどCuイオンに電子が入りやすくなる。実際、計
算結果を見ると、電子ドープ超伝導体（▲ ◆記号）は小さな値を示している。さらに、今回作製され
た物質（◆）はCu-O結合距離が長いことがわかる。同じ結晶構造で頂点位置にClを持つ物質（◇）には
残念ながら電子キャリアをドープすることには成功していない。したがって、この計算結果の範囲内で
は超伝導転移温度とこれらの物理量の間の相関は見られなかった。今後、どのような因子がこの新しい
電子ドープ型超伝導体の転移温度を支配しているのか明らかにする必要がある。これは今後の新超伝導
物質探索にとっても重要な情報となると思われる。

４． ま と め
本共同研究では、高橋グループで見出された電子ドープ型高温超伝導体の超伝導ギャップの異常な運動
量依存性と小池グループで最近発見した頂点ハロゲン電子ドープ型超伝導体の電子状態を、遠山グループ
が理論的に解析した。まだそれらの起源を完全に理解したとはいえないが、今後の研究の方向性は明らか
にできたのではと思われる。今後さらに共同研究を進めることによりさらに多くの成果を挙げていきたい。
また、共同研究を実りあるものとするため、高温超伝導体の物性に関して第一線の研究を行っている著名
な研究者および若手研究者を集め、専門的な研究発表と討論を行うワークショップを開催した。大変好評
であり今後の高温超伝導研究の方向性を議論できた。今後もこのようなワークショップを定期的に開催し
ていきたい。

５．

発表（投稿）論文
特になし
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超伝導体における渦糸状態の物理とその応用

東北大・金研

小林典男

１． はじめに
高温超伝導体の材料開発が進み，電力ケーブル，超伝導マグネット，磁気分離，微小磁気計測などのパ
ワー応用からエレクトロニクス応用まで，様々な分野での実用化を目指した研究・開発が進められつつあ
る．超伝導体の応用には，超伝導体中に侵入した渦糸の静的・動的状態を明らかにする必要がある．しか
し，高温超伝導体の渦糸状態は，比較的高温で動作するために熱的揺らぎが大きいこと，弱いが多量の結
晶欠陥によって渦糸の運動が阻害されることなどのために，従来の超伝導体とは極めて異なった性質を示
す．
高温超伝導体の渦糸状態の研究は，従来型超伝導体との違いが明らかにされ始めた 1995 年頃から急速に
活発になり，主としてBi2Sr2CaCu2OyおよびYBa2Cu3Oy単結晶を中心として行われた．その結果，明確な 2 次相
転移線としての上部臨界磁場の消失，渦糸液体状態の存在，渦糸の配列が長距離秩序を持たない渦糸グラ
スの存在，渦糸グラスから渦糸液体への 2 次相転移，ブラッググラスから渦糸液体への 1 次相転移などが
明らかにされた．
これらの性質は超伝導体の対称性，酸素や不純物などの格子欠陥の種類と密度，異方性の強さ，キャリア
濃度，温度，磁場，など種々の条件に強く作用される．現在，わが国では多くの研究者が高温超伝導体の
渦糸状態の研究に携わっており，微細加工による人工的な渦糸ピン止め中心の導入や異種超伝導体間の接
合，キャリア濃度制御による異方性の変化，磁場の方向や強さの制御，種々の実空間手法による渦糸の観
察，渦糸のダイナミクスなど多彩な研究を行っている．また，高温超伝導体以外にも多くの化合物超伝導
体が発見され，超伝導対称性と渦糸状態との関連についても研究がすすめられている．
これらの研究を行っている全国の研究者が集まって，それぞれの研究の現状と今後の研究方向を探ると
ともに，密接な繋がりを持ったコミュニティーを形成することによって，渦糸物理研究のより一層の発展
を図ることを意図し，平成 17 年度東北大学金属材料研究所研究部共同研究(基盤研究)としてワークショッ
プを開催した．
２． 研究会報告
ワークショップ「超伝導体における渦糸状態の物理と応用」は平成 17 年 12 月 16 日，17 日の 2 日間にわ
たって，約８０名が参加して東北大学金属材料研究所の 2 号館講堂と会議室において開催され，３０件の
口頭発表と１６件のポスター発表が行われた．以下にプログラムを示す．
12 月 16 日(金)
開会の挨拶 9:30－9:35

東北大金研 小林典男

午前
前半 9:35－11:00
MgB2単結晶の磁束状態におけるπバンドの寄与 (20 分)

座長 為ヶ井強
東北大極低温科学セ 野島 勉

微小な０－πジョセフソン接合系の量子論的位相ダイナミクス (20 分)
東北大金研 小山富男
フェルミ原子ガスの量子渦糸：その新概念と高温超伝導体渦糸との比較 (25 分)
日本原子力研究開発機構 町田昌彦
超伝導渦糸のイメージング－SQUID 顕微鏡を中心として－ (20 分)
東北大院情報 林正彦
後半 11:15－12:40
微細孔格子を持つ Bi2Sr2CaCuO8+y の磁束状態 (20 分)

座長 小林典男
物材機構 大井修一

古典 3 次元 及び 量子 2 次元における Ｂragg Bose Ｇlass (25 分)
京大院理 池田隆介
ジョセフソン磁束系の基底状態における，回転格子描像と傾斜格子描像の統一的理解 (20 分)
物材機構 野々村禎彦
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YBCO 単結晶におけるジョセフソン磁束系の相転移と面内異方性 (20 分)
北陸先端大 内藤智之
午後
前半 13:40－14:45
メゾスコピック超伝導薄膜における渦糸状態間転移磁場の特異な振舞 (25 分)

座長 町田昌彦
筑波大数理物質 神田晶申

微細加工による超伝導ネットワークの製作と物性 (20 分)
阪府大院工 石田武和
超重力場処理した傾斜材料超伝導体の磁束量子状態 (20 分)
日本原子力研究開発機構 岡安 悟

ポスターセッション 14:45－16:15

(金研 2 号館 1 階会議室)
ポスター世話人 西嵜照和

PS1

柱状欠陥を導入した渦糸状態のトラッピング転移

PS2

不足ドープ LSCO 薄膜における KT 転移の観察と外部磁場効果

PS3

カイラルｐ波超伝導の対称性と渦糸芯半径

東大総合文化 浅沼伸雄
東大総合文化 大橋健良

PS4
PS5
PS6
PS7
PS8
PS9
PS10
PS11
PS12
PS13
PS14
PS15
PS16

北大院工 瀧川光明
高温領域、弱磁場中での Bi-2212 ウィスカーにおける臨界電流密度の上昇
筑波大数理物質 丹下将克
Ｐｂナノワイヤーの超伝導特性
物材機構 石井聡
Bi2Sr2CaCu2O8+yにおける磁束レンズ効果
東大院工 知久宏之
有機超伝導体κ-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2における磁束格子の量子融解
上智大理工 後藤貴行
Bi2Sr2Ca(Cu1-xMx)2O8+d (M=Co, Ni, Zn)単結晶における不純物の電子状態
筑波大数理物質 山本卓
Bi2212 微小固有接合における自己共振ステップのサイズ依存性
筑波大数理物質 郡 昌志
Bi2Sr2CaCu2O8+dにおけるロックイン転移のab面磁場依存性
筑波大数理物質 久保結丸
固有ジョセフソン接合における巨視的量子トンネル現象
日本原子力研究開発機構 町田昌彦
コルビノ形状超薄膜における磁場誘起 2 次元超伝導絶縁体転移
東工大極低温セ 大熊 哲
アモルファスMgxB1-x膜の渦糸相図と渦糸ダイナミクス
東工大極低温セ 香原賢俊
Effects of mixing of ballistic and diffusive motion on vortex core structure in MgB2
Department of Physics and Engineering Physics, University of Saskatchewan 田中佳織
非双晶YBa2Cu3Oy単結晶における渦糸状態の重イオン照射効果
東北大金研 春日邦章
非双晶YBa2Cu3Oy単結晶における渦糸ダイナミクスの面内異方性
東北大金研 西嵜照和

午後
後半 16:15－17:25
NbSe2単結晶における動的磁束融解現象 (25 分)

座長 野島 勉
筑波大数理物質 小久保伸人

量子液体相における異常な渦糸ダイナミクス (20 分)
東工大極低温セ 大熊 哲
交流伝導度測定でみた高温超伝導体の動的超伝導揺らぎ (25 分)
東大総合文化 前田京剛
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12 月 17 日(土)
午前
前半 9:00－10:25
FFLO 相における渦糸状態 (25 分)

座長 池田隆介
京大院理 松田祐司

重い電子系超伝導体CeCoIn5の超伝導状態における異常輸送現象 (20 分)
京大院理 笠原裕一
CeCoIn5のFFLO状態と渦糸コアの電子状態 (20 分)
北大院理 熊谷健一
非従来型超伝導体の異方的反磁性応答 (20 分)
岡山大理 安立裕人
後半 10:40－12:00
渦糸格子状態の比熱と低エネルギー励起構造 (20 分)

座長 松田祐司
京大基研 中井宣之

磁束渦糸状態におけるパウリ常磁性効果とナイトシフト (20 分)
岡大院自然 市岡優典
擬 1 次元有機超伝導体の渦糸構造と核磁気緩和率 (20 分)
北大院工 瀧川光明
NMR 測定配置における異方的超伝導体中の磁場分布 (20 分)
京大院理 芝内孝禎
午後
前半 13:00－14:25
ナノ構造超伝導体の渦糸構造 (20 分)

座長 門脇和男
阪府大工 加藤勝

高温超伝導層間ジョセフソン渦糸系のスメクチク相 (25 分)
物材機構 胡 暁
ジョセフソン磁束系のダイナミクス (20 分)
物材機構 平田和人
Bi2212 系固有ジョセフソン接合におけるジョセフソン磁束巨大ロックイン現象 (20 分)
物材機構 羽多野 毅
後半 14:40－16:00
Bi2212 固有ジョセフソン接合における Fiske 共鳴とプラズマモード (20 分)

座長 平田和人
筑波大数理物質 掛谷一弘

固有ジョセフソン磁束系の THz 発振 (20 分)
筑波大数理物質 門脇和男
ジョセフソン磁束によるパンケーキ磁束分布の制御 (20 分)
東大院工 為ヶ井強
定量測定可能なリアルタイム磁気光学顕微鏡の開発 (20 分)
東京農工大工 石橋隆幸
閉会の挨拶

東北大金研 小林典男

３． 研究成果
野島はMgB2単結晶の磁化を磁気トルク法によって測定した結果から，異方性パラメータγの磁場依存性
にステップが見られることを報告し，渦糸構造の回転を伴う相転移との関連について議論した．小山はs
波超伝導体に埋め込まれたdx2-y2超伝導体(d-ドット)の理論を報告し，d-ドット間隔がロンドン侵入長より
短い場合の量子論的位相ダイナミックスを議論した．町田はフェルミ原子ガスの量子渦糸について弱結合
BCSから強結合BECまで数値解析を行った結果を報告した．
渦糸状態の相図に関して，大井はFIBによって加工された微細孔格子を持つBi2Sr2CaCuO8+yの渦糸状態の実
験結果を報告した．池田はBragg Bose Glass相に関する理論とシミュレーションの結果を発表し，これま
での実験結果との対応について議論を行った．内藤はYBa2Cu3Oyのジョセフソン渦糸相図を電気抵抗の面内
異方性に注目して議論を行った．野々村はジョセフソン渦糸系の基底状態における格子構造のシミュレー
ション結果を発表した．また，胡は高温超伝導体における層間ジョセフソン渦糸系のスメクチク相の存在
を理論的に示し，物質パラメータを用いてYBa2Cu3OyとBi2Sr2CaCuOyの相図を定量的に求めた．
渦糸状態の可視化に関しては，岡安は超重力場処理した Pb-Bi の傾斜材料超伝導体中の渦糸を SQUID 顕微
鏡を用いて観測した結果を報告し，渦糸状態が Pb/Bi 量に依存することを示した．石田は同じく SQUID 顕
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微鏡を用いて，微細加工した超伝導ネットワーク中の渦糸構造の観測結果を報告し，Ginzburg-Landau 方
程式を用いた林，海老沢らのシミュレーション結果と比較を行った．林は SQUID 顕微鏡を用いた渦糸測定
の分解能を上げるための数学的手法を提案し，磁場の空間分解能が走査の精度まで向上させることが出来
ることを示した．また，為ヶ井，芝内は磁気光学顕微鏡を用いた渦糸分布の測定結果を，石橋は磁気光学
顕微鏡を用いた渦糸の可視化技術について発表を行った．為ヶ井はジョセフソン渦糸とパンケーキ渦糸の
相互作用を利用し渦糸レンズ効果の実験を行い，ジョセフソン渦糸によってパンケーキ渦糸の分布が制御
可能であることを実験的に示した．また，芝内は異方的超伝導体の NMR の配置において静磁場と微小横磁
場の侵入を測定し，異方的超伝導体のナイトシフトの定量性について議論した．
神田は複数の微小トンネル接合を使っての超伝導ディスク内の超伝導電流分布を測定することにより，サ
イズがコヒーレンス長程度の試料の渦糸状態を調べた．その結果，複数の渦糸が合体した巨大な渦糸が試
料中心に存在する巨大渦糸状態の観測に成功し，多重渦糸状態への相転移とその磁場依存性を報告した．
加藤はナノ構造超伝導体について Bogoliubov-de Gennes 方程式を数値的に解き，準粒子構造から渦糸構造
を求めた．
小久保はNbSe2単結晶を用いて駆動された渦糸系の格子モードを捉えるモードロック実験を行った結果を
報告し，得られた動的融解曲線から臨界電流のピーク効果と渦糸の融解減少との関連を議論した．大熊は
アモルファスMoSi薄膜の複素インピーダンスの測定を報告し，渦糸量子液体相が存在することを示した．
また，電圧のノイズスペクトラムの測定から，熱的液体相から量子液体相へクロスオーバーする時に渦糸
ダイナミクスに異常が現われることを示した．前田はキャリア濃度を系統的に変化させたLaSrCuOを用いて
複素伝導度の測定を行い，超伝導揺らぎのドープ量依存性とユニバーサリティクラスを議論した．
松田はPauli limitを超える強磁場下で超伝導秩序変数が空間的に変調する不均一な超伝導状態である
FFLO状態についてレビューを行った．また，CeCoIn5について超音波による音速の測定結果からtilt modulus
C44がソフト化することを見出し，FFLO状態に対応する結果であることを議論した．笠原はCeCoIn5について
熱ホール伝導率の測定を行い，準粒子の状態密度がH1/2に比例することを示した．熊谷はCeCoIn5 のNMR測定
結果を報告し，FFLO相で予測される空間変調した秩序変数が存在することを明らかにした．
安立はd波超伝導体の面内で磁場を回転させた時の磁化とトルクの角度依存性を理論的に求め，高温超伝
導体の実験結果との対応を議論した．中井は準古典理論を用いた数値計算を行い，渦糸状態における電子
比熱と状態密度の温度依存性からSTMスペクトルに対するKramer-Pesch効果の影響を議論した．市岡はs波
とd波超伝導体について，パウリ常磁性効果による超伝導抑制について計算を行い，また，CeCoIn5で議論
されているFFLO状態での渦糸の空間構造と電子状態を議論した．瀧川は擬 1 次元有機超伝導体に対して核
磁気緩和率を求め，解析結果から渦糸状態が核磁気緩和率に与える影響を議論した．
平田はBi2Sr2CaCuOyのジョセフソン渦糸のフローダイナミクスの測定を行い，フロー抵抗の周期的な振動
とジョセフソン渦糸の格子構造との関係，キャリア濃度依存性，高磁場特性などを報告した．羽多野は
Bi2Sr2CaCuOyウイスカーを用いて固有ジョセフソン接合の試料サイズを調整することにより，磁場印加方向
依存性に巨大ロックイン現象が観測されることを報告し，ジョセフソン渦糸状態を議論した．掛谷は
Bi2Sr2CaCuOy の固有ジョセフソン接合の電流－電圧特性からFiske共鳴を観測しプラズマモードを議論し
た．門脇は固有ジョセフソン接合におけるジョセフソン渦糸の動特性について発表を行い，ボロメータを
用いた測定からジョセフソン渦糸フロー状態において電磁波の発振が存在することを報告した．
４． ま と め
平成 17 年 12 月 16 日，17 日に開催した「超伝導体における渦糸状態の物理と応用」ワークショップに
は８０名を越える多くの参加者が得られ，高温超伝導体をはじめとする超伝導体の渦糸状態の物理とその
応用について，最新の研究結果が実験と理論の両方面から合計 46 件報告された．超伝導体の渦糸状態の研
究は，渦糸の相転移，ダイナミクス，電子状態などの基礎的な物理現象からそれらを利用した応用まで多
岐にわたっており，これらの研究に携わっている研究者が 2 日間にわたって集中的に議論・意見交換を行
うことができたため，超伝導体の渦糸状態の物理と応用の研究分野おける最先端の研究内容について現状
を総括することができた．また，得られた成果を通して今後のこの分野の研究の方向性について重要な指
針が得られた．
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㏩᪺ᐄῺᙁ☚ᛮ༖ᑙమࢪࣅࣤࢹࣞࢼࢠࢪ࣏ࢷࣛࣜࡡࢸࢧ࡛ࣤ

ኬ㜨ኬᏕ⏐ᴏ⛁Ꮥ◂✪ᡜ ྚ⏛༡ࠉఫ⸠์ࠉ⏛⏷ ொࠉ᭽ ୌ
᮶ኬᏕ㔘ᒌᮞᩩ◂✪ᡜ ඳⓊ㝧ᩝࠉᕖᓧ㞖ྒྷࠉ⚗ᮟ▩

㸦㸣 ࡢࡋࡴ࡞
 ࢱࣝࢠࢹ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈࢅᣚࡗGaNࡷZnOࡢࠉ㹥ᆵ࠽ࡻࡦ㹣ᆵࡡ౮㞹Ꮔโᚒ࡞ᇱࡘ࠷࡙㞹Ꮔ
ࡡᣚࡗࠔ㞹Ⲭࠕࢅโᚒࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉࡐࡡኬࡀທ㉫Ꮔᮨ⦙࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࢅฺ⏕ࡊࡒ㧏ຝ⋙Ⓠකᮞᩩᚺ⏕
࡛ࡊ࡙ḗୠ࢙ࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪࡷ࢛ࣈࢹ࢙ࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪࡡኬࡀⓆᒈᙽࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊୌ᪁ࠉ༖ᑙ
మ୯ࡡ㞹Ꮔࡡᣚࡗࠔ㞹Ⲭࠕ࡛࠷࠹⮤⏜ᗐ࡞ຊ࠻࡙ࠉࠔࢪࣅࣤࠕ⮤⏜ᗐࢅྜྷ࡞โᚒࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ㧏㞗
✒(Tbit)࣬㧏㏷(THz)࣬┤࢙ࢾ࣭ࣜ࢟(Non-volatile)ࢅྊ⬗࡞ࡊࠉ᩺ࡊ࠷㝭ᒒࡡ࢙ࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪ࡞ᒌࡌࡾ㏩
᪺༖ᑙమࢪࣅࣤࢹࣞࢼࢠࢪ࡛ࡣࡿࡾḗୠ࢙ࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪࡡྊ⬗ᛮ࡚࡙ࡀࡒࠊ᭩㎾ࠉGaN, ZnO,
 TiO2 ࡡ࣠ࢺ࢟ࣔࢴࣈ༖ᑙమࢅ࣭࣊ࢪ࡛ࡊࡒ༖ᑙమࢪࣅࣤࢹࣞࢼࢠࢪᮞᩩࡢࠉᠻᅗ࡚ࡡᇱ♇◂✪
ᇱ࡞ࡽኬࡀࡂ㛜ⰴࡊࠉୠ⏲࡞Ⓠಘࡈࡿࠉୠ⏲Ⓩ◂✪ࡡኬ₳Ὦࢅ⏍ࡲฝࡊ࡙ࡀࡒࠊࡱ࡚ࠉࢪࣅࣤࡢ
☚Ẵ࣒࣓ࣛ࡞⾪ࡈࡿࡾࡻ࠹࡞☚ᛮమฦ㔕࡚◂✪ࡈࡿࠉୌ᪁ࠉ㞹ⲬࢅโᚒࡌࡾࢨࣛࢤࣤCMOS༖ᑙమᢇ⾙
ࡢ༖ᑙమฦ㔕࡚◂✪ࡈࡿ≺⮤ࡡⓆᒈࢅ㐑ࡅ࡙ࡀࡒࠉ༖ᑙమࢪࣅࣤࢹࣞࢼࢠࢪࡢࠉࡆࡿࡼࡗࡡฦ㔕ࡡ⼝
ྙᏕ㝷㡷ᇡ࡞⏍ࡋࡒධࡂ᩺ࡊ࠷᩺㡷ᇡฦ㔕࡚࠵ࡾࠊᐄῺࢅ㉰࠻ࡾ㧏࠷ᙁ☚ᛮ㌷⛛ῺᗐࢅᣚࡗᏭᏽ༖ᑙమ
ᮞᩩᐁ⌟ࡈࡿࡿࡣࠉḗୠኬࢻࢿ࢙ࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪ࡚࠵ࡾ㔖Ꮔࢪࣅ࢙ࣤࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪࠉ᭯ᶭฦᏄ࢙
ࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪࠉ༖ᑙమࢻࢿ࢙ࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪࡡୌࡗࡡฦ㔕࡚ୠ⏲ࢅ࣭ࣛࢺࡌࡾᆀనࢅ⋋ᚋࡌࡾࡆ࡛࡚
ࡀࡾࠊ
 ᮇᇱ┑◂✪࡚ࡢࠉGaN, ZnO, TiO2 ࡡ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈ༖ᑙమࢅ࣭࣊ࢪ࡛ࡊࡒḗୠࢻࢿ࢙
ࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪࡡᐁ⌟࡞ྊḖ࡚࠵ࡾࠉ㸝㸦㸞ᢤᢘ㹥ᆵ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈ㏩᪺༖ᑙమࠉ࠽ࡻࡦ㸝㸧㸞
ᐄῺࢅ㉰࠻ࡾ㧏࠷ᙁ☚ᛮ㌷⛛Ὼᗐࢅᣚࡗ㏩᪺ᙁ☚ᛮ༖ᑙమࡡᐁ⌟࡛ࡐࡡโᚒἪ࡞㛭ࡌࡾᇱ┑ᢇ⾙ࢅ㛜Ⓠࡌ
ࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࠉࡆࡿࡼࢅᐁ⌟ࡌࡾࡒࡴ࡞➠ୌཋ⌦゛⟤࡞ᇱࡘ࠷ࡒ࣏ࢷࣛࣜ࣬ࢸࣁࢪࢸࢧ࡛ࣤ㟸
ᖲ⾦⤎ᬏᠺ㛏Ἢ(MBE Ἢ)࡞ࡻࡾᐁチᐁ㥺ࢅ⤄ࡲྙࢂࡎࡒභྜྷ◂✪ࢅᐁ᪃ࡌࡾࠊ㸝㸦㸞ᢤᢘ㹥ᆵ౮㞹Ꮔโ
ᚒἪ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈࢅཬ᫆ࡊࡒᑚࡈ࠷ㄇ㞹⋙ࡡࡒࡴࢠࢬࣈࢰ࣭‵న 2000ࠤ5000
ᗐ࡛ࡂࠉᐄῺ㸝300 ᗐ㸞࡚ࡡὩᛮ⋙ᴗࡴ࡙ᑚࡈ࠷ࡒࡴ㧏ᢤᢘ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࢅゆỬࡌࡾࡒࡴ࡞ MBE
ᠺ㛏୯࡞ࢠࢬࣈࢰ࣭࡛ࢺࢻ࣭ࢅஹப౩⤝ࡊྜྷ࡞ࢺ࣭ࣈࡊࠉࢠࢬࣈࢰ࣭࣬ࢺࢻ࣭⣟∸々ྙమࢅᙟᠺ
ࡌࡾྜྷࢺ࣭ࣅࣤࢡἪ(Co-doping)ࢅᥞ᱄ࡊࠉࢸࢧࣤ࡞ᇱࡘ࠷࡙ࡆࡿࢅᐁチࡌࡾࠊࡱࡒࠉ㸝㸧㸞㸨㹙㐼⛛
㔘ᒌࢅࢺ࣭ࣈࡌࡾᐄῺ㏩᪺ᙁ☚ᛮ༖ᑙమ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉN ࡷ O ࡡ࠷‵న࡛┞ᑊⓏ࡞ὰ࠷㸨㹙‵న࠾ࡼࡾ
࢞ ࣔ ࣛ  ࣭ ㄇ ㉫ ࡞ ࡻ ࡾ Zener ࡡ ᙁ ☚ ᛮ  㔔 ஹ ᥦ ┞ ப ష ⏕ ࡛ ᙁ ☚ ᛮ ࣬ ཬ ᙁ ☚ ᛮ ㉰ ஹ ᥦ ┞ ப ష ⏕
㸝Kanamori-Goodenough ์㸞ࢅโᚒࡌࡾࡒࡴ㟸ᖲ⾦ཋᏄᒒᠺ㛏ࢅฺ⏕ࡊࡒ㉰ᵋ㏸Ἢࡷࢸࣜࢰࢺ࣭ࣅࣤࢡ
Ἢࢅฺ⏕ࡊࡒ⤎ᬏᠺ㛏Ἢࢸࢧࣤ࡞ᇱࡘ࠷࡙ࡆࡿࢅᐁチࡌࡾࠊᐁチᐁ㥺ࡡࢸ࣭ࢰࢅࢸࢧࣤࢡ࣭ࣜࣈ࡞ࣆ
࣭ࢺࣁࢴࢠࡊࠉࡆࡿࡼࡡ᚜ちⓏ࡚ࣝ࣊ࣜࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑࡛ཋᅄࢅゆᯊࡊࠉࡆࡿࢅ᩺ࡊ࠷ࢸࢧࣤ࡞ཬ᫆ࡈ
ࡎࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ㧏࠷⢥ᗐ࡚ࡡ࣏ࢷࣛࣜ࣬ࢸࣁࢪࢸࢧ࡛ࣤࡐࡡᐁチᐁ㥺ࢅභྜྷ࡚⾔࠹ࠊࢸࢧࣤࢡࣜ
࣭ࣈࡢࠉ㞹Ꮔ㛣┞பష⏕Ẓ㍉Ⓩᙁࡂࠉᑻᅹࡊࡒ㸨㹙⣟∸ࣁࣤࢺࢅཱིࡽ࠹ࡒࡴ࡞ᑻᡜᐠᗐ㎾జ(LDA)
࡞ 㞹 Ꮔ ┞ 㛭 ࡡ ຝ ᯕ ࢅ ཱི ࡽ ථ ࡿ ࡒ LDA+U Ἢ ࡛ LDA ࢅ ㉰ ࠻ ࡾ ࡒ ࡴ ࡞ 㞹 Ꮔ 㛣 ࡡ ⮤ ᕤ ┞ ப ష ⏕  ḿ
(Self-Interaction Correction)ࢅཱིࡽථࡿࡒ࣏ࢷࣛࣜࢸࢧࣤࢅ࠽ࡆ࠷ࠉᐁチᐁ㥺ࢡ࣭ࣜࣈࡢࠉ࢝ࢪࢮ
࣭ࢪ MBEࠉᅖమࢮ࣭ࢪ MBEࠉ࠽ࡻࡦ࣭ࣝࢧ࣭MBE ࡞ࡻࡾ㟸ᖲ⾦⤎ᬏᠺ㛏Ἢࢅ⏕࠷࡙ྜྷࢺ࣭ࣅࣤࢡἪࠉ
ஹப౩⤝ࢺ࣭ࣅࣤࢡἪࡷ᩺ぜ⤎ᬏᠺ㛏Ἢ࡞ࡻࡽࠉ
㸝㸦㸞ᢤᢘ㹥ᆵ㏩᪺༖ᑙమ࡛㸝㸧㸞ᐄῺ㏩᪺ᙁ☚ᛮ༖ᑙ
మࡡᐁ⌟࡛ࠉࢸࣁࢪᚺ⏕ࢅ┘ᣞࡊࡒ㞹Ꮔࡡᣚࡗࠔ㞹Ⲭࠕ࠽ࡻࡦࠔࢪࣅࣤࠕࡡโᚒἪ࡞㛭ࡌࡾᇱ┑ᢇ⾙ࢅ
☔❟ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘ᣞࡊࡒࠊ
㸧㸣 ◂✪⤊㐛
 GaN, ZnO, TiO2 ࡡ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈ༖ᑙమࢅ࣭࣊ࢪ࡛ࡊࡒᢤᢘ㹥ᆵ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴ
ࣈ㏩᪺༖ᑙమࡡྜྷࢺ࣭ࣅࣤࢡἪࡡࢸࢧࣤࢅ⾔࠹ࠊࢠࢬࣈࢰ࣭(Mg,N)࡞ᑊࡊ࡙ࢺࢻ࣭(H,Li,O,Si)ࢅஹ
ப࡞౩⤝ࡊ࡙ὰ࠷⣟∸‵నࡵࡊࡂࡢ㧏࠷⁈ゆᗐࢅࢸࢧࣤࡊ⣟∸ࣁࣤࢺࡡᙟᠺ࡞ࡻࡾᢤᢘἪࡡࢸ
ࢧࣤࢅ⾔࠹㸝ྚ⏛࣬ఫ⸠㸞
ࠊ
 GaN, ZnO, TiO2 ࡞㸨㹙㐼⛛㔘ᒌࢅࢺ࣭ࣈࡊࡒ⣌࡚ࡢࠉ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈ୯࡞࠷⣟∸ࣁ
ࣤࢺᙟᠺࡈࡿࠉ㞹Ꮔ㛣┞பష⏕Ẓ㍉Ⓩᙁࡂࠉᑻᅹࡊࡒ㸨㹙⣟∸ࣁࣤࢺࢅཱིࡽ࠹ࡒࡴ࡞ᑻᡜᐠᗐ㎾
జ(LDA)࡞㞹Ꮔ┞㛭ࡡຝᯕࢅཱིࡽථࡿࡒ LDA+U Ἢ࡛ LDA ࢅ㉰࠻ࡾࡒࡴ࡞㞹Ꮔ㛣ࡡ⮤ᕤ┞பష⏕ḿ
(Self-Interaction Correction)ࢅཱིࡽථࡿࡒ࣏ࢷࣛࣜࢸࢧࣤࢅ࠽ࡆ࠹ࠊ
㸝ྚ⏛࣬ఫ⸠㸞
 ᐁチᐁ㥺ࢡ࣭ࣜࣈࡢࠉ࢝ࢪࢮ࣭ࢪ MBEࠉᅖమࢮ࣭ࢪ MBEࠉ࠽ࡻࡦ࣭ࣝࢧ࣭MBE ࡞ࡻࡾ㟸ᖲ⾦⤎ᬏᠺ
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㛏Ἢࢅ⏕࠷࡙ྜྷࢺ࣭ࣅࣤࢡἪࠉஹப౩⤝ࢺ࣭ࣅࣤࢡἪࡷ᩺ぜ⤎ᬏᠺ㛏Ἢ࡞ࡻࡽࠉ
㸝㸦㸞ᢤᢘ㹥ᆵ㏩᪺༖
ᑙమ࡛㸝㸧㸞ᐄῺ㏩᪺ᙁ☚ᛮ༖ᑙమࡡᐁ⌟࡛ࠉࢸࣁࢪᚺ⏕ࢅ┘ᣞࡊࡒ㞹Ꮔࡡᣚࡗࠔ㞹Ⲭࠕ࠽ࡻࡦࠔࢪࣅ
ࣤࠕࡡโᚒἪ࡞㛭ࡌࡾᇱ┑ᢇ⾙ࢅ☔❟ࡌࡾࠊ
 GaN ᐁチᐁ㥺ࢡ࣭ࣜࣈࡢࠉ࢝ࢪࢮ࣭ࢪ MBE ࠽ࡻࡦᅖమࢮ࣭ࢪ MBE ࢅ⏕࠷࡙ࠉஹப౩⤝ࡷྜྷࢺ࣭ࣅ
ࣤࢡἪ࡞ࡻࡾ౮㞹ᏄโᚒἪࢅ☔❟ࡊࠉࡈࡼ࡞ࠉ㸨㹙㐼⛛㔘ᒌࡷ㸩f ᕵᅰ㢦㔘ᒌࢅࢸࣜࢰࢺ࣭ࣈࡊࠉࡱࡒࠉ㐼
⛛㔘ᒌ⣟∸㒼నࢅโᚒࡊࡒཋᏄᒒᠺ㛏ࢺ࣭ࣅࣤࢡ࡞ࡻࡽཬᙁ☚ᛮⓏ㉰ஹᥦ┞பష⏕ࢅ΅ᑛࡈࡎࠉᙁ☚ᛮ
Ⓩ㉰ஹᥦ┞பష⏕ࢅቌኬࡈࡎࡾ᩺ぜ㸨㹙㐼⛛㔘ᒌࢺ࣭ࣅࣤࢡἪࢅ☔❟ࡊࠉᐄῺ㏩᪺ᙁ☚ᛮ༖ᑙమࡡᐁ⌟࡛ࠉ
ࢸࣁࢪᚺ⏕ࢅ┘ᣞࡊࡒ㞹Ꮔࡡᣚࡗࠔ㞹Ⲭࠕ࠽ࡻࡦࠔࢪࣅࣤࠕࡡโᚒἪ࡞㛭ࡌࡾᇱ┑ᢇ⾙ࢅ☔❟ࡌࡾࠊ
㸝᭽
࣬ඳⓊ㸞
 ZnO, TiO2 ࡡ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈ㓗∸༖ᑙమᐁチࢡ࣭ࣜࣈࡢࠉ࣭ࣝࢧ࣭MBE Ἢࢅ⏕࠷࡙ࢠࢬ
ࣈࢰ࣭ࡷࢺࢻ࣭ࡡஹப౩⤝ࡷྜྷࢺ࣭ࣅࣤࢡἪ➴࡞ࡻࡾᢤᢘ p ᆵࢅྱࡳ౮㞹ᏄโᚒἪࢅ☔❟ࡊࠉࡈࡼ
࡞ࠉ㸨㹙㐼⛛㔘ᒌࢅࢸࣜࢰࢺ࣭ࣈࡊࠉࡱࡒࠉ㐼⛛㔘ᒌ⣟∸㒼నࢅโᚒࡊࡒཋᏄᒒࣝ࣊ࣜࡡࢺ࣭ࣅࣤࢡ࡞
ࡻࡽཬᙁ☚ᛮⓏ㉰ஹᥦ┞பష⏕ࢅ΅ᑛࡈࡎࠉᙁ☚ᛮⓏ㉰ஹᥦ┞பష⏕ቌኬࡷࠉࡈࡼ࡞ࡢᙁ☚ᛮⓏ㔔ஹᥦ
┞பష⏕ࢅ᭩㐲ࡌࡾ᩺ぜ㸨㹙㐼⛛㔘ᒌࢺ࣭ࣅࣤࢡἪࢅ☔❟ࡊࠉᐄῺ㏩᪺ᙁ☚ᛮ༖ᑙమࡡᐁ⌟࡛ࠉࢸࣁ
ࢪᚺ⏕ࢅ┘ᣞࡊࡒ㞹Ꮔࡡᣚࡗࠔ㞹Ⲭࠕ࠽ࡻࡦࠔࢪࣅࣤࠕࡡโᚒἪ࡞㛭ࡌࡾᇱ┑ᢇ⾙ࢅ☔❟ࡌࡾࠊ㸝⏛⏷࣬ᕖ
ᓧ㸞
 ◂✪ᠺᯕࢅᣚࡔᐞࡽࡈࡼ࡞࠵ࡒࡼࡊ࠷ᒈ㛜ࢅịࡴ࡙ࠉ㏩᪺ᐄῺᙁ☚ᛮ༖ᑙమࢪࣅࣤࢹࣞࢼࢠࢪ࣏ࢷࣛ
ࣜࡡࢸࢧ࡛ࣤ࡞㛭ࡌࡾゞㄵࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒୖエࡡහᐖࡡ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࢅ⾔ࡖࡒࠊ
ᖲᠺᖳᗐ᮶ኬᏕ㔘ᒌᮞᩩ◂✪ᡜ࣭࣠ࢠࢨࣘࢴࣈࠔ࣠ࢺ࢟ࣔࢴࣈᕵ☚ᛮ༖ᑙమࠕ
 ڦ㸯㸧㸥㸥㸪ᖳ㸦㸥᭮㸦㸨㸝ᮄ㸞㸦㸨㸯㸥㸥㹳㸦㸭㸯㸥㸪
        㸦㸥᭮㸦㸩㸝㔘㸞㸮㸯㸥㸥㹳㸦㸨㸯㸥㸥
ڦሔᡜ㸯᮶ኬᏕ㔘ᒌᮞᩩ◂✪ᡜㅦᇸ㸝ྋᕰ㟯ⴝ༇∞ᖲ㸧㸦㸦㸞
࣑ࣚࢡࣞࣈ ڦ

ڦ㸦㸥᭮㸦㸨㸝ᮄ㸞
㹳࠵࠷ࡈࡗᕖᓧ㞖ྒྷ᮶ኬᏕ㔘ᒌᮞᩩ◂✪ᡜ
࠘ᗑ㛏㸯ᕖᓧ㞖ྒྷ᮶ኬᏕ㔘ᒌᮞᩩ◂✪ᡜ࠙
㹳࣠ࢺ࢟ࣔࢴࣈᕵ☚ᛮ༖ᑙమࡡᇱ♇࡛ၡ㢗Ⅴྚ⏛༡ኬ㜨ኬᏕ⏐ᴏ⛁Ꮥ◂✪ᡜ
㹳,,,9᪐☚ᛮ༖ᑙమࡡㅎ∸ᛮ࡛ࡐࡡᚺ⏕ ࡡྊ⬗ᛮ ᮿಲᩝ㷀᮶ኬᏕ㞹Ẵ㏳ಘ◂✪ᡜ
㹳㐼⛛㔘ᒌ࠽ࡻࡦᕵᅰ㢦῟ຊࡡ*D1࣭࣊ࢪᕵ☚ᛮ༖ᑙమࡡᠺ㛏࡛ビ౮
᭽ୌኬ㜨ኬᏕ⏐ᴏ⛁Ꮥ◂✪ᡜ
㹳ᕵ☚ᛮ༖ᑙమ*D&U1ࡡ∸ᛮ∶㔕㞕㧏▩ᕝ⛁ኬᏕ⥪ྙ◂✪ᡜ
㹳ᙁ☚ᛮ༖ᑙమ =Q&U 7Hࡡࢺ࣭ࣅࣤࢡ࡞ࡻࡾ☚ᛮን㯦⏛┶ྒྷ➻ἴኬᏕ
㹳ఆ៹㸝ฦ㸞
࠘ᗑ㛏㸯⏛⏷ொኬ㜨ኬᏕ⏐ᴏ⛁Ꮥ◂✪ᡜ࠙
㹳࣠ࢺ࢟ࣔࢴࣈᕵ☚ᛮ༖ᑙమࡡࢪࣅࢿࢱࣜฦゆ࡛ࡐࡡโᚒ࠽ࡻࡦ☚ᛮ࡞࠻ࡾᙫ㡢
ఫ⸠์ኬ㜨ኬᏕ⏐ᴏ⛁Ꮥ◂✪ᡜ
㹳 *Dࠉ0Q $V=Q6H *Dࠉ0Q $V࣭07-࡞࠽ࡄࡾࢹࣤࢾࣜ☚Ẵᢤᢘຝᯕ
㰳⸠⚵࣬…ὰ᩺෪࣬Ꮽ⸠ຉ≺❟⾔ᨳἪெ⏐ᴏᢇ⾙⥪ྙ◂✪ᡜ
㹳ࣜࢲࣜᆵ7L[&R[2ࡡ㞹Ꮔ≟ឺ࡛ක↯ᑏຝᯕ
‹ᕖ㈏ྒྷ᮶ாኬᏕኬᏕ㝌᩺㡷ᇡᠺ⛁Ꮥ◂✪⛁
㹳)LUVW3ULQFLSOHV,QYHVWLJDWLRQRI0DJQHWLF&LUFXODU'LFKURLVP
6SHFWURVFRS\RI&RGRSHG$QDWDVHDQG5XWLOH7L2
+0:HQJ࣬-0'RQJ࣬+0L]XVHNL࣬<.DZD]RH᮶ኬᏕ㔘ᒌᮞᩩ◂✪ᡜ
㹳ᕵ☚ᛮ༖ᑙమࡡ;0&'⸠ῗ᮶ாኬᏕኬᏕ㝌᩺㡷ᇡᠺ⛁Ꮥ◂✪⛁
㹳᠋のఌ㸝㸨ྒ㤃㸫㝭ࢬ࣐ࢻ࣭ᐄ㸞

ڦ㸦㸥᭮㸦㸩㸝㔘㸞
࠘ᗑ㛏㸯⚗ᮟ▩᮶ኬᏕ㔘ᒌᮞᩩ◂✪ᡜ࠙
㹳ᕵ☚ᛮ༖ᑙమࡡ㍲㏞⌟㇗㉝⣟࣬ᑚಲ᪸Ꮔ࣬⡷ཋொኬ㜨ኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ◂✪⛁
㹳㓗ࢲࢰࣤࢅ࣭࣊ࢪ࡞ࡊࡒ☚ᛮ༖ᑙమࡡ࢞ࣔࣛโᚒ࡛☚ᛮ
㛏ㆺᕖူஒ᮶ாኬᏕኬᏕ㝌⌦Ꮥ⣌◂✪⛁
㹳=Q20Q=Q2ࣉࢷࣞ⏲㟻ࡡ☚Ẵ࣬㍲㏞≁⸠ᮟ⣎ᩝኬ㜨ᗋ❟ኬᏕኬᏕ㝌ᕝᏕ◂✪⛁
㹳ఆ៹㸝ฦ㸞
࠘ᗑ㛏㸯ྚ⏛༡ኬ㜨ኬᏕ⏐ᴏ⛁Ꮥ◂✪ᡜ࠙
㹳༖ᑙమ୯ࡡ☚ᛮ⣟∸≟ឺ࡛☚Ẵ┞பష⏕๑ᕖ⚖㏳᮶ኬᏕ㔘ᒌᮞᩩ◂✪ᡜ
㹳㓗ࢲࢰࣤකよ፳ࡡ᩺ᶭ⬗්͇͇㛜Ⓠ㹳㞹Ꮔ࣬☚ᛮᮞᩩࡡྊ⬗ᛮࢅ᥀ࡾ
ᮿᮇ♰ྒྷ᮶ாᕝᴏኬᏕኬᏕ㝌ᚺ⏕ࢬ࣐ࣚࢴࢠࢪ◂✪ᡜ
㹳=Q&R2=Q2࡞࠽ࡄࡾ☚Ẵ࣬කᏕ≁ᛮ⏛⏷ொኬ㜨ኬᏕ⏐ᴏ⛁Ꮥ◂✪ᡜ

－ 30 －


㹳ᐄῺᙁ☚ᛮ༖ᑙమ&Rࢺ࣭ࣈࣜࢲࣜ7L2ࡡᙁ☚ᛮ࡛ࢸࣁࢪ
⚗ᮟ▩᮶ኬᏕ㔘ᒌᮞᩩ◂✪ᡜ
㹳ࢦ࣏࣭ࣛྚ⏛༡ኬ㜨ኬᏕ⏐ᴏ⛁Ꮥ◂✪ᡜ

㸨㸣 ◂✪ᠺᯕ
࠘➠ୌཋ⌦゛⟤࡞ࡻࡾ࣏ࢷࣛࣜࢸࢧࣤ ࠙
 ᙁ☚ᛮⓏ┞பష⏕ࡢࠉ࡛ࡊ࡙࢟ࣔࢴࣈ୯࡞ 3d ⣟∸ࣁࣤࢺ㒂ฦⓏ࡞༥᭯ࡈࡿࡾ㔔ஹᥦ┞பష
⏕ࠉࡵࡊࡂࡢࠉ౮㞹Ꮔᖈࡡ p ࣁࣤࢺ㒂ฦⓏ࡞༥᭯ࡈࡿࡾ p-d ஹᥦ┞பష⏕࡞ࡻࡖ࡙ࠉ࠷ࡍࡿࡵ㒂ฦⓏ࡞
༥᭯ࡈࡿࡒ⣟∸ࣁࣤࢺ࠵ࡿࡣࠉࣁࣤࢺ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡ✄ࡁ࡛ࡊ࡙ᙁ☚ᛮᏭᏽࡈࡿࡾࠊ
 ୌ᪁ࠉࡆࡿࡼࡡࣁࣤࢺ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡ✄ࡁ࡞ࡻࡽᏭᏽࡌࡾᙁ☚ᛮ┞பష⏕࡛❿ྙࡌࡾࡵࡡ࡞ࡢࠉ㔘
-Goodenough ์࡞ࡻࡾ㉰ஹᥦ┞பష⏕࠵ࡾࠊᄿ㟻మ㒼నࢅᣚࡗ Td ᑊ⛘ᛮࡡ༖ᑙమ࡚ࡢ㉰ஹᥦ┞பష⏕
ࡡኣࡂࡢཬᙁ☚ᛮⓏ࡚࠵ࡾࠉ㧏ࢪࣅࣤ≟ឺ࡚ࡢ d2ࠉ࠽ࡻࡦ d7 ࡢᙁ☚ᛮⓏ㉰ஹᥦ┞பష⏕࡛ࡾࠊII-VI
᪐ྙ∸༖ᑙమࠉ࠽ࡻࡦࠉIII-V ᪐ྙ∸༖ᑙమࢅ࣭࣊ࢪ࡛ࡌࡾ⣟∸ࣁࣤࢺࡡ༥᭯≟ឺࠉ㔔ஹᥦ┞பష
⏕ࠉ࠽ࡻࡦࠉ㉰ஹᥦ┞பష⏕࡞ࡻࡾ☚ᛮ≟ឺࡡᐞࢅᅒ㸦࡞ࡱ࡛ࡴࡒࠊࡆࡿ࡞ࡻࡽᙁ☚ᛮ≟ឺࡡ⣟∸␊
ྒࡡ౪Ꮛᛮࠉ࠽ࡻࡦࠉẍమ༖ᑙమ౪Ꮛᛮࢅ⌦ゆࡌࡾࡆ࡛࡚ࡀࠉࢸࢧࣤࡡࡒࡴࡡ࢝ࢺࣚࣤࢅᥞ౩ࡊ
ࡒࠊ

ᅒ㸦㸯ᄿ㟻మ㒼నࢅᣚࡗ Td ᑊ⛘ᛮࡡ༖ᑙమ࡞࠽ࡄࡾ II-VI ᪐ྙ∸༖ᑙమࠉ࠽ࡻࡦࠉIII-V ᪐ྙ∸༖ᑙ
మࢅ࣭࣊ࢪ࡛ࡌࡾ⣟∸ࣁࣤࢺࡡ༥᭯≟ឺ(t2 ≟ឺࠉ࠽ࡻࡦ e ≟ឺ)ࠉ㔔ஹᥦ┞பష⏕(Double-exchange
Interaction)ࠉ࠽ࡻࡦࠉ㉰ஹᥦ┞பష⏕(Super-exchange Interaction)࡞ࡻࡾ☚ᛮ≟ឺࡡᐞࠊFM ࡢᙁ☚
ᛮࠉ AF ࡢཬᙁ☚ᛮࠉ WFM ࡢᘽ࠷ᙁ☚ᛮ࡞ࡻࡾᐞࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ㉰ஹᥦ┞பష⏕ࡡኣࡂࡢཬᙁ☚ᛮⓏ
࡚࠵ࡾࠉ㧏ࢪࣅࣤ≟ឺ࡚ࡢ d2ࠉ࠽ࡻࡦ d7 ࡢᙁ☚ᛮⓏ㉰ஹᥦ┞பష⏕࡛ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
࣓࠘ࣤࢷ࢜ࣜࣞἪ࡞ࡻࡾ࣭࢞ࣖࣛῺᗐࡡ゛ ⟤࠙
 ≁࡞ᕵ⣌࡚ࡢ┞பష⏕▯㊝㞫࡚࠵ࡾሔྙࠉᖲᆍሔ㎾జධࡂಘ⏕࡚ࡀ࠷ࠊᴗ❻ሔྙ࡛ࡊ࡙᭩㎾
ཋᏄ㛣ࡊ࠾┞பష⏕࠷࡛ࡌࡾࠊ☚ᛮ࢛ࣤ㧏⃨ᗐ࡞Ꮛᅹࡌࡾሔྙࡢ᭩㎾ཋᏄྜྷኃషࡾ☚ẴⓏ
ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ⤎ᬏධమ࡞ᗀࡖ࡙࠷ࡾࠉᕵ㔐ࡊ࡙࠷ࡂ࡞ࡗࡿࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠࡔࡁࡿ࡙ࡹࡀࠉ࠵ࡾ㝀
⏲⃨ᗐ௧ୖ࡚ࡢ⤎ᬏࡡ❻࠾ࡼ❻ࡱ࡚᭩㎾☚ᛮཋᏄࢅࡒࡖ࡙࠷ࡂࡆ࡛㸝ࣂ࣭ࢤ࣭ࣝࢨࣘࣤ㸞࡚ࡀࡂ
ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡞ࡾ࡛ࠉ☚ᛮཋᏄࡢᑚࡈ࠷ࢠࣚࢪࢰ࣭ࢅᵋᠺࡌࡾࡡࡲ࡚ࠉࢠࣚࢪࢰ࣭හ࡚ࡢᙁ☚ᛮⓏ࡚
࠵ࡾࢠࣚࢪࢰ࣭ྜྷኃ࡞ࡢ☚ẴⓏࡗࡽࡢࡂ⮤Ⓠ☚ࡢ⌟ࡿ࠷ࠊ
  ᕵ☚ᛮ༖ᑙమࡡ 7& ࢅࠉ➠ୌཋ⌦࠾ࡼịࡴࡒஹᥦ┞பష⏕ࡡ㊝㞫౪Ꮛᛮ -LM ࠾ࡼࣂ࣭ࢤ࣭ࣝࢨࣘࣤࡡຝ
ᯕࡵ࡛ࡽථࡿ࡙゛⟤ࡌࡾ᪁Ἢ࡛ࡊ࡙ࠉࡆࡆ࡚ࡢ࣓ࣤࢷ࢜ࣜࣞࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨࣘࣤ 0&6 ࢅ⏕࠷ࡒࠊࡆࡡ᪁Ἢ࡚
⤣゛ㄏᕣࡡ⠂ᅑහ࡚ཚᐠ 7& ࠻ࡼࡿࡾࠊ᭯㝀ࢦࢫࡡ )&& ࡡ⤎ᬏ୯࡞ 0Q ࢅࣚࣤࢱ࣑࡞ࡣࡼࡱࡀࠉ☚
ࡡ⇍ᖲᆍࢅ 0HWURSROLV ࡡࣜࢥࣛࢫ࣑࡞ࡻࡽ゛⟤ࡊࡒࠊ᭯㝀ࢦࢫࡡࢬࣜࢅ⏕࠷࡙࠷ࡾࡆ࡛࠾ࡼࡂࡾㄏᕣ
ࢅ᭩ᑚ㝀࡞ᢒ࠻࠾ࡗ 7& ࢅຝ⋙ࡻࡂịࡴࡾ᪁Ἢ࡛ࡊ࡙᭯㝀ࢦࢫࢪࢢ࣭ࣛࣤࢡࡡ᪁Ἢᥞ᱄ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉࡆ
ࡆ࡚ࡢࡐࡿࢅ⏕࠷ࡒࠊࡐࡿࡑࡿࡡࢪ࣭ࣂ࣭ࢬࣜ࡞࠽࠷࡙ࠉ␏ࡖࡒ 0Q ࡡฦᕱࢅ  ⛸㢦షࡽࡐࡿࡼࡡ㒼⨠
ᖲᆍࢅ࡛ࡖࡒࠊᚋࡼࡿࡒ࣭࢞ࣖࣛῺᗐࢅᖲᆍሔ㎾జ 0)$ ࡛㞟న┞㎾జ 53$ ࡞ࡻࡾ゛⟤ೋ࡛࡛ࡵ࡞ᅒ㸧
࡞♟ࡌࠊ53$ ࡚ࡢࢪࣅࣤἴࡡທ㉫ࡡຝᯕථࡖ࡙࠷ࡾࡐࡿኬࡀຝᯕࢅ࠵ࡒ࠻࡙࠷࠷ࠊ0)$ ࡛ 53$
࡚ࡢࠉ゛⟤ࡊࡒ┞பష⏕ࡌ࡙ࢅ゛⟤࡞ྱࡴࡒࠉࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨ࡚ࣘࣤࡢ➠  ㎾㸝Ꮔᏽᩐࡡ⣑  ಶ㸞
ࡱ࡚ࡡ┞பష⏕ࢅཱིࡽථࡿ࡙࠷ࡾࠊ┞பష⏕▯㊝㞫࡚࠵ࡾ *D0Q 1 ࡚ࡢᖲᆍሔ㎾జࡢ≁࡞⃨ᗐ࡚࢞ࣖ
࣭ࣛῺᗐࢅ  ᰾௧୕ࡵ㐛ኬビ౮ࡊ࡙࠽ࡽࠉᐁ㝷࡞ࡢ㧏࠷ 7& ࡢ♟ࡈ࠷ࡆ࡛ࢂ࠾ࡾࠊࡆࡡሔྙࠉᖲᆍሔ㎾
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జ࠻ࡾ㧏࠷ 7& ࡢ࡛ࢆ᭩㎾ཋᏄ㛣ࡡ┞பష⏕࠾ࡼࡀ࡙࠷ࡾࠉ᭩㎾ࡡࣂ࣭ࢤ࣭ࣝࢨࣘࣤࡡ㝀⏲
⃨ᗐ㸝)&& ࡚ࡢ 㸞௧ୖ࡚ࡢࡐࡡ┞பష⏕ࡢᐁ㝷࡞ࡢ㔔こ࡛ࡢࡼࡂ࡙ࠉࡻࡽ㐪࠷ 0Q 㛣ࡡᘽ࠷┞பష
⏕࡚ࡵࡖ࡙࠷ 7& ࡡᙁ☚ᛮࢅ♟ࡌࡡࡲ࡚࠵ࡾࠊࡻࡖ࡙ࠉᐁ㥺࡚ᚋࡼࡿ࡙࠷ࡾ⃨ᗐ࡚ࡡᐄῺࢅ㉰࠻ࡾ 7& ࡢ
*D0Q 1 ࡡୌᵕ┞࠾ࡼࡡࡵࡡ࡚ࡢ࠷ࡆ࡛♟ြࡈࡿࡾࠊୌ᪁ࠉ *D0Q $V ࡚ࡢ┞பష⏕㛏㊝㞫࡚࠵
ࡾࡒࡴ ⛤ᗐࡡ㧏⃨ᗐ࡚ࡢ 0)$ ࡡೋࡢࡐࡿᝇࡂࡢ࠷ࠊࡊ࠾ࡊࠉ⛤ᗐ௧ୖࡡ⃨ᗐ࡚ࡢࢨ࣐ࣖࣝ
࣭ࢨࣘࣤ࠾ࡼࡡࡍࡿࡢኬࡀࡂᖲᆍሔ㎾జ࠾ࡽᝇࡂࡖ࡙࠷ࡾࠊ0&6 ࡡ⤎ᯕࡢ᭩㎾ࡡᐁ㥺ೋࢅࡻࡂ්⌟
ࡊࠉࡆࡡ᪁Ἢ 7& ࡡず✒ࡵࡽ࡞㟸ᖏ࡞᭯ຝ࡚࠵ࡾࡆ࡛ฦ࠾ࡾࠊࡆࡡ᪁Ἢㄵࡢ᭩᩺ࡡᕵ☚ᛮ༖ᑙమࡡ࣏
ࢷࣛࣜࢸࢧࣤ࡞ᚺ⏕ࡈࡿ &U ῟ຊࡡ ,,9, ᪐ᕵ☚ᛮ༖ᑙమ㧏⃨ᗐࡡ &U ῟ຊ࡚ᐄῺ⛤ᗐࡡ࣭࢞ࣖࣛ
Ὼᗐࢅᣚࡗࡆ࡛♟ࡈࡿࡒࠊࡆࡡࢸࢧࣤࡢᐁ㥺Ⓩ࡞᳠チࡈࡿ࡙ =Q&U 7H ࡞࠽࠷࡙⌦ㄵῼ⛤ᗐࡡ
7& ᚋࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ



ᅒ㸧㸯 D *D0Q 1 E *D0Q $V ࡡᖲᆍሔ㎾జ㸝ᐁ⥲㸞ࠉ㞟న┞㎾జ㸝Ⅴ⥲㸞ࠉ࣓ࣤࢷ࢜ࣜࣞࢨ࣐ࣖ
࣭ࣝࢨࣘࣤ㸝㯦Ⅴ㸞࡞ࡻࡾ࣭࢞ࣖࣛῺᗐࡡ゛⟤ೋ࡛ᐁ㥺ೋ㸝ⓉⅤ㸞ࠊ


࠘SI C-L D A ࡞ࡻࡾᕵ☚ᛮ༖ᑙమࡡ࣏ࢷࣛࣜ ࢸࢧࣤ࠙
 ⮤ᕤ┞பష⏕ḿἪ 3VHXGR6,& ࢅ ..5&3$ 㞹Ꮔ≟ឺࣈࣞࢡ࣑ࣚ 0$&+,.$1(<(0$ ࡞ᐁࡊࠉᆵⓏ
,,9, ᪐ࠉ,,,9 ᪐ᕵ☚ᛮ༖ᑙమࡡ㞹Ꮔ≟ឺࠉ᭯ຝஹᥦ┞பష⏕࠽ࡻࡦ࣭࢞ࣖࣛῺᗐࡡ゛⟤ࢅ⾔ࡖࡒࠊ
ᆵౚ࡛ࡊ࡙ *D0Q 1 ࡡ㞹Ꮔ≟ឺࠉஹᥦ┞பష⏕࠽ࡻࡦᖲᆍሔ㎾జ࡞ࡻࡾ࣭࢞ࣖࣛῺᗐࡡ゛⟤⤎ᯕࢅᅒ㸨࡞
♟ࡌࠊ *D0Q 1 ࡚ࡢ㟸༥᭯ G ≟ឺᑻᡜ㎾జ /'$ ࡞Ẓ࡙㧏࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ഁ࡞ῼࡈࡿࡾࡒࡴཬᙁ☚ᛮⓏ
㉰ஹᥦ┞பష⏕ᢒโࡈࡿᖲᆍሔ㎾జ࡞ࡻࡾ࣭࢞ࣖࣛῺᗐࡢ㧏⃨ᗐ㡷ᇡ࡚ /'$ ࡻࡽࡵ㧏ࡂࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉ
ࣆ࣐࢘ࣜࣝ࣊ࣜ㎾ࡡ㞹Ꮔ≟ឺࡢ /'$ ࡡ゛⟤࡛ኬࡀ㐢࠷ࡢࡂ౪↓࡛ࡊ࡙⣟∸ࣁࣤࢺࢅషࡖ࡙࠷ࡾࠊ
ࡐࡡࡒࡴ▯㊝㞫ࡡ┞பష⏕࡛ࡽᖲᆍሔ㎾జࢅ㉰࠻ࡒ࣭࢞ࣖࣛῺᗐࡡ゛⟤ᚪこ࡚࠵ࡽࡐࡡࡻ࠹゛⟤
⌟ᅹ㐅⾔୯࡚࠵ࡾࠊ *D0Q $V ࡚ࡢ༥᭯ G ≟ឺ࢙ࢾ࣭ࣜ࢟ࡡ࠷᪁࡞ࢨࣆࢹࡌࡾࡒࡴ☚ẴⓏ┞பష⏕ࡢ
SG ஹᥦ┞பష⏕Ⓩ࡞ࡾࠊ

ᅒ㸨㸣LDA ࡛ SIC-LDA ࡞ࡻࡾ(Ga, Mn)N ࡡ(a)Mn-3d 㒂ฦ≟ឺᐠᗐࠉ(b)Mn-Mn 㛣᭯ຝஹᥦ┞பష⏕ࠉ(c)
ᖲᆍሔ㎾జ࡞ࡻࡾ࣭࢞ࣖࣛῺᗐࠊ(a)࡛(b)࡚ࡢ Mn ⃨ᗐ 5%࡚࠵ࡾࠊ

࠘ᐁ㥺ᐁ࡛➠ୌཋ⌦゛⟤࡞ࡻࡾ࣏ࢷࣛ ࣜࢸࢧ ࡛ࣤࡡẒ㍉࠙
࣬ (Ga,Mn)As ࡡࡻ࠹ Mn ୌᵕฦᕱࢅ♟ࡌ⣌࡚ࡢࠉᙁ☚ᛮᶭᵋࡢ Zener ࡡ p-d ஹᥦ┞பష⏕࡛
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ࡽࠉ☚Ẵງᏽ⌦࡞ᇱࡘ࠷࡙➠ୌཋ⌦゛⟤࡚ịࡴࡒஹᥦ┞பష⏕ࡢ㛏㊝㞫┞பష⏕࡛ࡽࠉᕵ⃨ᗐ
㡷ᇡ࡚ࡵ࣓ࣤࢷ࢜ࣜࣞ゛⟤㸝ཚᐠᙁ☚ᛮ㌷⛛Ὼᗐࢅ࠻ࡾ㸞࡛ᏽ㔖Ⓩ࡞ୌ⮬ࡌࡾࠊࣃࢪࢷࣛࢨࢪࡵୌ
ᵕᙁ☚ᛮࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
࣬ (Zn,Cr)Te ࡡࡻ࠹࣠ࢺ࢟ࣔࢴࣈ༖ᑙమ࡚ࡢࠉZener ࡡ㔔ஹᥦ┞பష⏕ᙁ☚ᛮࡡᶭᵋ࡚࠵ࡾࠉ
Ẓ㍉Ⓩ࠷⣟∸ࣁࣤࢺࡡࡒࡴஹᥦ┞பష⏕ࡢ▯㊝㞫࡚࠵ࡽࠉII-VI ᪐ྙ∸༖ᑙమ୯࡚ࡢ㐼⛛㔘ᒌ⣟
∸ࡡ⁈ゆᗐኬࡀࡂ㸧㸥㸚⛤ᗐࢺ࣭ࣈࡊࡒ⣌࡚ࡢᐄῺ࡞㎾࠷ᙁ☚ᛮ㌷⛛Ὼᗐࢅ♟ࡊࠉ࣓ࣤࢷ࢜ࣜࣞ゛⟤
ࡢᐁ㥺ᐁ࡛ࡵࡻࡂୌ⮬ࡌࡾࠊࣃࢪࢷࣛࢨࢪࡵୌᵕᙁ☚ᛮࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
࣬ (Ga,Mn)N, (Ga,Cr)N, (Zn,Co)O, (Zn,V)O ࡡ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈ༖ᑙమ࡚ࡢࠉ㐼⛛㔘ᒌ⣟∸ࡡ
⁈ゆᗐᑚࡈࡂࠉࡱࡒࠉ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈ࡚࠵ࡾࡒࡴ࡞࠷⣟∸ࣁࣤࢺࢅᙟᠺࡊࠉZener ࡡ㔔
ஹᥦ┞பష⏕ᙁ☚ᛮࡡᶭᵋ࡚࠵ࡾࠉẒ㍉Ⓩ࠷⣟∸ࣁࣤࢺࡡࡒࡴஹᥦ┞பష⏕ࡢ▯㊝㞫࡚࠵ࡾࡒ
ࡴࠉᕵ㡷ᇡ࡚ࡢ࠷ᙁ☚ᛮ㌷⛛Ὼᗐࢅ♟ࡊࠉ➠ୌཋ⌦゛⟤࡞❟⬦ࡊࡒ࣓ࣤࢷ࢜ࣜࣞ゛⟤⤎ᯕࡢᐁ㥺
࡚ᚋࡼࡿࡒ㧏࠷ᙁ☚ᛮ㌷⛛Ὼᗐ࡛ࡢୌ⮬ࡊ࠷ࠊࣃࢪࢷࣛࢨࢪࡵ㟸ୌᵕ≻࠷ᙁ☚ᛮࣃࢪࢷࣛࢨࢪࢅ♟
ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡆ࡛ࡢࠉ⁈ゆᗐᑛ࠷࣠ࢺࣁࣤࢺ࢞ࣔࢴࣈ༖ᑙమ࡚ࡢ㐼⛛㔘ᒌࢠࣚࢪࢰ࣭ࡊࡒ
ࡽࠉࢪࣅࢿ࣭ࢱࣜฦゆ࡞ࡻࡽ㟸ୌᵕᙁ☚ᛮమࡈࡿ࡙࠷ࡾྊ⬗ᛮ࠵ࡽࠉࢻࢿࢪࢢ࣭ࣜࢦࢫࡡ
ᯊฝࡷࢻࢿࢪࢢ࣭ࣜࢦࢫ࣬ࢪࣅࢿ࣭ࢱࣜฦゆࡡ㔖Ꮔࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨ࡛ࣘࣤ᚜ちⓏฦකᐁ㥺ྊḖ࡚
࠵ࡾࠊࡱࡒࠉࡆࡡࡻ࠹⣌࡚ࡡࣇࣞࢴ࢞ࣤࢡῺᗐࡡ➠ୌཋ⌦゛⟤࡛ᐁ㥺Ⓩ᳠チྊḖ࡚࠵ࡾࡆ࡛᪺
ࡼ࠾࡞ࡖࡒࠊ
࣬ ḗᖳᗐ࠾ࡼࡢࠉ୕エࡡၡ㢗࡞ࡗ࠷࡙ࠉ゛⟤ᶭࢻࢿ࣏ࢷࣛࣜࢸࢧ࡛ࣤᐁ㥺ⓏᡥἪ࡞ࡻࡾཋᏄࣝ࣊ࣜཀྵ
ࡦࢻࢿࢪࢢ࣭࡚ࣜࣝ࣊ࣜࡡᏽ㔖ⓏẒ㍉ࢅ⾔࠷ࠉࡈࡼ࡞ᐄῺࢅ㉰࠻ࡾ㧏࠷ᙁ☚ᛮ㌷⛛Ὼᗐࢅ⏕࠷ࡒࢻࢿࢪ
ࢢ࣭ࣜࢪࣅ࢙ࣤࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪ࣏ࢷࣛࣜࢅ⏕࠷ࡒࢸࣁࢪࡡࢸࢧ࡛ࣤᐁチࢅ⾔࠹ࠊ

㸩㸣 ࡱ࡛ 
ࡴ
࣬ ᙁ☚ᛮᶭᵋࡢ Zener ࡡ p-d ஹᥦ┞பష⏕࠽ࡻࡦ Zener ࡡ㔔ஹᥦ┞பష⏕ࡒࡾᶭᵋ࡚࠵ࡽࠉ㐼⛛㔘
ᒌ⣟∸ࡡ㸨㹙‵న࡛࿔ࡽࡡ㹥‵న࡛ࡡ┞ᑊⓏ㛭౿࡚ࡀࡱࡾࠊ㸨㹙‵న࠷(Ga,Mn)As, (Ga,Mn)Sb
࡚ࡢ Zener ࡡ p-d ஹᥦ┞பష⏕ࡒࡾᙁ☚ᛮࡡᶭᵋ࡚࠵ࡽࠉୌ᪁ࠉ㸨㹙‵నὰ࠷(Ga,Mn)N,
(Ga,Cr)N, (Zn,Co)O, (Zn,V)O ࡚ࡢ Zener ࡡ㔔ஹᥦ┞பష⏕ࡒࡾᙁ☚ᛮࡡᶭᵋ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡼ
ࡡᙁ☚ᛮᶭᵋ࡞ຊ࠻࡙ࠉ㔘—Goodenough ์࡞ࡻࡾ▯㊝㞫ࡡ㉰ஹᥦ┞பష⏕❿ྙࡊࠉᄿ㟻మ㒼ណన
࡚㧏ࢪࣅࣤ≟ឺ㸝ࣆࣤࢹ์㸞࡚ࡢࠉ㹙㸧࠽ࡻࡦ㹙㸬ࡡሔྙࡢᙁ☚ᛮⓏ࡚࠵ࡽࡐࡿ௧አࡢཬᙁ☚ᛮⓏ࡚࠵ࡾࠊ
࣬ ⣟∸ࡡฦᕱୌᵕ⣌࡚ࡢࠉ࣓ࣤࢷ࢜ࣜࣞ゛⟤ࡢᐁ㥺ᐁ࡛ᏽ㔖Ⓩ࡞ࡻࡂୌ⮬ࡌࡾࠊࣃࢪࢷࣛࢨࢪࡵ
ୌᵕᙁ☚ᛮࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
࣬ (Ga,Mn)N, (Ga,Cr)N, (Zn,Co)O, (Zn,V)O ࡡ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈ༖ᑙమ࡚ࡢࠉ㐼⛛㔘ᒌ⣟∸ࡡ
⁈ゆᗐᑚࡈࡂࠉࡱࡒࠉ࣠ࢺࣁࣤࢺ࢟ࣔࢴࣈ࡚࠵ࡾࡒࡴ࡞࠷⣟∸ࣁࣤࢺࢅᙟᠺࡊࠉZener ࡡ㔔
ஹᥦ┞பష⏕ᙁ☚ᛮࡡᶭᵋ࡚࠵ࡾࠉẒ㍉Ⓩ࠷⣟∸ࣁࣤࢺࡡࡒࡴஹᥦ┞பష⏕ࡢ▯㊝㞫࡚࠵ࡾࡒ
ࡴࠉᕵ㡷ᇡ࡚ࡢ࠷ᙁ☚ᛮ㌷⛛Ὼᗐࢅ♟ࡊࠉ➠ୌཋ⌦゛⟤࡞❟⬦ࡊࡒ࣓ࣤࢷ࢜ࣜࣞ゛⟤⤎ᯕࡢᐁ㥺
࡚ᚋࡼࡿࡒ㧏࠷ᙁ☚ᛮ㌷⛛Ὼᗐ࡛ࡢୌ⮬ࡊ࠷ࠊࣃࢪࢷࣛࢨࢪࡵ㟸ୌᵕ≻࠷ᙁ☚ᛮࣃࢪࢷࣛࢨࢪࢅ♟
ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡆ࡛ࡢࠉ⁈ゆᗐᑛ࠷࣠ࢺࣁࣤࢺ࢞ࣔࢴࣈ༖ᑙమ࡚ࡢ㐼⛛㔘ᒌࢠࣚࢪࢰ࣭ࡊࡒ
ࡽࠉࢪࣅࢿ࣭ࢱࣜฦゆ࡞ࡻࡽ㟸ୌᵕᙁ☚ᛮమࡈࡿ࡙࠷ࡾྊ⬗ᛮ࠵ࡽࠉࢻࢿࢪࢢ࣭ࣜࢦࢫࡡ
ᯊฝࡷࢻࢿࢪࢢ࣭ࣜࢦࢫ࣬ࢪࣅࢿ࣭ࢱࣜฦゆࡡ㔖Ꮔࢨ࣐࣭ࣖࣝࢨ࡛ࣘࣤ᚜ちⓏฦකᐁ㥺ྊḖ࡚
࠵ࡾࠊࡱࡒࠉࡆࡡࡻ࠹⣌࡚ࡡࣇࣞࢴ࢞ࣤࢡῺᗐࡡ➠ୌཋ⌦゛⟤࡛ᐁ㥺Ⓩ᳠チྊḖ࡚࠵ࡾࡆ࡛᪺
ࡼ࠾࡞ࡖࡒ
࣬ ḗᖳᗐ࠾ࡼࡢࠉ୕エࡡၡ㢗࡞ࡗ࠷࡙ࠉ゛⟤ᶭࢻࢿ࣏ࢷࣛࣜࢸࢧ࡛ࣤᐁ㥺ⓏᡥἪ࡞ࡻࡾཋᏄࣝ࣊ࣜཀྵ
ࡦࢻࢿࢪࢢ࣭࡚ࣜࣝ࣊ࣜࡡᏽ㔖ⓏẒ㍉ࢅ⾔࠷ࠉࡈࡼ࡞ᐄῺࢅ㉰࠻ࡾ㧏࠷ᙁ☚ᛮ㌷⛛Ὼᗐࢅ⏕࠷ࡒࢻࢿࢪ
ࢢ࣭ࣜࢪࣅ࢙ࣤࣝࢠࢹࣞࢼࢠࢪ࣏ࢷࣛࣜࢅ⏕࠷ࡒࢸࣁࢪࡡࢸࢧ࡛ࣤᐁチࢅ⾔࠹ᚪこ࠵ࡾࠊ

㸪㸣 Ⓠ⾪㸝ᢖ✇㸞ㄵᩝ
 “'LOXWHPDJQHWLFVHPLFRQGXFWRUVEDVHGRQZLGHEDQGJDS6L2ZLWKDQGZLWKRXWWUDQVLWLRQPHWDO
HOHPHQWV͇9$'LQK.6DWRDQG+.DWD\DPD<RVKLGD6ROLG6WDWH&RPPXQLFDWLRQV  
 ͆+LJK &XULH 7HPSHUDWXUH DQG 1DQR6FDOH 6SLQRGDO 'HFRPSRVLWLRQ 3KDVH LQ 'LOXWH 0DJQHWLF
6HPLFRQGXFWRUV͇.6DWR+.DWD\DPD<RVKLGDDQG3+'HGHULFKV-SQ-$SSO3K\V
//  
 ͆)LUVW3ULQFLSOHV0DWHULDOV'HVLJQRI&X$O2%DVHG'LOXWH0DJQHWLF6HPLFRQGXFWLQJ2[LGH͇+
.L]DNL.6DWR$<DQDVHDQG+.DWD\DPD<RVKLGD-SQ-$SSO3K\V//  
 ͆([FKDQJH,QWHUDFWLRQVDQG&XULH7HPSHUDWXUHVLQ'LOXWH0DJQHWLF6HPLFRQGXFWRUV͇.6DWR
3+'HGHULFKVDQG+.DWD\DPD<RVKLGD+\SHUILQH,QWHUDFWLRQVSXEOLVKHGRQOLQHLVVXH  
 ͆'LOXWHPDJQHWLFVHPLFRQGXFWRUV͇3+'HGHULFKV.6DWRDQG+.DWD\DPD<RVKLGD3KDVH
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7UDQVLWLRQV  

 ͆)HUURPDJQHWLVP DQG &XULH WHPSHUDWXUH RI YDQDGLXPGRSHG QLWULGHV͇ 9 $ 'LQK DQG +
.DWD\DPD<RVKLGD-(OHFWURQPLFURVFRS\  
 ͆,VKLJK7FSRVVLEOHLQ *D0Q 1"0RQWH&DUORVLPXODWLRQYVPHDQILHOGDSSUR[LPDWLRQ͇
.6DWR3+'HGHULFKVDQG+.DWD\DPD<RVKLGD-6XSHUFRQG  
 1HZFODVVRIKLJK7FGLOXWHGIHUURPDJQHWLFVHPLFRQGXFWRUVEDVHGRQ&D2ZLWKRXWWUDQVLWLRQPHWDO
HOHPHQWV..HPPRFKL06HLNH.6DWR$<DQDVHDQG+.DWD\DPD<RVKLGD-6XSHUFRQG
  
 ͆&DUULHUFRGRSLQJPHWKRGZLWKVL]HFRPSHQVDWLRQWRHQKDQFH7FRI0QGRSHGQLWULGHV͇9$
'LQK.6DWRDQG+.DWD\DPD<RVKLGD-6XSHUFRQG  
 ͆)LUVWSULQFLSOHVVWXG\RIIHUURPDJQHWLVPLQ0QGRSHG*D1͇-.DQJ.-&KDQJDQG+
.DWD\DPD<RVKLGD-6XSHUFRQG  
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㧝㧚  ߪߓߦ
 ၮᐩ⁁ᘒ߇Ᏹ⏛ᕈ߿ᒝ⏛ᕈߩ 3d ㆉᱧ㔚ሶൻว‛ߪ߿߉ࠄំߩࡦࡇࠬޔ㔚ሶ⋧㑐ߣ⋧଼ߞߡ․⇣
ߥ‛ᕈᄌൻࠍ␜ߔߚޔၮ␆‛ᕈߣ᧚ᢱᔕ↪ߩਔ㕙ߦ߅ߡ㕖Ᏹߦ㊀ⷐߥ㗴ࠍࠎߢ߅ࠅ‛ޔᕈၮ
␆ߣ⏛ᕈ᧚ᢱߩႺ⇇Ⲣว⊛ߥ⎇ⓥ߇ᔅⷐߢࠆߢ߹ࠇߎޔ߫߃ޕၮ␆‛ᕈ⎇ⓥߩኻ⽎ߣߐࠇߡ߈ߚ
ㆫ⒖㊄ዻൻว‛ߦ߅ߡޔォ⒖ߦ߁Ꮒᄢ⏛᳇Ⓧലᨐ߿ޔᏂᄢ⏛᳇ࠛࡦ࠻ࡠࡇᄌൻߥߤ߇ߔ
ࠆߎߣ߇ߐࠇޔᣂⷙࠕࠢ࠴ࡘࠛ࠲↪᧚ᢱ߿ޔⅣႺ⎕უߩరರߣߥࠆࡈࡠࡦ߇ਇⷐߢ㜞ല₸ߩ಄
ಓ߇น⢻ߥ⏛᳇಄ಓ↪ߩ⏛᳇಄ᇦߥߤޔᣂߒᯏ⢻⚛ሶߣߒߡߩ᧚ᢱᔕ↪߇ᕆࡇ࠶࠴ߢㅴࠄࠇߡ
ࠆޕㆉᱧ㔚ሶ⏛ᕈ⎇ⓥߩᣂዷ㐿ޔᣂᯏ⢻⏛ᕈ᧚ᢱߩࠪ࠭㐿ᜏߩࠄࠇߎ߮ࠃ߅ޔ᧪⊛ዷᦸࠍ⏕ߦ
ߔࠆߚޔ㊄⎇ࠍᯏゲߣߒߡޔฦ⎇ⓥ⠪㑆ߩⲢว⊛⼏⺰ࠍታᣉߔࠆߚߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍ㐿ߒޔ
ㆉᱧ㔚ሶ⏛ᕈ⎇ⓥߩᣂዷ㐿ޔᣂᯏ⢻⏛ᕈ᧚ᢱߩࠪ࠭㐿ᜏߩࠄࠇߎ߮ࠃ߅ޔ᧪⊛ዷᦸࠍ⏕ߦߔࠆ
ߚߩ⺞ᩏ⎇ⓥࠍⴕ߁ޕ
㧞㧚  ⎇ⓥ⚻ㆊ
2005 ᐕ 6  30 ᣣ߅ࠃ߮ 7  2 ᣣߩ㧞ᣣ㑆ߦᷰࠅޔ㊄ዻ᧚ᢱ⎇ⓥᚲ㧞ภ㙚⻠ၴߦ߅ߡޟޔㆉᱧ㔚
ሶ♽ߦ߅ߌࠆ․⇣⏛ᕈߩ⸃ᓮߣᔕ↪߳ߩዷᦸߣޠ㗴ߒߚࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍ㐿ߒߚޕ೨㗄 1.
ߩ⿰ᣦߦၮߠߡޔฦ⎇ⓥ⠪㑆ߩⲢว⊛⼏⺰ࠍታᣉߒޔㆉᱧ㔚ሶ⏛ᕈ⎇ⓥߩᣂዷ㐿ޔᣂᯏ⢻⏛ᕈ᧚ᢱ
ߩࠪ࠭㐿ᜏߩࠄࠇߎ߮ࠃ߅ޔ᧪⊛ዷᦸࠍ⏕ߦߔࠆߚޔฦಽ㊁ߢࠗ࠾ࠪࠕ࠴ࡉࠍขࠅⲢޔว⊛
⎇ⓥߦ߅ߡ㊀ⷐߥ⟎ࠍභࠆ⎇ⓥ⠪߆ࠄߩേะߩ⚫ߣ⧯ޔᚻਛၷߩ⎇ⓥ⠪ࠍߡߩ⎇ⓥേ
ะߩ⻠Ṷࠍⴕߞߚޕ
6  30 ᣣ
1. 㐿ળߩㄉ

㧔ᷰㄝ 㓶㧦ㇱ㐷⽿છ⠪㧕

2. ߪߓߦ

㧔⮮↰ 㤗㧦ડ↹ឭ᩺⠪㧕

3. ㆉᱧ㔚ሶ⏛ᕈߩᒝ⏛႐ X ✢࿁᛬᷹ቯ㧔ዊጊ ૫৻㧦᧲ർᄢ㊄⎇ᒝ⏛႐㧕
4. ㊄ዻ-⛘✼ォ⒖ㄭறߢߩࠬࡇࡦࠁࠄ߉ (٤ฬཅ ▵㧦᧲ർᄢᄙర⎇᧻ޔਅ ⴕ㧦‛᧚ᯏ᭴)
5. L1 0 ᭴ㅧࠍߔࠆ FePt ⷙೣว㊄⭯⤑ߩ࠽ࡁ᭴ㅧߣ⏛ൻㆊ⒟ 㧔᎑ ᢅਯ㧦᧲ർቇ㒮ᄢ Ꮏ㧕
6. ㅒࡍࡠࡈࠬࠞࠗ࠻ဳࡑࡦࠟࡦ⓸ൻ‛ߩ⏛᳇Ⓧലᨐߣ⽶⤘ᒛ᧚ᢱ߳ߩᔕ↪ 㧔┻ਛ ᐽม㧦ℂ⎇㧕
7. ࠬࡇࡦ✭ߩᓸⷞ⊛ℂ⺰

(ਭ㑆 ᤘᱜ㧦᧲ർᄢ Ꮏ)

8. ࠬࡇࡦࠁࠄ߉ℂ⺰ߩ⁁ߣ⏛᳇Ⓧലᨐ

(㜞ᯅ ᘮ♿:ᐶ⋵┙ᄢ ℂ)

9. ㆉᱧᒙᒝ⏛ᕈ Ni3Al ߦኻߔࠆシర⚛࠼ࡇࡦࠣലᨐ 㧔㐳⼱ ᴰ㧦↥✚⎇㧕
10. ㆉᱧ㔚ሶࡔ࠲⏛ᕈ La(FexSi1-x)13 ൻว‛ߩജലᨐߣࠬࡇࡦߩំࠄ߉㧔⮮↰ 㤗㧦᧲ർᄢ Ꮏ㧕
71ᣣ
11. AuCu ဳൻว‛ MnRh ߩ᭴ㅧߣ⏛ᕈ

(ጊ↰ ㌡ੑ㧦ାᎺᄢ ℂ)

12. AuCu ဳ Mn-⾆㊄ዻว㊄ߩ⏛᳇⊛ᕈ⾰

(᪢ᵤ ℂᕺ 㧦᧲ർᄢ CREST ⎇ⓥຬ)

13. ࡂࡈࡎࠗࠬว㊄ CoVSb ߩ⏛᳇․ᕈ

㧔㣮 ᱞ㧦᧲ർቇ㒮ᄢ Ꮏ㧕

14. ᒝ⏛ᕈࡎࠗࠬว㊄ߩౝᲖ⏛᳇ੑ⦡ᕈߣశ㔚ሶಽశ 㧔↰ ⌀㧦㒋ᄢ ၮ␆Ꮏ㧕
15. ࡂࡈࡔ࠲࡞ߣࠬࡇࡦ࠻ࡠ࠾ࠢࠬ᧚ᢱߩℂ⺰⊛੍᷹

(⍹↰ ዏᴦ㧦㣮ఽፉᄢ ℂ)

16. 㜞ࠬࡇࡦᭂ⏛ᕈ᧚ᢱߩℂ⺰⸳⸘ ̆⁁ߣዷᦸ̆

(⊕ ᱜᢥ㧦᧲ർᄢ ㅢ⎇)

18. ㆉᱧ㔚ሶ♽ਃⷺᩰሶ㉄ൻ‛ NaxCoO2yH2O ߩ⏛ᕈߣવዉ 㧔ศ ৻⦟㧦੩ᄢ ℂ㧕

－ 35 －

19.

5f ㆉᱧ㔚ሶᒝ⏛ᕈ UCo 0.98Fe 0.02Al ߩ㜞ਅߦ߅ߌࠆ⏛᳇⊛ߥᝄࠆ⥰ (ᓟ⮮ ᕡᤘ㧦᧲ᄢ‛

ᕈ⎇)
20. ৻ᰴォ⒖‛⾰ߩ⏛᳇ᾲ㊂ലᨐ

(↰ ᢥ㧦Ꮊᄢ ℂ)

21. ⸥ᔨ⻠Ṷ: 20 㕙ࠢࠬ࠲ว㊄ൻว‛ߩ⏛ᕈߣᔕ↪߳ߩዷ㐿㧔ᷓ 㧦᧲ർᄢ ᄙర⎇㧕
22. Closing Remarks (ዊጊ ૫৻㧦ડ↹ੱ)
㧟㧚 ⎇ⓥᚑᨐ
  એਅߦޔ೨㗄㧞㧚ߦ⸥ߒߚࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߦ߅ߌࠆ⻠Ṷⷐࠍ߹ߣࠆޕ
  ᦨೋߦ᧲ޔർᄢ㊄⎇ߩዊጊ ૫৻ ഥᢎ߇ㆉᱧ㔚ሶ⏛ᕈߩ
ᒝ⏛႐ X ✢࿁᛬᷹ቯߦ㑐ߔࠆ⻠Ṷࠍⴕߞߚޕ࿑ 1 ߦ␜ߔࠃ߁ߥ
ή಄ᇦࡑࠣࡀ࠶࠻ߣ X ✢࿁᛬ࠧ࠾ࠝࡔ࠲ࠍ⚵ߺวࠊߖߚᢾᣂ

࿑㧝

ߥⵝ⟎㐿⊒ߦࠃࠅ⏛ޔ႐⺃ߩ⏛᳇᭴ㅧ⋧ォ⒖ߩ◲ଢ߆ߟ⚦
ߥ᷹ⷰ߇น⢻ߣߥߞߚ⏛ߚ↪ࠍ⟎ⵝߩߎޕ᳇‛ᕈ᷹ቯߣ᧚ᢱ㐿
⊒ߩࡦࠢߦߟߡߒ⺑߇ߥߐࠇߚޕ
 ᰴߩ᧲ർᄢᄙర⎇ߩฬཅ ▵ ഥᢎ߆ࠄߪޔዊဳࡇࠬ࠻ࡦᑼ
ജ࡞ࠍ⏛᳇ᄤ⒊ߣ⚵ߺวࠊߖޔㆉᱧ㔚ሶ⏛ᕈ߿㊄ዻ⛘✼ォ
⒖ߩജലᨐࠍ㜞ᗵᐲߦ᷹ቯߔࠆᣂᛛⴚߩ⺑߇ࠅߩߎޔᚻᴺ
ߦࠃࠅᓧࠄࠇߚ(Y,Ca)TiO3 ࡍࡠࡉࠬࠞࠗ࠻ൻว‛ߩ㜞ജਛ⏛
ൻ₸ߩ᷷ᐲᄌൻߣ MI ォ⒖ߣߩ㑐ㅪߦߟߡ⚫ߐࠇߚޕ
 ⛯ߡߩ⻠Ṷߢߪ᧲ޔർቇ㒮ᄢቇߩ᎑ ᢅਯ ഥᢎࠃࠅޔᏂᄢ
㧝ゲ⚿᥏⏛᳇⇣ᣇᕈࠍߔࠆ L1 0 ဳ FePt ⷙೣว㊄ߩፉ⁁ᚑ㐳
ᓮ ߒ ߚ ⭯ ⤑ ߦ ߅ ߌ ࠆ ⏛ ൻ ㆊ ⒟ ߩ ᄌ ൻ ߦ ߟ  ߡ ⚫  ߇ ߥ ߐ ࠇ ߚ  ޕㅒ ⏛  ᒻ ᚑ ࡕ  ࠼ ߣ coherent
rotation ࡕ࠼ߩㆫ⒖߇ޔፉ⁁ᓸ☸ሶߩᚑ㐳ㆊ⒟ߦᒝߊଐሽߔࠆߎߣߩߘޔᚑ㐳ㆊ⒟߇㔚᳇ᛶ᛫ޔ
SEM ߅ࠃ߮ MFM ᷹ⷰߦࠃࠅ♖ޔኒߦࡕ࠺࡞ൻߢ߈ࠆ⼾ޔߡߟߦࠄࠇߎޕንߥታࠍరߦⷞⷡ⊛
ߦࠊ߆ࠅ߿ߔߊ⺑߇ߥߐࠇߚޕ
 ߐࠄߦޔℂൻቇ⎇ⓥᚲߩ┻ਛ ᐽม ඳ჻߆ࠄޔMn ၮว㊄ࠍ⓸ൻߒߡᓧࠄࠇࠆࡍࡠࡉࠬࠞࠗ࠻ൻว
‛ߩ⏛᳇Ⓧലᨐߦ㑐ߔࠆၮ␆‛ᕈ⊛ߥ⏛᳇⋧ォ⒖ߩᰴᢙߩᄌൻߦ㑐ߔࠆ⚦ߥႎ๔߇ߥߐࠇߚߐޕ
ࠄߦ⏛߁ߥߦ⽎ߩߎޔ᳇Ⓧലᨐࠍᔕ↪ߔࠆߎߣߦࠃࠅᾲ⤘ᒛଥᢙ߇ᓮߢ߈♖ޔኒᯏེㇱຠ߿
శቇㇱຠߦ↪ߐࠇࠆ⽶ᾲ⤘ᒛ᧚ᢱ߇ᣂߚߦ㐿⊒ߐࠇࠆน⢻ᕈߦߟߡዷᦸࠍ⚫ߐࠇߚޕ
 ೋᣣᓟඨߩ࠶࡚ࠪࡦߪߩࡦࡇࠬޔേ⊛േߦ㑐ߔࠆ㧞ߟߩ⇣ߥࠆⷞὐ߆ࠄߩℂ⺰⊛ឬ߇⊒ߐ
ࠇߚޕ
 ᧲ർᄢߩਭ㑆 ᤘᱜ ᢎߪߢࠬࠢࠖ࠹ࡀࠣࡑࡠࠢࠗࡑޔ↪ߐࠇࠆ LLG ᣇ⒟ᑼߦ߅ߡ⚻㛎⺰
⊛ߦᛒࠊࠇࠆ✭㗄ߦߟߡޔs-d ᢔੂߣ⏛᳇ࡕࡔࡦ࠻ߩേ⊛േߦ㑐ߔࠆ⸃ᨆࠍⴕߞߚޕᓧࠄࠇ
ߚ⚿ᨐࠃࠅ✭ࡦࡇࠬޔߩᓸⷞ⊛ߥࡔࠞ࠾࠭ࡓߦ㑐ߔࠆᣂߚߥឭ໒ߣ৻╙ޔේℂߩ┙႐ߦၮߠߊቯ㊂
⊛ߥ✭㗄ߩ⹏ଔߦߟߡዷᦸࠍ␜ߒߚޕ
 ৻ᣇޔᐶ⋵┙ᄢߩ㜞ᯅ ᘮ♿ ᢎߪޔㆉᱧ㔚ሶᒝ⏛ᕈࠍ․ᓽઃߌࠆ⚛ബߣߒߡߩ̌ࠬࡇࡦߩ
ំࠄ߉̍ߦ㑐ߔࠆᦨᣂߩ⎇ⓥᚑᨐߩ⺑ࠍⴕߞߚޕ㊂ሶലᨐߣᾲബലᨐߦࠃࠆࠬࡇࡦߩំࠄ߉ࠍޔ
ᝄߦኻߔࠆ✚ೣߩ߽ߣߢขࠅᛒ߁ߎߣߦࠃࠅ⏛ޔൻㆊ⒟ߦട߃⏛ޔ᳇Ⓧലᨐߟߡ߽߹ࠇߎޔ
ߢታ㛎⊛ߦήⷞߐࠇߡ߈ߚ․⇣ߥ✢⤘ᒛଥᢙߩേ߇ࠦࡦࠪࠬ࠹ࡦ࠻ߦ⺑ߒ߁ࠆ߽ߩߢࠆߎߣ
ࠍᜰ៰ߒߚޕ
 ⛯ߡߩ⎇✚↥ޔ㐳⼱ ᴰ ඳ჻ࠃࠅޔㆉᱧ㔚ሶᒝ⏛ᕈߩ㊂ሶ⥃⇇ὐㄭறߢવዉࠍ␜ߔ‛⾰ߩ
ត⚝ߦ㑐ߒߡᦨޔᣂߩࡃࡦ࠼⸘▚ᛛⴚ߇ᨐߚߔᓎഀߦߟߡ⻠Ṷ߇ߞߚߥ⊛ဳౖޕᒙᒝ⏛ᕈߢ
ࠆ Ni 3Al ߦߟߡ B,C ߅ࠃ߮ H ߥߤߩシర⚛ࠍ࠼ࡊߒߚ⚿ᨐߦߟߡ╙৻ේℂ⸘▚߆ࠄᓧࠄࠇߚ
⏛᳇⋧࿑߇ႎ๔ߐࠇߚޕᒙᒝ⏛ᕈߦ CPA ࠍㆡ↪ߒߡ⚦ߥ⏛᳇⁁ᘒࠍ⸃ߔࠆᚻᴺߪߎࠇ߹ߢ
ߦ߹ࠅ߇ήߊ⻠ᧄޔṶߪℂ⺰ߩㅴዷߦ㑐ߔࠆ㊀ⷐߥᖱႎ឵ߣߥߞߚޕ
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 ೋᣣᦨᓟߦߪ᧲ޔർᄢ ⮮↰ 㤗 ഥᢎࠃࠅޔ
Fe ♽ߣߒߡೋߡㆉᱧ㔚ሶࡔ࠲⏛ᕈࠍ␜ߔߣߥߞ

F (10 P B /T)

10

(10 T/P B)

-2

ߚ La(Fe,Si)13 ൻว‛ߦߟߡ⏛ޔ᳇⋧ォ⒖᷷ᐲࠍਛᔃ
ߣߒߚജലᨐߦ㑐ߔࠆ⻠Ṷ߇ⴕࠊࠇߚࡦࠗߪ♽ᧄޕ

1.3

2
30

1.4

60
T (K)

90

1.2

0.9

F

߁ߦࠠࡘ᷷ᐲߩ㗼⪺ߥജଐሽᕈ߇᷹ⷰߐࠇޔᒝ

5

࿑2

1.2

4

-1

ࡃว㊄ߣㅢߔࠆ․ᓽ߽ߔࠆߚޔ࿑ 2 ߦ␜ߔࠃ

6

⏛ᕈᶖᄬജㄭறߢߪ⏛ߥ⇣․ޔ᳇⊛േ߇ࠄࠇࠆ

1.3

ߎߣ߇⚫ߐࠇߚޕ
 㧞ᣣ⋡ߩ࠶࡚ࠪࡦߪޔMn㧙⾆㊄ዻ♽ⷙೣว㊄ߩ
ᒝ⏛ᕈ⁁ᘒߦ㑐ߔࠆℂ⺰ߣታ㛎ߩ㧞ߟߩ⻠Ṷ߆ࠄࠬ࠲

(1.2)

0

0

࠻ߒߚޕ

0.5
0.0 GPa

50

100

150
T (K)

200

250

 ାᎺᄢߩጊ↰ ㌡࠾ ᢎ߆ࠄߪ৻╙ޔේℂ⸘▚ߦࠃࠅ⏛᳇ಽᭂ⁁ᘒߢߩ AuCu ဳ FeRh ߅ࠃ߮
MnRh ߦ߅ߌࠆޔᩰሶᱡߣ⏛᳇⒎ᐨߩ㑐ଥᕈߦߟߡ♖ޔኒ߆ߟᄢⷙᮨߥ⸘▚⚿ᨐߦ߽ߣߠ߈⚫
ߐࠇߚ ߦ․ޕMn ♽ߦߟߡߪ⏛ࠆߥ⇣ޔ᳇⁁ᘒ߇ࠛࡀ࡞ࠡ⊛ߦㄭធߒߡ߅ࠅߥ߆ߕࠊޔᩰሶᱡߩ
ዉߦࠃߞߡᒝ⏛ᕈߣᒝ⏛ᕈ߇ࠇ߆ࠊࠆߎߣ߇␜ߐࠇߚޕ
 ߎࠇߦ⛯߈᧲ޔർᄢߩ᪢ᵤ ℂᕺ ඳ჻ࠃࠅޔAuCu ဳ Mn-⾆㊄ዻⷙೣว㊄ߦ㑐ߔࠆ⼾ንߥ࠺࠲
ࠍߚታ㛎⊛ߥ⸃ᨆߦߟߡ࡚ࠪ࠻ࡐ࠻߇ឭଏߐࠇߚޕMn ߩ․ᓽ⊛ߥ⏛ᕈࠍᤋߒߡޔᩰ
ሶᱡߦട߃ޔ㕖⑼ቇਔ⺰⚵ᚑߦ߅ߌࠆභࠨࠗ࠻߅ࠃ
߮㔚ሶᢙᄌൻߦߥ߁⏛᳇ォ⒖᷷ᐲߣ⏛᳇⒎ᐨߩᄌൻ
߇♽⛔⊛ߦᄌൻߔࠆߎߣ߇␜ߐࠇᦨ߇ࠄࠇߎޔᣂߩࡃ
ࡦ࠼⸘▚ᚻᴺߦࠃࠅ⺑ߢ߈ࠆߎߣ߇⚫ߐࠇߚ߹ޕ
ߚޔᔕ↪ߦ߅ߡޔࠆߌ߅ߦࠬࠗࡃ࠺ࡉ࡞ࡃࡦࡇࠬޔ
ࡇ࠾ࡦࠣࠗࡗ᧚ᢱߣߒߡ↪ߐࠇࠆน⢻ᕈߦߟ
ߡ⸒ߐࠇߚޕ
 ⛯ߊ࠶࡚ࠪࡦߢߪࠬࠗࡎޔว㊄ࠍኻ⽎ߣߒߚ

࿑3

ℂ⺰ߣታ㛎ߩ㧠ઙߩ⻠Ṷ߇ឭଏߐࠇߚޕ
 ᧲ർቇ㒮ᄢߩ㣮 ᱞ ᢎߪޔCoVSb ࡂࡈࡎࠗࠬ
ว㊄ߩ⏛᳇⊛ᕈ⾰ߦߟߡޔCo ߇ዊߐߥ⏛᳇ࡕ
ࡔࡦ࠻ࠍߔࠆߎߣߦ⌕⋡ߒޔ㊂ሶࠬࡇࡦំࠄ߉ࠍ⠨
ᘦߒߚ㜞ᯅℂ⺰ࠍㆡ↪ߒߚ⚿ᨐߦߟߡ⻠Ṷࠍⴕߞߚޕ࿑ 3 ߦ␜ߔၮᐩ⁁ᘒߦ߅ߌࠆ⏛ൻᦛ✢߅ࠃ
߮㒢᷷ᐲߢߩ⏛ൻߩᄌൻࠍ⸃ᨆߒߡߩ߉ࠄំࡦࡇࠬޔᵄᢙ߅ࠃ߮ᝄേᢙⓨ㑆ߦ߅ߌࠆࠬࡍࠢ࠻࡞
ߦ㑐ଥߔࠆࡄࡔ࠲ߩቯߦᚑഞߒޔCoVSb ߇ౖဳ⊛ߥᒙᒝ⏛ᕈߢࠆߎߣࠍᜰ៰ߒߚޕ
 㒋ᄢၮ␆Ꮏߩ↰ ⌀ ഥᢎ߆ࠄߪޔౝᲖ⏛᳇ੑ⦡ᕈߣశ㔚ሶಽశࠍฦ⒳ࡈ࡞ࡎࠗࠬว㊄
ߦㆡ↪ߒߚ⚿ᨐߦߟߡ㗴߇ឭଏߐࠇߚߩࠄࠇߎޕ᷹ቯᚻᴺߦ߅ߌࠆ♖ᐲ߿ಽ⸃⢻ߦ㑐ߔࠆᦨㄭߩ
ㅴዷߪ⋡ⷡߒ߽ߩ߇ࠅޔNi ♽ࡎࠗࠬว㊄ߩࡑ
࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ᄌᘒߩ㔚ሶ⺰⊛⸃߿ޔCo ♽ࡎࠗࠬ
ว㊄ߩࡂࡈࡔ࠲࡞⁁ᘒߩᬌߦߎࠇࠄߩᚻᴺ߇ᭂ
ߡലߢࠆߎߣ߇⺑ߐࠇߚޕ
 ߎࠇࠄߩታ㛎⚿ᨐߩ⚫ߦ⛯߈ޔ㣮ఽፉᄢߩ⍹↰ ዏ
ᴦ ᢎࠃࠅࠬࠗࡎޔว㊄ߦ߅ߌࠆࡂࡈࡔ࠲࡞․
ᕈߩ⎇ⓥಽ㊁ߦ߅ߌࠆ৻╙ޔේℂ⸘▚ߩലᕈߦ㑐ߔࠆ
⻠Ṷ߇ⴕࠊࠇߚޕᣥ᧪ࠃࠅ⸘▚߆ࠄ੍᷹ߐࠇࠆࡂࡈࡔ
࠲࡞ว㊄ߪታ㛎ߢߪ㜞ಽᭂ₸߇ታ⸽ߐࠇߥࠤࠬ
߇ᄙ߇ߢ⤑⭯ޔߪࠇߎޔዉߐࠇࠆේሶਇⷙೣᕈߦࠃ
ࠆ߽ߩߢࠆߎߣ߇⺑ߐࠇߚޔ߃߹〯ࠍࠇߎޕ࿑ 4
ߦ␜ߔࠃ߁ߥਇⷙೣᐲߣቯᕈࠍ⸘▚߆ࠄ᳞ࠆߥߤޔ
ේሶ㈩ߩੂࠇߦᒝࠬࡇࡦ࠻ࡠ࠾ࠢࠬ᧚ᢱߩត⚝ࠍ
ࡃࡦ࠼⸘▚ࠃࠅዷ㐿ߔࠆᚻᴺ߇⚫ߐࠇߚޕ
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Fig.1. Schematic illustration of the sample
structure of Co2MnSi/Cr/Co2MnSi.

Fig.2. Diffraction patterns for a
Co2MnSi/Cr/Co2MnSi film.
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ƾíŁƥbřƖƎŬ\cA Łƥb 6 5%0 jA ǊŁƥbèÔ]Õł`£Ǉ

Fig.3. Cross-sectional TEM image for a Co2MnSi/Cr/Co2MnSi film.
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Fig. 5. EELS mapping for a Co2MnSi/Cr/Co2MnSi film.

Fig.6. Magnetoresistance curves at RT and 77K for a Co2MnSi/Cr/Co2MnSi microfabricated pillar.
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Fig. 7. Schematic illustration of the sample
structure
of
perpendicularly
magnetized
FePt/Au/FePt nano-pillars.

Fig.8. Relationship between resistance and
injected current for a FePt/Au/FePt.
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Fig. 9. Schematic illustration of spindependent single electron tunneling nanostructure of Fe/MgO/Fe-nanoparticles/MgO
/Co.

Fig. 10. HAADF image for a Fe/MgO/Fenanoparticles/MgO/Co film.

Fig. 11. Atomic force microscopy image for a FePt nanoparticles grown on a thin MgO layer.
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Zr基金属ガラスの冷間圧延による加工組織制御と機械的性質の改善
兵庫県立大

福本信次

東北大・金研

明野康剛
横山嘉彦
井上明久

１．はじめに
靱性改善の組織学的な研究結果として、金属ガラス材料に非常に微細な数nm径の結晶核を均
一に分散させることで、従来の金属ガラス材と比べて、室温において優れた弾性伸びを示す実
験結果も得られている。しかし、均一な組織を有しているのでは金属ガラスの亀裂伝播抵抗の
増大は望むことも出来ず、充分な延性や靭性をえるためには加工軟化現象を有益に利用した新
しい組織改善が望まれている。そこで本研究では、金属ガラスの予め塑性変形した領域は変形
し易いという加工軟化現象を利用して、予め冷間圧延を施して均一微細にすべり帯を試験片に
導入して均一な変形が可能になるような加工組織の制御を行った。

２．研究経過
加工軟化現象は、ガラス金属の均一変形を阻害する最も大きな要因の一つであり、微視的に
は延性的な変形模様を示しても巨視的には延性的な伸びを示すことが出来ない。加工軟化とは
一度変形したところが未変形領域よりも軟化（変形しやすくなる）する事を言い、一軸応力下
の変形に於いては一度すべり変形をし始めると、そのすべり変形は何ら変形抵抗を受けること
なく一気にすべりきってしまい破断に至るのである。そこで本研究では予め冷間圧延によって
金属ガラス材料にすべり線を均一に導入することを試みた。この時、金属ガラスの塑性変形に
は大きな弾性歪の蓄積を伴うために、圧延力（ロールに掛かる力）は100トン近くにまで上昇す
る。破壊しないように圧下率を調整して徐々に圧延を行う。得られた圧延材の延性改善を確認
するために曲げ試験を行った。また幾つかの試験片についてはシャルピー衝撃試験を行い、衝
撃靭性の改善について検討を行った。

３．研究成果
前年度の研究成果で冷間圧延などにより加工組織を得ることでアモルファス合金が均一な
変形が可能になり靱性と延性を増すことを明らかにした。この冷間圧延の過程においてアモル
ファス合金が破断すると言う現象がしばしば見られた。しかし、その破断に至る原因について
は言及できていなかった。そこで今年度では、アモルファス合金の靱性に大きく関与している
と考えられる自由体積について密度を測定することで見積もれることから限界圧下率と自由体
積の関係を明らかにしようと思う。まず、圧延加工も熱処理をすることで、その加工組織は変
化することが分かった。加工組織で均一にアモルファス合金中に導入されるすべり帯は構造緩
和の進行に伴って直線的になってくる。強靱なアモルファス合金のすべり帯は図１に示すよう
に緩やかに湾曲していることが挙げられる。この湾曲の度合いについて曲率を求めることで見
積もり、熱処理に伴う変化を求めた結果を図１に示す。
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Wiggle in Shear Band Propagation

図２に熱処理をした圧延組
織の側面のすべり帯模様を示

Cold Rolled Shear Band

す。熱処理温度が Tg 以上の
723K では熱処理時間が長い
ためか結晶化しており著しく
脆化し、数％圧延しただけで

Curvature Radius : r

破損した。それ以外の熱処理
条件の試験片については概ね
冷間圧延加工を施すことが出
来た。こうし得られた圧延加
工組織のすべり帯の密度と曲
率について求め、熱処理温度
図１． 圧延で導入されたすべり線の写真と、すべり線

に対して整理した物を図３

の曲率の求め方

に示す。このように、すべり
帯の密度については熱処理温

度の上昇に伴い緩やかに増加しやがて減少する傾向が見られた。一方、すべり帯の曲率につい
ては、熱処理温度の上昇に伴って直線的に減少している。すべり帯の曲率が減少して直線的に
なる原因は不明であるが、鉄の公差すべりとよく似ている。蛇行するすべり線が、温度低下な
どで直線的になると鉄は脆化する。すべり線が蛇行する原因についても不明であるが、分子動
力学法におけるシミュレーション結果でも蛇行することが知られており、ランダム構造を有す
るアモルファス合金の本質的な変形機構に起因すること

Cold Rolled Structure Change by Annealing
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図２． 各熱処理温度で一時間処理したZr50Cu40Al10アモルファス合金の 20%圧延組織
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図 3． 各熱処理温度で一時間処理したZr50Cu40Al10アモルファス合金の 20%圧延組織に
見られるすべり帯の密度と曲率の変化。
が考えられる。最近、オークリッジの Mark Miller 氏はアトムプローブ法を用いてバルクアモ
ルファス合金の組成が数十ナノレベルで揺らいでいることを明らかにした。これは非常に重要
な問題であり、我々がいくら均一な物を作ろうとしてもナノレベルでは容易に均一な物は作れ
ないことを示唆している。また、このような組成の揺らぎは自由体積の分布をも均一に出来な
くしており、自由体積は場所により偏った分散形式を取っていると考えられる。例として、す
べり帯の蛇行の原因について説明している模式図を図４に示す。

After Annealed

As Cast

shearすべり線
band

すべり線
shear band

すべり線
shear
band

すべり線
shear
band

excess free-volume condensed region → enhance local plastic deformation

図４． すべり帯が蛇行することおよび熱処理により直線化するを示す模式図。
図４の鋳込みままの模式図のように、熱処理前は自由体積の濃縮された領域が密に分散してい
るためすべり帯はすべり易い領域を縫うようにして伝播することが考えられる。一方、熱処理
をすると自由体積の分散は非常にまばらになるためすべり線は直線的になることが予測される。
圧延するアモルファス合金の自由体積の度合いを見積もることが圧延加工をする上で非常に重
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Evolution of Mechanical Properties of Cast Zr50Cu40Al10 Glassy Alloys by Structural
Relaxation
Y. Y. Akeno, T. Yamasaki, ., R. A. Buchanan, and .
Materials Transactions, 46, No12 (2005),
2755-2761.
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が一般化できれば、これまで育成困難として埋もれてきた優れた材料の有効活用化が実現する。また、高温超
伝導体のコングルエント成長が可能になれば、超伝導体材料の開発・応用に対して画期的な進展が期待できる。
２． 研究経過
結晶成長における界面電場の影響は、熱力学的な影響と成長ダイナミックスの影響に分けられる。印加した外部電
場は、結晶成長に関連する相の化学ポテンシャルを変化させることができ、相平衡関係を操作する事が可能になる。ま
た、結晶成長に必要な駆動力の各要素を変化させることもできる。この駆動力は、物質移動、成長キネティックス、界面
形成、欠陥形成の要素に分割される。このような基本的な考えをもとに我々は、表題のテーマを含め、電場が結晶成
長に与える影響の研究を行っている。
①

電場印加による非コングルエント性融液のコングルエント化
融液や固相を構成する各化学種の化学ポテンシャルには、電場存在下で電場によるエネルギー修飾項が付加

される。これを利用すると非コングルエント物質であるYBCOやB2212 の結晶—融液間で化学ポテンシャル、
及び、組成を同時に均しくすることができ、これらの物質のコングルエント化が可能となる。電場印加の効果
を、「その場観察装置」による融液の結晶化プロセスの調査、X線回折、EPMA測定による生成物の同定により
調べている。加熱及び電場印加用の電源は、融液内のイオン性溶質の方向性電場による移動を防ぐため交流を
用いる。垂直電場を印加し、YBCOの初晶域の挙動を調べ、コングルエント化に必要な電場強度を求めことを
考えた。しかしながら、YBCOの誘電率の組成依存性を検討した結果、Y2O3 poorに向けて増大するため、YBCO
のコングルエント化は、困難であると予想している。
②

電場下でのYBCO相の浮遊帯溶融炉による育成
電場印加機構付き浮遊帯溶融炉を作製し、YBCO を電場下において育成する。浮遊帯溶融炉による育成では、

原料棒と成長結晶の間に自由表面を持つ溶融帯が存在する。ここに電場を印加し、電場の YBCO 結晶育成に
対する影響を調べる計画である。特に、電場の成長キネティックスに与える影響に着目する。現在、浮遊帯溶
融炉に対して最適な電極印加機構の構築について検討している。
③

非コングルエント物質のコングルエント化メカニズムの解明

非コングルエント物質のコングルエント化を実現する上で、関連する相の自由エネルギー曲線の電場による
相対的変化を解析する必要がある。電場によるエネルギー曲線の変化は、関連する相の誘電率の組成に対する
変化率、構成化学種のモル体積等に依存する。これらから非コングルエント物質のコングルエント化を可能に
する条件と原理を一般化する。また、酸化物融液は一
般に電気的導体であるので、外部電場は、融液バルク
にかからず、融液表面を通り抜ける。従って、融液内
に存在する電場は、非常に小さい。これについては
実験的に確認した。一方、定量的な解析によれば、非
コングルエント物質のコングルエント化には、104-105
V/cmの巨大な電場が必要となる。従って、600V/cmの
外部電場によりコングルエント化が行われた実験事実
を説明するには、例えば、白金容器と融液の境界に存
在する電気二重層に、こうした高電場が存在する可能
性を求めることが妥当であるといえよう。そこで、電

図２電場印加機構付きその場観察装置

気化学的なアプローチを開始した。
１．研究成果
①

電場印加による非調和融解性融液の調和融解への変換

電場印加の効果を、その場観察装置（図２）による融液の結晶化プロセスの調査、X 線回折、EPMA 測定による晶出
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物の同定により調べた。電場印加用電源は、電場による融液内のイオン性溶質の一方向性移動を防ぐため交流を用
いた。試料の両側に設置された電極から水平方向に電場を印加し、高分解能ズームマイクロスコープにより、結晶化過
程を早い段階で観察した。これをもとに電場強度、融液の温度と包晶点との関係を調べた。その結果、結晶形態、包
晶温度について電場の影響は見られなかった。YBCO-211 相̶融液の熱力学的関係に及ぼす電場の影響は小さいと
考えられる。
②

電場印加機構付き浮遊溶融帯炉の構築

浮遊溶融帯炉法では、成長結晶と原料棒の間に自由表面を持つ溶融帯が存在する。ハロゲンランプによる加熱方
式では、融液近傍において電場を遮蔽する加熱用ヒーターがないために、溶融帯に電場を印加することは比較的に
容易に実現できる。そのための電場印加機構装置の最適設計と装着を行った。
③

電場印加による成長キネティクスの制御と高品質のYBCO単結晶成長法の確立

その場観察装置により、電場が結晶成長キネティクスへの影響を利用し、印加する電場強度、過冷却度などのパラメ
ーターを制御し、融液から１２３相の核発生プロセスから、成長モードまで制御し、より高品質の１２３相単結晶の成長を
確立することを考えている。図 3 に示すように、我々は電場印加ができるその場観察装置付きの示差熱分析装置
（DTA）を開発した。白金線のヒーターから構成した小型の電気炉に、リファレンス試料と測定する試料に平
行して垂直方向に設置した電極より、外部電場を試料に印加する。電場を印加した状態で DTA の測定を行う
と同時に、電気炉の上部に設置した高倍率のマイクロスコープにより測定する試料の状態を観察できる。この
装置を利用して、YBCO 相が 211 相と融液に分解する包晶温度を調べた結果は図 4 示している。1010 ˚C 近辺
に吸熱ピークが観察され、その温度が包晶温度と対応する。図 4 に示しているように、得られた包晶温度が
DTA 測定における昇温速度に依存していることが分かった。これらの吸熱ピークのオンセットの温度を、DTA
測定における昇温速度を“ ゼロ” に外挿することにより、約 1012 ˚C の平衡状態での包晶温度が得られ、文献
値ともよく一致していることが分かった。

図 3 電場印加ができるその場観察装置
付きの示差熱分析装置の模式図

図４ 電場印加は 123 相が 211 相と融液に分解する
包晶温度に与える影響に関する測定結果

このＤＴＡ装置の電極に所定の電
圧を印加し、外部電場印加が包
晶温度を含む相転位温度などに
与える影響の測定が実現できる。
一方、メルトテクスチャー（MT）
法を利用し、YBCO 相の化学量
論組成の試料から２１１相と融液と
の包晶反応による YBCO 相のバ
ルク結晶成長を１０００－１００９℃

図５ 成長した正方形の 123 相の写真

の温度範囲でその観察により調べた。成長した YBCO 相の模様を図 5 の写真に示す。600V/cm の電場印加した場合
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でも、電場印加なしの場合と同様に、ほぼ正方状のバルク結晶が成長する。しかしながら、同じ過冷却度に対する成長
速度は明らかに違うことが分かった。YBCO 相の成長速度と過冷却度との相関関係測定し、成長モードおよび電場印
加の影響を解析した。図６には、ある温度のもとに成長量（a-軸方向への伸びの量）を時間の関数として示すが、同じ
経過時間に対して電場印加を行った場合は、成長量が約 1/2 に減少する、すなわち、成長速度が 1/2 に減少したよう
に見える。しかしながら、過冷却度に対して成長速度をとると、これらの関係を示す成長キネティックス（近似直線の傾
き）には電場が影響を与えていないことがわかる。一方、成長速度、V=0 に対する過冷却度を近似外挿線と横軸の交
点からみると、電場印加により、核発生に要する過冷却度が大きくなっていることがわかる。いわゆる核発生のための
induction time が大きくなったことを示す。これは、核発生に要する駆動力に電場による静電エネルギーの項が付加さ
れたためである。

図６ 成長温度 1006 ˚C における、成長時間と成
長量の関係。成長量は、a-軸方向への成長長をと
ってある。電場は、600v/cm。各近似直線の傾きが
成長速度を表すが、電場印加により、ある成長時
間における成長速度は、約 1/2 になることがわか
る。

図７ 過冷却度と成長速度の関係を示
す。過冷却度は、準安定包晶点（状態図
上で YBCO の液相線を準安定的に 211 相
領域まで延長し、YBCO 組成温度軸と持
つ交点）と融液温度の差をとってある。
同じ過冷却度に対しては、電場を印加し
たものは、成長速度が約 1/2 になるが、
各近似直線の傾きは、ほぼ等しい。すな
わち、電場印加により、成長キネティッ
クスが変化することはない。一方、V=0
における、近似外挿線の横軸と交わる過
冷却度は、電場印加により大きくなる。

４． ま と め
外部電場の酸化物高温超伝導体の結晶成長に及ぼす影響についてYBCOを対象にして調べた。その結果、
YBCOの誘電率は、Y2O3 poorに向けて増大するため、YBCOの非コングルエント性のコングルエント化が不可
能であることがわかった。また、擬似二成分系においてYBCO-211-融液が共存する包晶点の温度も、少なくと
も 600V/cm程度の外部電場の影響は受けないことがわかった。一方、電場の成長キネティックスに与える影響
に関して、過冷却度と成長速度の関係を示すキネティックス係数について調べたところ、電場の影響は認めら
れなかったが、核形成について必要なエネルギーは、電場を印加すると増大することがわかった。その結果、
核形成のためのinduction timeは増大する。これは、核発生に要する駆動力に電場による静電エネルギーの項が付加
されたためである。
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原子力発電プラントの寿命延長に伴う圧力容器鋼の照射脆化評価および予測
における材料課題の抽出と対策に関する研究
京都大学エネルギー理工学研究所 木村晃彦，笠田竜太，薮内聖皓
東北大学金属材料研究所 松井秀樹
１．

はじめに

わが国のエネルギー政策上，軽水炉発電プラントの長寿命化は避けられない。軽水炉発電プラント
の長寿命化においては、プラント構造材料、特に圧力容器の健全性を効率的かつ精度よく評価・検査
し、健全であることの材料学的な根拠を示すことが重要である。そのためには、高経年圧力容器の照
射脆化支配因子（メカニズム）を解明し、監視試験や非破壊検査などの健全性検査方法の有効性を材
料工学的に証明し，将来の原子力エネルギーの高効率利用に向けて，万全の安全対策を講じておくこ
とが肝要である。
そこで本研究では、先ず、軽水炉圧力容器の長寿命化に伴う照射脆化に関わる材料課題を抽出し、
次に寿命延長時の長期間にわたる照射下における材料挙動予測を高精度で行うための照射脆化支配因
子を解明する。さらに、得られた材料学術基盤に基き、照射脆化予測と非破壊検査法の有効性と在り
方について統合的に検討し，原子炉材料学術基盤を「原子力エネルギーの高効率安全利用」に資する
ことを目的とする。本研究は、原子炉発電プラントの長寿命化に対応した高経年軽水炉圧力容器の照
射脆化に関する材料学術基盤の形成と照射脆化予測ならびに非破壊検査法の在り方を研究の対象とす
る。研究の内容としては、以下の５項目からなる。研究の流れの順に示す。
１） 圧力容器の照射脆化支配因子の解明
２） 上記の各要素因子の脆化に対する寄与の度合いの評価
３） 長寿命化に伴う支配因子の寄与率変化の検討
４） 照射脆化予測のための材料学術基盤形成
５） 材料学術基盤に基いた各種非破壊検査方法の有効性と在り方の統合的検討
２．

研究計画

初年度は，中性子照射データのうち中性子量が1x1019以上1x1020n/cm2未満の範囲におけるマンガンの照射
脆化に及ぼす影響を明らかにするとともに，従来，材料試験炉（JMTR）や韓国の試験炉を用いて我々が蓄
積してきた照射脆化データに基づき，圧力容器鋼（A533B[15]，cl.1：日本製鋼所作製）における照射脆化
の照射量依存性について検討する。あわせて，不純物銅や格子間型転位ループなどの各要素因子による照
射脆化の照射量依存性を明らかにする。
照射及び照射後焼鈍に伴う材料組織変化を現有設備である最新鋭の分析装置や観察装置を用いて詳
細に調べ,照射脆化の各要素因子を特定する。電気抵抗測定に関しては，新たに装置を整備し,高精度
の測定を行い，支配因子の特定に利用する。また，次年度以降の照射データ取得のため,高照射領域ま
での材料照射を行う。以下に具体的な実施項目を示す。
１） 原料および材料製造調達(実機模擬材および鉄基モデル合金の作製)
２） 照射用試験片の加工（衝撃試験，引張試験，電気抵抗測定，３D-APFIM，TEM，陽電子寿命）
３） 中性子照射後実験（東北大学金属材料研究所にて実施。一部は京都大学エネルギー理工学研究所
RI実験室にて実施）
４） イオン照射後実験
５） 非破壊検査法の原理と実態の調査
次年度は，圧力容器鋼の高照射領域における照射脆化支配因子を抽出する。特に,マンガンおよび不
純物銅の脆化への寄与の程度について調べ，高照射領域における脆化寄与の度合いの照射量依存性を
解明する。平成 16 年度の研究成果（中性子照射量が 1x1020n/cm2未満のデータ）と比較しながら，照
射脆化予測と非破壊検査法のあり方を検討するための材料学術基盤を形成する。
最終年度までに得られた成果に基き，寿命延長時の照射脆化予測として，従来の予測式にマンガン
の寄与を取り入れた新たな予測式の導出を行う。長寿命化の際の照射脆化に関する材料学術基盤に基
づき，各種非破壊検査法の可能性と限界について考察し，検査法の有効性と在り方について材料学と
検査技術の観点からの統合的検討を行う。
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３．研究経過
3-1．マンガン影響

照射硬化量

'V / MPa
y

400
これまでに我々は、鉄二元系合金の中性子照射硬化挙
中性子照射量（n/cm
n/cm2)
動を調べ、Fe-Mn合金が種々の鉄二元系合金の中でも極
5.3 x 1019
めて顕著な照射硬化を示すことを見出した。Mnは軽水炉
300
6.2 x 1019
9.1 x 1019
圧力容器鋼の添加元素の中で最も添加量が多く、照射硬
化への寄与が大きいにも関らず、維持基準に不可欠な照
200
射脆化予測式の対象元素になっていない。また、Mnの影
響は比較的高照射量域（1019n/cm2以上：運転年数 30 年
100
以上）において顕著になる傾向を示しているため、長寿
命化に対応する照射量域における照射量依存性を詳細
0
Fe-1Mo Fe-1Cu Fe-1Mn Fe-1Ni Fe-1Cr pure-Fe
に調べておく必要があるため、これまでにFe-Mn系合金
の照射硬化挙動およびその照射量依存性を明らかにす
図 1：純鉄および鉄合金の中性子照射硬化量の
る実験を実施してきた。照射硬化量の照射量依存性の結
照射量依存性（JMTR 温度制御照射、290℃）。
果を図１に示す。横軸は中性子フルエンスである。Fe-Mn
を除くすべての合金元素において，照射硬化の中性子フ
表 1：JMTR 照射によって純鉄と Fe-Mn 合金中に
形成された転位ループの平均サイズ及び数密度
ルエンス依存性は確認されなかった。すなわち、Fe-Mn
以外の合金における照射硬化は既に飽和状態にあると
数密度(×1020m-3)
Material
平均サイズ(nm)
考えられる。特に顕著な照射硬化を示しているのは
pure-Fe
24.5
3.0
Fe-Cu合金であるが、実験範囲内の照射量において一定
Fe-Mn
5.3
330
の値を示しており、Cuの照射促進析出が当該実験の照射
量以下で既に終了していることを示唆している。
Fe-Mnに関しては，照射硬化量は 5.3×1019n/cm2付近を境に顕著に増加することが判明した。鉄中のMnの
固溶度は高く、照射後の電気抵抗測定実験結果からはMnの照射誘起析出は考えにくい。そこでTEM観察した
結果、Fe-Mn合金においては極めて高密度で微細な転位ループが形成されており、純鉄と比較すると、平均
直径が 1/5 であり、数密度は 100 倍に及んでいることが判明した（表 1 参照）。

3-2．マンガン影響と照射脆化予測
日本電気協会が定めている現行の照射脆化予測式を式(1)および(2)に示す。式(1)および(2)はそれぞれ、
圧力容器鋼の母材および溶接金属に対するものである（JEAC 4201-2004：付録）。これらの式においてMn
は評価対象外であることがわかる。原子炉圧力容器鋼はいわゆる低合金鋼であり、合金元素の中で最も多
量に含まれている元素はMnであるにも拘らず、その影響は考慮されていない。なお、A533B圧力容器鋼の成
分を表 2 に示す。また、従来のMn影響に関する研究は少ない。その理由の一つにMn影響の発現する中性子
照射量が比較的大きいことが上げられる。これまでのJMTRを用いた照射実験結果は、Mn影響が発現するた
めには中性子照射量が 5x1019n/cm2以上で無ければならないことが判明しており、それ以下の照射量ではMn
影響を観察することはできない。すなわち、通常、我が国の軽水炉圧力容器が 30 年間に蒙る中性子照射量
は最大でおよそ 3 ないし 5x1019n/cm2であることから、それ以下の照射量領域において中性子照射影響の研
究や調査が行われてきた。しかし、長寿命化により、60 年間の使用となった場合、中性子照射量は最大
1x1020n/cm2に達することになり、まさにMn影響が発現し、顕著になると予想されることから、マンガン影
響評価のための調査研究が重要になっている。

'RTNDT >CF @ f 0.290.04 log f            (1)
>CF @ 16  1210  P  215  Cu  77 Cu  Ni
'RTNDT >CF @ f 0.250.10 log f            (2)
>CF @ 26  24  Si  61 Ni  301 Cu  Ni
Cu, Si, Ni, P: content (wt%) of atoms、f: neutron fluence (x1019n/cm2, E>1MeV)
表 2：軽水炉圧力容器鋼の成分元素
element
wt%

C

Si

<0.25

0.150.30

Mn

Ni

Mo

Cu

P

S

1.15-1.50

0.400.70

0.450.60

<0.12

<0.015

<0.018

図２は、A533B 鋼の材料試験炉及び実機サーベイランスデータである。本研究において観察された Fe-Mn
合金のフルエンス依存性における閾値は圧力容器鋼のそれに一致してはいないが，閾値を超えて急激に増
加する傾向は極めて類似している。閾値の大きさを比較すると，高 Cu 圧力容器鋼(0.02dpa)，低 Cu 圧力容
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A533B 照射データ
200

EP2 MTR (neutron)
EP2 MTR (neutron)
EP2 JMTR (neutron)

150
'DBTT

器鋼(0.04dpa)，Fe-Mn 合金(0.08dpa)と合金系が
複雑になるほど，また，銅濃度が増大するほど小
さくなる傾向がみられる。白抜きの三角で示した
データは不純物銅濃度の低い圧力容器鋼の照射
脆化サーベイランス結果である。JEAC 4201-1991
から見積もった値（太い実線）から外れているが、
照射脆化が急激に顕著になる傾向は不純物銅濃
度の高い場合と極めて類似している。すなわち、
JEAC の予測式では、閾線量以上の挙動を精度良
く予測することができない。
ΔDBTT の値が 50℃程度ならば、予測式からの
ずれは大きくないため、実際の運転に支障をきた
すことは無いと推測されるが、科学的根拠に基づ
いた予測式を開発し、可能な限り高精度で照射脆
化を予測することの意義は大きい。

Cu = 0.040.06 wt%

HSST ORR (neutron)
PR-EDB (electron)
Cu = 0.14 wt%

100

?

50
JEAC 4201-1991
EP2 prediction

0
0.01

0.1
1
10
Fluence ( x 1019 n/cm2, E>1MeV)

100

: 1.5 x 10-21 dpa/fluence
: 'DBTT = 0.92 x 'VY

3-3.当面の課題
2 元系の鉄モデル合金で観察された照射硬化
図 2：A533B 鋼の材料試験炉及び実機サーベイ
促進機構が鋼において観察されるかを確認する必要が
ランスデータ
ある。すなわち、鋼に特有のベイナイト組織や他の溶
質元素や不純物の影響などが対象となる。特に、
1) 炭素の影響（ベイナイト組織、空孔捕獲効果）
2) 不純物銅の影響
3) Ni の影響（Mn よりは小さいが同様に鉄の照射硬化を促進する）
に関しては、詳細な調査研究が必要である。
４．研究成果
本研究では Fe-Mn 系合金における照射硬化に及ぼす第 3 元素の影響を明らかにするとともに、当該合金
における照射硬化機構を解明することを目的として、鉄モデル合金を以下の手順で作製し、JMTR を用いた
照射実験を行った。
（実験方法）
Fe－１Mn－X合金を溶体化処理した後、氷水中に急冷した。引張試料およびTEM試料を作製し、JMTRにて
中性子照射を行った。照射温度は 290℃である。照射温度は 290℃である。 フルエンスモニターやキャプ
セル中の試料装填位置から各キャプセルの照射量を見積もった結果、それぞれ、小さい方から、6.5 x 1019、
1.0 x 1020n/cm2である。照射後、室温にて引張試験を引張速度、6.67 x 10-4/sで行った。TEMにて照射後の
組織観察を行った。
（実験結果）
純鉄および各合金の応力ひずみ曲線に及ぼす中世者の影響を図３に示す。純鉄およびFe-0.1Mn合金にお
いては 70MPa程度の照射硬化が観察され、照射量にほとんど依存していない。一方、マンガン量が 1.0 お
よ び 1.5% の Fe-Mn 二 元 系 合 金 や Fe － 1.5Mn － X 三 元 系 合 金 で は 、 極 め て 顕 著 な 照 射 硬 化 が 高 照 射 量
（1.0x1020n/cm2）でのみ観察された。第 3 元素の影響に着目すると、NiはFe-1.5Mnの照射硬化量を低減す
るのに対しCuは逆にわずかではあるが増大させる傾向にある。この結果から、NiやCuの存在下においても
Mnによる照射硬化促進が生じることが判明した。
鉄中の Mn の固溶度は高く、照射後の電気抵抗測定実験結果からは Mn の照射誘起析出は考えにくい。そ
こで TEM 観察した結果、Fe-Mn 合金においては極めて高密度で微細な転位ループが形成されており、純鉄
と比較すると、平均直径が 1/5 であり、数密度は 100 倍に及んでいることが判明した（図 4）。すなわち、
Mn 影響は高密度の微細な転位ループが形成されることによるが、このメカニズムとしては、Mn は鉄中では
オーバーサイズ原子であることから、先ず、最初は Mn が空孔の捕獲場所になり、次に Mn-V 対が格子間原
子の有効な捕獲サイトしての機能を果たすことにより、格子間型転位ループの核生成場所を提供するため
と解釈することができる。メカニズムに関しては、計算機シミュレーション実験などで可能性を調査する
必要があろう。図 5 は、TEM 観察から Orowan 式を用いて評価した照射硬化量を示す。
また、格子欠陥は転位と相互作用するため、鋼に特有のベイナイト組織が存在する時の Mn 影響を今後調
べる必要がある。
このように、圧力容器鋼の長寿命化の場合の照射硬化・脆化は，当該鋼に最も多量に含まれている Mn の
影響を強く受けている可能性が指摘される。来年度は、Fe-Mn-C 系の合金を作製し、圧力容器鋼の組織と
類似の組織を持つ場合の挙動を調べる。
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unirr.
04M-16US
(6.5×1019 n/cm2)
04M-17U
(1.0×1020 n/cm2)

図 3：鉄マンガン合金の中性子照射硬化に及ぼす Mn 量および第 3 元素の影響（JMTR 温度制御照射、290℃）
。



TEM組織 (02M-54U: 9.1 x 1019 n/cm2 @290ºC)
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Ave. Loop
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Fe-Mn
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◆ Mn添加による転位ループの微細・高密度化
図 4：純鉄と Fe-Mn 合金中に形成された転位ループ
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'Vy(calc.) = 3.06DPb
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Material
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10

15

20

５． ま と め
Fe-Mn 系モデル合金を用い，中性子照射硬化に及ぼす Mn および第三元素の影響を調べ，以下の結果が得
られた。
1) Mn 量が増えると，Mn の影響が顕著になる．（Mn 量依存性）
2) 高照射量で Mn の影響が顕著になる．（照射量依存性）
3) 第 3 元素(Ni, Cu)の影響について
I.
Fe-1.5Mn-0.7Ni では Fe-1.5Mn に比べ，Mn の影響が小さい．
Fe-1.5Mn では見られなかった析出物が存在．

Fe-1.5Mn に比べ照射欠陥が粗大かつ低密度に分散．

II.
Fe-1.5Mn-0.04Cu では Cu 添加による影響はほぼなかった．
4) 照射欠陥が Mn の影響により高照射領域で微細化かつ高密度化することにより，降伏応力が増加
すると考えられる．
5) Fe-1.5Mn-0.7Ni では析出物により，照射欠陥の微細化，高密度化が妨げられ，Fe-1.5Mn に比べ
降伏応力の増加が抑制されたと考えられる．
6) Mn 影響に及ぼす損傷速度の影響の検討が不可欠．
平成 18 年度は、Fe-Mn 系モデル合金の照射硬化に及ぼす炭素の影響について、以下の視点から調査する。
1) ベイナイト組織の影響
2) セメンタイトなどの炭化物の影響
６.
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ＡＦＭによるナノパターン形成とそれを利用した局所ポテンシャル分布測定

東大・物性研 長谷川幸雄、江口豊明、東北大・金研 藤川安仁、高村由起子、桜井

利夫

はじめに（１から 5 まで１０ポイント）
原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）は、探針先端が感じる力を近接プローブとして、材料の、特に、表面での
ナノスケールでの形状・原子構造や物性の評価に極めて有効な方法であり、近年のナノサイエンス・ナノ
テクノロジーの基幹技術の一つとなっている。本研究のメンバ
ーは、これまでこの手法の中でも特に高い力検出感度を持つ手
法として知られる非接触法の高感度化・高分解能化に取り組
み、原子間に働く単一の共有結合力を検出することに成功して
いる。このことを利用して、例えば、当該分野での標準サンプ
ルとされるシリコン表面のＡＦＭ観察において世界最高空間
分解能と言える表面原子像を撮ることに成功している（図１、 図 １ Si(111)7x7 表 面 の 高 分 解 能
AFM 像
Eguchi、Hasegawa, Phys. Rev. Lett., 89, 266105）。
AFM では、探針と試料表面間に働くさまざまな力のうち、
その測定に適した力を選択的に検出することでさまざまな物性値の分布像を得ることができる。そうした
手法のうち、静電気力をファンデルワールス力や共有結合力からうまく分離・検出することにより、表面
における静電ポテンシャル分布を極めて高い空間分解能かつエネルギー分解能で観測することが試みられ
ていた。そこで本研究では、これまで開発されてきた高分解能ＡＦＭを静電ポテンシャル測定に応用する
ことにより、表面上のナノスケールの構造に関連したポテンシャル変化を観測することを目的とした。
また、同研究グループでは、高空間分解能を実現する探針や静電気力検出に適した探針の開発・高機能
化にも取り組んでおり、今回は特に金属探針を有するカンチレバーの開発を試みた。この金属探針カンチ
レバーは後でも述べるようにポテンシャル測定手法であるケルビンプローブ法においてそのポテンシャル
測定精度を高めることに大いに貢献している。またこの金属探針カンチレバー作成方法は、探針とする金
属材料を問わないことから、例えば、金の探針を持つカンチレバーを作成することが可能である。このよ
うなカンチレバーが作成されれば、適当な電圧を探針に加えることによって電界蒸発により試料表面上に
金のドットを蒸着することができる。今回、金探針カンチレバーを実際に作成し、AFM を用いてパルス電
圧を連続的に印加することによりナノメートルの幅を持つ金ワイヤーパターンを作成を試みた。通常のリ
ソグラフィー法ではどうしても汚れの影響や表面の状態の乱れが問題となりうるが、この方法では材料の
表面構造を乱さない状態で電極を作成することができることから、単一分子などナノスケール構造物の電
気伝導測定法の電極作成技術として活用できると期待している。
１．

２． 研究経過
（１）ポテンシャル観測機能の取り付け
AFM による静電ポテンシャル測定のために、まず
は既存の高分解能 AFM 装置にポテンシャル測定用
のケルビンプローブ法と呼ばれる手法を取り付ける
ことから始めた。カンチレバーおよび探針と試料表面
間に電圧を印加すると両者間に静電気力が働くが、そ
の力は加えた電圧に対して二次の関数すなわち放物
線状に変化することが知られている。その際、放物線
の頂点に相当する電圧では探針先端と試料表面のポ
テンシャルがバランスして静電気力が働かない。した
がって、この頂点の電圧を試料表面上を走査しながら
各点で測定することにより、表面の各点のポテンシャ
図２ ケルビン法の概略図
ル値やポテンシャル分布が得られることになる。これ
がケルビン法と呼ばれる手法である。
実際の測定では、探針・試料間電圧に変調信号を加え検出される力の同相成分すなわち力の電圧に対す
る微分値がゼロとなるように電圧をフィードバック制御し、その電圧を読み込むことによってＡＦＭによ
るトポグラフ像と同時にポテンシャル分布像を観察することができる。そこで、同相信号測定用のロック
インアンプ・変調信号用のファンクションジェネレータ・微分値をゼロに設定するためのフィードバック
回路（自作）を組み込むことにより、ポテンシャル分布測定機能を取り付けることとしている。
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図３

タングステン探針カンチレバー

I5Pm

Ga+ ions

(a)

(b)

~40Pm

（２）タングステン探針付きカンチレバーの作成
ケルビン法では、探針試料表面間に電圧を印加しその間の静
電気力の測定を通じてポテンシャルを測定している。その際印
加された電圧が正しく探針試料間に印加されていることが高
精度な測定において重要となってくる。通常用いられるシリコ
ン探針のカンチレバーでは、半導体探針先端への電界侵入の影
響が考えられることから、高精度なポテンシャル測定のために
は金属からなる探針が好ましい。そこで、タングステン探針か
らなるカンチレバーを作成することとした（図３）。
作成の方法は、まず通常のシリコンカンチレバーの先端に５
μm 径のタングステンワイヤーを取り付け、その後、集束イオ
ンビーム（ＦＩＢ）により削り、先端を鋭利にする方法をとっ
ている。５μm 径のタングステンワイヤーはピンセットなどで
は取り扱うことができないため、先端の曲がったガラス
管に挿入することによってワイヤーを保持し、ガラス管
の位置を顕微鏡下でマイクロマニピュレータにより制御
することによって位置を合わせ、銀ペーストを用いて取
り付けている。
ワイヤーを接着した後は、ＦＩＢ装置内に導入し適当
な長さに切断したのち、探針の軸の方向からドーナツ形
状に削りながらそのサイズを徐々に絞り込むことによっ
て最終的にＡＦＭとして十分先端の鋭い探針を作成する
（図４）。図３に今回作成したタングステン探針カンチレ
バーのＳＥＭ像を示しているが、元々のシリコン探針に
比べても十分に鋭い探針が得られていることを確認でき
ている。

図４

(c)

(d)

ＦＩＢによる探針先端加工

３． 研究成果
（１）タングステン探針カンチレバーの評価
先に述べた方法で作成されたタングステン探針カンチレバーを TEM など
の方法により、評価を行った。図５に TEM 像を示す。この像からタングス
テン探針先端においても結晶格子が観察されており、FIB による切削によっ
てダメージを受けていないことが確認された。その表面にはごくわずかに格
子をなしていない領域が観察されるが、これは酸化膜であると考えられる。
実際、EDX による元素分析を行ったところ W と O のピークのみしか検出さ
れず、FIB で用いられた Ga などは検出されていない。このことから、FIB
による Ga の混入や表面への付着もかなり少ないと結論された。先端形状は
像から先端曲率半径が 3.5nm、開き角が 22 度と判明しており、これらの値
は通常のシリコンカンチレバーの探針はもとより、最近注目を集めるカーボ
ンナノチューブからなる探針と比較しても遜色のない値である。
この探針およびその作成法の利点の一つは、探針のみが変わるだけでカン 図５ タングステン探針
チレバーの他の部分は本来のものと変わらない点である。FIB を用いて探針 先端の TEM 像
部分の体積・質量をできるだけ小さくしているため、カンチレバーの特性と
して重要である共振周波数やバネ常数・Q 値などがほとんど変化しておらず、シリコン単結晶の特徴であ
る高い Q 値をそのまま生かすことができる。実際このカンチレバーを用いて、標準試料である Si(111)7x7
表面上で実際に AFM 像観察を行ったところ、問題なく原子分解能を示す像を得ることができた。
（２）Ge/Si(105)表面での原子レベルでのポテンシャル分布測定
開発したケルビンプローブ法の評価を兼ねて、Ge/Si(105)-2x1
表面でのポテンシャル分布測定を行った。この表面は Si(001)表面
上に Ge を蒸着した際に格子歪緩和の過程で形成されるドット構
造のファセット面として知られており、表面構造自身に起因する
歪がドット構造形成のプロセスや安定性に寄与している興味深い
系として金研グループによりこれまでも精力的に研究が進められ
ている（Y. Fujikawa, T. Sakurai, et al. Phys. Rev. Lett. 88,
176101 (2002), ibid. 94, 086105 (2005))。この表面構造は金研グ
ループにより提唱された rebonded step(RS)モデルと呼ばれるモ
デルで説明されることが STM と第一原理計算に基づく解析から
確立されており、非接触 AFM を用いた全ての表面原子の観察か
らも確認されている(図６、T. Eguchi, Y. Fujikawa, T. Sakurai, Y.
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図６ Ge/Si(105)表面上での AFM
像とその原子モデル(RS モデル）

Hasegawa, et al. Phys. Rev. Lett. 93, 266102 (2004))。
これまでの研究から、表面上の原子のうち normal dimer と
呼ばれる原子のダングリングボンドから rebonded atom と呼
ばれる原子のダングリングボンドに電子が移動しそれによっ
て系が安定していることがわかっている。そこで、ケルビンプ
ローブ法による静電ポテンシャル測定技術を用いて、この電荷
移動に伴うポテンシャル変化が検出されないかと考え、測定を
試みた。ちなみに、ダングリングボンド間の電荷移動があって
も他の結合の比重移動により個々の原子の中性は保持されて
いる。
今回、Si(105)基板に Ge を蒸着することによって同表面を作
成し、そのポテンシャル測定を進めた。力センサーであるカン
チレバーとしては、先に述べたタングステン探針カンチレバー
を用いている。測定を行ったところ図７に示されるように原子
レベルでのポテンシャル変化が観察された。同時に測定された 図７ (a)AFM による Ge/Si(105)表
AFM による原子像と比較することにより、電子を受けた 面でのポテンシャル分布像 (b)図中
rebonded atom でのポテンシャルが normal dimer 上のそれに 点線部の断面
比べ高くなっていることが明確に示され、さらに、そのポテン
シャル差は約 15meV で(図７）、AFM 測定から予想された高さにおい
て第一原理計算から予想されたポテンシャルの差とほぼ等しいことが
確認された。こうしたことから、今回の測定により表面原子間（正確
にはそのダングリングボンド準位間）での電荷移動を直接的に実空間
で検出することができたと言える。
今回行われたポテンシャル測定から、ポテンシャル測定自身のエネ
ルギー分解能は約 3meV とされた。これは通常の空間平均的な手法も
含めて同種のポテンシャル測定手法の中でも極めて高い分解能である
と言える。このことから今回開発した AFM によるポテンシャル測定法
は、原子レベルの空間分解能で meV レベルのエネルギー分解能でのポ
テンシャル測定が可能なこれまでにも例のない優れた測定手法である
と言える。
（３）AFM 用機能探針の開発
これまで述べてきたタングステン探針カンチレバーが極めて効果的 図８ 長辺型水晶振動子（ｂ）
に機能することが判明したことから、この技術を利用して、新たな機 （ｃ）は先端に取り付けた探
能を有する AFM 探針開発を行うこととした。一つは、低温での AFM 針、（ｄ）は観察された Si(111)
動作を目的とした長辺振動型水晶振動子を用いた AFM 用力センサー 表面の室温での AFM 像
の開発である。
非接触型 AFM では、通常、カン
チレバーを共振させ試料表面から
力を受けたことによる共振周波数
の変化を検出している。この周波数
変化が探針・試料間に働く力に相当
しており、これを一定になるように
フィードバック制御しながら表面
上を走査することによって表面の
凹凸ひいては表面の原子像を得る
手法である。カンチレバーの変位の
測定には光テコ法や光干渉法が用 図９ 水晶長辺振動型振動
いられるが、いずれの場合も光の位 子に取り付けられた探針先
置合わせが必要になる。この点、水 端のＦＩＭ像
図 10 水晶長辺振動型振動子によ
晶などピエゾ効果を持つ材料を振
る Si(111)表面の低温での AFM 像。
動させるセンサーとして用いると振動変位を電気的信号として取
温度は 3.6K, (a)42nm x 42nm､(b)
り込むことができることから変位検出さらには力測定を簡便に行
1nm x 1nm
うことが可能となる。我々は、低温下で動作する AFM の開発を目
指しているが、低温下ではスペースが限られることから、自己検出型の力センサーは有利である。
我々は、1MHz の共振周波数を持つ長辺振動型水晶振動子の先端に 5μm 径のタングステンワイヤーを
取り付け、先のタングステン探針カンチレバーの場合と同様に FIB で先端を研磨して AFM 用の力センサ
ーとして用いることとした(図８）。長辺振動型水晶振動子では通常のカンチレバーに比べてバネ常数が高
く、したがって振動振幅を小さくしても試料表面からの力に負けてくっついてしまうことがない。振動振
幅を小さくすることは共有結合力など短距離力を検出するのに有利なことから、高分解能 AFM 像観察に
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も適していると言える。
またもう一つの利点は、その直線的な形状から探針の電界イオン顕微鏡（FIM）像が比較的容易に観察
できる点である。AFM においても STM 同様プローブとして用いる探針先端の形状・原子配置を評価する
ことは重要であり、特に AFM の場合、ファンデルワールス力など長距離力を減らすことが高分解能化へ
の重要な因子であることから先端原子配置のみならず形状を評価するこ
との意義は高い。図９に示されるような FIM 像からタングステン探針の
先端曲率半径や先端の原子配列を見て取ることができ、さらに電圧を高く
して電界蒸発をおこさせることによりその形状・原子配列を制御すること
も可能である。
ごく最近、開発した長辺振動型水晶振動子を低温の STM/AFM システ
ムに導入し低温（液体ヘリウム温度）での AFM 観察を試みており、原子
像観察に成功している。図 10 はタングステン探針を持つ長辺振動型水晶
振動子を用いた低温 AFM 像であり、確かに原子像が得られることが確認
されている。今後は、この装置にポテンシャル測定機能を取り付け、低温
でのより高精度なポテンシャル分布測定の実現を目指したいと考えてい
図 11 AFM の陽極酸化法に
る。
より描かれた文字
（４）金探針カンチレバーによる AFM ナノリソグラフィ
先に述べたタングステン探針カンチレバーの作成方法は、十
分に細いワイヤーが手に入る限り、基本的にはいかなる材料に
も対応可能である。我々は金ワイヤーからなる探針を持つカン
チレバーを作成し、探針先端から試料表面へ電界蒸発により金
原子を移動させることにより、金のナノサイズのドットを作成
し、それを連続的に繰り返すことによってナノスケールのパタ
ーニングを行うことを目指している。
AFM によるパターン作成すなわち AFM リソグラフィーに
は、これまで陽極酸化法が知られており我々もそれを用いての
文字描画などを行っている（図 11）
。陽極酸化法の場合、大気中
で探針に負のバイアス電圧を印加することによってシリコン基
板を局所的に酸化することによって作成されるが、金の電界蒸
発による方法は、探針に正のパルス電圧を印加することによっ
てドットを作成する。図 12 に実際に作成した金探針カンチレバーの
SEM 像、さらに図 13 にそれを用いてシリコン基板上で AFM リソグ
ラフィーを行った後の AFM 像を示す。探針に 10V、500msec の電圧
パルスを印加しつつ探針を縦に移動させて描いており、確かに電界蒸
発により試料表面上に移動した金によるワイヤー構造が確認できる。
このワイヤー構造の太さは数 10nm と現段階ではかなり太いが、こ
れは非接触法に比べ力感度の悪いとされるタッピングモードを使用
したためである。これを非接触法で行うことによりさらに細いワイヤ
ー構造を作成できるものと考えている。今後、十分に細いワイヤーを
自由に描くことができるようにシステムを整備・構築することによっ
て、あらかじめ作成されたマクロスケールの電極と測定対象とするナ
ノ構造とを結ぶ電極・導線作成技術としてこの技術を活用していく計
画である。

図 12 金探針カンチレバー

図 13 金探針カンチレバーを用
いて描かれた金ワイヤー

４． ま と め
今回、AFM にポテンシャル測定機能を追加し、原子像とともに高空間分解能・高エネルギー分解能での
表面ポテンシャル測定手法を開発することができた。またそれに伴って、金属探針を有するカンチレバー
を作成する技術を開発しポテンシャル測定その他に十分機能を発揮することを確認できた。また、開発し
た金属探針作成技術を応用することによって、水晶振動子を利用した低温用の AFM 力センサーを開発し、
低温での原子像を得た。さらに金を探針の材料としたカンチレバーを作成し予備的な実験ながら電界蒸発
による AFM リソグラフィー法によってワイヤー構造を作成できることが確認できた。
本研究は、平成 18 年度も継続して共同研究として進めていくが、今後の課題としては、金探針カンチレ
バーによる AFM リソグラフィーの技術を整備して、さらに微細かつ高精度でのパターニングができる技
術を習得し、例えば、シリコン酸化膜基板上に置かれた有機分子などナノ構造体の電気伝導測定の電極と
しての活用を目指している。また、さらにこうした微細電極作成技術とポテンシャル分布測定技術を併用
して、電流が流れている状態でのポテンシャル測定を通じて局所的な電気抵抗分布の測定を目指していき
たいと考えている。
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ቯ⋧߇↢ᚑߐࠇࠆߎߣ߇⍮ࠄࠇߡࠆޕTi ว㊄ߦߔࠆࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧ߦߪᣇ᥏㧔hexagonal㧕ߩ
ǩ’⋧ߣᢳᣇ᥏㧔orthorhombic㧕ߩǩ’’⋧ߩ㧞⒳㘃߇ࠅޔȕ ቯൻర⚛߇Ყセ⊛ዋߥ႐วߦߪǩ’⋧߇ޔȕ
ቯൻర⚛߇Ყセ⊛ᄙ႐วߦߪǩ’’⋧߇↢ᚑߔࠆޔߚ߹ޕȦ ⋧ߦߪ㕖ᾲ⊛ Ȧ ⋧㧔athermal Ȧ phase㧕ߣᾲ⊛
Ȧ ⋧㧔isothermal Ȧ phase㧕߇ࠆޕ㕖ᾲ⊛ Ȧ ⋧ߪǪ㗔ၞ߆ࠄߩ߈ࠇߩ㓙ߦ ȕ ⋧߆ࠄᄌဳᄌᘒߦࠃࠅ
ᒻᚑߐࠇࠆ⋧ߢࠆޕ
߹ߚޔߦ⊛⥸৻ޔᒢᕈലᨐߩ⊒߅ࠃ߮ࡗࡦࠣ₸ߩૐᷫߦߪߘࠇߙࠇࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧߅ࠃ߮ Ȧ ⋧߇
㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆޕTi-Nb ♽ว㊄ߦ߅ߌࠆࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧ᄌᘒߦߟߡߪߊ
ߟ߆ߩႎ๔߇ࠅ[3]-[5]ޔȕ ቯൻర⚛ߢࠆ Nb ㊂߇ᷫዋߔࠆߣߦࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ᄌᘒ㐿ᆎ᷷ᐲ
㧔Ms
ὐ㧕߽ᷫዋߔࠆะߦࠆޔߚ߹ޕTi-Nb ♽ว㊄ߦ߅ߌࠆḰቯ Ȧ ⋧߇ߔࠆߦߣ߽ߥߞߡ₸ࠣࡦࡗޔ
ߪჇᄢߔࠆߎߣ߽ႎ๔ߐࠇߡࠆޔࠄ߆ߣߎߩߎޕȕ ⋧߇ቶ᷷ਅߢቯൻߒޔߟ߆ޔȦ ⋧ߩࠍᛥߔࠆ
ว㊄⚵ᚑၞߢࡗࡦࠣ₸߇ᦨዊߦߥࠆߣ⠨߃ࠆޕTi-Nb ♽ว㊄ߦ߅ߡߪޔSn ᷝട߇ ȕ ⋧ࠍቯൻߒޔȦ ⋧
߿ࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧ߩᄌᘒ᷷ᐲࠍᷫዋߐߖࠆലᨐ߇ࠆߎߣ߇ߐࠇߡ߅ࠅߥ߁ࠃߩߎޔℂ↱ߦࠃࠅ
Ti-Nb ߦ Sn ࠍㆡಾ㊂ᷝടߒߚว㊄ߢߪૐࡗࡦࠣ₸ߩᒢᕈว㊄ࠍታߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕታ㓙ߦޔTi-Nb
ว㊄ߦኻߔࠆ Sn ᷝടߩലᨐߪየፒࠄ[1]ߦࠃߞߡታ㛎⊛ߦ⏕ߐࠇߡ߅ࠅᧄޔว㊄♽ߩᒻ⁁⸥ᙘ․ᕈ߅ޔ
ࠃ߮ࡗࡦࠣ₸ߥߤߩᯏ᪾⊛․ᕈߪ Sn ᷝട㊂߇㕖Ᏹߦᢅᗵߦᓇ㗀ࠍ߷ߔߎߣ߇␜ߐࠇߡࠆޕ
એߩࠃ߁ߦࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧߅ࠃ߮ Ȧ ⋧ߩᄌᘒേߪ⋥ធ⊛ߦᒢᕈലᨐ߅ࠃ߮ࡗࡦࠣ₸ߩૐਅߦ
ᓇ㗀ߔࠆߚ⋧ߩߘޔᄌᘒേࠍࠄ߆ߦߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߣߥࠆޔߒ߆ߒޕNb, Sn ᷝടߦߣ߽ߥ߁ࡑ࡞࠹
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ࡦࠨࠗ࠻⋧߿ Ȧ ⋧ߩᒻᚑᒻᘒࠍ㊄ዻ⚵❱ቇ⊛ߦⷰኤߒߚߣ߁ႎ๔ߪዋߥߊޔ᭴ᚑ⋧ߩ⚿᥏᭴ㅧ߿ᒻᚑᒻ
ᘒޔᷝടర⚛ߩಽᏓ⁁ᴫ⚿ޔ᥏☸⇇ߥߤ߇ว㊄․ᕈߦ߷ߔᓇ㗀ࠍ⚦ߦᛠីߒߡߥߩ߇⁁ߢࠆޕ
ߘߩߚޔTi-Nb-Sn ว㊄ߦ߅ߌࠆടᾲޔ಄ළਛߩ⋧ᄌᘒࠍ⋥ធⷰኤߒޔᒢᕈലᨐߩߦ㑐ࠊࠆࡔࠞ࠾
࠭ࡓࠍ㊄ዻ⚵❱⊛ߥ⍮߆ࠄ⸃ߔࠆߎߣߪᗧ⟵ߢࠆߣ⠨߃ࠆޕ
ᧄ⎇ⓥߢߪޔૐ᷷ࡎ࡞࠳߅ࠃ߮ടᾲࡎ࡞࠳ߦࠃࠅ⹜ޔᢱ᷷ᐲࠍ⒳ߦޘᓮߢ߈ࠆⅣႺߦ⟎߈ޔ
Ti-Nb-Sn ว㊄ߦ߅ߌࠆ᭴ᚑ⋧ߩ⚿᥏᭴ㅧ߿ߘߩᒻᚑᒻᘒ⋧ޔᄌᘒߥߤߩᓸ⚦⚵❱ࠍ TEM ߢߘߩ႐ⷰኤߔࠆ
ߎߣࠍ⹜ߺߚޕ
㧟㧚⎇ⓥᚑᨐ
㜞⚐ᐲ Ti㧔99.99%㧕ޔNb㧔99.99%㧕ޔSn㧔99.99%㧕ࠍේᢱߣߒߡޔAr ࠕࠢṁ⸃ᴺߦࠃࠅว㊄⚵ᚑ߇
Ti- 35 wt. % Nb- (0, 3, 5, 6) wt. %- Sn ߣߥࠆ 4 ⒳㘃ߩว㊄ࠍߒߚޕ
㧔એᓟߩࠇߙࠇߘޔว㊄ࠍ Ti-Nb-0Snޔ
Ti-Nb-3SnޔTi-Nb-5SnޔTi-Nb-6Sn ߣ◲⇛ߒߡ⸥ߔࠆޕ㧕ߒߚว㊄ࠍ 1323 K ߢ 24 ᤨ㑆ߩဋ⾰ൻᾲಣ
ℂߦଏߒߚᓟޔᚲቯߩᒻ⁁ኸᴺߦߥࠆࠃ߁ߦಾࠅߒߚߩߘޕᓟ⌀ޔⓨ㔓࿐᳇ਛߦߡ 1223 K ߢ 3 ᤨ㑆ᜬ
ߒޔ᳖᳓಄ߦߡ߈ࠇߚޕว㊄ߩ⋧ᄌᘒὐࠍ⺞ᩏߔࠆߚ 100 K㨪523 K ߩ᷷ᐲ▸࿐ߦ߅ߡ␜Ꮕᩏᾲ
ಽᨆ⸘㧔Differential Scanning Calorimetry㧦DSC㧕᷹ቯࠍⴕߞߚޔߚ߹ޕว㊄ߩ᭴ᚑ⋧ߩหቯ߅ࠃ߮⚿᥏᭴ㅧ
ࠍ⸃ᨆߔࠆߚޔX ✢࿁᛬ߦࠃࠆ᭴ㅧ⸃ᨆࠍⴕߞߚޕX ✢Ḯߪ Cu ▤ߦࠃࠆ CuKĮ ✢㧔Ȝ 㧩 0.1541838 nm㧕
ࠍ↪ߡޔടㅦ㔚ޔ㔚ᵹࠍ 40 kVޔ30 mAޔ᷹ቯ▸࿐ࠍ 2ș 㧩 30°㨪100°ߣߒߚޔߦࠄߐޕᓸ⚦⚵❱ࠍశ
ቇ㗼ᓸ㏜߅ࠃ߮ TEM ߦߡ⺞ᩏߒߚޕTEM ⷰኤ⹜ᢱߪ 3 mmĳ x 80 Pm ߩ࠺ࠖࠬࠢ⁁⹜㛎 ࠍ㔚⸃⎇⏴ᴺߦ
ଏߒߡ⭯⤑ൻߒߚޕ㔚⸃⎇⏴ᶧߪࡔ࠲ࡁ࡞ 95 % / ⎣㉄ 5 %ṁᶧࠍ↪ޔ᷷ᐲ 243 㨪 253 K, 㔚ࠍ 5㨪
10 V ߦߡⴕߞߚޕTEM ⷰኤߦߪ JEOL  JEM-2010 (ടㅦ㔚; 200kV)ࠍ↪ߒߚޕ಄ළࡎ࡞࠳߅ࠃ߮ട
ᾲࡎ࡞࠳ࠍ↪ߡⷰޔኤᤨߩ᷷ᐲࠍ 100 K㨪423 K ߩ▸࿐ߢᄌൻߐߖߚߣ߈ߩว㊄ߩᓸ⚦⚵❱ᄌൻࠍߘߩ
႐ⷰኤߒߚޕ
Fig. 1 ߦ Ti-Nb-(0, 3, 5, 6)Sn ว㊄ߩశቇ㗼ᓸ㏜ࠍ␜ߔޕTi-Nb-0Sn ว㊄ߢߪ⚿ޔ᥏☸ᓘ߇ 100~500 ȝm
⒟ᐲߩ╬ゲ☸߇ⷰኤߐࠇ⚿ߦߡోߩߘޔ᥏☸ౝߢ․ቯᣇߦ㈩ะߒߚ㊎⁁⚵❱߇⏕ߐࠇߚޕTi-Nb-3Sn ว
㊄ߢߪ Ti-Nb-0Sn ว㊄ߣห⒟ᐲߩᄢ߈ߐߩ⚿᥏☸߇ᒻᚑߐࠇ৻ޔㇱߩ⚿᥏☸ౝߢ㊎⁁⚵❱߇ⷰኤߐࠇߚޕ
Ti-Nb-5SnޔTi-Nb-6Sn ว㊄ߢߪ⚿᥏☸ౝߦ㊎⁁⚵❱ߪࠄࠇߥ߆ߞߚޕX ✢࿁᛬ߢߪޔFig. 2 ߦ␜ߔࠃ߁ߦ
Ti-Nb-0Sn ว㊄߅ࠃ߮ Ti-Nb-3Sn ว㊄ߦ߅ߡ ȕ ⋧(bcc)ߣࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ǩ”⋧㧔orthorhombic㧕ߩ࿁᛬ࡇ
ࠢ߇⏕ߐࠇޔTi-Nb-5SnޔTi-Nb-6Sn ว㊄ߢߪ ȕ ⋧ߩ࿁᛬ࡇࠢߩߺ߇ᬌߐࠇߚޕએ߆ࠄޔTi-Nb-0Sn
ว㊄߅ࠃ߮ Ti-Nb-3Sn ว㊄ߦ߅ߡశቇ㗼ᓸ㏜ߢⷰኤߐࠇߚ㊎⁁⚵❱ߪࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ǩ”⋧ߢࠆߣ⠨߃
ࠆޔߚ߹ޕSn ᷝടߦߣ߽ߥǩ”⋧ߩᒻᚑ߇ᛥߐࠇࠆߎߣ߇⏕ߐࠇߚޕ
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Fig. 1 Optical microphotos (a) Ti-Nb-0Sn, (b)

Fig. 2 X-ray diffraction profiles of (a) Ti-Nb-0Sn, (b)

Ti-Nb-3Sn, (c) Ti-Nb-5Sn and (d) Ti-Nb-6Sn alloys by

Ti-Nb-3Sn, (c) Ti-Nb-5Sn and (d) Ti-Nb-6Sn alloys

an optical microscopy.
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ㆊ⒟ߢ⚂ 448 K㨪478 K ߦๆᾲࡇࠢ
߇ߔࠆߪࠇߎޕǩ”⋧߆ࠄ ȕ ⋧߳ߩ
ࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ㅒᄌᘒߦ࿃ߔࠆࡇ

(b)
cooling

[W/g]

ߦ␜ߔࠃ߁ߦ Ti-Nb-0Sn ว㊄ߢߪ᷷

(a)

heating

Ԉ༏

DSC ᷹ቯࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ࠍ␜ߔޕFig. 3(a)

ႆ༏

Fig. 3 ߦ Ti-Nb-(0, 3, 5, 6)Sn ว㊄ߩ

UVǵǤǯȫ
PFǵǤǯȫ

ࠢߢࠅ࠻ࠗࠨࡦ࠹࡞ࡑޔㅒᄌᘒߩ㐿
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ᐲ㧔Af㧕߇⚂ 478 K ߢࠆߎߣࠍ␜ߔޕ
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߹ߚޔ㒠᷷ㆊ⒟ߢߪ ȕ ⋧߆ࠄǩ”⋧߳ߩ
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Temperature [K]
ႆ༏

ᆎ᷷ᐲ㧔As㧕߇⚂ 448 Kޔᄌᘒ⚳ੌ᷷
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ࠄࠇߕ⚵ᧄޔᚑߩว㊄ߢߪࡑ࡞࠹ࡦ

Ԉ༏

ࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ᄌᘒߦࠃࠆࡇࠢߪ
ࠨࠗ࠻ᄌᘒߪਇนㅒ⊛ߢࠆߣ߃
ࠆޕTi-Nb-3Sn ว㊄ߢߪޔ᷷ㆊ⒟ߢ
ࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ㅒᄌᘒޔ㒠᷷ㆊ⒟ߢࡑ
࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ᄌᘒߩࡇࠢ߇ߘࠇߙࠇ

Temperature [K]

Temperature [K]

Fig. 3 DSC profiles of (a) Ti-Nb-0Sn, (b) Ti-Nb-3Sn, (c) Ti-Nb-5Sn
and (d) Ti-Nb-6Sn alloys.

⏕ߐࠇޔAs ߪ 350 KޔAf ߪ 402 Kޔ
ࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ᄌᘒ㐿ᆎ᷷ᐲ㧔Ms㧕ߪ 363 Kޔᄌᘒ⚳ੌ᷷ᐲ㧔Mf㧕ߪ 310 K ߢߞߚ(Fig. 3(b))ޔߚ߹ޕ
᷷-㒠᷷ߩߊࠅߒߦࠃࠅ߶߷หߓ᷷ᐲၞߢᄌᘒࡇࠢ߇ߒᧄޔว㊄ߢߪ࠻ࠗࠨࡦ࠹࡞ࡑޕᄌᘒߪนㅒ
⊛ߦߎࠆߎߣ߇␜ߐࠇࠆޕTi-Nb-5Sn ว㊄ߢߪޔTi-Nb-3Sn ว㊄ߣᲧセߒߡ Ms ޔMf ޔAs ޔAf ߇ૐਅߒޔ
ᄌᘒߦ㑐ਈߔࠆᾲ㊂㧔ࡇࠢߩⓍಽᒝᐲ㧕߽ᷫዋߔࠆ߽ߩߩ࠻ࠗࠨࡦ࠹࡞ࡑޔᄌᘒ߇นㅒ⊛ߦߎࠆߎߣ
߇␜ߐࠇࠆ(Fig. 3(c))ޕTi-Nb-6Sn ว㊄ߢߪޔ100 K㨪523 K ߩ᷷ᐲ▸࿐ߢᄌᘒࡇࠢߪ⏕ߐࠇߥ߆ߞߚ(Fig.
3(d))ޔߦ߁ࠃߩߎޕSn ᷝടߦࠃࠅฦᄌᘒᾲ㊂߅ࠃ߮ᄌᘒ㐿ᆎੌ⚳ޔ᷷ᐲߪ㒠ਅߔࠆะߦࠅ⚿ߩߎޔᨐ
ߪየፒࠄ[1]ߦࠃࠆ᷹ቯߣࠃߊ৻⥌ߒߡࠆޕ

(a)

Fig. 4(a) ߦቶ᷷ߦ߅ߌࠆ Ti-Nb-0Sn ว㊄ߩ
ⷞ㊁߅ࠃ߮ [100]ȕ ߆ࠄߩ㔚ሶ࿁᛬ࠍ␜
ߔޕⷞ㊁ߢߪᢙ 100 nm ⒟ᐲߩ㊎⁁ Į”⋧
߇ⷰኤߐࠇ{ޔ110}ȕ 㕙ߣᐔⴕߥᣇߦఝవ⊛ߦ
ᒻᚑߐࠇࠆޕǩ”⋧ߪ 2 ߟߩࡃࠕࡦ࠻߇ሽߒ
ߡ߅ࠅޔǩ”⋧ߩౝㇱߦߪⓍጀᰳ㒱߿᥏⚵❱߽

D” Ǫ

Z

500
nm
200nm

ǩ”

Ǫ

ᄙᢙߺߣࠄࠇߚޔߚ߹ޕ㔚ሶ࿁᛬ߢߪ Ǫ,
(b)

ǩ” ߆ࠄߩ࿁᛬ࠬࡐ࠶࠻ߦട߃ߡޔȁ⋧߆ࠄߩ
ᢔẂᢔੂ߽ࠄࠇࠆޕȦ ⋧ߪ㔚ሶ࿁᛬࿑ᒻߦ
ࠇࠆ Ȧ ⋧ߩ 1 ߟߩࡃࠕࡦ࠻ߩ࿁᛬ὐࠍ↪
ߡᓇߒߚ Ȧ ☸ሶߩᥧⷞ㊁ߢⷰኤߔࠆߎߣ߇
ߢ߈ޔȕ ⋧ౝߦ㕖Ᏹߦᓸ⚦㧔1㨪3 nm㧕ߦሽߒ
ߡ߅ࠅޔȁ⋧ߩᒻᚑᒻᘒߪઁߩǪဳ Ti ว㊄ߣ㘃

Ǫ

ૃߒߡߚ[6][7][ޔߚ߹ޕ001]Ǫߩ㒢ⷞ㊁

Z

500nm

(c)

࿁᛬࿑ᒻߦࠄࠇࠆ(1/2 1/2 0)Ǫߦࠄࠇࠆࠬࡐ
࠶࠻ߩሽߪ bcc ࡑ࠻࠶ࠢࠬߩ <110> ᣇะ
ߦන⢩ߩᄢ߈ߐ߇߶߷ 2 ߩ᭴ㅧ߇ሽߒߡ
ࠆߎߣࠍᗧߒߡࠆޕFig. 5 ߦቶ᷷ߦ߅ߌࠆ
Ǫ⋧ / ࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧㧔ǩ”⋧㧕⇇㕙ઃㄭߢ
ߩ㜞ಽ⸃⢻ࠍ␜ߔޕFig. 5 ㇱ߇ ȕ ⋧ߢࠅޔ

Ǫ

4 ࿁ኻ⒓ࠍ߽ߞߡ⍎ߦᛩᓇߐࠇߡࠆޔߚ߹ޕ

Z

500nm

ਅㇱߦੑ࿁ኻ⒓ߢࠆǩ“⋧߇ࠄࠇࠆޔߚ߹ޕ

Fig. 4 Bright field images and selected area diffraction

㜞ಽ⸃⢻߆ࠄǩ”⋧ߣǪ⋧ߩ㑆ߦߪ[ޔ100]Į” //

patterns of Ti-Nb-0Sn alloy at 293 K (a), 623 K (b) and

[100]ȕ, (010)Į” // (011)ȕ ߩ⚿᥏ᣇ㑐ଥ߇ࠆߎ

293 K after heating (c), viewed along the [001]E zone

ߣ߇␜ߐࠇޔAhmed ࠄߩႎ๔ߣ৻⥌ߔࠆ[5]ߎޕ

axis, (a) and (b), and [011]E , (c).
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Fig. 5 High resolution TEM image of Ti-Nb-0Sn alloy at 293 K viewed along [001]E zone axis.

ࠇߪၮᧄ⊛ߦߪ Bain ߩ㑐ଥߣ߫ࠇߡࠆ߽ߩߢࠆ ߦ⥸৻ޕBain ߩ㑐ଥߪ bcc ᭴ㅧߩ
(110) 㕙ߣ fcc ᭴ㅧߩ (100) 㕙ߣ߇ᐔⴕߢࠆ႐วߩၮᧄ⊛ߥᣇ㑐ଥߢࠆ߇ᧄޔว㊄ߦ߅
ߡⷰኤߐࠇࠆ 1/2 1/2 0 ࿁᛬ࠬࡐ࠶࠻ߩሽߪߩߎޔ㑐ଥ߆ࠄዉ߆ࠇࠆ fcc ᭴ㅧߦࠄ߆ߩᦼ
ᕈ߽ߒߊߪᱡߺ߇ࠆߎߣߦࠃࠅޔኻ⒓ᕈ߇ૐਅߒߚߎߣࠍ␜ໂߔࠆޔߜࠊߥߔޕႎ๔ߐࠇߡ
ࠆ Ǫ⋧(bcc) ߩන⢩ቯᢙߪ a = 0.331 nm ߢࠅ(ޔ011)Ǫߩ㕙㑆㓒 d011 = 0.233 nm ߢࠆ৻ޕᣇޔ
ǩ”(orthorhombic) ߩᩰሶቯᢙߪ a = 0.490 nm, b = 0.457 nm, c= 0.299 nm ߢࠅ[ޔ011]ȕ ߣ[020]Į”ߢᩰሶ߭ߕ
ߺ߇߆ߢࠆߎߣ߇␜ߐࠇࠆޕǩ”ߪ෩ኒߦߪⓨ㑆⟲ Cmcm ߩᐩᔃᢳᣇ᥏ߦዻߔࠆߎߣ߇ႎ๔ߐࠇߡࠆ
[5]ޕFig. 5 ߩ㜞ಽ⸃⢻ TEM ߦ߅ߡ߽ߎߩ㧞ᦼ᭴ㅧߪ⍎ߦⷰኤߐࠇߡࠆߩߎޔߒ߆ߒޕᦼ
ᕈ߇නߦᱡߺߦࠃࠆ߽ߩ߆ Nb ߥߤߩේሶߩ㐳ᦼⷙೣߦࠃࠆ߽ߩ߆ߪߎߩ౮⌀߆ࠄߛߌߢߪਇߢ
ࠆߩ⋧࠻ࠗࠨࡦ࠹࡞ࡑߩߎޕ᭴ㅧߪ㨄✢࿁᛬╬ߩᏂⷞ⊛ᚻᲑߦࠃߞߡ⸃ߔࠆߩߪ࿎㔍ߢࠅޔᓟޔಽ
ᨆ㔚ሶ㗼ᓸ㏜ࠍ↪ߚේሶࡌ࡞ߢߩ⸃ᨆ߇ᔅⷐߢࠆߩ⋧࠻ࠗࠨࡦ࠹࡞ࡑࠅࠃߦࠇߘޔߚ߹ޕቯᕈߦ
㑐ߔࠆቯ㊂⊛⼏⺰߇น⢻ߦߥࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
  ߎߩว㊄⹜ᢱࠍ TEM ౝߢടᾲߔࠆߣޔ㔚ሶ࿁᛬ߢߪ⚂ 448 K ઃㄭߢࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧㧔ǩ”⋧㧕ߦ
ኻᔕߔࠆࠬࡐ࠶࠻߇ᶖᄬߒޔ473 K ߦ߅ߌࠆ㔚ሶ࿁᛬࿑ᒻߢߪ ȕ ߆ࠄߩ࿁᛬ࠬࡐ࠶࠻߅ࠃ߮ Ȧ ⋧ߦࠃࠆᢔ
Ẃᢔੂߩߺᬌߐࠇߚޕⷞ㊁ߢߪࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧߇ሽߒߚ㗔ၞߩࠦࡦ࠻ࠬ࠻ߪᶖᄬߔࠆ㧔Fig. 4
(b)㧕⹜ᧄޔߦࠄߐޕᢱࠍ 473 K ߆ࠄቶ᷷߹ߢ಄ළߒߚߣߎࠈޔȕ ⋧ߦࠃࠆ࿁᛬ࠬࡐ࠶࠻ߣ Ȧ ⋧ߦኻᔕߔࠆ
diffuse ߥ࿁᛬ࠬࡐ࠶࠻߇ࠄࠇߚ߽ߩߩǩ”ߩᒻᚑߪࠄࠇߕᧄޔว㊄ߢߪࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ᄌᘒߪਇนㅒ
⊛ߢࠆߣ߃ࠆޕ
㧔Fig. 4(c)㧕ޕ
৻ᣇޔTi-Nb-3Sn ว㊄ߢߪޔቶ᷷ߦ߅ߡߪޔⷞ㊁߆ࠄߪ ȕ ⋧(bcc)߅ࠃ߮ 50 nm ⒟ᐲߩ㊎⁁ࡑ࡞
࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧㧔ǩ”⋧㧕߇ⷰኤߐࠇޔ㔚ሶ࿁᛬ߢߪ ȕ, ǩ” ߆ࠄߩ࿁᛬ࠬࡐ࠶࠻ߦട߃ߡޔȦ ⋧߆ࠄߩ diffuse
ࠬࡐ࠶࠻߽ࠄࠇߚ㧔Fig. 6(a)㧕⹜ߩߎޕᢱࠍ TEM ౝߢടᾲߔࠆߣޔ㔚ሶ࿁᛬ߢߪ⚂ 353K ઃㄭߢߪ Į”
⋧ߦኻᔕߔࠆࠬࡐ࠶࠻߇ᶖᄬߒ ȕ ⋧ߣᓸ⚦ Ȧ ⋧߆ࠄߩ࿁᛬ߩߺ߇ߺࠄࠇࠆ߇ޔⷞ㊁ߢߪࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ
࠻⋧߇ሽߒߚ▎ᚲߩࠦࡦ࠻ࠬ࠻ߪᒙߊᱷ⇐ߔࠆ㧔Fig. 6(b)㧕ޕᰴߦޔ473 K ߆ࠄቶ᷷߹ߢ಄ළߔࠆߣ㔚
ሶ࿁᛬࿑ᒻߢߪౣ߮ǩ”⋧߆ࠄߩ࿁᛬ࡇࠢ߇ߒޔⷞ㊁ߢ߽ࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧߇ᄌᘒ೨ߣห৻ߩ㗔
ၞߦߔࠆ (Fig. 6(c)) ޕએ߆ࠄ Ti-Nb-3Sn ว㊄ߢߪടᾲ಄ළߦࠃࠆ⋧ᄌᘒേߪᓸ⚦⚵❱⊛ߦ߽น
ㅒ⊛ߢࠆߣ߃ࠆޕ
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Fig. 6 Bright field images and selected area diffraction

Fig. 7 Selected area diffraction patterns of

patterns of Ti-Nb-3Sn alloy at 293 K (a), 623 K (b) and

Ti-Nb-5Sn alloy at 293 K (a), 100 K (b) and

293 K after heating (c), viewed along the [001]E zone axis

300 K after heating (c), viewed along the
[011]E zone axis

Fig. 7 ߦ Ti-Nb-5Sn ว㊄ߦ߅ߌࠆߘߩ႐಄ළ TEM ⷰኤ㧔㔚ሶ࿁᛬㧕ࠍ␜ߔⷰޕኤ᷷ᐲၞߪ 300 K
߆ࠄ 100 K ߦߡⴕߞߚޕ಄ළ೨ߩ 300 K ߢߪ ȕ ⋧ߩ࿁᛬ࠬࡐ࠶࠻ߣ Ȧ ⋧ߦࠃࠆᢔẂᢔੂ߇⏕ߐࠇߚߎޕ
ߎߢ Ȧ ⋧߆ࠄᢔẂᢔੂߩᒝᐲߪ Ti-Nb-0Sn ว㊄߅ࠃ߮ Ti-Nb-3Sn ว㊄ߣᲧセߒߡᓸᒙߢߞߚ㧔Fig. 7(a)㧕ޕ
100 K ߢߪ ȕ ⋧߅ࠃ߮ Ȧ ⋧ߦࠃࠆ࿁᛬ߦട߃ߡޔĮ”߆ࠄߩ࿁᛬ࠬࡐ࠶࠻߽⏕ߐࠇޔȦ ⋧ߦࠃࠆᢔẂᢔੂ
ߩᒝᐲߪ಄ළ೨ߣᲧセߒߡჇᄢߒߡߚ㧔Fig. 7(b)㧕ߩߘޕᓟޔౣ߮ 300 K ߹ߢ᷷ᐲࠍߐߖࠆߣޔǩ”⋧
ߩ࿁᛬ࠬࡐ࠶࠻ߪᶖṌߒޔȦ ⋧߆ࠄߩᢔẂᢔੂߩ࿁᛬ᒝᐲ߽಄ළᤨߦᲧߴߡ⪺ߒߊᒙߊߥߞߡߚ㧔Fig.
7(c)㧕ޕએߩߎߣ߆ࠄޔTi-Nb-5Sn ว㊄ߢߪޔ300K ߆ࠄ 100K ߩ᷷ᐲ▸࿐ߢ࠻ࠗࠨࡦ࠹࡞ࡑޔᄌᘒޔㅒᄌ
ᘒ߇ᾲᒢᕈ⊛ߦߎࠆߎߣ߇⏕ߐࠇߚޕ
Ti-Nb-6Sn ว㊄ߢߪޔ100 K㨪423 K ߩߕࠇߩ᷷ᐲ▸࿐ߦ߅ߡ߽ ȕ ⋧ߩ࿁᛬ࠬࡐ࠶࠻ߩߺ߇⏕ߐࠇޔ
ടᾲ಄ළߦࠃࠆ⚵❱ᄌൻߪߺࠄࠇߥ߆ߞߚޔࠄ߆ࠇߎޕTi-Nb-6Sn ว㊄ߢߪޔ100 K㨪423 K ߩ᷷ᐲ▸࿐
ࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ᄌᘒߪߎࠄߥߣ߃ࠆޕ
㧠㧚 
߹ߣ 

  ᧄ⎇ⓥߢߪޔSn ᷝട㊂ࠍ♽⛔⊛ߦᄌൻߐߖߚ Ti-Nb-Sn ว㊄ࠍߒޔ᷷ᐲᄌൻߦߣ߽ߥ߁ว㊄⚵❱
ߩ⋧ᄌᘒേࠍ TEM ߦࠃࠅ⋥ធⷰኤߒߚޕTEM ਛߢ᷷-㒠᷷ߒߚ㓙ߩ Ti-Nb-Sn ว㊄ߩࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧
ߩᄌᘒേߪ DSC ߩ⚿ᨐߣࠃߊ৻⥌ߒߩߘޔ႐ⷰኤߦࠃࠅࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧ߩᄌᘒࠍ⋥ធⷰኤߔࠆߎߣߦ
ᚑഞߒߚޔߚ߹ޕSn ᷝടߦࠃࠅ Ti-Nb-Sn ว㊄ߦ߅ߌࠆ ȕ ⋧ߪቯൻߒޔȕ න⋧ߩ᷷ᐲ㗔ၞߦ߅ߡ Ȧ ⋧
ߩ↢ᚑ߇ᛥߐࠇࠆߎߣ߽㔚ሶ࿁᛬࿑ᒻߦࠃࠅ␜ߔߎߣ߇ߢ߈ߚޔߦ․ޕTi-Nb-3Sn ว㊄ߢߪޔ᷷-㒠᷷
ߦࠃࠅ㊎⁁ࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⋧㧔ǩ”⋧㧕߇นㅒ⊛ߦᶖᄬ-ᒻᚑߒߩߘޔᒻᚑᒻᘒߪ⋧ᄌᘒߩߊࠅߒߢ߶ߣࠎ
ߤᄌൻߖߕޔหߓ㗔ၞߦᒻᚑߐࠇࠆߎߣࠍߒߚޕ
  ৻ᣇߩ⋧࠻ࠗࠨࡦ࠹࡞ࡑޔේሶ㈩ޔ⟎߽⠨ᘦߦࠇߚ⋧ᄌᘒߩࡔࠞ࠾࠭ࡓޔȁ⋧↢ᚑࠍᛥߔࠆ
ߎߣߦߣ߽ߥ߁ࡗࡦࠣ₸ૐਅߩၮᧄ⊛ේℂߥߤ߹ߛ⠨ኤߔߴ߈㗄߇ᱷߐࠇߡࠆޕᓟ߽ᒁ߈⛯߈ޔว
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㊄⚵ᚑޔᾲಣℂㆊ⒟ޔೋᦼ⚵❱ߥߤࠍᓮߒߚ Ti-Nb-Sn ว㊄ߦߟߡޔ᷷ᐲᄌൻߦߣ߽ߥ߁ࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ
࠻⋧ᄌᘒ߅ࠃ߮ȁ⋧↢ᚑേࠍㅘㆊဳ㔚ሶ㗼ᓸ㏜ߢ⚦ߦ⺞ᩏߔࠆߎߣߦࠃࠅ⋧ޔᄌᘒߩࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍℂ
⸃ߔࠆߚߩ⋉ߥ⍮ࠍᛠីߒޔว㊄ߩ⻉․ᕈࠍᦨㆡൻߔࠆߚߩᜰ㊎ࠍ⏕┙ߒߡ߈ߚޕ

⻢ㄉᧄ⎇ⓥߩㆀⴕߦߚࠅ⹜ޔᢱᚻᴺ߿⹏ଔᣇᴺߦߪ᧲ർᄢቇ㊄ዻ᧚ᢱ⎇ⓥᚲ㐳⼱Ꮉ⎇ⓥቶߩᷰ
ㆺ⽵ᄦ᳁ᧄ᧻ޔᵗ᳁ߩᄙᄢߥߏᜰዉࠍ⾦ࠅ߹ߒߚߎߣߦෘߊᗵ⻢ߚߒ߹ߔޔߚ߹ޕታ㛎ㆀⴕߦߪᄢ㒋
ᐭ┙ᄢቇᎿቇ⎇ⓥ⑼ߩ⊕㓉ኡ᳁ߦߏഥജߚߛ߈߹ߒߚߎߣࠍᗵ⻢ߚߒ߹ߔޕ
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熱中性子集光スーパーミラー素子を用いた散乱実験手法の確立

東北大・金研
平賀晴弘、大山研司、加藤直樹、山田和芳
原研機構・中性子
山口泰男
理研・イメージ情報研究ユニット 池田一昭、清水裕彦

はじめに（１から 5 まで１０ポイント）

１．

中性子はスピン1/2の電気的中性な粒子であり、同時に、波の性質としてのエネルギーと波長の両方が固体
の励起状態のそれらに近いという特長がある。このような中性子と結晶内の原子・スピンとの干渉効果を利
用する中性子散乱手法は、今や、材料・物性研究に欠かせない強力な実験手段の一つである。本所は、十年
以上前から日本原子力研究開発機構東海研・改３号炉に熱中性子散乱実験装置を２台（HERMES, KSD [現A
KANE]）設置し、理学部・東大物性研と共に全国大学共同利用を根底から支えつつ、粉末・単結晶試料を用い
た基礎研究をなしてきた。近い将来、大強度パルス中性子源J-PARCが稼働を始めることもあり、これからの
中性子科学に対する本所の大きな役割が期待されている。
中性子は物質中の原子・スピンとの間に働く相互作用が弱いため、散乱断面積の精密決定には、入射中性
子束の増強や測定試料の大型化など、測定データの質を向上させる努力が常に為されている。本研究では、
スーパーミラーを利用し高輝度中性子ビームを実現することで、実効的なビームタイムの増加、ひいては高
品質・高効率なデータ採取システムの構築を目指した。この試みが成功した暁には、微少試料あるいは本質
的に散乱断面積が小さい場合など、これまで微弱信号故に中性子散乱実験が困難だったケースを克服するこ
とが出来、中性子散乱実験の応用範囲を
飛躍的に高めるブレークスルーに成り得
る。具体的には、[1] 本所の中性子散乱
装置に集光技術を組み込み、輝度１０倍
の増強、[2]他に先駆けた集光熱中性子に
よる散乱実験手法の開発、の２点を目指
した（図１参照）。

２．

研究経過

スーパーミラーは、中性子の全反射と低角のブラッグ反射を利用する鏡で、これまで、原子炉から実験装
置のある利用施設まで中性子束を効率良く引き出すのに使われてきた素子である。共同研究者である理研グ
ループは、エネルギーの低い冷中性子に対し曲面をつけたスーパーミラーを使って実効的に中性子を曲げる
光学デバイスの開発に成功しており、この分野で世界をリードしている存在である。

おおよその研究経過は、次の通りである。
①2005 年度中性子ビームタイム（4~11 月）において、HERMES と AKANE を使い、集光デバイスの
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実験と２次元位置敏感中性子検出系のテスト実験。平賀と大山が各々５回程度、茨城県東海村へ出張。
② 2005 年 6 月、共同研究者である理研の池田氏が、スーパーミラー集光の原理と実際について本所にて講
演。討論を交えた後、具体的な新型集光デバイスのモデル検討開始。
③2005 年 11 月、新型デバイスと位置決め治具が完成。
④2006 年 1 月、本研究課題の成果報告会を金研にて開催。講演者９名。

３．

研究成果

[1] 中性子ビームの高輝度化
図２に、理研グループが HERMES の装置サイズに合わせて設計・製作したスーパーミラーを示す。これを
分光器にセットし、試料位置におけるビーム集光の具合を調べた。ここでは、ミラーを配置する曲面に放物
面を選び、その焦点が試料位置になるよう設計されている。図３に、試料位置で測定した入射中性子の強度
分布を示す。強度の強い点が明るい色で表されている。集光デバイスにより、空間的にビームが絞られ、強度
の増加していることが明らかに見て取れる。定量的に解析した結果、中心部で輝度が３倍まで上昇しているこ

とが判った。
この結果を受けて、スーパーミラーデバイス２号機を 2006 年秋までに製作した（図４）。このデバイスは
出口幅を調整することが可能で、更なる高輝度化と、複数装置での可換性を目指している。つまり、金研の２
装置（HERMES＋AKANE）に装着できる設計となっている。原子炉長期シャットダウン期間中のため、年
度内にその性能調査を行えなかったが、新年度以降のマシンタイムにて実際に使用する予定である。
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[2] 集光ビームを使った回折実験の具体化

■散乱中性子の角度分布
試料位置へ実際に Si 粉末（φ3mm）をセットし、回折ピークを中性子検出管で実際に観測した。その散乱
角２θ依存性を図５に示す。ビーム集光前のシャープなシングルピーク（赤色で塗ったピーク：分解能限界）
に加えて、その両脇±0.7°程度外れた位置に、強度が半分弱で若干ブロードな散乱が観測された。角度積分
した結果、集光前に比べて 2 倍以上の強度ゲインがあった。三軸型中性子分光器 AKANE で観測する高エネ
ルギー遷移領域の中性子非弾性散乱のように、角度分解能よりも、強い散乱強度を必要とする実験に向いてい
る。一方、HERMES で行う結晶・磁気構造解析のように、精密な角度分解能を必要とする実験には、更なる
改良が必要である。

■入射ビームの検討と新しいモデル
以下に、考察を行う。本来１本であるべき散乱ピークが３本に分裂
するのは、試料位置での入射ビームに不連続な角度分布があることを
意味する。この原因は、図６に模式的に示すような、２系統の入射ビ
ームにあると考えられる。すなわち、スーパーミラー放物面（赤色）
経由後に焦点（試料位置）に寄ってくる反射ビーム（青色）と、ミラ
ーに当たらず試料位置にそのまま到達するダイレクトビーム（緑色）
の２成分の存在である。これを解決するには、全ての入射ビームを一
枚のスーパーミラーで一度反射させればよい。図７に、そのようなモ
デルを示す。離散的なピーク分裂を防ぐことが主目的であるが、副産
物として、λ/2 のような高調波の混入を抑制する働きがあり、精密な
回折実験にとっては好都合である。スーバーミラー自体の長さ・試料
までの距離・試料がダイレクトビームから外れる距離・試料位置での
発散角などのパラメータが十分実現可能な値である。次年度にこのミ
ラーを製作し、実験でその有効性を確かめる予定である。
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■ 二次元位置敏感中性子検出器
これまでの中性子回折実験（特に三軸型中性子分光法）では、１本の検出管を載せたアームを角度スキャン
することで、散乱断面積を測定してきた。しかし、散漫散乱のように比較的広い角度分布をもつシグナルや、
多くの Brillouin zone に亘る強度 contour map の対称性を観る時など、この方式では時間的な効率が悪い。
そこで本研究課題では、最近性能が上がっている一次元位置敏感中性子検出管を複数並べることで、擬二次元
位置敏感中性子検出系を形成し、もって測定時間の大幅な短縮（実効的には中性子高輝度化）を目指した。こ
の方式では、散乱面上下に広がる二次元的な散乱断面積の観測も可能となり、物理的にも大きな意義がある。
まだ試験運用の段階ではあるが、ほぼ予想通りの性能であることを確認した。スーパーミラー集光デバイス２
号機（図４）と組合せる、新しい測定方式の状況を図８に示す。更に野尻グループとの共同研究で、試料位置
へパルス強磁場発生装置をセットすることで、20T 以上の強磁場中性子散乱実験を世界に先駆けて実現化した
ことも付記しておく。このように、金研２装置のオプションとして、極限環境下での高効率測定機能を備える
に至った。

４． まとめ
世界的にも貴重な研究資源である中性子ビームを有効利用するため、他に先駆けて、スーパーミラー集光デ
バイスを用いたビーム高輝度化と中性子散乱実験への応用に取り組んだ。現時点で、入射ビーム・散乱ビーム
共に２～３倍の輝度上昇に成功した。更なる高輝度化と複数の装置にも対応可能な flexibility を取り入れるた
め、集光デバイス２号機を製作した。また、入射ビームの角度分散（２成分の存在）という問題点を明らかに
し、それを解決するための新たな方策を検討し、具体的な設計段階に入った。さらなる測定効率の向上を目指
し、擬二次元位置敏感中性子検出系を組上げた。これにより、金研が管理する２台の中性子散乱装置（AKANE
と HERMES）の付加価値をより高め、世界に先駆けた新しい測定方法の開拓に成功した。
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５．

発表（投稿）論文・記事
“Versatility of Advanced KINKEN Triple-Axis Neutron Spectrometer, AKANE”, H. Hiraka, K.

Ohoyama, Y. Yamaguchi, and K. Yamada, abstract submitted to International Conference on Magnetism
2006.
“Renewal of Double-axis Neutron Diffractometer, KSD --- Upgrade to Triple-axis Neutron
Spectrometer, AKANE ---“, H. Hiraka, Y. Yamaguchi, and K. Yamada, Research Highlights 2005, pp. 14,
Neutron Science Laboratory, Institute for Solid State Physics, University of Tokyo.
“Advanced KINKEN Triple-Axis Neutron Spectrometer, AKANE”, H. Hiraka, Y. Yamaguchi, and K.
Yamada, 2005 年秋季所内講演会、ポスター発表

以上。
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第一原理計算によるナノテクノロジー研究

横浜国大・工 大野かおる、石井 聡、志賀圭一郎
東北大学・金研 川添良幸、佐原亮二、スルイター・マーセル、水関博志
山形大学・理学部 高橋良雄、吉成武久、長坂慎一郎

１．

はじめに

小さなクラスターでは、電子励起スペクトルはクラスター・サイズに強く依存し、クラスターのサイ
ズ制御が励起スペクトルの周波数チューニングに有用であることが期待される。特に、光吸収や発光は
光デバイス応用に重要な役割を演ずる。最近、芸術的な（state-of-the-art）GW近似（GWA）による原子
スケールでの準粒子エネルギー・スペクトルの極めて信頼性の高い理論計算が行われつつある。GW近
似とは、多体摂動論に基づいて電子の自己エネルギーを１粒子グリーン関数Gと動的遮蔽相互作用Wの
積で表す近似である。さらに、このGWAから出発して２粒子グリーン関数にエキシトン効果を取り入れ
る進んだ取り扱いも国外の幾つかのグループでなされるようになってきた[1]。
これまで、我々はGWAをLin, Nan, Sinなどの小さなクラスターの準粒子エネルギー・スペクトル計算
に適用してきた[2,3]。最近、２粒子グリーン関数にエキシトン効果を取り入れるためにBethe-Salpeter方
程式を解き、アルカリ金属原子や小さなナトリウム・クラスターの光吸収スペクトルの計算も行った[4]。
これらの計算には全電子混合基底法を用い、１粒子波動関数を数値原子軌道関数と平面波の線形結合で
表現した。いずれの計算でも、得られた結果は実験値と良く一致している。
本研究において、我々は、この方法を真空中や結晶中の原子の準粒子スペクトルや光吸収スペクトル
の計算に応用する。特に、遷移金属元素を取り扱う。この目的のために、まず、我々の全電子混合基底
GWコードをd電子が取り扱えるように改良した。計算対象としては、真空中の孤立原子に亜鉛（Zn）を
選び、結晶中の不純物原子にはNaCl結晶中の銅不純物を取り上げる。
塩化ナトリウム結晶に埋め込まれたCu+イオンの計算では2u2u2のスーパーセルを用い、１個のナトリ
ウム原子を銅原子に置き換えた計算を行う。銅原子の最安定位置については第一原理構造最適化計算に
より既に求めているので[5]、その結果を用いる。
２．

計算方法

現実の原子系の準粒子エネルギーは、GWAにより正確に計算することができる。これは乱雑位相近似
（RPA）で与えられる動的遮蔽クーロン相互作用Wに関して１次の近似で電子の自己エネルギーを評価
する近似である。GWAでは、準粒子エネルギーHnQP と準粒子波動関数\n(r) が

(T + Vext + VH )\n(r) + ∫dr' 6(r,r';HnQP) \n(r') = HnQP \n(r),

6(r,r';Z) = (i/2S)∫dZ' G(r,r';Z+Z') W(r,r';Z') exp(iKZ'),

(1)
(2)

で与えられる。ここで T は電子の運動エネルギー、Vext は外部ポテンシャル、VH は電子のハートリー・
ポテンシャルであり、6(r,r';HnQP) は電子の自己エネルギーである。G は電子の１粒子グリーン関数を、
W = H–1U

はRPA動的遮蔽クーロン相互作用を表す。（ここで、U は裸のクーロン相互作用であり、

H は誘電関数 H = 1 – 4SP を表し、P は P = -iGG で表される分極関数である。）
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また、K は無限小の正の量である。GWAでは準粒子エネルギーを１次の摂動論に基づいて

HnQP ～ HnLDA + ∫dr∫dr' \n*(r) [6(r,r';HnQP) – PxcLDA(r)G (r – r')]\n(r)

(3)

から求めるのが一般的である。
これまで、このGWAを用いた結晶や表面の計算が多くなされてきた。我々は、独自開発の全電子混合
基底GWコードを用いて、アルカリ金属クラスター[2]やシリコン・クラスター[3]にGWAを適用してきた。
GWAは１粒子スペクトルについては大きな成功を収めてきたものの、２粒子励起スペクトルについて
は、GWAを超えて２粒子グリーン関数を正確に評価しなければいけないことが指摘されてきた。特に、
光吸収におけるエキシトン効果は２粒子グリーン関数に電子・正孔梯子図形の無限和を取り入れること
で正しく評価されることが知られており、これはBethe-Salpeter（BS）方程式を解くことで計算できる。
２粒子グリーン関数 S(1,1';2,2') = S(r1,t1,r1',t1'; r2,t2,r2',t2') に対するBS方程式は
S(1,1';2,2') = S0(1,1';2,2') + S0(1,1';3,3'); (3,3';4,4')S(4,4';2,2')

(4)

と表される。ここで S0(1,1';2,2') = G(1',2')G(2,1) は図形が２つに分断される項 –G(1,1')G(2,2') を除いた
０次の２粒子グリーン関数である（１粒子グリーン関数に対して記法 G(1,2) = G(r1,r2;t1–t2) を用いた）。
相互作用核 ; は既約な電子・正孔相互作用を表し、電子自己エネルギー VH + 6GW を１粒子グリーン
関数Gで汎関数微分することにより求められ、

; (1,1';2,2') = –iG (1,1')G (2,2')U(1,2) + iG (1,2)G (1',2')W '(1,1'),

(5)

で与えられる。ここで W’ は、6GW をG で汎関数微分して得られる遮蔽相互作用を表す（正確には W’
は W とは異なるが、この違いは結果に殆ど影響しないことを確かめた[4]）。
(4)式を解くために、我々は各関数をLDA固有状態でサンドイッチし、(4)式を行列方程式に焼き直す。
我々は静的近似を用いず、正エネギー項のみを扱う（論文[3]では負エネルギー項まで取り扱っている）。
この場合、基本的な方程式は
(HcQP – HvQP)Avc + 6v'c' [ 2Xvc;v'c'G M,0 – Wvc;v'c'(:)]Av'c' = : Avc.

(6)

となる。: が光吸収エネルギー・スペクトルを与える。交換項 X は M=0 の１重項エキシトンに対し
てのみ存在する。もしここで v=v'=HOMO と c=c'=LUMO からの寄与だけを取り扱うことにすると、光
吸収ピークにおける１重項・３重項分裂の大きさは 2Xvc;vc になり、これは良く知られた結果である。
Zn の計算では立方体の一辺の長さが30a.u.に相当するfccスーパーセルを用い、8.7Ryのカットオフ・
エネルギーに対応する2975個の平面波と1s,2s,2p,3s,3p,3d,4s の原子軌道関数を用いた。6c(Z) と W – U
の行列要素の計算でも8.7 Ryのカットオフ・エネルギーを持つ2975個の G, G’ ベクトルを用いた。一方

6x の計算では、50 Ryのカットオフ・エネルギーを持つ40857個の G ベクトルを用いた。6x の行列要
素のうち、同一サイトの４つの原子軌道関数でサンドイッチされた部分についてはより正確に実空間で
動径方向の数値積分として評価した。
一方、塩化ナトリウム結晶中の銅不純物の計算では、2u2u2単純立方スーパーセルを用い、*点のみの
計算を行った。Cu原子の最適化された位置に関する我々の研究[5]にしたがって、Cu原子位置を格子点に
置いた場合と、格子点から(111)方向に(0.07,0.07,0.07)だけずらした場合の２通りの計算を行った（この
ことによる周りの結晶の緩和も考慮した）。
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３．

研究成果

はじめに、我々はZnの結果を示す。表１に、HOMO(4s)とLUMO(4p)のGW準粒子エネルギーに寄与す
る各項の値をまとめる。`exact’と書かれた行は孤立原子に対してHerman-Skillman原子コードで計算され
た厳密なLDA値を表す。HOMOに対する実験値はイオン化ポテンシャルに負符合をつけたものである。
我々のGW計算結果と実験値は非常に良く一致している。
表１

Zn の4s準位（HOMO）と4p準位（LUMO）のGWA計算結果（各寄与の値）と実験値（eV）

HnLDA

4s
`exact’
4p
`exact’

Pxc,nLDA

– 6.07
– 6.06
– 1.32
– 1.28

– 9.91
– 9.93
– 5.39
– 5.56

6x,n

– 12.11
– 12.36
– 2.38
– 12.51

6c,n

HnGWA

HnEXP

– 1.40

– 9.41

– 9.39

– 0.62

+ 0.96

(0.00)

孤立Zn原子に対して、BS方程式を解いて得られた光吸収ピーク・エネルギーを表２に示す。表には実
験値も並べて示してある。エネルギーは１重項エキシトン（1S→1P）か３重項エキシトン（1S→3P）かに
よって異なり、ともに実験値と良く一致していると言えるが、１重項・３重項（交換）分裂の大きさは
僅かに実験値よりも大きい。これは、GW近似に基づくBS方程式を用いる計算方法による一般的な傾向
であり、交換分裂がLDA波動関数でサンドイッチされた交換積分で直接評価されていることによる。つ、
まり、１重項と３重項のそれぞれのエネルギーにはBS方程式を解いたことによる効果が含まれている
が、それらのエネルギー差の交換分裂にはその効果が入らないのである。将来、さらに進んだ近似によ
り、この問題が解決されることが望まれるところである。
表２

Zn の光吸収ピーク・エネルギー（eV）

Transition

Present result

Experiment

singlet

6.17

5.78

triplet

3.84

4.01

次に、塩化ナトリウム結晶について述べる。表３に純粋な塩化ナトリウム結晶と銅不純物を含む塩化
ナトリウム結晶のLDAおよびGWAでのバンド・ギャップ・エネルギー（価電子バンドの頂点と伝導電子
バンドの底点の準粒子エネルギーの差）の計算結果を示す。比較のために、純粋な塩化ナトリウム結晶
に対する実験値も示してある。
表３

バンド・ギャップ・エネルギー（eV）
EgLDA

EgGWA

EgEXP

NaCl

4.82

9.02

8.5

NaCl:Cu

2.98

8.00

－

図１に銅不純物を含む塩化ナトリウム結晶と純粋な塩化ナトリウム結晶の光吸収スペクトルの計算結
果を示す。Cu+イオンの初めの吸収ピークは純粋な塩化ナトリウム結晶の吸収ピークよりも僅かに低い位
置にある。二つの曲線（実線と破線）はそれぞれ銅原子が格子点にある場合と格子点から離れた位置に
ある場合に相当する。光吸収スペクトルのピーク位置はこの空間的は銅原子の位置には依存しないが、
吸収ピークの高さはこの空間的な銅原子の位置に依存する。これは、3d10から3d94s1への電子遷移が孤立
Cu+イオンの場合には非許容双極子遷移であることに起因する。銅イオンが配位子場中に置かれると、球
対称性が破れ、遷移が僅かに許容となる。銅イオンの位置が格子点位置からずれるとこの傾向が強まり、

－ 78 －

遷移確率が増す。吸収スペクトルのこれらの特徴は長坂の実験結果[6]を矛盾なく説明する。

図１
４．

銅不純物を含んだ塩化ナトリウム結晶と純粋な塩化ナトリウム結晶の光吸収スペクトル
ま と め

本研究において、我々は孤立亜鉛原子と塩化ナトリウム結晶中のCu+イオンの光吸収スペクトルの計算
を行った。準粒子エネルギーはGWAにより計算され、光吸収スペクトルはGWAから出発してエキシト
ン効果を取り入れるためにBS方程式を解いて計算された。我々の計算結果は実験と大変良く一致し、こ
の計算方法の妥当性が示された。*点のみの計算ではあるが、Cu+イオンによる光吸収スペクトル強度は、
結晶中の銅原子の位置に大きく依存し、この傾向は実験から予測される振る舞いと合致した。CI法のよ
うな伝統的な量子化学計算手法に比べて、本計算方法は１粒子（準粒子）エネルギー・スペクトルと電
子・正孔（光吸収）エネルギー・スペクトルを１度に、しかも励起状態の波動関数の対称性などの予備
知識を一切使用せずに計算することができるという点で優れている。本計算によれば、励起状態の波動
関数の対称性も励起エネルギーとともに決まるので、本計算方法は結果を予測し難い複雑な系や大きな
系を扱うのに便利である。本計算の計算量は電子数をNとするとN6に比例するが、これはCI計算のN7に
比べても大きいものではない。
参考文献
[1] K. Ohno, K. Esfarjani, Y. Kawazoe, “Computational Materials Science: From Ab Initio to Monte
Carlo Methods”, Springer Series on Solid-State Sciences, 129（Springer, Heidelberg, 1999) pp.1-325.
[2] S. Ishii, K. Ohno, Y. Kawazoe, S. G. Louie, Phys. Rev. B 63 (2001) 155104; 65 (2002) 245109.
[3] S. Ishii, K. Ohno, V. Kumar, Y. Kawazoe, Phys. Rev. B 68 (2003) 195412.
[4] K. Ohno, Sci. Tech. Adv. Mater. 5 (2004) 603.
[5] M. Furuya, S. Ishii, Y. Takahashi, S. Nagasaka, T. Yoshinari, Y. Kawazoe, K. Ohno,
Mater. Trans. 45 (2004) 1450.
[6] S. Nagasaka, J. Phys. Soc. Jpn. 50 (1981) 1570; 51 (1982) 898.
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Y. Takahashi, Comp. Mater. Sci., in press;
(on-line, abstract available : http://www.sciencedirect.com/science/journal/09270256).
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Renormalized Potentials”, R. Sahara, H. Mizuseki, K. Ohno, and Y. Kawazoe, Mater. Trans. 46 (6)
1127-1130 (2005).
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平成 17 年度東北大学金属材料研究所ワークショップ
「ナノクラスター機能活用新物質開発研究」報告
計算材料学研究部門 川添良幸

コンポン研近藤研究室と本所川添研究室が共同主催するナノクラスターに関する研
究会も１０年以上の開催実績を積み、今年度も５月１１日と１２日に本所講堂におい
て、本所のワークショップとナノ学会のポストコンファレンスの共同で、６０名程の
参加を得て開かれました。化学と物理の統合が喧伝される遥か以前から、我々のグル
ープは、お互いの研究方法の本格的な理解を目指して様々な機会を捉えては集まり、
具体的な共同研究を実施し、研究会を共同開催して来ました。理論と実験の枠も取り
払い、本グループからは実質的共同研究が次々と生まれています。主催する２研究室
では、単なる実験と理論の共同研究ではなく、川添研開発の全電子混合基底法第一原
理シミュレーションプログラムＴＯＭＢＯを用いて近藤研の研究者が本所の材料設計
専用スーパーコンピューターで超大規模シミュレーション計算を実行し、その結果を
双方で検討して今回も２件発表しています。本研究グループは、ナノ学会員の一部分
から構成されていることもあり、今回の仙台におけるナノ学会第３回大会の直後、よ
り親密な議論の場として本ワークショップを設定しました。
以下に示すプログラムの様に、２５件の発表と時間を忘れた熱心な議論があり、会
場は皆顔見知りのこともあって和気藹々の雰囲気でした。ナノクラスターの構造と電
子状態計算という定番の研究に始まり、化学と物理の融合ならではの第一原理シミュ
レーション計算による触媒反応過程の詳細解析や、最近注目されているナノデバイス
の実験と理論に関する発表も多く見られるようになりました。新機能を発揮するナノ
粒子を組織化して構築するナノテクノロジー用デバイスが射程距離に入って来たこと
を受け、長年の蓄積を基盤に、いよいよ本研究グループは活性化しています。

5 月 11 日（水）
Ⅰ 13:00-14:50
1. 開会の挨拶

金属材料研究所 2 号館 1 階講堂
座長：本郷 研太
豊田工大 近藤 保

2. Free standing で支持されたカーボンナノチューブ単一本化
根城均、川添良幸、Amir Farajian、Olga Pupysheva

3. ＢＮナノ物質の構造と物性
奥 健夫、小井成弘、菅沼克昭
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4. ワイドギャップフッ化物ヘテロ構造体の深紫外光学デバイスとしての可能性
小野晋吾、村上英利、R. El Ouenzerfi、G. Diwa、A. Quema、猿倉信彦、西松
毅、寺久保憲昭、水関博志、川添良幸、佐藤浩樹、D. Ehrentraut、吉川彰、
福田承生

5. The nanoscience of borane and carborane clusters
PICHIERRI FABIO

6. 基板上の導電性高分子の電子状態
諏訪雄二、寺田康彦、藤森正成、平家誠嗣、橋詰富博

7. ４d 遷移金属クラスターの非稠密構造と磁性
裵栄造、長内弘喜、Vijay Kumar、川添良幸

Ⅱ 15:10-16:50

座長：佐原 亮二

8. マンガンクラスターイオンの酸化による電子構造と結合エネルギーの変化
登野健介、寺嵜亨、太田俊明、近藤保

9. 光解離分光によるCr3+の電子構造研究
間嶋拓也、登野健介、寺嵜亨、川添良幸、近藤保

10. コバルトクラスターイオン上への一酸化窒素分子の吸着-吸着分子の反応及びコ
バルト原子脱離
半村哲、市橋正彦、渡邊佳英、磯村典武、近藤保

11. 金属クラスターの衝突反応過程の解明
市橋正彦、半村哲、M.Sluiter、川添良幸、近藤保

12. クラスターの電子励起状態の第一原理計算とシミュレーション
大野かおる、石井聡、野口良史、菊地彫、横井敏宏、工藤洋平、児玉泰
伸

13. 高飽和磁化・高抵抗 Fe 合金クラスター集合軟磁性体
隅山兼治、彭棟梁、山田博久、日原岳彦

5 月 12 日（木）
Ⅲ 10:00-12:20

座長：大野 かおる
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14. 分子ナノワイヤー1 本鎖における電気特性評価
下村武史、佐光貞樹、市原秀紀、飯田恭宏、猪野又葵、岡本祐也、伊藤
耕三、藤森正成、平家誠嗣、橋詰富博

15. 単一分子エレクトロニクスの展望
和田恭雄

16. 帯状金属単原子吸着層に生ずる低次元プラズモン：エネルギー損失スペクトル
稲岡 毅

17. フラーレンに内包された軌道電子崩壊核種7Beの半減期
大槻 勤

18. カーボンナノチューブおよびナノグラファイト、ＢＮナノチューブ、ＢＣＮナノ
チューブ等における電気容量の計算
針谷 喜久雄

19. 酸化鉄-炭素ナノリアクターの反応挙動と活性状態を考慮した速度解析
柏谷悦章、石井邦宜

20. 単一次元鎖量子磁石の創製と物性
山下正廣、宮坂等、梶原孝志、中田一称、中澤康浩、美藤正樹

座長：高橋 まさえ

Ⅳ 13:30-15:40

21. In situ光電子分光および第一原理計算によるＣ60表面上におけるシリコン原子の
吸着に関する研究
尾上順、中尾愛子、原寿樹

22. クラスレート化合物の電子構造と熱電特性
古賀健治、赤井光治、趙国軍、松浦満

23. 層状コバルト酸化物 NaxCo02 の電子構造と熱電特性
趙国軍、赤井光治、古賀健治、松浦満

24. 遷移金属を含まない強磁性物性の探索
下司雅章、草部浩一、塚本秀一、鈴木直

25. Stabilizing the silicon fullerene Si20 by thorium encapsulation
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SHING, Abhishek Kumar、Vijay Kumar、川添良幸

26. 半導体ナノ粒子
粕谷厚生

27. 閉会の挨拶

東北大学金研 川添 良幸
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マルチフェロイクスの材料科学と設計
弘前大・理工 古屋泰文 東北大・金研 井上明久
１．はじめに
状況検知（センサ）ĺ情報処理・判断（プロセッサ）ĺ応答・駆動（アクチュエータ）機能を有する知
的構造では、構成材料自体もしくは構造システム全体として、環境（情報）変化などに対応した形態をと
りうる能動応答型の機能発現が求められる。
このような次世代的な機械構造物を実現させるためには、リアルタイムで機械部品や構造物に加わる環
境要素（外部応力・温度など）の変化を検知し、かつその内部で進む構造変化や損傷劣化状態を外部に知
らせることが出来る、さらには構造物の形状変化や損傷・き裂の修復機能を有するようなセンサ・アクチ
ュエータ機能を併せ持つインテリジェント/スマート機能素子の開発が必要であり盛んに進められている。
センサ・アクチュエータ材料の要素材料に期待されているキーテクノロジの一例として TiNi などに代表
される変形後にある一定の温度以上に加熱すると元の形状に回復する性質をもつ形状記憶合金(Shape
Memory Alloy)がある。
TiNi 系形状記憶合金の高性能化に関する研究において、Kajiwara(NIMS:2002 年)らは、スパッタ蒸着 Ti
過剰 TiNiCu アモルファス薄膜を低温熱処理することで、TiNiCu 薄膜内に bct 板析出物を生成し、機械的特
性および形状記憶特性に優れた形状記憶合金薄膜を作製できることを報告した[1]。
これまでに本研究室では医療などになどへの応用を考え、同様の金属組織形態を有するアモルファス急
冷凝固薄帯を作製した。アクチュエータ材料の高性能化を目的とした場合、急冷凝固法を用いた工業材料
は薄膜よりも大きな出力が取り出せるので非常に魅力的である。
２．研究経過
これまでに単ロール型急冷凝固法を用い、スパッタ法とほぼ同じ程度の引張り強度が得ることが可能な
Ti 過剰な TiNiCu 系合金アモルファス薄帯の作製に成功している[2]。
Ti54Ni40Cu6 [at.%]の組成の薄帯を作成し、諸特性を調べたところ、アモルファス化を確認できたが、低温
熱処理後の試料は非常に脆かった。X線構造解析結果より、脆さの原因と考えられる結晶Ti2Niの結晶ピー
クを確認した。この結晶の発生を制御するためには、合金組成のTi濃度を減少させることにより可能であ
る。よって今回の研究では、Cu添加率を一定にした状態でTi組成を 1.0 at.%ずつ添加量を変化させ、Ti過剰
形状記憶合金の組成依存について調査することを目的としている。
３．研究成果
Ti51-Ni43-Cu6[at.%]、Ti52-Ni42-Cu6[at.%]と Ti53-Ni41-Cu6[at%]の組成になるよう 3 種類の試料を秤量し、
アルゴン雰囲気中でプラズマアーク溶解装置〔東栄科学産業社製： TIG400F〕を用いて合金インゴットを
作製した。これを、石英管内に入れ、アルゴンガス雰囲気中で液体急冷凝固装置を用いて、試料を高周波
溶解し、 アルゴンガス圧力でロールの回転数 5000rpm の回転銅ロール上に吹き付けて、各組成の急冷凝固
薄帯試料（厚さ＝13ȝm～15ȝm, 幅＝1mm, 長さ＝数ｍ）を作製した。その後 EPMA( Electron Probe Micro
Analyzer)により定性・定量分析を行い組成を確認した。
結晶構造については、粉末 X 線回折装置〔マック・サイエンス社製: M18XHF-SRA〕用いて、作製した
薄帯試料のアモルファス化と熱処理後の薄帯の結晶化について検証した。
示差走査型熱量計[セイコーインスツルメンツ社製：DSC6200]（以下 DSC と記す）を用いて、試料の結
晶化温度(Tc)と、熱処理後の薄帯の変態点について調べ、比較した。DSC の変態点の測定温度範囲は
423[K]ĺ203[K]（冷却）ĺ423[K]（加熱）で測定し, 温度上昇率＝10K/min とした。熱処理は、Tc-40[K]の
温度で 2.5h をおこなった。
また一定温度下（Af+10[K]）において,小型引張試験機[米倉製作所社製：高温小型引張試験装置]を用い
て引張破断試験を行い、機械的特性について評価した。
Fig.1 に熱処理前の急冷凝固薄帯の X 線構造解析結果を示す。全ての試料で一部結晶化が見られた。しか
し Ti 濃度が上昇するにつれ結晶ピークは減少していき、アモルファス化が進行していることがわかる。
次に Fig.2 に DSC による結晶化温度の測定結果を示す。Ti51Ni43Cu6[at.%]で 784[K]、Ti52Ni42Cu6[at.%]
では 758[K]、Ti53Ni41Cu6[at.%]では 741[K]となり、Ti 過剰になるにつれて、結晶化温度の低温化傾向が見
られた。
Table 1 に各試料の変態点を示す。それぞれに吸発熱ピークが見られることにより形状記憶特性を確認し
た。Ti 量増加に伴い、温度ヒステリシスの減少が見られた。
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Fig.2 に各試料の一定温度下（Af+15K）での引張試験結果を示す。グラフは破断強度および破断伸びをプ
ロ ッ ト し て い る 。 3 つ す べ て の 試 料 が 約 1000MPa を 越 え る 強 度 を 示 し 、 Ti52Ni42Cu6[at.%] と
Ti53Ni41Cu6[at.%]では 1400MPaを超えた。特にTi53Ni41Cu6[at.%]では、歪が 10%を超え、高強度を示した。
去年の研究データより、Ti54Ni40Cu6[at.%]では 5%で約 1000MPaであり、低くなっている。これは、脆さ
の原因になっているTi2Niの析出によるものと考えられる。
Table 1: DSC measurement of samples.
Intensity [arb.unit]

As[K] Af[K] Ms[K] Mf[K] ⊿t[K]
Ti50.8Ni43.1Cu6[at.%]
Ti52.3Ni41.6Cu6[at.%]
Ti53.3Ni40.6Cu6[at.%]

30

40

50

60

70

80

Ti50.8Ni43.1Cu6[at.%]

262

285

260

244

41

Ti52.3Ni41.6Cu6[at.%]

292

299

285

268

31

Ti53.3Ni40.6Cu6[at.%]

280

288

269

260

28

90

Fig.1: X-ray diffraction patterns of as-spun samples.
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Fig.2: Tensile stress and elongation of annealed samples,
experiment temperature is Af+15[K],
４．まとめ
Ti 過 剰 形 状 記 憶 合 金 の 研 究 に お い て 、 Ti,Ni 含 有 量 が 異 な る 3 種 類 の 合 金
（Ti51-Ni43-Cu6[at.%],Ti52-Ni42-Cu6[at.%],Ti53-Ni41-Cu6[at%]）で液体急冷凝固法を用いて薄帯を作製し,
諸特性を調査した。以下にまとめを示す。
(1)Ti 濃度が上昇するにつれ結晶ピークは減少していき、アモルファス化が進行していることを確認したが、
Ti 濃度が 51～53 [at.%]では完全なアモルファス薄帯を得ることはできなかった。完全にアモルファス化す
るには Ti 濃度が 54 [at.%]以上必要となる。
(2)各試料とも 1000MPa 以上の高い破断強度を確認した。特に Ti53-Ni41-Cu6[at%]に関しては破断強度が
1400MPa、破断伸びが約 10%と非常に高い機械的特性を確認した。
５．参考文献
[1] K.Yamazaki,S.Kajiwara,T.Kikuchi,Kogawa and S.Miyazaki:ICOMAT-2002, Jun
[2] 横山雅則: 平成 16 年度弘前大学大学院理工学研究科知能機械システム工学専攻課程修士論文, 2004.
６．発表（投稿）論文
未発表（日本金属学会２００６年秋期大会発表予定）
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4 族半導体混晶による低温多結晶膜形成とその電気伝導特性に関する研究
東北大・金研 中嶋 一雄、宇佐美 徳隆
山梨大・大学院医工総合 中川 清和、有元

１．

圭介

はじめに

軟化温度の低い安価なガラス上に、高移動度を有する多結晶4族半導体を低温で形成する技術が開
発できれば、大面積のガラス基板上に平面ディスプレイ用の薄膜トランジスタのみならず、その駆動
回路や論理回路、メモリ、さらには太陽電池など極めて広範な応用が開ける。
２．

研究経過

半導体薄膜低温形成技術開発を目指して、ガラス基板上に固体ソース分子線成長法で堆積した非晶
質4族半導体の固相成長に関する研究を行い、現在までに以下のことを明らかにしてきている。
1. 融点が低いGeをSiと同時にガラス基板上に堆積させ、非晶質SiGe膜を形成することで、固相成長
温度は低下する。
2. ホール移動度、電界効果移動度はGe濃度と共に増加し、Ge濃度30%程度で最大となり、これ以
上のGe濃度増加は急激な移動度低下となる。
3. SiGe薄膜上のpn接合のリーク電流はGe濃度と共に増加する。
３．

研究成果
固体ソースMBE法を用いてSiO2上に堆積した非晶質SiGeを窒素雰囲気中でアニールし多結晶化させ
た半導体膜(SPC-Poly-SiGe)と、東北大学金属材料研究所 中嶋・宇佐美研のガスソースMBEでSiO2上
に堆積した多結晶膜(GSMBE-Poly-SiGe)の電気的、構造的比較を行った。その結果、
SiGe 薄 膜 上 の pn 接 合 の リ ー ク 電 流 は Ge 濃 度 と 共 に 増 加 す る が 、 SPC-Poly-SiGe に 比 べ
GSMBE-Poly-SiGe では増加量は少なく、高濃度 Ge 薄膜でも良好な特性を保っている。リーク電流の違
いは、電顕観察から粒径の違い、すなわち粒界領域の質・量の違いによるものと理解される。
図 断面STEM観察結果。
(a)SPC（固相成長法）によ
る 多 結 晶 Si0.75Ge0.25 膜 。
(b)GSMBE （ ガ ス ソ ー ス
MBE ） に よ る 多 結 晶
Si0.7Ge0.3膜。

(a) SPC-Si0.75Ge0.25

(b) GSMBE-Si0.7Ge0.3

４． ま と め
• SPC-SiGe では結晶核がランダムに発生し、膜中にランダムな結晶粒が形成されている。
• GSMBE-SiGeではSiO2上に結晶核が発生し、そこから結晶成長するためコラム状の結晶粒が形成され
ている。
• 結晶粒径は SPC-SiGe では極めて小さいが、GSMBE-SiGe では 50nm 以上の結晶粒が形成されている。
• 以上の粒の形状、粒径の違いに FET のドレーンリーク電流が依存していると考えられる。
• GSMBE 膜の成長条件を最適化し一層の低温膜形成を行い、表面荒れを CMP 法で平坦化することで、
高移動度 TFT 用薄膜形成技術へと発展させる。
５．

発表（投稿）論文
(1) “Transport Properties of SPC-Poly SiGe Crystallized at 700C and GSMBE-Poly SiGe Grown at 600C.” M.
Mitsui, K. Arimoto, J. Yamanaka, K. Nakagawa, K. Sawano, N.Usami, Y. Shiraki, 4th International
Conference on Silicon Epitaxy and Heterostructures 2005/5/23-26, Awaji Lsland, Hyogo, Japan.
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太陽電池用加工半導体結晶の X 線による評価手法の検討

京都大・国際融合創造センター

奥田 浩司

１．

東北大・金研

中嶋

一雄

はじめに
本研究は太陽電池をはじめとする種々の応用が期待される、Ｓｉ加工単結晶ウエハの結晶性を
Ｘ線回折によって明らかにすることを目的とした共同研究である。 型押し加工によってＳｉの単結
晶ウエハを半球状に塑性加工することが可能であることは中嶋らによって昨年度に示されている。
このような加工結晶を太陽電池に応用することにより、反射光の 2 次利用を容易にするなどの効率化
を図ることが期待される。 しかしながら、Ｓｉウエハのようなほぼ無転位の材料について開発され
た太陽電池技術が、相当量の転位が蓄積される塑性加工された結晶でも十分利用可能であるのか、と
いう観点からは、加工プロセスによる湾曲結晶の結晶性など、加工結晶の特性を定量的に評価してお
くことが検討の前提条件として必要である。
このような背景から、本申請ではＸ線回折法を用い、球面加工を施したＳｉ単結晶ウエハの結
晶性やＸ線的な結晶面の曲率を評価した。 試料としては片面鏡面仕上げのＳｉウエハの加工によ
り、半径が数ｃｍから１０ｃｍの球面に塑性変形された試料を用いた。
２．
研究経過
Ｓｉ単結晶単結晶の球状塑性変形が高温加圧変形で実現されていることはこれまでの形状観
察から明らかにされている。 しかし球面形状が微視的な組織としてどのような特徴を持つかについ
ては不明であった。 例えばマクロ形状として球面状の塑性変形が実現されていても、それが単結晶
状態を保ったまま、均一な転位分布によって曲げ歪が緩和されたことによるのか、セル組織を形成し
ているのか、あるいは再結晶により集合組織を持つような形態かを実証するデータがなかった。 転
位分布や内部のひずみ、再結晶粒の存在など
は直接電子のモビリティーに影響する重要な
因子であり、応用を目指したＳｉウエハの加
工プロセス設計には必須の情報である。 ま
ず加工結晶が単結晶状態を維持しているかど
うか、またその結晶性についてチャネルカッ
トモノクロメータを用いた平行Ｘ線光学系に
よる評価を行った。ビームサイズは 0.1ｘ0.5
ｍｍにスリットで整形し、ωスキャンにより
回折角度シフトと半値幅を測定した。
３．
研究成果
図 1 はこのようにして得られたＳｉ333
回折ピークのωスキャンによるシフトと、回
図 1 曲率半径 100ｍｍの球殻および円
折半値幅を示している。回折ピーク位置が結
筒状Ｓｉの 111 面の曲率によるピークシフト
晶中心からビームの当たる位置Ｘがずれるに
つれて規則的にシフトしていることから、球面加工した試料は常に 111 面を球面の面垂直方向に向け
た「単結晶」状態を維持しており、その回折半値幅が約 0.1 度程度と比較的良好な結晶性を維持して
いることが明らかとなった。 しかしながら、これは理想的なＳｉウエハの回折半値幅と比べると 10
倍以上の値であり、そのまま無転位ウエハの電子デバイスで想定される応用に転用できるとは考えら
れない。 今回は試料の供給の問題で残留応力測定にまでは至らなかったが、これらの測定を含めた
解析により、変形を担っているひずみ成分の詳細な理解が可能になると期待される。
４．
まとめ
高温加圧球面加工Ｓｉの格子面曲率/結晶性のＸ線による評価をおこなった。残留ひずみを含めた定
量解析が今後の課題である。
５．
発表（投稿）論文
"Si wafers having one- and two-dimensionally curved (111) planes examined by
X-ray diffraction" H.Okuda, K.Nakajima, K.Fujiwara and S.Ochiai, J. Appl. Cryst.,
accepted for publication. (2006.)
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単層カーボンナノチューブなどを用いた電子およびスピンデバイスの研究

大阪大学大学院基礎工学研究科
１．

白石誠司

東北大金研

竹延大志

はじめに

単層カーボンナノチューブ(SWNT)はその特異な擬 1 次元構造や電子物性などから、将来の分子エレク
トロニクス・分子スピントロニクス分野における枢軸的役割を担うと期待されている分子材料である。
報告者らはこれまでに SWNT 内部空間への有機分子内包による極性制御の成功(Nature Mat.2,633(2003).)、
SWNT 薄膜を FET のチャネルに用いた新奇高性能 FET の開発(CPL394,110(2004).)、SWNT への水素分子
吸着現象の物理化学的解明(CPL など 3 件)など数多くの業績を上げることに成功してきた。今回、その共
同研究を発展的に進めるために、SWNT 薄膜 FET 技術と SWNT の極性制御技術とを融合し SWNT 電子
素子の高機能・高性能化を実現しながら、その知見を分子スピン素子作製に応用することで分子スピン
物理という新領域を開拓・創成することを研究の目的とした。
２．

研究経過

白石は金属材料研究所を何回か訪問し、共同研究者である金研・竹延博士との綿密な研究計画のディ
スカッションを重ねた。特に阪大・東北大・北陸先端大 3 グループ共同による SWNT 電子素子・スピン
素子テーマの議論を通じて、下記のような大きな成果を挙げることに成功した。また東北大グループの
所有する装置利用を通じて分子スピン素子向け磁性材料の検討や SWNT-FET 特性向上に向けたプロセス
検討など広範な領域において共同研究を遂行し有益な知見を多くえることができた。
３．

研究成果

以下に今年度の成果を記す。達成した成果は以下の通りとなり、(A)金属的 SWNT の選択的除去による
SWNT 薄膜 FET の高性能化において他の有機 FET と同等ないし凌駕する素子特性を達成(T.Fukao et
al.,JJAP 投稿中)、さらに竹延は flexible 素子の試作にも成功（T. Takenobu et al., Appl. Phys. Lett. accepted.）
、
(B)キャリア制御された SWNT-FET の創成と動作特性の解析(M.Shiraishi et al. Appl. Phys. Lett. 87, 93107
(2005)., T. Takenobu et al., Adv. Mater. 17, 2430(2005)., S. Nakamura, M. Shiraishi, T. Takenobu et al., Appl. Phys.
Lett. 投稿中)、(C)laser 蒸発で作製された高品質高純度 SWNT のキャリア散乱長の見積もり(K. Matsuoka,
M. Shiraishi et al. Chem. Phys. Lett. accepted)の３つの大きな成果をあげることができた。特に③は SWNT
スピン素子創成に必要な SWNT の品質評価の成功と素子サイズの最適化の両面でスピン素子研究にも大
きく貢献できる成果であった。さらに現在進行中のテーマでありかつ近未来に成果がまとめられると思
われるものに、(D)分子内包などでキャリア制御した SWNT の電子構造変調の表面電位法による解析、(E)
ドープ量の制御による金属/SWNT 界面のショットキー障壁の変調効果、(F)熱アニール処理による
SWNT-FET 素子の特性向上などがあるが、これらの成果は来年度への継続テーマとした。また成果発表
には至っていないもののスピン素子向けの電極材料の評価などスピン関連の研究も着実に進められてい
る。
４．
ま と め
本共同研究を通じて SWNT 電子素子の面では報告者らの提案する新奇 SWNT-FET は依然として世界一
の特性・性能を維持している。さらに極性制御やデバイス物理など当該分野における広範かつ有益な知
見を得ることに成功した。また SWNT における電子散乱長の見積もりからスピン素子に必要な素子構造
の決定にも成功した。
５． 発表（投稿）論文
K. Matsuoka, H. Kataura and M. Shiraishi, “Ambipolar single electron transistors using side-contacted
single-walled carbon nanotubes”, Chem. Phys. Lett. 417 (2006), 540.
M. Shiraishi, S. Nakamura, T. Fukao, H. Kataura, T. Takenobu and Y. Iwasa, “Carrier injection control in
Tetracyano-p-quinodimethane encapsulated carbon nanotube transistors”, Appl. Phys. Lett 87 (2005) 93107.
T. Takenobu, T. Kanbara, N. Akima, T. Takahashi, M. Shiraishi, K. Tsukagoshi, H. Kataura, Y. Aoyagi and Y. Iwasa,
“Solution processed control of carrier density in carbon nanotube transistors”, Adv. Mater. 17 (2005) 2430.
S. Nakamura, M. Ohishi, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura and M. Shiraishi, “Band structure modulation of carrier
doped random-network nanotube transistors”, Appl. Phys. Lett. in submission.
M. Shiraishi, T. Takenobu, Y. Iwasa and H. Kataura, “Recent progress in solution-processed random network
single-walled carbon nanotube transistors”, J. Nanosci. and Nanotech., (invited article) in submission.
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酸化物半導体の多機能化に関する研究
山梨大院・医工 松本 俊、鍋谷 暢一、

東北大・金研 八百 隆文

１． はじめに
ZnO をはじめとする酸化物半導体は、禁制帯幅が他のⅢ-Ⅴ族およびⅡ-Ⅵ族化合物半導体に比べて大きいため可視
から紫外域で動作する光デバイス材料に適している。本課題では酸化物半導体である ZnO をベースとして多機能性を
創造することを目的とし、透明・希薄磁性半導体の作製とその電気・光学・磁気特性の評価、および ZnOTe 混晶半導
体の作製と多重バンド間遷移の制御に関する研究を行う。
２． 研究経過
Ⅱ-Ⅵ-O 型混晶の特長として、微量の O を添加することでバンド構造を大きく変化させることが挙げられる。これ
までに ZnSeO や ZnSSeO 、ZnTeO 混晶を GaAs 基板上に成長し、その構造、光学特性評価から、電気陰性度の大
きな O が母体結晶のバンド構造に与える影響を調べてきた。ZnTe/GaAs は約 8%の格子不整合度があるため、ZnTeO
成長層の結晶性は基板との界面に発生する欠陥によって支配される。本報告では ZnTe 基板上に ZnTeO を成長し、
GaAs 基板上の場合と比較を行い、ZnTe 結晶格子中の孤立酸素および酸素クラスタに起因する発光帯を調べた。
３． 研究成果
MBE に よ り 成 長 を 行 っ た 。 基 板 に は ZnTe(001) お よ び

成長した試料をHe-Cdレーザ(325nm)で励起したPL スペクトルで
ある。O組成は 0.3%以下である。すべてのO2流量で、GaAs 基板
上の試料に比較してZnTe基板上の試料のPL強度は大きく、ZnTe
基板を用いることによりホモエピタキシーに近い状態になって成長
層の結晶性が向上したと考えられる。1.90eVと 1.75eV付近に二つ
の発光帯が見られる。前者は孤立酸素に捕らえられた励起子による
発光(NPL)とそのフォノンレプリカから成る発光帯(single-O band)
である。後者はO2流量の増加とともに増大することから酸素クラスタ
に捕らえられた励起子による発光とそのファノンレプリカによる発光
帯(OC band)と考えられる。single-O bandのゼロフォノン線より低エ

PL Intensity[a.u.]

さはおよそ 700nmである。RHEEDにより相分離が起きていないこ
とを確認した。図 1 は異なるO2流量でGaAsおよびZnTe基板上に

NPL

on ZnTe
on GaAs
0.8ccm

GaAs(001)面を用いた。成長温度は 300℃とし、ZnTeO成長層の厚

0.6ccm
0.4ccm
0.2ccm
0.08ccm
0.016ccm
single-O
band

OC band

1.6

1.7

1.8

1.9

Photon Energy[eV]

2.0

図１ ZnTeO の PL スペクトル。

ネルギーのレーザ光による励起に対してもOC bandは観測された。
４． まとめ
ZnTe 基板上に高品質 ZnTeO エピタキシャル結晶を成長し、ZnTe 結晶中の孤立酸素および酸素クラスタに捕らえ
られた励起子とそのフォノンレプリカの発光を観測した。PL 励起波長を変えて孤立酸素および酸素クラスタの発光を
分離できた。
５． 発表（投稿）論文
”Epitaxial growth and optical investigation of ZnTeO alloys”, Y. Nabetani, T. Okuno, K. Aoki, T. Kato, T.

Matsumoto and T. Hirai, psys. stat. sol. 投稿中
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GaInNAs／GaAs 量子井戸構造の GaAs 基板方位による効果
弘前大・理工 高橋大介、真下正夫

東北大・金研 森貴洋、八百隆文

１ はじめに
現在光通信用レーザーダイオード(LD)はInP基板に活性層としてInGaAsPが使われているが、
伝導帯のバンドオフセットが小さいため高温動作時に特性が大きく劣化する問題がある。最近
その温度特性を改善するため、GaAs基板を用いたGaInNAs/GaAs系の量子井戸（QW）活性層による
長波長LDの開発が進められている。本研究ではGaInNAs/GaAs系LD開発のための基礎的検討とし
てGaNAs/GaAs系を取り上げ、GaAs/GaNAs/GaAs単量子井戸(SQW)構造をMBEにより作製し、光学特
性を評価した。一般にGaAs(111)A極性面成長は通常用いられる（001）面成長とは異なる特徴を
もち、GaNAs/GaAs系でもGaAs(001) 基板と比べてGaAs(111)A では窒素が多く混入できると言わ
れ１）、本研究でも両基板を用いて比較検討を行った。

２ 研究経過
MBE 装置を用いて GaAs 基板に 2,4,6ML-GaNAs/GaAs(111)A SQW 構造と 2ML-GaNAs/GaAs(001)SQW
構造を作製した。GaNAs 層成長時は RF プラズマセルを用いて窒素を添加した。GaAs 基板に
GaNAs/GaAs SQW 構造を成長するにあたっては、RHEED 観察により最適な成長条件のもとで良好な
結晶性や表面平坦性を維持することができた。得られた GaNAs 層中の窒素成分は XRD 測定によ
り推定した。その結果、窒素成分は GaAs(111)A 基板の場合 2.77%であり、GaAs(001)基板では
2.43%であった。GaNAs/GaAs SQW 構造の光学特性は PL 測定により評価した。また、SQW 試料は成
長後 600℃で 1 分間のアニール（Rapid Thermal Annealing:RTA）を行い、それによる SQW 構造
の光学特性の変化を調べた。

３ 研究成果
図１は 2,4,6ML-GaNAs/GaAs(111)A SQW構造の低温（10K）PLスペクトルを示す。図の中で
2ML-GaNAs/GaAs SQWのPLピーク強度は 1/100 で示してあり、層厚とともに著しく強度が減少する
ことがわかる。この強度減少は窒素添加によって導入された各種欠陥に起因すると考えられる。
図２は 2ML-GaNAs/GaAs(111) A SQW構造からのPLスペクトルの温度依存性である。測定温度の上
昇とともに急激な発光強度の減少を示し、量子井戸内の励起子による発光と考えられる。図３は
2ML-GaNAs/GaAs(001)SQW構造からのPLスペクトルの温度依存性である。図２と同様な温度依存性
を示し、励起子発光と考えられる。ただし、主ピークの低エネルギー側に小さいピークが観察さ
れる。これは窒素添加によって発生した欠陥による準位に束縛された励起子による発光２）と考
えられる。
SQW 構造の RTA に対し、(001) SQW からの発光強度はほとんど変化しなかったのに対し、(111)A
SQW からの発光強度は RTA 後に 100 倍近く強度が増大した。一方、(001)SQW では束縛励起子から
の発光は減少した。これは GaNAs 層を成長させたときに導入される窒素由来の欠陥が、
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GaAs(111)A 基板では非発光再結合中心となりやすく、GaAs(001)基板では励起子を束縛する準
位になりやすいことを示していると考えられる。
図４は RTA 後の 2ML-GaNAs/GaAs(111) A SQW と 2ML-GaNAs/GaAs(001)SQW との PL 強度の比較を
示す。RTA によりいずれの SQW も欠陥を回復するが結果的に(111) A SQW が(001)SQW より PL 強
度において優位性を示した。

図１ 2,4,6ML-GaNAs/GaAs(111)A SQW 構造

図 2 2ML-GaNAs/GaAs(111)A SQW 構造から

からの低温(10K)PL スペクトル

の PL スペクトルの温度依存性

図 3 2ML-GaNAs/GaAs(001) SQW 構造からの

図 4 RTA 後の 2ML-GaNAs/GaAs(111)A SQW
構 造 お よ び 2ML-GaNAs/GaAs(001)

PL スペクトルの温度依存性

SQW 構造からの PL スペクトル
4 まとめ
GaNAs/GaAs SQW 構造の低温（10K）PL 測定では量子井戸からの励起子発光が観測され、
GaAs(001)基板よりも GaAs(111)A 基板の上の SQW のほうがアニール（RTA）による発光強度の改
善は著しく大きいことが判明した。その結果、RTA 後の PL 強度は後者が優位となった。

文献
1)S.Blanc, et al: Solid State Electronics 47,395(2003)
2)S.Z.Wang, et al:J.Cryst.Growth 255,258(2003)
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蛍光Ｘ線ホログラフィーによる希薄磁性半導体Zn1-xMnxTeの局所構造解析

広島市大・情報 八方直久、藤原真、堀居賢樹、
広島工大・工

細川伸也、尾崎徹

東北大・金研

林好一


１はじめに
三元系の混晶Zn1-xMnxTeは、特異な磁気的・磁気光学的な性質によって古くから精力的に研究されてきた、いわ
ゆる希薄磁性半導体のうちの一つである。磁性体と半導体の中間相とされるこの物質群のさまざまな物性は、組成
を変化させることにより制御することが可能である。このZn1-xMnxTeの原子配列は、閃亜鉛鉱構造の中で、磁性イオ
ンであるMn2+がランダムにZn2+イオンと置き変わっていると考えられていた。この推論は、格子定数がMn濃度に比
例して変化する（Vegard則）というＸ線回折実験 [1] に基づいている。しかしながら、X線吸収微細構造（XAFS）の
測定からは、x = 0.65 までの広い組成範囲で、Mn-Te (0.272 nm)、Zn-Te (0.264 nm) 結合の長さは組成にほとんど
依存しない（Pauling則）という結果が導かれた [2]。この一見矛盾する結果から生まれる新たな疑問は、大きな
MnTe4四面体がどうやって小さなZnTe4四面体でできた格子のなかに入り込んでいるのだろうか？という自己秩序化
についてである。
この疑問を解決するために、我々は、これまでにSPring-8 のBL37XUにてZn0.4Mn0.6TeのMn-Kα蛍光Ｘ線ホログラ
フィー（XFH）の実験を実施した。XFHは、特定元素のまわりの三次元的な原子配列を決定することのできる新しい
局所構造解析法である。せいぜい第２、３近接原子までの一次元的な情報しか得られないXAFSと比較すると、大き
な距離範囲（最近では最大第７近接まで）での原子配列を三次元的に明らかにすることができるという特色を持つ
[3]。このSPring-8 のXFH実験の結果から、最近接、および第三近接に位置するTe元素のイメージが、おおよそ閃
亜鉛鉱構造で推測される位置にはっきりと認められた [4]。これはTe陰イオンが、ゆがまずに非常にしっかりとした
副格子を形成していることを示している。しかしながら、第二近接に存在するはずのZnあるいはMn原子像は認めら
れなかった [4]。このことからZn、Mn陽イオンの副格子に非常に大きな歪みがあることが推測されるが、断定するた
めにはZnおよびTeの周りの情報が不可欠となる。そこで本年度は、まず、その内のZnの周りの局所的な原子配置
を定量的に明らかにするためにZn1-xMnxTe単結晶のZn-Kα XFHの測定を行った。
[1] D. R. Yorder-Short et al., J. Appl. Phys. 58, 4056 (1985). [2] N. Happo et al., J. Phys.: Condens. Matter 8, 4315
(1996). [3] K. Hayashi et al., Nucl. Instrum. Met. Phys. Res. B 196, 180 (2002). [4] S. Hosokawa et al., Jpn. J. Appl.
Phys. 44, 1011 (2005).

２．研究経過
Zn-KǩⰯశ㨄✢ࡎࡠࠣࡈࠖߩ᷹ቯߪޔ2005 ᐕ 10 ߦ㜞ࠛࡀ࡞ࠡടㅦེ⎇ⓥᯏ᭴‛⾰᭴ㅧ⑼ቇ⎇
ⓥᚲPhoton Factory㧔KEK-PF㧕ߩࠨࠫ࠲࡞㓸శ㧞⚿᥏ಽశࠗࡦBL-3Aߦ⸳⟎ߐࠇߡࠆ㧟ゲ㧠X✢࿁
᛬⸘ࠍߞߡⴕߞߚޕ᷹ቯߦ↪ߚ⹜ᢱߪࡉ࠶ࠫࡑࡦᴺߦࠃࠅߒߚZn0.4Mn0.6Teߢޔන⚿᥏ߩ(110)
㕙ࠍಾࠅߒߦߎߘޔ㨄✢ࠍߒߚޕX✢ߩࠛࡀ࡞ࠡߪ 11.0㨪13.0 keVߩ▸࿐ࠍ 0.5 keVೞߺߢᄌ
ൻߐߖߚޕߐࠇࠆZn-KǩⰯశ㨄✢ߪޔ╴ᒻࠣࡈࠔࠗ࠻ಽశེࠍ↪ߡಽశ㓸శߒޔ㜞ㅦߩࠕࡃ
ࡦࠪࠚࡈࠜ࠻࠳ࠗࠝ࠼ߢᬌߒߚޕ0q҅ ǰ҅ 70qޔ0q҅ Ǿ҅ 360qߩⷺᐲ▸࿐ࠍ ࠇߙࠇߘޔ1qߣ 0.5q
ೞߺߢࡎࡠࠣࡓࡄ࠲ࡦࠍᓧߚߩߟ৻ޕᾖ㨄✢ࠛࡀ࡞ࠡߢߩࡎࡠࠣࡓߩ᷹ቯߦߪ⚂ޔ㧤ᤨ㑆ࠍⷐ
ߒߚޕ2005 ᐕ 12 ߣ 2006 ᐕ 2 ߦ᧲ർᄢቇ㊄ዻ᧚ᢱ⎇ⓥᚲߦߡޔᨋᅢ৻ഥᢎߣߩหᬺߢޔ生デ
ータからのホログラム信号の抽出、原子像の再生などߩ⸃ᨆを行った。

３．研究成果
図１に入射Ｘ線のエネルギーが 11.0keVの際に測定したZn0.4Mn0.6TeのZn-Kǩ XFHパターンを示す。Ｘ線定在波
線が鮮明に観測されており、良質なデータであることが分かる。Bartonのアルゴリズムを使った３次元フーリエ変換
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的データ処理を施して再生したZnߩࠅߩ(110)㕙ౝߩේሶࠗ
ࡔࠫࠍ࿑㧞ߦ␜ߔ⦡⌕ޕㇱಽߪߚࠇߐߛޔේሶ⟎ࠍ
␜ߔޕ㧗ශߢ␜ߒߚߩߪਛᄩߩZnర⚛ߩ⟎ޔ٤ශߪᲣߩ
ZnTe（閃亜鉛鉱構造）ߩ(ޔ110)㕙ౝߩZnߩࠅߩේሶ⟎ࠍ
␜ߔߩߎޕේሶߪޔ࿑㧝ߩ߽ߩࠍߘߩ߹߹න⚐ߦࡈࠛ
ᄌ឵ߒߚߛߌߢߪౣ↢ߢ߈ߕߦࡓࠣࡠࡎޔኻ⒓ᠲࠍⴕ
ቢో㕙߹ߢᒛߒߚߎߣߦࠃߞߡࠇߚ⯯߆ߟߊޕ
ߣᕁࠊࠇࠆାภ߇ࠄࠇࠆ߇ޔ最近接、および第三近接に位
置するTe元素のイメージが、おおよそ母体のZnTeで推測される
位置（○印）にはっきりと認められた。このことはMnの周りと同様
にZnの周りから見た場合もTe陰イオンが歪まずに非常にしっかり
とした副格子を形成していることを示している。しかし、第二近接
として存在するはずのZnあるいはMn原子像は、やはり認められ
なかった。このことからMn-Kǩ XFHの実験と同様に、陽イオンの
副格子に非常に大きな歪みがあることが推測される。この内容は、

࿑㧝 Zn0.4Mn0.6TeのZn-Kǩ XFHパタ
ーン。入射Ｘ線は 11.0keV

 年春季応用物理学関係学術講演会にて発表した[5]。今
後、シミュレーション結果との比較検討などの詳細な解析を行い、
J. Appl. Phys.に投稿する予定である。
[5] 「希薄磁性半導体Zn0.4Mn0.6TeのZn-Kǩ蛍光Ｘ線ホログラフィ
ー」、広島市大・情報1、広島工大・工2、東北大・金研3、八方直久
1
、木室潤一1、堀居賢樹1、尾崎徹2、細川伸也2、林好一3、
22p-ZH-16)

４．まとめ
希薄磁性半導体Zn1-xMnxTeのZnの周りの局所的な原子配置
を定量的に明らかにするためにZn0.4Mn0.6TeのZn-Kǩ XFHの測
定を行った。解析の結果から、Mn-Kǩ XFHの実験と同様に、Te
陰イオンが歪まずに非常にしっかりとした副格子を形成している
࿑㧞 Zn0.4Mn0.6TeのZn-Kǩ XFHより
こと、陽イオンの副格子に非常に大きな歪みがあることが推測さ
再生したZnߩࠅߩ(110)㕙ౝߩේ
れた。この予測を更に確かなものにして、このような混晶系のX線
ሶࠗࡔࠫޕ㧗ශߪਛᄩߩZnේሶޕ
回折とXAFSの矛盾の解消に終止符を打つためにはTeの周りの
٤ශߪޔᲣߩ閃亜鉛鉱型構造の
ZnTeߩේሶ⟎ޕ
情報を得るための実験が不可欠となると思われる。

５．発表（投稿）論文
 “Three-dimensional atomic image in diluted magnetic semiconducor Zn1-xMnxTe obtained by X-ray fluorescence
holography”, S. Hosokawa, N. Happo, K. Hayashi, T. Ozaki, Acta Cryst. A61, C387 (2005).
 “Atomic Image around Mn Atoms in Diluted Magnetic Semiconductor Zn0.4Mn0.6Te Obtained by X-ray
Fluorescence Holography, N. Happo, S. Hosokawa, K. Hayashi, T. Ozaki, K. Horii, Proc. Int. Conf. on X-ray
Microscopy (26-30 July 2005, Himeji), Conf. Proc. Ser. of Institute of Pure and Applied Physics, Japan (2006),
in press.
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次世代シリコン系ナノ材料の構造評価と機能解析
物材機構（NIMS）

関口隆史、深田

直樹、袁

暁利

東北大金研

伊藤

俊、高田九二雄

１． はじめに
シリコンは、半導体産業を支える基盤材料であるが、近年の加工技術の発展により、将来の可能性が大
きく広がっている。次世代 CMOS 材料として注目されている歪シリコンは、バルクシリコンのキャリア移動
度の壁を凌駕し、90nm プロセスに応用され始めている。また SGOI,SSOI といった酸化膜を介した薄膜シリ
コン系材料は、新しい素子設計を可能にしている。一方、シリコンナノ材料は、2010 年以降の新奇電子デ
バイスとして研究が行われている。また、シリコンは、電子応用以外にも、MEMS やフォトニック結晶の材
料としても用いられている。これらのシリコン材料の構造と機能の評価は、上記技術の発展には必要不可
欠のものであるが、対象がナノサイズになると、適当な評価方法が開発されていない。そこで、多様なシ
リコン材料を的確に評価する技術を確立することを目的として、電子顕微鏡による構造解析と、電子線誘
起電流による電気的機能評価を組み合わせて、現実の材料を評価する。さらに格子欠陥の発生や増殖を制
御するための、材料開発の指針を得る。
２． 研究経過
研究対象を、(1)歪 Si/SiGe 薄膜、(2)Si ナノ細線、(3)太陽電池用多結晶 Si、とし、物質・材料研究機
構で、試料の成長あるいは調達を行い、電子線誘起電流(EBIC)、顕微ラマン、原子間力顕微鏡（AFM）など、
電気的光学的機能測定を行った。東北大金研では、透過電子顕微鏡（TEM）によって試料の結晶構造を評価
して、機能が発現する原因を調べた。
３． 研究成果
(1) 歪 Si/SiGe 薄膜／欠陥発生のメカニズム
キャリア濃度や歪シリコン層の厚みを変えた試料を用意し、EBIC 像におけるミスフィット転位の見えや
すさを議論した。欠陥発生のメカニズムに関しては、TEM 観察によって Si ウエハ/SiGe 界面における転位
密度のばらつきを調べ、この不均一が歪 Si/SiGe 界面のミスフィット転位と貫通転位の大きな原因になっ
ているとの結論を得た。
(2) Si ナノ細線
レーザーアブレーションを用いた VLS 成長法で、多様な Si ナノ細線を成長させた。ラマン分光により格
子振動を調べ、TEM 観察により細線のサイズを測定した。これらの結果より、ナノ細線におけるフォノン
の閉じ込め効果を議論した。
(3) 太陽電池用多結晶 Si
EBIC 法により、多結晶 Si の粒界の中では、小傾角粒界(亜粒界)がキャリアの再結合中心として最も強く
作用することを見出し、TEM 観察から、小傾角粒界が刃状転位の集合体であることを明らかにした。さら
に、小傾角粒界の成長要因について考察した。
４． まとめと今後の課題
歪 Si/SiGe 薄膜の研究は、ミスフィット転位の発生のメカニズムを明らかにし、その回避法を提唱した
ことで完結した。Si ナノ細線は、応用に向けて、現在よりも均一性の良い試料で研究を行っていく必要が
ある。物質・材料研究機構では、平成 18 年度に CVD 装置を立ち上げ、形状や位置およびドーピング制御を
行った試料を作製することを予定している。今後は、個々のナノ細線において機能測定と構造測定を行う
ことを計画したい。
５． 謝 辞
材料の作製に協力していただいた、三菱住友シリコン(歪Si/SiGe薄膜)ならびにJFEスチール（多結晶Si）
に感謝いたします。
６．発表論文
平成 18 年に開催される国際Workshop、EDS2006(Halle,Germany)において、”Electron-beam-induced
current study of dislocations at the interface of strained Si/Si0.8Ge0.2”および、“ Small-angle grain
boundaries in multicrystalline silicon” の発表を計画している。
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研究課題名

原子層堆積法により製膜した酸化物半導体薄膜の物性評価
所属機関 高知工科大学総合研究所

名前 牧野 久雄

１ はじめに
酸化物半導体 ZnO は、原料の枯渇問題を抱える ITO 透明導電膜の代替や、透明トランジスタ、
励起子発光を利用した高効率発光素子など、次世代の半導体電子材料・発光素子材料として期待
されている。原子層堆積法（ALD 法）は、原料ガスを交互に供給することにより膜を原子層単位
で積層させていく製膜法であり、膜厚制御性や膜の緻密性に優れ、大面積化も容易である。また、
ALD 法による ZnO ドーピング技術が確立されれば、デバイス応用上の鍵となる価電子制御におい
て威力を発揮する可能性がある。本研究では、ALD 法による ZnO 薄膜作製プロセス、および、ド
ーピング技術の確立を目指している。
２ 研究経過
本年度は、ガラス基板上に無添加ZnO薄膜の作製を行った。ZnO製膜の原料としては、液体有機
金属（ジエチルZn）とH2Oを用い、キャリアガスでバブリングして原料ガスをプロセスチャンバ
内に交互に導入した。基板としては、４インチガラス基板を用い、基板温度、原料供給量等の製
膜パラメータを変化させながら一連のZnO薄膜試料を作製した。試料は、室温でのＸ線回折測定、
シート抵抗測定、ホール測定によって、結晶構造、電気的特性の評価を行った。
３ 研究成果
H2Oの供給量および成長サイクル数を固定し、ジエチルZn原料供給量を変化させると、供給量
の増加とともに膜厚が増加した。基板温度は 140℃である。この領域では、原料供給の上流側か
ら下流側に向けて基板上で膜厚が連続的に減少する。これは、成長表面の被覆率が十分でないこ
と、つまり供給される原料不足によると説明できる。さらに供給量を増加させると膜厚が変化し
なくなる領域が現れた。また、この条件下ではH2Oの供給量を増加させても膜厚が増加しないこ
とから、ALD成長に特有な自己停止機構によると考えられる。それを示唆するように膜厚・シー
ト抵抗ともに４インチ基板上で均一な膜が得られた。このときの成長速度は、１サイクルあたり
～1.5Åの成長速度を示す。また、薄膜の結晶構造は、結晶方位がランダムな多結晶膜である。
次に、無添加 ZnO 製膜の基板温度依存性では、基板温度約 140℃～170℃の範囲内で成長速度
が一定となった。その温度範囲以外では、成長速度は低下する台形型の変化を示す。高温度側の
成長速度の低下は、ジエチル Zn 原料の基板上での熱分解が影響している可能性があることが分
かった。
4 まとめ
本年度は、ＡＬＤ法により４インチガラス基板上へ無添加ZnO薄膜の成長を行った。その結果、
４インチ基板上で膜厚、シート抵抗ともに均一なZnO薄膜成長が実現された。しかし、そのとき
の抵抗率は 10-3Ωcm台と無添加ZnOとしては低抵抗であり（残留キャリアが多く）、今後、原料
およびプロセスを検討し、最適な製膜条件を追求していく。
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希土類－カルシウム－ゲルマニウム－酸素 4 元系新規化合物の探索と特性評価
東北大・学際セ 山根久典

東北大・金研

後藤 孝，増本 博，木村禎一，塗

溶

１．
はじめに
希土類元素を含む多成分系酸化物は、蛍光発光材料や機能性光学材料になる可能性があり、新たな化
合物の探索が望まれている。本研究では、Y－Ca－Ge－O系における新規化合物の探索を行った。その
結果、CaY2Ge4O12とCaY2Ge3O10、Ca1.2Y2.8Ge2O9.4新規化合物が見い出されたため、単結晶を用いてX線
構造解析を行うとともに、この系で生成する結晶相の相関係を明らかにした。また、新規化合物
CaY2Ge4O12とCaY2Ge3O10の希土類サイトをEu、Tbで置換した化合物の合成を試み、その特性を評価し
た。
GeO2

２．
研究経過
Y2O3、GeO2、CaCO3の粉末を出発原料として用い
た。これらを様々なモル比に秤量し、瑪瑙乳鉢で湿式
混合した。この混合粉末をペレット状に成形し、白金
板上で電気炉を用いて空気中で加熱した。CaY2Ge4O12
とCaY2Ge3O10 の単結晶は共にCa:Y:Ge=1:2:8 組成の
出発原料を 1573K、20h加熱して得られた試料から取
り 出 さ れ た 。 Ca1.2Y2.8Ge2O9.4 の 単 結 晶 は
Ca:Y:Ge=6:16:11 組成の出発原料を 2073K、0.5hの条
件下で焼成して得られた試料に含まれていた。これら
の単結晶を用いて、単結晶X線回折法とエネルギー分
散型X線分析（EDX）により、結晶の構造解析と組成
分析を行った。また分光蛍光光度計を用いてYのEuお
よびTb置換固溶体の励起・発光スペクトルを測定した。
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Fig.1 1473Kで生成したCaO－Y2O3－GeO2系化合物
の生成相系化合物の相関系

GeO4四面体
３．
研究成果
Fig.1 にCaO－Y2O3－GeO2系で生成する結晶相の相関系
を示す。X線構造解析の結果、CaY2Ge4O12は正方晶系の空
YO8 正四角反柱
間群P4/nbmで、CeMn2Ge4O12 やSrNa2P4O12 と同形構造で
あることが明らかになった。精密化した格子定数は a =
(Y0.5Ca0.5)O6 八面体
9.9951(3)、c = 5.0679(2)Å、Z = 2 であった。サイト占有率
b
を考慮した構造式はY(Y0.5Ca0.5)2Ge4O12で表される。GeO4
a
は頂点酸素原子を共有してGe4O12 四員環を形成している。
（Fig.2）
Fig.2 CaY2Ge4O12の結晶構造
CaY2Ge3O10の単結晶は、無色透明の板状結晶であった。
この結晶は、単斜晶系で空間群はP21/c、格子定数はa = 6.9060(8)、b = 6.8329(8)、c = 18.752(2)Å、β=
109.14(3)°、Z = 4 であった。Geはすべて酸素原子により 4 配位されており、３つのGeO4四面体が酸素
を共有してGe3O10基を形成している。
Ca1.2Y2.8Ge2O9.4は、斜方晶系で空間群がPnma、格子定数はa = 10.490(3)、b = 3.743(2)、c = 10.69(2)
Åであった。GeおよびGeと結合するO原子が原子サイトを統計的に占有するスプリットモデルで解析を
行った。結晶中、多くのGeO4四面体は酸素を共有してGe2O7基を形成しているが、局所的に孤立したGeO4
四面体が存在している場合もある。この結晶と類縁構造としてシリケートのCa2Y2Si2O9が報告されてい
る。
蛍光特性を評価したところ、Ca(Y1-xEux)2Ge4O12では、238nmの励起光でx=0.16 のときにEu3+から赤
色 615nmの赤色光の発光強度が最大になった。

４．
ま と め
希土類－カルシウム－ゲルマニウム－酸素の４元系において生成する酸化物を調べ、新規物質について
その組成と結晶構造を明らかにし、結晶化学的な特徴を考察行うとともに、それらの発光・蛍光特性を評
価した。
５． 発表（投稿）論文
"Synthesis and crystal structures of CaY2Ge3O10 and CaY2Ge4O12", H. Yamanea, R. Tanimura,
T.Yamada, J. Takahashi, T. Kajiwara, M. Shimada J. Solid State Chem. 179 (2006) 289-295.
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新規熱電変換遷移金属酸化物の合成
（名古屋大、東北大金研※）岩崎航太、後藤孝※、木村禎一※
Synthesis of Thermoelectric Transition-Metal Oxide
Kouta Iwasaki, Takashi Goto※ and Teiichi Kimura※

Department of Materials, Physics and Energy Engineering, Graduate School of Engineering,
Nagoya University, Nagoya 464-8603
※
Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai 980-8577
Key Words: Thermoelectric, Oxide, Single Crystal, Sr6Co5O15, Co-O chain,
Abstract: Rod-like single crystals of Sr6Co5O14.3 were grown by the flux method, and the electrical
conductivity (V), Seebeck coefficient (S) and power factor (VS2) were investigated in 300-900 K in
air to explore the potential as thermoelectric materials. The electrical conductivity of the
Sr6Co5O14.3 single crystal showed semiconducting behavior (260-9600 Sm-1 in 300-900 K). The Seebeck
coefficient was positive, and decreased with increasing temperature (280-140 PVK-1 in 300-900 K).
The power factor increased with increasing temperature (0.20x10-4-1.9x10-4 Wm-1K-2 in 300-900 K), which
was larger than that of other compounds in (A3Co2O6)m(A’3Co3O9)n series.
1. はじめに
CoO6 八面体が稜共有で配列したCo-O三角格子を有するNaxCoO2 や
Ca3Co4O9などの酸化物は高い熱電特性を示すことが知られている。こ
れらの化合物における高い導電率とゼーベック係数の発現はCo-O三
角格子に起因しており、Co-O間の結合が熱電特性に及ぼす影響に注目
が集まっている。
(A3Co2O6)m(A’3Co3O9)n [A,A’:Ca, Sr, Ba]はCa3Co2O6構造と 2H-BaCoO3
構造とから構成されるホモロガス化合物であり、CoO6八面体とCoO6三
角プリズムが面共有で配列したCo-O一次元鎖を有する。このシリーズ
においては、m/n比によりCoO6八面体とCoO6三角プリズムの配列様式や
Coイオンの平均原子価を制御することが可能である。本研究では、
(A3Co2O6)m(A’3Co3O9)nシリーズの一つであるSr6Co5O15 (m＝1, n＝1, 空
間群 R32 [1]) (Fig. 1)の単結晶、及び多結晶試料を合成し、その導
電率(σ)、ゼーベック係数(S)、出力因子(σS2)を評価した。
2. 実験方法
単結晶の育成はフラックス法により行った。K2CO3、SrCl2をフラッ
クスとして用い、これにCo3O4とSrCO3を加え、アルミナ坩堝を反応容
器とした。大気中において 1243 Kで 1 時間加熱後、0.3 K/hの速度で
1153 Kまで冷却し、単結晶を得た。多結晶試料は固相反応法により合
成を行った。SrCO3, Co3O4を原料に用い、Sr：Co＝6：5 の組成で混合
した試料を、1123 Kで 210 時間大気中で焼成を行うことでSr6Co5O15の
単一相を得た。導電率の測定（直流四端子法）、及びゼーベック係数
の測定は大気中 300-900 Kの範囲で行った。
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●学会発表リスト
Kouta Iwasaki, Tsuyoshi Ito, Masahito Yoshino, Tsuneo Matsui, Takanori Nagasaki, Yuji Arita (Nagoya U)
“Power Factor of Sr doped LaCoO3”
2005 MRS Fall Meeting, December 1, 2005, Boston, USA
Tamotsu Murase, Kouta Iwasaki, Tsuneo Matsui, Takanori Nagasaki and Yuji Arita (Nagoya U.)
“Electrical Conductivity and Seebeck Coefficient of Sr-Co-O Single Crystal”
International Symposium on EcoTopia Science 2005, ISET 2005, August 8, 2005, Nagoya, Japan
村瀬有、岩崎航太、松井恒雄、長崎正雅、有田裕二（名古屋大）
「Sr-Ba-Co-O 系単結晶の育成と出力因子」
日本セラミックス協会 2006 年年会（東京大学）、2006.3.14
岩崎航太、松井恒雄、長崎正雅、有田裕二（名古屋大）
「(La,Sr)CoO3の合成と出力因子」
日本セラミックス協会第 18 回秋期シンポジウム（大阪）、2005. 9. 27
岩崎航太、村瀬有、松井恒雄、長崎正雅、有田裕二（名古屋大）
「Co-O 一次元鎖を有する Sr-Co-O 系単結晶の育成と出力因子」
第 2 回日本熱電学会学術講演会（神奈川）、2005. 8. 22
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異方的超伝導体の新しいトポロジー効果

北海道大学・工学研究科 浅野泰寛

１．

はじめに（１から 5 まで１０ポイント）
超伝導の対称性を特徴付ける秩序関数の振幅は準粒子の励起エネルギーに現れるギャップに相

当し，その位相（符号）の変化の仕方によって様々な対称性が分類される．超伝導の対称性として
ｐ波に属する一群の超伝導体のクーパー対はスピン自由度を持っており，ジョセフソン接合を作っ
た場合スピンが流れる可能性がある．この事実は 80 年代の初めから指摘され，超流動ヘリウム３
における実験によって検証されていた．しかしながら，スピン流の性質やその特性は非常に素朴な
現象論の理解を超える事はなかった．

２．

研究経過
我々は，BCS 平均場近似に基づいて微視的にスピン流を計算する公式を導出し，それをジョ

セフソン接合に適用しスピン流の性質を微視的に理解する枠組みを構築してきた．何らかの理由で
スピンを反転させるポテンシャルがない場合にはスピン流は一義的に定義され，その基本的な性質
を理解する事が出来た．

３．

研究成果
以前から指摘されてきたように，二つのスピン 3 重項超伝導体の，ｄベクトルが互いに平行

に揃っていない場合にスピン流が流れる事を，微視的な理論から確認した．それと同時に我々の研
究によってスピン流の振る舞いを定量的に予測する事が出来た．さらにトポロジカルな実空間構造
を持つ p 波超伝導体に導いた公式を適用したところ,スピン流の方向を外的パラメータによって変
えることが出来ない事がわかった．この事実は，ｄベクトルの空間変化を特徴付けるトポロジカル
数によって，スピン流のおおきさと方向が決まってしまうからである．

４． ま と め
我々の研究によって超伝導体を流れるスピン流の微視的理解が可能になった．また指向性
をもつスピン流は，電流とは異なり，超伝導体の空間構造に敏感である事がわかった．スピン流を
観測するためには，何らかの形でスピンを反転させる過程を含む観測系を構築する事が必要であ
る．観測を考慮したうえでスピン流を改めて定義しなおし，スピン流を直接観測する実験を提案す
るのが今後の課題である．
５．

発表（投稿）論文
” Spin Current in p-wave Superconducting Rings”, Y. Asano, Physical Review B Vol.72,
pp.~092508(1)-(4) (2005).
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低温走査型トンネル顕微分光法による酸化物高温超伝導体の元素置換効果の研究
佐賀大理工
東北大金研

真木 一
西嵜照和、小林典男

１． はじめに
走査型トンネル顕微分光法(STM/STS)とは、物質表面の電子状態を原子サイズの空間分解能で知る
ことができる実験手法である。不純物を混入した酸化物高温超伝導体でSTM/STSの測定を行うと、不
純物によるクーパー対破壊の効果や準粒子の不純物散乱の効果が直接観察でき、超伝導ギャップの波
数空間対称性、ひいてはクーパー対の形成メカニズムに関して有力な情報がもたらされる。ただ、酸
化物高温超伝導体は電子状態の異なる原子面が積層した構造をもち、通常は超伝導の舞台であるCuO2
面は終端面(測定表面)にならない。そのため、今後のSTM/STS研究の指針として、①現在研究が先行
しているBi2Sr2CaCu2O8+δ以外の物質でさらなる知見を得ること、②それぞれの物質で終端となる原子
面とその電子構造を正しく把握すること、③測定表面とCuO2面とを結ぶ面間方向の電子輸送機構を理
解すること、が重要である。以上を踏まえ、本研究ではYBa2Cu3O7-δ(YBCO)単結晶の低温STM/STS測
定を行った。YBCOでは(破断により)BaO面とCuO鎖面が終端面を構成することが既に判っている。本
研究ではCuO2面にZnを混入した試料を準備して、それぞれの原子面にZn置換効果がどのように現れる
かに着目した。
２． 研究経過
CuO2面のCuを一部Znで置換したYBCO単結晶は、Y2O3坩堝を用いたSelf-flux法により作製した。結
晶中の酸素含有量は 1 気圧の酸素雰囲気中における熱処理によって調整した。STM/STSの測定は約 4.2
Kの低温、10-10 Torr以下の超高真空環境下で行った。YBCOは約 40 K以上の温度で高真空環境に晒す
と表面が劣化するため、20 K以下の低温で試料を破断して清浄な測定表面を準備した。
３． 研究成果
CuO鎖面ではその一次元的なフェルミ面を反映して電荷密度波(CDW)像が観測されるが、CDWに対
しての顕著なZnの影響は認められなかった。これはCuO2面における準粒子散乱の影響がCuO鎖にまで
は及ばないことを示唆している。一方、Znを混入した試料では鎖間方向のCDW相関が僅かに強まる傾
向があった。Znの一部がCuO鎖面にも混入し、一次元性を弱めている可能性が考えられる。
CuO2面の直上に位置するBaO面では、不純物の混入に伴い鮮明な原子像が得られ難くなる傾向があ
った。現在、Zn周りの局所電子構造と断定できるSTM像の撮影には成功していないが、Zn置換と何ら
かの関係が予想される輝点の分布が観測できている。また、Znの混入と共に低バイアスで一次元的な
電荷変調が出現すること、Ni置換体で 4 回対称の局所電子状態像が得られること等の測定結果も併せ
て得られている。今後は、引き続きこれらの実験結果間の整合性を検証しYBCOにおける不純物置換
効果を微視的な観点から明らかにしたい。
４． まとめ
YBa2Cu3O7-δのZn置換効果をLT-STM/STS測定した結果、CuO鎖面のCDWに対しての顕著なZn混入の
影響は認められなかった。BaO面では原子スケールの局所的な電子状態変化こそ未だ観測できていな
いが、直下のCuO2面に含まれるZnの影響と思われるSTM像を観測した。Ni置換体におけるSTM像との
対応関係、他の物質における測定結果との比較は今後の課題である。
５． 発表（投稿）論文
(1) “Layered charge-density waves with nanoscale coherence in YBa2Cu3O7-į”,
M. Maki, T. Nishizaki, K. Shibata and N. Kobayashi, Phys. Rev. B72 (2005) 024536 1-6.
(2) “Vortex matter in YBa2Cu3Oy single crystals investigated by scanning tunneling spectroscopy”,
K. Shibata, T. Nishizaki, M. Maki and N. Kobayashi, Phys. Rev. B72 (2005) 014525 1-6.
(3) “STM/STS studies on vortex and electronic state in YBa2Cu3Oy”,
T. Nishizaki, K. Shibata, M. Maki and N. Kobayashi, to be published in Physica C.
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酸化物超伝導体におけるジョセフソン磁束のピン止め機構と超伝導ギャップの相関
北陸先端大・材料 内藤智之、岩崎秀夫
東北大・金研 西嵜照和、小林典男
1. はじめに
我々のグループでは、これまで代表的な酸化物高温超伝導体であるLa2-xSrxCuO4(LSCO)とYBa2Cu3Oy
(YBCO)を用いてそれらのCuO2面内の異方性をジョセフソン磁束状態 (磁場をCuO2面に対して平行印加し
た状態)における電気抵抗率を測定し調べてきた。LSCOの場合、電気抵抗率の面内異方性は基本的には 4
回および 2 回対称性成分の重ね合わせで記述されることが分かった。前者の 4 回対称性はクーパー対がd波
対称性を有することに、後者の 2 回対称性は超伝導揺らぎにそれぞれ起因する。中でも特徴的なことは磁
場と面内結晶軸が平行になったときに電気抵抗率が急激に減少するディップ構造が現れることにあり、こ
れはジョセフソン磁束のピン止めがそれらの方向で強くなっていることを意味する。一方、YBCOの場合も
ほぼLSCOの場合と同様の振る舞いが観測されるが、最適ドープ試料では 2 回対称性のみが観測された(測
定磁場は 1.5Tのみ)。そこで本研究では、YBCO最適ドープ試料における電気抵抗率の面内異方性を磁場の
関数として測定した。
2. 実験方法
YBCO 単結晶はイットリアるつぼを用いた自己溶媒法で育成された。その後、as-grown 単結晶を 1 気圧
の酸素気流中で 480°C、1 週間熱処理することで最適ドープ試料を用意した。測定に用いた試料の超伝導転
移温度は 93.8K であった。電気抵抗率は通常の直流四端子法で測定した。実験は強磁場センターの 20T 超
伝導マグネットおよび北陸先端大の 17T 超伝導マグネットを使用して行った。
3. 実験結果
右図に YBCO 最適ドープ試料の 15T および 1T にお
ける電気抵抗率の面内異方性を示す。15T のデー
タは 2 回対称性で記述され、ディップ構造も観測
されない。一方、1T のデータは 4 回+2 回対称性
で記述されディップ構造も観測された。両者の違
いはジョセフソン磁束系の相転移と関連がありそ
うに見える。15T の相転移は 1 次、1T の相転移は
2 次であった。つまり、ディップ構造が現れて磁束
ピン止めが強い場合には磁束系相転移が 2 次にな
り、そうでない場合は 1 次になる。
4. まとめ
本研究からドープ量に関係なく d 波超伝導の超
伝導ギャップとジョセフソン磁束の間に強い相関
があることを確認した。一方、ジョセフソン磁束
系の相転移と面内異方性の振る舞いに強い相関が
あり、磁場領域によっては 4 回対称性成分が強く
抑制(もしくは消失)することが明らかになった。
5. 発表(投稿)論文
・Seiya. Haraguchi, Tomoyuki Naito, Hideo Iwasaki: Important role of Josephson-vortex pinning in the mixed
state properties in oxygen-content controlled YBCO single crystals, J. Phys. Soc. Jpn. 74, 3365-3369 (2005).
・Tomoyuki Naito, Seiya. Haraguchi, Hideo Iwasaki, Terukazu Nishizaki, and Norio Kobayashi: Phase transition
of the Josephson vortices in YBa2Cu3O7-G single crystals with various oxygen deficiencies, Physica C 426-431,
46-50 (2005).
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Si および Ge からなる新規クラスレート化合物とラマン分光による物性測定
東北大・理

谷

垣 勝 己、熊 代 良

太 郎 東北大・金研

岩 佐 義

宏、竹 延 大 志

１．
はじめに
電子とフォノンの相互作用（e-ph相互作用）は、金属絶縁体転移や超伝導などを発現させる重要な相互
作用として知られている。この現象に関係するフォノンとし
ては、これまで結晶全体の格子振動に関係するフォノンがそ
の研究対象とされてきた。しかし最近の研究により、多面体
クラスタを基本構造とする結晶では、結晶全体ではなくクラ
スタ内に局在するクラスタフォノンが重要な働きをすること
が判明してきた。例えばC60やSi20多面体クラスタを結晶の基
本構成単位とする固体では、クラスタに局在するクラスタ内
フォノンが超伝導などの基本機構において、e-ph相互作用と
して重要な働きをする。この物質では、フォノンは通常の物
質のフォノンとは異なり、エネルギーポテンシャルの中の等
価な位置を自由に動き回る特殊なラットリングフォノンモー
ドを有している。本研究では、結晶学的に等価なSi100ならび
にGe100（図１）においてラットリングフォノンが存在するた
図 1. Si および Ge 多面体クラスレ
めに物性が大きく異なる事を示すことを目的とする。本物質
ート構造
系により、理論的にも非常に興味があった研究内容を、実験
的に検証できる可能性がある事を示すことを試みる。
２．
研究経過
Ba24Si100 は室温から低温まで電子相転移は示さず、そのまま1.45K で超伝導となる。一方、Ba24Ge100 は、
以前報告されているように、200Kで低抵抗の金属から高抵抗の金属へと電子相転移を生じ、その後さらに
温度を下げていくと、270mKという極低温で超伝導となることを新しく見出した。Ba24Ge100 で発現する超伝
導は、既にこの物質に本質的なものであることが確かめられている。そこで、Ba24Si100 で観測された超伝
導がバルク試料全体から観測される本質的な超伝導であるかどうかを確認するために、交流帯磁率の実験
を行なった。この結果から、Ba24Si100 で観測された超伝導は、本質的なものである事を確認した。
このように、Si100 骨格とGe100 骨格は、同じIV 族元素で形成される同等のネットワーク構造であるが、
電子物性は大きく異なる事を実験により確証することができた。そこで、この二種類の物質物性の比較を、
さらに電気抵抗の圧力効果の実験から確認する事を試みた。その結果、Ba24Ge100 は圧力を加えるとTc が急
激に上昇する。そして、1.5GPa でTc は3.2K 程度にまでなる。一方、Ba24Si100 は、圧力を加えるとその
Tc は逆に低下することがわかった。このように、電気抵抗の圧力効果は、同じ骨格構造を有するBa24IV100で
あっても、構成元素がGe であるかSiかに依存してその物性は大きく変化する事を示す、可能性を示唆する
研究結果を得ることに初めて成功するに至った。
３．
研究成果
図2 に、Ba24Si100 の電気抵抗率の温度依存性を示した。Ba24Si100 は室温から低温まで電子相転移は示さ
ず、そのまま1.45K で超伝導となる。一方、Ba24Ge100 は、以前報告されているように、200Kで低抵抗の金
属から高抵抗の金属へと電子相転移を生じ、その後さらに温度を下げていくと、270mKという極低温で超伝
導となる。Ba24Ge100 で発現する超伝導は、既にこの物質に本質的なものであることが確かめられている。
このように、Si100 骨格とGe100 骨格は、同じIV 族元素で形成される同等のネットワーク構造であるが、電
子物性は大きく異なる。この違いは、さらに電気抵抗の圧力効果の実験結果を見ると顕著である。図2に同
時に電気抵抗の圧力効果を示した。Ba24Ge100 は、圧力を加えるとTc が急激に上昇する。そして、1.5GPa で
Tc は3.2K 程度にまでなる。一方、Ba24Si100 は、圧力を加えるとそのTc は逆に低下することがわかった。
このように、電気抵抗の圧力効果は、同じ骨格構造を有するBa24IV100であっても、構成元素がGe かSi かに
依存してその物性は大きく変化する。
この物性の違いを説明する鍵を握ると考えられるのが、Ba のラットリング運動である。籠の形成するポ
テンシャルの中のBa 原子の状態を見る一つの方法としてX 線回折による電子密度分布を調べる方法が有効
である。そこで、高エネルギー施設(SPring-8、BL02B2) で測定されたX 線回折の実験結果MEM/Rietveld 法
を用いて解析した。IV100 物質には３種類の籠状空間がある。すなわち、Ba 原子は、正12 面体の閉鎖籠空
間[Ba(1)] 疑似4 面体空間[Ba(2)] および開放籠空間[Ba(3)] の3 種類の空間に内包される。電子密度分
布をみると、この３種類の籠ポテンシャルの中にあるBa 原子の中で、Ba(3) の電子密度分布が、Ba24Ge100 に
おいて、電子相転移200Kの前後で特に大きく変化することがわかった。同様の変化は、電子相転移の観測
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されないBa24Si100では、室温から20K までの温度範囲では存在しない。この結果を考えると、観測された200K
における電子相転移にBa のフォノンが関係していると思われる
超伝導臨界温度Tc は、Ba24Ge100 では、圧力を加えていくと、急激に上昇して1.5GPa の圧力でTc=3.2K ま
で上昇する。一方同様の実験をBa24Si100 に対して行うと、圧力を加えるに従ってTc は逆に低下していくこ
とは述べた。Ba24Ge100 で観測される加圧する場合の効果は、金属（低抵抗）-金属（高抵抗）の電子相転移
を抑制する効果である事はわかっている。従って、圧力の効果はBa のラットリングフォノンによって引き
起こされる結晶格子の歪みを抑制し、フェルミ面を元の状態に戻す効果である考えると、Ba24Ge100 で観測
されたTc の上昇は、加圧下で復活したフェルミ準位の状態密度の増加により理解できる。そこで、加圧状
態におけるBa24Ge100 とBa24Si100 の電子状態を比較してスケーリングしてみる事は興味深いと考えられる。
この場合、容易に想像されるようにデバイ温度はBa24Si100 の方が高い。また、観測されるパウリ帯磁率か
ら、Ba24Si100とBa24Ge100 ではフェルミ準位における状態密度NEF はほぼ同程度であるので、Tc はBa24Si100 の
方がBa24Ge100 よりも高くなる事になる。しかし、実験結果はその逆になっている。この事実は、同様の形
状をした籠内のBa のラットリングフォノンではあるが、大きな空間を有するGe 原子から作られる籠の中
でBa がより大きくラットリング運動を行っている点にその理由を求める事が理にかなっているように思
われる。すなわち、ラットリングフォノンがより
顕著なGe100 骨格においてより大きな電子格子結合
定数が得られ、これがBa24Ge100 の高いTc の要因で
あると解釈する立場である。

４．
ま と め
C、Si、Ge などのIV 族元素は多くの種類の多面
体クラスタを形成する。このような多面体には、
図２．Ba24Si100とBa24Ge100の電気抵抗
IV20、IV24、IV28、IV60 ならびにナノチューブ(CNT)
などがある。この中で特に開殻系の電子構造を有
するIV20、IV24、IV28 多面体クラスタは、面を共有した共有結合性のネットワークからなる結晶を構成する。
このような多面体クラスタ結晶は、その内部空間に他の異元素を取り込むことができ、取り込まれた元素
はクラスタネットワークが作るポテンシャルの中に閉じ込められた状態で特有のフォノン状態を示す。ク
ラスタが作るポテンシャル中で、よい広い自由度を有する動的な挙動を示す原子のフォノンは、エネルギ
ーポテンシャルを構成する電子と電子格子相互作用を介して、そのエネルギーポテンシャルを歪め、エネ
ルギー障壁を有するポテンシャルである多重ポテンシャルを新たに形成することがある。このような場合
には、ポテンシャルに閉じ込められた元素は、幾つかのエネルギーポテンシャルをある時間スケールで障
壁を飛び越えて相互に移動することができる。あるいは、エネルギー障壁が小さい場合には、トンネリン
グ現象により相互移動することが可能となる。このような原子の運動は、結晶の対称性とは異なる自由度
の電子相転移を結晶の電子状態に誘起する可能性が生じる。物質の電子状態が結晶の周期性に基づいたブ
ロッホ状態を示す波動状態を有するのに対して、このような特有のフォノンは、結晶の対称性とは異なる
ラットリングフォノンとして存在する事が考えられる。このフォノンと電子系の相互作用は、基礎的観点
からも応用的な観点からも次世代材料設計へ向けて多くの可能性を秘めている。

１．発表（投稿）論文

“Preparation and electronic states of Na16Ba8Si136 clathrate”, T. Rachi, K. Tanigaki, R. Kumashiro, J.Winter,
and H. Kuzmany, Chem. Phys. Lett., 409, 48 (2005).
“Soft x-ray spectroscopy of Ba24Ge100: Electronic phase transition and Ba-atom rattling”, Takeshi Rachi,
Masaki Kitajima, Kensuke Kobayashi, FangZhun Guo, Takehito Nakano, Yuka Ikemoto, Keisuke Kobayashi
and Katsumi Tanigaki, , J. Chem. Phys., 123, 18359225 (2005).
“Superconductivity and physical properties of Ba24Si100 determined from electric transport, specific-heat
capacity, and magnetic susceptibility measurements”, Takeshi Rachi, Harukazu Yoshino, Ryotaro Kumashiro,
Masaki Kitajima, Kensuke Kobayashi, Keiichi Yokogawa, Keizo Murata, Noriaki Kimura, Haruyoshi Aoki,
Hiroshi Fukuoka, Syoji Yamanaka, Hidekazu Shimotani, Taishi Takenobu, Yoshihiro Iwasa, Takahiko Sasaki,
Norio Kobayashi, Yuji Miyazaki, Kazuya Saito, FangZhun Guo, Keisuke Kobayashi, Keiichi Osaka, Kenichi
Kato, Masaki Takata, and Katsumi Tanigaki, Phys. Rev. B, 72, 144504 (2005).
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２色パルス ESR によるスピンのコヒーレンス時間測定
弘＊、 井

岡山大・院自然 松 田 康
東北大・金研 野

上 真 邦

尻 浩 之

１． はじめに
ナノ分子クラスターにおけるスピンのコヒーレントな制御は、分子メモリや量子演算への応用から興味
を集めている。量子演算等のコヒーレントなスピン操作の実現には、スピン系のエネルギーの格子系への
緩和およびスピン間の位相緩和:コヒーレンスの緩和を調べる事が必要である。本研究では、緩和時間が比
較的遅いと期待されるナノクラスター磁性体や孤立磁性イオンを取り上げ、２つの異なる周波数の電磁波
を組み合わせたポンププローブ型 ESR や高速掃引磁場による時分解磁化測定により、これらの緩和時間や
量子力学的なスピントンネル現象を調べる。核スピン系ではこれらの緩和時間の評価は NMR 等でなされ
ているが、応用上重要な電子スピン系では実験が難しいためこれまでコヒーレンス緩和の評価はなされて
おらず、これが実現すれば画期的である。
２． 研究経過
Mn分子磁性クラスターとリン酸ガラス中のCuイオンについて研究を行った。カルシノトロンとガンダ
イ オ ー ド に よ る サ ブ ミ リ 波 、 ミ リ 波 の 2 色 光 源 と パ ル ス 磁 場 を 用 い た ESR 測 定 技 術 を 開 発 し 、
RbMg0.7Mn0.3F3中のMnイオンのESR予備実験をサブミリ秒程度の時間分解で行った。また、リン酸ガラ
ス中Cuイオンについて精密に時間制御した磁場波形を用いた磁化測定も３Heによる極低温で行い、スピン
の量子トンネル現象の観測を行った。

20

Magnetization (a.u.)

３． 研究成果
2 色ESR実験より、Mnクラスターの緩和時間
はマイクロ秒以下程度であることが示唆される結
果が得られた。しかしながら現段階では励起光源
の強度が十分ではない可能性もあり、今後さらに
検討と追試が必要である。また、ガラス中のCuイ
オン(S=1/2)の極低温実験からは、ゼロ磁場でのス
ピンの高速反転が観測でき、時間に依存する現象
としてスピンの量子トンネルが孤立イオン系で起
きていることを初めて示した。図は濃度 1 %のCu2+
不純物を混入したCa(PO3)2ガラス試料の 0.4 Kにお
けるパルス磁場での典型的な磁化測定の結果を示
した。今後、量子トンネルとスピンコヒーレンス
のダイナミクスの研究に発展すると期待される。
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４． ま と め
本研究におけるパルス磁場と組み合わせたミリ波、サブミリ波領域での 2 色磁気分光測定技術の開発に
より、励起状態のスピン緩和、コヒーレンスの測定が可能になった。この技術は、磁性クラスターだけで
はなく、スピン格子結合の強い系などにおける、時間スケールがマイクロ秒以上のスピン緩和現象の研究
に威力を発揮すると期待できる。また、意図的に格子との結合を弱くしたガラス中の S=1/2 スピンの高速
磁場掃引によるスピンダイナミクスの測定からは量子スピントンネルによるゼロ磁場での明瞭なスピン反
転を観測できた。トンネル特徴付けるトンネルギャップの大きさやその起源の決定についても現在検討中
である。

＊現所属

東北大学金属材料研究所

－ 113 －

有機低次元化合物におけるスピンフラストレーションの効果

大阪府立大学・理

細越 裕子、神澤 恒毅

東北大・金研

野尻 浩之

１． はじめに
我々は、軽元素から構成される有機ラジカルが量子スピン系の研究に適した素材であることに注目し、
様々なスピン空間構造を持つ磁性体の構築及び磁性研究を行っている。ここでは、分子内に S=1 と S=1/2
の反強磁性スピン対を含むトリラジカル BIPNNBNO を取り上げる。分子内および分子間反強磁性相互作
用により S=1 と S=1/2 が交互に配列したフェリ磁性鎖が b 軸方向に形成され、a 軸方向に鎖間相互作用を
持つ二次元磁性体である。c 軸方向は分子長軸の方向であり磁気相互作用は無視できる。最近接鎖間には
S=1/2 ユニットの間に反強磁性相互作用が、次近接鎖間には S=1 ユニット間に反強磁性相互作用が働き、
これらを全て考慮しようとするとスピンフラストレーションが誘起される。磁化率の温度依存性は 20 K に
なだらかなピークを示し、4.5 K 付近で鋭いピークを示した後、急激にゼロに向かって減少する。

２． 研究経過
単結晶試料について、パルスマグネットとヘリウム冷凍機あるいは 3He 冷凍機を組み合わせ 0.5～50K
の温度範囲、95～761.6GHz の周波数範囲(磁場範囲 28.6T)で電子スピン共鳴の実験を行った。磁場の校正
には DPPH あるいはルビーを用いた。
なお、0.5K の磁化過程の測定において、4.5T のスピンギャップ、6～23T で 1/3 磁化プラトー、26T 近
傍に 2/3 磁化プラトーが存在することが明らかになっている。

３． 研究成果
いずれの周波数においても H//a で負の g-shift が、H//b で正の g-shift が観測された。この傾向は X バン
ド ESR の結果と同様である。また、4K 以下で g-shift の顕著な変化が見られた。H//a の実験では、周波
数が高くなるにつれシフトが大きくなるものの、線形な変化ではない。ギャップ相やプラトー相で g 因子
の周波数依存性が変化しており、今後より詳しく検討してゆく必要がある。また、H//a および b では、20K
以下でピークの分裂が観測された。ピークの分裂幅は温度低下に伴い増大した。X バンドの実験において
はピークの分裂は観測されていないものの、20K 以下で線幅の増大が観測されている。H//c では、ピーク
分裂は観測されなかった。20K 以下では線幅の増大がみられた。

４． ま と め
S=1 と S=1/2 の混合スピン系物質 BIPNNBNO 単結晶について、磁場を各結晶軸方向に加え、電子スピ
ン共鳴実験を行った。X バンドと同様の g-shift が観測され、さらに H//a,b では 20K 以下でピークが分裂
すること、磁化過程の各領域で g 因子の値が変化することが明らかになった。今後、H//b,c についても g
因子の正確な決定を行い、また、周波数変化など詳しい実験・解析を進め、この物質の特異な磁気構造を
明らかにしてゆきたいと考えている。

５．

発表（投稿）論文
「二次元スピンフラストレーション系 BIPNNBNO の強磁場 ESR」、
神澤恒毅、細越裕子、西原禎文、野尻浩之、日本物理学会第 61 回年次大会、27pPSB-38 (2005).
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磁性半導体材料のコンビナトリアル物性評価

東大院・理 長谷川 哲也、一杉 太郎
東北大・金研 福村知昭、川崎雅司

１． はじめに
スピンエレクトロニクスは次世代を担う基盤技術として脚光を浴びているは周知の通りであり、磁性半
導体はその中心に位置する材料である。また今日では、電荷とスピンとの相互作用だけでなく、スピンと
光や格子など様々な相互作用を積極的に活用しようとする試みも盛んであり、機能面でのバリエーション
も急速に広がりつつある。
我々は、鉄を添加した二酸化チタン薄膜が室温で強磁性を示すことを見出したが、その発現機構、とり
わけ、磁性とキャリア量との関係は不明である。本共同研究では、コンビナトリアル手法に注目し、磁性
がキャリア量に応じてどのように変化するかを系統的に調べた。
２． 研究経過
ニ酸化チタンのキャリア密度は、通常、酸素欠損の量で制御する。すなわち、高いキャリア密度を得る
ためには、より還元雰囲気下（高温、低酸素分圧）で薄膜を合成する必要がある。しかし、雰囲気を変え
ると鉄の酸化状態が変化してしまう可能性が高い。そこで本研究では、ニオブを共添加することによりキ
ャリア制御を試みた。
鉄およびニオブを共添加したに酸化チタン薄膜は、パルスレーザー蒸着法により合成した。合成した薄
膜の物性は、走査型 SQUID 顕微鏡、マイクロ波顕微鏡などを用い、高速に評価した。また、鉄の電子状
態は、X 線光電子分光（XPS）やＸ線磁気円二色性（XMCD）により評価した。
３． 研究成果
種々の合成条件（基板温度、酸素分圧など）を系統的に変化させ、磁性が発現する条件を調べたところ、
基板温度＞550 ℃、酸素分圧～10-8 Torrの強い還元雰囲気下で合成した試料のみが室温強磁性を示すこと
がわかった。この結果は、キャリア誘起による強磁性発現を強く示唆する。
次に、合成条件を基板温度 550 ℃、酸素分圧 10-8 Torrに固定し、ニオブ量を変化させることで、キャリ
ア量を制御した。その結果、キャリア量＞1020 cm-3の試料で強磁性を確認した。すなわち、本系は、キャ
リア量の増加に従い、常磁性→強磁性の転移を示す。
XPS 測定より、鉄の価数は３価であることが判明した。この結果は、鉄や四三酸化鉄のクラスター析出を明確に排
除する。また XMCD スペクトルは、ニオブ添加に従いエネルギーの低い鉄の準位が占有されていく様子を示しており、
キャリア誘起強磁性に矛盾しない。
ホール測定からは、異常ホールが観測された。これは、伝導電子がスピン分極していることを強く示唆する。

４． ま と め
鉄とニオブを共添加した二酸化チタン系で、強磁性と伝導キャリアとの関係を系統的に調べた。その結
果、強磁性発現には 1020 cm-3以上のキャリアが必要であることがわかった。また、XPSやXMCDなどの分
光測定、異常ホール効果などの結果も、キャリア誘起強磁性を強く支持する。
５． 発表（投稿）論文
“Carrier Induced Ferromagnetism in Ti1-x-yNbxMyO2 (M = Co, Fe) Epitaxial Thin Films”,
T. Hitosugi et al., J. Appl. Phys., in press.
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三元磁性半導体MnGeP2の磁気的評価
農工大・工 佐藤勝昭、石橋隆幸、Alexei Bouravleuv
東北大・金研 高梨弘毅、三谷誠司
１． はじめに
本研究は、2003 年に代表者らが創成した新しい三元磁性半導体MnGeP2についてSQUIDを用いて精密
な磁化の温度変化について測定を行い、磁性の起源に迫ることを目的としている。
２． 研究経過
MBE装置を用い、MnGeP2薄膜の作製を行った。Mn, GeのソースとしてはKセルを、Pソースとして
は、TBPガスを使った。基板はGaAsおよびInPを用いた。作製条件を制御することにより、ほぼ単相の
MnGeP2薄膜のエピタキシャル成長に成功した。しかし、低基板温度では、第 2 相としてMnPが、高基
板温度ではGePが析出する傾向にあった。基板としてGaAsを用い 435℃付近でGeバッファー層の上に作
製した薄膜は非常に平坦であったが、TEMの観察よりMnPの第 2 相が存在した。基板温度 580℃で作製
した膜のX線回折にはMnPの析出は見られなかった。SEMによる詳細な表面観察の結果、低温製膜の薄
膜には、ナノサイズの直径をもつウィスカーが多数観測された。高温製膜の場合には、このようなウィ
スカー結晶は見られなかった。得られた薄膜及びウィスカーについてSQUIDによる磁気測定を行った。
３． 研究成果
SQUID 測定の結果、基板温度 435℃で作製した膜は、キュリー温度 Tc=320K の強磁性を示したが、
基板温度 580℃で作製した膜には低温まで磁気ヒステリシスは見られなかった。低温製膜の場合、MnP
の第 2 相が見られたが、バルク MnP 単結晶に見られる 49K の反強磁性・強磁性転移が観測されなかっ
た。また、この膜の Tc はバルク MnP の Tc=290K に比べかなり高かった。一方、MnP 相が見られない
高温製膜の薄膜においては、磁化 vs 磁界の関係は低温までほぼ直線で常磁性と考えられた。
ナノウィスカーの成長した膜について、TEM 付属の EDX 測定による結果、ウィスカーには Ge:Mn の
組成のものと MnP の組成をもつものがあることがわかった。また、Ge:Mn ウィスカーの先端には MnP
のナノ粒子が存在することも明らかになった。Ge:Mn ウィスカーを表面から引きはがした試料の SQUID
測定の結果、キュリー温度 Tc=300K の強磁性を示すことが明らかになった。
４． ま と め
MnGeP2薄膜の磁気特性は成長時の基板温度によって異なり、435℃で作製したものではTc=320Kの強磁
性、580℃で作製したものは常磁性であった。また、Ge:MnウィスカーがTc=300Kの強磁性を示すことが
わかった。
５． 発表（投稿）論文
“Self-assembled magnetic semiconductor nanowiskers on InP(001) surface”, Bouravleuv, A..D., Minami, K.,
Ishibashi, T., Sato, K., Spintech III International Conference, Awaji Island, Japan, August 2005.
“MBE growth and TEM analyses in Mn-Ge-P compounds”, K. Minami, A. D. Bouravleuv, Y. Sato, T. Ishibashi and
N. Kuwano, 15th International Conference on Ternary and Multinary Compounds, Kyoto, Japan March 2006.
“Self-assembled nanowhiskers growm by MBE on InP(001) surface” A. D. Bouravleuv, K. Minami, T. Ishibashi and
K. Sato, 15th International Conference on Ternary and Multinary Compounds, Kyoto, Japan March 2006.
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層状構造をもつ R-Ni-Ge 三元化合物の単結晶育成
九大・理

大

東北大・金研 佐

橋 政 司、
藤 伊 佐

務、

巨 海 玄

道

塩 川 佳 伸

１．
はじめに
層状構造をもつ希土類化合物は電子スピンに起因する巨大磁気抵抗や巨大磁歪をもつことで知られ、そ
の大きさは圧力で容易に制御できる。特に磁気転移温度が低い物質ではRKKY相互作用や近藤効果、および
結晶電場効果等の競合がみられる。このような強相関電子系物質について、圧力を制御することによる新
しい電子相や、圧力誘起量子相転移の探索が現在国内外で活発に行われている。我々はその中でCeNiGe2に
注目し、高圧下で巨大磁気抵抗や巨大磁歪測定をおこなうために大型単結晶の育成に取り組んでいる。
２．
研究経過
単結晶育成は 3N の Ce、5N の Ge,及び 5N の Ni を使い東北大学金属材料研究所のテトラアーク炉にてお
こなった。化学量論的に秤量されたものをはじめアーク溶解した。その後チョクラルスキー法を用いて単
結晶を育成した。引き上げ速度は約 0.2mm/min.であった。できあがった単結晶はサイズが約 3.5～4.0mm
φの円柱形をしていた。高圧物性測定はピストンシリンダー法にて行なった。
３． 研究成果
仕込み量の違う数種の単結晶について粉末Ｘ線回折をおこなったところ、全て斜方晶Cmcmの空間群に属
し、CeNiGe2型のb軸方向に長い結晶構造である事がわかった。格子定数には違いは見られなかったが、SEM
分析を試みたところ、結晶の組成に違いが見られた。この系は一般にNiが欠損する傾向が強いようである。
これらの結果から得られた単結晶はCeNixGe2と決定し、xの値はNiの欠損量から見積もった。一方、このNi
の欠損量は、系の磁性に大きく影響を及ぼすようである。CeNiGe2はTN1 =4.0 K, TN2 = 3.2 Kであることが
知られているが、xの減少とともにTN1,TN2ともに減少し、CeNi0.55Ge2はTN1 =2.4 Kとなった。
得られたCeNiGe2単結晶について、低温高圧下で交流帯磁率および電気抵抗測定をおこなった。TNは加圧
とともに減少し、3GPaで 1.6Kとなった。
４． ま と め
CeNiGe2は組成のわずかなずれが磁性に大きな影響を及ぼすことが明らかになった。このことは構造と磁
性が密接に関与していることを示唆している。今後組成だけでなく圧力や磁場といった外場を制御する事
により新奇な電子相や相転移が期待できる。今後より高圧下での測定を試み、T =0 Kとなる圧力誘起量子
相転移の探索をおこなう。.
５.
発表（投稿）論文
” Single-crystal growth of layered structure Ce-Ni-Ge ternary compounds”
Masashi Ohashi, Gendo Oomi, Kiyotaka Ishida, Takemi Komatsubara, Isamu Satoh, Tatsuya
Kawae, , Kazuyoshi Takeda, Journal of alloys and compounds, 408-412 (2006) 84-87
” Pressure-induced quantum critical point in the heavy fermion compound CeAl2”
Gendo Oomi, Masashi Ohashi, Takemi Komatsubara, Isamu Satoh, Yoshiya Uwatoko, Physica B
359-361 (2006) 65-67
“ Pressure induced topological phase transition in the heavy fermion compound CeAl2”,
H. Miyagawa, M. Ohashi, G. Oomi, I. Satoh, T. Komatsubara, N. Miyajima, Y. Yagi, to be
published in Proc. Topology in ordered phases.
“Single crystal growth of RNiX2 (R= U and Ce, X= Si and Ge) ternary compounds.”
Masashi Ohashi, Gendo Oomi, Kiyotaka Ishida, Takemi Komatsubara, Isamu Satoh, to be published
in Japanese physical society of Japan.
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強相関ｆ電子系化 合 物 に お け る 幾何学的スピンフラストレーション現 象 の 研 究
Geometrical Spin Frustration Behavior in f Electronic Compounds
東北大・金研

李

徳新、塩川佳伸、山村 朝雄、青木

大

Dexin Li, Yoshinobu Shiokawa, Tomoo Yamamura and Dai Aoki
Institute for Materials Research, Tohoku University

(1) Introduction

Ternary cerium intermetallic CePdAl crystallizing in the hexagonal ZrNiAl-type with space group

P 6 2 m is a typical geometrically frustrated magnetic system. Strong anisotropy and frustration of the

magnetic interactions are expected for this compound due to the distinct layered character and the
triangular coordination symmetry of Ce atoms on its lattice. Indeed, CePdAl has been experimentally
investigated using different techniques and unusual magnetic properties were found. The temperature
dependences of electrical resistivity and specific heat show an antiferromagnetic (AF) order below TN=2.7
K with heavy-fermion behavior. The existence of strong magnetic anisotropy with easy c-axis has been
confirmed by susceptibility study. Moreover, neutron diffraction measurements suggest that the AF
structure in CePdAl is incommensurate; one third frustrated Ce moments coexist with two third
magnetically ordered moments below TN. We are interested in metastable magnetic behavior in such a
geometrically frustrated system. Here, we report the results of ac susceptibility Fac(T), field-cooled (FC)
and zero-field-cooled (ZFC) dc magnetization M(T) and magnetic relaxation M(t) measurements on a
polycrystalline CePdAl sample.

(2) Experimental

The sample was prepared by arc melting stoichiometric amounts of the constituent elements under
purified argon atmosphere. X-ray diffraction measurements showed only a single phase with hexagonal
ZrNiAl-type structure for the as-cast sample, while several additional lines attributable to impurity phase
were observed for the sample annealed at 750 qC for 10 days. Thus the as-cast samples of CePdAl were
used in this work. Magnetic properties were measured using a SQUID magnetometer。

(3) Results

The temperature dependencies of FC and ZFC dc magnetization of CePdAl were measured in various
magnetic fields. The low-temperature data in a field of H=0.01 T is shown in Fig. 1 plotted as M(T)/H vs. T.
The ZFC curve exhibits an evident peak at Tm=2.4 K. This peak signifies the occurrence of AF ordering in
the sample though the Tm value is slightly smaller than the Néel temperature defined as the peak point in
specific heat curve. Below Tm, magnetic irreversibility manifesting as a bifurcation between the FC and
ZFC curves is observed suggesting the metastable character of the magnetically ordered state, which is
further confirmed by the magnetic relaxation measurement. To measure M(t), the sample was first cooled
in zero-field from 50 K (far above Tm) to 1.8 K, then a magnetic field of 0.1 T was applied for 5 min and
switched off at t=0. As illustrated in Fig.2, the decay of M(t) is remarkably slow. After waiting for one hour,
M(t) drops from the initial zero-field value by about 50%. Frustrated magnetic moments may be related to
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Fig. 3 Temperature dependence of the
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from a spin-glass-like material [5]. In the present case,
GTm=0.012 is estimated for the CePdAl sample comparable to
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the typical values (from a few thousandths to a few hundredths)
CePdAl
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for most spin glasses [5]. Assuming the characteristic frequency
Z/2S =1013 Hz as typically taken in the spin glass systems [6],
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our experimental data for CePdAl could also be fitted well using
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the empirical Vogel-Fulcher law, Z Z0 exp[  Ea / k B (Tm  T0 )] , with
2.46
two fitting parameters: Vogel-Fulcher temperature T0 =2.1 K and
activation energy Ea =4.5 kBTm (solid line in Fig. 4). Clearly, the
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CePdAl sample shows the “spin-glass” ac susceptibility
100/ln(1013/Z)
behavior.
Fig. 4 The frequency dependencies of
However, since one of the necessary conditions, random
the peak temperature Tm plotted as Tm vs.
structure, for the formation of spin glass state is impossible in an
100/ln(1013/Z).
ideal hexagonal ZrNiAl-type compound, and a long-range AF
ordering near Tm has been confirmed by neutron diffraction and both electrical and specific heat
measurements, the observed frequency dependent ac susceptibility behavior for CePdAl cannot, at least at
present, be ascribed to spin glass effect.

(4) Conclusion
In conclusion, geometrically frustrated compound CePdAl is confirmed to show metastable magnetic
properties at low temperatures mainly manifesting as the irreversible magnetism, long-time magnetic
relaxation effect and frequency dependent ac susceptibility behavior. Whether some type of randomness
exists in the CePdAl sample and whether the frustrated spins can be frozen in the AF ordered state at low
temperature are interesting questions and call for further studies.

(5) Publications
[1] “Spin-glass Behavior in CeCu2-type Uranium Compound U2AuGa3”, D. X. Li, T. Yamamura, S. Nimori, K. Yubuta,
and Y. Shiokawa, Appl. Phys. Lett., 87 (2005) 142505 1-3.
[2] “Short-range Magnetic Correlation with Kondo-lattice Behavior in Ce3Ir2Ge2 and Superconductivity in
La3Ir2Ge2”, D. X. Li, S.Nimori, Y.Homma, Y.Shiokawa, A.Tobo, H. Onodera, Y. Haga, and Y. Onuki, J. Appl.
Phys., 97 (2005) 073903 1-6.
[3] “AC Susceptibility and Specific Heat of UAuAl”, D. X. Li, S. Nimori, Y. Shiokawa, Physica B, 359-361,
(2005) 1114-1116.
[4] “Magnetic Ordering in Ternary Germanide Nd2CuGe6”, D. X. Li, S. Nimori, Y. X. Li, Y. Shiokawa,
J. Alloys and Compounds, 408-412 (2006) 122-126.
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Li, Yoshiya Homma, and Yoshinobu Shiokawa, Physica B, 359-361, (2005) 503-505.
[7] “Crystal Structure and Magnetic State of U2XSi3 (X= Fe, Pt)”, T. Yamamura, D. X. Li, K. Yubuta, Y. Shiokawa, J.
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第一原理分子動力学法によるセメント水和物の構造特性の評価
秋田高専 環境都市工学科 桜田良治
University of Texas M. D. Anderson Cancer Center Tina Marie Briere
東北大学 金属材料研究所 Abhishek Kumar Singh, 川添良幸
1.

はじめに
セメントの主要な水和物であるケイ酸カルシウム水和物（C-S-H）には，Hillebrandite や
Tobermorite など多数存在し，その構造は低結晶性で組成がはっきりしない。このため，
結晶構造は未解明な部分が多く，成分とする鉱物 Ca/Si に依存した結晶構造の変化に関す
る原子レベルでの解明はほとんど行われていない。
さらに，MgOやP2O5などのセメント原材料中の微量成分が，エーライトC3Sやビーライ
トβ-C2Sなどのセメントクリンカー化合物の水和反応性やセメントの強度発現に及ぼす
影響のメカニズムの理論的解明は殆ど行われておらず，従来の経験に基づいた製造によ
っている。
本研究ではこれまで，セメント水和物である 11ÅtobermoriteのCa/Si比の違いが結晶構
造の変化に及ぼす影響について解析を行った。これを受けて今年度は，ビーライトβ-C2 S
の水和活性の向上に係わる，微量金属イオンのCaやSiとの置換による結晶構造の変化につ
いて，計算機シミュレーションにより解析する。
2.

研究経過および計算方法
2.1 セメント鉱物の水和反応：セメントの主要鉱物であるエーライトC3Sや石膏Cs共存
下でのアルミネート相C3Aの水和反応性について，Gibbsの自由エネルギーの変化より検
討した。その結果，Tobermorite(C5S6H5.5)は，Fosfagite(C4S3H1.5)より水和反応性は高いが，
Xonotlite (C6S6H)やGyrolite (C2S3H2.5 )よりは小さく，Xonotlite (C6S6H)とGyrolite (C2S3H2.5 )
は 273Kと 373Kでは，自由エネルギーの値が逆転することを明らかにした。
2.2 11Åtobermoriteの第一原理計算：セメントの水和物の中では結晶性の高い，11Å
tobermorite ( Ca 4+x[ Si6O14+2x(OH) 4-2x ]･(H2 O)2 (0≦x≦1) ) の構造特性を第一原理分子動力
学計算により解析した。その結果，Ca/Si比が 0.667 では，SiO3 鎖－Ca-O層－SiO3 鎖の三
重層構造を示すが，Ca/Si比が 0.833 に増加した場合には，SiO3 鎖－Ca-O層の二重層構造
に近い構造を示すことを数値解析により実証した。
2.3 計算方法：2.1 および 2.2 の結果を基に，セメント鉱物の一つであるビーライト
β-C2Sの水和活性の向上に係わる，微量金属イオン置換による結晶構造の変化とその特性
について，数値シミュレーションにより理論的に解析する。
その基礎解析として，密度汎関数法に基づく第一原理分子動力学計算により，ビーラ
イトβ-C2Sの基底状態での構造特性を理論的に解明する。計算には，第一原理計算プログ
ラムVASPを使用した。 この中で，交換相関エネルギーの算定には一般化密度勾配近似法
GGAを採用し，結晶系にはウルトラソフト擬ポテンシャルと平面波展開による密度汎関
数法を用いた。
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3.

結果
ビーライトC2Sには，セメントクリンカーの焼成・冷却工程での転移により，高温側か
らα，α’，β，γの 4 種の変態がある（図-1）。1450℃での焼成時には，高温安定形のα
-C2Sを生じるが，α’-C2Sを経てγ-C2Sに転移する。γ-C2Sは，対称性の高い結晶配列で安
定しているため，水和活性は低い。一方，セメントで利用されているビーライトβ-C2 S
は，示性式ではCa2SiO4で表され単斜晶に属する。
このビーライトβ-C2S ( a = 5.502 Å, b = 6.745Å, c = 9.297Å, β= 94.59°, monoclinic
cell ) における，第一原理分子動力学計算後の構造を図-2 に示す。Ca2+は，SiO44- の両側
に 分 か れ て 配 置 す る も の と SiO44- の 間 に 存 在 す る も の が あ る 。 基 底 状 態 で の
HOMO-LUMOギャップは 5.77 eVで，価電子帯の最高被占準位の上にもバンドギャップが
存在し，典型的な絶縁体としての性質を示す。また，フェルミ準位Efは 5.52 eVで，絶縁
体の理想的な状態でのバンドの中間位置から価電子帯の方に移動している。今後は，対
称性の高い結晶配列で水和活性の低いγ-C2Sと対比
して，水和活性に係わるCa-Oの原子間距離の差異など，
結晶構造の詳細について解析を進めていく。
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酸化物系メゾスコピック材料の創出と機能発現

東北大院・工 滝沢博胤、林 大和
東北大・金研 後藤 孝、増本 博、木村禎一、塗 溶
１．
はじめに
近年、マイクロ波を利用した化学反応プロセスの研究が、有機合成、無機合成、セラミックプロセッシ
ング、触媒化学、環境化学分野で急速に展開され始めた。内部加熱や急速加熱、選択加熱といった自己発
熱現象を活かし、反応速度・収率の著しい向上や立体・位置選択合成の促進、高効率転換・合成が効果的
に実現されつつある。これらの特徴は資源・エネルギー多消費型の産業プロセスの形態を刷新するととも
に、マイクロ波交番電磁界中での非平衡反応としての特徴は、ナノ・メソスケールでの非平衡組織・構造
を有する革新的新素材創製につながる。本研究では、マイクロ波照射による非平衡反応下でのナノ・メソ
スケール構造体を形成し、電気的，磁気的，光学的物性制御・機能発現を狙う。
２．
研究経過
出発物質にはTiO2、SnO2粉末を用いた。ドーパントとしてEu3+を導入するとともに、相分離の制御を目
的に各種カチオンの添加も試みた。マイクロ波照射には、富士電波工業(株)製の電磁波加熱焼結装置
（FMS-10-28）を使用した。発振周波数は 28 GHz、最大出力は 10 kWである。TiO2-SnO2系では、マイク
ロ波照射により急速に固溶が進行し、さらに照射後の試料では(h k l): l  0 の回折線に分裂が観測された。
これはスピノーダル分解において典型的な現象であり、カチオン濃度がc軸方向に揺動していることを示
している。TEM観察からはFig.1 に示すような約 20 nmの変調周期をもつメゾスコピック層状組織が観測
された。
３．
研究成果
本系はスピノーダル分解により相分離を示す系であるが、マイクロ波照射下では平衡状態図における二
相分離領域においても短時間で固溶体形成が確認された。このような平衡状態図からの逸脱は、マイクロ
波照射下での選択加熱現象に起因し、マイクロ波吸収の強いSn成分が、吸収の弱いTiO2粒子に向かって一
方向拡散する反応メカニズムによるものと考えられる。異種原子価カチオンであるAl3+の添加によって
相分離は促進され、数分程度の短時間のマイクロ波照射によってメ
ゾスコピック組織形成が可能であることが明らかとなった。メゾス
コピック組織形成は、2.45 GHz、28 GHzのどちらの周波数を利用し
ても形成可能であった。紫外－可視拡散反射スペクトルの解析結果
から、相分離の変調組織の発達に伴い、試料の吸収スペクトルが連
続的に変化することが見出された。このことから、希土類イオンの
添加による光学特性の発現の母体として、メゾスコピック組織形成
の有効性が示された。
４．
ま と め
以上より、マイクロ波照射によるTiO2-SnO2系メゾスコピック組
織の形成が確認され、希土類賦活試料では発光も認められた。スピ
ノーダル相分離においては、微視的領域での濃度変動が組織形成に
深く関与することから、マイクロ波照射下での選択加熱現象による
微視領域での熱的非平衡状態の実現が鍵となっていると思われる。
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100 nm
Fig. 1 TEM image of TiO2-SnO2
composite obtained by microwave
irradiation.

－ 127 －

－ 128 －

－ 129 －

 ⚕㧔ᚑᦠᑼ㧕

㊄ዻࠟࠬᒻᚑว㊄ߩᶧ߆ࠄㆊ಄ළᶧ㗔ၞߦ߅ߌࠆ☼ᐲߩㅪ⛯᷹ቯᴺߩ㐿⊒

ᐶ⋵┙ᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼ ጊፒ ᔀޔ೨↰ ᖗ㧔㒮↢㧕
ޔᷓ ᱞ
᧲ർᄢቇ㊄ዻ᧚ᢱ⎇ⓥᚲ ᮮጊཅᒾᧁޔਭޔਭ
ROMCOF ᧲ർᄢ ጊାⴕ
㧝㧚 ߪߓߦ
 ㄭᐕޔZr ၮว㊄ࠍᆎߣߒߡޔᄙߊߩᄙర♽ว㊄ߦ߅ߡࡃ࡞ࠢ⁁㊄ዻࠟࠬߩᒻᚑ߇น⢻ߣߥࠅߎޔ
ࠇࠄߩว㊄ߩᦨㆡ᧦ઙߩត⚝߿ᄢㆊ಄ළ⢻ߦ↱᧪ߔࠆᶧ᭴ㅧߩ⸃߇㊀ⷐߣߐࠇߡࠆޔߚߩߎޕ
ߎࠇࠄว㊄ߩㆊ಄ළᶧ⁁ᘒߢߩ☼ᕈߩ᷷ᐲଐሽᕈߦ㑐ߔࠆᱜ⏕ߥ࠺࠲߇ᔅⷐߣߐࠇߡࠆߥߒ߆ߒޕ
߇ࠄޔZr ၮ㊄ዻࠟࠬว㊄ߪ Tg એߩ᷷ᐲߢߩ㉄ൻߩᓇ㗀߇ᄢ߈ߊޔᓥ᧪ߩᝄേᴺ߿࿁ォᴺ╬ߩᲧセ⊛
㐳᷹ቯᤨ㑆ࠍⷐߔࠆ☼ᐲ᷹ቯᴺߩណ↪ߪ࿎㔍ߢࠆ╩ޕ⠪ࠄߪޔߦߢ߹ࠇߎޔ6I એߩ㜞᷷ᐲ㔓࿐᳇ߦ
߅ߡ㉄ൻߩᓇ㗀ࠍシᷫߔࠆߚޔടᾲㅦᐲࠍ -OKP ߆ࠄᦨ㜞 -OKP ߹ߢ㜞ㅦൻߒ⹜ޔᢱ߳ߩ৻ቯ
⩄㊀᧦ઙߢߩࡑࠗࠢࡠሶߩ⽾ᷓߐࠍ♖ኒߦ⸘᷹ߔࠆߎߣߢޔㆊ಄ළ᷷ᐲ㗔ၞߦ߅ߌࠆ☼ᐲߩ᷷ᐲଐሽ
ᕈࠍ⍴ᦼ㑆ߢ⸘᷹ߢ߈ࠆ᷹ቯᣇᴺࠍ㐿⊒ߒߡ߈ߚ⎇ᧄޕⓥߢߪ⽾ߩߎޔᑼ☼ᐲ᷹ቯᴺࠍ↪ߡޔ
Zr55Cu30Al10Ni5 ㊄ዻࠟࠬߩㆊ಄ළᶧߩ☼ᕈߩ᷷ᐲଐሽᕈߣ&ޔ5% ᷹ቯߣߩ⋧㑐ᕈߦߟߡᬌ⸛ߒߚޕ
㧞㧚 ⎇ⓥ⚻ㆊ
㊄ዻࠟࠬߩᒻᚑ⢻ࠍߔࠆ Zr55Cu30Al10Ni5 ♽ว㊄ࠍ↪ߡ⹜ޔᢱ߳ߩ৻ቯ⩄㊀᧦ઙߢߩࡑࠗࠢࡠሶ
ߩߒㄟߺᷓߐࠍ♖ኒߦ⸘᷹ߒࠬࠟޔォ⒖᷷ᐲએߩㆊ಄ළᶧ☼ᐲߣ᷷ᐲߣߩ㑐ଥࠍᬌ⸛ߒߡ߈ߚޕ
ᤓᐕᐲ߹ߢߩ⎇ⓥߦ߅ߡࠬࠟޔォ⒖᷷ᐲએߦ߅ߡߪ㔓࿐᳇ߦࠃࠆ㉄ൻߩᓇ㗀߇⪺ߒ߇ޔ200
K/min એߩ㜞ㅦടᾲ᧦ઙਅߢߪ㉄ൻߩᓇ㗀ࠍ㒰ߢ߈ࠆߎߣࠍ␜ߒߚߥ߁ࠃߩߎޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ㜞ㅦ
ടᾲ᧦ઙਅߦ߅ߌࠆ⹜ᢱ᷷ᐲߩㅊ㓐↢ߦߟߡᬌ⸽ߔࠆᔅⷐ߇ࠆᧄޕᐕᐲߪޔDSC ᷹ቯࠍޔห᭽ߦ㜞ㅦ
ടᾲ᧦ઙਅߢታᣉߒޔㆊ಄ළ⁁ᘒ߆ࠄ⚿᥏ൻ㐿ᆎᤨ߹ߢߩ☼ᐲࠍ᷹ቯߔࠆߎߣߦࠃࠅ⹜ޔᢱ᷷ᐲࠍᬌ⸽ߔ
ࠆߣߣ߽ߦ⚿ޔ᥏ൻേߣ☼ᐲᄌൻߣߩ⋧㑐ᕈࠍᬌ⸛ߒߚޕ
㧟㧚 ⎇ⓥᚑᨐ
 (KI ߦ <T%W#N0K ㊄ዻࠟࠬว㊄ߩㆊ಄ළᶧ᷷ᐲ㗔ၞߦ߅ߌࠆ☼ᐲߩ᷷ᐲଐሽᕈߣ㧰㧿㧯᷹ቯ
⚿ᨐࠍ␜ߔޔߪߢߎߎޕടᾲㅦᐲࠍ -OKP ߆ࠄᦨ㜞 -OKP ߹ߢߩ▸࿐ߢᄌൻߐߖߡ᷹ቯߒߚޕടᾲ
ㅦᐲߩჇടߣߣ߽ߦޔ᷹ቯ☼ᐲߪૐਅߒ⚿ޔ᥏ൻ᷷ᐲ߇㜞᷷ᐲ߳ߩࠪࡈ࠻ߔࠆߎߣߦࠃࠅ☼ᐲ᷹ቯ▸࿐
ߪᄢߒߚ&ޕ5% ᷹ቯ⚿ᨐߣᲧセߔࠆߣޔ᷹ቯ᷷ᐲߩߣߣ߽ߦ৻ޔᣤ☼ޔᐲ߇ᭂዊ୯ࠍ␜ߒߩߘޔᓟޔ
☼ᐲߩ߇㐿ᆎߒߚᓟߦ⚿᥏ൻ߇㐿ᆎߒߡ߅ࠅ⚿ޔ᥏ൻ㐿ᆎએ೨ߦޔᄢ߈ߥ☼ᐲߩ߇ⷰኤߐࠇࠆߎ
ߣ߇ࠄ߆ߣߥߞߚ(ޕKI ߦ -OKP ߢടᾲߒߚߣ߈ߩሶ⽾േߣ☼ᐲᄌൻേࠍᲧセߒߚ⚿ᨐ
ࠍ␜ߔޕ6I એߩ⚂ ͠ઃㄭ߆ࠄሶߪ᷷ᐲߩߣߣ߽ߦടㅦᐲ⊛ߦ⽾ㅦᐲࠍჇߒ☼ޔᐲ߇ૐਅߔ
ࠆ߇☼ࠄ߆͠ޔᐲߩ߇ⷰኤߐࠇࠆࠃ߁ߦߥࠆࠄ߆͠ޔߚ߹ޕሶߩ⽾ߪᱛߒᆎߎޔ
ߩ᷷ᐲߪ &5% ᷹ቯ߆ࠄ᳞ߚ⚿᥏ൻ㐿ᆎ᷷ᐲߣ⦟ߊ৻⥌ߒߡߚ⚿ߩࠄࠇߎޕᨐ߆ࠄޔടᾲㅦᐲ߇ ͠
OKP ߩ㜞ㅦടᾲ᧦ઙਅߦ߅ߡ߽☼ޔᐲߣ &5% ᦛ✢ߩᄌൻߣ߇⦟ߊ৻⥌ߒߡ߅ࠅ⹜ޔᢱ᷷ᐲߪ⦟ߊㅊ㓐ߒ
ߡࠆߣ್ᢿߐࠇࠆ(ޕKI ߦ 6I㧔ࠟࠬォ᷷ᐲ☼ᐲ⸘&ޔ5%㧕6Z ☼ᐲ㐿ᆎ᷷ᐲ☼ᐲ⸘ 6Z ⚿
᥏ൻ㐿ᆎ᷷ᐲ☼ᐲ⸘&ޔ5% ߅ࠃ߮ޔǍ6Z 6Z6I Ǎ6Z 6Z6I ࠍᲧセߒߡ␜ߒߚޕടᾲㅦᐲ߇Ⴧ
ടߔࠆߣߣ߽ߦޔǍ6Z ߪᄢ߈ߊჇടߒߚ߇ޔǍ6Z ߩჇടߪ㕖Ᏹߦዊߐߊߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ

㧠㧚 
߹ߣ
 

 ⸥ߩ⎇ⓥߦ߅ߡޔ㜞ㅦടᾲ᧦ઙਅߢߩ☼ᐲ᷹ቯᴺ߇߶߷⏕┙ߒޔZr ၮߩᵴᕈߥว㊄♽ߩ☼ᐲ᷹ቯ߇
น⢻ߦߥߞߚޕᓟߪㆊ಄ළᶧ㗔ၞߢߩ᭴ㅧ✭േޔᷝടర⚛ߩ☼ᐲߦ߷ߔᓇ㗀╬ࠍ♽⛔⊛ߦᬌ⸛
ߒޔఝࠇߚ․ᕈࠍߔࠆ㊄ዻࠟࠬߩቯߒߚ᧦ઙࠍ⏕┙ߔࠆޕ
㧡㧚 ⊒㧔ᛩⓂ㧕⺰ᢥ
1. T. Yamasaki, S. Maeda, Y. Yokoyama, D. Okai, T. Fukami, H. M. Kimura and A. Inoue: Journal of Intermetallics,
(2006) in press.
2. T. Yamasaki, S. Maeda, Y. Yokoyama, D. Okai, T. Fukami, H. M. Kimura and A. Inoue; Viscosity Measurements
of Zr55Cu30Al10Ni5 and Pd40Cu30Ni10P20 Supercooled Liquid Alloys by using a Penetration Viscometer, Mater.
Trans. Vol. 46 (2005), 2746-2750.
3. Y. Yokoyama, Y. Akeno, T. Yamasaki, P. K. Lian, R. A. Buchanan, A. Inoue; Evolution of Mechanical Properties
of Cast Zr50Cu40Al10 Glassy Alloys by Structural Relaxation, Mater. Trans. Vol. 46 (2005), 2755-2761.
4. T. Yamasaki, H. Ushio, D. Okai, T. Fukami, H. M. Kimura, K. Sasamori and A. Inoue, Viscosity of Some Fe-Ni
Based Liquid Alloys and Their Rapid Solidification,
J. Metastable & Nanocrystalline Materials, 24-25 (2005), 267-274.

－ 130 －

Figure 2



Figure 3

－ 131 －

－ 132 －

－ 133 －

－ 134 －

－ 135 －

新物質開発に向けた遷移金属クラスターの物性と反応性の解明
豊田工大・クラスター研 近藤 保、寺嵜 亨、市橋正彦、安松久登
東北大・金研 川添良幸
1. はじめに
粒径が 1 nm以下の超微粒子であるクラスターでは、その構成原子数(サイズ)が 100 程度以下に
なる。特に構成原子数が 20 以下になるようなサイズ領域では、物性および反応性が構成原子の
関数として特徴的に変化することが様々な実験や理論によって見出されている。このようなサ
イズ領域でのクラスターの物性・反応性の解明は、ナノメートルスケールでの機能性物質設計
の指針として重要であり、かつ、物性および反応性の発現機構の解明という目標にとっても重
要性を持っている。我々はサイズ選別した気相クラスターおよび担持クラスターの物性・反応
性を実験的に研究するとともに、その実験結果を説明するために電子密度汎関数法を用いた理
論的考察を行なった。ここでは特に、(1) Cr3+の光解離分光による幾何・電子構造解明、および
(2) Ti4+とN2分子との反応に関して報告する。
2. 研究経過
実験は豊田工大・クラスター研の装置を用いて行ない、計算は東北大・金研のスーパーコンピ
ューターを用いて行なった。
(1) レーザー蒸発法により、真空中にCrn+を生成し、飛行時間法によりCr3+のみを選別した。こ
のCr3+に波長可変レーザー(光子エネルギー1.3–4.0 eV)を照射し、光吸収による解離生成イオン
(Cr+, Cr2+)および未解離のCr3+を飛行時間法により質量分析し、強度比を測定した。この強度比
から光解離断面積を算出し、Cr3+の光(吸収)解離スペクトルを求めた。一方、計算では、(時間
依存)電子密度汎関数法(Gaussian03)を用いて、Cr3+の安定構造および振動子強度を求めた。基底
関数には 6-311+G*を用い、交換・相関汎関数にはBLYPを用いた。
(2) レーザー蒸発法を用いて、真空中にTin+を生成し、ある特定のサイズのみを四重極質量選別
器によって選別した。このようにしてサイズのそろったクラスターイオンを、一回衝突の条件
下で窒素分子と衝突させた(衝突エネルギー 0.4 eV)。生成イオンおよび未反応の親イオンを高
分解能の磁場・電場二重収束型質量分析器で質量分析し、この質量スペクトルから反応断面積
を求めた。一方、計算では、反応の初期段階である衝突過程の特徴を見出すために、全電子混
合基底第一原理計算(TOMBO)を用いて、構造最適化されたTi4+に様々な衝突径数でN2を入射し、
シミュレーションを行なった。
3. 研究成果
(1) 計算結果を図 1 に示す。構造最適化の結
果、C2vの対称性を持つ安定構造が得られた。
このクラスターは、原子当たり 4 PB以上の大
きな局在スピンモーメントを持ち、強磁性的
な底辺の 2 つのCr原子は長い結合距離をとる
ことにより安定化し、かつ、残りのCr原子と
の反強磁性結合を維持している。この構造に
対して振動子強度を計算し、光吸収スペクト
ルを求めた。計算結果は実験結果の傾向をよ
く再現しており、計算によって得られた構造
の妥当性を示唆している。
図 1: 計算によって求めた光吸収スペクトルと実
(2) 実験においては、Tin+へのN2の吸着およ
験によって求めた光解離断面積。
B

－ 136 －

Impact Parameter / Å

߮Tiේሶߩ⣕㔌ߦࠃࠆTin-1N2+߇ߩ↢ᚑ߇᷹ⷰ
2
4Å
ߐࠇޔᔕᢿ㕙Ⓧߪ 0.3 Å2ߢߞߚ߈ߣߩߎޕ
Ti(1)
N(5)
ߩᔕᤨ㑆(ⴣ⓭߆ࠄ↢ᚑ‛ᬌ߹ߢߩᤨ㑆)
1
v
ߪ 100 Ps⒟ᐲߢࠆ৻ޕᣇ࡚ࠪࡘࡒࠪޔ
ࡦߢߪ࿑ 2 ߦ␜ߔࠃ߁ߥೋᦼ㈩⟎ࠍ⊒ὐߣ
0
Ti(4)
ߒߡޔTi4+ߣN2ߣߩⴣ⓭ㆊ⒟(ᔕᤨ㑆 300 fs
+
⒟ᐲ)ߩࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࠍⴕߥߞߚޕTi4 ߣ
N2ߣߩ㊀ᔃ㑆〒㔌ߩᤨ㑆ᄌൻ߅ࠃ߮NŁN⚿ว
Ti(3)
〒㔌ߩᤨ㑆ᄌൻࠍ࿑ 3 ߦߔ⓭ⴣޕᓘᢙ߇ 1.2,
+
1.5, 2.0, 2.5 Åߩ႐วߦߪޔTi4 ߳ߩN2ߩ⸃㔌ๆ
⌕߇᷹ⷰߐࠇߚޔߜࠊߥߔޕᔕߩೋᦼߦ߅ ࿑ 2: ᤨೞ 0 ߦ߅ߌࠆTi4+ߣN2ߣߩ⋧ኻ⊛ߥ㈩⟎ޕ
ߡޔN2ߩ⸃㔌ๆ⌕߇ߎࠅߩߘޔᓟޔTi4NN+ ⚕㕙߇ኻ⒓㕙ߣߥࠆࠃ߁ߦ㈩⟎ߐࠇޔTi(2)ߪ
߆ࠄߩTiߩ⣕㔌߇ㅴⴕߔࠆߎߣࠍ␜ໂߒߡ Ti(4)ߩ㒶ߦޔN(6)ߪN(5)ߩ㒶ߦ⟎߆ࠇߡࠆޕ
ࠆ৻ޕᣇ⓭ⴣޔᓘᢙ߇ 1.3, 3.0 Åߩ႐วߦߪN2ߪ
ๆ⌕ߖߕࠅࠃߦ⓭ⴣޔN2߇ᢔੂߐࠇߚޔߡ߅ߦ⓭ⴣߩߎޕN2 ߪࠢࠬ࠲ߩTi(1), Ti(2), Ti(4)
ߢ᭴ᚑߐࠇࠆ㕙߆ࠄᒝᒁജࠍฃߌߩߘޔᣇะߦᦛ߇ߞߡߊߎߣ߇᷹ⷰߐࠇߚⴣߚߩߎޕ
⓭ᓘᢙ߇Ყセ⊛ᄢ߈ߥ႐วߦ߽ޔN2 ߩ⸃㔌ๆ⌕߇ߎࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆࠈߎߣߩߢ߹ࠇߎޕ
ࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦߢ᷹ⷰߐࠇߚⴣ⓭ߩ᭽ᑼߪએਅߩ 4 ߟߦಽ㘃ߢ߈ࠆޕ
Ԙ㕖⸃㔌ๆ⌕ࠍ⚻↱ߔࠆ⸃㔌ๆ⌕ (ⴣ⓭ᓘᢙ 1.2 Å ߅ࠃ߮ 2.5 Å)ޕ
ԙ㕖⸃㔌ๆ⌕ࠍ⚻↱ߒߥ⸃㔌ๆ⌕ (ⴣ⓭ᓘᢙ 1.5 Å ߅ࠃ߮ 2.0 Å)ޕ
ԚN2ߩᝄേബࠍ߁㕖ᒢᕈᢔੂ (ⴣ⓭ᓘᢙ 1.3 Å)ޕ
ԛN2ߩᝄേബࠍࠊߥᒢᕈᢔੂ (ⴣ⓭ᓘᢙ 3.0 Å)ޕ
5

Ti4+ - N2 Distance / Å

(a)

4. ߹ߣ
ታ㛎ߢᓧࠄࠇߚ⚿ᨐࠍ⚿▚⸘ޔᨐߣᲧセߔࠆߎߣߦࠃ
ߞߡޔCr3+ߩᐞ㔚ሶ᭴ㅧࠍࠄ߆ߦߒߚߦࠇߎޕ
ࠃࠅޔ㊄ዻࠢࠬ࠲ߩⶄ㔀ߥ⏛᳇᭴ㅧߩ৻┵ࠍࠄ
߆ߦߒߚޔߚ߹ޕTin+ߣN2ߣߩᔕߩࠪࡒࡘ࡚ࠪ
ࡦߢߪ⓭ⴣޔᓘᢙߩ㆑ߦኻߒߡޔᔕㆊ⒟߇ᢅᗵߦ
ᄌൻߔࠆߎߣ߇ࠄ߆ߣߥߞߚޕ

4

3

2

1

0

100

200
Time / fs

300

200
Time / fs

300

(b)
N-N Distance / Å

2.2

1.8

1.4

1.0
0

100

࿑ 2: Ti4+ߣN2ߣߩ㊀ᔃ㑆〒㔌ߩᤨ㑆ᄌ
ൻ(a)ޔ߮ࠃ߅ޔN2 ߩᩭ㑆〒㔌ߩᤨ㑆ᄌ
ൻ(b)⓭ⴣޕᓘᢙߪ 1.2 Å (⚦⎕✢)ޔ1.3 Å
(⚦ὐ✢)ޔ1.5 Å (⚦ታ✢)ޔ2.0 Å (ᄥ⎕✢)ޔ
2.5 Å (ᄥὐ✢)ޔ3.0 Å (ᄥታ✢)ޕ

5. ⊒(ᛩⓂ)⺰ᢥ
[1] “Weak Metal-Metal Bonding in Small Manganese
Cluster Ions, MnN+ (N  7)”, K. Tono, A. Terasaki, T. Ohta
and T. Kondow, J. Chem. Phys. 123, 174314/1-174314/6
(2005).
[2] “Size-Specific Reactions of Copper Cluster Ions with a
Methanol Molecule”, M. Ichihashi, C.A. Corbett, T.
Hanmura, J.M. Lisy and T. Kondow, J. Phys. Chem. A 109,
7872-7880 (2005).
[3] “Polymerization of Ethylene Molecules Chemisorbed
on CrOH+ as a Model System of Chromium-Containing
Catalyst”, T. Hanmura, M. Ichihashi, T. Monoi, K.
Matsuura and T. Kondow, J. Phys. Chem. A 109,
6465-6470 (2005).
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㧝㧚ߪߓߦ
ㅘ⺃㔚ਛߦၒㄟ߹ࠇߚ㊄ዻ߅ࠃ߮ඨዉ࠽ࡁ☸ሶߪ㧘ఝࠇߚశቇ㕖✢ᒻᕈࠍ␜ߔߎߣ߆ࠄశ
ࠬࠗ࠶࠴╬శቇ࠺ࡃࠗࠬ߳ߩᔕ↪߇ᦼᓙߐࠇߡࠆߢ߹ࠇߎޕ㧘࠽ࡁ☸ሶᴺߣߒߡ࠱࡞ࠥ࡞ᴺ㧘
ࠗࠝࡦ឵ᴺ㧘ṁⲢᴺ㧘ࠬࡄ࠶࠲ࡦࠣหᤨ⫳⌕ᴺ㧘ࠗࠝࡦᵈᴺ߇↪ࠄࠇߡ߈ߚ߇㧘ߤߩᴺ
ߦ߅ߡ߽☸ሶࠨࠗ࠭ߩᓮ߇ᦨᄢߩ⺖㗴ߢࠆ⺖ߩߘޕ㗴ࠍసߔࠆߚߦߪ㧘࠽ࡁ☸ሶᒻᚑㆊ⒟
㧔ᩭ↢ᚑ߅ࠃ߮ࠢࠬ࠲ᚑ㐳㧕ࠍࠄ߆ߦߔࠆᔅⷐ߇ࠆ⎇ᧄޕⓥߢߪ㧘Ớᐲߩᓮ߇Ყセ⊛ኈᤃ
ߢ㧘ࡑ࠻࠶ࠢࠬ߇㒢ߐࠇߥࠗࠝࡦᵈᴺࠍ↪ߡ㧘න⚿᥏ၮ᧼ߦᵈߐࠇߚේሶߩᢔ㧘Ớᐲ
ಽᏓ㧘☸ሶࠨࠗ࠭╬ࠍ♽⛔⊛ߦ⺞ߴ㧘☸ሶࠨࠗ࠭ߣỚᐲࠍᓮߔࠆߚߩᦨㆡߥ᧦ઙࠍߔߎߣࠍ
⋡⊛ߣߔࠆޕ೨ᐕᐲߣᧄᐕᐲߪ㧘㨄✢శ㔚ሶಽశᴺ㧔XPS㧕ࠍ↪ߡ⺃㔚ਛߩ࠽ࡁ☸ሶߩࠨࠗ࠭ࠍ᷹
ቯߔࠆᣇᴺࠍ⏕┙ߔࠆߎߣࠍ⋡ᮡߦߒߚ☸ࡁ࠽ޕሶߦኻߔࠆ XPS ߢߪ㧘ౝᲖḰ⚿วࠛࡀ࡞ࠡߩࠪ
ࡈ࠻㊂㧘߅ࠃ߮ଔ㔚ሶᏪࠬࡍࠢ࠻࡞ߩ㔚ሶࠬࡇࡦ゠ಽⵚ߇☸ሶࠨࠗ࠭ߦଐሽߔࠆߎߣ߇⍮ࠄࠇߡ
ࠆߡߞ߇ߚߒޕ㧘ࠬࡄ࠶࠲ࠛ࠶࠴ࡦࠣࠍ↪ߡᷓߐᣇะߦ XPS ࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍ⸘᷹ߔࠆߎߣߢ㧘☸ሶ
ࠨࠗ࠭ߩᷓߐಽᏓࠍᓧࠆߎߣ߇น⢻ߢࠆޕ
㧞㧚⎇ⓥ⚻ㆊ
೨ᐕᐲߪ㧘ዉ㔚ᕈߩࠟࠬ⁁⚛GC ਛߦAuࠗࠝࡦᵈࠍⴕ㧘↢ᚑߐࠇߚAu࠽ࡁ☸ሶߦኻߒߡXPS
ࠍ↪ߡ☸ሶࠨࠗ࠭ࠍ⹏ଔߒߚߩߘޕ㓙㧘Au 4fౝᲖḰ⚿วࠛࡀ࡞ࠡߩࠪࡈ࠻㊂߆ࠄ☸ሶࠨࠗ࠭ࠍ
Ⓧ߽ߞߚᧄޕᐕᐲߪ⛘✼ߢࠆࠨࡈࠔࠗࠕD-Al2O3߅ࠃ߮⍹⧷ࠟࠬSiO2ၮ᧼ਛߦ↢ᚑߐࠇߚAu࠽
ࡁ☸ሶߦኻߒߡ☸ሶࠨࠗ࠭⹏ଔࠍⴕߞߚ✼⛘ޕਛߩ࠽ࡁ☸ሶߩXPSߢߪ㧘⚿วࠛࡀ࡞ࠡࠍᱜ⏕ߦ᳞
ࠆߎߣ߇࿎㔍ߢࠆߚ㧘Au 5dଔ㔚ሶᏪࠬࡍࠢ࠻࡞ߩ㔚ሶࠬࡇࡦ゠ಽⵚ߆ࠄ☸ሶࠨࠗ࠭ࠍ⹏
ଔߒߚޕ
1.7 MV࠲ࡦ࠺ࡓടㅦེࠍ↪ߡ㧘න⚿᥏ࠨࡈࠔࠗࠕD-Al2O3߅ࠃ߮⍹⧷ࠟࠬSiO2ߦ 500 keV Au+ࠗࠝ
ࡦࠍᵈߒߚޕᵈ᷷ᐲߪቶ᷷㧘ᵈ㊂ߪ 41016 ions/cm2ߢࠆޕD-Al2O3߅ࠃ߮SiO2ߦኻߒߡAuߪ㕖
࿕ṁర⚛ߢࠅ㧘ࠗࠝࡦᵈߐࠇߚAuߪࠢࠬ࠲߿࠽ࡁ☸ሶࠍᒻᚑߔࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕታ㓙㧘
AuࠗࠝࡦᵈߐࠇߚD-Al2O3߅ࠃ߮SiO2ߩนⷞశ㗔ၞߦ߅ߌࠆశๆ᷹ቯߢߪ㧘Au࠽ࡁ☸ሶߩሽࠍ␜
ߔAu㕙ࡊ࠭ࡕࡦ㡆ๆ߇᷹ⷰߐࠇߚޕXPSߪX✢శ㔚ሶಽశⵝ⟎JPS-9010 ࠍ↪ߡ᷹ቯߒߚޕ
ബX✢Ḯߦߪ㕖න⦡Mg KD✢㧔hQ eV㧕ࠍ↪ߚߚ߹ޕ㧘0.8 keVArࠗࠝࡦࠍ↪ߚࠬࡄ࠶࠲
ࠛ࠶࠴ࡦࠣߦࠃࠅ㧘ᷓߐᣇะߩಽᨆࠍⴕߞߚߦࠄߐޕ㧘Auࠗࠝࡦᵈ⹜ᢱߦኻߒߡᢿ㕙TEMⷰኤ߽ⴕ
ߞߚޕTEMⷰኤߦߪㅘㆊဳ㔚ሶ㗼ᓸ㏜JEM-2000EX (ടㅦ㔚 200 kV) ࠍ↪ߚޕ
㧟㧚⎇ⓥᚑᨐ
Fig. 1 ߪ㧘AuࠗࠝࡦᵈD-Al2O3ߦߟߡ㧘Au 5d5/2ߣ 5d3/2ଔ㔚ሶᏪḰ㑆ߩಽⵚ (٨) ߣAuỚᐲ (ٌ)
ࠍᷓߐ (ࠬࡄ࠶࠲ࡦࠣᤨ㑆) ߦኻߒߡࡊࡠ࠶࠻ߒߚࠣࡈߢࠆޕAuỚᐲ߇㜞߶ߤ 5dಽⵚߪᐢ
ߊߥࠅ㧘ࡃ࡞ࠢAuߩಽⵚ 2.7 eVߦㄭߠߚ߫߃ޕAuỚᐲ 3 at. %⒟ᐲߣߥࠆᷓߐ 60 ߅ࠃ߮ 150 nm
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ㄭறߢߪಽⵚ 1.6 r0.2 eV߇ᓧࠄࠇ㧘AuỚᐲ 6㨪7 at. %ߣߥࠆᷓߐ 100 nmㄭறߢߪಽⵚߪ 2.4 r0.1 eV
ߣߥߞߚߦ߁ࠃߩߎޕ㧘5dಽⵚߦ߅ߡAuỚᐲߣߩᒝ⋧㑐߇ߐࠇߚޕᰴߦޔᢥ₂୯[1,2]߆ࠄ
5dಽⵚߣAu࠽ࡁ☸ሶࠨࠗ࠭ߩ㑐ଥࠍዉߒ㧘ߘࠇࠍ↪ߡᷓߐᣇะߩࠨࠗ࠭ಽᏓࠍ᳞㧘ᢿ㕙TEM
ⷰኤߩ⚿ᨐߣᲧセߒߚ㧔Fig. 2㧕 ࠭ࠗࠨޕ1 㨪2 nmߩAu࠽ࡁ☸ሶߦኻߒߡ㧘XPSߣTEM߆ࠄᓧࠄࠇߚࠨ
ࠗ࠭ಽᏓߩ⚿ᨐߪ⦟ߊ৻⥌ߒߚߚ߹ޕ㧘ᷓߐ 60㨪70 nm߅ࠃ߮ 130㨪150 nmߦ߅ߡߪ㧘TEMߢߪAu
࠽ࡁ☸ሶߪⷰኤߐࠇߥ߆ߞߚ߇㧘ଔ㔚ሶᏪࠬࡍࠢ࠻࡞ߢߪ㧘ߘߩࠨࠗ࠭ࠍ 0.8 r0.1 nmߣ⹏ଔߔࠆߎߣ
߇ߢ߈ߚޕ
AuࠗࠝࡦᵈSiO2ߢߪ㧘ࠨࠗ࠭ 1.5㨪5 nmߩAu࠽ࡁ☸ሶ߇ⷰኤߐࠇߚ ࠭ࠗࠨޕ2 nmએਅߦߟߡߪ㧘
XPSߣTEMߩ⚿ᨐߪ⺋Ꮕߩ▸࿐ౝߢ⦟৻⥌ࠍ␜ߒߚ৻ޕᣇ㧘ࠨࠗ࠭ 2㨪5 nmߦߟߡߪ㧘ࠨࠗ࠭⹏ଔ
ߩ♖ᐲ߇ૐߊߥߞߚߪࠇߎޕዉߒߚ 5dಽⵚ-ࠨࠗ࠭ߩ㑐ଥߦ߅ߡ㧘ࠨࠗ࠭ 2 nmએߢߪ㧘ಽⵚ
ߦኻߒߡࠨࠗ࠭߇ᕆỗߦᄌൻߔࠆߚ㧘ಽⵚߩ᷹ቯ⺋Ꮕ߇ᓸዋߢߞߡ߽ࠨࠗ࠭⹏ଔߦᄢ߈ߥਇ
⏕ቯᕈࠍ߁ߎߣߦ࿃ߔࠆޕ
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Fig.1. Au 5d spin-orbit splitting and Au concentration as a
function of sputtering time (or depth in Al2O3).

Fig. 2.

Mean diameters of Au nanoparticles obtained by XPS
and TEM as a function of depth in Al2O3.

㧠㧚߹ߣ
ࠗࠝࡦᵈߢᒻᚑߐࠇࠆ࠽ࡁ☸ሶࠢࠬ࠲ߩࠨࠗ࠭⹏ଔᴺߣߒߡ㨄✢శ㔚ሶಽశࠍㆡ↪ߒ㧘ߘ
ߩ↪ᕈࠍᬌ⸛ߒߚޕ5d ಽⵚߣ☸ሶࠨࠗ࠭ߩ㑐ଥࠍዉߔࠆߎߣߦࠃࠅ㧘శ㔚ሶࠬࡍࠢ࠻࡞߆ࠄ☸
ሶࠨࠗ࠭ࠍⓍ߽ࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ⎇ᧄߚ߹ޕⓥߦࠃࠅ㧘XPS 5d ಽⵚ᷹ቯߦࠃࠆࠨࠗ࠭⹏ଔᴺߪ 2 nm
એਅߩ Au ࠽ࡁ☸ሶ㧘․ߦ TEM ߢߪⷰኤ߇࿎㔍ߣߥࠆࠨࡉ࠽ࡁࡔ࠻࡞ࠨࠗ࠭ߩ Au ࠽ࡁ☸ሶࠢ
ࠬ࠲ߦኻߒߡ↪ߢࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ
ෳ⠨ᢥ₂ [1] S. B. DiCenzo et al., Phys. Rev. B 38 (1988) 8465. [2] H.-G. Boyen et al., Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 016804.

㧡㧚⊒㧔ᛩⓂ㧕⺰ᢥ
“Core-level and valence-band photoemission spectra of Au clusters embedded in carbon”,
K. Takahiro, S. Oizumi, A. Terai, K. Kawatsura, B. Tsuchiya, S. Nagata, S. Yamamoto, H. Naramoto, K. Narumi,
M. Sasase, J. Appl. Phys. ᛩⓂਛ

－ 140 －

酸化物ヘテロ界面における電気伝導特性

東北大・金

１．

研

川崎雅司、

東京大学・物性研究所

Lippmaa, Mikk

はじめに

The collaboration between Lippmaa group at ISSP and Kawasaki group at IMR has continued as
scheduled. The support from this collaborative research program has been used to organize several
joint research seminars at IMR and at ISSP to discuss details of oxide heteroepitaxy, thin film growth
control and thin film and device characterization. This has provided an excellent open path for
scientific exchange between our groups. The main research subjects are related to the analysis of the
electronic structure of thin heterointerface layers, probed by transport measurements of superlattices
and in field-effect transistor geometries.
２．

研究経過

Our work is progressing on several fronts. The most important aspects has been the exchange of
results, since we work on similar issues, but using different material systems. While the ISSP groups
has characterized field-effect transistors built of SrTiO3/CaHfO3 heterostructures, The IMR group has
focused on ZnO, and a ternary SrTiO3/LaTiO3/LaAlO3 system. Sample characterization has been done
using three-terminal device measurements, to determine parameters like field-effect mobility and by
more traditional techniques, like measuring carrier concentrations and mobilities in Hall-bar setups.
We are also collaborating on developing methods for performing thin film growth and
characterization experiments more efficiently. For this purpose we are developing software that
allows us to share and distribute experimental data results on line using a Web-based data
management system. The software development is done at ISSP, with installations also operating in
IMR.
３．

研究成果

As a result of this collaboration we have developed a variety of novel field-effect device structures.
While some of these junctions may be useful for transparent electronics, the main advantage is that
these devices can be used to probe the interface states in heterostructures. Since the layers that we
are probing are only one or two unit cells thick, and the density of defect or trap states is very low,
traditional electronic state analysis methods, like optical absorption or photoemission spectroscopy,
cannot be directly applied. We have shown, however, that transport measurements of heterjunctions
are useful for characterizing defect and trap states at oxide heterointerfaces.
We have also installed and are using a software package for performing distributed materials
science research. A web-based database system has been developed that lets our, and other, research
groups quickly share raw measurement data
４． ま と め
We are thankful for the support granted by IMR and believe that this type of collaborative research is
an excellent mechanism for building and maintaining collaborative research between laboratories. We
will continue our joint projects in the area of oxide heterostructures and will likely tighten our links
in the area of developing software tools to support distributed research projects.
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貴金属に挟まれた鉄単原子層の磁化過程と磁区構造の温度変化
阪大基礎工

今田

真、渡辺智健、菅 滋正、

東北学院大工

嶋 敏之、

東北大金研, 高梨 弘毅

1. はじめに
層状規則合金FePtの薄膜ならびに微粒子は、高密度記録媒体への応用が有望視されている磁性ナノ材
料である。FePtの結晶構造はFeとPtが 1 原子層ずつ積層したL10構造である。磁化容易方向が積層面に
垂直である(垂直磁気異方性)ことが高密度記録媒体の有力な候補と考えられる理由のひとつである。
Pt に挟まれた Fe 単原子層は、大気中でも安定である。さらに Fe 層の上下が対称であるので比較的
理想的な 2 次元磁性体と見ることができ、基礎的観点からも重要な知見が期待される。本研究ではさ
らに Fe 単原子層を二種類の貴金属 Pt と Au で挟んだ際の特性の違いも解明することを目指す。
本研究では、Fe 3d 電子のスピン及び軌道角運動量状態を探るために Fe の 2p 内殻から 3d 軌道への
光吸収を、円偏光のスピンと試料にかける磁場の向きが同じときと逆のときについて測定する「軟 X
線磁気円二色性測定(XMCD)」を行う。この手法は試料の表面(あるいは表面付近)にある Fe が 1 原子
層の数分の 1 でも、1 原子あたりの磁気モーメントを検出できるので、磁化の絶対値が小さいため検
出が困難な鉄単原子層の磁気モーメントの測定に適用できる。
2. 研究経過
前年度までに、Ptで挟まれたFePt 薄膜の磁性の膜厚依存性を調べることを目的に、Pt基板上にFe, Pt
単原子層交互蒸着n周期膜を成長しPt保護膜を施した試料 (PtPt / [Fe 1ML / Pt 1ML]n / Pt)を作製して、
XMCDを用いたスピン･軌道磁気モーメントの見積もり並びに磁場中磁化と残留磁化の温度依存性測
定を行ってきた。その結果、周期数nを小さくしていったときに、n = 3 以上では室温で磁場中磁化、
残留磁化ともにバルクのFePtからの減少が見られなかったが、n = 2 では磁場中磁化は室温で 3 割程度
減少し残留磁化は室温以上で消失することが分かった。n = 1 ではさらに磁場中磁化も 100 Kから室温
にかけて緩やかに消失し、残留磁化は 170 K 以上で消失することが分かった。
3. 研究成果
以上を踏まえて本研究では、Ptに挟まれたFe単原子層の磁化過程の温度依存性を調べて強磁性転移
温度(TC)を見積もること、さらにAuに挟まれたFe単原子層でも同様の研究を行って両者を比較するこ
とを目指した。
磁化過程の解明は、XMCDスペクトルのピーク強度の磁場依存性を測定して磁化曲線を求めること
で行った。なお、FePtの垂直磁気異方性から、貴金属で挟まれたFe単原子層も垂直磁気異方性を持つ
と予想されるので、まず垂直磁場下での磁化過程調べた。低温の 25 Kにおいては、PtおよびAuに挟ま
れたFe単原子層は 2.8 および 2.7 PBの大きな飽和磁化を持ち、いずれも顕著な残留磁化を持って 0.3 T
程度の低磁場で飽和磁化するヒステリシスを示した。
次に、25 Kと室温の間で磁化曲線の温度依存性を測定した。温度を上昇させると、飽和磁気モーメ
ントが減少するとともに、低磁場領域の磁化曲線の傾きが小さくなった。このことから強磁性状態か
ら常磁性状態への変化が起こっていることがわかる。磁場Hに対する磁化Mの変化からH/Mに対する
M2の変化を求めた図(アロットプロット)を作り、これより各温度での自発磁化を見積もった。自発磁
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化は昇温とともにほぼ直線的に減少し、自発磁化が消失する温度(キューリー温度)はPtで挟まれたFe
単原子層の場合は 245 K付近で、Auで挟まれたそれの場合は 290 K付近でゼロになることが明らかに
なった。
4. まとめ
貴金属(PtならびにAu)に挟まれた鉄単原子層について、他の手法では検出が困難な磁気モーメント
を、軟X線磁気円二色性測定を用いて測定することに成功し、磁化曲線の温度依存性を実験的に明ら
かにした。低温では単体の鉄を大きく上回りバルクのFePtに匹敵する大きな磁気モーメントを示し、
顕著な垂直残留磁化を持った。磁化曲線は昇温とともに強磁性的な振る舞いから常磁性的な振る舞い
に変化し、アロットプロットを用いて見積もった自発磁化は昇温とともに直線的に減少した。また、
自発磁化が消失する温度からキュリー温度(TC)を見積もり、Fe単原子層を挟む貴金属がPtとAuとでは
50 K程度後者のTCが高いという結果を得た。もしこの違いが本質的であれば、PtとAuの電子状態の違
いに起因している可能性がある。
5. 発表論文
“Ferromagnetism of a few atomic layers thick L10 FePt films” S. Imada, T. Shima, K. Takanashi, S. Suga, in
preparation.
“Ferromagnetism of Fe atomic layers sandwiched by noble metals” S. Imada, T. Shima, K. Takanashi, S. Suga,
in preparation.
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別紙（作成書式）

高圧力下におけるグルコースイソメラーゼ結晶表面の超微細構造変化の速度論的研究
徳島大・工 鈴木良尚、東北大・金研

佐崎元、中嶋一雄

1. はじめに
タンパク質の分子構造解明には結晶構造解析が必要であるが、タンパク質は結晶化が困難な物質であ
り、新規タンパク質の結晶化はいまだに試行錯誤で行われている。一方、グルコースイソメラーゼ（以下
GI）は高圧力下で顕著に結晶化が進むタンパク質であり、この促進機構の解明は、未結晶化タンパク質の
結晶化に役立つと期待される。
我々は H16 年度の共同研究の成果として、AFM による表面ステップ高さの観察により、GI 結晶の成長
単位が四量体であると推定した。また、成長単位の特定により、結晶面の成長速度の速度論的解析によっ
て得られた表面自由エネルギーとマクロボンドとを直接議論することができるようになった。しかし、面
成長速度のみでは、二次元核生成頻度とステップ前進速度の結晶化促進への寄与を分離できなかった。そ
こで、今年度は佐崎らが開発したレーザー共焦点微分干渉顕微鏡システム（LCM-DIM）とその場観察用
高圧光学セルを組み合わせて、高圧力下における結晶表面の微細構造の直接観察を行い、加圧による結晶
化促進における二次元核生成頻度とステップ前進速度の寄与を分離することを目的とした。
2. 研究経過
まず高圧力下で共焦点微分干渉顕微鏡が使用出来る高圧その場観察セルをテラメックス（株）とともに
共同開発し、高圧力下における結晶表面の単位ステップ観察を行った。また、より正確な値を求めるべく、
速度論的解析に必要不可欠な溶解度データを、ステップの前進・後退速度の温度依存性によって取り直す
こととした。また、その値を使って、ステップ前進速度、二次元核生成頻度の速度論的解析を試みた。
3. 研究成果
高圧セルの観察窓となる 1.0 mm のサファイヤ窓上に GI 結晶を成長させた後、50 MPa において{101}面
上の単位ステップの観察に世界ではじめて成功した。観察された結晶ステップは直線的で、{101}面上で
菱形の二次元 island を形成しており、高圧力下でもその形状に変化はなかった。また、ステップ前進・後
退速度の温度依存性から、0.1, 25, 50 MPa における溶解平衡温度を、昨年度よりも精密に決定できた。
高圧力下における上記の溶解度データを用い、ステップ前進速度および二次元核生成頻度の速度論的解
析を行った。具体的には、両方とも濃度 5 mgml-1、26.4 ℃で 0.1, 25, 50 MPa の 3 つの圧力下で測定した。
その結果、ステップ前進速度、二次元核生成頻度共に、加圧により速度論的に増加した。このことから GI
結晶の加圧による結晶化促進は、ステップ前進速度および二次元核生成頻度の両者の速度論的な促進によ
るものである事が明らかになった。
更なる解析の結果、加圧によるステップ前進速度の増加から、ステップ上のキンク位置への分子取込み
の活性化エネルギーの加圧に伴う減少が示された。一方、加圧による二次元核生成頻度の増加には、活性
化エネルギーと表面エネルギーの寄与が混在しており、現段階では両者の分離には成功していない。それ
らの分離の為には、各圧力下における二次元核生成頻度の過飽和度依存性の詳細な測定が必要である。
4. ま と め
1) 世界ではじめて、高圧力下（50 MPa）のタンパク質結晶表面の単位ステップのその場観察に成功した。
2) 高圧力下のステップ前進・後退速度の温度変化から溶解平衡温度を求める事で、従来の手法よりもよ
り精密な高圧力下のタンパク質の溶解度を測定できた。
3) ステップ前進速度と二次元核生成頻度をそれぞれ直接測定した結果、ともに加圧により速度論的に増
加した。このことから、加圧による GI の結晶化の速度論的な促進が、ステップ前進速度・二次元核生
成頻度両方の速度論的な促進による事が明らかになった。
4) ステップの前進速度の解析結果から、キンクへの分子取込みの活性化エネルギーの加圧よる減少が明
らかになった。
今後は、各圧力下での二次元核生成頻度の過飽和度依存性をより詳細に明らかにする予定である。これ
により、二次元核生成に関係する活性化エネルギーおよび表面エネルギーの寄与をはっきりと分離でき
る。更にステップ前進速度・二次元核生成頻度の一定過飽和度における温度依存性から活性化エネルギー
の絶対値を求め、その絶対値の圧力変化からより詳細な結晶化メカニズムの解明を行う予定である。
ここまでの結果は、現在原著論文として投稿準備中である。
5. 発表（投稿）論文
1) 鈴木良尚、佐崎元、松本雅光、永澤眞、中嶋一雄、田村勝弘、高圧力下の生物科学、さんえい出版、
印刷中
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結晶成長にともなう粒界生成の機構解明とその制御
名大・理 上羽牧夫
慶応大・理工 齋藤幸夫
東北大・金研 中嶋一雄、宇佐美徳隆、藤原航三
１．
はじめに
通常の結晶成長では無欠陥単結晶が目的とされるが、近年、太陽電池の効率化の追求のため、意識的
にマイクロメーターあるいはそれ以下のサイズでの非一様な構造や多結晶構造を作り、その特性を活
用することが試みられている。われわれはこれをミクロ分散構造と名づけたが、このような構造を制
御しようと思えば、核生成や拡散を含む多結晶生成の機構を深く理解することが不可欠である。
われわれは太陽電池材料として重要な SiGe 系を中心に、その構造形成のメカニズムを理論的に解明す
るため研究を行ってきた。結晶粒界制御のための具体的な問題として、Si 結晶成長での粒界分裂機構
の解明と粒界と界面形状の決定機構の解明を行う。
２．
研究経過
1) Si 結晶の融液成長のその場観察実験により、Si 結晶の(111)面と(001)面が成長方向となるよう種結
晶を接合して融液中で成長させると、(001)面は分裂して成長の遅い(111)面の段丘構造に変わり、すべ
ての面が(111)面で囲まれた形になるように見える。また二つの結晶の粒界には V 字型の谷が生まれ、
粒界面は成長方向にある角度をなして進む。この(001)面の分裂と段丘構造発達の機構を研究した。ま
た粒界面の進む方位が決定される機構と、それが過冷却度によってどのように変化するかを調べた。
2) Si 単結晶を(001)面に垂直な面で切断し一方を回転させて張り合わせたのち、これを種として[001]
方向に成長させると、Σ5 粒界を持った結晶が成長する。この張り合わせる角度をずらすと生成される
人工粒界は成長に伴ってΣ3 粒界を生成する。この粒界生成の機構を検討し、成長速度とΣ3 粒界生成
率の関係を調べた。
３． 研究成果
1）Si 結晶の融液成長のその場観察実験により、結晶成長時の過冷度を変化させることによって、ファ
セット－デンドライト成長機構が発現する条件を見出した。このファセット－デンドライト結晶は成
長方向が特定の方向（[112]方向または[110]方向）に限定されることが判った。また、これらのデン
ドライト結晶の中央部にはΣ3 双晶が存在し、この双晶がデンドライト結晶の成長機構に大きく影響を
及ぼしていることが示唆された。
2）この知見を実際の太陽電池用の Si バルク多結晶の成長に応用し、バルク多結晶の組織制御を成長
に取り入れるという斬新なデンドライト利用キャスト成長法を開発し、Si バルク単結晶に近い品質の
Si バルク多結晶を初めて実現した。
４． まとめ
本共同研究における実験および実験結果の解析・討論により、太陽電池用の高品質 Si 系バルク多結晶
の成長に有効な結晶成長メカニズムを見出すことができた。この知見により、新たな成長方法が考案・
開発され、実際に高品質 Si バルク多結晶を実現できた。ファセット－デンドライト結晶の成長シミュ
レーションや成長機構の解明は今後の課題である。
５． 発表論文
[1] “Growth of Structure-Controlled Polycrystalline Silicon Ingot for Solar Cells by Casting”,
K. Fujiwara , W. Pan, N. Usami, K. Sawada, M. Tokairin, Y. Nose, A. Nomura, T. Shishido
and K. Nakajima, Acta Materialia, in press
関連論文
[1] “Growth Modes in Two-Dimensional Heteroepitaxy on an Elastic Substrate”,
H. Katsuno, H. Uemura,M. Uwaha and Y. Saito, J. Cryst. Growth 275 (2005) e-283-288.
[2] “Drift-induced step instabilities due to the gap in the diffusion coefficient
M. Sato, M. Uwaha and Y. Saito, J. Cryst. Growth 275 (2005) e129–e134.
[3] “Step interaction on a 3D elastic substrate”
Y. Saito, J. Cryst. Growth 275 (2005) e61–e66
[4] “Fractal aggregation growth and the surrounding diffusion field”
S. Miyashita, Y. Saito, M. Uwaha, J. Cryst. Growth 283 (2005) 533–539
[5] “Three-dimensional elastic lattice model of heteroepitaxy”,
Y. Saito, Surf. Sci. 586 (2005) 83–95
[6] “Evaporation and impingement effects on drift-induced step instabilities on a Si(001) vicinal
face”
M. Sato, M. Uwaha and Y. Saito, Phys. Rev. B 72, (2005) 045401-1-9

－ 149 －
















㧔㧕㕙ၮ᧼  ⭯⤑ߩᱡߺ⸃ᨆ

᧲ർᄢ㊄ ⎇
ቝ⟤ᓼ㓉ޔਛ᎑৻㓶 
ጊ᪸ᄢᄢቇ㒮කᎿ✚ว రޔਛᎹᷡ


㧝㧚 ߪߓߦ
  ᣖඨዉ࠺ࡃࠗࠬߪ⚛ޔሶࠨࠗ࠭ࠍᓸ⚦ൻߔࠆߎߣߦࠃࠅᕈ⢻ࠍะߐߖߡ߈ߚޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ
㧔㊄ዻ㉄ൻ⤑ඨዉ㔚⇇ലᨐ࠻ࡦࠫࠬ࠲㧕ߦ߅ߡߪ࠻ࠥޔ㐳߇  ࠍਅ࿁ࠆࡌ࡞ߩ
⚛ሶ߇ߐࠇߡ߅ࠅࠇߎޔએߩᓸ⚦ൻ߇࿎㔍ߣߥߞߡ߈ߡࠆޔߚ߹ޕ⍴࠴ࡖࡀ࡞ലᨐ㧔ࠥ࠻㐳߇
⍴ߊߥࠆߎߣߦࠃߞߡߎࠆ․ᕈഠൻ㧕ࠍ㒐ߋὑߦߪ 㧔  㧕ၮ᧼߿࠻࠻ࠥ࠴࡞ࡑޔ
ࡦࠫࠬ࠲᭴ㅧߩ↪߇ᔅⷐߣߥࠅߟߟࠆޔߦ߁ࠃߩߎޕᓸ⚦ൻߩㅴⴕߦࠃߞߡ⚛ሶ᭴ㅧߩᩮᧄ⊛ߥᄌ
ᦝ߇ᔅⷐߣߥߞߡ߈ߡࠆޕ
 ৻ᣇࡠ࠹ࡋޔ᭴ㅧࠍ↪ߒߡ  ⭯⤑ߦᔕജࠍශടߒࠕࡖࠠޔ⒖േᐲࠍะߐߖࠆᱡߺ  ᛛⴚߦߟ
ߡߩ⎇ⓥ߽♖ജ⊛ߦㅴࠄࠇߡࠆߩߎޕᣇᴺࠍ↪ࠆߣޔᓸ⚦ൻߦࠃࠄߕᕈ⢻ะࠍ࿑ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ
ߩߢࠬࡠࡊߩⴕޔᛛⴚߣߩᢛวᕈ߇⦟߁ߣޔὐ߇ࠆᦨޔߚ߹ޕㄭ 㕙ࠍ࠴ࡖࡀ࡞ߦ↪
ࠆߣޔᱜሹ⒖േᐲ߇ᓥ᧪ߩ⚂㧞߹ߢะߔࠆߎߣ߇ಽ߆ࠅޔᵈ⋡ࠍ㓸ߡࠆޕ೨ㅀߩࡑ࡞࠴ࠥ࠻
࠻ࡦࠫࠬ࠲ߦ߅ߡ߽ࠍ࡞ࡀࡖ࠴ޔ㕙ߔࠆߣࠅࠃޔ㜞㔚ᵹ㚟േജ߇ᓧࠄࠇࠆ߁ߣޔႎ๔߽ࠆޕ
એߩߎߣ߆ࠄޔᱡߺߩലᨐߣ㕙ᣇߩᦨㆡൻࠍⲢวߒߚ㕙  ᣖඨዉᱡߺࡋ࠹ࡠ᭴ㅧ߇ᰴઍ
ߩ㔚ሶ࠺ࡃࠗࠬ↪᧚ᢱߣߒߡജߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆࠍࠇߎޕታߔࠆߚߦߪޔ㕙߳ߩ 
ጀߩᒻᚑㆊ⒟߅ࠃ߮ᱡߺ✭ᯏ᭴ߦ㑐ߔࠆ⍮߇ᰳ߆ߖߥޔߦ․ޕᱡߺ₸✭₸߇㕙ౝ⇣ᣇᕈࠍᜬߟ
ߣޔ㔚᳇વዉ․ᕈߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍ߷ߔߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆߢߎߘޕᚒޔߪޘၮ᧼ߦᒻᚑߐࠇߚᱡ
ߺ  ᭴ㅧߦ߅ߌࠆ⚿᥏᭴ㅧߩ⇣ᣇᕈߣ㔚᳇વዉ․ᕈߣߩ㑐ଥࠍࠄ߆ߦߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ⎇ⓥ
ࠍⴕߞߡࠆޕᐔᚑ  ᐕᐲߩห⎇ⓥߢߪ ࠬ࠰ࠬࠟޔ ᴺࠍ↪ߡߒߚ⹜ᢱߦߟߡޔ ✢࿁
᛬ㅒᩰሶࡑ࠶ࡇࡦࠣ߅ࠃ߮ࡑࡦಽశ᷹ቯࠍ↪ߡ⚿᥏᭴ㅧߩ⇣ᣇᕈ߿ⓨ㑆ಽᏓࠍ⺞ߴߚޕ

㧞㧚 ⎇ⓥ⚻ㆊ
ᱡߺ 
 ⹜ᢱߪ㊄ዻ᧚ᢱ⎇ⓥᚲߩࠟࠬ࠰ࠬಽሶ✢ࠛࡇ࠲ࠠࠪ㧔㧕ⵝ⟎ࠍ↪ߡ
ߒߚޕ࿑㧝ߦ⹜ᢱ᭴ㅧࠍ␜ߔࠔࡈ࠶ࡃޕጀߦߪᢳ⚵ᚑࡃ࠶ࡈࠔࠍ↪ߚ⚿ޕ᥏᭴

ㅧߩ⸃ᨆߪᰴߩࠃ߁ߦߒߡⴕߞߚޔߕ߹ޕ ✢࿁᛬ㅒᩰሶࡑ࠶ࡇࡦࠣߦࠃߞߡ 
ጀߩ⚵ᚑ߅ࠃ߮ᱡߺ✭₸ࠍ᳞ߚޕᰴߦޔశࠍᓮߒߚⓨ㑆ಽ⸃ࡑࡦಽశᴺߦ
ࡃ࠶ࡈࠔጀ
ࠃߞߡᦨ㕙  ጀߩᱡߺ₸ߩ⇣ᣇᕈ߅ࠃ߮ⓨ㑆ಽᏓࠍ⺞ߴߚޕ

ၮ᧼
㧟㧚 ⎇ⓥᚑᨐ
࿑  ⹜ᢱ᭴ㅧ
 ࿑ ࿑  ߦ ࠬ࠰ࠬࠟޔ ᴺߢߒߚ⹜ᢱߩㅒᩰሶࡑ࠶ࡊࠍ␜ߔޕ࿑  ߆
ࠄޔ ጀߩ⚿᥏ᩰሶߪ   ᣇะߩᒢᕈᱡߺࠍ✭ߒߡࠆ߇ಽ߆ࠆޔ߇ࠈߎߣޕ

࿑  ߢߪ  ጀ߆ࠄߩ࿁᛬  ✢ᒝᐲߪㅒᩰሶⓨ㑆ਛߢ   ᣇะߦᏪ⁁ߦಽᏓߒߡ߅ࠅࡇߩߘޔ
ࠢߪᏪ⁁࿁᛬ᒝᐲಽᏓߩਔ┵ઃㄭߦಽⵚߒߡࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚߩࠄࠇߎޕታ㛎⚿ᨐ߆ࠄޔ࿑  ߩࠃ߁ߦ

 ጀߩ⚿᥏ᩰሶ߇   ᣇะߦ⚂ q࿁ォߒߚࠃ߁ߥ᭴ㅧࠍᜬߞߡࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚࠃߩߎޕ
߁ߥ᭴ㅧ߇⊒ߔࠆࡔࠞ࠾࠭ࡓߦ㑐ߒߡߪߩߣߎࠈਇߢࠆޕ࿑  ߩࠃ߁ߥ⽎ߪ㜞᷷ߢᚑ⤑ߒߚ႐
วߦߒ߆ࠄࠇߥߎߣ߆ࠄޔ㜞᷷ਅߢ  ߦࠃࠆォߩዉ߇ኈᤃߦߥࠆߎߣߣ㑐ㅪߒߡࠆߣផ᷹
ߐࠇࠆ߇ߪߡߟߦࠇߎޔᓟ㔚ሶ㗼ᓸ㏜ࠍ↪ߚ⚦ߥ⎇ⓥࠍⴕ߁੍ቯߢࠆޕㅒᩰሶࡑ࠶ࡊߣ 

᷹ቯߩ⚿ᨐ߆ࠄ⹜ߩߎޔᢱߩ  ⚵ᚑߪ 㧑ޔᱡߺ✭₸ߪ   ᣇะᣇะߣ߽߶߷ ߢࠆ
ߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ
 ᰴߦޔⓨ㑆ಽ⸃ࡑࡦಽశᴺࠍ↪ߡᦨ㕙  ጀߩᩰሶᱡߺࠍ᷹ቯߒߚޕ࿑  ߪޔ᷹ቯߐࠇߚࡑࡦ
ࠬࡍࠢ࠻࡞߆ࠄࡈࠖ࠶࠹ࠖࡦࠣߦࠃߞߡᦨ㕙ᱡߺ  ጀ߆ࠄߩࡑࡦᢔੂࡇࠢᵄᢙߩಽᏓࠍⷞⷡൻߒߚ

߽ߩߢࠆߩߎޕ࿑߆ࠄޔᱡߺ₸ߩⓨ㑆ಽᏓ߇㗼⪺ߢࠅޔ ᣇะߩᱡߺ₸ߩᄌേ߇   ᣇะߩߘࠇ






－ 150 －




ߣᲧセߒߡᄢ߈߇ಽ߆ࠆޔߦࠄߐޕశࠍᓮߒߡ⇣ߥࠆశቇࡈࠜࡁࡦࡕ࠼ߦࠃࠆᢔੂࠬࡍࠢ࠻
࡞ࠍ᷹ⷰߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ   ᣇะߣᣇะߩᱡߺ₸ࠍ᳞ߚߜ߁ߩߎޕ   ᣇะߩᱡߺ₸ߩ⸃ᨆ⚿
ᨐࠍ࿑  ߦ␜ߔޕ࿑  ߦኻᔕߒߡޔᱡߺ₸߇․ߦᣇะߦᄢ߈ߊᄌേߒߡࠆ߇ಽ߆ࠆ⚿ߩߎޕᨐߪޔ
 ጀߩ⚿᥏ᩰሶߩ࿁ォߣኻᔕߒߡࠆޕᱡߺߩ⇣ᣇᕈ߿ⓨ㑆ಽᏓߩḮߦ㑐ߒߡߪޔ㔚ሶ㗼ᓸ㏜ࠍ↪
ߚᓟߩታ㛎ߢࠄ߆ߦߒߡߊ⠨߃ߢࠆޔߚ߹ޕ࿁ࡑࡦಽశᴺߩ⸃ᨆߢ↪ߚᚻᴺߪޔᵄᢙಽ⸃
⢻ⓨ㑆ಽ⸃⢻ޔ᷹ቯ♽ߩᯏ᪾⊛ቯᕈߩࠣࡦࠖ࠹࠶ࠖࡈޔᚑุߦࠃߞߡᄢ߈ߊᓇ㗀ߐࠇࠆߚޔᲑ㓏
ߢߪ⺋Ꮕ߇ᄢ߈ߊࠆߥࠄߐޔ᷹ቯ♖ᐲߩะ߇ᔅⷐߢࠆߩߎޕὐ߽ᓟߩ⺖㗴ߣߥߞߡࠆޕ












࿑  ㅒᩰሶࡑ࠶ࡊ㧔㕙࿁᛬㧕




࿑  ㅒᩰሶࡑ࠶ࡊ㧔㕙࿁᛬㧕



q

q







࿑  ⚿᥏ᩰሶ
࿑  ࡑࡦಽశ᷹ቯߩታ㛎⚿ᨐ
㧠㧚 ߹ߣ 
ࠟࠬ࠰ࠬ  ᴺߦࠃࠅߒߚᱡߺ ᭴
ㅧߦ㑐ߒߡޔ ࿁᛬ㅒᩰሶࡑ࠶ࡊ߅ࠃ߮ࡑࡦಽశᴺࠍ↪
ߡᱡߺࡄࡔ࠲⸃ᨆࠍⴕߞߚ⚿ߩߘޕᨐޔ ጀߩ⚿᥏
ᩰሶߪ   ᣇะߦ࿁ォߒߚ᭴ㅧࠍߒߡ߅ࠅߦࠇߎޔ
ኻᔕߒߡᦨ㕙  ጀߩᱡߺಽᏓ߇ᣇะߦᄢ߈ߊᄌേߒ
ߡࠆࠍࠄ߆ߦߒߚޕ

㧡㧚 ⊒㧔ᛩⓂ㧕⺰ᢥ
̌      
̍    

    
       






－ 151 －

࿑     ᣇะߩᱡߺ₸ߩⓨ㑆ಽᏓ

高品質・低欠陥密度単結晶育成に向けた結晶中の欠陥分布・転位挙動・各種特性評価
信州大学教育学部
東北大学金属材料研究所

干川圭吾、太子敏則
米永一郎

１．はじめに
携帯電話や自動車、コンピュータ機器など我々の生活の至るところに、ニオブ酸リチウム（LiNbO3）、タ
ンタル酸リチウム（LiTaO3）、サファイア（Al2O3）等の機能的酸化物単結晶が用いられている。これらの
結晶の主な成長方法は引き上げ（CZ）法であるが、結晶の需要や結晶直径、デバイスとして使う際の形状
によっては垂直ブリッジマン（VB）法や EFG 法等の別の方法で結晶を成長し、低コスト化を図ることが
想定される。一般的にマクロな欠陥のない酸化物単結晶の成長速度は数 mm/h であり、成長速度を速くす
ると結晶中に気泡、異相などの欠陥が現れることが知られているが、結晶成長方法が変わっても高品質で
低欠陥の結晶が求められることには変わりはない。
本研究では、SAW デバイス用圧電結晶として、また近年高温燃焼圧センサー用結晶として注目されてい
るランガサイト（La3Ga5SiO14）について、CZ 法よりも低コストな VB 法で成長し、結晶中の欠陥分布を X
線トポグラフィにより評価した。今回は、結晶が高抵抗となるよう酸素を含まない Ar 雰囲気で成長を試み、
Ga 成分の蒸発や結晶中の組成ずれに伴う異相の晶出や欠陥の発生について検討した。
２．研究経過
結晶育成は高周波誘導加熱式 VB 炉にてカーボン発熱体を用いて Ar 雰囲気で行った。白金るつぼを使用
し、成長方位は X 方位(100)、実験炉内の固液界面近傍の温度勾配は 10～12℃/cm、成長速度 1mm/h、るつ
ぼ回転 2rpm として結晶成長を行った。成長した結晶を成長面と平行に切断し、両面研磨後の厚さ 0.3mm
のウェハを X 線トポグラフィにより評価した。
３．研究成果
VB 法で成長して得られた結晶は、一般的に知られてい
る橙色ではなく無色透明であった。図１は、成長した結晶
の種子づけ界面に近い部分から切り出したウェハの X 線
トポグラフ写真である。回折ベクトルは g = 300 とした。
トポグラフにはウェハ研磨によるスクラッチが見られる
が、同一の回折条件でウェハ全体を撮影することができた
ことから、ウェハ面内での結晶面の大きな傾きがなく、異
相や析出物などを含まない良質な単結晶が今回実施した
成長条件で得られることが確認できた。また、最終固化部
を含む結晶全体に異相やクラックを生じていないことか
ら、Ar 雰囲気での成長による組成ずれは起こらず、VB 法
がランガサイト単結晶を低コストで成長するための有効
な手段であることを示すことができた。

5mm

g ← 300

４．まとめ
低コスト化、高抵抗化を目標に、VB 法により Ar 雰囲気
でランガサイト単結晶を成長し、X 線トポグラフィにより
評価した結果、異相等を含まない良質な単結晶であること
を確認した。今後、ランガサイト以外の酸化物単結晶を
VB 法で成長して同様の評価を行い、VB 法が安価で良質
な酸化物単結晶を成長するために適する方法であるかを
検討する予定である。
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図１ VB法によりAr雰囲気で成長した
ランガサイト結晶から得た(100)ウェ
ハのX線トポグラフ写真
（MoKα1 47.5kV, 250mA）

II-VI 族化合物半導体中の格子欠陥に関する研究

宮崎大・工 松尾整、吉野賢二、東北大・金研 米永一郎
１． はじめに
半導体デバイスを作成する上で、エピタキシャル成長技術は必要不可欠な技術の１つである。エピタキシャ
ル成長表面には、特徴的な形状の欠陥がしばしば観察され、それらの欠陥は、構造的に特定の結晶方位として
なんらかの相関を持つことが多い。さらに、エピタキシャル結晶の完全性は、その成長方法と技術および材料
の組み合わせに大きく依存し、評価の対象は、薄膜とヘテロ接合、基板との格子整合の度合いなどであり、そ
れぞれに合わせた工夫が必要になる。
本研究では、青・紫色発光素子あるいは光検出器として期待される II-VI 族化合物半導体基板（特に ZnO）
において、Ｘ線トポグラフにより基板中の転位や積層欠陥を調べ、基板からの発生か新たな発生かを判別し、
良質なエピタキシャル膜の成長の最適化条件を得ることを目的とする。
２． 研究経過
Ｘ線トポグラフの測定に用いた試料は、水熱合成法で育成したZnO単結晶である。試料は、高抵抗であり、エ
ッチピット密度は、100 cm-2以下である。測定は透過法で、単結晶の（0001）面からＸ線を照射した。また本実
験では、異常透過現象（ボルマン）効果を利用し、厚さ 0.3 mmの単結晶を測定した。さらに、試料の一部にイ
ンデントをつけ、酸素雰囲気中で熱処理を行い、フォトルミネッセンス（PL）との関係を調べた。
３． 研究成果

10

mm

図１に測定したＸ線トポグラフの写真を
示す。インデントは、0.5 mm 間隔で 500g 重の
プレスで試料の上半分につけた。異常透過現象
（ボルマン）効果を利用しているので、転位は
黒っぽく観察される。熱処理温度を大きくする
g↑
g↑
←g
につれて、転位が広がっているのが確認でき
る。図２に、低温での PL スペクトを示す。2.4
as-indented
500 ˚C
600 ˚C 700 ˚C 800 ˚C
eV 付近に観察されたピークが、熱処理温度とと
もに減少している。このことは、インデントさ
図１ ZnO（0001）単結晶のＸ線トポグラフ
れていない試料でも観察されるが、発光強度は
小さく、2.8 eV 付近に新しいピークが観察され
ている。この 2.8 eV の発光の起源は、あきらかではないが、インデントをつけた試料では観察されていない。
転位によって、この発光センターが減少し、非輻射遷移が増加したと推測される。
QuickTimeý Ç²
TIFFÅiLZWÅj êLí£ÉvÉçÉOÉâÉÄ
Ç™Ç±ÇÃÉsÉNÉ`ÉÉÇ¾å©ÇÈÇžÇ½Ç…ÇÕïKóvÇ-Ç ÅB

No-indented ZnO

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

Photon Energy (eV)

3.0

3.2

500 ǌC
600 ǌC
700 ǌC
800 ǌC
as-grown

4.2K
325nm

PL intensity (arb. units)

PL intensity (arb. units)
1.8

indented ZnO

500 ǌC
600 ǌC
700 ǌC
800 ǌC
as-grown

4.2K
325nm

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

Photon Energy (eV)

図２ フォトルミネッセンススペクトル
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3.2

フラックスエピタキシー法による機能性単結晶基板の開発

東工大・応セラ研 松本祐司、
東工大・総理工 小畑拓真、阿部孝寿
東北大・金研 川崎雅司
１． はじめに（１から 5 まで１０ポイント）
シリコン、GaAs をはじめ、ナノテクノロジーをベースにした電子・光機能デバイスの開発に、高品質
単結晶基板材料は不可欠である。新しい電子材料として、基礎的にも応用的にも急速に関心が高まってい
る窒化物(GaN 等)や酸化物（ZnO、ペロブスカイト）薄膜、デバイス開発についても基板の重要性は強く
認識されている。しかし、未だ満足すべき結果が得られていないのが現状である。本共同利用研究では、
フラックスエピタキシーという新しい方法を提案し、本手法を用いた高機能性単結晶基板製造プロセスの
確立を目的とした。
結晶成長を促進するフラックスとともに、目的とする薄膜材料を気相法、もしくは固相法により基板に
堆積することで、一致溶融・分解溶融を問わず、単結晶薄膜を育成できる。バルクプロセスでは、育成が
困難な単結晶や原料コストのかかる結晶材料を、既存の商品化された単結晶基板上に安価に育成できる画
期的な方法である。

２． 研究経過
そ こ で 、 本 共 同 利 用 で は 、 p 型 ZnO 薄 膜 の 実 現 へ の カ ギ と な っ た 格 子 整 合 基 板 材 料 で あ る
ScAlMgO4((SCAM)に注目した。SCAMはバルク単結晶の育成が困難で、かつ希少なScを含むためコスト
高である。それに対し、薄膜ではそのようなコストの問題は解決できるが、これまでにSCAMを薄膜化で
きた、という報告例は皆無である。実際、パルスレーザー堆積（PLD）法により、800～900℃で薄膜化を
試みても多結晶的なものすらできないことがこれまでに分かっている。我々は、この原因として反応のた
めの活性化エネルギーが高いためであり、フラックスを触媒的に機能させれば、SCAM合成反応を進行さ
せることができるのではないかと考え、フラックスエピタキシー法による薄膜化について検討を行った。
SCAM 薄膜堆積にはパルスレーザー堆積法を用い、基板はc面サファイア基板、フラックスはBi2O3を用い、
SCAMターゲットに混合することで同時供給を行った。

３． 研究成果
図１に、基板温度 840℃、酸素圧 6Torrの条件で
堆積したときのXRDパターンを示す。通常のSCAM
ターゲットを用いて堆積すると、(a)のようにまった
く不純物のX線回折ピークすら検出されない。それ
に対し、Bi2O3を含むSCAMターゲットで薄膜を堆
積すると、わずかながらスピネルの不純物相に帰属
される回折ピークが観測されるが、それよりも強度
の強いc軸配向したSCAMに帰属される回折ピーク
が 高 次 ま で 観 測 さ れ た 。 こ の こ と か ら Bi2O3 は
SCAMとスピネル相、両方の生成に触媒的に作用し
ているものと考えられる。またスピネルとSCAMの
生成の割合の基板温度依存性は、成長温度が低くな
るにつれて、速度論的にスピネルの生成が優勢とな
る傾向が見られた。SCAM（0003）ピークのロッ
キング半値幅は 0.052oと結晶性は比較的良好であ
った。４軸X線回折によるφスキャンの結果を図２
(a)に示す。サファイア基板に対して、c軸配向した
SCAM薄膜が２ドメイン構造でエピタキシャル成
長していることが分かる。

(a)

(b)

図１：c 面サファイア基板上への SCAM 薄膜
の堆積。(a)SCAM ターゲットを用いて堆積、
(b)Bi2O3 を含む SCAM ターゲットで堆積し
た SCAM 薄膜の XRD パターン
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多元・複雑組成系酸化物単結晶の成長機構に関する研究
信州大学教育学部
東北大学金属材料研究所

干川圭吾、太子敏則
宇田 聡、黄 新明

１．はじめに
ランガサイト(La3Ga5SiO14：以下 LGS)は融点が約 1470℃の橙色の圧電結晶であり、この温度まで相転移点
を持たない。近年、SAW デバイスなどのフィルタ材料に広く用いられるとともに、高温用圧力センサ材料
としても期待されている。LGS を用いた自動車エンジン用燃焼圧センサの開発も進んでおり、相転移点が
高く、高抵抗な LGS はこのセンサ材料としての条件を概ね満たしているが、高温でも温度によらずさらに
高抵抗である圧電材料が要求されている。LGS 結晶の成長は一般的にチョクラルスキー(CZ)法で行われて
おり、融液からの Ga2O3 の蒸発およびるつぼ材として用いる Ir の酸化を防ぐために Ar に数%の酸素を混合
した雰囲気で育成されることが通例となっている。それに対して本研究では、CZ 法よりも低コストな結晶
成長を目指して垂直ブリッジマン(VB)法にて LGS 単結晶の成長を試み、大気中および Ar 雰囲気で成長し
た結晶の抵抗率の評価を行った。
２．研究経過
内径 1 インチの茶筒型白金るつぼに X 方位の LGS 種子結晶と、固相反応させた原料棒を充填した。原料
となる La2O3、Ga2O3、SiO2 の組成は、LGS の化学量論組成近傍の VB 法に適した比[1]とした。大気中では
抵抗加熱式 VB 炉を用い、Ar 雰囲気中ではカーボン発熱体を用いた高周波加熱式 VB 炉を用いた。固液界
面近傍の温度勾配は 10～12℃/cm とし、引き下げ速度 1mm/h、るつぼ回転 2rpm として育成を行った。得ら
れた結晶から 5×7×0.5mm の試料を切り出して両面研磨し、大気中 1000℃でアニールを行った後に、白金
電極をつけて絶縁抵抗計により 100℃および 300℃で抵抗率を測定した。
３．研究成果
大気中および Ar 雰囲気中で成長した結晶を図 1(a)、(b)
に示す。ともにクラックフリーであり最終固化部以外に
異相を含まない単結晶が得られた。結晶の色は大気中成
長では橙色に対して、Ar 雰囲気では無色透明となった。
図 2 は得られた結晶の大気中 1000℃でのアニール時間と
抵抗率の関係を示している。as-grown での抵抗率は Ar
雰囲気成長結晶の方が 10～50 倍大きいが、
大気中 1000℃
のアニールを 5 時間以上行うことにより Ar 雰囲気成長
結晶は橙色を呈し抵抗率はほぼ一定になった。この結果
から、ランガサイトは酸素含有雰囲気での成長やアニー
ルにより酸素過剰となって橙色を呈し、抵抗率が低下す
ることが示唆された。同時に、Ar 雰囲気での成長により
過剰酸素が少ない高抵抗の結晶が得られることが示され
た。

参考文献
[1] S. Uda, H. Inaba, J. Harada and K. Hoshikawa: “Growth
of langasite via Bridgman technique along [0001], [2110] and
[0111] for piezoelectric applications” J. Cryst. Growth 271
(2004) 229-237.
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(b) Ar雰囲気中で成長した結晶
図１ VB法により成長したLGS単結晶
（左：種子結晶側、右：最終固化側）
1016
1015
Resistivity
[Ωcm]
抵抗率 [Ωcm]

４．まとめ
VB 法にて大気中および Ar 雰囲気で LGS 単結晶の成
長を行い、大気中では橙色、Ar 雰囲気では無色透明の
LGS 単結晶を得ることに成功した。as-grown では、Ar
雰囲気で成長した結晶の抵抗率は大気中で成長した結晶
に比べて高く、過剰酸素が少ないことが考えられる。

(a) 大気中で成長した結晶
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図２ 大気中1000℃での熱処理時間によるLGS
の抵抗率の変化

周期双晶四ホウ酸リチウム結晶の育成と真空紫外域波長変換への応用
東京大学 大学院工学系研究科
中央大学 理工学部
東北大学 金研

近藤高志
庄司一郎
黄晋二 宇田聡

１． はじめに
近年、波長 200nm以下の真空紫外域全固体レーザ光源開発への強い要望がある。これは、電気・光エネル
ギー変換効率が低く、煩雑なメンテナンスを必要とするエキシマレーザの代替として、高エネルギー効率・小
型・メンテナンスフリー・優れたコヒーレンスを有する全固体レーザが望まれているためであり、中でも、YAG
レーザ（1.064Pm）の第 6 高調波光源（波長 177nm）の実現が期待されている。波長 177nmの全固体レーザ
は、極微細化が進む半導体リソグラフィーやレーザ検査・加工、および、高分解の原子・分子分光測定におい
て極めて重要な光源となる。この第 6 高調波光は、第 2 高調波発生などの 2 次非線形光学効果を利用した波
長変換で発生させるが、177nmで透明な 2 次非線形光学結晶（ボレート系結晶や水晶）のうち、第 6 高調波
波長において複屈折位相整合を達成することができる実用的な結晶は無い。よって、第 6 高調波発生における
位相整合を達成するためには、結晶の対称性を周期的に反転させた構造による擬似位相整合（QPM）を行う
必要がある。しかし、ボレート系結晶は常誘電体であるために、強誘電体のLiNbO3で行われている、電圧印
加による分極反転（ポーリング）を利用したQPM構造の作製ができない。そこで、本研究では、QPMボレー
ト結晶を作製するために、融液から結晶を育成する際に成長界面へ外部電場を印加し、周期的な双晶を内包す
る結晶を作製する手法を提案する。本研究では、ボレート系結晶として、四ホウ酸リチウム（Li2B4O7：以後
LB4 と記す）を使用する。LB4 結晶は、吸収端が 160nmであり、かつ一致融解する（コングルエント）結晶
であるためチョクラルスキー（CZ）法などの結晶育成法によって大型結晶を育成することができる。
本研究の目的は，
「結晶育成時に成長界面へ外部電場を印加することによって四ホウ酸リチウム（LB4）結晶
内に周期的双晶構造を形成する技術を開発し、真空紫外光発生用波長変換素子に応用する」ことである。本研
究では、外部電場印加による双晶形成技術について基礎的な実験を行い、高い制御性を有する双晶結晶形成技
術の開発を目標としている．
２． 研究経過
本年度は，結晶成長界面への外部電場印加に先立ち，まず，結晶成長自体が有する内部電場について詳しく
調べることを第一目標とした．イオン性融液からの酸化物結晶成長では，イオンの分配によって結晶成長界面
にイオンチャージが蓄積し，結晶化電場が形成されることが報告されている．実際，我々は，マイクロ引き下
げ成長法を用いた内部電場測定によって，LiNbO3（LN）結晶成長界面に～5mV程度の結晶化電場が存在し
ていることを確認している．今回は，同様の実験手法を用いてLB4 結晶成長界面における内部電場について
詳しく調べた．
３． 研究成果
成長速度を変化させた内部電場測定実験をLB4
について行ったところ，LNにおいて観測された結晶
250
化電場が，すべての成長速度についてLB4 では観測
8 mm/h
されなかった（図 1）．これは，LB4 の結晶成長で
200
は，イオンを含めたすべての融液構成要素について
固相
液相
150
平衡分配係数k0 が１に等しいことを示す結果であ
る．すべての融液構成要素についてk0が１となるこ
100
とによって， LB4 の結晶成長においては，LNで見
られるような成長界面におけるイオンの蓄積が形成
50
100
150
200
250
300
されないため，結晶化電場が生じないのである．
'T (K)
４． ま と め
上記の結果は，調和融解組成と化学量論組成が一 図 1：LB4 結晶成長界面近傍のポテンシャル分布．
致する LB4 の相関係が深く関与する現象であり，イ
オン性融液からの結晶成長における成長メカニズムを考える上で，非常に重要な結果であると考えている．ま
た，結晶化電場が存在しない LB4 の結晶成長に対して，何らかの形で数 mV 程度の外部電場を印加できれば，
結晶成長自体が大きく変化する可能性があることを示唆する結果でもあると考えている．
'V (mV)

B

５． 発表（投稿）論文
第 53 回応用物理学関係連合講演会
「マイクロ引き下げ法を用いた結晶成長界面における内部電場の測定」
23p-ZD-9， 黄晋二，西田雅宏，我妻幸長，国吉幸浩，黄新明，宇田聡
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高温プラズマ・壁相互作用による再堆積層の形成挙動とその特性
九大応力研
島根大総理工
核融合研
東北大金研

時谷政行，吉田直亮，徳永和俊，藤原 正
宮本光貴
増崎 貴，芦川直子，森崎友宏，庄司 主，小森彰夫，LHD 実験グループ
永田晋二，土屋 文

1．はじめに
高温プラズマ閉じ込め装置において，プラズマと壁との相互作用(PWI)は材料損耗だけでなく，プラズ
マ制御と直結する問題である．その中でも粒子バランスの研究はトリチウムインベントリーなどの安全面
からも重要な位置づけであり，それにはプラズマ対向材料表面に捕捉されるプラズマ粒子の定量評価が必
要である．本研究では，東北大金研のタンデム加速器を用いたイオンビーム分析(RBS&ERD)から，対向
材中の捕捉粒子量を評価した．
２．研究経過
昨年度までの共同研究において，TRIAM-1M 再堆積層中に捕捉された水素量を RBS&ERD によって定
量化し，TRIAM-1M で発生している大きな壁排気は共堆積層中に保持される水素が要因であることが材料
学的な知見から証明された．本年度は，核融合科学研究所の LHD における粒子バランスの研究に着目し，
LHD マテリアルプローブシステムを用いてダイバータプラズマに曝露した材料[タングステン(W)や等方
性黒鉛(IG430U)]における捕捉粒子の定量評価を実施した．現在の LHD ダイバータタイルには IG430U が
採用されているが，ITER やその後の核融合装置を視野に入れた場合には W を用いた実機における照射研
究が求められる．本報告では，主に LHD ダイバータプラズマ照射された W におけるプラズマ粒子の捕捉
特性について述べる．

He/W

3．研究成果
LHD マテリアルプローブシステムを用い，W 試料をダイバータレグ位置まで挿入し，ヘリウムのダイ
バータプラズマに 30 秒間曝露させた．照射後の試料に捕捉されたヘリウム粒子を，RBS&ERD の同時測
定法により定量評価した. プローブビームには 5MeV-O4+を使用した．図にヘリウムダイバータプラズマ曝
露後の W における捕捉ヘリウムの深さ分布を示す．
ダイバータプラズマの Strike point を基点として
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超えていた．この理由には，ダイバータプラズマに高
エネルギー成分が存在することと，注入された He の 図 ヘリウムダイバータプラズマ曝露後の W
における捕捉ヘリウムの深さ分布
自己拡散が考えられる．このような深部への He 捕捉
は材料損耗の観点からだけでなく，プラズマ制御へ予
期せぬ影響をもたらすことも懸念される．
4．まとめ
低エネルギーのダイバータプラズマ照射において 25nm という深部までヘリウムが存在していることは
予想外の結果である．ヘリウムにより形成された欠陥層には欠陥の存在しない領域と比較すると水素同位
体を多く保持することが報告されており，トリチウムインベントリーの観点においても重要な結果である．
5．発表（投稿）論文
Hydrogen Retention Properties of Co-Deposition under High-Density Plasmas in TRIAM-1M
M. Tokitani, M. Miyamoto, K. Tokunaga, T. Fujiwara, N. Yoshida, M. Sakamoto, H. Zushi, K.
Hanada, TRIAM group to be published in J. Nucl. Mater.
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バナジウム合金の溶接性に及ぼす不純物及び溶接後熱処理の影響
核融合科学研究所

室賀健夫、西村新、長坂琢也、田中照也

東北大学金属材料研究所 二田伸康、松井秀樹

Content, C / wppm

1. はじめに
バナジウム合金は低放射化特性、高温強度特性及び照射特性に優れることから、核融合炉ブランケ
ット構造材料として期待されている。バナジウム合金を用いた先進ブランケットではエネルギー変換
効率を大きくするため、液体金属リチウムを冷却材に用いている。一方で、原子炉照射試験では、照
射場の温度均一性を保つため液体金属ナトリウムが熱媒体として使用される場合がある。このような
液体金属環境下では、炭素、窒素、酸素などの不純物の移動が液体金属とバナジウム合金との間で起
こり、その変化量は無視できないレベルである。このような液体金属中での不純物移行とそれに伴う
組織・強度・照射特性変化の機構を解明することが本研究の目的である。
2. 研究経過
高純度低放射化バナジウム合金の共通材料 NIFS-HEAT-2 を試料として用いた。0.25（厚さ）×5（幅）
×25（長さ） mm の板状試験片を 973 K または 1073 K の液体 Li に 250〜2000 hr 浸漬した。浸漬後の
試験片から、微小引張試験片（0.25×4×16 mm）、電子顕微鏡試料（0.25×φ3 mm）を打ち抜き、残材
を化学分析用の試料とした。微小引張試験片のゲージサイズは 0.25×1.2×5 mm である。引張試験は
室温〜1073 K で真空中（真空度 10-4 Pa 以上）で行った。他に浸漬試験片断面の硬さ試験、電子顕微
鏡（SEM, TEM）による微細組織観察を行った。
3. 研究成果
表 1 液体 Li 浸漬したバナジウム合金の不純物濃度
表 1 に液体 Li 浸漬前後の不純物濃度を示
（tLi = 0 hr が浸漬前、tLi > 0 hr が浸漬後の濃度）
す。浸漬試験ごとに使用した Li の純度が異
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図 2 に 1073 K で Li 浸漬したバナジウム
Semi-log plot
合金の引張強度の試験温度依存性を示す。
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図 2 に 1073 K で Li 浸漬したバナジウム
Exposure time, t Li / hr
合金の引張試験における伸びを示す。伸び
は Li 浸漬により低下するものの、全ての条
図 1 Li 浸漬による不純物濃度変化
件において一様伸びで 6.5 %、全伸びで
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図 2 Li 浸漬(1073 K)による引張強度変化
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図 3 Li 浸漬(1073 K)による伸びの変化

図 4 Li 浸漬後の Ti-C-N 型析出物分布（D は観察位置の試験片表面からの深さを示す）
13 %以上であった。これは構造材料としては十分な値であり、バナジウム合金と液体リチウムの良好
な共存性が示された。
図 4 に SEM による微細組織観察の結果を示す。図で観察されているのは、Ti, C, N を主成分とする
fcc 構造の析出物（Ti-C-N 型）であり、この数密度、サイズが Li 浸漬により大きくなった。TEM 観察
によると、さらに微細な Ti-C-O 型の析出物も観察されたが、もともと数密度が小さいため、分布の変
化は小さく不明瞭であった。
以上から、液体リチウムからバナジウム合金に移行した C, N は Ti 析出物として固定されるために、
引張強度に大きな影響を及ぼさないと考えられる。一方、973 K 以上での強度低下は O 濃度の低下が
原因と考えられるが、これが固溶 O の低下によるものか、Ti-C-O 型析出物が関与しているのかを明ら
かにしていくのが今後の課題である。
4. まとめと今後の予定
液体 Li 中ではバナジウム合金に比較的大量の C, N 不純物混入が起こるが Ti 析出物として固定され
るために引張特性への影響は小さい。一方、不純物 O 濃度は減少し、これが高温での強度低下を招い
ていると考えられる。今後は、液体リチウム浸漬試料の他に、熱処理で Ti-C-O 型析出量を調整した試
料を作製し、同様の引張試験をする。さらにクリープ試験も行い、O 不純物の固溶、析出が高温での
変形に及ぼす影響を明らかにしていく予定である。
5. 発表（投稿）論文
[1] T. Nagasaka, T. Muroga, M. M. Li, D. T. Hoelzer, S. J. Zinkle, M. L. Grossbeck, H. Matsui, Tensile
property of low activation vanadium alloy after liquid lithium exposure, Fusion Eng. Des. 81 (2006)
307-313.
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バナジウム合金の低温照射脆性要因としての転位チャネリング発生機構の解明

福井大 福元謙一、 東北大金研 二田伸康

松井秀樹

１． はじめに
バナジウム合金で比較的低温領域（＜200-300℃）での中性子照射による低温脆化を引き起こす原因と
して高密度欠陥集合体形成によって生じる転位チャネルの形成が挙げられる。転位チャネル形成に関
しては多くの研究例があるが、欠陥集合体の掃去過程に関する十分な説明は未だなく、転位チャネル
形成過程を直接とらえた報告例は全くない。本研究では著しい照射硬化と転位チャネリングが報告さ
れている中性子照射した V-Cr-Ti 合金のすべり帯の表面ステップに関する測定と内部組織観察を行
う。またイオン照射材に超微小硬さ試験を行い、変形試験後表面粗さ測定からチャネリング形成臨界
条件について調査する。これらの測定実験から転位チャネルの発生成長過程を詳細に調べ低温脆化の
機構を解明することを目的とする。
２． 研究経過
【中性子照射試験】V-4Cr-4Ti合金とV-3Fe-4Ti-0.1Si合金の微小引張試験片（SSJ）を用い、照射はATR
（228℃、4.7dpa）で行った。照射後焼鈍試験は大洗センターホットラボ棟内の真空焼鈍炉を用いた。
焼鈍温度は 500,600,700℃にて各 1 時間、<1ｘ10-4Paの真空度で行った。焼鈍後引張試験を行い、破断
部近傍と未変形部のTEM組織観察を東北大金研大洗センターおよび東北大金研アルファ放射体実験室
で行った。
【イオン照射試験】V-4Cr-4Ti 合金の TEM 試料（1000°C、2 時間焼鈍）を用いて、若狭湾エネルギー
研究センターのマイクロ波イオン源イオン注入装置にて 190keV He イオン照射を行った。損傷量とし
て試料表面から深さ約 600nm でおよそ 0.1dpa（dpa：格子原子あたりのはじき出し原子数）であった。
照射温度は 100, 200, 300°C で行った。照射後試験として原子力安全システム研究所の超微小硬度装
置エリオニクス社製 ENT- 1100 を用い、超微小硬度測定を行った。また硬さ試験後の変形表面観察を
福井大学地域共同センター内の走査型プローブ顕微鏡およびレーザー共焦点顕微鏡で行った。
３． 研究成果
【中性子照射試験】V-Fe-Ti合金は 500℃焼鈍から照射硬化の低下が観察された。一方均一伸びの回復は
600℃以上の焼鈍温度でないと生じないことがわかった。700℃でV-Fe-Ti合金で完全に回復したが
V-Cr-Ti合金は若干の照射硬化が認められるものの大きく強度は回復していた。TEM観察から 600℃以上
での欠陥集合体数密度の極端な低下と緩やかな成長が見られた。200℃照射材で観察される高密度黒点状
の組織から転位ループおよび粗大な転位網組織へと変化していった。しかしながら 500℃では損傷組織
は焼鈍によっても大きく変化せず、破断部位では転位チャネルと思われる変形組織観察が見られた。ま
た欠陥集合体数密度、サイズと転位チャネル発生の有無について整理したところ、1023/m3の数密度以上、
4nm以下の平均サイズの欠陥集合体形成の場合に転位チャネリングの発生が認められた。この結果から損
傷組織変化から転位チャネリング発生の有無の臨界条件が得られたと考えられ、バナジウム合金の脆化
挙動を予測する上で一つの指針として利用が可能であると考えられる。
【イオン照射試験】超微小硬度試験から全ての照射条件で照射硬化が見られたが最大で 50%程度の照
射硬化であり、バナジウム合金で見られる著しい照射硬化程硬度の増大は認められなかった。照射表
面への硬さ試験後の圧痕観察ではレーザー共焦点顕微鏡では表面に変形時に形成されるすべり帯と思
われる表面段差形状が観察された。このすべり帯の拡がりは照射材と比べて非照射材で圧痕から離れ
た領域で広く形成されていた。照射材では圧痕の稜面からすべり帯が形成され大きな拡がりを示さな
かった。このすべり帯の形状を AFM で詳細に観察したところ、非照射材では段差が 10nm 以下であった
のに対し、照射材では 50nm 程度の段差であった。この傾向は 100-300℃の照射材全てで認められた。
この段差の存在は転位チャネリングの発生を示していると考えられるが局所領域 TEM 観察を行ってい
ないためステップ発生要因の同定はなされていない。重照射材での同様の試験を継続して行い TEM 観
察による転位チャネリングの有無と表面形状の関係について明らかにしてゆく。
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４． ま と め
核融合炉構造材料としての低放射化バナジウム合金の低温照射脆化の発生要因となる転位チャネリン
グ発生機構を解明するため中性子照射を行い、照射後焼鈍後の機械的性質試験からの引張試験と内部
組織観察を行った。またイオン照射後の超微小硬度試験と原子管力顕微鏡による表面形状観察を行っ
た。中性子照射後焼鈍試験から転位チャネル発生のための欠陥集合体分布による形成臨界条件が明ら
かになった。イオン照射後試験から転位チャネルによる表面粗大すべり帯形成を示すステップが照射
材表面に観察され、転位チャネル形成研究に対してイオン照射試験が有効であることを見いだした。
５． 発表（投稿）論文
Inner structure of dislocation channels in neutron-irradiated V-(Fe, Cr)-Ti alloy、K. Fukumoto, M.
Sugiyama and H. Matsui, ICFRM-12 ( to be sumitted in J. Nucl. Mater.) 【Field Number: 13】
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B-C-N 系ナノ物質の原子配列と物性に関する研究
阪大・産研 奥 健夫、 東北大・金研 川添 良幸、Rodion V. Belosludov
１． はじめに
C60 の発見以来、20 年が経過しようとしているが、炭素系ナノ物質は、基礎的な分野から応用まで、全世界的にますま
す幅広い展開を見せている。フラーレンナノ構造は炭素系だけにとどまらずに、1995 年に BN ナノチューブが発見さ
れて以来、合成は困難なものの BN 系においてもいくつかの報告が行われ始めている。BN 系ナノ物質は、炭素系ナノ
物質と比較して、ワイドギャップ(Eg = 6eV)による優れた電子絶縁性や直接遷移型バンド構造、大気中高温での安定性
という特徴を有する。応用可能性としては、BN ナノチューブトランジスタ、単一電子デバイス、単磁区ナノ物質、量
子ドット発光素子、超常磁性磁気冷凍、水素吸蔵材料、ナノ電気ケーブル、ナノ温度計、生体内薬品輸送など、さら
に将来的には炭素系ナノ物質との融合により、BCN 系ナノチューブ・フラーレン科学の新しい展開が期待される。
現在エネルギー分野において、メタノールから水素と電子を分離する触媒担持電極材料としてカーボンナノホ
ーンが注目されている。一方 BN 系では、炭素と比較するとその研究結果は非常に少ないものの、BN 層の積層した
BN ナノコーンが報告されている。ナノケージ構造の中でも内部空洞を有する BN ナノホーンは、カーボンナノホーン
のように実用化達成が可能である一候補と考えられ、さらなる研究報告が待たれている。本研究では、B 系粉末を窒
素ガス雰囲気中でアーク溶解することにより、内部空洞を有する BN ナノホーン構造の形成し、高分解能電子顕微鏡
(High-Resolution Electron Microscope: HREM)による原子配列評価や、計算による構造・物性評価を行った。
２． 研究経過及び研究成果
合成した多層 BN ナノホーンの電子顕微鏡(TEM)像を図 1(a)に示す。TEM 像を元に構築した B150N150 ナノホーンの原
子配列モデルを図 1(b)に示す。ホーン先端角度は、35-43°であり、HREM シミュレーション像とも比較を行いよい一
致を示した。本研究で提案した原子配列モデルは、特に頂点近傍に BN4 員環を 2 個配置した特殊構造を有しており、
この原子配列モデルに基づき分子軌道計算を行った結果、BN ナノホーンのエネルギーギャップは、BN ナノチューブ
や BN フラーレンのエネルギーギャップが約 5-6eV を示すのに対して、極めて低い 0.80eV を示す。このことは BN ナ
ノホーンの独自構造によるバンドギャップ変化と考えられ、BN ナノチューブや BN フラーレンと組み合わせることに
より、様々な新しい応用分野が期待できる。
図 1 の左側の BN ナノホーンは、8 層の BN ナノホーン構造となっており、そのモデルを構築し 1 原子 mol あたりの
分子力学計算結果から、BN ナノホーンの層を増加させることで全エネルギーが低下することがわかり、BN 六員環ネ
ットワーク多層構造形成により BN 多層ナノホーンの構造が安定化すると考えられる。図 1(a)の BN ナノホーンのホー
ン先端角度は、約 35°であるが、他にも様々なホーン先
端角度を有する BN ナノホーンが見出された。HREM 像
から測定されたホーン先端角度はそれぞれ、102、90~95、
60、22°である。本研究において提案した積層 BN ナノホ
ーン原子配列モデルのホーン先端角度も実測値と近い値
を示し、またエネルギーギャップは 0.2-0.9eV の範囲であ
ることが計算された。また、積層構造になると単層よりエ
ネルギーが低下して安定化することがわかった。
３． ま と め
これらのBNナノホーンを、今後より詳細に調べていくた
めには、様々な分離技術の開発及び評価が必要であると考え
られる。
４． 発表論文
奥健夫、成田一人、西脇篤史、小井成弘、所久人、藤
井重男、平賀贒二、川添良幸
BN ナノ物質の構造と
物性
ナノ学会会報, Vol. 3, No. 2 (2005) 71-85.

図１. (a) アーク溶解法により合成したBN ナノホーンの
HREM像．
(b) B150N150ナノホーンの原子配列モデル．
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ラジカル配位子を含む平面型金属錯体を用いた高移動度 FET デバイスの創製
北大・電子研 野呂 真一郎、東北大・金研

竹延 大志、岩佐 義宏

１．
はじめに
有機薄膜トランジスタ（organic thin-film transistor (OTFT)）は、シリコンを中心とする無機半導体を
ベースとした既存のトランジスタでは容易に実現できない優れた特徴（分子の多様性・機械的フレキシビ
リティー・シンプルな作成プロセス・大面積化・低温プロセス・ローコスト）を有するため次世代エレク
トロニクス素子として注目されている。特に、論理回路や発光トランジスタへの応用を目指したアンバイ
ポーラーOTFT の開発が近年精力的に行われてきた。しかしながら、p 型・n 型共に高移動度を示すアン
バイポーラーOTFT 材料は限られている。そこで優れたアンバイポーラー電界応答を示す半導体材料の設
計指針を得るためには、アンバイポーラー特性を示す（すなわち、バンドギャップが狭い）新規半導体材
料の開発が必要不可欠であると認識している。
このような背景から、本研究ではこれまで報告例がほとんど無いラジカルジイ
ミノベンゾセミキノネート配位子が配位した金属錯体 1 (図 1) を用い、配位子
の酸化還元両性機能に由来する狭いバンドギャップ（～0.8 eV）を利用して高結
晶・高配向性薄膜を作成し、アンバイポーラーMetal-Organic TFT(MOTFT)の
構築を行った。
図1
２．
研究成果
本共同研究の開始直前に、我々は 1 を用いて高ホール移動度（～10-2 cm2/Vs）を示すp型MOTFTの構築
に成功している（野呂、張、竹延、岩佐、その他、J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 10012-10013）。しかし
ながら、当初予想していたアンバイポーラーFET特性を観測することができなかった。その原因としては、
（１）ソース・ドレイン電極に用いたAuの仕事関数と錯体のLUMOバンドのミスマッチングによる電子キ
ャリア注入障壁の増大、（２）絶縁体－半導体界面（SiO2/金属錯体）におけるシラノール基（–SH）によ
る電子キャリアのトラッピング、が考えられる。そこで、本共同研究では、1 の錯体のアンバイポーラー
FET特性を見出すことを目的に研究を行った。
我々は、シラノール基フリーなポリマー絶縁膜がアンバイポーラー特性の発現に有効であるということ
に注目し（Nature, 2005, 434, 194-199）、ポリメチルメタクリレートポリマー(PMMA)を絶縁膜に用いた。
SiO2(400nm)/n-Si基板上にPMMAのトルエン溶液をスピンコートし、厚さ約 20nmの絶縁膜を作成した。
次に、1 の錯体の蒸着膜をPMMA絶縁膜上に作成し、その構造をAFM及びXRD測定から評価した。AFM
から、グレインサイズは約 100nmと見積もられた。XRD測定から、1 の錯体は基板の法線方向に対して 1
軸配向した集積構造を形成していることが確認された。以上の結果より、PMMA膜上に作成された錯体 1
はSiO2上に作成されたものと同様の集積状態を有していることが確認できた。最後に、金電極を錯体薄膜
上に作成し、図 2 のようなトップコンタクト型デバイスを作成し
た。なお、金電極の作成及び半導体特性の評価は、すべてグロー
ブボックス内で行った。その結果、図 2 のデバイスは電子もホー
ルも流れるアンバイポーラー特性を示した。さらに、図 2 のデバ
イスはN2下でアニール処理（100 度）を行うことで、電子移動度
の向上が観測された。この原因としては、1 の錯体の薄膜を大気
中にさらしたときに付着した酸素の影響であると考えられる。
３．
ま と め
本研究では、絶縁体－半導体界面を修飾することで、狭いバンドギャップ（～0.8 eV）を有するラジカ
ルジイミノベンゾセミキノネート配位子が配位した金属錯体 1 の半導体薄膜が、アンバイポーラーFET 特
性を示すことを見出した。今後は、金属イオン依存性の検討・配位子の置換基修飾などを行い、高性能な
アンバイポーラーFET 特性を示す金属錯体半導体の最適化を試みる予定である。

－ 167 －

⇇㕙ᓮߒߚᯏ࠽ࡁ࠺ࡃࠗࠬߩ‛ᕈ
ർ㒽వ┵ᄢޔ%4'56,56   ⮮ේᲧฎޔᐘ⧷ᴦ᧻ޔጟ੧ථ
᧲ർᄢ㊄⎇ޔ%4'56,56  ጤ⟵ብ┻ޔᑧᄢᔒ
㧝㧚 ߪߓߦ
⇇ޟ㕙ߩലᨐޔߪޠᯏࠛࠢ࠻ࡠ࠾ࠢࠬಽ㊁ߦ߅ߡᷓೞߢࠆޕήᯏࠛࠢ࠻ࡠ࠾ࠢࠬߢߪࡇࠛޔ
࠲ࠠࠪࡖ࡞ᚑ㐳ߦࠃࠅේሶࡌ࡞ߢࡑ࠶࠴ࡦࠣߐߖ⇇ޔ㕙ߩਇᢛวߪ㒢ࠅߥߊዊߐߊ᧪ࠆߩߦኻߒޔ
ᯏ㔚ሶ࠺ࡃࠗࠬߪޔේሶߢ᭴ᚑߐࠇࠆ㔚ᭂߣಽሶߢ᭴ᚑߐࠇࠆ࠴ࡖࡦࡀ࡞ㇱಽߩᢛวᕈߪᔅὼ⊛ߦᖡߊߥ
ࠅޔ㔚ሶᵈߦᖡᓇ㗀ࠍ߷ߔ߆ࠄߢࠆޕ
ᧄ⎇ⓥߢߪޔᯏ⭯⤑ࠍ㚟േ㧔࠴ࡖࡦࡀ࡞㧕㗔ၞߣߒߚ㔚⇇ലᨐ࠻ࡦࠫࠬ࠲㧔FET㧕ࠍߒޔ᭽ޘ
ߥ⇇㕙⁁ᘒߦ߅ߌࠆ࠺ࡃࠗࠬ․ᕈ㧔㔚ሶᵈല₸㧕߆ࠄޔᯏࠛࠢ࠻ࡠ࠾ࠢࠬߦ߅ߌࠆ⇇ޟ㕙ߩലᨐޠ
ߩૐᷫࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ

㧠㧚 ߹
 ߣ 

C60́2Fࡐࡑࠍ࠴ࡖࡦࡀ࡞ޔ2Vࠍ㔚ᭂߦ↪ߚ('6ࠍߒ
ߚ⚿ᨐޔ㔚ᭂ㧙࠴ࡖࡦࡀ࡞⇇㕙߇ࠝࡒ࠶ࠢធ⸅ߣߥߞߡࠆ
ࠍ␜ໂߔࠆ࠺ࡃࠗࠬജ․ᕈࠍ᷹ⷰߒߚޕૉߒߩߎޔ႐วᦼ
ᓙߐࠇࠆᤃേᐲ╬ߩ࠺ࡃࠗࠬࡄࡔ࠲ߩะߪࠄࠇߕޔᶧ
⋧ࡊࡠࠬߦࠃࠆ%́2Fࡐࡑ('6ߢߪ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔㇱಽߩવ
ዉ․ᕈ߇ᖡߎߣ߇␜ໂߐࠇߚߩߎޕὐߦ㑐ߒߡߪ࠭ࠗࠨޔଐ
ሽᕈࠍ⺞ߴࠆߎߣߦࠃࠅ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔㇱಽߣធ⸅ᛶ᛫ㇱಽߩᚑ
ಽࠍ⁛┙ߦ᳞ࠆߎߣߦࠃࠅ⏕ߢ߈ࠆޕ
 ᓟߪߩࡑࡐޔ㎮㐳ߩ⹏ଔ࠭ࠗࠨࡁ࠽ޔ㔚ᭂߩޔṁ
ᇦ㒰ᣇᴺߩ⏕┙ߦࠃࠅޔ%('6ࠃࠅ࠺ࡃࠗࠬࡄࡔ࠲ߩ⦟
('6߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ

㪛㫉㪸㫀㫅㩿㪧㫋㪀㩷

㪪㫆㫌㫉㪺㪼㩿㪧㫋㪀
㪪㫀㪦㪉

㪞㪸㫋㪼㩷㩿㪟㫀㪾㪿㫃㫐㩷㪻㫆㫇㪼㪻㪄㪪㫀㪀

࿑㧝㧚 ߒߚࡈࡦ⺃ዉ FET ࠺
ࡃࠗࠬ㧚
8.0x10-6
6.0x10
ID (A)

㧟㧚 ⎇ⓥᚑᨐ
 ࿑㧞ߦߢ߹ࠇߎޔߒߚC60FETߩജ․ᕈ㧔᭽࠻ࠥߥޘ
㔚ߦኻߔࠆ㧵㨂․ᕈ㧕ࠍޔ࿑㧟ߦ%́2Fࡐࡑ('6ߩജ․
ᕈࠍ␜ߔޕ
 %('6ߪߩߢ߹ࠇߎޔႎ๔ߣห᭽ߦޔශട㔚㧠㨂ઃㄭߢ㧵㨂
․ᕈ߇ਅߦಲߩ㕖✢ᒻ⊛વዉ․ᕈࠍ␜ߒߡࠆޔߪࠇߎޕ㔚ᭂ
㧙࠴ࡖࡦࡀ࡞⇇㕙ߦ࡚ࠪ࠶࠻ࠠ㓚ო߇Ḯߣߒߡℂ⸃ߢ߈ࠆ
৻ޕᣇޔ%́2Fࡐࡑ('6ߩജ․ᕈߢߪߥ߁ࠃߩߎޔ㕖✢ᒻ
ᕈߪࠄࠇߕߥ⊛✢⋥ޔ㧵㨂․ᕈߢߞߚޔߚߩߎޕ%́2F
ࡐࡑࠍ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦޔ2Vࠍ㔚ᭂߦ↪ߚ('6ߢߪޔ2Fߣ2V
ߩ㔚᳇⊛⚿วߦࠃࠅޔ㔚ᭂ㧙࠴ࡖࡦࡀ࡞⇇㕙߇ࠝࡒ࠶ࠢធ⸅
ߦߥߞߚߣℂ⸃ߢ߈ࠆޕ

㪺㪿㪸㫅㫅㪼㫃

L = 5 Pm, W = 100 Pm
50 V
45 V
40 V
35 V
30 V
25 V
20 V
15 V
10 V
5V
0V

-6

4.0x10-6
2.0x10-6
0

0

2

4

VDS (V)

6

8

10

࿑㧞㧚 C60FETߩജ․ᕈ㧚
1.4x10-8

ID (A)

㧞㧚 ⎇ⓥ⚻ㆊ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ㇱಽߦߪC60 ́Pdࡐࡑࠍ↪ޔ㔚ᭂߦߪ⊕㊄
㧔Pt㧕ࠍ↪ߚFETࠍߒߚ㧔࿑㧝㧕࡞ࡀࡦࡖ࠴ޕߪ 100Pmޔ
࠴ࡖࡦࡀ࡞㐳ߪ 5PmߣߒߚޕC60́PdࡐࡑߣPtߩ㔚᳇⊛⚿
ว߇ᒝߊޔ㔚ᭂ㧙࠴ࡖࡦࡀ࡞⇇㕙߇ࠝࡒ࠶ࠢធ⸅ߦߥࠆߎߣ
߇ᦼᓙߐࠇࠆ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޕㇱಽ߳ߩC60́Pdࡐࡑߩ㈩⟎ߪޔ
⌀ⓨ⫳⌕ᴺߢߪߥߊޔṁᶧႣᏓᓟੇ῎ߦࠃߞߡⴕߞߚޕ᷹ቯߪޔ
⌀ⓨࡊࡠࡃߣඨዉ․ᕈ⹏ଔⵝ⟎ࠍ↪ߡޔቶ᷷⌀ޔⓨਅ
ߢⴕߞߚޕ

1.2x10

-8

1.0x10

-8

L = 5 Pm, W = 500 Pm
80 V
70 V
60 V
50 V
40 V
30 V
20 V
10 V
0V

8.0x10-9
6.0x10-9
4.0x10-9
2.0x10-9
0

0

2

4

VDS (V)

6

8

10

࿑㧟㧚 C60́PdࡐࡑFETߩജ․ᕈ㧚

㧡㧚 ⊒㧔ᛩⓂ㧕⺰ᢥ
[1] “Transport properties of C60 thin film FETs with a channel of several-hundred nanometers”, Y.
Matsuoka, N. Inami, E. Shikoh, and A. Fujiwara, Sci. Technol. Adv. Mater. 6 (2005) 427-430. [Field
Number : 15]

－ 168 －

レドックス活性金属錯体を用いた薄膜電界効果トランジスタの開発
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はじめに
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２．

研究経過

上述の目的を達成するためにMII(SQ)2斾⇢(M = Ni, Pd, Pt)⨚斾⇢ቑ堓含▥ትቡሽ峵ቢቂᇭሶቯቬቑ斾⇢
ቒᇬ [MII(BQ)(SQ)]+ඬ MII(SQ)2ඬ [MII(SQ)(Cat)]–᧤⥪揜⇜槱⨚᧥ቑ搇▥挓⏒拝䲚ት䯉ሺᇬ榊搇▥♗
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３．

研究成果

本研究ではMII(SQ)2斾⇢(M = Ni, Pd, Pt)ት䦮䴉均䧏㳮ትብቄሧ堓含▥ሼቮሶቋ㒟┮ሺቂᇭᨔ偩⥭㔧
⸮沢ቫቭᇬ憇揜⚠含ቊሥቮሶቋሯ㢝ቬሮቋቍቆቂᇭ㦃㦻䪣䴅ቊቒᇬሶቯቬቑ堓含ሯ哾Ⰼቍp⨚榊
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４．
ま と め
このような金属錯体の物理的電荷注入の可能性に着眼し、本研究ではレドックス活性錯体、
NiII(o-diiminosemiquinonate)2、の薄膜形成並びにp型電界効果トランジスタ能の発現に世界に先駆け成
功し、レドックス活性錯体への物理的電荷注入と電荷輸送の実行性を示した。以上の結果から今後、更
なるデバイス特性の向上や金属錯体特有の物性発現が今後期待される。
５． 発表（投稿）論文
  “Metal-Organic Thin-Film Transistor (MOTFT) Based on NiII-o-diiminobenzosemiquinonate Complex”
Shin-ichiro Noro*, Ho-Chol Chang*, Taishi Takenobu*, Tomoyuki Akutagawa, Daisuke Tanaka, Takayoshi
Nakamura, Susumu Kitagawa, Yoshihiro Iwasa, Tetsuya Aoyama, Takafumi Sassa, Tatsuo Wada
J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 10012-10013.
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ペロブスカイト型マンガン酸化物の放射線物性の探索とその応用
東北大・院工 越水正典、束原大貴、浅井圭介

東北大・金研 後藤孝

１．
はじめに
近年、放射線照射に対して永続的な伝導度変化が観測される物質が相次いで発見されている。ペロブス
カイト型マンガン酸化物もその一種であり、伝導度変化のミクロなメカニズムの解明のみならず、これら
の物質を利用した新規放射線検出素子への応用も期待される。
２．
研究経過
放射線照射により、永続的な伝導度変化を示す物質として、チオスピネル化合物であるCuIr2S4を用い
た。重粒子線照射による電気伝導度変化を観測し、重粒子線による励起領域の大きさを定量的に見積るこ
とに成功した。
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図 1. CuIr2S4の電気伝導度の温度依存性

σf  (σ0 σf ) exp(  Sx )

にフィッティングすることより求められる
断面積は、1.3[nm2]となり、予想されるもの
と同程度であることが分かった。これによ
り、ナノワイヤー状の伝導相が形成されてい
る可能性が示唆された。
【結言】低温でCuIr2S4に重粒子線の照射に
伴う電気伝導度の上昇を観測した。また、ナ
ノワイヤー状に伝導相が形成されている可
能性が示唆された。
【記号】 x ：H+粒子線の線量、σ( x ) ：電気伝
導度、σf ：最終的な電気伝導度、σ0 ：照射
前の電気伝導度、S ：H+粒子線により伝導相
が形成された断面積

10 2

Conductivity[S/cm]

σ( x )

10 2

Conductivity[S/cm]

３．
研究成果
図１にCuIr2S4 の電気伝導度の温度依存
性を示す。既報と同様に、230Ｋにおいて金
属絶縁体転移が観察された。また、図２に
H+照射によるCuIr2S4の伝導度変化を示す。
照射量の増加に伴い電気伝導度が上昇し、
一定値へと近づく様子が観察された。その
後、110Kまで温度を上げると伝導度が照射
前の値に戻った。これにより、H+照射によ
って誘起された状態が準安定状態であるこ
とが分かった。
高エネルギーの重粒子線は、円筒状の領
域において電子励起を引き起こし、その半
径はナノメートルオーダーであると言われ
ている。測定した電気伝導度変化を次式
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図 2. CuIr2S4の電気伝導度の温度依存性

４．
ま と め
低温で CuIr2S4 に重粒子線の照射に伴う電気伝導度の上昇を観測した。また、ナノワイヤー状に伝導
相が形成されている可能性が示唆された。
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Fig. 1 (a)CV values and (b)LC values for the anodized Nb-Ti, Nb-Zr and Nb-N alloys.
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遷移金属ナノクラスターの構造と反応性に関する研究
産業技術総合研究所

村上純一、山口

渡

１．はじめに
これまでの生体酵素、金属・金属化合物ナノクラスターに関する研究から、ナノクラスターにはバルク
の物質には見られない特異な触媒活性を有するものがあることが分かってきた。このことはこれらのナノ
クラスターを基板に担持することにより従来の触媒にはない特性を有する高機能不均一系触媒を創製でき
る可能性があることを示している。我々のグループでは現在担持タングステンナノクラスターに着目し研
究を実施している。最近の研究から、基板に担持したタングステンナノクラスターには、従来のバルク金
属には見られない窒素分子（Ｎ2）活性機能があることを見出した。本研究では、その担持タングステンナ
ノクラスター上におけるＮ2の反応について実験を行い、担持ナノクラスターの触媒活性を明らかにし、さ
らにその触媒活性の起源をクラスターと分子の相互作用についての計算等から明らかにすることを目的と
した。
２．研究経過
高エネルギーキセノンイオンビームでタングステン板をスパッタすることにより原子数数個程度からな
るタングステンナノクラスターイオンを発生させ、サイズ選別、並進速度冷却の後、アルゴンイオン衝撃
して欠陥を作った高配向グラファイト（HOPG）基板上にソフトランディングさせた。担持された2～6量
体いずれかのクラスターに140KでＮ2/H2Oを吸着させた後、基板温度140Kにおける生成物の様子をX線光
電子分光法（XPS）で調べた。さらに昇温脱離法（TDS）を用いて、クラスター上の反応生成物を分析し
た。また、ナノクラスターによるＮ2の活性化をDFT計算によって調べた。
３．研究成果
昨年度に、W5を担持した基板に 140KでN2を単独で吹き付けるとN2は解離の前駆体状態に選択的に吸着さ
れること、N2とＨ2Ｏを一緒に吹き付けた場合、XPS、TDSの測定により一酸化二窒素（N2O）の生成が見
出されたことを報告した。N2Oの脱離は、（dry）N2だけを吹き付けたときは観測されず、N2とH2Oが共存す
る時のみ観測されることから、Ｎ2ＯはＮ2と、H2OからのOとの反応により生成したものであると考えられ
る。得られた結果は、N2分子はW5により分子のまま 140Ｋという低温においても活性化されることを示し
ている。W5上でのN2吸着状態（解離の前駆体）はNN結合が緩んだ一種の活性化状態とも考えられ、この吸
着状態の存在が活性化・反応に大きく寄与しているのではないかと予想される。さらに昨年度はN2活性化の
起源に関する知見を得るために、N2O生成・脱離のクラスターサイズ依存性を調べた。その結果N2Oの脱離
はW6、W5、W4では観測されるものの、W3、W2からは観測されないことが分った。一方N2Oガスを吹き付
けた場合はすべてのクラスターからN2Oの脱離が観測されることから、観測されたサイズ依存性はクラスタ
ーサイズによる反応の起こりやすさ（N2の活性化の度合い）を反映しているものと考えられた。今年度はこ
れを確かめるために、タングステンナノクラスターへのN2吸着について、理論（DFT）計算を行った、その
結果、２，３量体ではN2はオントップで一個のW原子上に吸着され、活性化はされるもののその度合いは小
さいことがわかった。一方、４、５、６量体ではN2は傾いた、あるいはサイドオンの形でクラスターに吸着
され、活性化の度合いは２、３量体の場合に比べはるかに大きいことが分かった。このN2分子活性化のクラ
スターサイズ依存性は、実験で得られたN2O生成効率のサイズ依存性と非常に良い相関があり、したがって、
N2活性化の程度がN2O生成のできやすさを決めていると結論される。
４．まとめ
DFT計算から基板に担持したタングステンナノクラスター上でのＮ2の活性化には顕著なクラスターサイ
ズ依存性があることが分かった。したがって、それがクラスター上でのN2の反応性を決めていると考えら
れる。
５． 発表（投稿）論文
“ Low-temperature Oxidation of Dinitrogen Mediated by Supported Tungsten Nanoclusters” ,
W. Yamaguchi and J.Murakami (submitted).
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窒化物半導体共鳴トンネル電子放出素子の研究
静岡大学工学部

石田明広

１ はじめに
AlN/GaN へテロ構造には、自発分極やピエゾ分極による巨大な分極電界が存在し、デバイスの
特性に大きく影響を与える。我々は、窒化物半導体の巨大分極電界を利用するデバイスとして量
子カスケードレーザや電子放出素子を提案し、その開発に向けた研究を行ってきた。本研究では、
電子放出素子用 AlN/GaN 量子井戸成長装置の作製、分極電界評価用 AlN/GaN 超格子構造設計とそ
の作製を行ってきた。

２ 研究経過および研究成果
AlN/GaN電子放出素子用成長装置を作製し、薄膜・超格子の成長条件を検討した。また、デバ
イス応用上重要な分極電界を評価するために、量子井戸サブバンド間吸収エネルギーと分極電界
の関係を理論計算により評価し、分極電界評価に適する試料構造を設計した。製作したホットウ
ォール成長装置によりAlN/GaN超格子を作製し、フーリエ変換型赤外分光器を用い、ブリュース
ター角入射及びATR（全反射測定）法による測定を試みた。超格子はサファイア（0001）面上へ
作製し、GaN層厚約 4nm、AlN層厚 1～3nmで、トータル 100 周期から成り、キャリヤ濃度は 1019cm-3
程度であった。比較的厚いAlN層を持つ超格子においても、X線回折において良好なサテライトピ
ークが観察されたが、明瞭なサブバンド間吸収は確認できなかった。サブバンド間吸収評価には、
不純物の高濃度添加や超格子層数を増やす必要がある。
また、共鳴トンネル電流測定・評価用の AlN/GaN 多重量子井戸構造の作製も行った。

参考文献

1) Resonant-tunneling electron emitter in AlN/GaN system (A.Ishida,
K.Matsue, Y.Inoue, and H.Fujiyasu) Appl.Phys.Lett. 86, pp.183102 (2005).
2) エンベロップ関数近似による量子カスケ－ド構造の設計（石田明広）日本赤
外線学会誌 Vol.14 (2) pp.83-86 (2005）.
3) Design and preparation of AlN/GaN quantum wells for quantum cascade
laser

application

(A.Ishida,

K.Matsue,

Y.Inoue,

H.Fujiyasu,

H.J.Ko,

A.Setiawan, J.J.Kim, H.Makino, and T.Yao) Jpn. J.Appl.Phys. 44 (8),
pp.5918-5922 (2005).
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イオン照射誘起発光を利用した固体機能発現プロセスの観察とその制御
名大・工 吉田朋子, 渡辺学, 小幡祥堂, 武藤俊介 九大・総理工 田辺哲朗,
１． はじめに
シリカガラスは光ファイバー、窓材等の光学材料として幅広い用途を持つ。しかし放射線、粒子線照射を受けると、
シリカガラス内に欠陥や不純物が生じ、これによる光吸収や発光がその優れた透過性・絶縁性に影響を与えることが
知られている。このため、原子炉・核融合炉中、または宇宙空間での使用を考えた際には、その寿命評価や放射線耐
性の改善が必要となり、これにはシリカガラスの照射損傷メカニズムの解明が求められる。本研究では、幅広いエネ
ルギー領域に渡る水素、重水素、ヘリウムの各イオンを入射させた時に、シリカガラスから放出される発光（イオン
照射誘起発光）をその場測定することによって、シリカガラスの損傷過程を理解することを目的とした。
２． 研究経過
名古屋大学または東北大学金属研究所において、加速電圧 18keVから最大 2.8MeVのエネルギー範囲に渡るH+、D+、
He+を、室温、真空チャンバー（1Pa以下）中で、シリカガラス表面に対して垂直に照射した。イオン照射中にシリカ
ガラスから放出される発光を、レンズまたは光ファイバーを通して分光器に導き、CCD検出器を用いて測定した。試
料として 10mm角、厚さ 0.1mmの有水合成シリカガラス（東芝セラミックス製 T-4040）を用いた。イオン照射に伴
う発光スペクトルの形状や強度変化を追跡し解析することによって、イオン照射によって固体内に生成した欠陥の同
定と定量的評価を行った。
３． 研究成果
イオン照射誘起発光スペクトルには、主に 1.9eVと 2.7eVを中心とする発光が現れたが、本研究では、B2 center酸素
欠陥に帰属される 2.7eVの発光成分に注目した。この発光強度は、18keVのH+、D+、He+各イオン照射において、照射
初期に急激に増加し、その後減少しながら一定値に収束した。200keV以上の高エネルギーイオン照射においては、発
光強度は照射時間とともに増加し、その後、飽和或いは緩やかに減少した。2.7eVの発光強度は、B2 centerの数と、こ
の酸素欠陥サイトを励起する電子の数に比例すると考えられる。後者は、シリカガラス中の電子エネルギー損失に比
例することが知られており、これをSRIM2003 モンテカルロシミュレーションにより計算した。また、B2 centerは生成
した後、更なる照射により消滅するが、一部は熱的に回復するというモデルをたてた。即ちB2 centerの濃度は以下の
ような現象論的速度式に従うと仮定した。
B

B

B

B

V 1IC1  kC 2 ,

dC 2
dt

V 1IC1  V 2IC 2  kC 2

ここでC1, C2, C3は、B2 centerの前駆体、B2 center、照射によりB2
centerが変化した他の欠陥の、それぞれの濃度を表している。ı1,
ı2は、B2 centerの生成・消滅過程に関する断面積、kは回復率、ĳ
はイオンフラックスである。これらの式を、照射時間に対する
2.7eVの発光強度変化に対してフィッティングしたところ、実験
データとよく一致した。
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図 1 18keV 水素イオン照射における 2.7eV の発光強度
の照射時間に対する変化とそのフィッティング

４． ま と め
シリカガラスに対して 18keVから最大 2.8MeVのエネルギー範囲に渡るH+、D+、He+イオンを照射したところ、主に
B2α酸素欠
B2α酸素欠陥種に由来する 2.7eVの発光が観測された。2.7eVの発光強度のイオン照射量に対する変化を調べ、
陥種生成消滅に関する速度方程式を立てフィッティングを行ったところ実験データとよく一致した。このフィッティ
ングにより得られる各種パラメータを核的阻止能や電気的阻止能と相互に比較し、今後詳細な検討を行う予定である。
5．発表（投稿）論文
“ Observation of defect formation process in silica glasses under ion irradiation”, M. Watanabe, T Yoshida, T Tanabe, S Muto,
A. Inoue, S. Nagata Nucl. Instr. and Meth. B, (2006) in revision
“ Study of damaging process in silica by in-situ hyrogen-induced luminescence measurements” ,T. Yoshida, T. Tanabe, M.
Watanabe, S. Takahara and S. Mizukami, J. Nucl. Mater., vol. 329-333 (2004) 982-987.
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レーザー誘起プラズマを利用したスパーク放電発光の安定化、高輝度化の研究
（名大・エコトピア科学研究所）北川 邦行、 （東北大・金研）松田

秀幸、我妻

和明

１． はじめに
製鋼過程の管理分析では迅速性が極めて重要であるが、広く用いられているスパーク放電発光分析装置
の迅速化は、高速度発光、時間分解測光、コンピュータ利用によるシステム化などですでに限界に達して
おり、分析時間をなお一層短縮するには、分析時間の大半を占める試料調整の簡略化が必要となる。本研
究では、荒れた試料表面でも安定なスパーク放電を得るために、鉄鋼試料表面にレーザー誘起プラズマを
発生させて、放電を強制的にその場所から成長させて安定化を図り、またレーザーアブレーションにより
スパーク放電単独の場合と比べてサンプリング量が増えることによる試料発光の高輝度化を目的として実
験を行った。
２． 研究経過
実験装置は島津製スパーク放電発光スタンド（HPSG500）を改造して製作した。ブロック図を Fig. 1
に示す。陰極（Fe 板）と陽極（Ｗ針）の間隔
は３mm に設定し、YAG レーザー（パルス
幅:10 ns）の倍波（532 nm、9 mJ 以上）を
平凸レンズ（焦点距離:100 mm）で陽極直下
に集光し、試料上にレーザー誘起プラズマを
発生させた。レーザーのトリガー信号は、ス
パーク放電の繰り返し信号（200 Hz）を 1/20
に分周して 10 Hz とし、遅延を与えてスパー
ク放電と同期させた。発光スペクトルは ICCD
付の分光写真器で記録し、レーザー誘起プラ
ズマが発生してからスパーク放電が進行する
様子は、高速シャッターＣＣＤカメラ（露光
時間:1 Ps）により撮影した。
３． 研究成果
電極間に高圧が印加される 6～200 Ps
前に陽極直下にレーザー誘起プラズ
マを発生させると、スパーク放電が安定して起こることが分かった。高速シャッターＣＣＤカメラにより
レーザー誘起プラズマが発生する様子を観測したところ、レーザー誘起プラズマはレーザー照射後約 20 Ps
で消失しており、高圧印加前 6～20 Ps の期間にレーザーを照射した場合、スパーク放電は、レーザー誘起
プラズマ中の電子により開始するものと考えられる。高圧印加前 20～200 Ps の期間にはプラズマは消失し
ているので、レーザーにより加熱された試料表面から発生する熱電子によりスパーク放電が開始するもの
と思われる。高圧印加前 0～6 Ps の期間にレーザーを照射すると、スパーク放電が不安定もしくは停止す
るのは。電子源であるレーザー誘起プラズマの圧力が、この程度の時間経過では高すぎたため（最大数百
気圧）電極に印加した電圧ではプラズマから放電を開始もしくは維持するのに十分な電子を引き出すのが
困難であったためと考えている。
次に Fe I 373.5 nm の発光強度について、レーザー誘起プラズマ単独の場合（LIBS に相当）と本法を比
較したところ、本法の方が約３０倍発光強度が大きく、高圧印加前 6～20 Ps の期間にレーザ＾－を照射し
た場合（スパーク放電＋レーザーアブレーション）と 50～200 Ps の期間に照射した場合（スパーク放電の
みに相当）の発光強度を比較したところ、レーザーアブレーションによるサンプリング量増加分に伴う高
輝度化は 50% 程度であることが分かった。
最後に、Ｗ針陽極を試料と水平方向に±2 mm 動かしても、スパーク放電はレーザー誘起プラズマ発生地
点に誘導されることから、試料表面の研磨を省略するなど試料調整を簡略化しても、本法により、安定し
たスパーク放電発光分析による迅速分析が可能であるものと期待できる。
Fig.1

Schematic diagram of apparatus.
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減圧レーザ誘起プラズマを励起源とする分光分析の粒子組成評価への応用
東北大・金 研

我 妻 和

明

岐阜大

義

家

亮

１．
はじめに
高炉，石炭燃焼あるいは廃棄物焼却等の灰分の溶融を含む高温プロセスにおいて，Pb，Cd 等の揮発性有
害重金属は揮発する傾向にあり，その後排ガス中でサブミクロンの粒子状物質へ濃縮して，環境や生物に悪
影響をおよぼすことが懸念されている。よって，高温プロセスからの有害重金属放出を監視・制御するには，
プロセスを通した物質収支のほかに，排ガス中のダスト粒径分布及び各粒径範囲への重金属の分配を定量的
かつ継続的に評価する必要がある。こうした背景に対して，本研究では ELPI（Electrical Low Pressure
Impactor ） に よ っ て 捕 集 ・ 分 級 さ れ た 微 粒 子 試 料 の 組 成 分 析 に LIBS （ Laser Induced Breakdown
Spectroscopy）を利用することによって，簡便で短時間の飛灰粒径別元素分析を実現することを目的とした
実験的検討を行っている。
２．
研究経過
２．１ 分析装置概要
ELPI はガス中ダスト粒径分布のリアルタイム測定を実現するカスケードインパクタの一種であり，粒径
別に 12 段に分級された後の微粒子は各段のプレート上に捕捉されて残るので，その元素分析により各粒径
範囲の重金属分配を調べることが可能である。Fig.1 に ELPI のインパクションプレートの写真に重ねて粒
子が付着した様子を表した模式図を示す。一方，LIBS はレーザ励起プラズマを用いた発光分光分析であり，
固体試料の直接分析法の一種として知られる。試料の溶解等の前処理が不要なため，ELPI 捕捉後粒子の分
析が速やかに行われる。Fig.1 に ELPI プレート表面スキャン用ステージ付き LIBS 測定系の概要を示す。
本研究では，廃棄物ガス化溶融炉飛灰（平均粒径 16.9 mm）を空気搬送（室温）によって浮遊させ，これを
ELPI に導入した。そして，ELPI によって測定される飛灰質量の粒径分布と，各粒径範囲ごとに LIBS によ
って行われた粒子組成に関する直接分析の結果から，各粒径における重金属濃度評価を行った。
Al sheet

LIBS system

Al sheet
11mm
Trapped Particulates,
agglomerated into
the shape of nozzles
Fig.1 粒子付着インパクションプレート模式図
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Fig.2 光学ステージ付き LIBS 測定系概要

２．２ 分析結果
まず，常圧の可視光域にて Pb（405.8nm），Mn（403.1nm），Ti（399.9nm）の分析が行われた。Fig.3
に ELPI で捕捉された飛灰粒子質量及び飛灰中 Pb 質量の粒径分布を示す。粒子質量分布における 2 Pm 付
近のピークは，供給飛灰の粒径分布と空気搬送における分級効果に依存する。Pb 質量は微量ではあったが，
粒子質量と同様に 2 Pm 付近に小さなピークが見られた。一方，1 Pm 未満で粒径が小さくなるにつれて飛灰
の質量が減少するにつれ，Pb の質量も明らかに減少する事が確認された。0.2 Pm 以下の 2 点を除いて検出
限界（LOD）よりは高かった。さらに，これらの結果に基づく各粒径での Pb 濃度分布の結果を Fig.4(a)に
示す。また，同様の解析によって得られた Ti および Mn の濃度分布を Fig.4(b),(c)に示す。Fig.4(a)では，供
給飛灰の Pb 濃度平均値（破線）と比較して，1 Pm 未満の粒子の Pb 濃度は明らかに数倍以上高く，Pb の
濃縮傾向が示唆されている。同様の濃縮傾向は Fig.4(c)の Mn にも確認される。Mn は通常の燃焼プロセス
では揮発性重金属に分類されないが，本研究で取り扱ったガス化溶融炉飛灰等においては溶融プロセスにお
ける温度の高さ（>1200℃）のために，Mn が揮発性としての挙動を示したものと推測される。一方，Ti の
分析結果にはサブミクロン微粒子への濃縮は確認されず，典型的な不揮発性の挙動を示した。
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次に常圧の紫外光域で Cd の分析が行われた。まず，飛灰試料からの LIBS シグナルにおける Cd 線スペ
クトル（228.8nm）が確認され，標準試料を用いた検量線が作成された。しかし，実際の飛灰を用いた分析
条件では，プラズマブレイクダウンから Cd 線スペクトルの緩和時間が短く，相対的にバックグランドノイ
ズが高いため，本研究で ELPI インパクションプレート上に付着する微量な飛灰中の Cd 含有量の測定には
LIBS の精度が不足することが確認された。すなわち，粒径別 Cd 濃度分析においては定量的に確からしい
結果がえられなかった。これにより今後の精度向上のためには減圧条件による「緩和時間の拡大」「バック
グランドノイズの低減」が必須であることが分かった。この分析精度の不足は研究当初から予想されたこと
であったが，紫外光域での減圧条件の重要性は改めて実験的に確認されたかたちとなった。本研究では既に
金属材料研究所我妻教授，松田助手の協力を得て，分光分析用減圧チャンバーの準備，チャンバー内へのイ
ンパクションプレート設置用のアダプタの作製を終えている。
３．
研究成果
簡便かつ短時間で排ガス中微粒子に濃縮する重金属の粒径別測定を行う方法として，ELPI と LIBS を組
み合わせたの分析手法を提案し，実際にガス化溶融飛灰を用いた分析実験によって，Pb や Mn 等の揮発性
重金属の微粒子への濃縮傾向を確認することができた。
４．
ま と め
可視光域の線スペクトルを用いた分析では，本研究で提案する手法にて定量的な微粒子中元素の粒径別濃
度分布が可能であることを実証した。しかし，紫外光域を用いる場合には検出感度の向上が不可欠であり，
減圧条件での分析の重要性が改めて確認された。当初，本年度中に減圧条件での分析実験に入る予定であっ
たが，減圧チャンバー，光学系のセットアップにとどまった。幸いにして H18 年度継続研究の機会が得ら
れたので，今後直ちに減圧条件での分析条件の確立を行う予定である。
５． 発表（投稿）論文
(1) “Simple and Rapid Analysis of Heavy Metal in Sub-Micron Particulates in Flue Gas”, Yusuke
YAMAMOTO, Ryo YOSHIIE, Shigeyuki. UEMIYA, Shinji KAMBARA and Hiroshi MORITOMI, The
6th International Symposium and Exhibition of Gas Cleaning at High Temperatures, Osaka, Japan
(Oct., 2005)
(2) “Analysis of heavy metals in sub-micron fly-ash particulates from waste incineration”, Ryo
YOSHIIE, SOLS2005: 13th International Symposium on Laser Spectroscopy, Daejeon, Korea (Nov.,
2005) (invited)
(3) “Analysis of heavy metals in sub-micron fly-ash particulates from waste incineration”, Ryo
YOSHIIE, ATA2005: 11th International Symposium on Advanced Techniques and Applications,
Topic: Environment & Energy, Masan, Korea (Nov., 2005) (invited)
(4) “ LIBS を用いた廃棄物焼却飛灰の粒径別元素分析” ，山本裕介，義家亮，上宮成之，西村誠，守富寛，
平成１７年度日本分光学会秋季講演会 （平成 17 年 11 月）
(5) “ LIBS を用いた廃棄物焼却飛灰微粒子の粒径別重金属濃度評価” ，蛸島義瑛，山本裕介，義家亮，上宮
成之，西村誠，守富寛，日本鉄鋼協会第 151 回春季講演大会，シンポジウム「次世代鉄鋼迅速オンサイ
ト分析の実用化」（平成 18 年 3 月）
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中性子回折法による六方晶フェライトの超交換相互作用の研究
東理大・理工 内海
東北大・金研

重宜，桃沢
大山 研司

信幸

１．はじめに
六方晶フェライトBa 2 Zn 2 Fe 12 O 22 およびBaFe 12 O 19 は実用上極めて重要な酸化物磁性体であり，その磁
気特性の改良が常に望まれている。これらの磁性体は共線的なフェリ磁気構造を取るため，超交換相
互作用の見積もりが困難である。このことが，磁気特性改良のネックとなっている。本研究では，六
方 晶 フ ェ ラ イ ト の 例 と し て Ba 2 Zn 2 Fe 12 O 22 に つ い て 検 討 し た 。 こ の 物 質 に Sr イ オ ン を 添 加 し た
(Ba 1-x Sr x ) 2 Zn 2 Fe 12 O 22 では，非共線的なヘリカル磁気構造が発現する。このヘリカル磁気構造を詳しく
解析して，超交換相互作用の強さを決定した。
２．研究経過
(Ba 1-x Sr x ) 2 Zn 2 Fe 12 O 22 単結晶は，Na 2 O-Fe 2 O 3 フラックス法を用いて育成した。ここでxはSr濃度であ
る。中性子回折測定は，T=296 Kにおいて(00 · l)回折パターンを取った。核散乱強度を解析して，Sr添
加による格子の歪みと陽イオン分布を決定した。磁気散乱強度を解析して，ヘリカル磁気構造を詳細
に決定した。Free Energyに基づいて超交換相互作用を考察し，その強さを見積もった。
３．研究成果
図 1 にBa 2 Zn 2 Fe 12 O 22 の結晶構造図を示す。ここで，zはc軸方向の座標，jはイオンの層番号を表す。
イオンは，c軸に沿ってj=1-12 層（z=0-1/6）とj=12-1 層（z=1/6-1/3）が積み重なった構造を取る。Sr
イオンはj=3 層目のBaイオンの位置を置換する。また，図 1 中の矢印は鉄イオンのもつ磁気モーメン
ト，実線は超交換相互作用のpath（Fe(j)-O(j')-Fe(j")）を示す。図から分かるように，3 つの超交換相互
作用Fe(4)-O(2)-Fe(5)，Fe(4)-O(6)-Fe(8)，Fe(5)-O(7)-Fe(8)のcompetingがある。Srイオンを添加すると，
磁気モーメントの向きは表 1 の様に変わり，ヘリカル磁気構造が発現する。ここで，磁気モーメント
はすべてc面内に横たわり，へリックスはc軸方向に伝播する。また，I 0 はヘリカルのターンアングル，
M 5 はj=5 層目磁気モーメントの回転角である。(Ba 1-x Sr x ) 2 Zn 2 Fe 12 O 22 のヘリカル磁気構造はI 0 およびM 5
で特徴付けられる。
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表 1 磁気モーメントの向き
フェリ磁気構造
ヘリカル磁気構造
\ j (degree)
< j (degree)
0
0
180
180
180
180+M 5
0
I 0 /
180
180+I 0 /
0
I 0 /

超交換相互作用を J jjcȝ jȝ jccos(Ȍ jc  Ȍ j ) と書けば，超交換相互作用エネルギーE ex はI 0 とM 5 を用いて，
E ex

 J 45 Ȗȝ 2 cosM 5  J 48 Ȗȝ 2 cos

I0
§I
·
 J 58ȝ 2 cos¨ 0  M 5 ¸ .
2
© 2
¹

(1)

と書ける。ここで，J jj' は交換積分，JはZnイオンの分布を表すパラメータである。Free EnergyよりI 0
とM 5 は次式で与えられる。
I
cos 0
2

1 J 45

2 JJ 58

ª§ J · 2 § J · 2 º
«¨¨ 58 ¸¸  ¨¨ 58 ¸¸  1» ,
»¼
«¬© JJ 45 ¹ © JJ 48 ¹

(2)

cos M5

1 J 48

2 JJ 58

ª§ J · 2 § J · 2 º
«¨¨ 58 ¸¸  ¨¨ 58 ¸¸  1» .
»¼
«¬© JJ 45 ¹ © JJ 48 ¹

(3)

ヘリカルのターンアングルI 0 とj=5 層目磁気モーメントの回転角M 5 のSr濃度依存性を，中性子回折パ
ターンの解析より図 2 のように決定した。図 2 の結果と式(2)(3)を用いて，交換積分J 45 /J 58 ，J 48 /J 58 を
図 3 の様に決定した。Sr濃度の増加に伴い，J 48 /J 58 が小さくなることが，ヘリカル磁気構造が発現する
原因である。さらに，x>0.794 でJ 45 /J 58 とJ 48 /J 58 の大小が入れ替わり，I 0 =180°つまりアンチフェロ磁気
構造が発現する。
４．まとめ
(Ba 1-x Sr x ) 2 Zn 2 Fe 12 O 22 で発現するヘリカル磁気構造を詳しく解析し，Free Energyの立場から，超交換
相互作用の強さJ 45 /J 58 ，J 48 /J 58 のSr濃度依存を決定した。Sr濃度の増加に伴い，J 45 /J 58 が著しく減少する
ことがヘリカル磁気構造発現の原因である。本研究では，特定な試料について検討したが，超交換相
互作用に対する実験方法やデータ解析法は，他の酸化物磁性体にも拡張可能である。
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図 2 へリックスのターンアングルI 0 とj=5 層
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Characteristics of a Bulk High-Critical Temperature Superconductor
Fabricated by the Shock Compaction Method: Possible Use as a Highly
Sensitive Magnetic Sensor
Hiroshi Kezuka*1, Hiroyuki Fujita*2, Kazuto Yamagata*2, Mineo Itoh*2, Masae Kikuchi*3,
Toshiyuki Atou*4, Masashi Kawasaki*4, and Kiyoto Fukuoka*4
1
* Faculty of Bionics, Tokyo University of Technology, 1404-1 Katakura, Hachioji, Tokyo 192-8580
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Abstract : A magnetic sensor, constructed of bulk Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O (BPSCCO), was fabricated by use of the shock
compaction method, employing a propellant gun-system, and then sintered under through use of an electronic furnace.
The specimen as a magnetic sensor was maintained in the superconducting state at 77.4 K, under a current density J of
approximately 40 A/cm2 in the absence of an excitation magnetic field Bex. The superconducting state was then broken
and the specimen exposed to a Bex value of 40u10-4 T. That is, the resistance Rmeas of the specimen occurred when
exposed to 40u10-4 T under a constant J of 40 A/cm2. The magnetic sensitivity S of the specimen was approximately
13 %/(10-4 T) over the range of measurement of the magnetic field Bmeas from 0 to r5u10-4 T, under a constant 40u10-4 T
for the value of Bex, being approximately 13 times greater than that of a giant magnetoresistance (GMR) sensor. It was,
consequently, determined that it was possible to apply the bulk BPSCCO specimen as a highly sensitive magnetic
sensor.
B

B

B

B

１． はじめに
In constructing highly sensitive magnetic sensors, the present authors have been studying the use of bulk
Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O (BPSCCO) as the magnetic sensor, which was fabricated by use of the shock compaction method,
employing a propellant gun-system. The BPSCCO specimen as a magnetic sensor was maintained in a superconducting
state at 77.4 K under a current density J of about 40 A/cm2 in the absence of excitation magnetic field Bex. The
superconducting state was then broken and the specimen exposed to a Bex value of 40u10-4 T. That is, the resistance
Rmeas of the specimen occurred when exposed to 40u10-4 T under a constant J of 40 A/cm2. The magnetic sensitivity S of
the specimen was estimated as 13%/(10-4 T) over the range of measurement of the magnetic field Bmeas from 0 to
r5u10-4 T, under a constant Bex of 40u10-4 T, being about 13 times greater than that of a giant magnetoresistance (GMR)
sensor. Consequently, it was determined that the bulk BPSCCO specimen could be possibility used as a highly sensitive
magnetic sensor.
B

B

B

B

２．研究経過
In the fabrication of the bulk BPSCCO specimens to be used as magnetic sensors, commercial BPSCCO powder
(Dowa Mining Co., Ltd., DSC-045001) was formed into pellets by using a compressor under pressures ranging from
200 to 300 MPa. The pellets were further subjected to shock compaction pressures of about 4 GPa for about 1 Psec. The
specimens were sintered under a temperature of 845 °C for 48 hours, by heating in dry air to a temperature of 845 °C at
the rate of 14 °C/min, cooled in dry air to a temperature of 300 °C at the rate of 5 °C/min, and then cooled to room
temperature by a natural cooling. The pellets, measuring 0.5 mm in thickness and 10 mm in diameter, were cut into
rectangular-shaped test specimens using a diamond saw at a low cutting rate to reduce the effects of heat.
The magnetic characteristics were evaluated with all sensors placed in an excitation magnetic flux density Bex, that
is, a homogeneous DC magnetic field. The Bex was applied perpendicular to the surface of the sensors which measured
9.4 mm in length and 1.7 mm in width. The measuring system used in obtaining the magnetic characteristics was
shielded by two Mu-metal cylinders around a metal dewar vessel. The four-terminal method was used during resistance
measurements of the sensors.
B

B
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３．研究成果
The change in resistance of the sensor with the shock compaction method due to the measuring flux density
Bmeas do not exhibit a normal state for values of Bex under 40u10-4 T and values of J less than 35 A/cm2. Therefore, a
magnetic measuring system can be constructed in order to realize a normal state of the sensor, and is biased for a
homogeneous DC magnetic flux density Bbias of 40u10-4 T. The Bbias is applied perpendicular to the surface of the
magnetic sensor by use of a Helmholtz coil. These, in turn, are shielded by a metal dewar which holds liquid nitrogen at
room temperature (300 K), and two layers of permalloy sheets.
The magnetic sensitivity S can be defined as
100 Rmeas (Bmeas )  Rmeas (Bmeas 0 T)
(1)
S

%/(10 -4 T).
Rmeas (Bmeas 0 T)
Bmeas
Here, Rmeas(Bmeas) and Rmeas(Bmeas=0 T) are the resistance in a measure magnetic field Bmeas, and that in the absence of a
magnetic field, respectively. The values of magnetic sensitivity S increase as the values of U decrease, such as shown in
Figs. 1 and 2. These results demonstrate that, the value of S can be readily controlled by the value of J. Figures 1 and 2
are the results for the sensors with and without the shock compaction method, respectively.
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Figure 1. The sensitivity S for the sensor
Figure 2. The sensitivity S for the sensor
constructed with the shock compaction
constructed without the shock compaction
method as a function resistivity of Umethod as a function of U under a constant
condition of Bbias of 40u10-4 T.
under a constant condition of Bbias of
-4
40u10 T.
B

B

The solid circles in Fig. 3 reveal the dependence of resistance Rmeas(Bmeas) of the sensor constructed with the shock
compaction method on the measure magnetic field Bmeas over the region of r5u10-4 T, under temperature condition of
77.4 K. Here, the values of Rmeas(Bmeas) have been normalized by the value of Rmeas(Bmeas=0 T). It was found that no
hysteresis characteristics occurred over the range of Bmeas values of r5u10-4 T. The S of the sensor constructed with the
shock compaction method was about 13 %/(10-4 T) over the range of measurement of the magnetic field Bmeas, being
approximately 13 times greater than that of a giant magnetoresistance (GMR) sensor. In addition, the open circles in
Fig. 3 are the results for the sensor without the shock compaction method. From the results of Figs. 1, 2, and 3, it was
found that the sensitivity S of the magnetic sensor was improved by use of the shock compaction method.
B

B

B

B

B

B

Figure 7. The dependence of Rmeas(Bmeas) for
the sensors with (solid circles) and without
(open circles) the shock compaction method
on the measure magnetic field Bmeas.
B

B
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４．まとめ
As one of the basic areas of research for the fabrication of a highly sensitive magnetic sensor, the present paper has
examined a superconducting magnetic sensor, namely, that constructed from bulk BPSCCO, by use of the shock
compaction method. From the all characteristics of the sensor constructed with the shock compaction method, it was
found that the sensitivity S of the magnetic sensor was improved by the shock compaction method. These results were
found to be important criteria for designing a highly sensitive magnetic sensor.
５．発表（投稿）論文
1) H. Fujita et al., Characteristics of a Bulk High-Critical Temperature Superconductor Fabricated by the Shock
Compaction Method: Possible Use as a Highly Sensitive Magnetic Sensor, Extended Abstract of EUCAS’05,
Austria (Wien), 2005, p. 335.
2) H. Fujita et al., Application of a Bulk High-Critical Temperature Superconductor using a Shock Compaction
Method to Fabricate the Magnetic Sensor, Proceedings of the 22nd Sensor Symposium, pp. 253-256 (2005).
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コバルト酸化物の電子状態の理論的研究

新潟大・理 大 野 義 章

新潟大・自然 三 本

啓 輔

１．
はじめに
層状コバルト酸化物NaxCoO2は巨大な熱起電力を示すことから熱電材料として注目されてきたが、最近、水
をインターカレートしたNaxCoO2・yH2O で超伝導が発見され、さらに注目を浴びている。この物質はCoO2
面が２次元三角格子を形成して幾何学的にフラストレートしており、またフェルミ面を切るバンドが複数の
d軌道から構成され、多軌道、多バンドの特徴を持つ。本研究の目的は、このようなコバルト酸化物の特徴
である２次元性、フラストレーション、多軌道、多バンドなどの多種の要素を含む複雑な量子多体効果が、
巨大な熱起電力や新奇超伝導を導く機構を、物質の構造を出来るだけ正確に記述する現実的な模型に基づ
き、電子相関効果を考慮できる理論的アプローチを用いて明らかにすることである。
２．
研究経過
層状コバルト酸化物の電子状態を記述するためには、小椎八重－前川の論文（Phys. Rev. Lett. 91 (2003)
257003）で示された様に、コバルトのｄ軌道のみでなく酸素の p 軌道も考慮することが重要である。そこで、
コバルトの d 軌道 5 個とコバルト面の上下にある酸素の p 軌道 6 個を考慮に入れた 11 バンド d-p 模型を導出
し、LDA バンド計算を再現するように Slater-Koster 移動積分や電荷移動エネルギー、trigonal 歪みの大きさ
などのパラメータを決定した。d 電子間のクーロン相互作用として、軌道内、軌道間の直接項 U、U’、交換
項（フント則結合）J、およびペアホッピング J’を考え、フント則結合 J の効果を考慮できるように改良
された U 有限スレーブボソン法を用いて電子相関効果を調べた。
３．
研究成果
LDAのバンド計算によるフェルミ面は、Γ点を中心とする主にa1g軌道成分の大きなフェルミ面と、主にeg1',
eg2'軌道成分の６個の小さなホールポケットからなるが、ARPESの実験で観測されたバンドは、LDAのバン
ドに比べてかなり狭くなると同時に、eg'バンドがフェルミレベルよりも下にありホールポケットは現れな
い。本研究では、d電子の強相関効果により準粒子バンドが狭くなると同時に、eg’バンドがフェルミレベ
ルよりも下に押し下げられホールポケットが消失する事がわかった。さらに、a1gバンドがバンド端近傍で
フラットになるために、Na量xの増大とともに強磁性相関が増大し、0.75<x<0.95 ではCoO2面内の金属強磁
性が実現するという実験とコンシステントな結果を得た。また、金属強磁性近傍の領域（0.6<x<0.75）で
は、強い強磁性ゆらぎの効果により、実験で観測されているxに比例して増大する電子比熱係数が得られ
た。一方、水をインターカレートするとtrigonal歪みが増大し、eg'レベルがa1gレベルに比べて押し上げ
られるため、ホールポケットが出現する。このとき、ペアホッピングJ’によってeg1'とeg2'軌道のギャッ
プ関数が逆符号をとるスピン１重項ｓ波超伝導が実現することが分かった。この超伝導は、NaxCoO2・yH2O
に対するナイトシフトや不純物効果などの実験ともコンシステントである。
４．
ま と め
層状コバルト酸化物の電子状態を、この物質の特徴である２次元性、三角格子、多軌道の効果を正確に記述
する 2 次元三角格子 11 バンドd-p模型に基づいて調べた。コバルトd電子間の強いクーロン相互作用の効果
をスレーブボソン法により調べ、準粒子バンドの繰り込みやCoO2面内の金属強磁性、強磁性ゆらぎによる電
子比熱係数の増大など、実験とコンシステントな結果を得た。さらに、この強磁性ゆらぎが巨大な熱起電
力の起源となる可能性について、小椎八重氏らと議論しながら現在検討を行っている。
５．

発表（投稿）論文
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第一原理計算によるセラミックスと遷移金属との接合界面の理想強度に関する研究

東北大・工

佐藤学、垣江道人、阿部勝憲、東北大・金研

長谷川雅幸

１．はじめに
異種材料間の接合被覆は新しい材料機能を生み出す工学的ブレークスルーをもたらし、種々の課題解決に不可
欠な技術と考えられる。例えば、第4世代原子力システムのひとつである超高温原子炉では高温に耐え熱伝達を担
う機能と構造強度を保つ部分が異種材料の接合による機能分担によって得られるものと想定される。また、核融
合炉におけるダイバータでは炭素材料と銅合金との接合技術や液体金属ブランケットにおける絶縁セラミックス
と構造材料との接合被覆開発にも接合機構に関する知見が重要である。本研究では、セラミックスと遷移金属と
の異種材料間での接合機構の理解を深めることを目的とし、核融合炉用構造材料として研究を進めているバナジ
ウム合金と酸化物セラミックスとの組み合わせを中心として、V/CaO、V/MgO、V/Y2O3およびNi/ZrO2の界面を選び、
第一原理計算により界面における電子密度分布や最大理想界面強度を求め比較検討した。
２．研究経過
表１ 金属/セラミックス接合モデルの第一原理計算
原子レベルの微視的な接合機構を検討するた
による種々の接合界面の最大理想界面強度の値
め、局所密度近似法に基づく計算コードWIEN2k
計算モデル
理想最大強度 接合エネルギー
を用いて界面での電子状態の計算を行った。接
Interface
E0 [J/m2]
Vmax [GPa]
合体モデルは金属およびセラミックスの(001)
CaO-V(Ca)
6.5
0.92
面同士が接合する条件とし、界面と平行な方向
CaO-V(O)
6.4
0.92
について周期境界条件を満たしかつ計算セル内
MgO-V(O)
23.4
1.13
の原子数をなるべく少なくし格子ひずみも小さ
MgO-V(btwn)
7.1
0.92
くなるよう構成した。各々の接合体モデルにつ
ZrO2-Ni(Zr)
25.8
1.26
いて全エネルギーと界面間距離の関係を求め
た。一般化された結合エネルギーの関係式
（）内は金属の直上に位置するイオンを表し、btwn は中間
位置であることを示す。接合方位はそれぞれ（００１）面同
(Universal Binding Energy Relation, UBER)
士が接するモデルとした。
を用いて結合エネルギーを整理し、この関係式
から理想最大界面強度を求めた。
３．研究成果
第一原理計算による金属セラミックス界面の最大理想強度はそれぞれ表１に示すように
6.4GPa(V/CaO), 23.6GPa(V/MgO), 25.8GPa(Ni/ZrO2)などと求められた。図１にはV/CaOの界面での価電子
密度分布の例を示す。バナジウムがカルシアのカルシウムイオンの最近接となる場合と酸素イオンの最近
接となる場合で比較した電子密度を図１（下）に示す。酸素イオンが最近接の場合でバナジウム側の電子
密度が小さく、カルシウムよりも酸素の電気陰性度が大
きいことから、酸素側に電子が引き付けられていること
と対応している。理想界面強度に主に寄与する結合は、
この接合モデルの場合には金属と最近接イオンとの結合
であることがわかった。計算モデルにおける界面での金
属と最近接結合の数は例えばVがOの直上にあるモデルの
CaO/Vの場合 2.2x1018/m2、MgO/Vの場合 21.8 x1018/m2とな
り、V/CaOとV/MgOの理想界面強度の差は単位面積あたり
0.05
CaO/V model
に存在する最近接原子同士の結合の数の差異にも依存す
V on calcium ion
0.04
ることがわかった。
0.03
４．まとめ
V on oxygen ion
異種材料界面としてセラミックスと遷移金属との組み
0.02
合わせの内、酸化物セラミックスとバナジウムやニッケ
0.01
ルとの組み合わせについて検討した。界面の理想最大強
度は原子配置にも依存し、界面の原子やイオン同士にお
0
0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22
ける原子またはイオンの結合強度とともにと単位面積あ
DISTANCE, d/nm
たりの結合の数も主要な因子であることがわかった。界
図１ 界面の価電子密度分布（上）と界面の原子
面における原子の再配置やひずみが界面強度に影響を及
配置による差異（下）X 軸は A 点からの距離
ぼしていることと対応していると考えられる。
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「クラスターの固相－固相構造転移の研究」

東北大・金研 川添 良幸、
１．

産業技術総合研究所・計算化学研究部門 池庄司 民夫

はじめに

超微粒子は、気体や液体からの固相変態あるいは、固体í固体の相変態などで形成される。そのような
微粒子形成は、実用的な材料合成においてもその組織制御の観点から重要な役割をしている。また、高密
度磁気記憶媒体では、ナノオーダーの微粒子形成が重要である。しかし、そのような組織を作るプロセス
については十分にはわかっていない。
最も良く知られた理論的な考えは、均一核生成理論における臨界核であるが、それも明確に確認された
ものでない。そこで、本研究では計算科学的に相変態の原子オーダーでの挙動を明らかにすることで、超
微粒子形成過程を解析することを目的とする[1]。これまでに実験的に、生成温度、アニール温度を制御
した正確な結果について考察を加えた[2]。この実験は、数千個のクラスターを高解像度の電子顕微鏡で
観察して、サイズと構造およびアニール温度との関係を、統計的に求めたものである。すなわち、金微粒
子のアニール前の生成物は、ほとんどが正 20 面体(Ih)構造であることから、小さなクラスター（Ih が安
定）から、構造変化することなく固相成長していることがわかった。微粒子固有の融解温度の低下を考慮
した融解温度以下でアニールすると Ih は正 10 面体(Dh)構造への変化、Ih-->Dh の固体-固体の相変化（正
確には相とはいえないが）が起ることがわかった。昨年度はこの固体-固体相変化の機構について、分子
動力学計算で考察を加え、まず、最小の Ih 構造の 13 原子クラスター（層数 n=1）について、角度 2π/10
回転すると Dh になるが、この構造は安定構造でなく、ポテンシャルの極大にあることを確認した。55
原子クラスター(n=2)の Ih では、角度 2π/10 回転でポテンシャルエネルギーは極小になるが、Dh でな
く新たにできた横の表面の原子は、再構成していることがわかった。n=3 クラスターでは、角度 2π/10
回転で、ポテンシャルエネルギーは極大を示し、構造は不安定であった。n=8 では、極小を示すが、表
面は再構成を示した。以上のように、サイズにより回転挙動が複雑に異なることがわかった。以上のよう
な経緯からエネルギー状態についてより正確な考察が必要なことがわかった。そこで、今年度は、電子状
態計算と組み合わせて考察することにした。しかし、金クラスターの電子状態計算は計算負荷が非常に高
いので、Na クラスターを用いた。
2.3. 研究経過、研究成果
1Dでの予備計算および1Dの計算について、特に温度調整について検討を加えた。統計力学的には
正確な温度制御と言われている1RVéの熱浴では、安定に動作しないことがあり、単純な速度スケールの
方法が適当であることがわかり、現在計算を進めているところである。固体から液体への変態での途中で、
構造変化が期待される。（計算は伊藤氏による）
4．

ま と め

現在、第一原理分子動力学計算によるクラスターの構造変化を検討している。

５．
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