㊂ሶ sine-Gordon ᮨဳߢ⸥ㅀߐࠇࠆ㧝ᰴరᒝ⏛ᕈߩ⏛᳇ബ
᧲੩Ꮏᬺᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥ⑼↰ਛ⑲ᢙ
᧲੩Ꮏᬺᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥ⑼ዊ㊁ବ㓶
᧲੩Ꮏᬺᄢቇᄢቇ㒮ℂᎿቇ⎇ⓥ⑼᪢၂ߠߺ
᧲ർᄢቇ㊄ዻ᧚ᢱ⎇ⓥᚲ㊁ዥᶈਯ

㧝㧚 ߪߓߦ
 1 ᰴరᒝ⏛ᕈߩ⎇ⓥߪඨ♿એߩᱧผࠍ߽ߟ߇㧘Haldane ࠡࡖ࠶ࡊߩࠃ߁ߦᰴߣޘᣂߒ㗴߇
ߒ㧘߽⋓ࠎߦ⎇ⓥ߇ߥߐࠇߡࠆ㧚ߘߩਛߢᦨㄭ㧘ᵈ⋡ߐࠇߡࠆ㗴ߦ㧘S=1/2 ߩ 1 ᰴరᒝ⏛ᕈߦ
৻᭽ߥᄖㇱ⏛႐ H ߩઁߦᄖㇱ⏛႐ߦࠃߞߡ⺃ߐࠇࠆᦧ⏛႐ h ߇ H ߦု⋥ߦߊ႐วߩബ⁁ᘒߩ㗴߇
ࠆ㧚ߎߩᦧ⏛႐ߩḮߪ㧘1 ᰴర㎮ᣇะߦᴪߞߚ g ࠹ࡦ࠰࡞ߩਥゲߩ߈ߩᦧߣࠬࡇࡦߩᄖⓍߢߐࠇ
ࠆ Dzyaloshinsky-Moriya (DM)⋧↪ߩ D ࡌࠢ࠻࡞ߩᦧ߇⠨߃ࠄࠇࠆ㧚ߎߩࠃ߁ߥ♽ߪ㊂ሶ sine-Gordon ᮨ
ဳߢ⸥ㅀߢ߈㧘⚛ബߣߒߡ soliton ߣ㓏ጀ᭴ㅧࠍ߽ߞߚ breather ߇ሽߔࠆߎߣ߇⸃ᨆ⊛ߦ᳞ࠄࠇߡࠆ
[1,2]㧚soliton ߣ breather ߪᓥ᧪ߩࠬࡇࡦᵄℂ⺰ߢߪ⺑ߢ߈ߥᣂᄸߥ⚛ബߢࠅ㧘ߎࠇࠍታ㛎⊛ߦᐢ▸ߦ
ᬌ⸽ߔࠆߎߣߪᣂߒ⏛ᕈᔨߩ⏕┙ߦߟߥ߇ࠆ߽ߩߢࠆ㧚ᧄ⎇ⓥߢߪᚒ⊒߇ޘជߒߚ㊂ሶ sine-Gordon ⏛
ᕈ KCuGaF6 ߩ q=0 ߩ⚛ബࠍ㜞ᵄ㜞⏛႐ ESR ߢ⺞ߴ㧘ߘߩ⸃ᨆࠍⴕߞߚ[3,4]㧚
㧞㧚 ⎇ⓥ⚻ㆊ
 KCuGaF6 ߪනᢳ᥏♽ߢⓨ㑆⟲ߪ P21/c ߢࠆ[5]㧚㕙 CuF6 ߪࡗࡦ࠹ലᨐߩߚߦ c ゲߦု⋥ߦ
િ߮ߡߡ㧘ߘߩߚߦ Cu2+ߩᱜሹ゠ߪ F-ߩ p ゠ࠍߒߡ c ゲߦᴪߞߡㅪߥߞߡࠆ㧚ᓥߞߡ㧘Cu2+ࠗࠝ
ࡦ㑆ߦߪ c ゲߦᴪߞߡᒝᒝ⏛ᕈ⊛឵⋧↪ (J/kB=103K) ߇ߊ㧚߹ߚ㧘⚿᥏ߩૐኻ⒓ᕈߩߚߦ g
࠹ࡦ࠰࡞ߩਥゲߩ߈ߩᦧߣ D ࡌࠢ࠻࡞߇ᦧߔࠆ DM ⋧↪ߩਔᣇ߇ሽߔࠆ㧚ᚒ⊕ߪޘ㊄ࡄࠗࡊߦ
ේᢱࠍኽߓ㧘ṁⲢᴺߦࠃߞߡ KCuGaF6 ߩන⚿᥏ࠍᚑߒߚ㧚ߎߩන⚿᥏ࠍ↪ߡ㧘ᒝ⏛႐ ESR ߩታ㛎ࠍ᧲ർ
ᄢ㊄⎇㊁ዥ⎇ⓥቶߢⴕߞߚ㧚ታ㛎ߪ㊁ዥᢎ߇㐿⊒ߒߚ㜞ᵄ㜞⏛႐ ESR ࠪࠬ࠹ࡓ (TESRA-IMR)ࠍ↪ߡⴕ
ߞߚ㧚ᵄᢙ▸࿐ߪ 135~761.6 GHz ߢ㧘శḮߦߪ FIR ࠩ㧘ࠟࡦ⊒ᝄེ㧘ᓟㅴⴕᵄ▤ࠍ↪ߚ㧚߹ߚ㧘ታ
㛎ߪ㒢᷷ᐲലᨐߣᩰሶᝄേߩലᨐࠍᛥߔࠆߚߦ 3He ಄ಓᯏࠍ↪ߡ㧘0.5K ߩᭂૐ᷷ߢⴕߞߚ㧚
㧟㧚 ⎇ⓥᚑᨐ
 వߦㅀߴߚࠃ߁ߦ㧘㊂ሶ sine-Gordon ᮨဳߩ⚛ബߦߪ㧘soliton㧘antisoliton㧘breather ߇ࠆ (⚦ߪᢥ₂
[1,2]ࠍෳᾖ)㧚Soliton ⾰㊂ߩ⏛႐ଐሽᕈߪᢥ₂[2]ߢ᳞ࠄࠇߡࠆ㧚Breather ߪ soliton ߣ antisoliton ߩ᧤❈⁁
ᘒߢ㧘soliton ⾰㊂ߢ㑐ଥߠߌࠄࠇࠆ㓏ጀ᭴ㅧ߇ሽߔࠆ㧚߹ߚ㧘ᧄ⎇ⓥߩ⏛႐㗔ၞߢߪ㧘3 ᰴ߹ߢߩ breather
߇᷹ⷰߢ߈ࠆߎߣߦߥࠆ㧚ᧄ⎇ⓥߢߪ soliton 㡆㧘3 ᰴ߹ߢߩ breather ߩోߡ㧘߹ߚ breather 㑆ߩㆫ⒖ߩోߡ㧘
soliton 㡆ߣ breather ߩหᤨബ㧘߮ 2 ߟߩ breather ߩหᤨബ߇᷹ⷰߐࠇߚ㧚߹ߚ㧘㊂ሶ sine-Gordon ႐ℂ
⺰ߩ▸࿐ౝߢߪ⺑ߢ߈ߥ 3~4 ࡕ࠼߽᷹ⷰߐࠇ㧘ߘߩ✚ᢙߪᦨᄢߢ 10 ߢߞߚ㧚ᓥ᧪ߩࠬࡇࡦᵄℂ
⺰ߢߪ㧘ബࡕ࠼ߪ 2 ߟߒ߆ሽߒߥߩߢ㧘ᧄታ㛎ߢ᷹ⷰߐࠇߚബࡕ࠼ߪࠬࡇࡦᵄℂ⺰ߢߪోߊ⺑
ߔࠆߎߣ߇᧪ߥ㧚ᚒߪޘ㊂ሶ sine-Gordon ႐ℂ⺰ߦࠃߞߡബࡕ࠼ߩഀࠅઃߌߣᵄᢙߣ⏛႐ߩ㑐ଥࠍ
⸃ᨆߒߚ㧚ߘߒߡᱴߤߩബࡕ࠼߇㊂ሶ sine-Gordon ႐ℂ⺰ߦࠃߞߡߦ⸥ㅀߢ߈ࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚ㧚ߎ
ߎߢ⺞▵ߔࠆᄌᢙߪᦧ⏛႐ߣᄖㇱ⏛႐ߩᲧ h/H ߩߺߢࠆ㧚ߎࠇࠄߩᚑᨐߪᢥ₂[3,4]ߦ߹ߣࠄࠇߡࠆ㧚
㧠㧚 ߹
 ߣ 

 S=1/2 ߩ㧝ᰴరᒝ⏛ᕈ KCuGaF6 ߦ߅ߌࠆ q=0 ߩ⚛ബࠍ㜞ᵄ㜞⏛႐ ESR ߢ⺞ߴߚ㧚ᓧࠄࠇߚ⏛᳇ബ
ߩࡕ࠼ߪᦨᄢ 10 ߦ߽ࠆ㧚ߎߩࡕ࠼ߩᢙߣᵄᢙߩ⏛႐ଐሽᕈߩߤߜࠄ߽ᓥ᧪ߩࠬࡇࡦᵄℂ⺰ߢߪ
⺑ߢ߈ߥᣂᄸߥബߢ㧘㊂ሶ sine-Gordon ႐ℂ⺰ߦࠃߞߡೋߡ⸥ㅀߢ߈ࠆߎߣࠍታ⸽ߒߚ㧚
[ෳ⠨ᢥ₂]
[1] M. Oshikawa and I. Affleck: Phys. Rev. Lett. 79 (1997) 2883, Phys. Rev. B 60 (1999) 1038.
[2] F. H. L. Essler, A. Furusaki and T. Hikihara: Phys. Rev. B 68 (2003) 064410.
[3] R. Morisaki, T. Ono, H. Tanaka and H. Nojiri: J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007) 063706.
[4] Umegaki, H. Tanaka, T. Ono, H. Uekusa and H. Nojiri: Phys. Rev. B 79 (2009) issue 14, in press.
[5] P. Dahlke, J. Pebler and D. Babel: Z. Anorg. Alleg. Chem. 631 (2005) 115.
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㧝㧚 ߪߓߦ
ᚒޔߪޘシర⚛߆ࠄ᭴ᚑߐࠇࠆᯏࠫࠞ࡞߇㊂ሶࠬࡇࡦ♽ߩ⎇ⓥߦㆡߒߚ⚛᧚ߢࠆߎߣߦ
ᵈ⋡ߒޔ᭽ࡦࡇࠬߥޘⓨ㑆᭴ㅧࠍᜬߟ⏛ᕈߩ᭴▽߮⏛ᕈ⎇ⓥࠍⴕߞߡࠆޕㄭᐕޔ㓞ធࠬࡇ
ࡦ㑆ߢ⏛᳇⋧↪߇┹วߔࠆᐞቇ⊛ࠬࡇࡦࡈࠬ࠻࠻⏛ᕈߦࠇࠆ㊂ሶ⽎ߦ⥝
߇߽ߚࠇߡࠆ⎇ᧄޕⓥߢߪޔᯏ⏛ᕈߩ⸳⸘ᕈࠍ↪ߒߡߒߚᒝ⏛ᕈਃⷺᩰሶ⏛ᕈ
TNN ߅ࠃ߮ߘߩ㘃✼ൻว‛㧟⒳㘃ߩ⏛᳇⊛ᕈ⾰ࠍ⺞ߴߚޕ
㧞㧚 ⎇ⓥ⚻ㆊ
  
   㨀㧺㧺߅ࠃ߮ߘߩ㘃✼ൻว‛ߪหᒻ᥏ࠍขࠅߩࠇߕޔൻว‛߽ ab 㕙ౝߢޔಽሶ߇ਃⷺᩰሶ
ߩ㗂ὐߦ⟎ߔࠆੑᰴరࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍᒻᚑߔࠆ࡞ࠞࠫޔߒ߆ߒޕ⒳ߩ㆑ߦࠃߞߡ㕙㑆ࡀ࠶
࠻ࡢࠢᒻᚑߦߪ㆑߇ࠄࠇޔTIM ߦ߅ߡߪ㕙㑆ߩࠫࠞ࡞㑆ធㄭ߇ࠄࠇߥ⚿ޕ᥏ߩ
㕒⏛ൻ₸᷹ቯ߆ࠄߕࠇߩൻว‛߽ಽሶ㑆ߦᒝ⏛ᕈ⋧↪ࠍ␜ߒ⚿ޔ᥏᭴ㅧ߆ࠄੑᰴరࠆ
ߪਃᰴరࡈࠬ࠻࠻‛⾰ߢࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇߡࠆޕታ㓙ޔ0.5K ߹ߢ⏛᳇⒎ᐨ߇᷹ⷰ
ߐࠇߡߥߩࠄࠇߎޕൻว‛ߩ⏛ᕈࡕ࠺࡞ࠍ᭴▽ߔࠆߦߪߕ߹ޔಽሶౝ⏛᳇⋧↪ߣಽሶ㑆
⋧↪ࠍಽ㔌ߒߡ᳞ࠆᔅⷐ߇ࠆ⎇ᧄޕⓥߢߪޔ㧠⒳㘃ߩൻว‛ߦߟߡṁᶧ⁁ᘒߩ⏛ൻ᷹
ቯࠍⴕޔಽሶ㑆⏛᳇⋧↪ࠍⓍ߽ߞߚ⚿ߦࠄߐޕ᥏⁁ᘒߩ⏛ൻ᷹ቯߣᲧセߔࠆߎߣߢޔಽ
ሶ㑆⋧↪ߦߟߡ⠨ኤߒߚޕ
㧟㧚 ⎇ⓥᚑᨐ
ࡄ࡞ࠬ⏛⍹ߣ 3He ಄ಓᯏࠍ⚵ߺวࠊߖߚ⏛ൻ᷹ቯࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪ߡ⚿ޔ᥏߅ࠃ߮ṁᶧߩ⏛ൻ
᷹ቯࠍⴕߞߚޕṁᶧߩ᷹ቯߦߪ⋥ޔᓘ㧞㨙㨙ߩ⡺⭯⎣ሶࠠࡖࡇߦ⹜ᢱṁᶧࠍኽ▤ߒߚ߽ߩ
ࠍ↪ߚޕ㨀㧺㧺⚿᥏߅ࠃ߮ 13%, 4%, 1%ṁᶧߦߟߡޔᓸಽ⏛ൻߩ⏛႐ଐሽᕈࠍ᷹ቯߒߚޕᭂ
ᄢ୯ࠍߣࠆ⏛႐ߩ୯ߪޔ࿕ߢ 10.5Tޔ13%ṁᶧߢߪ 8.5T, 4%ṁᶧߢߪ 7T ߣዊߐߊߥࠅޔ1%ṁ
ᶧߪ 4%ṁᶧߣหߓ⚿ᨐࠍਈ߃ߚ ࠄ߆ߣߎߩߎޕ4%ṁᶧߢචಽᏗ㉼ߐࠇߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠅޔ
߹ߚಽሶౝ⏛᳇⋧↪ࠍ 2J/kB=-6.0K ߣⓍ߽ࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߩઁޕ㧟⒳㘃ߩൻว‛ߦߟߡ
߽ห᭽ߦ 4%ṁᶧߩ⏛ൻ᷹ቯࠍⴕޔಽሶౝ⏛᳇⋧↪ࠍ TIM: 2J/kB=-1.2KޔBIM: 2J/kB=-2.4K,
2DJ/kB=-1.2KޔBNN: 2J/kB=-2.1K, 2DJ/kB=-5.1K ߣⓍ߽ߞߚޕ
㧠㧚 ߹ߣ 

ᒝ⏛ᕈਃⷺᩰሶ⏛ᕈߦߟߡޔṁᶧ߅ࠃ߮⚿᥏⁁ᘒߩ⏛ൻ᷹ቯࠍⴕߞߚޕṁᶧߩ⏛ൻ᷹ቯ
߆ࠄޔಽሶౝ⏛᳇⋧↪ࠍหቯߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ⚿ޕ᥏ߣṁᶧߩ᷹ቯ⚿ᨐࠍᲧセߒޔᐔဋ႐ㄭ
ૃࠍ↪ߡ⸃ᨆߔࠆߣޔಽሶ㑆⋧↪ߩߦ⋧ᒰߔࠆᐔဋ႐ଥᢙߪޔਃᰴర⊛ߥ⚿᥏᭴ㅧࠍߣ
ࠆ TNN ߇-1.6emu/mol ߢࠆߩߦኻߒޔੑᰴర⊛ߥ TIM ߩߘࠇߪ-0.7emu/mol ߣዊߐߎߣ
߇ࠄ߆ߣߥߞߚޕᓟޔᰴరᕈߩ㆑߇ࡈࠬ࠻࠻ߒߚၮᐩ⁁ᘒߦߤߩࠃ߁ߦᤋߐࠇࠆ
ߩ߆ޔᒁ߈⛯߈ߒታ㛎ࠍⴕߞߡࠁߊ੍ቯߢࠆޕ
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╳ᵄᄢቇᢙℂ‛⾰⑼ቇ⎇ⓥ⑼ᄢႮኡ♿
᧲ർᄢቇ㊄ዻ᧚ᢱ⎇ⓥᚲ㊁ዥᶈਯ╳ޔᵄᄢቇᢙℂ‛⾰⑼ቇ⎇ⓥ⑼ੑ↉㓷ਯޔᔒ⾐ᜏޔ
ᤊ㊁ືਭޔਃ࠶రᷡቁޔ᪉ᐸቁੳޔᱞየ߹ࠁߺ
㧝㧚 ߪߓߦ
ᄙᢙߩᏱ⏛ᕈ㊄ዻࠗࠝࡦ߆ࠄߥࠆ㊂ሶࠬࡇࡦᄙᩭࠢࠬ࠲ߩ⏛᳇⊛ᕈ⾰ߪޔ㊄ዻࠗࠝࡦߩ⒳㘃߿ࠬࡇࡦ
ߩᐞቇ⊛ߥ㈩ޔ㊄ዻࠗࠝࡦ㑆ߩ⇣ᣇ⊛ߥ⏛᳇⊛⋧↪ߦᄢ߈ߊᓇ㗀ࠍฃߌࠆޔ߫߃ޕᢙߩ㊄ዻ
ࠗࠝࡦ߆ࠄߥࠆᢙຬⅣ⁁ࠢࠬ࠲ߩࠬࡇࡦ㈩ߪࠪࡦࡊ࡞ߥࠕ࠶ࡊ࠳࠙ࡦࠬࡇࡦߢℂ⸃ߔࠆߎߣ߇น
⢻ߢࠆߩߦኻߒߡޔᄸᢙຬⅣࠢࠬ࠲ߦ߅ߡߪߦࡦ࡚ࠪ࠻ࠬࡈߩࡦࡇࠬޔၮߠߊ․⇣ߥࠬࡇࡦ
⁁ᘒ߇ࠇࠆޔߜࠊߥߔޕᄸᢙຬⅣࡦࠣࠢࠬ࠲߿ࠠ࡞ࠢࠬ࠲৻ޔᰴరࠄߖࠎဳ㍲ߩ㊂ሶ⊛ߥ
ᝄࠆ⥰ࠍ⚦ߦᬌ⸛ߒޔᐞ᭴ㅧߣߩ⋧㑐ࠍ⺰ℂ⊛ߦࠄ߆ߦߔࠆߎߣߢޔኻ⒓ᕈߩ⎕ࠇߦၮߠߊᣂߚߥ
㊂ሶ‛ᕈࠍߔߎߣ߇น⢻ߣߥࠆ⎇ᧄޕⓥߢߪޔήᯏൻว‛ߢߪታਇน⢻ߥᐞ᭴ㅧᓮߦࠃࠅ⇣․ޔ
ߥࠬࡇࡦ㈩ࠍ߽ߟᣂߒ㊂ሶࠬࡇࡦࠢࠬ࠲♽ߩഃߣߘߩ♽⛔⊛ၮ␆⎇ⓥࠍ⋡⊛ߣߒߡࠆޕ
㧞㧚 ⎇ⓥ⚻ㆊ
ᚒߪޘ㊂ሶࠬࡇࡦ㊄ዻᄙᩭࠢࠬ࠲ߩวℂ⊛วᚑᴺࠍ⏕┙ߒ⇣․ߩߤߥࡉࡘࠠޔࠕࠛࠢࠬ߿ࠣࡦޔ
ߥᐞ᭴ㅧࠍ߽ߟ࠽ࡁࠨࠗ࠭ߩࠬࡇࡦࠢࠬ࠲߿⇣ᩭ㊄ዻᄙᩭࠢࠬ࠲ࠍวᚑߒߡ߈ߚ㧔H. Oshio et al,
Bull. Chem. Soc. Jpn., 2007, 80, 608-620, accounts㧕ߩߢ߹ࠇߎޔߦࠄߐޕ㊁ዥᶈਯᜂᒰᢎߣߩห⎇ⓥߦࠃࠅޔ
Mn(III,II)ᷙวේሶଔ7ᩭ㍲ߦ߅ߌࠆ㊂ሶࠬࡇࡦ࠻ࡦࡀ࡞⽎ߩᓮ㧔H. Oshio et al, Chem. Eur. J., 2007, 13,
8445-8453, cover picture㧕߿㉄ࡦࠟࡦࡑޔൻ‛ࠦࠕࠍ߽ߟMnCu20ᩭ㍲ߩᒝ⏛႐ਅߢߩ⏛᳇⊛ᝄࠆ⥰ߦߟ
ߡࠄ߆ߦߒߚ㧔H. Oshio et al, Inorg. Chem., 2007, 46, 3810-3812.㧕৻ޕᣇޔߩ㊂ሶࠬࡇࡦ♽ߦ㑐ߔࠆ⎇
ⓥߩᄙߊߪޔኻ⒓ᔃࠍ߽ߟ‛⾰♽ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ߇ᱴߤߢࠅޔᄸᢙߩ㊄ዻࠗࠝࡦ߆ࠄߥࠆⅣ⁁ൻว‛߿ࠠ
࡞ߥ᭴ㅧࠍ߽ߟ㊂ሶࠬࡇࡦࠢࠬ࠲ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߪዋߥᦼߡ߅ߦ♽⾰‛ߩࠄࠇߎޕᓙߐࠇࠆኻ⒓
ᕈߩ⎕ࠇߦ࿃ߔࠆᣂߒ‛ᕈࠍ㐿ᜏߔࠆߦߪ࠲ࠬࠢޔಽሶߩᐞ᭴ㅧߩ♖ኒᓮࠍน⢻ߣߔࠆวℂ⊛
ࠢࠬ࠲ಽሶวᚑᴺߩ⏕┙ߣᣂߒ♽ߩഃ⊛⛔♽ߩߘߦࠄߐޔၮ␆⎇ⓥ߇㊀ⷐߢࠆ⎇ᧄޕⓥߢߪޔኻ
⒓ᔃࠍ߽ߚߥ㊄ዻࠗࠝࡦߩ㈩ࠍ߽ߟ㊂ሶࠬࡇࡦࠢࠬ࠲ߣߒߡޔᄸᢙߩ㊄ዻࠗࠝࡦ߆ࠄߥࠆⅣ⁁㊄
ዻᄙᩭࠢࠬ࠲ߦὶὐࠍ⛉ࠅࡦࡇࠬߥ࡞ࠠޔ㈩ߦ࿃ߔࠆᣂⷙߥ‛ℂ⊛ᕈ⾰ߩត᳞ࠍ⋡⊛ߣߒߚౕޕ
⊛ߦߪޔએਅߩὐߦߟߡᬌ⸛ࠍⴕߞߚޕ
1) HF-ESR ᷹ቯߦࠃࠆᄸᢙຬⅣࠢࠬ࠲[VIV7]ߩ⏛᳇᭴ㅧߩᬌ⸛
2) ࡄ࡞ࠬ⏛ൻ᷹ቯߦࠃࠆⅣ⁁ Cu(II)ਃᩭ㍲ߩ⏛ൻേߩ⸃
㧟㧚 ⎇ⓥᚑᨐ
V
V
1) HF-ESR ᷹ቯߦࠃࠆᄸᢙຬⅣࠢࠬ࠲[VIV7]ߩ⏛᳇᭴ㅧߩᬌ⸛
N
ޣታ㛎ޤ
E-ࠪࠢࡠ࠺ࠠࠬ࠻ࡦ(1)ߣ⎫㉄ࠝࠠ࠰ࡃ࠽ࠫ࠙ࡓ(IV)ࠍᒝႮၮᕈ᳓
N
N
ṁᶧਛߢᔕߐߖࠆߎߣߦࠃࠅޔ㕍⦡ᩇ⁁⚿᥏ߣߒߡ
V
V
Na7[VO7Na7(ȕ-CDHí14)2]·76H2O (2)ࠍᓧߚޔߚ߹ޕౣ⚿᥏᧦ઙࠍᄌ߃ࠆ
ߎ ߣ ߢ ⇣ ߥ ࠆ ࡄ ࠶ ࠠ ࡦ ࠣ ࠍ ߽ ߟ ৾ ᩭ ㍲ 
N
N
Na7[VO7Na7(ȕ-CDHí14)2]·49H2O (2’)ࠍ㕍⦡᧼⁁⚿᥏ߣߒߡᓧߚޕ㍲ 2
߅ࠃ߮ 2’ߩ HF-ESR ᷹ቯߦࠃࠅ g ୯ࠍⓍ߽ߞߚޕ㡆ᵄᢙߪ 95 V
N
V
190 GHz ࠍ߽ߜޔ1.8ޔ4.2 K ߢ᷹ቯࠍⴕߞߚޕ᷹ቯߦߪන⚿᥏⹜ᢱ
N
ࠍ↪৾ޔᩭࡦࠣߦኻߒߡᐔⴕ⏛ߦ⋥ု߮ࠃ߅ޔ႐ࠍශടߒߡ᷹ቯ
V
ࠍⴕߞߚޕ
ޣ⠨ኤޤ
࿑ 1. ㍲ 2 ߩࠦࠕ᭴ㅧ
㍲ 2 ߩ᭴ㅧࠍ࿑ 1 ߦ␜ߔޕ2 ߅ࠃ߮ 2’ߪ ߩߟ৾ޔV(IV)ࠗࠝࡦ߇ࠕ࡞ࠦࠠ࠰ၮ߅ࠃ߮࠽࠻࠙ࡓࠗࠝࡦߦ
᨞ᯅߐࠇࠆߎߣߢⅣ⁁৾ᩭࠦࠕ᭴ㅧࠍ߽ߜޔⅣ⁁᭴ㅧߩਅ߆ࠄ㈩ሶ 1 ߇ߺㄟߎߣߢࠦࠕ᭴ㅧࠍቯൻ
ߒߡࠆޕಽሶ㑆ߪᄙᢙߩ᳓ಽሶߦࠃߞߡ㓒ߡࠄࠇߡ߅ࠅޔⅣ⁁৾ᩭࠦࠕߪ߅ߦ⏛᳇⊛ߦቅ┙ߒߡࠆޕ
න⚿᥏ࠍ↪ߚ 40 mK ߦ߅ߌࠆ⏛ൻ᷹ቯߩ⚿ᨐ⏛ޔൻᦛ✢ߪਃᲑ㓏ߩࠬ࠹࠶ࡊࠍ␜ߒߚࡊ࠶࠹ࠬߩࠄࠇߎޕ
ߪࡦࡑޔಽⵚߦࠃࠆ S = 1/2ĺS = 3/2ĺS = 5/2 ߩၮᐩ⁁ᘒߩࠢࡠࠬࠝࡃߦኻᔕߔࠆޕฦࠢࡠࠬࠝࡃ
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ߩ⏛႐ߪਥߦޔV(IV)ࠗࠝࡦ㑆ߩ⏛᳇⊛⋧↪ߣ g ୯ߦଐሽߒߡࠆޔߢߎߘޕᄙᲑ㓏⏛ൻേߩᯏ᭴ࠍ⸃
ߔࠆߚߦޔHF-ESR ᷹ቯߦࠃࠆ g ୯ߩቯࠍⴕߞߚޕ᷹ቯ⚿ᨐࠍ࿑ 2 ߦ␜ߔ⚿ߩߘޕᨐޔ2 ߅ࠃ߮ 2’ߪ
ߦޔ4.6 T ઃㄭߦ V(IV)ࠗࠝࡦ(I = 7/2)ߦኻᔕߔࠆࡉࡠ࠼ߥ㡆ๆ߇᷹ⷰߐࠇߚޕ㡆⏛႐ߪ᷷ᐲߦଐሽߒ
ߥ߆ߞߚߎߣ߆ࠄޔ1.8 K એߢ V(IV)ࠗࠝࡦߪᏱ⏛ᕈ⊛ߦ߰ࠆ߹ߞߡࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ㡆⏛႐ߩ
ᵄᢙଐሽ(࿑ 3)߆ࠄޔ2 ߅ࠃ߮ 2’ߩ g ୯ߪߘࠇߙࠇޔ1.973 ߅ࠃ߮ 1.975 ߣⓍ߽ࠄࠇߚޕᓧࠄࠇߚ g ୯ࠍ߽ߣ
ߦޔᭂૐ᷷ߢߩ⏛ൻേߦߟߡℂ⺰⸃ᨆࠍⴕߞߡࠆޕ
䎕䎓䎓

䎕䎃䎳䏄䏕䏄䏏䏏䏈䏏
䎕䎃䎳䏈䏕䏓䏈䏑䏇䏌䏆䏘䏏䏄䏕

Q / GHz

䎷䏕䏄䏑䏖䏐䏌䏖䏖䏌䏒䏑

䎗䎑䎕䎃䎮

䎕䎊䎃䎳䏄䏕䏄䏏䏏䏈䏏

䎔䎘䎓
䎃䎕
䎕䎃䎃䏊 䎃䎃䎃䎃 䎃䎠䎃䎔䎑䎜䎚䎖
䎃䎕
䎕䎃䎃䏊 䎒䎒 䎃䎠䎃䎔䎑䎜䎚䎕
䎃䎕
䎕䎊䎃䏊 䎃䎃䎃䎃 䎃䎠䎃䎔䎑䎜䎚䎘
䎃䎕
䎕䎊䎃䏊 䎒䎒䎃䎠䎃䎔䎑䎜䎚䎘

䎕䎊䎃䎳䏈䏕䏓䏈䏑䏇䏌䏆䏘䏏䏄䏕
䎔䎓䎓

䎗䎑䎘

䎗䎑䎙

䎗

䎗䎑䎚

䎙

䎥䎃䎒䎃䎷

䎫䎃䎒䎃䎷

࿑ 2. ㍲ 2ޔ2’ߩ HF-ESR ࠬࡍࠢ࠻࡞

࿑ 3. 㡆⏛႐ߩᵄᢙଐሽ

2) ࡄ࡞ࠬ⏛ൻ᷹ቯߦࠃࠆⅣ⁁ Cu(II)ਃᩭ㍲ߩ⏛ൻേߩ⸃
ޣታ㛎ޤ
ੑᐳ᨞ᯅ㈩ሶ(L)ߣ⎣㉄㌃߅ࠃ߮⎣㉄㋦ߣߩᔕߦࠃࠅޔCu6Zn ৾ᩭ㍲[Cu6ZnL6(H2O)2](NO3)2·6H2O (3)
ࠍⶊ⦡ᩇ⁁⚿᥏ߣߒߡᓧߚޕ㍲ 3 ߩ⏛ൻേࠍࠄ߆ߦߔࠆߚߦ⏛ࠬ࡞ࡄޔൻ᷹ቯࠍⴕߞߚޕ᷹ቯߪ 0.5 K
ߢⴕޔ20 T ߹ߢ⏛႐ࠍශടߒߚޕ
ޣ⠨ኤޤ
㍲ 2 ߦ߅ߡޔਃߟߩ Cu(II)ࠗࠝࡦߪੑᐳ㈩ሶ L ߦࠃߞߡ᨞ᯅߐࠇࠆߎߣߢޔⅣ⁁ਃᩭ࡙࠾࠶࠻ࠍᒻᚑ
ߒޔߦࠄߐޔZn(II)ࠗࠝࡦߦࠃߞߡੑ㊂ࠍᒻᚑߒߡࠆ(࿑ 4)ޕCu(II)ࠗࠝࡦ㑆ߦᒝ⏛ᕈ⊛⋧↪(J = -3.5
cm-1)߇ߊߎߣߢਃᩭ࡙࠾࠶࠻ߩࠬࡇࡦߪࡈࠬ࠹࠻ߒ⚿ߩߘޔᨐޔਃᩭ࡙࠾࠶࠻ߪ S = 1/2 ߩࠬࡇࡦ㊂
ሶᢙࠍ߽ߟޔߚ߹ޕਃᩭ࡙࠾࠶࠻ߪ⏛ᕈ Zn(II)ࠗࠝࡦߢ᨞ᯅߐࠇߡࠆߎߣ߆ࠄ࠻࠶࠾࡙ޔ㑆ߩ⏛᳇⊛⋧
↪ߪ㕖Ᏹߦᒙ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᭂૐ᷷ߦ߅ߌࠆࡄ࡞ࠬ⏛ൻ᷹ቯߩ⚿ᨐ(࿑ 5)ޔ㍲ 3 ߪੑᲑ㓏ߩ⏛ൻ
േࠍ␜ߒߚޔߪࠇߎޕੑߟߩਃᩭ࡙࠾࠶࠻߇หߓ⏛႐ߢੑᲑ㓏ߢ⏛ൻߐࠇߚߎߣߦࠃࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ(࿑ 6)ޕ
ૐ⏛႐ၞߢߪޔੑߟߩਃᩭ࡙࠾࠶࠻(S = 1/2)ߩ⏛ൻ߇᷹ⷰߐࠇߦࠄߐޔ㜞⏛႐ၞߢߪޔੑߟߩਃᩭ࡙࠾࠶࠻ߩ
ࠬࡇࡦ߇หᤨߦࡈ࠶ࡊߔࠆߎߣߢᄢ߈ߥ⏛ൻߩ┙ߜ߇ࠅࠍ␜ߔ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆ⏛ޔߢߎߎޕൻߩ┙ߜ
߇ࠅ߇Ყセ⊛✭߿߆ߥߩߪޔਃᩭ࡙࠾࠶࠻㑆ߩᒙ⏛᳇⊛⋧↪ߦ࿃ߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᓟޔ᭽ߥޘᏱ
⏛ᕈࠗࠝࡦߢ᨞ᯅߐࠇߚⅣ⁁ਃᩭ㍲ੑ㊂ߦߟߡᬌ⸛ࠍ߅ߎߥ߁ߎߣߢࡈࠬ࠻࠻♽ߩ㓸Ⓧലᨐߦ
ߟߡࠄ߆ߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠇ߫⊒ߩ߳♽࡞࠺ࡕߩࡉࡘ࠴ࡦࡇࠬޔዷߥߤ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ

࿑ 4. ㍲ 3 ߩᮨᑼ࿑

࿑ 5. ㍲ 3 ߩ⏛ൻേ   ࿑ 6. ㍲ 3 ߩ⏛ൻᯏ᭴

㧠㧚 
߹ߣ 

 ᧄ⎇ⓥߢߪޔኻ⒓ᔃࠍ߽ߚߥᄸᢙߩ㊄ዻࠗࠝࡦ߆ࠄߥࠆⅣ⁁㊄ዻᄙᩭࠢࠬ࠲ߩวᚑߣߘࠇࠄߩ⏛᳇
᭴ㅧߩ⎇ⓥࠍ⋡⊛ߣߒޔV(IV)Ⅳ⁁৾ᩭ㍲߅ࠃ߮ Zn(II)᨞ᯅⅣ⁁ Cu(II)ਃᩭ㍲ੑ㊂ߦߟߡᬌ⸛ࠍⴕߞ
ߚޕV(IV)Ⅳ⁁৾ᩭ㍲ߦߟߡߪޔᄙᲑ㓏⏛ൻേߩ⸃ߩߚߦ HF-ESR ᷹ቯߦࠃࠅ g ୯ࠍቯߒߚ߹ޕ
ߚޔCu(II)ਃᩭ㍲ੑ㊂ߦ߅ߡߪߥ⇣․ޔੑᲑ㓏⏛ൻേߩ᷹ⷰߦᚑഞߒߚޕ
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ࠬࡇࡦ࠽ࡁ࠴ࡘࡉߩ㊂ሶ⋧ォ⒖ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ

  ේሶജᯏ᭴SPring-8 ဈᔀ
      ᧲ർᄢ㊄⎇ ㊁ዥᶈਯ

㧝㧚 ߪߓߦ
   0 ᧄߩᒝ⏛ᕈ㊂ሶࠬࡇࡦ㎮ࠍ㎮㑆ᣇะߦ߽ᒝ⏛ᕈ឵⋧↪ߢ⚿วߒߚ♽ࠍࠬࡇࡦ࠳ߣ
߱߇ߦࠄߐࠍࠇߎޔ㎮㑆ᣇะߦᦼ⊛ߦߟߥߛ♽ࠍࠬࡇࡦ࠴ࡘࡉߣ߽߱ᦨߜ߁ߩߘޕ㊂ሶലᨐߣࡈ
ࠬ࠻࡚ࠪࡦߩᒝ㧟ᧄ㎮ࠬࡇࡦ࠴ࡘࡉߪߩࠬࡊ࠶ࡖࠡޔ㧟ᧄ㎮ࠬࡇࡦ࠳ߣ㆑ߞߡޔᒝࡈ
ࠬ࠻࡚ࠪࡦߦ࿃ߒߚࠬࡇࡦࠡࡖ࠶ࡊࠍᜬߟߎߣ߇⍮ࠄࠇߡࠆޕ
ᧄ⎇ⓥߦ߅ߡߪߦࡊ࠶ࡖࠡࡦࡇࠬߩߎޔ㑐ߔࠆ㊂ሶ⋧ォ⒖ޔ߮⏛႐⺃⽎ߦὶὐࠍ⛉ࠅ▚⸘ޔ
⑼ቇ⊛ᚻᴺߣℂ⺰⊛ᚻᴺࠍ㚟ߒߡ߇ࡉࡘ࠴ࡦࡇࠬޔᒁ߈ߎߔᣂᄸߥ㊂ሶ⽎ࠍត⚝ߔࠆߣߣ߽ߦޔ
ߘߩታ㛎⊛ᬌ⸽ࠍ⋡ᜰߒߚޕ
㧞㧚 ⎇ⓥ⚻ㆊ
  ߹ߕᐔᚑ㧞㧜ᐕ㧠ߦဈ߇㊄⎇㊁ዥ⎇ⓥቶࠍ⸰ߒౕޔ⊛ߦวᚑߐࠇߚࠬࡇࡦ࠽ࡁ࠴ࡘࡉߩ⚿᥏
 ᭴ㅧ߿ߚࠇࠊⴕߦߢ߹ࠇߘޔᒝ⏛႐⏛ൻ᷹ቯߥߤߩታ㛎࠺࠲߆ࠄផቯߐࠇߚ‛ℂ⊛ࡄࡔ࠲ߥߤߦߟ
ߡޔวᚑߒߚࡔࡦࡃߣᛂߜวࠊߖࠍⴕ߁ߣหᤨߦޔᢙ୯⊛෩ኒኻⷺൻߣኒᐲⴕ➅ࠅㄟߺ⟲ߦࠃࠆᩰሶ߭
ߕߺߦኻߔࠆࠬࡇࡦࠡࡖ࠶ࡊᒻᚑᶖᄬߩ㊂ሶ⋧ォ⒖ߩ⸃ᨆߦߟߡႎ๔ࠍⴕߞߚޔߚ߹ޕ㧢ߦ߽ဈ߇
⸰ߒޔᲧᾲ᷹ቯ߿⏛ൻ᷹ቯߩㅴ⁁ᴫߦߟߡᛂߜวࠊߖࠍⴕޔᓟߩᢙ୯ࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦߦࠃࠆ࠺
࠲⸃ᨆ߿ޔర⚛⟎឵ߥߤߦࠃࠆࠃࠅᣂߒᕈ⾰ߩត⚝ߩߚߩᛂߜวࠊߖࠍⴕߞߚޔߦࠄߐޕ㧝㧞ߦ߽
ဈ߇⸰ߒ⏛ޔ႐ਛᲧᾲ᷹ቯߦࠃࠆታ㛎⊛⋧࿑ߦߟߡޕߚߒ⺰⼏ࠍ㉼⸃ߩߘޔ
㧞㧚 ⎇ⓥᚑᨐ
 ℂᗐ⊛ߥ㧟ᧄ㎮ࠬࡇࡦ࠴ࡘࡉߦኻߔࠆޔᢙ୯⊛෩ኒኻⷺൻߣኒᐲⴕ➅ࠅㄟߺ⟲ࠍ ↪ߚᄢⷙᮨᢙ୯ࠪ
ࡒࡘ࡚ࠪࡦߦࠃࠅࡉࡘ࠴ޔᢿ㕙߇ᱜਃⷺᒻߩ႐วߦߪ࡞ࠗࠞޔኻ⒓ᕈߦ࿃ߒߚࠬࡇࡦࠡࡖ࠶ࡊ߇
㐿ߡࠆ߇ߩߎޔᢿ㕙߇ᱡࠎߢੑ╬ㄝਃⷺᒻߦߥࠆߣޔᕆỗߦߎߩࠡࡖ࠶ࡊ߇ዊߐߊߥߞߡᶖᄬߔࠆ㊂ሶ
⋧ォ⒖߇߈ࠆߎߣ߇ޔℂ⺰⊛ߦ␜ߐࠇߚ৻ޕᣇߪߣࠇߎޔዋߒ࠻ࡐࡠࠫߩ㆑߁㧟ᧄ㎮ࠬࡇࡦ࠴ࡘࡉ߇
ታ㓙ߦวᚑߐࠇߡࠆ߇ߦ⾰‛ߩߘޔኻᔕߒߚℂ⺰ᮨဳߦኻߔࠆኒᐲⴕ➅ࠅㄟߺ⟲ߦࠃࠆᢙ୯ࠪࡒࡘ
࡚ࠪࡦߦࠃࠆߣߪࡊ࠶ࡖࠡࡦࡇࠬߪߦ♽ߩߎޔሽߒߥ߇⏛ޔ႐ߦࠃߞߡࠬࡇࡦᵄㅦᐲ߇ᕆỗߦᄌࠆࠢࡠ
ࠬࠝࡃ⽎߇߈ࠆߎߣ߇ޔታ㛎ℂ⺰ਔ㕙߆ࠄ␜ߐࠇߚޕ

㧠㧚 
߹ߣ 

 ࠬࡄࠦࡦࡇࡘ࠲ߦࠃࠆᄢⷙᮨᢙ୯ࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࠍ↪ߡޔℂᗐ⊛ߥ㧟ᧄ㎮ࠬࡇࡦ࠽ࡁ࠴ࡘࡉ
ߩℂ⺰⸃ᨆࠍⴕޔᩰሶ߭ߕߺࠍട߃ߚ႐วߩࠬࡇࡦࠡࡖ࠶ࡊᒻᚑᶖᄬߩ㊂ሶ⋧ォ⒖ࠍℂ⺰⊛ߦ੍᷹ߒޔ
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磁性ナノ粒子の走査プローブ顕微鏡による構造評価と局所磁気伝導

大阪教育大学・教育学部・川越

毅

東北大学・金属材料研究所・水口将輝、三谷誠司＊、高梨弘毅
（＊現 物質材料研究機構）

１． はじめに
これまでのスピン依存伝導・スピン流の研究は薄膜試料を微細加工し（サブ）ミクロン領域の観測が主流であ
るが、強磁性探針を用いたスピン偏極 STM の手法を用いることにより、 １）ナノ構造(原子配置)、磁気構造、ス
ピン偏極表面状態が同時にかつナノ領域（原子レベル）で調べられる ２）理想的な真空バリアを介しての電流
注入磁化反転の観測などのスピン依存伝導の実験もナノ領域以下の局所領域で行うことができる。ナノ粒子の
磁気伝導現象の解明やその素子応用化には、構造の精密評価、粒子１個１個の伝導特性の測定が重要である
と考えられており、強磁性探針を用いたスピン偏極 STM は、有力な手法と考えられる。
昨年度より L10FePt(001)規則合金薄膜に研究対象をしぼり共同研究を行っている。また高梨教授グループによ
り Au/FePt 系で巨大スピンホール効果の観測など多くの興味深い成果が得られている系である。しかし、その
表面構造や電子状態などに関する詳細な研究がほとんどなされていない。
２． 研究経過
昨年度は、FePt(001)規則合金薄膜のスピン依存伝導の詳細を調べる第一段階として、清浄表面の評価を
STM 観察・Auger 電子分光(AES)によって調べた。具体的には東北大金研で作製した L10FePt(001)規則合金薄
膜に Pt 保護膜(2nm)をつけ大阪教育大学へ送り、Ar イオンエッチングと 300-500℃の熱処理によって清浄表面
の作製を試みた。Ar＋エッチングの条件や熱処理を適切に選ぶことで、清浄表面の作製が可能なことを確認して
いる。 本年度も同様な手法に FePt(001)薄膜は、東北大金研設置の超高真空スパッタ装置を用いて行った。
MgO(001)単結晶基板上に薄膜組成が Pt58Fe42 になるように同時スパッタ、基板温度 650℃で作製することによ
り、L10 規則合金薄膜(100nm)を作製し、RHEED によってエピタキシャル成長と清浄表面を確認後、Pt 保護膜を
用いずに大気中に試料をとりだした。大阪教育大学に設置されている超高真空 MBE/STM 装置(＜5×10-11
Torr)をもちいて清浄表面を作製後、STM 観察・Auger 電子分光(AES)測定を行った。清浄表面作製法は昨年度
本研究のために整備したイオンガンを用い最適化した条件: Ar 圧１×10-５ Torr で 20 分エッチング後、450℃の
アニールを超高真空下（＜１×10-1０ Torr）で 20 分行う。このプロセスの 2 回以上繰り返しによって清浄表面を作
製した。
昨年度までの共同研究で 400℃以上のアニールによって原子レベルで平坦なテラスが形成され、その試料の
ラインプロファイルから単原子層の高さを調べた結果、２つの異なる高さ：2.10(±0.15)Å、1.70(±0.15)Åの 2 種
類が観測され、両者の和は 3.80Åであり、この値は FePt L10 規則相のｃ軸格子定数と一致することを報告した。
本年度は成長条件を改善することにより、さらに試料の清浄度と平坦性を向上を目指し、昨年度見出した２つの
異なる原子層高さの起源を探るために、ＳＴＭを用いたバリアハイト（仕事関数）像の測定を試みた。
STM/AES 観察は超高真空下（＜5×10-11 Torr）・室温で、W 探針を用いて定電流モードで行った。
バリアハイト（ＢＨ）像は STM 観察時にピエゾ素子に変調電圧を重畳させることにより 探針・試料間距離 Z を変
調させたときの（f=3kHz, dZ＝0.3Å）トンネル電流をロックインアンプで検出して得られる dI/dZ 像から次式により
求めた。
２

⎛ d ln I ⎞
⎟⎟
Φ (eV ) = 0.95⎜⎜
⎝ dZ (Å) ⎠

3． 研究成果
図１にＡｒ＋エッチング、4５0℃アニールの繰り返し後の試料表面の STM 像を示す。原子レベルで平坦なテラス
が形成されており、そのテラス幅は 10～30nm である。ラインプロファイルから単原子層の高さを調べた結果、昨
年度と同様にＡ：2.10(±0.15)Å、Ｂ：1.９0(±0.15)Åの 2 種類が確認できた。
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昨年度までの試料にくらべ、MgO バッファー層を成長後に FePt(001)
薄膜を基板温度 650℃で同時スパッタにより作製することで、平坦性
が向上した。AES で試料清浄度を確認したところ、ほぼ検出感度程
度の 3％程度のＣが在留しているのみであることも確認している。
異なる２種類の原子層ステップの起源として、最表面が Fe 層また
は Pt 層であることが考えられる。このためＳＴＭを用いて最表面の元
素識別が可能なＢＨ像の観察も行なった。図２には同時に観測した
形状像と dI/dZ(BH)像をそれぞれ示す。ステップ近傍には強い dI/dZ
のコントラストが観測されているが、これは（単）原子ステップによっ
てトンネル電流が変化することによって発生する測定時の Artifact で
あって、本質的なシグナルではない。図２からも分かるように平
坦なテラス上にも２つの異なるシグナルが観察されていることが
分かる。同時に観測した dI/dZ(BH)、電流像を解析することによ
り、ＢＨを計算することができる。
図２（ｂ）のＡ、Ｂの領域でそれぞれＢＨ（仕事関数）の大きさは
3.5±0.2, 3.0± 0.2 eV であった。これらはラインプロファイルから
２つの異なる単原子層の高さが観測されていることと相関して
いるとか考えられるが、現在これらの解釈を検討しているととも
に、今後はこれらを明瞭に検証する実験を計画している。

図１ FePt(001)薄膜のＳＴＭ像とラ
インプロファイル

b

a

A

20nm

20nm
図２

B

FePt(001)薄膜のＳＴＭ形状像(a)と dI/dZ(バリアハイト)像(b)

４． ま と め

昨年度から継続して東北大金研において超高真空スパッタ装置を用いて作製した L10FePt(001)規則合金薄
膜を研究対象として、大阪教育大学において、Ar イオンエッチングと熱処理の繰り返しによって清浄表面の作製
を試作成しＳＴＭ／ＢＨの観察を行なった。L10FePt(001)規則合金薄膜の成長温度や Ar イオンエッチング条件や
熱処理条件を最適化することにより、昨年度にくらべより平坦性と不純物の表面偏析を抑制した高品位の
L10FePt(001)規則合金薄膜の清浄表面作製が可能となった。 ＳＴＭを用いた明瞭なバリアハイト像の測定に成
功し、２つの異なるバリアハイトが存在することを見出した。この実験結果は、ラインプロファイルから２つの異な
る単原子層の高さが観測されていることと密接に相関しているとか考えられる。
ナノ構造(原子配置)、磁気構造、スピン偏極表面状態の相関をナノスケール以下の空間分解能で明らかにす
ることを目指す。さらに真空バリアを介しての電流注入磁化反転の観測などのスピン依存伝導の実験ができる
と期待している。
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俊、矢子ひとみ

１． はじめに
代表者のグループでは、遍歴電子メタ磁性転移と呼ばれる特異な磁場誘起相転移現象を示す 3d 遷移金属間
化合物について、転移に伴う物性変化を工学的に応用する指針を検討してきた。
La(FexSi1-x)13 化合物は TC=200
K 近傍においてメタ磁性転移に由来する巨大磁気熱量効果および巨大磁気体積効果を示す。本系への水素化
によりこれらの物性的特徴を室温近傍で発現させることが可能なため、本系は、例えばフロン不要な次世代高
効率冷凍である室温磁気冷凍への応用が注目されている。また、磁気体積効果を応用すれば、新規な圧力セン
サーや磁歪デバイスに応用することも可能である。これらの諸特性を実際に工学的に応用するためには、基礎
物性の制御のみならず、各種デバイスに組み込むための形状制御が必要となる。磁気冷凍を例に挙げると、材
料特性としての磁気熱量変化に加え、冷凍機内での熱交換や熱逆流防止など、実用上の効率に関わる要素は、
材料形状が強く支配する。そこで、これらの諸特性を保持して、応用上有利な形状加工を施す技術開発は本材
料の機能性を社会に役立てる上で極めて重要である。本研究では、回転電極法に注目し、熱交換特性や反磁場
考慮の上で有利な形状である球状加工の可能性と、球状化後の物性特性を左右する金属組織制御について検討
を行った。
２． 研究経過
回転電極法においては、目的材料を消耗電極としてプラズマ放電し、先端部が溶解した電極を高速回転する
ことで溶湯を飛散させ、自由回転中に目的材球滴が凝固することを利用して球形金属材を成形する。プラズマ
回転電極プロセス（PREP）には金研・千葉研究室所有の装置を利用した。この場合、電極はコレット保持に
より高速回転するため、直径をΦ20～30mm とし、コレット保持部からプラズマ可動長を十分得るためには
最低 250mm 程度の長さが必要となる。そこで、高周波溶解―鋳造により電極母材を作製するため、銅製の鋳
型作製から開始した。また、得られた母材には、半径方向に偏心があると PREP 中に危険を伴うため、旋盤
加工性を吟味した。最終的に得られた電極を用い、PREP を実施し、得られた試料の組織観察および磁化測定
を行った。
３．

研究成果

i) PREP 用電極作製
Cu 鋳型を用い高周波溶解－鋳造により得られた母材を、
さらに旋盤加工により成形した La-Fe-Si 合金電極の様子を
図 1 に示す。電極母材の仕込み組成としては、最終目的化合
物である La(Fe0.88Si0.12)13 の組成を基準とし、溶解過程中に
La が選択的に蒸散することを考慮して、化学両論組成に
0.2%程度の La 過剰分を加えた。本組成域においては、溶解
凝固が非平衡に進展すると、化合物単相ではなく、状態図上
にタイ・ラインで結ばれる LaFeSi（等比）化合物およびα
-Fe(Si)合金に２相分離した状態が得られる。このため、
La(FexSi1-x)13 化合物単相に比べ、ある程度の靭性/延性が得
られるため、旋盤による正確な円柱加工が可能であることが
図 1 PREP 用電極材
確認できた。また、このように長いスペースへの鋳込みに際
しても、本組成の La-Fe-Si 溶湯は十分な湯流れを示し、加
工後の表面を見ても、極端な引巣穴などは存在しない。従って、本３元系において、ある程度の長さの PREP
用の電極を得ることに大きな問題は存在しない。

－85－

ii) PREP による球状試料作製
前節の手法により得られた電極を、PREP 装置内に設置し球状試料作製を試みた。なお、今回の回転数は
9000rpm とし、雰囲気は Ar ガス中でプラズマ放電を行った。溶解飛散後に生じた粒状試料には、約 3 割程度
の異形（非球状）粒が混在したが、残りの試料は球状として得られた。なお、球直径の平均値は約 300μm 程
度であり、分布幅は 50～100μm 程度であった。また 500μm 以上の粒は大部分が異形を示し、球試料は僅
かであった。磁気冷凍に用いる場合は、目標レンジが 500～1000μm 程度とされているので、今後、回転数
やプラズマ電流などの制御値の最適化が必要である。
図 2 には、今回のプロセスで得られた試料のうち、比較的良好な球形状を示した典型例と若干歪んだ形状の
試料について、走査電子顕微鏡-暗射電子(SEM-BE)写真を示す。真球性が低い試料でも、凝固に異方性は見ら
れず、自由回転飛散中に等方的に凝固していると判断できる。表面には網状の凹凸が見られるが、前節で述べ
た相分離組織は樹枝状晶に近い組織を示すので、表面組織も凝固過程を反映していると考えられる。
さらに、内部組織を観測するた
めに、球表面の一部を研磨し、同
様に SEM－BE 観測を行った結果
を図 3 に示す。従来、バルク試料
で得られたのと同様に樹枝状の相
分離組織が観測された。なお、黒
色部分がα-Fe(Si)合金相であり、
20μm
30μm
白色部分が LaFeSi 化合物相であ
る。目的相の La(FexSi1-x)13 化合物
を得るためには、均質化熱処理を
図 2 PREP により得られた球状試料の SEM 像
施す必要があるが、La(FexSi1-x)13
化合物相は Fe リッチのα-Fe(Si)
と La リッチの LaFeSi との境界か
ら出現し、La および Fe の、いわ
ゆる反応性拡散により均質化が進
行するため、樹枝状組織のサイズ
が小さくないと、十分な均質化が
進行しない。今回の PREP により
得られた凝固組織はアーク溶解に
より得られたバルク試料に比べ、
十分に微細な組織を示しており、
図 3 球状材料の断面組織 SEM 像
PREP の凝固過程は比較的冷却速
度が速いことが確認された。なお、
組織の一部に空隙が見られるが、気体巻き込み、あるいは引巣様欠陥と推察される。このような形態は実用上
好ましくないため、今後、回転条件や雰囲気圧との対応の観察を続ける必要がある。
以上により得られた試料の一部に、実際に均質化熱処理を施し、磁化測定により特性を評価した。なお、熱
処理条件は 1050℃ 5 日間である。図 4 に熱処理後の試料の 200K 近傍における熱磁化曲線を示す。目的組成
の La(FexSi1-x)13 試料が得られた場合、キュリー温度 TC = 195K において強磁性－常磁性 1 次相転移を示すた
め、磁化の急激な減少が期待される。本研究期間内に得られた PREP 試料は、図の変曲点からわかるように、
TC が期待される温度よりやや高い領域にあり、また、磁化の変
化が比較的緩慢である。このような差異の原因として、PREP
120
における溶解過程での La の過剰な蒸散が予想される。この点
100
を吟味するためには、電極母材および最終的に得られた球試料
において、正確な組成分析を実施する必要があるが、期間内に
80
実施できなかったため、今後の課題である。
60

４． ま と め
回転電極法による La(FexSi1-x)13 の球状加工と組織制御の可能
性については、十分な見込みが得られた。今後、回転数、プラ
ズマ入力および雰囲気圧などのパラメータ制御により、球半径
の調整や形状最適化が期待される。また、PREP 中の La 蒸散
量を算定し、組成調整にフィードバックすることが今後の課題
である。
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図 4 PREP 試料の熱磁気曲線

