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と断言はできるほどの結果は得られていない．また，観測している温度差は非常に小さく，実験上の

アーチファクトである可能性もある．再現性も含め，今後さらに実験を進めていく必要がある．
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一 命 争解説ザ

強い電子格子相互作用をもっ有機結品の多彩な
光誘起ダイナミクス

恩田健T

JSTさきカfけ

物質に光を当てたときに起こる現象は，

温度上昇により起乙る現象とは本質的に異

芯る．温度を上げた場合，固体中の電子は

フ工ルミ分布！と，格子振動（フォノン）は

ボース‘分布に従うため，高温でも多くの電

子やフォノンは基底状態付近に分布したま

まである．また温度上昇に際して系lま熱平

衡状態を保つため熱力学，統計力学を用い

て記述できる．他方，光を当てた場合，電

子やフォノンをその光子エネルギーに対応

した状態へ直接励起することができる．こ

の場合，電子やフォノンはそれぞれフ工ル

ミ分布，ポーズ分布ひら遠く離れた非平衡

状態にあってそれらの温度は定義できず，

またその状態の振る舞いを体系的lこ説明で

きる理論もまだない．そのため依然として

物理において解明すべき重要な課題となっ

ている．

とのような状態を実験的に観測するに

はどのようlこすれば畏いのであろうか？

一般に物質の性質はs 結品構造と各原子の

最外殻の電子，すなわち価電子により決ま

るそのため結品構造と価電子の変化を，

光励起により状態変化が起とっている時間

スケール，す芯わちフ工ムト（10-15）秒か

5ピコ crn-12）秒で観測できれば，時々

刻々と変化する非平衡状態を知ることがで

きる．現在では超短パルスレーザーの発達

により，とのよう芯時間幅の光パルスを容

易に得うれるように芯っている．また価電

子や結晶構造の状態は，赤外から紫外にわ

たる分光スペクトルやX線などによる固
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用が強く－電子近似が成り立たない強相関

物質が挙げ5れる 中でも有機電荷移動錯

体はその低次元性，柔らかい構造ゆえに，

わずかな電場や圧力の印加によって著し

い物性変化を示すだけで芯く，光励起に

よっても構造相転移をはじめ様々な現象

が現れる乙とが期待される特に電子と

格子の聞の相互作用の強い電荷移動錯体

(EDO・TTF)2Pれでは，これまでフ工ム卜

秒からナノ秒の時間スケールに対応した

様々な超高速観測手段により，特徴的な光

誘起相転移現象が明らかにされている．

この物質は室温で金属的芯I次元伝導を

示し， 280Kまで冷やすと電荷が局在化し

て絶縁体ヘ転移する．この絶縁体相lこ近赤

外光（800nm, 1.55 eV）を当てると光励

起によって作り出された電子のコヒ－レン

スと分子内振動のコヒーレンスがともに

20 fs程度で失われ，代わって別の状態が

40 fsかかつて現れることが明らかになっ

た後者の状態は，熱平衡状態とは異なる

電荷秩序をもっ状態，すなわち光誘起相で

あり，電子相関と電子格子相E作用のバラ

ンスにより成立しているととが，赤外から

可視にわたる週渡電子スペクトル測定およ

びモデル計算により判明した さらにこの

光誘起相かS100 ps かかつて電荷秩序の融

解および構造緩和が起こり金属相的芯状態

が生じることが，ピコ秒時間分解振動分光

により見出された．これうの状態変化の全

体をフエムト秒電子線回折を用いて観測す

ると単位格子を構成する台分子が別々の

折像から知ることができる． 時間スケールで動いている様子が見られ，

光励起状態において特異な物性を示す物 このことが2段階で起こる相転移の原因と

質のひとつに，電子同士のクーロン相互作 なっていると考えられる．

T東京工業大学大学院理工学研究科

矢持秀起

京都大学低温物質科学
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Ke1・11md.1 

電荷移動錯体目

電子供与性分子（ドナー）と

電子受容性分子（アクセプタ
ー）より成る分子閏化合物

ドナーか5アクセプターに電

荷移動が起とるととにより錯

体を形成する．広義には，少

なくとも成分の一方が分子で

あればP 閉殻イオンを成分と

する場合を含む
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図2 (EDO・TTF)2PF6の（a）反射率スベクトルと（b）光学的伝導度スベク

トル．低温相 10K，低温相 180K，高温相290Kをそれぞれ黒線，青線，緑

線で表した．

吋七ゅ図1 (a) (EDO・TTF)2PF6結晶の写真，（b)EDO・TTFの構造式，（c),(d) 

(EDO四TTF)2PFGの低潟相（c），高槻相（d）の結品構造，数字は各サイトに

おける屯初を表す.27l (e) (EDO-TTF)2PF6の活気抵抗のiluU長変化.19)

光励起
1.55 eV 

？件イー
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(EDO・TTF)2PF6光誘起ダイナミクスの概略

CT3はそれらが混ざった遷移と帰属されている.21) 

この物質の光励起に伴うダイナミクスは，その強い電子

相関，電子格子相互作用に基づく協同現象や有機物ならで

はの柔らかい構造も相まって非常に複雑である．その詳細

を明らかにすることは 他の様々な有機結晶一般の光誘起

ダイナミクスのみならず，デバイスとして応用された場合

のキャリア注入への応答を考える上でも重要である． しか

しその複雑さ故，一つの解析手段だけで、それを理解するこ

とは難しい．そこで，観測する時間領域，状態に合わせた

時間分解観測手段を開発し適用した．その結果明らかにな

った光誘起ダイナミクスの概要を図3にまとめた．以下こ
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電子格子相互作用による電荷秩序，陰イオン秩序の効果も

働き， 280Kという室温に近い温度で電荷が局在化して絶

縁体となる（図 l(e)).20）また赤外・ラマン分光法， X線

構造解析などから，絶縁体相における各EDO-TTF分子の

l次元の電荷の並びが（0,1, 1, O）であること，電荷が0の

ものは図 1(c）に示すように他の価数のものに比べて大き

く曲がっているという特徴が明らかになっている．

(EDO－πF) 2PF6の1次元性金属から絶縁体への相転移の

様子は，定常状態の反射率スペクトルの温度変化にも如実

に表れている.20, 21）図2はこの物質における，反射率スペ

クトル（a）およびそのクラマースークロニッヒ変換により

得られた光学的伝導度スペクトル（b）である.290 Kの高

温金属相では， 0.8eV以下でドルーデ的な反射率の増大が

見られる． 一方， 180Kの低温絶縁体相では，低エネルギー

で光学的伝導度が大きく下がっている反面，局在化した電

子聞の選移（電荷移動遷移）に対応するピークが0.6eVと

1.4 eVの近赤外領域に見られ，それぞれCTI,CT2と名付

けられている．さらに 10Kまで冷やすと， 0.8eVにもう

一つの電荷移動バンドが現れ， CT3と名付けられている．

これらのピークの帰属は，電荷の並びが（O,1, 1, O）である

ことを考慮にいれた簡単なモデル計算により， CTIが 1価

と0価聞の電子移動 CT2が l価同士の電子移動，さらに

モデルやこの解説でも後ほど取り上げる電子格子相互作用

を入れたモデルなどを用いることにより，一見複雑そうな

電荷移動錯体結晶の電子状態を記述することが可能になる．

さらにこのような知見に基づき，目的の物性をもっ錯体を

有機合成の手段を使って作り出すことも可能である．

このように電荷移動錯体は，分子性物質としては特異な

物性をもち，理論的にも理解しやすく，またそれらが化学

合成の手法で制御可能であることから，基礎的な固体物性

の観点からも興味深い研究対象である．さらに，その物性

が温度，圧力，電場などの外場により容易に変化すること

から，光による物性制御の対象としても最適な物質と考え

られる．そのため近年，電荷移動錯体における光誘起ダイ

ナミクスの研究が盛んに行われるようになってきた．その

最初の例と考えられるのが混合積層型錯体の TTF・CA

( tetrathiafulvalene-p-chloranil）である．この錯体が光により

イオン性一中性相転移を起こすことが 1990年Koshiharaら

により明らかにされた.7）その後しばらくは超高速で起こ

る光誘起ダイナミクスを観測する手段がなく詳細は不明で

あったが，超短パルスレーザー技術の発達により， 2000

年代に入り急速に研究が進んだ.8ーIO）さらに他の多くの錯

体においてもこのような光による相転移現象，すなわち光

誘起相転移が見出されるようになり，光によるマクロな物

性制御が可能な系として現在盛んに研究がなされている．

代表的な錯体としては，バンドの半分が占有された（112

フィルド） l次元電子系の TCNQ塩 n-J J) ( TCNQ = tetracya-

noquinodimethane), 2次元電子系の BED下TTF塩 14-16)

(BEDT-TTF =bis (ethylenedithio) tetrathiafulvalene），強いダ

イマーを形作る［Pd(dmit) z］塩17'is) (dmit = 1,3-dithiole・2・

thione・4,5-dithiolate）などがあげられる．これらに対して，

この解説で取り上げる（EDO・TTF)2PF6(EDO・TTF=ethyl-

enedioxytetrathiaful valene）は， 3/4フィルド擬 l次元電子系

であり，特に電子同士の相関だけでなく電子格子相互作用

も強いことが特徴である.19 21）そのため他の錯体では見ら

れない多彩な光誘起ダイナミクスが見出されている．
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2. (EDO・TTF)2PF6の特徴

この錯体は室温で擬 l次元の有機導電体であり，外見は

図 l(a）の写真のように黒く細長い結晶である．構成分子

のEDO・TTFは図 l(b）に示した分子構造をしており，電子

を放出して陽イオンになりやすいドナー分子の一つである．

室温の結晶構造は図 l(d）のようであるため， EDO・TTF分

子のπ軌道の重なりにより 1次元’性の強いバンドが形成き

れている．ここで， EDO・TTF分子から PF6へ電荷が移動す

ることによって， EDO・TTFの列（カラム）で生じるバンド

が未充填になり電気伝導性が生じる この際， EDO・TTF

分子2個に対して 1個の電子がPF6へ移動するため，電子

が3/4充填したバンドとなる しかしこのような l次元的

な電子構造は， もともとバイエルス不安定性により絶縁体

化しやすい. (EDO・TTF)2PF6ではこれに加えて電子相関，

I. はじめに

近年，太陽電池や光電子デバイス，人工光合成などエネ

ルギーや環境問題を解決するために様々な光機能性物質の

開発が行われている．また目的とする機能を実現するため，

その構造や動作はますます複雑化している． しかし物質に

光を当てた状態は極めて非平衡であり，また時々刻々と変

化するため，このような状態を熱平衡や定常状態を仮定し

た通常の物理理論で理解することは困難である．これを克

服するため，非平衡状態を直接，実時間で観測できる様々

な超高速観測手段が開発されてきた その結果，気相や溶

液中における分子，あるいは無機半導体，金属などの単純

な固体物質においては，その詳細がかなり判明している

一方，有機固体や酸化物，化合物のように複雑な構造，組成

をもっ物質に関しては，その有用性にも関わらずほとんど

理解されていない．そこで我々は，このような物質におけ

る光誘起後の動的過程（ダイナミクス）を，それぞれの系

に適した超高速分光法を開発することにより明らかにして

きた.I）本解説では，その中でも特に分子性の単結晶であ

る電荷移動錯体の光誘起ダイナミクスについて取り上げる．

電荷移動錯体は，電子を放出しやすい分子（ドナー分子）

と電子を受け取りやすい分子（アクセプタ一分子）からな

る錯体である.2, 3）特に本解説で扱う錯体はπ共役電子系

小分子を含む結晶であり，結晶生成時に分子間で電子移動

が起こった際，電子移動の度合いと結晶構造が適切な場合

に未充填のバンドが形成される．その結果，有機物である

にもかかわらず半導体や金属的な性質をもっ．また π電子

の異方的な軌道から，その重なりにより生成するバンド構

造は l次元または2次元的になる．さらにそれらの軌道の

重なり（移動積分t）は，典型的な無機金属に比べてあまり

大きくない（t～ 0.1eV）ため，相対的に電子同士の相互作

用が強い強相関物質となる．また分子間相互作用が弱いた

め変形しやすい柔らかな結晶である．そのため圧力変化，

温度，電場などの影響を受けやすい．このような性質，す

なわち低次元，強電子相関，柔らかな構造などから多彩な

物性が生じ，その圧力，温度相図は複雑なものとなる．

熱平衡状態にある電荷移動錯体の電子状態は，比較的簡

単なモデルで表すことができる.4-6）まず基本となるのは，

電子が各分子に局在化した強束縛モデルである．このモデ

ルでは，イオン殻とそれに束縛された電子が結晶中で整列

していると仮定する．その電子軌道としては，このような

π共役分子の』性質を決定づける最高被占軌道（HOMO），あ

るいは最低空軌道（LUMO）のみを考え，残りをイオン殻

として考える．結晶構造はX線構造解析により実験的に

決まるため，各構成分子聞の移動積分（t）およびバンド構

造は容易に計算できる.4, 5）さらに電子相関を取り入れる

には， 2つの電子が一つの軌道に入ったときのクーロン反

発力，すなわちオンサイトクーロン力（U）をハミルトニ

アンに入れたハバードモデルが有効である.6）さらに，隣

り合う軌道聞のクーロン反発（V）を入れた拡張ノ、ノミード

-'0e・ 
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図2 (EDO・TTF)2PF6の（a）反射率スベクトルと（b）光学的伝導度スベク

トル．低温相 10K，低温相 180K，高温相290Kをそれぞれ黒線，青線，緑

線で表した．

吋七ゅ図1 (a) (EDO・TTF)2PF6結晶の写真，（b)EDO・TTFの構造式，（c),(d) 

(EDO四TTF)2PFGの低潟相（c），高槻相（d）の結品構造，数字は各サイトに

おける屯初を表す.27l (e) (EDO-TTF)2PF6の活気抵抗のiluU長変化.19)

光励起
1.55 eV 

？件イー

21 

(EDO・TTF)2PF6光誘起ダイナミクスの概略

CT3はそれらが混ざった遷移と帰属されている.21) 

この物質の光励起に伴うダイナミクスは，その強い電子

相関，電子格子相互作用に基づく協同現象や有機物ならで

はの柔らかい構造も相まって非常に複雑である．その詳細

を明らかにすることは 他の様々な有機結晶一般の光誘起

ダイナミクスのみならず，デバイスとして応用された場合

のキャリア注入への応答を考える上でも重要である． しか

しその複雑さ故，一つの解析手段だけで、それを理解するこ

とは難しい．そこで，観測する時間領域，状態に合わせた

時間分解観測手段を開発し適用した．その結果明らかにな

った光誘起ダイナミクスの概要を図3にまとめた．以下こ
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図3

電子格子相互作用による電荷秩序，陰イオン秩序の効果も

働き， 280Kという室温に近い温度で電荷が局在化して絶

縁体となる（図 l(e)).20）また赤外・ラマン分光法， X線

構造解析などから，絶縁体相における各EDO-TTF分子の

l次元の電荷の並びが（0,1, 1, O）であること，電荷が0の

ものは図 1(c）に示すように他の価数のものに比べて大き

く曲がっているという特徴が明らかになっている．

(EDO－πF) 2PF6の1次元性金属から絶縁体への相転移の

様子は，定常状態の反射率スペクトルの温度変化にも如実

に表れている.20, 21）図2はこの物質における，反射率スペ

クトル（a）およびそのクラマースークロニッヒ変換により

得られた光学的伝導度スペクトル（b）である.290 Kの高

温金属相では， 0.8eV以下でドルーデ的な反射率の増大が

見られる． 一方， 180Kの低温絶縁体相では，低エネルギー

で光学的伝導度が大きく下がっている反面，局在化した電

子聞の選移（電荷移動遷移）に対応するピークが0.6eVと

1.4 eVの近赤外領域に見られ，それぞれCTI,CT2と名付

けられている．さらに 10Kまで冷やすと， 0.8eVにもう

一つの電荷移動バンドが現れ， CT3と名付けられている．

これらのピークの帰属は，電荷の並びが（O,1, 1, O）である

ことを考慮にいれた簡単なモデル計算により， CTIが 1価

と0価聞の電子移動 CT2が l価同士の電子移動，さらに

モデルやこの解説でも後ほど取り上げる電子格子相互作用

を入れたモデルなどを用いることにより，一見複雑そうな

電荷移動錯体結晶の電子状態を記述することが可能になる．

さらにこのような知見に基づき，目的の物性をもっ錯体を

有機合成の手段を使って作り出すことも可能である．

このように電荷移動錯体は，分子性物質としては特異な

物性をもち，理論的にも理解しやすく，またそれらが化学

合成の手法で制御可能であることから，基礎的な固体物性

の観点からも興味深い研究対象である．さらに，その物性

が温度，圧力，電場などの外場により容易に変化すること

から，光による物性制御の対象としても最適な物質と考え

られる．そのため近年，電荷移動錯体における光誘起ダイ

ナミクスの研究が盛んに行われるようになってきた．その

最初の例と考えられるのが混合積層型錯体の TTF・CA

( tetrathiafulvalene-p-chloranil）である．この錯体が光により

イオン性一中性相転移を起こすことが 1990年Koshiharaら

により明らかにされた.7）その後しばらくは超高速で起こ

る光誘起ダイナミクスを観測する手段がなく詳細は不明で

あったが，超短パルスレーザー技術の発達により， 2000

年代に入り急速に研究が進んだ.8ーIO）さらに他の多くの錯

体においてもこのような光による相転移現象，すなわち光

誘起相転移が見出されるようになり，光によるマクロな物

性制御が可能な系として現在盛んに研究がなされている．

代表的な錯体としては，バンドの半分が占有された（112

フィルド） l次元電子系の TCNQ塩 n-J J) ( TCNQ = tetracya-

noquinodimethane), 2次元電子系の BED下TTF塩 14-16)

(BEDT-TTF =bis (ethylenedithio) tetrathiafulvalene），強いダ

イマーを形作る［Pd(dmit) z］塩17'is) (dmit = 1,3-dithiole・2・

thione・4,5-dithiolate）などがあげられる．これらに対して，

この解説で取り上げる（EDO・TTF)2PF6(EDO・TTF=ethyl-

enedioxytetrathiaful valene）は， 3/4フィルド擬 l次元電子系

であり，特に電子同士の相関だけでなく電子格子相互作用

も強いことが特徴である.19 21）そのため他の錯体では見ら

れない多彩な光誘起ダイナミクスが見出されている．

Metal (M) Phase 
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2. (EDO・TTF)2PF6の特徴

この錯体は室温で擬 l次元の有機導電体であり，外見は

図 l(a）の写真のように黒く細長い結晶である．構成分子

のEDO・TTFは図 l(b）に示した分子構造をしており，電子

を放出して陽イオンになりやすいドナー分子の一つである．

室温の結晶構造は図 l(d）のようであるため， EDO・TTF分

子のπ軌道の重なりにより 1次元’性の強いバンドが形成き

れている．ここで， EDO・TTF分子から PF6へ電荷が移動す

ることによって， EDO・TTFの列（カラム）で生じるバンド

が未充填になり電気伝導性が生じる この際， EDO・TTF

分子2個に対して 1個の電子がPF6へ移動するため，電子

が3/4充填したバンドとなる しかしこのような l次元的

な電子構造は， もともとバイエルス不安定性により絶縁体

化しやすい. (EDO・TTF)2PF6ではこれに加えて電子相関，

I. はじめに

近年，太陽電池や光電子デバイス，人工光合成などエネ

ルギーや環境問題を解決するために様々な光機能性物質の

開発が行われている．また目的とする機能を実現するため，

その構造や動作はますます複雑化している． しかし物質に

光を当てた状態は極めて非平衡であり，また時々刻々と変

化するため，このような状態を熱平衡や定常状態を仮定し

た通常の物理理論で理解することは困難である．これを克

服するため，非平衡状態を直接，実時間で観測できる様々

な超高速観測手段が開発されてきた その結果，気相や溶

液中における分子，あるいは無機半導体，金属などの単純

な固体物質においては，その詳細がかなり判明している

一方，有機固体や酸化物，化合物のように複雑な構造，組成

をもっ物質に関しては，その有用性にも関わらずほとんど

理解されていない．そこで我々は，このような物質におけ

る光誘起後の動的過程（ダイナミクス）を，それぞれの系

に適した超高速分光法を開発することにより明らかにして

きた.I）本解説では，その中でも特に分子性の単結晶であ

る電荷移動錯体の光誘起ダイナミクスについて取り上げる．

電荷移動錯体は，電子を放出しやすい分子（ドナー分子）

と電子を受け取りやすい分子（アクセプタ一分子）からな

る錯体である.2, 3）特に本解説で扱う錯体はπ共役電子系

小分子を含む結晶であり，結晶生成時に分子間で電子移動

が起こった際，電子移動の度合いと結晶構造が適切な場合

に未充填のバンドが形成される．その結果，有機物である

にもかかわらず半導体や金属的な性質をもっ．また π電子

の異方的な軌道から，その重なりにより生成するバンド構

造は l次元または2次元的になる．さらにそれらの軌道の

重なり（移動積分t）は，典型的な無機金属に比べてあまり

大きくない（t～ 0.1eV）ため，相対的に電子同士の相互作

用が強い強相関物質となる．また分子間相互作用が弱いた

め変形しやすい柔らかな結晶である．そのため圧力変化，

温度，電場などの影響を受けやすい．このような性質，す

なわち低次元，強電子相関，柔らかな構造などから多彩な

物性が生じ，その圧力，温度相図は複雑なものとなる．

熱平衡状態にある電荷移動錯体の電子状態は，比較的簡

単なモデルで表すことができる.4-6）まず基本となるのは，

電子が各分子に局在化した強束縛モデルである．このモデ

ルでは，イオン殻とそれに束縛された電子が結晶中で整列

していると仮定する．その電子軌道としては，このような

π共役分子の』性質を決定づける最高被占軌道（HOMO），あ

るいは最低空軌道（LUMO）のみを考え，残りをイオン殻

として考える．結晶構造はX線構造解析により実験的に

決まるため，各構成分子聞の移動積分（t）およびバンド構

造は容易に計算できる.4, 5）さらに電子相関を取り入れる

には， 2つの電子が一つの軌道に入ったときのクーロン反

発力，すなわちオンサイトクーロン力（U）をハミルトニ

アンに入れたハバードモデルが有効である.6）さらに，隣

り合う軌道聞のクーロン反発（V）を入れた拡張ノ、ノミード
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れらのダイナミクスを時系列に従って詳細に述べる．

3. 光誘起相の生成，電子コヒーレンス

物質に光を照射すると，電子はほぼ瞬間的に励起される

が，原子核の動きがそれに追随できないため，構造は基底

状態を保ったままの励起状態が生成する．これをフラン

クーコンドン（FC）状態といい，これが光励起ダイナミク

スにおけるスタート地点となる．国体においてこのような

状態は不安定で，素早く他の状態へ遷移する．そのため，

FC状態を直接観測するためには，非常に短い時間分解能

すなわち短いパルスが必要となる．価電子帯における励起

電子の緩和寿命は短くても数フェムト秒であり，近年の超

短パルスレーザー技術の発達によって，その程度の時間幅

のパルス光の発生自体は可能になっている．しかし，実際

に固体における動的過程を測定する場合，観測する物質，

現象に合わせてパルス光の波長，時間幅，強度，繰り返し

周波数などを適切に制御しなければならない．

FC状態の観測のために，チタンサファイア増幅器の出

力（波長800m，時間幅 120fs，エネルギー lmJ/pulse）か

ら貴ガスの自己位相変調22,23）を利用して， 0.4eV程度の

バンド幅をもっ白色光（図4の赤線）を発生させた.24）こ

の白色光は，波長により相対的な時間差ができている（群

速度分散）ため，誘電多層膜を用いた負分散ミラーを用い

て高次の分散も含めて時間幅を圧縮したこうして得た

12色のパルスを用いて，ポンプ・プローブ反射測定＊lを

行った.24) 

図4に示すように試料（低温相）の反射率スペクトルの

1.4 eV付近に見られる電荷移動遷移CT2は， 12fsパルスの

スベクトルと部分的に重なっている．試料の励起，検出共

に12fsパルスのスベクトル全体を用いているが，反射率

変化の光子エネルギー依存性を見るため検出器の直前にフ

ィルターをおいて分光した．図 5(a）は，その反射率の

1.65 eV付近（図4の斜線の部分）の時間変化をプロットし

たものである．ここには3つの大きな特徴が見て取れる．

時間原点付近の早い立ち上がり，その後に続くゆっくりと

した増加，そして負の時聞から続く弱い振動である．まず，

早い立ち上がりとゆっくりした増加は，図5(b）に示した

ような三準位モデルで説明可能である．すなわち， G(t)

の関数形をもっパルスで，基底状態から FC状態への励起

が起こり，そこから別の状態へTの時定数で変化する．ま

た基底状態に対する FC状態と他の状態での反射率の変化

割合をそれぞれR1,R2としたこのモデルにより，ここで

は示していない他の光子エネルギー領域も含めて反射率変

*l ポンプ・プローブ法は．ある現象を特徴付ける時定数より l分短い

パルス光（ポンプ光）を用いて現象を誘起しその後の時開発展を時

｜旧来をおいた別のパルス光（プローブ光）によりMl.！測するものである

2つのパルス聞の遅延時間は， 2つの光路に距離差をつけることによ

り精密に制御できる（光路差300m がlfsの時間差に対応）．時間分

解能はパルス光の時間l隔で決まり，光検出器の時定数にはよらない

のが，この手法の大きな利点である
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図5 (a) (EDO・TTF)2PF6の低討，，tネ｜｜を 12fsパルスで励起した時の1.65eV付

近の反射率変化，赤線，青線，紫色線はそれぞれ（b）のモデルに基づきシ

ミュレーションした場合のFC状態成分，光誘起相成分の寄与およびそれら

の重ね合わせを表す．

化をシミュレーションしたところ， τ＝40fsのとき実届食結

果を良く再現したつまり励起直後の FC状態から他の状

態の生成が40fsで起こっていると結論づけられる．後者

の状態は，次章で説明するように光誘起特有の相（光誘起

相）である．

このモデルでは負の時聞から続く弱い振動の部分は再現

できない．負の時間の信号というと奇妙に聞こえるかもし

れないが，ポンプ・プロープ法における負の時間の信号と

ポンプ光とプローフゃ光の順序が入れ替わったもの，すは，

なわちプロープ光で励起された状態をポンプ光で観測して

いるわけである．今回の測定ではポンプ光は光検出器に入

らないようにブロックされているので，このようなことが

起こるためには，ポンプ光が反射後のプロープ光と同じ方

向へ散乱される必要がある．その散乱の起源は，プロープ

光で生成された系のコヒーレン只とポンプ光が干渉して生

成した過渡的回折格子である．これは2つの光パルスを媒

質に照射したときに起こる 3次の非線形光学過程であり，

位相緩和過程の情報を与える.25）特にここで得られた負の

時間の信号は，光パルスがCT2に共鳴していることから

CT2励起状態の電子コヒーレンスの位相緩和が起源と考え

られる．一方，一緒に観測される振動は約26fs周期で起

こっており，これは約 I300 cm 1の波数に対応する．この

辺りの波数は， EDO・TTFの分子内振動の多くに対応する

ことから，分子内振動もコヒーレントに励起されているこ

とを示している．これらを考慮して負の時間の信号を解析

することにより FC状態の電子コピーレンスの緩和定数と

して 22fsが得られた．このように有機結晶において，純

粋に FC状態の電子および振動のコヒーレンスを測った例

は，これまでほとんどない．そこで，このコヒーレンスを

利用して，光誘起相の生成過程の制御も試みた.24, 26）その

結果， 2つのポンプパルス光を位相；を制御して干渉させる

ことにより，光誘起相の生成が制御できることが示された．

このことは光の電場の振動周期（2.7白＠800nm）で物性を

制御できる可能性を示している．

4. 光誘起相の帰属

FC状態から 40fsかかって生成する光誘起相の性質を知

るために，まず前章と同じ 800m 付近のスベクトル変化

を100fsのパルスを用いて確認したところ， 27）励起直後に

反射率が倍以上変化することを見出したこの変化は，光

励起により高温金属相ができたと仮定すると説明できる．

さらに反射率変化の励起強度依存性に闘値が見られた（あ

る程度の光子密度が無いとこのような変化が起こらない）

こと，その変換効率（すなわち 1光子当たりの変化した分

子数）を見積もったところ数十から数百であった叫ことな

どから，この変化が複数の分子聞の協同的な現象によるも

のであることが分かった．このような現象は，熱平衡状態

で定義きれる「相」とは厳密には異なるものの，「光誘起相

転移」と呼ばれている．

光によって新たに生じたこの「光誘起相Jは，本当に高

温相と同じものであろうか？ 40 fsという短い時間に，

本当に熱平衡状態の高温相と同じものができるのであろう

か？ この疑問に答えるためには，その光誘起相の電子状

態を特定しなければならない．通常，原子，分子おける電

子状態の帰属は吸収スペクトル測定によって行われる． し

ホZ光が全く透過しないほど結晶の吸光係数が大きい上，過渡スベクト

ルにおけるスベクトル強度と分子数との関係が明らかでないために，

正確な変換効率の見積もりは難しい
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図6 (EDO・TTF)2PF6の低温相を光励起したのちO1 ps後（赤線）および定

常状態での低温相180K（青線）と高温相290K （緑線）の（a）反射率スペク

トルおよび（b）光学的伝導度スベクトル．

かし固体の場合，光が試料を十分透過せず，吸収スベクト

ルを測定するのが難しい．そこで，反射率スペクトル測定

から，クラマースークロニッヒ変換により間接的に吸収ス

ベクトルを求める方法がしばしば用いられる.28）なお固体

の場合は通常，吸収スベクトルの代わりに光学的伝導度

（σ）スベクトルを用いる．これは，原子，分子における振

動子強度に対応する量であり，吸光係数（α）との関係は

σocna (n：屈折率）である．この値は積分値が1となり，また

周波数ゼロの極限では直流伝導度に一致するなど，固体の

性質を議論するには都合が良い．反射スペクトル測定に用

いる広範囲で波長可変なパルス光は，前述のチタンサファ

イア増幅器から光パラメトリック過程＊3を利用して得た．

図6(a）に，電荷移動遷移CT2に対応する 800m で励起

し異なる波長の光でプローブした光励起 100fs後の反射

率スベクトルを示す.29）同時に熱平衡状態における低温絶

縁体相（青線），高温金属相（緑線）のスベクトルも示した．

これらのスペクトルに適切な外挿を施して，クラマースー

クロニッヒ変換を行った結果が図6(b）である．一見して

分かることは， 0.2eV以下の低エネルギーにおいて，光誘

起相の光学的伝導度が大きく下がっていることである．こ

*3 光パラメトリック過程とは， 2次の非線形光学過程により光子エネル

ギーを2つに分ける過程である．光子エネルギ－Eoの光を非線形光

学結晶に通すことにより， Eo=E1+E2という関係になるように光子

エネルギーのより低い，すなわち波長のより以い二都知の光を仰る

ことができる.800 nmの光をかBaB204(BBO）結晶に通して得られる

光の波長は 1.2-1.6μmと1.6-2.5μmになる．こうして得た光をさらに

非線形光学結晶に通して高調波あるいは差周波を取ることにより，

最終的に600nm-20 μm (2.1-0 06 eV）の光を得た．
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れらのダイナミクスを時系列に従って詳細に述べる．

3. 光誘起相の生成，電子コヒーレンス

物質に光を照射すると，電子はほぼ瞬間的に励起される

が，原子核の動きがそれに追随できないため，構造は基底

状態を保ったままの励起状態が生成する．これをフラン

クーコンドン（FC）状態といい，これが光励起ダイナミク

スにおけるスタート地点となる．国体においてこのような

状態は不安定で，素早く他の状態へ遷移する．そのため，

FC状態を直接観測するためには，非常に短い時間分解能

すなわち短いパルスが必要となる．価電子帯における励起

電子の緩和寿命は短くても数フェムト秒であり，近年の超

短パルスレーザー技術の発達によって，その程度の時間幅

のパルス光の発生自体は可能になっている．しかし，実際

に固体における動的過程を測定する場合，観測する物質，

現象に合わせてパルス光の波長，時間幅，強度，繰り返し

周波数などを適切に制御しなければならない．

FC状態の観測のために，チタンサファイア増幅器の出

力（波長800m，時間幅 120fs，エネルギー lmJ/pulse）か

ら貴ガスの自己位相変調22,23）を利用して， 0.4eV程度の

バンド幅をもっ白色光（図4の赤線）を発生させた.24）こ

の白色光は，波長により相対的な時間差ができている（群

速度分散）ため，誘電多層膜を用いた負分散ミラーを用い

て高次の分散も含めて時間幅を圧縮したこうして得た

12色のパルスを用いて，ポンプ・プローブ反射測定＊lを

行った.24) 

図4に示すように試料（低温相）の反射率スペクトルの

1.4 eV付近に見られる電荷移動遷移CT2は， 12fsパルスの

スベクトルと部分的に重なっている．試料の励起，検出共

に12fsパルスのスベクトル全体を用いているが，反射率

変化の光子エネルギー依存性を見るため検出器の直前にフ

ィルターをおいて分光した．図 5(a）は，その反射率の

1.65 eV付近（図4の斜線の部分）の時間変化をプロットし

たものである．ここには3つの大きな特徴が見て取れる．

時間原点付近の早い立ち上がり，その後に続くゆっくりと

した増加，そして負の時聞から続く弱い振動である．まず，

早い立ち上がりとゆっくりした増加は，図5(b）に示した

ような三準位モデルで説明可能である．すなわち， G(t)

の関数形をもっパルスで，基底状態から FC状態への励起

が起こり，そこから別の状態へTの時定数で変化する．ま

た基底状態に対する FC状態と他の状態での反射率の変化

割合をそれぞれR1,R2としたこのモデルにより，ここで

は示していない他の光子エネルギー領域も含めて反射率変

*l ポンプ・プローブ法は．ある現象を特徴付ける時定数より l分短い

パルス光（ポンプ光）を用いて現象を誘起しその後の時開発展を時

｜旧来をおいた別のパルス光（プローブ光）によりMl.！測するものである

2つのパルス聞の遅延時間は， 2つの光路に距離差をつけることによ

り精密に制御できる（光路差300m がlfsの時間差に対応）．時間分

解能はパルス光の時間l隔で決まり，光検出器の時定数にはよらない

のが，この手法の大きな利点である
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の重ね合わせを表す．

化をシミュレーションしたところ， τ＝40fsのとき実届食結

果を良く再現したつまり励起直後の FC状態から他の状

態の生成が40fsで起こっていると結論づけられる．後者

の状態は，次章で説明するように光誘起特有の相（光誘起

相）である．

このモデルでは負の時聞から続く弱い振動の部分は再現

できない．負の時間の信号というと奇妙に聞こえるかもし

れないが，ポンプ・プロープ法における負の時間の信号と

ポンプ光とプローフゃ光の順序が入れ替わったもの，すは，

なわちプロープ光で励起された状態をポンプ光で観測して

いるわけである．今回の測定ではポンプ光は光検出器に入

らないようにブロックされているので，このようなことが

起こるためには，ポンプ光が反射後のプロープ光と同じ方

向へ散乱される必要がある．その散乱の起源は，プロープ

光で生成された系のコヒーレン只とポンプ光が干渉して生

成した過渡的回折格子である．これは2つの光パルスを媒

質に照射したときに起こる 3次の非線形光学過程であり，

位相緩和過程の情報を与える.25）特にここで得られた負の

時間の信号は，光パルスがCT2に共鳴していることから

CT2励起状態の電子コヒーレンスの位相緩和が起源と考え

られる．一方，一緒に観測される振動は約26fs周期で起

こっており，これは約 I300 cm 1の波数に対応する．この

辺りの波数は， EDO・TTFの分子内振動の多くに対応する

ことから，分子内振動もコヒーレントに励起されているこ

とを示している．これらを考慮して負の時間の信号を解析

することにより FC状態の電子コピーレンスの緩和定数と

して 22fsが得られた．このように有機結晶において，純

粋に FC状態の電子および振動のコヒーレンスを測った例

は，これまでほとんどない．そこで，このコヒーレンスを

利用して，光誘起相の生成過程の制御も試みた.24, 26）その

結果， 2つのポンプパルス光を位相；を制御して干渉させる

ことにより，光誘起相の生成が制御できることが示された．

このことは光の電場の振動周期（2.7白＠800nm）で物性を

制御できる可能性を示している．

4. 光誘起相の帰属

FC状態から 40fsかかって生成する光誘起相の性質を知

るために，まず前章と同じ 800m 付近のスベクトル変化

を100fsのパルスを用いて確認したところ， 27）励起直後に

反射率が倍以上変化することを見出したこの変化は，光

励起により高温金属相ができたと仮定すると説明できる．

さらに反射率変化の励起強度依存性に闘値が見られた（あ

る程度の光子密度が無いとこのような変化が起こらない）

こと，その変換効率（すなわち 1光子当たりの変化した分

子数）を見積もったところ数十から数百であった叫ことな

どから，この変化が複数の分子聞の協同的な現象によるも

のであることが分かった．このような現象は，熱平衡状態

で定義きれる「相」とは厳密には異なるものの，「光誘起相

転移」と呼ばれている．

光によって新たに生じたこの「光誘起相Jは，本当に高

温相と同じものであろうか？ 40 fsという短い時間に，

本当に熱平衡状態の高温相と同じものができるのであろう

か？ この疑問に答えるためには，その光誘起相の電子状

態を特定しなければならない．通常，原子，分子おける電

子状態の帰属は吸収スペクトル測定によって行われる． し

ホZ光が全く透過しないほど結晶の吸光係数が大きい上，過渡スベクト

ルにおけるスベクトル強度と分子数との関係が明らかでないために，

正確な変換効率の見積もりは難しい
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図6 (EDO・TTF)2PF6の低温相を光励起したのちO1 ps後（赤線）および定

常状態での低温相180K（青線）と高温相290K （緑線）の（a）反射率スペク

トルおよび（b）光学的伝導度スベクトル．

かし固体の場合，光が試料を十分透過せず，吸収スベクト

ルを測定するのが難しい．そこで，反射率スペクトル測定

から，クラマースークロニッヒ変換により間接的に吸収ス

ベクトルを求める方法がしばしば用いられる.28）なお固体

の場合は通常，吸収スベクトルの代わりに光学的伝導度

（σ）スベクトルを用いる．これは，原子，分子における振

動子強度に対応する量であり，吸光係数（α）との関係は

σocna (n：屈折率）である．この値は積分値が1となり，また

周波数ゼロの極限では直流伝導度に一致するなど，固体の

性質を議論するには都合が良い．反射スペクトル測定に用

いる広範囲で波長可変なパルス光は，前述のチタンサファ

イア増幅器から光パラメトリック過程＊3を利用して得た．

図6(a）に，電荷移動遷移CT2に対応する 800m で励起

し異なる波長の光でプローブした光励起 100fs後の反射

率スベクトルを示す.29）同時に熱平衡状態における低温絶

縁体相（青線），高温金属相（緑線）のスベクトルも示した．

これらのスペクトルに適切な外挿を施して，クラマースー

クロニッヒ変換を行った結果が図6(b）である．一見して

分かることは， 0.2eV以下の低エネルギーにおいて，光誘

起相の光学的伝導度が大きく下がっていることである．こ

*3 光パラメトリック過程とは， 2次の非線形光学過程により光子エネル

ギーを2つに分ける過程である．光子エネルギ－Eoの光を非線形光

学結晶に通すことにより， Eo=E1+E2という関係になるように光子

エネルギーのより低い，すなわち波長のより以い二都知の光を仰る

ことができる.800 nmの光をかBaB204(BBO）結晶に通して得られる

光の波長は 1.2-1.6μmと1.6-2.5μmになる．こうして得た光をさらに

非線形光学結晶に通して高調波あるいは差周波を取ることにより，

最終的に600nm-20 μm (2.1-0 06 eV）の光を得た．
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移動積分および電子・電子相互作用
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電子格子相互作用
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図7 モデル計算で取り入れた相互作用の概念図

れは，この状態が高温相とは異なり絶縁体的であることを

示している．また図6(a）の 0.4eV付近にブロードなピー

クが一本認められる．このエネルギー付近の吸収は，通常，

電荷移動遷移に伴うものであるが前に説明した低温相の

ものとは異なる．これらのことから光誘起相は高温相とも

低温相とも異なる電荷秩序状態であると考えられる．

この状態をより詳細に知るためにモデル計算によるスペ

クトルの再現を試みた．基本となるのは，各分子のHOMO

から構成される強束縛モデルである．そのハミルトニアン

として，この物質の強い電子格子相互作用を反映させるた

め，拡張ノ、ノtードモデルに電子格子相互作用を導入したバ

イエルスホルスタイン拡張ハバードモデルにさらにいく

つかの項を追加したものを用いた.29, 30）式（1）がそのハミ

ルトニアンであり，さらに各相互作用を図7に模式的に示

した．

H =-I [to一α（uJ+l-u;) J (cJ.acJ+l,a + h.c.) 
j，σ 

-fl L v1 (n1 -1/2) +UL町内↓

＋士Kα乞（u1+1-uY ++ Kp L v} 、、J’’
’

t
l
 

j

’zt
、、

＋す苧j ＋~~vj－や，， (n21ー1+ nz1ー1)

寸Ky~wl＋会計＋究明＋I

ここでtoが移動積分， Uがオンサイトのクーロン反発， y

が最近接クーロン反発， α，fl,yがそれぞれ陽イオンの変位，

陽イオンの変形，陰イオンの変位に対応する電子格子相互

作用である．またKα，Kp,Kyおよび、Uj，巧， W／は，図7に示し

た各サイトにおけるパネ定数および変位や変形を表す．さ

らにふおよび、弘σはそれぞれスピン σをもちjサイトにあ

るホールの生成および消滅演算子， nは数演算子を表し

n1. σ ＝ cJ，σCJ, a• nj ＝均↑＋均↓の関係にある なおここで陰イ
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図8 (a）モデル計算により得られた各EDO・TFF分子の電荷の時間変化，

Iは計算で、用いた時間のパラメーター，（b）モデル計算により得られた過渡
スペクトル 29)

オンは結晶構造から 2つの陽イオンの聞に存在するためそ

れぞれの陽イオンとの相互作用を考慮に入れている．まず，

これらのパラメータをできるだけ実験の低温相スペクトル

の形を再現するように決定した．

さらに，光励起として短時間だけ続く振動電場を導入し

た後の時開発展乞時間依存するシュレディンガ一方程式

を解くことにより求めた．その結果をまとめたものが図8

である．ここで図8(a）は 時間と共に各EDO・TTF分子上

の電荷がどのように変化するかを示したものである．ただ

し横軸の時間は実時間とは異なる．この結果をみると，

t=Oで振動電場を導入した後， t=700ぐらいで突然電荷の

並びが変わることが分かる．近似的に表すと，始めに

(0, 1, 1, O）であったものが（0,1, 0, 1）に変化していること

になる．さらに，この変化をスペクトルの形で表したもの

が図8(b）である.t=Oで3つあるバンドが， t=900では低

エネルギー側に 1つだけに変化しているのが分かる．この

3つの電荷移動バンドが 1つに変化するスペクトル変化は

図6の実験結果を良く再現していることから，生成した光

誘起相は電荷秩序が（O1 0 1）のように変わったものであ

ると結論づけた．ただしその秩序は短距離であると思わ

れ，電荷分布，構造共に揺らいだ状態であると考えている．

またこの時間的振る舞い，すなわち電子状態や分子振動の

コヒーレンスを保ったまましばらく経過してから電荷秩序

の入れ替わりが起こる様子は，前章で示した40fsかかっ

て光誘起相が生成する過程も良く再現している．
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図7 モデル計算で取り入れた相互作用の概念図

れは，この状態が高温相とは異なり絶縁体的であることを

示している．また図6(a）の0.4eV付近にブロードなピー

クが一本認められる．このエネルギー付近の吸収は，通常，

電荷移動遷移に伴うものであるが，前に説明した低温相の

ものとは異なる．これらのことから光誘起相は高温相とも

低温相とも異なる電荷秩序状態であると考えられる．

この状態をより詳細に知るためにモデル計算によるスペ

クトルの再現を試みた．基本となるのは，各分子のHOMO

から構成される強束縛モデルである．そのハミルトニアン

として，この物質の強い電子格子相互作用を反映させるた

め，拡張ノ、ノtードモデルに電子格子相互作用を導入したパ

イエルスーホルスタイン拡張ハバードモデルにさらにいく

つかの項を追加したものを用いた.29, 30）式（1）がそのハミ

ルトニアンであり，さらに各相互作用を図7に模式的に示

した．

H =-I [to一α（め1- u)] (c｝，σ匂＋！，er+h.c.) 

-JJIη（均一1/2)+UL nJ,tnJ，↓ 

＋士Kα乞（u1+1-u)2寸KμIvJ 、l，／ー
／
a

、、
つX Kn 

＋τf ~u］＋三官。J-y~Wt (n21 I＋町一1)

寸Ky~ w？＋会計＋究明＋

ここでおが移動積分， Uがオンサイトのクーロン反発， y

が最近接クーロン反発， α，/J,yがそれぞれ陽イオンの変位，

陽イオンの変形，陰イオンの変位に対応する電子格子相互

作用である．またKα，Kp,Kyおよびtそ，，竹p W／は，図7に示し

た各サイトにおけるバネ定数および変位や変形を表す．さ

らにdσおよび、ωはそれぞれスピン σをもちjサイトにあ

るホールの生成および消滅演算子， nは数演算子を表し

均σ＝ふCj，σ，r 均↑＋引の関係にある．なおここで陰イ
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5. より遅い過程の観測，電荷秩序の融解

このように光励起後 100台前後に生じた光誘起相は，熱

平衡状態では現れない光誘起特有の状態であることが分か

ったしかし十分時聞が経ったあとには元の低温絶縁体相

に戻るはずである．その聞に起こる過程はどのようなもの

であろうか？ 図9に示すように反射率変化は，励起直後

の大きな変化の後， 0.5ps周期の振動を伴って3ps程度で

緩和している.31, 32）この0.5ps周期は，波数に直すと 66

cm-1に対応しており，これはEDO・TTF分子間の振動と考

えられる．しかし 3ps以降も変化はゼロとはならず，

1,000 ps経っても元の低温相へは戻っていないことが分か

る.32）この長時間の変化は，強度が弱いだけでなく，固体

中を伝搬する衝撃波と思われる不規則な振動を伴っている

ため，光誘起相と同様のスペクトル解析は困難であった．

そこでさらに別の観点から光誘起状態変化を観測するため

に，時間分解振動スペクトル測定を行った.32) 

図10(a）は，これまでと同様，低温絶縁体相の電荷移動

遷移CT2を励起した後， 1ps, 20 ps, 300 psで測定した，赤

外域（1,300ー1,700cm-1）の反射率変化スベクトルである．

この波数領域にはEDO・TTF分子のような π共役分子の

C=C伸縮振動が存在し，これまでEDO-TTFをはじめ多く

の電荷移動錯体の電荷分布や構造変化の指標として使われ

てきた.21, 33, 34）同じ図に，熱平衡状態の低温絶縁体相（黒

線），高温金属相（緑線）の反射スペクトルも示したなお

この測定では光の偏光方向を l次元伝導方向と垂直にして

いるため，高温相においても反射率の大きな増大は観測さ

れていない．
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図8 (a）モデル計算により得られた各EDO・TFF分子の電荷の時間変化，

tは計算で用いた時間のパラメ｝ター，（b）モデル計算により得られた過渡
スペクトル 29)

オンは結晶構造から 2つの陽イオンの間に存在するためそ

れぞれの陽イオンとの相互作用を考慮に入れている．まず，

これらのパラメータをできるだけ実験の低温相スベクトル

の形を再現するように決定した．

さらに，光励起として短時間だけ続く振動電場を導入し

た後の時間発展を，時間依存するシュレディンガー方程式

を解くことにより求めた．その結果をまとめたものが図8

である．ここで図8(a）は，時間と共に各EDO・TTF分子上

の電荷がどのように変化するかを示したものである．ただ

し横軸の時間は実時間とは異なる．この結果をみると，

t= 0で振動電場を導入した後， t=700ぐらいで突然電荷の

並びが変わることが分かる．近似的に表すと，始めに

(0, 1, 1, O）であったものが（O,1, 0, 1）に変化している こと

になる．さらに，この変化をスペクトルの形で表したもの

が図8(b）である.t= 0で3つあるバンドが， t=900では低

エネルギー側に lつだけに変化しているのが分かる．この

3つの電荷移動バンドが1つに変化するスペクトル変化は

図6の実験結果を良く再現していることから，生成した光

誘起相は電荷秩序が（0,1ぅ0,I）のように変わったものであ

ると結論づけた．ただしその秩序は短距離であると思わ

れ，電荷分布，構造共に揺らいだ状態であると考えている

またこの時間的振る舞い，すなわち電子状態や分子振動の

コヒーレンスを保ったまましばらく経過してから電荷秩序

の入れ替わりが起こる様子は，前章で示した40fsかかっ

て光誘起相が生成する過程も良く再現している．
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lき19 (EDO-TTF)2PF6の低温相を光励起した後の反射率変化の時間依存，

各エネルギーはプロープ光の光子エネルギーを表す 32)

光励起 lps後の反射率変化スベクトルをみると，低温相

のピーク位置において反射率が鋭く減少しているのが分か

る．これは，光励起により低温相が失われたことを示して

いる．それと同時に反射率が全体的に増えており，これは

電気伝導方向に対して垂直方向ヘキャリアが生成した可能

性や電荷や構造の揺らぎによる各振動ピークのブロードニ

ングが考えられる．次に20ps後では，依然として鋭い反

射率の減少は続いているものの全体的な反射率の増大が収

まっている．これは，基底状態への緩和はまだ起こってい

ないものの，この波数領域に明確なピークを与えるような

振動構造が無いことを示している．最後に 300psになると

1,570 cm-1付近に新たなピークが出現している．この波数

は高温金属相のピークと一致していることから，高温相的

な状態がこの時間スケールで現れたと解釈できる．そこで，

この波数における反射率変化の時間依存を測定した（図 10

(b））.その結果，励起直後に反射率が大きく増大した後，

すぐに減少しその後ゆっくりと 100psほどかかってまた

増大するこ とが分かつた．このことは，高温相的な状態の

生成に 100psかかっていることを意味している

以上の結果を元に，光誘起相生成以降のダイナミクスを

まとめたのが図 11である．電荷が局在化して整列した低

温相に光を当てると，その40fs後には別の電荷秩序をも
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図10 (a) (EDO-TTF)2PF6の低温相を光励起した後lps, 20 ps, 300 psにお

ける分子振動領域の反射率変化，および低温相 180K（黒線），高温相290K 

（緑線）における反射率スペクトル，（b）高温相で顕著なピークが存在する
l,572cm-1における反射率の時間変化
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図11 時間分解振動分光の結果から推定される（EDO・TTF)zPF6の光誘起

ダイナミクス．中央は光励起後の各時間スケールにおける電荷の配置を，

右は対応する赤外域反射スペク トルの形を模式的に示す.32) 

つ光誘起相が生成される．その状態の電荷や構造は揺らい

でおり，そのため伝導方向とは垂直な方向にブロードな反

射率の増大が観測される．その後，電荷や構造の揺らぎが

より大きくなるとさらにスペクトルが広がり，この領域の

反射率が全体的に小さくなる． しかし，完全に電荷が均一

化した状態は，電荷秩序が溶けた高温金属相と同じである

ため，最終的には，高温相と同じ位置にピークが現れる．

この変化に 100psほどかかる．

一般に固体の光励起状態は多くの電子状態・振動状態と

相互作用するため緩和が速く，ここで得られた 100psとい

う時間スケールはかなり遅い部類に入る．しかし我々は

他の電荷移動錯体でも 100ps程度の遅い変化を観測してお

り， 18,35）このような系では普遍的な現象であると考えられ

る．それでは，この現象の起源はなんであろうか？ 詳細

なメカニズムについてはまだ、分かつていないものの，これ

までの研究から，構造変化を起こすときに分子聞の立体障

害が大きい結晶でこのような遅い現象が観測されることが

判明している.18）また次章の結晶構造変化の直接観測では，

同一結晶内における個々の分子の動きにも同様に 100ps程

度という遅い動きをするものもあり，今後，詳細な研究が

必要とされる．

6. 結晶構造変化の直接観測

ここまでは光をプローブとした分光法を用いて，励起直

後のFC状態から電荷秩序が溶けて高温金属相的状態が現
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図12 時間分解電子線回折装置の概略図. BS：・ ビームスプリ ッター， THG

非線形光学結晶， ）.／2:1/2波長板， Pol:偏光子， Ml,M2：磁気レンズ.37) 

れるまでの様子をみてきた． しかしこの方法では構成原子

の実空間での配列の仕方，すなわち結晶構造は分からない．

定常状態で結晶構造を直接知る方法としては， X線などを

用いた回折法が広く使われている．回折測定を時間分解で

行えば結晶構造が時々刻々と変化する様子，すなわち分子

動画が撮れるはずである．このような試みの 1つとして，

時間幅の非常に短い電子パルス（パンチ）を用いた時間分

解電子線回折測定があげられる．このような電子パンチは，

金などの金属箔に光電子放出エネルギー（仕事関数）をわ

ずかに超える光子エネルギーをもっ超短パルス光を照射す

ることにより発生できる．すなわち 100fsの光パルスを用

いれば， 100fsの電子パンチが生成する．しかし電子パン

チは，発生直後から電子同士のクーロン反発により空間的

にも時間的にも広がるため 実際の測定には様々な工夫が

必要となる.36) 

図 12は，我々の試料の測定で用いた時間分解電子線回

折装置の概略図である.37）チタンサファイア増幅器の出力

(50色，800nm, 500 μJ/pulse, 1 l剖 z）を 2つに分け，一方を

試料の励起に用い他方を非線形光学結晶を用いて266nm

に波長変換しこの紫外光パルスを厚さ 20nmの金の薄膜

に照射することにより電子パンチを発生させる．この電子

パンチを RFキャピテイにより圧縮する. RFキャピテイの

役割は，電子パンチ到達と同期させた高周波電場により，

先へ進んだ、電子を押し戻し遅れた電子を押し出すことによ

か電子パンチの時間幅を短くすることである．試料は電

子線が透過できるように 100nmの厚みにスライスしたも

のを，帯電を防ぐため銅のメッシュの上に貼り付けた．試

料を透過して散乱してきた電子の回折パターンは CCDカ

メラで観測した．このシステムの時間分解能は400fsと見

積もられる．

図13はこの装置を用いて測定した定常状態の回折像で

ある．左側が低温絶縁体相 右側が高温金属相である．こ

れらを，すでにX線構造解析により分かっている構造を

元にシミュレーションをしたところ良い一致を示した．次

に図 14(a）は，低温相の結晶に光をあてた後の回折像の時
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図15 (a）回折像から得られた構造変化，各直線は低温相 （LT）から光誘起

相 （TIS）または高温相 （HT）への各原子変位を示す. (b) + 1価のEDO・TTF,

O価のEDO・TTF,PF6の変位をそれぞれ反応座標（FヲごB.(Pで表したときの構

造変化， （c）それぞれの反応座標方向の時間変化.37)
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変位をごf, 0価のEDO・TTFの変位をふ， PF6の変位をとpと

したその結果再現された結晶構造変化が図 15である．

図15(a）は中央の低温相の構造からの各原子の変位を緑線

で表したもので，右側が高温相への変化，左側が光励起後

3-10 ps (TIS）における変化を表す．図 15(b）は構造変化を

3つの反応座標を軸としてプロットしたもの，図 15(c）は

それぞれの反応座標方向の時間変化を示したものである．

図 15(a）の構造図から， TISにおける変位がおもに 1価の

EDO・TTFとPF6に起こっており， o価のEDO・TTFはほと

んど変化していないことが分かる．また図 15(b),(c）のグ

ラフからは，このような変化が 1psでより顕著に起こって

いることが分かる．一方， TIS以降は全ての分子がゆっく

りと高温相的な構造へと変化している．その時間スケール

は図 14(c）のグラフから 100ps程度と見積もられる．

このような構造変化を前章までの分光による結果と比較

すると，まず，光誘起相に対応する時間で見られる構造変

化は，＋ 1価の平らなEDO-TTF分子と PF6が大きく高温相

の方向に移動するが， o価の曲がった分子は動いていない．

この並びは分光的に同定された（0,1, 0, 1）的な並びとは異

なるが，この時間領域では電子の動きに核の動きが十分追

随していなくてもおかしくはない．逆にこの動きにくい分

子の存在が，光誘起特有の相の形成に関与しているとも考

えられる．また平らな分子が最初に大きく動くことは，光

誘起相生成後，反射率変化において波数66cm lの分子間

振動（図的が誘起きれていることを説明できる．さらに

100 psかかる遅い構造変化は，振動スペクトル変化と良く

一致している．この遅い構造変化は曲がった分子の平坦化

図13 時間分解電子線回折装置によって得られた（EDO・TTF)2PF5低温相，

高温相の回折像および構造の概略図.37)

図14 (a) (EDO・TTF)2PF5の低温相を光励起した後の回折像の励起前から

の相対変化，（b）低温相から高温相に変化したときの回折像の相対変化，（c)

各回折点の強度変化の時間依存 37)
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間変化を，光照射前の回折像との差分で表したものである

これらをみると光励起と共に大きな変化をしていることが

分かる．さらに図 14(c）は，いくつかの回折点における強

度の時間変化を示したものである．全ての点は励起直後に

大きく強度が変化した後， 1ps程度で、途中まで変化が緩和

する．さらにゆっくりと 100ps近くかかって再び変化が増

大している．このことは，横軸のスケールが途中で変わる

ので分かりづらいが， 5章の時間分解振動分光における金

属相のピークの強度変化（図 lO(b））と非常によく似てい

る．このことは，この屈折点強度変化が，振動分光で得ら

れたものと同じ光誘起ダイナミクスを反映していることを

示している．

しかしながら電子線回折で得られる回折点の数は少なく，

それだけで各時間における結晶構造を決めることはできな

い．そこで，光誘起による構造変化が低温相から高温相へ

向かうと仮定し低温相結晶中の3つの異なる分子それぞ

れに反応座標を定義した．すなわち＋ I価のEDO・TTFの

れるまでの様子をみてきた．しかしこの方法では構成原子

の実空間での配列の仕方，すなわち結晶構造は分からない．

定常状態で結晶構造を直接知る方法としては， X線などを

用いた回折法が広く使われている 回折測定を時間分解で

行えば結晶構造が時々刻々と変化する様子，すなわち分子

動画が撮れるはずである．このような試みの 1つとして，

時間隔の非常に短い電子パルス （パンチ）を用いた時間分

解電子線回折測定があげられる．このような電子パンチは，

金などの金属箔に光電子放出エネルギー（仕事関数）をわ

ずかに超える光子エネルギーをもっ超短パルス光を照射す

ることにより発生できる．すなわち 100fsの光パルスを用

いれば， 100色の電子パンチが生成する．しかし電子パン

チは，発生直後から電子同士のクーロン反発により空間的

にも時間的にも広がるため，実際の測定には様々な工夫が

必要となる.36) 

図12は，我々の試料の測定で用いた時間分解電子線回

折装置の概略図である.37）チタンサファイア増幅器の出力

(50 fs, 800 run, 500 μJ/pulse, 1 kHz）を2つに分け，一方を

試料の励起に用い，他方を非線形光学結晶を用いて 266nm

に波長変換し，この紫外光パルスを厚さ 20nmの金の薄膜

に照射することにより電子パンチを発生させる．この電子

パンチを RFキャピティにより圧縮する. RFキャピテイの

役割は，電子パンチ到達と同期させた高周波電場により，

先へ進んだ電子を押し戻し遅れた電子を押し出すことによ

り，電子パンチの時間幅を短くすることである．試料は電

子線が透過できるように 100nmの厚みにスライスしたも

のを，帯電を防ぐため銅のメッシュの上に貼り付けた．試

料を透過して散乱してきた電子の回折パターンはCCDカ

メラで観測した．このシステムの時間分解能は400fsと見

積もられる．

図13はこの装置を用いて測定した定常状態の回折像で

ある．左側が低温絶縁体相，右側が高温金属相である．こ

れらを，すでにX線構造解析により分かっている構造を

元にシミュレーションをしたところ良い一致を示した．次

に図 14(a）は，低温相の結晶に光をあてた後の回折像の時

電荷の無秩序化から融解へ

格子、分子構造の緩和

高温相

(d）件仲100 ps 
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図1l 時間分解振動分光の結果から推定される（EDO司TTF)2PF6の光誘起

ダイナミクス．中央は光励起後の各時間スケールにおける電荷の配置を，

右は対応する赤外域反射スペクトルの形を模式的に示す.32)

つ光誘起相が生成される．その状態の電荷や構造は揺らい

でおり，そのため伝導方向とは垂直な方向にブロードな反

射率の増大が観測される．その後，電荷や構造の揺らぎが

より大きくなるとさらにスペクトルが広がり，この領域の

反射率が全体的に小さくなる．しかし完全に電荷が均一

化した状態は，電荷秩序が溶けた高温金属相と同じである

ため，最終的には，高温相と同じ位置にピークが現れる

この変化に 100psほどかかる

一般に固体の光励起状態は多くの電子状態・振動状態と

相互作用するため緩和が速く，ここで得られた 100psとい

う時間スケールはかなり遅い部類に入る． しかし，我々は

他の電荷移動錯体でも 100ps程度の遅い変化を観測してお

り， lい5）このような系では普遍的な現象であると考えられ

る．それでは，この現象の起源はなんであろうか？ 詳細

なメカニズムについてはまだ、分かっていないものの，これ

までの研究から，構造変化を起こすときに分子間の立体障

害が大きい結晶でこのような遅い現象が観測されることが

判明している.18）また次章の結晶構造変化の直接観測では，

同一結晶内における個々の分子の動きにも同様に 100ps程

度という遅い動きをするものもあり，今後，詳細な研究が

必要とされる．

6. 結晶構造変化の直接観測

ここまでは光をプロープとした分光法を用いて，励起直

後のFC状態から電荷秩序が溶けて高温金属相的状態が現

26 
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であり，分子が形を変えるときに周りの分子との立体的な

接触が起きる場合には阻害される可能性がある．現段階で，

著者らは実際にそのような立体障害が起きたと考えている．

いずれにせよこのことが（EDO・TTF)2PF6におけるユニー

クな2段階の光誘起ダイナミクスを決定づけているといえ

る．

7. まとめ

電子相関，電子格子相互作用の強い電荷移動錯体

(EDO聞 TTF)2PF6における光誘起ダイナミクスを，過渡電子

スベクトル測定，時間分解振動スペクトル測定，時間分解

電子線回折測定という異なる超高速分析手段を用いて観測

したその結果，低温の電荷秩序状態を光励起することに

よか熱平衡状態では見られない光誘起独特の相が40fs 

で形成され，その後 100psかかって電荷秩序が溶けた金属

相的な状態が生成する過程が明らかになった．このように

強相関物質における非平衡状態では協同現象に基づき

様々な状態が超高速で生成，消滅していることが分かつて

きたこれらを理解し，うまく利用できれば，電気伝導や

磁性などマクロな物性を，従来にない速さで制御できるよ

うになると考えられる．また強い電子格子相互作用をもっ

系では結晶構造変化も超高速で生じている．このことは機

械的な動きも超高速で制御できる可能性を示している 一

方，光エネルギ一利用の観点からも，新たに協同現象を利

用した高効率な光エネルギ一変換系を構築できる可能性が

考えられる． しかしながら最初に述べたように非平衡状態

の扱いは，依然として実験的にも理論的にも難しく，ここ

で紹介したような様々な手法を発展させることによりこの

困難を克服する必要がある．

最後にこの研究は筆者らが長年にわたり多くの共同研究

者と共に行ったものである．その全ての方々に感謝いたし

ます．特に石川忠彦氏，沖本洋一氏，米満賢治氏，前島展

也氏，斎藤軍治氏，部向鋒氏，中野義明氏には研究全般に

わたり協力していただき改めて感謝の意を表します．また

ここで紹介した時間分解電子線回折の測定はカナダ・トロ

ント大R.J. Dwayne-Miller氏のグループによって行われた

ものであります．合わせてここに感謝しEたします．
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A Variety of Dynamics in Organic Crystals Having Strong 

Electron-Lattice Interaction 

Ken Onda, Shin-ya Koshihara and Hideki Yamochi 

abstract: We studied photoinduced dynamics in an organic crystal 

(EDO-TTF) 2PF6‘which has strong electron-electron and electron-

!attic巴 interactions,by applying four types of ultrafast techniques 

Using 10 fs reflectivity change measurement, we found that a new state 

emerges over 40 fs. Th巴 opticalconduはivityspectrum at 100 fs from 

mid-infrared to visible light revealed this state to be a photoinduced 

phase which has never seen in thermal equilibrium. The crystal and 

molecular structural ch加 gesover I 00 ps were studied using picosec-

ond infrared vibrational spectroscopy and femtosecond electron di釘rac-

ti on加 dit is figured out that molecular deformation is much slower 

than its translation 

短

滋賀県立膳所高等学校 ・京都大学一日研究室実習報告

Report on Zeze High School Experimental Practice in LTM Center 

松原明

京都大学低温物質科学研究センター

Akira Matsubara 

Research Center for Low Temperature and Materials Sciences, Kyoto University 

An experimental practice for juniors of Zeze High school was held on September 15ラ 2014in LTM Center, 

Kyoto University, as a part of the Super Science High School program ofMEXT. 

2014年 9月 15日（火）に滋賀県立膳所高等学校のスーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業

の一環として，京都大学において一日研究室実習が行われた．低温物質科学研究センター（LTMセン

ター）ではその中の「超流動ヘリウム 4における第4音波の音速の測定一超低温の不思議な世界 」

という実験テーマを間共した

膳所高等学校は 2006年度以来，文部科学省 SSH事業の

実施校に指定され， 2011年度からはコア SSH（地域中核拠

点形成），さらに 2014年度からは科学技術人材育成重点校

に指定されている.SSHでは国際的な科学技術人材の育成

を目的としており，事業の一環として大学と連携した教育

を行い，膳所高等学校では毎年京都大学の複数部局と連携

して一日研究室実習を行っている.LTMセンターは数年前

より超低温における超流動へりウム4の物性測定をテーマ

とする実験課題を提供している．受講できるのは実験室の 締

都合上， 一度に 8名程度までとしている．

当日は午前中に実験に関連する講義と実験内容の説明を

行い，午後に実験を行った．内容は超流動ヘリウム中で生

じる第4音波の音速の測定から超流動成分の密度比の温度

依存性を実験的に求めるものである．テーマは本来大学 3

回生向けであるが，対象となる高校2年生に理解してもら

えるように，講義，実験ともに内容を簡略化するなど工夫

した．生徒諸君にとっては初めて液体ヘリウムに接する機会であり，多少なりとも興味を持って取り

系且んでもらえたと思っている．

これまで，このテーマを受講した学生が物理オリンピックや科学甲子園に出場し，優秀な成績を残

していると聞いている．今後も良き人材育成に少しなりとも貢献できればと考えている．

滋賀県立膳所高等学校（h印：／／WV¥明r.zeze-h.shiga-ec.ed.jp)

干520-0815大津市膳所2丁目 11番 l号
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