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- 電総研基礎部研究室の巻 -

電総研の正式名称は,通商産業省工業技術院電子技術総合研究所です｡本所は千代田

区永田町の首相官邸の脇にありますが,物性関係の大部分の研究室は都下田無市の田無

分室におかれています｡この他に装置の試作を担当する部門が中央区銀座にあり,また,

尼崎市には,電総研大阪支所がおかれています｡ 1979年度中には,大阪支所 を除く全

所が茨城県の筑波研究学園都市に移転することになっています｡

職員数は約 800名で, うち約 500名がいわゆる研究者です｡研究所全体は総務部のほ

か, 12の研究部で構成 されています｡カバ･-している研究分野は極めて広汎で,エネ

ルギー,情報,物性材料の他 , 重要な仕事 として,電気関係を中心 とする国家標準の確

立と維持7)任務を担っています｡これらの研究分野の大半は,何らかの形でいわゆる物

性研究 と関連してお り,すべてを紹介することは不可能ですので,今回は基礎部での研

究に限 って紹介 します｡

基礎部には,5つの研究室があり,作造恒太郎部長以下約 50名の研究者が所属 して

います｡電子物理研究室 (前川桐室長 ),低温物理研究室 (小川信二室長 ),固体物性

研究室 (石黒武彦室長 ),部品基礎研究室 (飯島茂室長 ),クライオ ･エ レク トロニク

ス研究室 (早川尚夫室長 )0

以下では,基礎部で行われている研究の うち,(1)強誘電体の研究,(2)半導体の遠赤外

物性の研究,(3〉音波物性の研究,(4ト 次元電子現象の研究,(5磁性 ･低温物理の研究,

(6)理論研究について紹介します｡なお,磁性体の研究,生物物理関係の研究などは,他

の部で も活発に行われていることを付け加えておきます｡ (鹿児島記 )

(1) 強誘電体の研究

結晶格子の不安定性にもとづく相転移現象の研究が,電子スピン共鳴, レーザによる

非線形光学的手法,ラマン散乱などの実験的方法で研究 されています｡対象となる広汎

な物質の うち,酸化物ベロブスカイ トや IhV04等のジルコン型結晶等が主 としてとり

あげられています.これ らの結晶は高周波誘導加熱炉,高温用抵抗加熱炉,赤外線集中
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加熱炉等の結晶炉によ り作成 されています｡今か ら10年以 上前に当研究室 より生まれ

た SrTi03 の電子スピン共鳴による相転移の研究が端緒 とな りいわゆる構造相転移の

研究は世界的規模で隆盛 をきわめて現在にいたっています｡その流れの中で部分格子ピ

エゾ効果 という新概念の提出,ボンド電荷模型による非線形光学現象の解明,減衰のな

いソフ トフォノンの観測による強誘電的相転移現象の明確化等の成果が当研究 グループ

か ら生まれました｡現在は新 しい構造相転移を示す物質の発見や, ソフ トフォノンと伝

導電子の相互作用の解 明を目標にして研究が進められています｡

(植記 )

(2) 半導体の遠赤外物性の研究

Ge,Siなど4属元素半導体結晶中に,5属あるいは3属元素 を微量に加 えると非常

に拡がった水素原子様不純物状態ができる｡不純物濃度が増すと不純物状態相互間の干

渉が現われ,つ いには金属型の電気伝導を示すに至る｡このような系については 20年

以上にわたって研究が続 けられ.多くのデータが集積 されているが,未だに絡 -的理解

を得ているとはいい難い｡例 をあげれば,この系では伝導電子のエネルギー不確定 AE

はその平均エネルギー<E> に比べて大きく, AE/<E>-1であることが電気伝導の

実験から知られてお り,ふつ うの金属電子論では dE/EF≪1 を前提としているのに対

して特徴的である｡ 低温で観測されて来た多彩な現象は.この系 を単に伝導電子が強い

散乱をうけるというだけで片 づけるわけにはいかないことを示す｡定性的にせよこの系

を統一的に把握 するためには,金属電子論の完成に費した歳 月程度の時間を要するであ

ろ う｡現在は主 としてGeに SbあるいはGaを加えた試料について電気的および遠赤

外光学的手法により研究を進めているが,要は誘電率が適当に大きく,不純物濃度と結

晶の質が十分制御でき,不純物濃度や温度の変化によって結晶変態が起こらないことが

研究の舞台として必要条件である｡ その うえエネルギー面が球状の半導体があればなお

よいのであるがO

(山内記 )

(3) 音波物性の研究

現在音波物性グループでは超音波による半導体中の不純物における low lyingstate
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の研究及びフォノンエコーの研究を中心 にすすめつつあ ります｡ 不純物濃度の低い半導

体あるいは不純物補償 をされた半導体では極低温では電気伝導が生じにくく不純物状態

を調べる方法として超音波が有用な手段の一つにな ります｡特に超音波のエネルギーが

電子系のエネルギーに比べて極 めて小 さいために,不純物の基底状態又はその近 くにあ

る low lyingstateの構造 を高 い分解能で引き出すことができるという特徴があります｡

これまでに, Si,Ge中の浅 い準位のアクセプター基底状態については,光学測定で

得 られていなかった新しい情報､即 ち,内部歪の重要性, p-Geにおける異常に小さい

g- 因子などを明らかにすることができました｡現在は.いろいろのデバイスに用いら

れているGaAs中のCr不純物 を中心 として,深 い準位の不純物状態の研究を行ないつ

つあり,超音波吸収測定によりGaAs中のCr不純物の動的ヤーン･テラー効果を直接

的に観測することができました｡

フォノンエコーは SiO2,LiNb03 な どの圧電性結晶の粉末に高周波電場パ ルスを

加えたとき発生する現象でスピンエコーに似ていますが,高周波によって励起された超

音波がこの現象 を支配していることが判っています｡またエコー発生に関与する相互作

用,緩和時間 を決める機構などはスピンエ コーと異なっています｡エコー現象は本質的

に非線形現象です.圧電性結晶粉末 でのフォノンエコーに関与している非線形性などを

取 り入れ理論的記述にほぼ成功した段階です｡

引き続 き2準位系におけるフォノンエコーや金鳳 超伝導体,磁性体などの粉末にお

けるフォノンエコーの実験的研究 を通 してそれぞれの系での非線形相互作用,緩和機構

などを調べ,エコー現象の-一般的把握 を目指 しています.特に2準位系などでこれまで

には直接測 ることのできなかった緩和時間 をェコ-の減衰などから測定 し,その機構を

明らかにすることができると考えています｡

(徳本,梶村記 )

(4) 一次元電子現象の研究

有機結晶 TTF-TCNQ など,一次 元導電性を示す物質について,バイエルス転移に関

係する電荷密度波の振舞 を調べています｡試料が有機物であり,更 に導電現象が中心 と

なるので,痔に試料作成が重要です｡この研究は材料部 と共同して進めてお り,試料作

成については全面的に材料部に紋存 しています｡測定手段としては,電気抵抗測定,超
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音波 ･弾性測定,X線回祈.散乱測定が中心ですO-次元電子系の理論研究 も進められ

ています｡

現在までにまとめた研究成果の-一部 を紹介しますO

㊥ TTF-TCNQ の大 きな単結晶作成に成功しました｡結晶の質､寸法とも世界最高の

レべ/レです｡ 結晶の寸法の大 きさを利用してX線散乱,弾性測定によるバイエルス転移

の研究に成功しました｡

④ 他 グループとの協力を活発に行い, MX3(TaS3 など )については北大のグループ

と,K2Pt(CN)｡Br｡.3･3H20(略称KCP )につ いては筑波大のグループと共同研

究 をすすめました｡また, TTトTCNQ 誘電体については, IBM ワトソン研究所のグ

ループと協力 しています｡特に, KCP の研究では,超音波測定によって今まで見逃さ

れていた新 しい相転移現象 を発見 しました｡

④ 理論では, 2つの代表的な研究が行われました｡ TTF-TCN()では, レ､わゆる ｢2

kF 電荷密度波→ ( kF:フェルミ波数 )の他に, ｢4kF電荷密度波→が発見されていま

す0 4kF 電 荷密度波の起因につ いて･理論 グループでは2つの異なったモデルを提出

しました｡問題の結着は今後に残されていますが,現 在広 く受け入られている可能なモ

デルのうちで,当グループの提出 したモデルは代表的なものとなっています｡ (後述,

(5)参照 )

今後は,当所独 自の新 らしい一次 元導体を作製 し,一次元電子現象の理解 をさらに深

めることを目指しています｡

(鹿児島記 )

(5)磁性,低温物理の研究

磁性

電子相関の強さを物差にとって,研究している物質を分けると,一つは電子相関の弱

い物質 もう一つは比較的強い物質で,この両者で磁気的･電気的,熱的性質にどのよ

うな特徴 が現れるかを明解にするため,両者 を並行 して研究 しています｡

前者に属するものとして ZrZn2が典型的な弱い遍歴電子強磁性体であることを明 ら

かにしました｡現在は弱い遍歴電子反強磁性体であるβ-Mn合金を研究 しています｡

同一一の結晶構造 を持ち固溶体も出来,その磁気的,電気的性質は磁性の分野の大部分
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をカバーするほどの多彩 さを示し,電子構造も比較的簡単であるパイライ ト化合物を後

者の典型的なものとして取 りあげ,これまでに磁気状態図を作 り,その特徴 を明らかに

してきました｡

メスバウァ-効果

スペク トルから内部磁場 を解析するソフトウェアを開発 し,主に磁性体の磁気構造を

調べていますoMnTe2で は線源をHe温度まで下げてTeのスペ ク トルを検出してそ

の磁気構造をきめ,またアモルファスR.E.-Feのスパッタ効果を調べました｡またパ

イライ ト化合物や β-Mn中のFeの内部磁場 も測っています｡

光磁気効果

Cs(Mn-Co-Ni)F3の光磁気効果の研究o

磁気共鳴

薄膜の強磁性共鳴,特に表面と内部の磁気的不均一さに起因す る表面層のスピンピン

ニングと表面スピン波 との関係 を調べ ていますo現在は Gd3Ga5 012 上にエピタキシ

ャル成長 させた Y3GaxFe5_Ⅹ012で焼鈍による表面層の変化の様子 を研究していますo

極低温技術

希釈冷凍機, SQtJID を使った磁化測定装置の試作｡

(6) 理論研究

テーマは主に二つに分れ.一つは励起子 (又は電子 )と格子の相互作用の研究です｡

この相互作用の大小によって励起子 (又は電子 )の振舞に大きな多様性が生じますが,

それ を出来得 る限 り一体近似で再現しようというテーマですO そのためダイナミカル･

コヒー レン ト･ポテンシャル近似というものを開発 しました｡ これは相互作用が小さい

ときから大きいときまで適用出来,これ を用いて励起子の吸収 ･発輝スペクトルを計算

すると,有機及び無機半導体の各種タイプのスペクトルを統一的に説明することが出来

ます｡また半導体における自由励起子によるル ミネッセンス ･スペク トルを●ポラリトン

措像を用いて説明 しま した｡もう一つは,低次元に関す るもので,-,二次元ハイゼン

ベルグ模型に対して, グリーン関数法や高温展開法によって調べました｡また一次元導

電体 TTF-TCNQ に関する実験にも強い関心をもち,X線の異常散乱も含めてこの物質

の結晶構造に関する理論計算を行っています｡ (近藤記 )
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