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構造相乾布 と起点蕃

史大工 永長 遵人･花村 賛-

1.LSじか こ

重秀金属 ダイカ′しっゲナイド(以 FMXZと略称 する)lJ.その層細 道か ら二次元締rJ物性 と,i=す

ことが知られているnLl.その中で いく･7-かの金魚(77㌧芯Sヱノ弘 之,VSeま,2Jl-恥 NL払 TJビ)及t,tt

手金易くIT-77･STelj13倦 次元 金魚 =特有rJ各乾観 光(cL'W)硬直相島移 乞示す.このCDW舶 粕転碑

は､脅瑚 速成象 ､秘 画 定､藤増 鼓共鳴.中僧3･銀砂粁rけ いを いう乃子駅 研 餐壬れ‥ ､51.'yt
､中で も長か分光学的御車 (ラマン散乱 ,赤外 岐収)は ･cptv状態下ゼの集zFあ亀羊-ド,フ*/

ユの措親 王鼻緒洩推するため.今 くの吏験物 資がTl了れていろ.甚本物 ニス107トJLの泰化.古､第

7で リュアンソ"->の鎗J>にともT3うフォ) ンもードの# ･)T-J=対とレ7_解蹄 三九ろカL cDl〟正敏

7=での光学過猫 の倣粗的花環汝邪か ､tiu)ド､久ヤ 7トJL,のモード7,サイゝい ,トすうあやふtDTJの

カ†油 土である｡そこど､C･Dレ心 性 Fでのか卜破れ ラマン散乱の微軸 9rJ理 論 を作 り､東銀紹案乏

解析 マろ二とtこJフて､尊号施 与結合泉Q)ずり ミ､ソクえEこ好 すら朗 孝三強 めようといブのか ､ガマ

の目的 どあうo

2､塞対 やアイデア

CDLJ細 との光摩虚線 描､柊3-史形に打点 する澄緒 フォ ノ ンL=よる電子の散 まL,互t_リムむ1t.LこJ

')きめ そろ.凌音 すさと.cDW相 にお け5兆号軸 心 No,nub粕 におけるやフォノ ン慮鵜で､足

癖 7T /ン̂ ･関与すき温嬉 ヒレて長政 丁与二… ､できる｡或ビ書くと ､務 喪章と文京格 子毛バ ントと

71Jンの座席で月明 LrこeD . 00

ELw)-eoCw)十岩見昆鯨:̂emn(a)鯨 ･‰ tn- ''' PL -M! ,え 昆 PeA.,･七mqlql-L-公人dan- ヱ̀)
仁だレu),(i)で産靴音は存則 kJ L) qけ 宅1卜 十宅爪-_存(且格子で7ト'L)

におい乙 ､-フ乏徐いて他王威銀7.*Jシで置 き増 えると､cD〟相 での一次のラマンテシソ Juyで束､

きろ .T-_だ漣患せ血ばならね ことLI.a),(27の去ijtで7 オ / ンの周波数は含 まれてあ･らすその音 頭ビニ

ル13shtLLrJ血似であるが ､ラマン散乱 に対 すう(1)q)場合はいフでbこの血似がいいが ､泉アト破収 lて

吋すう(2)にフ- て 一才､振動子碑虎の漁吠軍内塵碑 の場合は この宥 ヨ増えTJいことで ある.一方 この号

内遜掛 こよる堀和子朗 は､運動弁箱武 Z.RPA ど切断すると電 子の運動昔 と々-IZの触 也や､ら､

PjtLZSCTLのみL=与えられ弓ことが わか る｡

2),3),+)

3.zH-7TaSelのラマニス1｡ワト/レ

2H-Ta5Te之は｡DN 相 でb金属 か ､ち､ラマZ-スlOフトJL/のJfIて7オノンの触 ､出-<いる｡2H-

TaSte之は/22F- t才尋 鼠 (I-J･2･3)の波数ヾり卜JL,互韓 フ2:.-LA乃Jtち-Rl-(恥 Lqye'L)'n地 力(･;a

縮 L､qOKで か †与/萌一･に以 _lyL してCovt,,u..dttd 積蕗 と7:Jろoこ

の時 .(1)ほ対応 する電子音始しの70ロセスとしてはフォノLの座楓 てフ

いて三次 まで斉i,ろt･､句･了の(A),(i),(C)Q)ラフ郁男えられち｡監帥 L才フ

ォ/ンの波数 と示 し､如 pの南場長は散乱前 ヒ後の愛車の運動 量と示
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1 ｡(C3で点線Ll結晶の鈴 子ベフト,L,と乏 わしていろ｡(AJJd)JLC)か らLlれ ぐれ･QqtQ-Gl.I,QqGiqOQ,
,6103[の舶のラマンテ- JLカ幡 生するが lこのうちを項に布いて ､Gのううの1っだけと賭 して曙 ･)

蒜 霊 ;誓 ニ00.7･t,a:溜 飲 警 漂 惣 禁 と 霊 れ

A"pは血modb, ‰ oTLJて柵 れ てい与こと1--112･3L-1hkすもうフのGltecOtv乙仲血 の合相称及び 乙

症 適えLT:線型結合がろれむれA･r71血 ,E'nok に符ろこと互乃Lると､伽 pyo喝 からげ A,E-

AhY,む地 爪血 d川 が .(b)叩 ow SからL3IA-ん漣tLAam血 ′A秘 飢 07み帆 払'のPrDM Aからは･

A･E-AmpbL地 ,"oJL及t.d払 耶 マ>5組 と花うことが わかる｡L,たがうてfqhadCnのラマン

倣払上手屯 lこ摘して二次比上の叩&55もtl･ニJtカ†一次 のPrOWSHこ荘赦 すろE3ビ

如 くと.,うことは.2HJBSe2の7‡ IL,ミ面左横成す5の郎サ の淡 いdzl'ぐンド

で帝るニヒヒ･CDuhl地軸 や強いこと LZ亀 田するわ けであるQ亡て･Fi-3･2

ほラマンスJl｡7LJLの舶 吏化 .句.3･引哩掛 tlづhT;散払子鞭 の逮夜卓也乏
京しているbalかあ ーの続紬 でどのモードカtttAM声仙 -むでどのモードが

p仏仇か ヒレリ こし研一8線恵であろう｡敏弘強度の絶対値 もArnphtt,t加 地

のか で大でく∴ 九も予想且 リであるQ か 唇･4 1才･各モードの伺波数の

平台の韻虎依存性 と恭し7,tlも｡(a),dn,(cJを70nモスの､7*ノン粂 F二相す

か艶管がもれぐれ､払 叫 .A-E分裂 一E-Ph- nのCrw- dunObLa'曾

〆叫 毎 ヒし乙現 われ ることと触 ると.Qclこ向 して高次の(b)Ppy- もI

eL)p〝- 1こ名うで如い- もことが ･句･4の珂痕数からわかち｡3うt:

A-E分裂(産 山 -u㌫ 山tSA,,Y,Ll如km血 とPitaso7L･こ対 して大手三13恥

で符号が辰野ぐQILニ比例 すること､叫 喚

ptmquhYもOcL=EW･17もこ- 運動方程か ･)出乙 く

一l

るが ･これうの傾 向は明らd･LこF･･9･4 1こf;いて鹿 められ

ち ｡ 又.各 ラマン線 巾の差軍は･ArrrむtuLk'れ血 のみ

が CDhハこより相通 ･1れT3かっ穴 71Jレミ面の奄手ヒ

1̂TSNuトt.こ
け之
琵
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C
)uN-｣3上だON 5O にO

TE川モRATLRE(A)

相互作用でうろこと乏考えさと､A車 tLAAb地 のカ

が線 中が 太いニt.互理解できるC 2て以上､GI/eL;tJVel川OJJBL-J さ

ラマン散乱 と考えてきたが ､もLi,とNoy･'nAQ相 からラマン諸糠tTJ

r'点モードの散乱強如 ･ヾ転移温度収f-で ･A･3モードの方のみ増

丈すうことが鹿A･ほ れている｡これtま､Metdbにあ､けるラマンテン

ソJLに13､絶縁如 W L,てb存在する叫 必 叫 の外 L二･電

子密度の女郎や壷化か ら生Litる叫 政 財 が寄与 し､CDWの

朋成lこより論者の干渉4)銀子がをわもf=めの勧業ヒ考Lるt･､南

pJdlQ)符号 ･オーダー,布も-ドの711こ存在するニヒ{比､､のフけフ

まTbヾ合うニヒボ判 7T=.
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4.1T-TTSelの赤外 7ヤ クトIL5?

1T-77SeユIJ202KでL点のA.Aモードが 風 酪 レてま40人2a.(2んの超椅与戒 壇_互舟き戒 丁 う｡この時 ､ラマ

ン散乱 でげ･L一点A"- 勺仰 ･)温フr:句 .与 のArrtpL･- .-地ガ佃 J%Lこ現 れ も｡ この二い さ､輔
で銭鎗 した(a)V)p押伽 か ら理解 で きちことで ある.1T-775e2で 面 白いの'Jむ しう最叶哨叔 Q)方 で離 ｡

まで .ユ嫁同額でPJz.2エ卯が存在eす-0)式 の及 楠が使 え る.ニ火元他が いいと考 え ると､M 息o)ん modL

仙 けり温っTこbの叶 o･Ad TJAmpむ仙 - 山て村長 すう桝 ､M息 だか ら屯 に明 し二次 のpyOuddか ら始 ま

るニt-Iこね ろ･ところbt.I0cLこ屯 しこ次 のpyz他山 13日才･1の&)のp7- TIけだ か ら､A-MQdAのみ王滝

他 にする｡ヒこうが EIC,の電場 で掬 与するのけ･EiTVdbTi､から結局A示itu血h 'のか 卜吸収･3qlのEg]

卿 ＼らほUl糾 t二のp- はほ とんど ,W才物払 tllP,る Q これLJr13･F の吏
凍 結畢 ヒ一致 してお り ､蘇アト吸収では もともと存外娼帖 だ?た｢点 邑▲rrDJLヒ

L点.M点の書見 の7 1Jンポ主線 と頼 Litる｡長け嶋収 の99フォ ノ>鹿程 LL

ひ ‡･F;3lbaJのFyOLuJか ら姥 堂LT:也)のSうrip- ボー加 納 であ り.p-A ,ヾ

這 ;:ご 芸 ,.

-: i 二

FirLJZ46

ンドギヤサ70を6･.cDh/瑞.170邑2Aとするとr(b)の

pyoadJL紬)Q)pyDau JlJ)も客 のオーダ ーだけ,ト壬くTS

る｡てらlてらう一次 上が 古とd/qが もうーっカセ-るわけ

で ある.以 上のき輪 から級 払 子強度 の大 きで毛の参の

.及び その温度奄仙 kL点の7nqdb ,M点の TMdJLで軍

T3ろことが 如 -ろQVaとaLAPSjJらに よる常温でのフ

･Jン の舟敢 曲線 と射 せ子 ､馬 ･5-の各 ピ ー7は ､きっちりとモ ードアサ1

ンすらことがで そる1-.即ち JSZb1L72wlc).notk LJL点 の樟破疋淵 足誠 にかふ

し､Ll㍍ ′LlbohlL13d Jの叩OdAlJ.M点､の仰 山-JT応 する｡ただ Llflcqtlの根 かナ強度b†いじs うLこ大

きいのは ･畑 こ̀酢 蛸 為 し,:i･'佃 61血 との桝 必 如削 こよさ的 で ､糾 数 が 旦- 也

い ことか らも粥 碍で きろ｡ しか レ把 の7,b lこ噛 してLiPl才リ ､上述 の電子的 な夜勤を駕淳が分け与え

られるという如要が如いて いちょうtJ､ある｡

6.まとめ と勿 女o)閉息 .

状 上.滋 緒 7*)ン乙含んだ??フォJ3,軌柊 という見地 か ら ､長 和 りa)tこJ=リ脅蝶 の物骨のス1･ク

トIL王解析 してきr:が ･この方法 はCDW ポ強 すぎ､ると展開 の高･'Xの虎が劫 い乙 う乙､あ i･)葡知で

rJい｡1T-Toll,7設 えは ニ4)ようrJ鋤骨 と して仲 畳で けられ る ｡一方 2Jl-NbSeJ舌L2J1-TASelJ･･Ji,料 ,

CDWと示 し･句･1の甜pDOWdのみ が如 くのlu‰ -即 ラマ ンスJtO7ト/い て姥 h れ{3いoニ4)よう 【こC

詣 三雲 3;71Ji三12:,.L7:lStL諾 冒;芸 :a.､三三ob芸 言霊 霊 崇 警 &Li;53.t.T 二等諾

a)

興味揮 い Ŷ.IE-Y"odBの存在は起塙尊の面 内の軍か 性と缶 してか LJ.ニQ)点で今後 の研 如 r期繕 され る.

'崇A.Huil鎧 ア競 .pk :蕊 /3Iq7?,;誌 ′作S :,'E"i三忠 霊 ･N'.NRJH H,･qp･是 笠 /,33n ,,oo

:',三.sNu;･'sah票 豊 悪 霊 琵 霊 芝霊 禁 ニ㌍ (irs'豊 霊 岬 Lr IR-･Ld･41 (- `̀0
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