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研究会報告

液体カルコゲナイ ドの過渡吸収スペク トル

一光誘起半導体一金属転移の可能性について

広大生物圏,広大総合科T 坂口佳史,田村剛三郎T

lonepaiT電子を持つ液体カルコゲナイ ド (液体S,Se,As2S3,As2SC3等)は温度上昇に伴い､

構造と電子状態に大きな変化が生じる｡ 液体As2SC3における半導体一金属転移､液体Sにお

ける重合転移などはその典型的な例である｡ 我々はこれらの転移の素過程を明らかにする

ため､液体試料にパルスレーザーを照射 し､lonepair電子を励起させた後の過渡吸収スペ

ク トルの測定をナノ秒時間分割で行った｡本研究では(Ⅰ)液体As2SC3､(ⅠⅠ)液体Sを対象とし

て得 られた結果を報告する｡特に液体As2SC3の光誘起半導体一金属転移の可能性について

詳 しく述べる｡

(I)液体AS2Se3

液体As2SC3は約1000℃で半導体一金属転移を起こす1･)2)･3)｡これまで､我々は広い温度範

囲で密度4)､Ⅹ線回折4)､EXAFS5)の測定を行い､転移領域において体積収縮が起こってい

ること､中距離秩序の崩壊やAs-Asボンドの生成など構造上も大きな変化が起こっている

ことを明かにしてきた｡この転移は､構造の安定性を支配するlonepaif電子の熱励起が引

金となって生じたと考えられるが､まだ明らかではない｡本研究では､積極的にlonepaif

電子をパルスレーザーで励起 し､このことによって半導体-金属転移が誘起されるかどう

かを探る｡

実験方法 測定装置のブロックダイヤグラムを第1図に示す｡励起光源としては試料の

光学ギャップ(400℃で1.41CV)より高いエネルギーをもつNd:YAGパルスレーザーの第2高

調波 (波長532nm(2.33eV)､パルス幅6-7ns､出力18mJ/pulse､繰り返 し周期10Hz)を､プ

ローブ光としてはタングステンランプを用いた｡透過光強度の時間変化を測定するために､

図のように､光電子増倍管(PM)､広帯域(DC-200Mz)プリアンプ､ボックスカー積分器を

用いた｡半導体から金属へ転移 したかどうかを知るためには基礎吸収端の変化を調べなく

てはならない｡このためには液体試料を数〃m以下にする必要がある｡ 我々は､液体試料

を0･4〟mの厚さに保持することが可能な石英ガラス製光学セルを新たに開発 し､これを

自作した｡セルはしゃもじ型に削った石英板二枚を貼合わせ､周囲を熔着 してつ くったも

ので､二枚の石英板の隙間が測定試料部となっている｡
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第2図 試料温度300℃､測定波長700nm

第1図 測定装置のブロックダイヤグラム において観測された透過光強度の時間

変化

-306-



｢構造不規則系におけるダイナミックス｣

結果および考察 第2図に試料温度300℃､測定波長700nmにおいて観測された測定結果

を示す｡レーザー照射後,透過光強度は約40%減少し､マイクロ秒のオーダーの緩和時間

で緩和していることがわかる｡ このように長い緩和は構造上の大きな変化を示唆するもの

である｡

第3図(a)に透過光強度の減少分△Tをレーザー照射前の透過光強度Tで規格化した値△

Tqの時間変化を種々の温度に対して示す.△Tqが最も大きくなるときの値(△Tn)mazは､

25℃(アモルファス)において既に25%近くの大きな値をもっており､温度を上昇させると

更に増加し､550℃(液体)では50%近くにまで及ぶ｡(△Tn)maxの波長依存性を

580mm(2.146V)から820mm(1.516V)にかけて測定し､吸収スペクトルの変化として示したも

のが第4図である｡過渡的な吸収係数の絶対値を見積もる際､光照射により影響を受けた■

試料部分の厚さがいわゆるレーザー光の侵入長すなわち強度が侵入前の1/eに減衰する深

さに等しいとして計算を行った｡25℃のレーザー照射後のスペクトルは静的な状態におけ

る500℃のスペクトルに相当するところまで変化し､550℃のレーザー照射後だと､金属的

な900℃のスペクトルをこえる吸収係数の位置まで変化している｡
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(b)
第3回 (a)種々の温度における△Tqの時間変化

O))種々の温度におけるlog(△Tn)の時間変化

第4回 レーザ-照射による吸収係数の変化 (矢印の基

点はレーザー照射前の吸収係数 ､矢印の先は照射直後

の吸収係数を表す.実線は静的な状態の吸収スペク トル

3).図を見やすくするため､3つの温度の過渡吸収スペ

ル トルのみ示 してある.)

- 307 -



研究会報告

次に緩和過程について考える｡ 第3図(a)の△m をlogプロットしたのが第3図(b)であるが､

低温(250℃以下)ではっきりみられるように､緩和には2〃S以後の広い範囲で直線にのる

遅い緩和とこれより短い時間の領域で直線からはずれる速い緩和の二つの部分がある｡ 速

い緩和の部分の(△Tnlmaxにおける傾きは大きく温度変化している.第5図はこの傾きから

緩和時間を見積もり､温度に対してプロットしたものである｡ガラス転移点(180℃)以下

のアモルファスの状態では緩和時間は0.3〟S程度であまり温度変化しない｡これに対し､

ガラス転移点を越えると緩和時間は急速に増加し始める｡

第4図からわかるように､レーザー照射による吸収スペクトルの変化は単に温度を上げ

た場合と同様の変化をしているようにみえる｡ 従って､この変化が光によるものなのか､

単なる熱によるものなのかは十分な検討を要する｡ 緩和時間が温度変化するということは

熱による効果だけでは説明がつかないが､光によるものであると断定するのに十分な証拠

であるとは言えない｡光によるものなのか､単なる熟によるものなのか更に検討を加える

ため､室温のアモルファスAs2S63にレーザーのシングルパルスを照射し､■いわゆる

photodarkening6)が起こるかどうかを調べてみた.その結果を第6図に示す｡･レーザーのシ

ングルパルスを照射した場合もタングステンーハロゲンランプの光を12時間照射した場合

と同様､スペクトルが低エネルギー側にシフトすることがわかる｡ 高エネルギー側の変化

に違いがあるが､これは照射する光が連続光であるか単色光であるかによって生じた違い

と考えられる｡レーザーパルス照射後甲変化は肉眼で観察することもできる.また､ガラ
ス転移点以下の160-170℃でアニールすると元に戻る｡ このようなアモルファスAs2S63に

対する実験をもとに考えると､液体As2SC3におけるレーザー照射による変化は単なる熱に

よる現象ではない可能性が強いと思われる｡我々は､今後､励起光の波長や強度を変化さ

せたり､ズベクトルの形状およびその時間発展を詳細 =.調べることにより光誘起現象か熟
的な現象かどうかの検討を進めていく予定である｡
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第5回 (△Tn)n'azにおける傾きから 第6回 (a)タングステンーハロゲンランプの光を照射する前と12時間照

見積もった緩和時間の温度変化 射した後の光吸収スペクトルの変化･仲)レーザーのシングルパルスを

TB:ガラス転移温度. 照射する前と照射した後の光吸収スペクトルの変化
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｢構造不規則系におけるダイナミックス｣

(ⅠⅠ)液体S

液体Sは159.4℃を境にして8貞環分子か

ら成る液体から､鎖状高分子と8員環分子

との混合液体へと重合転移を起こす｡ 粘

性は転移後急激に増大し､色も黄から赤

へと変わる｡鎖の長さは転移直後では非

常に長く一本の鎖には105もの原子が含ま

れている｡ 温度の上昇とともに鎖状高分

子の存在比は増大してゆくが､鎖は切断

され､次第に短かくなってい く｡ 我々は､

このような液体SにNd:YAGパルスレーザ -

-の第3高調波(波長355nm)を照射し､そ

の後の透過光強度の変化を調べた｡その

結果､透過光の減少 (測定温度 ･測定波

長 ･レーザー出力によって異なるが､数

パーセントから30パーセント)が観測さ

れたが､その緩和時間は133℃で11分とい

う大変長い緩和時間であることがわかっ

た｡第7図に緩和時間の温度変化を示す｡

緩和時間は温度の上昇とともに短かくな

り､転移に伴って1-2桁急激に減少する｡

さらに､転移後は1Sから10msへと緩和時

間が次第に短くなる｡ 転移温度より低温

でみられる分のオーダーという非常に長

い緩和時間をもつ緩和過程は､レーザー

照射によって生成した鎖状高分子が8貞環

分子にもどっていく過程に相当すると思

われる｡ 今後は､過渡スペクトルを更に

詳しく測定し､転移温度前後の緩和過程

が液体Sの構造のどのような変化に対応し

ているか明らかにしていきたい｡
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第7図 緩和時間の温度変化.

Tp.･重合温度･図中の記号の違いは､

照射したレーザーパルスの出力の違い

を表す:00･7m〃pulse,△ 1.7m〃pulse,
□5･Om〃pulse,▽ 9･Om〃pulse.
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