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低温物性実験グループでは、金属クラスター、カーボンナノチューブ、グラファイト超薄膜、サイズ  

がコヒーレンス長以下の微小超伝導体、単原子接合や単分子接合など様々なナノスコピック構造の電子  

輸送現象の研究および吸着3He薄膜の核磁性の研究を行っている。大塚および神田は学際物質科学研究  

センター量子制御コアの担当である。2006年度から大阪大学および東京理科大学との三大学連携融合事  

業「アトミックテクノロジー創出事業」のメンバーとして、国際会議IS〟ト2（淡路国際会議場）や3大  

学連携学生研究会（長万部）の開催・参加に当たった。また、平成19年度筑波大学プレ戦略イニシアテ  

ィブ「学際物質科学研究拠点」（代表：大塚）のメンバーとして、国際シンポジウム（ISIMS－1）を開催す  

るとともに、学際研修コ｝ス「ナノリソグラフィー実習」を研究室の微細加工設備を用いて実施した。  

【1】Niこ1Al（111）上アルミナ超薄膜の電子状態 （新山、大木）   

NiAl（110）やNi。Al（l11）等のニッケノレアルミ合金の清浄表面を適当な条件下で酸化させると、原子  

レベルで均質な厚さ0．5nmのアルミナ超薄膜が成長することが最近の研究で報告されている。この膜の  

厚さは走査トンネル顕微鏡（ScanningTunnelingMicroscopy：STM）の試料一探針間（約1nm）に比  

べて小さいため、アルミナ超薄膜／金属の系の局所的な構造、電子状態を原子スケールで探ることができ  

る理想的な試料といえる。加えてNi。Al（111）の場合、アルミナ長薄膜が超構造を持っことにより金属を  

蒸着すると決まったサイトに金属クラスタ←が成長することが最近発見された。これはモデ′レ触媒とし  

て、またはクラスター自体の電子状態や磁気的性質を探るためのテンプレートとして特に注目を集めて  

いる。  

Ni。Al（111）上アルミナ超薄膜の電子状態についてはこれまでSTM、STS、LPSによる実験が幾つかな  

されているが、まだ十分にわかっていない。我々はNi。Al（111）上に成長するアルミナ超薄膜の局所電子  

状態をより詳細に調べるため、STM／STSを用い測定を行った。特にコンスタントカレントモードでdWV  
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図1：は）Nら刃（111）上アルミナ超薄膜のトポ像（上段）と』ねγ像（下段）  

（11×llnmヱ）仲）離リスペクトル測定中の探針高さ変化（c）d施γスペ  

クトルの場所依存性。スペクトルの測定中はトンネル電流を0．10nAに一定  
にするようにフィードバック回路をオンにして測定している。点線は二重  
トンネルバリアのモデルを用いた計算結果。）  
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測定を行うことで、超構造のサイトに強く依存するスペクトルを高い精度で得ることができた（図1）。  

膜のほぼすべての場所でゼ．7V付近に鋭いピークが見られ、またA・Bサイトではこれに加え、広いバイ  

アス範囲でいくつかのブロードなピークが見られた。2．7Vのピークは、この位置に伝導帯端をもつアル  

ミナ超薄膜と真空からなる2重トンネルバリアを仮定するとうまく説明できた。またこのモデルはスペク  

トル測定中の探針の動きも再現でき、アルミナ超薄膜の伝導帯端が基板フェルミレベル上2．7eVに位置し  

ていると結論した。A・Bサイトに見られたそのほかのピークは界面状態の影響等が可能性として考えら  

れるが詳細はわかっていない。  

【2】多層グラフェン（グラファイト超薄膜）の電気伝導（佐藤、田中、後藤、神田）   

従来の有機トランジスタ材料を凌駕する移動度を持つ系としてパイ電子系分子面内伝導材料に着目し、  

その代表例としてグラファイト超薄膜の基礎的な伝導特性（電子、スピン、クーパー対）を明らかにす  

べく、研究を行っている。近年単層膜であるグラフェンの研究が盛んに行われているが、グラフェンは  

その単原子膜厚という極端な薄さのためにキャリヤ輸送に基板凹凸や不純物の影響が大きく現れ、材料  

が本来持つ高性能が発現しにくい可能性がある。実際そのようなことが最近の実験で指摘され始めてい  

る。－一方、膜厚を厚くしすぎると電界効果が遮蔽され  

るためにデバイス制御がしにくくなるので、膜厚の最  

適化が必要となる。我々は、独自の方法によって、高  

効率のトップゲート電圧印加を実現し（図2（a））、伝導  

の膜厚、ゲ｝ト電圧依存性から、層聞方向の電界遮蔽  

長が1．2nmであることを実験的にはじめて明らかにし  

た。これは、今後のデバイス設計に大きな指針を与え  

る。また、微細加工法と自然形成法の両方の方法によ  

ってグラファイトリボンを形成することに成功し、リ  

ボンでは膜の凹凸に起因した単一電子帯電効果によっ  

て伝導のゲート制御が可能であることを初めて示した。   

さらに超伝導体、磁性体を電極に用いることで、ク  

ーパー対伝導、スピン伝導の特性を明らかにした（図  

3）。超伝導体接合では、近接効果による超伝導電流を  

ゲート電圧によって変調させることに成功した。超伝  

導電流はe叩卜（T／T。）2）に比例して温度低下とともに  

急激に増加するが、これは従来のSNS接合の振る舞  

いとは大きく異なり、電界遮蔽の影響を考慮しなけれ  

ばならないことを示唆している。また、超伝導電流の  

ゲート電圧依存性を調べることによって、電子超伝導  

（a）  

72 nm 

図2‥多層グラフェンの（a）トップゲート  

試料と（b）ナノリボン。  

臨界電流がホール超伝導臨  

界電流よりも常に大きくな  

る「電子ホールの非対称性」  

を見出した。磁性体接合で  

は、非局所磁気抵抗測定を  

用いて、蔽性体の磁化の向  

きに応じたスピン注入を観  

測した。スピンシグナル（磁  

性体電極の磁化が平行・反  図3：多層グラフェンの超伝導（a）、撒性体（b）デバイス。  
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平行のときの非局所磁気抵抗の差）とグラファイトの面抵抗には線形の依存性があることを見出し、理  

論との比較から、スピン緩和長が8ミクロンよりも十分に大きいという結論を得た。この長さは、他の  

材料（グラフェン含む）に比べてもきわめて長く、グラファイト超薄膜のスピンデバイス材料としての  

優位性を示している。   

本研究は、塚越一仁、宮崎久生（産総研）、小高隼介、青柳克信（東工大）、林正彦（秋田大）、吉岡英  

生（奈良女子大）各氏との共同研究である。  

【3】メゾスコピック超伝導体における渦糸状態（古堅、初見、神田）   

サイズが超伝導コヒーレンス長や磁場侵入深さと同程度のメゾスコピック超伝導体では、磁場を印加  

すると、バルクとは異なる特殊な超伝導状態が出現する。例えば、バルクの第2種超伝導体では通常、  

渦糸は渦糸間に働く斥力のために三角格子仏brikosov）を組むが、メゾスコピック超伝導薄膜では、試  

料境界からの反発力も受けるので、試料形状を反映したいわゆる多重渦糸状憶や巨大渦糸状態を形成す  

る。また、微細リングでは、超伝導電流の1次元渦という特殊な現象も理論的に20年来予測されてきた。  

我々は、Multiple－Small－tunneトjunction（MSTJ）法と呼ぶ独自の方法を使って、このような新奇  

渦糸状鰻の実験的検証を行っている。MSTJ法では、メゾスコピック超伝導体の複数箇所にSINトン  

ネル接合を取り付け、その箇所のトンネル分光から超伝導電流密度の空間分布に関する情報を得る。得  

られる情報は部分的なものであるが、試料形状の対称性を考慮することによって、渦糸状態を予測する  

ことが出来る。また、実験結果を、非線形ギンツプルグーランダウ理論に基づいた数値計算結果と比較  

することで、実験結果の正当性を判断できる。前年度までに、巨大渦糸状態、多重渦糸状態一巨大渦糸  

状態間の転移（2次転移）、非対称リングにおける1次元渦糸の存在を実験的に明らかにしてきた。今年  

度は、2000年以降理論的にその存在が予言されていながら、未だに実験的証拠が得られていない反渦糸  

の観測と、情報処理を目指した渦糸状態の外部パラメタによるコントロールを目標として実験を行った。  

（1）反渦糸の探索   

渦度3の矩形試料では、巨大渦糸状態、3つの渦糸が存在する多重渦糸状態のほかに、試料の頂点付  

近に渦糸が（計4個）あり、中心に反渦糸が存在する渦糸相反渦糸分子が存在する可能性がある。ただ  

し、渦糸反渦糸間に働く引力のためにその間隔が極めて′j、さくなり、実験的な検証は困難とされてきた。  

近年、共同研究をしているアントワープ大学のグループから、試料に2Ⅹ2の微細孔をあけることで反  

渦糸が安定化するパラメタ範囲が広くなり、実験的検証も容易になることが提案された。我々は、アン  

トワープ大学との綿密な打合せのもと、物質材料研究機構高野グループの協力も得て、MSTJ法や渦  

糸状態転移磁場の温度依存性を手段に反渦糸の検証を試みた。現在のところ、決定的な証拠を得るまで  

には至っていない。  

（2）磁束ピニング中心の配置と渦糸状態の安定性   

矩形試料に微細孔をあけることで、渦糸状態の安定性がどのように変化するかを調べた。2Ⅹ2の微  

細孔がある試料では、無い試料に比べて 、すべての渦度において、渦糸状態の安定化する磁場範囲が大  

きくなる。とくに、渦糸配置と微細孔盾己置の対称性が一致する渦度2、4、8で増大が顕著になるとい  

うマッチング効果が観測された。また、2Ⅹ2の微細孔のある試料と、2Ⅹ2のうちの1つの孔がない試  

料を比較すると、渦度4の状態の渦糸排出磁場のみが大きな変更を受けるが、他の渦度に関してはあま  

り影響が現れないことがわかった。この結果は一部数値計算結果と合わないところがあり、現在その原  

因を検討している。  

（3）渦糸位置の検出と渦糸状態制御   

矩形試料の渦度2の状態では、安定な渦糸配置は対角線方向の2通りある。これらを”0”、”1”に  
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（a）  

図4：2Ⅹ2の微細孔を持つ矩形試料  

（貼TJ測定用）の概略図（a）と磁場掃  

引時（（b）上昇（c）下降）の接合Jl、J2  

の電圧変化っ電圧のとびが渦糸の侵入、  

排出に対応する。  
一2  0  

B（mT）  

対応させることで、quantumCellularautomataの渦糸版（Fluxoniccellularautomata）ができあがる。  

これは本研究開始当初からのターゲットのひとつであったが、理論グループ（アントワープ大学）の最  

近の論文で、実際に演算可能であることが示された。我々はこれを実現すべく、基礎実験に取り掛かっ  

た。我々の場合、MSTJ法を使うことで、演算結果を容易に検出できるという利点がある。まず、2Ⅹ  

2の微細孔をもつ矩形試料に対しMSTJ法を用いることで、実際に渦糸配置が検出できることを示し  

た（図4）。さらに、外部パラメタを変化させることで、渦糸配置の切り替えを試みたが、希釈冷凍機の  

不調もあり、成功には至っていない。   

本研究は、M．VMiko昌evi6，F．M，Peeters（アントワープ大学（ベルギー））、J．Berger（テクニオン  

（イスラエル））、林正彦（秋田大）、山口尚秀、高野義彦（物材機構）各氏との共同研究である。  

【4】MBJ法による単分子伝導の研究 （下岸、坂口、乾、萩原、大塚）   

機能性ブロックを設計的に組み込んだl分子デバイスへの展開を鵬つの目標として、原子ワイヤ、単  

原子ポイントコンタクト、少数分子接合等の電子輸送の研究が注目を集めている。このようなナノ導体  

の電気伝導はランダウアの伝導緒像で理解され、その電気伝導度は量子コンダクタンス  

吼＝お2川＝（ほ9肌）‾lを係数とした各伝導チャネルの透過率Tiの和に等しい。従って、伝導の素過程  

を理解するにはチャネル数とその透過率を知る必要があるが、通常のオーミック抵抗測定では透過率の  

和のみしか知り得ない。ナノ導体をはさむ電極が超伝導金属である場合、電流はクーパ←対と準粒子に  

よって運ばれ、特に超伝導エネルギーギャップ以下の電圧領域で著しい非線形性を示－れ この領域では  

多重アンドレーエフ反射による複数のクーパー対と準粒子が関与した過程によって伝導が起こるためで  

ある。アンドレーエフ反射の確率は透過率に強く依存するため、非線形の度合いは透過率によって異な  

り、一般には、アンドレーエフ反射の回数に応じてV＝2△／neの位置に特徴的な階段状構造が生じる。  

複数のチャネルからなる接合では電流はこれらの曲線の和となるため、非線形性を辛がかりにしてチャ  

ネノ嶋の透過率を決定することが可能となる。   

我々は機械的破断接合（mechanicalbreakjucndon，MBJ）法を使って超伝導金属の原子ポイントコンタ  

クトや少数分子接合系の伝導を調べている。M8J法は弾性基板を曲げ変形させることによって、その上  

に固定した金属細線を破断し再結合させる方法であり、簡単に高精度の間隔制御ができるほか、構造が  

単純であるため低温装置への実装も容易である。今年度は恥とPbを電極としてこれに水素分子を架橋  

した系について研究を行っ7㌔   

他の蓼合、水素の導入によってコンダクタンスヒストグラムに見られるピーク位置が2．5～3G。か  

ら1G。付近に移動し、パリスティツクな伝導チャネルの形成を示唆する。0～3G。コンダクタンスを有  

する接合について4．2Kで電流・電圧特性を測り、多重アンドレーエフ反射理論による解析を行った  
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図5：（A）随一恥、及び（B）恥一H2一帖ナノブリッジの伝導チャネル透過率の構成  

結果、同理論でおおむねフィッティング可能であることがわかった。多数の工V曲線に関するフィッティ  

ングによって得た透過率（Ti）の構成を図5－Bに示す。図5－Aは水素導入前の仙ポイントコンタクト  

における同様の解析の結果である。コンダクタンスヒストグラムの1環でのピークは透過率1のバリス  

ティックな伝導チャネルの形成を示唆するが、1×昼近傍の17本のIV曲線にはそれを示すものは発見  

されなかった。一方、Pb及びPb十H2系の場合はヒストグラムのピークに大きな変化はみられず、伝導チ  

ャネル及びチャネルの透過率にも変化はみられなかった。これは、接合や伝導に関して、Pb電極は水素  

分子の影響をほとんど受けないことを意味する。   

また、金を電極としたMCBJ法で有機分子1，4－Benzenedithiolの単分子伝導について室温度で測定を  

行った。ベンゼンジチオールは最も単純な有機分子の一つであるにもかかわらず、そのコンダクタンス  

に関して1・1×H「2G。～4・1×10‾4ちの実験によって桁違いの値が報告されている。我々は1G。以下の  

領域でのコンダクタンスヒストグラムを詳しく検討することによって、平均破断曲線を導いた。ヒスト  

グラムには明確なピークは見られないが、約0．01G。以上のコンダクタンス領域でAu－Au系とAnrBDT－Au系  

の平均破断曲線に違いが生じることから、BZT分子のコンダクタンスは0．01G。程度以上であるが、その値  

は接合毎に大きく変わると結論した。   

【5】トンネル接合型マイクロSqUDの開発（山岸、大塚）   

数年前に手がけその後中断していた微小トンネル接合を利用した小型SQUIDの研究を再開した。図6  

は試作したマイクロSQUIDの電子顕微鏡画像であり、2層レジストによる電子線リソグラフィーと真空  

斜め蒸着、リフトオフで作製した。一辺が2岬、線幅0．2岬のAl四角リングで、図中の白丸2カ所に  

あるトンネル接合は接合面積は0．015岬2、トンネル抵抗は約10knである。この素子は希釈冷凍温度域  

でも抵抗ゼロの超伝導分枝はなく、代わって低電流領域ではほぼオーミックな特性を示す。さらにこの  
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図6：トンネル接合型AlマイクロS卿ID  

（走査電子顕微鏡写真）  
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オ｝ミック抵抗値は外部磁場によって変化する（図7）。また図が示すように、0．1mVXO．1血＝10fW以下  

の発熱量で定常的な測定が十分可能である。応用を目指す上で、より高い温度で動作する素子の開発は  

欠かせない。そこで9．2Kの超伝導臨界湿度をもつ恥を用いたマイクロSQUIDの作製も行いつつある。  

Nbは活性な金属であり、PMMAを用いたレジストマスクに蒸着した場合Tcが著しく低下することが知ら  

れている。これを抑制する方法としてPES（phenylene－ether－Sulfone）レジストを用いたプロセスも試  

みた。  

E6】グラファイト上吸着ヘリウム3固相薄膜の研究（森下）   

グラファイトは原子レベルで平坦な表面をもち、ここに吸着したヘリウム3（3He）薄膜もよく定義された層構造  

をもつ。3Heは核スピン1／2をもち、固相薄膜はほぼ理想的な2次元量子スピン系のモデル物質を与える。こ  

の系の特徴は吸着面密度を変化させることにより、磁性を強磁性から反強磁性まで広い範囲で変化させること  

ができることにある。これは、多体交換相互作用の競合の変化として理解されている。3He薄膜は2次元性に優  

れ、整合三角格子で反強磁性を与えるため、餌strateした2次元反強磁性量子スピン系の研究に有力な情報  

を与える一方、多体李換相互作用の競合がさらなる触strationを与え、事情は複雑になっている。本研究にお  

いては、超低温度までの熱容量測定を中心にこの系の調査を行っている。本年度はこれまで行ってきた弱い  

磁場中での熱容量。熱伝導測定を300Gまでから600Gまで拡張して行い、吸着第2原子層の固相スピン系に  

ついて新たな知見を得た。また、吸着第2原子層整合固相において1／4の3He原子を4日e原子に置換するこ  

とにより、カゴメ格子上量子スピン系を実現できる可能性を強く示唆する結果を得た。以下に詳細を示す。なお、  

実験は全て、研究基盤総合センター低温部門共同利用設備を用いて行われた。  

（1）3He固相薄膜熱容量の異常な磁場依存性   

これまで行ってきた吸着第2層における磁場中での熱容量測定を継続するとともに、300Gまでから600G  

まで拡張した。磁場はグラファイトの表面にほぼ平行にかけられている。100Gの磁場は10pKのZeemanエ  

ネルギーに相当し、交換相互作用の大きさに比べ2桁程度小さい。   

図8に様々な磁場における18nm‾2の面密度をもつ整合反強磁性試料（4／7相）の熱容量を示す。三角格子  

構造をとるために幾何学的伽strationが強く、多体交換相互作用の競合も強くなっており、gaplessspin1iquid  

状態が実現しているものと考えられている。零磁場で多体交換相互作用の強い競合のために熱容量はダブ  

ルピーク構造をもつが、磁場の増大とともに低温ピ  

ークが増大し、600Gの磁場では2つのピークがほ  

ぼ1つになり大きなピークを与えている。強い  

伽strationのために多数存在するlowlyingstatesに  

磁場によりギャップを生じ、低温側に隠れていたエ  

ントロピー変化が高温に出現した可能性が考えられ  

る。また、強い缶ustrationや競合のために㌻－血ear  

に近い異常な依存性を示していたが、磁場により  

触s血tionや競合が解かれ、正常なr2に比例した  

依存性に近づいた可能性もある。測定された熱容量  

から求めたスピンエントロピー変化は600Gの磁場  

で急増しており、零磁場中では従来考えられていた  

より、さらに低温にスピン自由度が残っており、low  

b血gstatesの状態密度が大きいことを示す。  
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図8：吸着第2層反強磁性固相薄膜（18nm‾り  

の熱容量の磁場変化。実線はガイドライン。  

弱い磁場にも関わらず、顕著な磁場依存性  

が観測される。  
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図9：敗者第2層強磁性固相薄膜（26nm－Z）の熱容量（a）及びスピンエントロピー（b）の磁場変化〕（a）  

での実線はガイドライン。（めにおいて、ピークの高さやピークを与える温度は変化するが、ピーク  

の低温での湿度依存性は変わらない。（b）において破線はr一伽e訂な熱容盈を仮定して外挿した  

変化であるが、600Gで観測された変化量を説明できない。  

一方、強磁性的な振る舞いを示す26nm瑠の面密度をもつ試料の様々な磁場中における熱容量を図9（a）に示  

す。零磁場における熱容量の振る舞いは、高温域は三角格子上強磁性Heisenberg系比熱の高温展開で、低  

温域は同系スピン彼のT－1inearな比熱で良く再現でき、一見単純な強磁性Heisenberg系と見なして良さそう  

に見える。磁場をかけても、高温域の温度依存性は変化せず、ピークの低温側は温度に比例し、やはり強磁  

性Heisenbe曙系の振る舞いを示す。しかし、磁場をかけることにより、ピークの高さは一旦減少したあと、低温  

にシフトしながら増大を示している。磁場による変化をわかりやすくするために、図9他）に測定された熱容量か  

ら求めたエントロピー変化を示す。零磁場と300Gの磁場中での結果を比較すると、磁場をかけた方がエント  

ロピーの変化が減少する。この面密度における3He薄膜吸着第2層は絶対零度では完全に偏極するものと考  

えられていたが、磁場が短距離秩序の成長を阻害することは説明できない。例えばCanted  

An臆rromagnetismを示すのであれば、磁場が短距離秩序の成長を阻害することも可能である。6OOGの磁場  

をかけることによりスピンエントロピーの変化は増大している。これも非常に多くのlow抽1gStateSが存在し、最  

低温度付近でもまだ多くのスピン自由度を残していることを意味  

し、単純な強磁性相でないとの仮説と一致する。  

（2）カゴメ格子3He単原子層膜の熱容量   

三角格子上、及びカゴメ格子上の反強磁性スピンは、2次元  

系における幾何学的餌stn摘onの強い代表的な系である。これ  

らはともに三角形を基調としているが、その性質は大きく異なる。  

古典スピン系では、三角格子上反強磁性スピン系の基底状態は  

ただ一つであるのに対し、カゴメ格子上反強磁性スピン系の基  

底状態はマクロな個数の状態が縮退している。また、三角格子  

では絶対零度で長距離秩序を生ずるのに対し、カゴメ格子では  

ゆらぎの影響がより強く、絶対零度においてすら長距離秩序が  

期待できない。三角格子、カゴメ格子、双方ともに様々な物質で  

精力的な研究が為されているが、格子の違いに由来する明確な  

差異はこれまで観測されていない。  

ノ1stlay疇r  

O A－Sit8【2nd】8yer）  

通 日－Siteく2nd18y8バ  

図10：吸着第2層4／7相について  

最近提案された吸着構造。A－Site  

のみを取り出すとカゴメ格子が形成  

される。   
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図12：カゴメ格子と三角格子での熱  

容量の比較。三角格子の方が大きく  

ブロードなピークが観測されている。   

図11：3He－4日e吸着薄膜の熱容量。面密  

度は4／7相を1として表示。ダブルピーク  

構造のうち、低温ピークはスピン由来、高  

温ピークは3日e／4He置換に由来すると考え  

られる。  

グラファイト上吸着3He薄膜の吸着第2原子層に生ずる4／7相と呼ばれる三角格子整合固相は反強磁性的  

な性質をもつ。この系の吸着構造はEIserにより提案されている。これによると、吸着第2層の3He原子の吸着  

サイトには2種類有り、3／4がエネルギーの低い安定なサイト、1／4がエネルギーの高い不安定なサイトである。  

ごく最近、Takagiにより、EIserの提案する吸着構造は誤りであり、図10に示すような、より安定な吸着構造が存  

在することが示された。これによると、EIserの吸着構造とは逆に1／4がエネルギーの低い安定なサイトに、残り  

3／4がエネルギーの高い不安定なサイトに吸着する。もしTaka由の提案する吸着構造が正しければ、4／7相に  

おいて吸着第2層の3He原子のl／4を4Heに置換すると、安定なサイトを非磁性な4日eが占めることが期待さ  

れるため、純然たるカゴメ格子上量子スピン系が実現される可能性が指摘できる。実際に、このような3He－4He  

薄膜の熱容量を測定し、実際にカゴメ格子が実現されているか検証を行った。試料は、面密度スケールの誤  

差も考慮し、3種類のものを用意した。熱容量の測定結果は図11に示すようにダブルピーク構造をもつ。低温  
側のピークがスピン短距離秩序の成長に伴う熱容量ピーク、高温側のピークは、3Heと4Heの置換（混合）の自  

由度に由来するものと考えられる。実際、基底状態としてT止a由の提案する吸着構造を仮定すると破線のよう  

になり、高温ピークを比較的よく再現できる。一方、EIserの提案する吸着構造を基底状態に仮定したのでは、  

一点鎖線で示すように非常に小さな熱容量ピークしか出現が期待されない。これは、Taka由の主張する吸着  

構造を強く支持し、カゴメ格子実現を強く示唆する。以下、この系をカゴメ格子と見なして議論を行う。   

上述のモデルに従って、混合の熱容量を差し引き、カゴメ格子スピン系の熱容量を取り出すと図12のように  

なる。ここでは、低温域のみを片対数グラフで示してある。これを三角格子と比較する意味で、東大グループ  

による吸着第1層目が4He、2層目が純粋な3Heの4／7相での測定結果と比較する。3He原子の個数が等しく  
なるように、三角格子の結果は3／4惜して示す。ピークを与える温度やピークの高さを含め、振る舞いは三角  

格子とカゴメ格子で異なる。また、三角格子で観測されたダブルピーク構造はカゴメ格子では見られない。理  

論計算により格子の違いによる差異が予測されているが、両格子におけるピークの大小や位置、幅などの関  

係は、観測結果と理論計算で非常によく一致しており、これもカゴメ格子の実現を強く示唆する結果である。ダ  

ブルピーク構造の有無については観測と理論計算とでは全く逆の結果になっているが、これは理論計算では  

多体交換相互作用を考慮していないためと考えられ乳   

置換に由来すると考えられる高温ピーク、スピン系からの寄与である低温ピークともに、カゴメ格子の実現  

を非常に強く示唆している。  
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APSMarchMeeting，NewOrleans（USA），March12，2008．  

6．H．Miyazaki，K．Tsukagoshi，S．Odaka，Y．Aoyagi，T．Sato，S．Tanaka，H．Goto，A．Kanda，Y．  

00tuka：Directmeasurement of electric－field－SCreeninglengthinthin graphite film，2008   

APSMarchMeeting，NewOrleans（USA），March12，2008．  
7．A．Kanda（招待講演）：Gate－COntrOlledsuperconductingproximityeffectinthingraphitefilms，   

MiniworkshoponMesoscopicPhysics2008，NationalChiaoTumgUniversity，Hsinchu（Taiwan），   

Jan．11，2008  

8，A．Kanda（招待講演）：Experimentaldetection of novelvortex statesin mesoscopic  

superconductors with various geometry，Miniworkshop on Mesoscopic Physics2008，National   

ChiaoTung University，Hsinchu（Taiwan），Jan．10，2008．  

9．A，Kanda，T．Sato，S．Tanaka，H．Goto，Y．00tuka，K．Tsukagoshi，H．Miyazaki，S，Odaka，Y．  

AoyagiニGate－COntrOlledsuperconductingproximityeffect．inthingraphitefilms，Frontiers   

inNanoscienceandNanotechnologyWorkshop，Basel（Switzerland），January6－8，2008．  

10，A．Kanda，Y．00tuka and F．M．Peeters：Detecting superconducting statesin nanoscale  

superconductorsusingmultiple－Smalトtunnel－junctiontechnique，InternationalSymposiumon   

AdvancedNanodevicesandNanotechnology（ISANN2007），Waikoloa，Hawaii（USA），December6，  

2007．  

11．M．Hayashi，H．Yoshioka，A．Kanda：Superconductingproximity effect throughgrapheneand  

graphite films，InternationalSymPOSium on Advanced Nanodevices and Nanotechnology   

（ISANN2007），Waikoloa，Hawaii（USA），Decehber6，2007．  

12．T．Sato，S．Tanaka，H．Goto，A．Kanda，Y．00tuka，H．Miyazaki，S．Odaka，K．Tsukagoshi，Y．   
Aoyagi：Superconducting proximity effectin ultrathin graphite films，International  
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SyTnpOSiumonAdvancedNanodevices andNanotechnology（工SANN2007），Waikoloa，Hawaii（USA），  

December6，2007．  

13．H．Miyazaki，K．Tsukagoshi，S．Odaka，T．Sato，S．Tanaka，H．Goto，A．Kanda，Y．00tuka，Y．   

Aoyagi：Coulohb blockade oscillationsin ultrathin gr叩hite film with corrugation，   

InternationalSynlPOSiumonAdvancedNanodevices andNanotechnology（ISANN2007），Waikoloa，   

Hawaii（USA），December6，2007．  

14．R．Furugen，S．Hat．sumi，Y．00tuka，A．Kanda：Stability of vortex statesin mesoscopic  

SuperCOnducting squares with engineered pinning，InternationalSyTnPOSium on Advanced   

Nanodevices andNanotechnology（ISANN2007），Waikoloa，Hawaii（USA），December6，2007．  
15．A．Kanda（招待講演）：Macroscopic superconductivity，2ndInternationalAutumn Seminar on   

NanoscienceandEngineeringinSuperconductivity forYoungScientists，ホテルエビナール那  

須（栃木県）、2007年11月26－27日．  

16．A．Kanda，R．Furugen，S．Hatsumi，Y．00tuka：Vortex statesin mesoscopic superconducting   

squareswithartificialpirming，20thInternationalSymposiumonSuperconductivity（ISS2007），  
Tsukuba，November7，2007．  

17．M．Morishita，“E晩氾tS OfMagnetic Fieldon FruStrated Quantum Sph Systemof3日e Soud F丑m on   

Graphite”，InternationalSymPOSiumonPhysicsofNewQuantumPhasesinSupercleanMaterials（PSM2007）   
（G血，October29，2007）．  

18．M．Morishita，HHeatFlowin3HeSoudFilmsonGraphiteわ，IntemationalSympOSiumonPhysicsofNew   
QuantumPhasesinSupercleanMaterials（PSM2007）（GiRl，October30，2007）．  

19．新山雄，大木泰造，大塚洋一，Localelectronicstatesofultra－thinA1203filmsonNi3Al（111），   

ISAT－2（SecondInternationalSymposiumonAtomicTechnology）淡路国際会議場，2007．10．1－2  
20．佐藤崇，後藤秀徳，神田晶申，大塚洋一，Proximity～induced superconductivityin ultra thin   

graphite filmsISAT－2（SecondInternationalSympOSiumonAtomicTechnology），淡路国際会  
読場，2007．10．1「2  

21．坂口勇也，下岸史明，大塚洋一，Pointcontactspectroscopyofmetal－hydrogenpmetaljunCtions，   

ISA㌣2（SecondInternationalSymposiumonAtomicTechnology），淡路国際会議場，2007．10．卜2  
22．S．Odaka，H．Miyazaki，T．Moriki，T．Sato，A．Kanda，K．Tsukagoshi，Y．00tuka，andY．Aoyagi：  

Nano－WirefavricationandCoulombblockadeoscillationsinthingraphite film，Korea－Japan   

Joint Forum2007（KJF2007），KoreaUniversity，Seoul（Korea），September27M29，2007．  
23．A．Kanda，T．Sato，S．Tanaka，Y．00tuka，H．Miyazaki，S．Odaka，K．Tsukagoshi，Y．Aoyagi：  

SuperconductingProximityEffectinThinGraphiteFilms，FifthInternationalConferenceon   

VotexMatterinNanostruCturedSuperconductors（VORTEXV），Rhodes（Greece），Septenber13，  
2007．  

24．A．Kanda，T．Moriki，T，Sato，Y．00tuka，H．Miyazaki，S．Odaka，K．Tsukagoshi，andY，Aoyagi：  

Gatenx）dulationofsuperconductingproximityeffectinultrathingraphite films，The17th   

InternationalConference on Electronic Properties of Two」）imensionalSystems（EP2DS17），  
Geneva（Italy），July15－20，2007．  

25．H．Miyazaki，K．Tsukagoshi，S．Odaka，T．Moriki，T．Sato，A．Kanda，Y．00tuka，Y．Aoyagi：  

Electric potentialcorrugationin transport of ultra－thin graphite film，The17th   

InternationalConference on Electronic Properties of Two－DimensionalSystems（EP2DS17），  
Geneva（Italy），July15－20，2007．  

26．S．Odaka，H．Miyazaki，T．Moriki，T．Sato，A．Kanda，K．Tsukagoshi，Y．00tuka，andY・Aoyagi：  

Coulomb blockade oscillationsin patterned ultra－thin graphite films，2007International   

Sy7nPOSiumonOrganicandInorganicElectronicMaterialsandRelatedNanoteclm0logies（EMW  
2007），Nagano（Japan），June19－22，2007．  

27．S．Odaka，K．Tsukagoshi，H．Miyazaki，A．Kanda，T．Moriki，T．Sato，Y・00tuka，Y・Aoyagi：   

Singleelectrondevicef’or脱tioninthingraphitefilms，6thInternationalConferenceonLow   

DimensionalStructureS andDevices（LDSD2007），SanAmdres（Colod）ia），Apr．15－20，2007．  
28．A．Kanda，T．Moriki，T．Sato，Y・00tuka，H－Miyazaki，S・Odaka，K・Tsukagoshi，andY・Aoyagi：   

Superconductingproximityeffectinthingraphitefilms，6thIrlternationalConferenceonLow  
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DimensionalStruCtureS and Devices（LDSD2007），SanAmdres（Colo血ia），Apr．15－20，2007．   

国内会議  

1．宮崎久生，小高隼介，佐藤崇，田中翔，後藤秀徳，神田晶申，塚越一仁，大塚洋一，青柳克信：グラ   
ファイト超薄膜における電場による絶縁体転移，2008年春季第55回応用物理学関連講演会，日本   
大学船橋キャンパス，2008年3月30日．  

2．山岸徹、大塚洋一、AmicroSQUIDusing smalltunneljunctions、第4回「超伝導ナノサイエン   

スと応用」研究会，mC（有馬、2008．3．27－28）  

3．森下将史、「カゴメ格子ヘリウム3単原子層膜の熱容量」，日本物理学会2008年春季大会（近畿大   
学，2008年3月26日）．  

4．神田晶申，佐藤崇，田中翔，後藤秀徳，大塚洋一，宮崎久生，小高隼介，塚越－イニ，青柳克信：グ  
ラファイト超薄膜における超伝導近接効果ⅠⅠ，日本物理学会第63回年次大会，近畿大学本部キャ  
ンパス、2008年3月24日．  

5．後藤秀徳，田中翔，佐藤崇，神田晶申，大塚洋一，宮崎久生，小高隼介，塚越－1二，青柳克倍：グラ   
ファイト超薄膜一強酸性体接合の電気伝導特性ⅠⅠ，日本物理学会第63回年次大会，近畿大学本部  
キャンパス、2008年3月24日．  

6．坂口勇也 下岸史明，乾由美子，萩原宏規，大塚洋鵬，小数分子で接合した超伝導ナノリンクの伝   

導チャネルの決定，日本物理学会第63回年次大会近畿大2008／3／22（土卜26（水）  
7．大塚洋一、Electron Transport througha superconducting nano－1ink，ナノリンク分子の電気伝   

導第3回領域ミーティング，名古屋大学東山キャンパス野依記念物質科学研究館2008．3．17－18  

8．大塚洋一，超伝導を利用した単原子・単分子伝導の研免第2回ポリスケールテクノロジーワーク   

ショップ，東京理科大学野田キャンパスカナル会館・大会議室2008年3月7日（金）  

9．山岸徹、前川匡史、大塚洋一，トンネル接合型マイクロSQUIDの作製と磁場応答の測定，第2回ポ   

リスケ←ルテクノロジーワークショップ東京理科大学野田キャンパスカナル会館・大会議室   

2008年3月7日（金）  

10．神田晶申（招待講演）：グラフェンおよびグラファイト超薄膜の電気伝導，仙台プラズマフォーラ   

ム，東北大学，2008年2月21日  
11．神田晶申（招待講演）：グラフェンおよびグラファイト超薄膜の電気伝導：実験的見地から，日本学   

術振興会未踏・ナノデバイステクノロジー第151委員会第83回研究会，KKR逗子松汀園（逗子），   

2008年2月2日．  

12．後藤秀徳，佐藤崇，田中翔，神田晶申，大塚洋一，宮崎久生，小高隼介，塚越一仁青柳克信：グ   
ラファイト超薄膜のスピン伝導のゲート制御，「量子ナノ物理学」第3回公開シンポジウム，五反  

田ゆうぽうと（東京），2007年12月20日．  

13．宮崎久生，／ト高隼介，佐藤崇，田中翔，後藤秀徳神田晶申，塚越一仁，大塚洋一，青柳克信：グ  
ラファイト超薄膜における電場遮蔽長の決定，「量子ナノ物理学」第3回公開シンポジウム，五反  

田ゆうぽうと（東京），2007年12月20日．  

14．神田晶申（招待講演）：超薄膜グラファイトの伝導とゲート電圧効果，日本物理学会第62回年次   
大会シンポジウム「グラファイトからグラフェンへ」，北海道大学，2007年9月23日．  

15．後藤秀徳，田中翔，佐藤崇，神田晶申，大塚洋一，宮崎久生，小高隼介，塚越一仁，青柳克信：グ   

ラファイト超薄膜一強磁性体接合の電気伝導特性，日本物理学会第62回年次大会，北海道大学，  
2007年9月24日．  

16．佐藤崇，田中翔，後藤秀観神田晶申，大塚洋一，宮崎久生，小高隼介，塚越一仁，青柳寛信：グ  

ラファイト超薄膜における超伝導近接効果，日本物理学会第62回年次大会，北海道大学、2007年9  

月24日．  

17．宮崎久生，小高隼介，佐藤崇，神田晶申，塚越一仁，大塚洋一，青柳克信：グラファイト超薄膜の   
電気伝導におけるAlトップゲートによる電界効果，日本物理学会第62回年次大会，北海道大学、  

2007年9月24日．  

18．宮崎久生，小高隼介，佐藤崇，．後藤秀徳，神田晶申，塚越一仁，大塚洋一，青柳克信：グラファイ   
ト超薄膜FETにおけるAl電極による高効率ゲ←ト，2007年秋季第68回応用物理学学会学術講演会，  

北海道工業大学，2007年9月4－8日．  

19．古堅最初見慎也，神田晶申，大塚洋一，F．M．Peeters：微細孔のあるメゾスコピック超伝導体に  
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おける渦糸状態，日本物理学会第62匝件次大会，北海道大学，2007年9月21日．  

20．新山雄，大木泰造，大塚洋一，Ni3Al（111）上アルミナ超薄膜のトンネル分光（ⅠⅠ），日本物理学会第  
62回年次大会北大2007．9．2卜27  

21．坂口勇也，下岸史明，大塚洋一，水素単分子接合によるポイントコンタクトスペクトロスピー，日   

本物理学会第62回年次大会北大2007．9．2卜27  
22．森下将史、「グラファイト上吸着翫e固相薄膜の磁場中熱容量」，日本物理学会2007年秋季大会（北  

海道大学，2007年9月24日）．   

＜授賞等＞  

・佐藤崇：研究科長表彰（修士優秀論文），2008．3  
・山岸徹：FirstInternationalS叩pOSiumOnInterdisciplinaryMaterialsScience優秀ポスター賞，  

2008．3．14  
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