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【1】価数差分分光法とCo－Feシアノ錯体への  

応用［1］（中田、栗原、上岡、守友）   

ずェレクトロクロミスムを示す材料の電子構造  

を明らかにする手法として、価数差分分光法を提  

案し、Co－Feシアノ錯体に応用した。電圧印加で  

試料薄膜の価数をわずかに変化させ、差分吸収  

スペクトルを側手することにより、価数の変化した  

金属サイトに関係する吸収帯のみを実験的に抽  

出することができる。さらに、価数差分の符号によ  

り、どの価数状態に関係するかも明らかになる。  

図1下にあるように、Co－Feシアノ錯体の価数差  

分吸収スペクトルには複数の吸収帯が観測され、 

その帰属を行ったo  

【2】ゲスト水濃度によるシアノ錯体の物性制御   

［2，11，14］（中田、守友）   

ナノポーラス構造を有するCo－Feシアノ錯体  

（NaxCo［Fe（CN）6］y・ZH20：）のナノ空間の占有す  

るゲスト水の量を制御し、それが物性に与える影  

響を明らかにした。特に、電荷移動相転移温度 r  

は、二段階の振る舞いを示した。ゲスト水の多い  

領域では、ゲスト水の量が減少するとともに電荷  

移動相転移の臨界温度が上昇した。しかしなが  

ら、ゲスト水の少ない領域では、電荷移動相転移  

が消失した。そうした二段階の振る舞いは、ゲスト  

水に複数のサイトがあるためである。つまり、まず、∃  
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骨格との結合が弱いゼオライト水が脱離し、次に、  

骨格との結合の強い配位水が脱離すると考えら  

れる。こうした考察は、放射光粉末X線回折によ  （うぃくユニ  

図2：Co－Feシアノ錯体における非経験的構  
造決定  

る精密構造解析で実験的に確認された。右図は∴  

非経験的に決定された酸素サイトである。  
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【3】シアノ錯体界面における物質移動と強磁性の電圧スイ  

ッチ［3，13］（柴田、守友）   

シアノ錯体では、Naの濃度とともに光物性、磁性、構造物  

性が大きく変化する。我々は、二種類のシアノ錯体膜を接合  

し両端に0．6V程度の電圧を印可すると、界面を通じて片方  

の膜からもう片方の膜へとNaが移動することを見出した。こ  

の現象を利用すると、電圧印加により光物性、磁性、構造物  

性の制御が可能となる（特許2）。右図に、その一例を示す。  

Asqgrown膜は常磁性であるが、0．6Vの電圧を印可すること  

により差＝20Kの強磁性体へと変化する。  
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図3：NトFeシアノ錯体における強  

磁件の竃圧スイッチ  

【4】シアノ錯体の圧力誘起構造相転移［4］（劉、松田、  

上岡、守友）   

高圧ラマン分光法により、Mn－Feシアノ錯体に2GPa程度の圧力を印可すると構造誘起相転移  

が誘起されることを見出した。2GPa以下では、CN伸縮振動モードの共鳴エネルギいはblue shiR  

を示すが、2GPa以上ではほぼ一定となった。これは、圧力印可により、Fe（CN）6八面体が回転した  

ことを示唆する。   

【5】フェムト秒分光によるCo－Feシアノ錯体の相探索［5，6，7，8，16，17］（上岡、守友）   

我々は、フェムト秒分光を駆使してCo－Feシアノ錯体の隠れた秩序相の探索を行っている。これ  

までの研究により、光生成された電荷移動状態の寿命が励起光強度とともに増大することを見出し  

た。   

【6】co－Feシアノ錯体のホールドープと物性［12，17］（中田、五十嵐、守友）   

Co－Feシアノ錯体にホールドープを行い、価数に依存した物性の変化を明らかにした。この研究  

で得られた知識は、界面における物質移動を利用した物性制御の基礎となる。   

【7】spring－8におけるCRESTプロジェクト   

（1）本研究グループの役割   

本研究グループは、チームリーダーとしてCRESTプロジェクト（「反応現象のX線ピンポイント構  

造計測」：代表 高田昌樹 H16．10－H21．9）に参加している。プロジェクト全体の詳細は、  

http：／／pinpoint．spring8．or．jp／CREST／を参照して頂きたい。このプロジェクトは、5つの研究チー  

ムより構成されている。   

・ 高田チーム：Ⅹ線ピンポイント構造計測装置の構築とその実用デバイスヘの応用   

・ 木村チーム：Ⅹ線マイクロビームの発生と高精度回折系の開発   

・ 田中チーム：フェムト秒パルスの発生と同期技術の開発  

嘉 守友チーム：極限環境下での計測技術の開発と本装置の有用性の実証   

・ 鳥海チーム：微小空間での計測技術の開発と本装置の有用性の実証  

守友チームの役割は、時間分解構造解析装置の装置開発とその有用性の実証である。これまで  

の期間で装置開発は、ほぼ終了した。今後は、時間分解構造解析といった実験手法を光誘起相  

転移や巨大光応答に適用し、その有用性を実証してゆく。  
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【8】xFEL利用推進に向けた委託研究   

（1）本研究グループの役割   

本研究グループは、文部科学省からXFEIJ利用推進課題（「フェムト秒時間分解顕微  
鏡の構築とMEM電子分布解析の高度化」：代表 守友 浩、H18．9一日21．3）の委託研究  
を推進している。この研究では、試料を時間。空間領域で分光学的に監視するフェムト秒  
時間分解顕微鏡の開発、及び、MEM電子分布解析の高度化技術の開発を、独立行政  
法人理化学研究所と共同で実施する。筑波大学では、フェムト秒時間分解顕微鏡試作  
機の開発と性能評価に関わる研究開発を実施する。   

平成21年度以降は、本委託業務は「物質のフェムト秒物理・化学現象解析のためのX  
線散乱計測技術」に引き継がれることになった。次年度以降は、フェムト秒時間分解顕微  
鏡のXFEL本機への組み込みを目指した開発を行う。  

（2）本年度の経過  

a）光源部の開発   

パラメトリック増幅器を導入し、励起光のエネルギー変換を可能にした。  

b）鏡筒部の開発   

SPring－8のBL19LXUでの実験を念頭において、小型・軽量な鏡筒部を設計・製作を行った。制  

作した鏡筒部の  

写真を設計図面  

とともにしめす（特  

許3）。筑波大学  

において、製作し  

た鏡簡部の性能  

試験を行ったとこ  

ろ、空間分解能3  

〃m、時間分解能  

200f畠 であった。  

なお、時間分解  

能は光源部（フェ  

ムト秒レーザー）  

の仕様で決まる。  

完成した鏡簡部  

譲簡性能  

空間分解能3〟m，時間分解能20ぴs  
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図4：小型・軽量な鏡筒部の設計図と完成品  

をSPring－8に運  

搬した。  

c）画像部の開発   

H19年度に開発したA／D変換器を用いた擬似boxcar方式での72チャンネルデーター取り込  

み方式をさらに改良した。素子数を256チャンネルに増やした。また、データ一散り込みをスキャン  

方式に変更し、デジタルオシロを経由して取り込んだ。S／Nの低下は観測されず、また、測定デー  

ター空間分解能が著しく向上した。  

d）性能評価物質の探索   

フェムト秒時間分解顕微鏡の性能評価には、光応答性の高いシアノ架橋金属錯体が適している  

と考えられる。そこで、光応答の実験に不可欠なシアノ架橋金属錯体薄膜を電解析出法で作成し  

た。得られた薄膜の構造・磁性・光物性を測定した。  

e）プロジェクトの総合的推進  
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筑波大学と理化学研究所と連携を密にするために、運営委員会を三度開催し、開発の進捗状  

況の報告と運営方針を決定した。さらに、放射光を用いた時間分解計測技術、および、レーザーを  

用いたイメージング技術の最先端情報を得るために、筑波大学において研究会「先端光計測と光  

応答性材料」を開催した。  

【9】戦略イニシヤティプ（A）に関する活動  

平成20年度の戦略イニシヤティブ（A）「学際物質科学研究拠点（代表：大塚洋一）」のメンバーと  

して、拠点形成に向けた活動を行った。第一回学際物質科学研究会「ナノ分子磁性体の科学・物  

理・応用」（2008／11／28－29）および第二回学際物質科学研究会「先端光科学と光応答性材料」  

（2009／3／13－14）を主催した。また、啓蒙活動として講習会「LabViewってなに」（2008．10．1）を開催  

した。また、南京大学電子ユ学科と数理物質科学研究科との間に研究教育に関する協定を結ん  

だ。   
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132105（2009）（4pages）  
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6．Y．Moritomo，T．Nakagawa，Y．Fukuyama，N．Yasuda，H．Oosawa，J・E・Kim，H・Kamioka，  

K．Kato，Y．Tanaka，S．Kimura，F．Nakada，S．Ohkoshi，H．TanakaandM．Takata，   

“PhotoinduceddynamicsofprussianbluetypeCyanide”，J・Phys・148，012028（2009）・  

7．H．Kamioka，FNakada，KIgaraShi，YMoritomo，’’Transientphoto－inducedphenomenain   

VaCanCy－COntrO11edCo－Fecyanides’’，）．Phys．148，012031（2009）．  

8．Y．Moritomo，T．Nakagawa，Y．Fukuyama，N．Yasuda，H．00SaWa，J．E．Kim，H．Kamioka，  

K．Kato，Y．Tanaka，S．Kimura，F．Nakada，S．Ohkoshi，H．Tanaka，M．Takata，   

’’PhotoinduceddynamicsofpruSSianbluetypeCyanide”，J・Phys．148，012028（2009）．  

9．R．P．Panguluri，Sh．Xu，Y．Moritomo，Ⅰ．V．Solovyevand．B．Nadgorny，’一Disorderef詣ctsin   

halflmetallicSr2FeMoO6SinglecrystalsT’，Appl．Phys．Lett．94，012501（2009）．  

10．N．Yasuda，H．Murayama，Y．Fukuyama，）．E．Kim，S．Kimura，K．Toriumi，Y．Tanaka，Y．   
Moritomo，Y．Kuroiwa，K．Kato，H．TanakaandM，Takata，Ⅹ－raydi冊actometryfbrthe   

StruCturedeterminationofasubmicrometreslnglepowdergraln；，J．SynchrotronRadiation，   

16（2009）352－357．  

11．Y．Moritomo，F．Nakada，J．E．KimandM．Takata，“Desorption－eraSerOftheSpinState   

TransitioninPruSSianBlueCyanide”Appl・Phys．Ex．，1，111301（2008）（3pages）  
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12．K．Igarashi，F．NakadandY．Moritomo，‖Electronicstructureofhole－dopedCo－Fe   

Cyanides：Nal．60．8Co［Fe（CN）6］0．902．9H20（0．0＜8＜0．85）‖，Phys．Rev．B．78，235106（2008）・  

13．T．Shibata，F．Nakata，H．Kamioka andY．Moritomo，“Electronicandmagneticproperties   

Ofvalence－COntrOlledNi－Fecyanides”，J．Phys．Soc．Jpn．，77，104714（2008）（5pages）  

14・Y・Moritomo，F・Nakada，H・Kamioka，J・E・Kim，M・Takata，uDesorptlOn－Induced   

First－OrderPhaseTransitioninaCyano－BridgedCompoundn，Appl・Phys・Lett・，92141907   

（2008）．（3pages）  

15．）．E．Kim，Y．Ohishi，Y．Moritomo，K．Kato，M．TakataandS．Ohkoshi，   

“Pressure－ternPeraturePhasediagramfbrcharge－tranSftrtransitionin   

Cs【Co（3－CyanOPyridine）2］［W（CN）8】H20”，Phys．Rev．B77，012101（2008）（4pages）  

16・H．Kamioka，Y．Moritomo，W．KasakaandS．Ohokoshi，“Dynamicsofcharge－tranSftrpalrS  

inthecyano－bridgedCo2十暮Fe3＋transitionmetalcompound＝，Phys，Rev，B77，180301（R）   

（2008）（4pages）  

17・H・Kamioka，Y．Moritorn0，W．KosakaandS．Ohokoshi，“Charge－tranSftrdynamicsin   

CyanO－bridgedMA－Fesystem（MA＝Mn，FeandCo）”，J．Phys．Soc．Jpn・，77，093710（2008）・   

（4pages）  

18・F・Nakata，H・Kamioka，Y．Moritomo，J．E．Kim，M．Takata，“Electronicphasediagramof   

Valence－COntrOlledcyanide：Nao84＿6Co【Fe（CN）6］0．713．8日20（0＜8＜0．61）”，Phys，Rev，B77，   

224436（2008）（7pages）  

19・H・Tokoro，T・Motsuda，T．Nuida，Y．Moritomo，K．Ohoyama，E．d．Loutete，K．   

BoukheddadenandS・Ohkoshi，Visible－1ight－inducedreversiblephotornagnetismin   

rubidiummangnanesehexacyanofbrrate，Chem．Matt．，20，423－428（2008）．  

20．Y．Fukuyama，N．Yasuda，J．E．Kirn，H．Murayarna，Y．Tanaka，S．Kimura，K．Kato，S．   

Kohara，Y．Moritomo，T．Matsunaga，R．Kqjima，N．Yamada，H．Tanaka，T．Ohshimaand   

M．Takata，Time－ResoIvedInvestigationofNanosecond CrystalGrowthin   

Rapid－Phase－ChangeMaterials‥CorrelationwiththeRecordingSpeedofDigitalVersatile   

DiscMedia，AppliedPhysicsExpress，1，045001（2008）（3pages）．  

2l・K・Kato，Y・Moritomo，M．Takata，H・TanakaandN．Hamada，Visualizationofcharge   

Orderinglnahalfldopedmanganitebyanelectrostaticpotentialanalysis，Phys．Rev．B，77   

081101（R）（2008）（4pages）．  

22．Y．Fukuyama，N．Yasuda，J・E．Kim，H．Murayama，S．Kimura，H．Kamioka，Y．Moritomo，   

K．Toriumi，T．Ohshima，H．Tanaka，Y．Tanaka，K．Kato，T．IshikawaandM．Takata，   

Ultra－high－PreCisiontimecontroIsystemoveranylongtlmedelayfbrlaserpumpand   

SynChrotronx－rayPrObeexperiment，ReviewofScient捕crnstrumentS，79，045107（2008）   

（4pages）  

23．K．K年iihara，T．Miura，H．Kamioka，A．Aiba，M．Uramoto，Y．Morimoto，M．Hirano，L．   

Skttja，H・Hosono，DifRISionandreactionsofinterstitialoxygenspeciesinarnorphousSiOコ，   

JoumalofNon－CrystallineSolids354，224－232（2008）  

＜著書＞  

1．守友浩、「4章2節 遷移金属錯体の光誘起相転移」、錯体化学会選書「金属緒体の現   

代物性化学」山下正康、小島憲道編著、三共出版  
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＜学位論文＞  

1．修士論文 中田文也、「ゲスト分子濃度制御によるシアノ錯体の物性研究」   

2．修士論文 柴田恭幸「膜接合によるPruSSianblue錯体の電圧価数制御」  

＜講演＞  

l．Y．Moritomo，“Time－reSOIvedspectroscopyofcyano－bridgedcompound”，   

ICROM2008＠Tokyo，2008／4／3－4（招待講演）  

2．Y．Moritomo，”PhotoinduceddynamicsofthePrussianbluetypeCyaniodes”，   

PIPT2008＠Osaka，2008／11／lト15（招待講演）  

3．Y．Moritomo，”Charge＆1atticedynamicsinPrussianbluetypecyanides一一   

MOLMAT＠toulouse・2008／7／8－11  

4．Y．Moritomo，．．PhasecontrolofPrussianblueanalogue‖，Serninar＠Univ・OfNa再ing，   

2008／6／2－6（招待講演）  

5．守友浩、「ホストーゲスト相互作用を利用したCo－Fe系シアノ錯体膜の物性制御」特定領   

域「配列ナノ空間」研究会＠大阪、2008／6／7  

6．守友浩、「物性物理学の研究対象としてのプルシャンブルー錯体」、「ナノ分子磁性体の   

化学・物理・応用」＠筑波、2008／11／28－29．（招待講演）  

7．守友浩、「プルシャンブルー格子のゲストを通じた物性制御」、東北大学G－COE研究会   

＠東北、2008／12／19－21‥（招待講演）  

8．守友浩、田中義人、「フェムト秒時間分解顕微鏡の本機への組込を光応答性物質の探   

索」、第3回XFEL利用推進WS＠東京、2009／3／19  

9．Y．Moritomo，〝FunctionalityofPruSSianbluelatticebyguest－hostinteraction， 〝  

ISIM2009＠Tsukuba，2009／3／9plO．（招待講演）  

10．守友浩、「プルシャンブルー錯体の機能探索」先端光計測と光応答材料、2009／3／13－14   

（招待講演）  

11．上岡隼人「プルシャンブルー錯体膜の時間分解分光」「ナノ分子磁性体の化学・物理・応   

用」＠筑波、2008／11／28－29  

12．金延恩、守友 浩、加藤健一、高田昌樹、「シアノ錯体における脱水による電子密度レベ   

ルでの構造変化」ナノ分子磁性体の化学・物理・応用＠筑波、2008／11／28－29  

13．福山祥光、安田伸広、中川剛志、大沢仁志、金 廷恩、加藤健一、木村滋、田中義人、鳥   

海幸四郎、守友浩、高田昌樹、「SPring－8（BL40XU）の時間分解X繰回折装置の現状とシ   

アノ錯体への応用」ナノ分子磁性体の化学・物理・応用＠筑波、2008／11／28－29  

14．上岡隼人，中田文也，五十嵐一泰，守友 浩、「価数制御されたCo－Feシアノ錯体膜のフ   

ェムト秒分光」、日本物理学会年次大会＠東京、2009／3／27－30  

15．中田文也，守友浩、「プルシアンブルー型シアノ錯体の価数制御分光」、日本物理学会年   

次大会＠東京、2009／3／27」30  

16．金廷恩，加藤健一，高田昌樹，柴田恭幸，守友浩、「結晶水制御したシアノ錯体の電子密   

度レベルでの構造変化」・日本物理学会年次大会＠東京、2009／3／27－30  

17．五十嵐鵬泰，松田智行，金廷恩，守友浩、「Co－Feシアノ錯体の構造のカチオン濃度依   

存性」、日本物理学会年次大会＠東京、2009／3／27－30  
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18．柴田恭幸，五十嵐一泰，守友浩、「プルシアンブルー界面を利用した電圧誘起磁性制御」、  

日本物理学会年次大会＠東京、2009／3／27－30   

19．松田智行，金延恩，大山研司，守友浩、「プルシアンブルー格子の熱応答のスケール則」、  

日本物理学会年次大会＠東京、2009／3／27－30  

20．木村滋，安田伸広，福山祥光，金廷恩，村山美乃‥鳥海幸四郎，田中義人，守友浩，黒  

岩芳弘，加藤健一，田中均，高田昌樹、「反応現象のX線ピンポイント構造計測卜粉末1  

粒からの結晶構造解析－」、日本物理学会年次大会＠東京、2009／3／2ト30  

21．田中義人，福山祥光，安田伸広，金廷恩，村山美乃，小原真司，大沢仁志，中川剛志，  

木村滋，加藤健一，上岡隼人，守友浩，松永利之，児島理恵，山田昇，鳥海幸四郎，大  

島隆，田中均，高田昌樹、r反応現象のX線ピンポイント構造計測ⅠトDVD材料の高速相  

変化の観測州」、日本物理学会年次大会＠東京、2009／3／27－30  

22．柴田恭事，中田文也，上岡隼人，守友浩、「価数制御されたN卜Feシアノ錯体薄膜の電子  

構造」、日本物理学会分科会＠盛岡、2008／9／20－23  

23．上岡隼人，中田文也，守友浩，高坂亘，大越慎一、「M－Feシアノ錯体（M＝Mn，Fe，Co）に  

おける過渡吸収スペクトルの観測」日本物理学会分科会＠盛岡、2008／9／20－23  

24．石井賢司，稲見俊哉，大和田謙二，葛下かおり，水木純一郎，村上洋一，石原純夫，遠  

藤康夫，前川禎通，鹿田和馬，守友浩、rLal＿XSrxMnO3の共鳴非弾性X線散乱における偏  

光依存性」日本物理学会分科会＠盛岡、2008／9／20－23  

25．中田文也，上岡隼人，金延恩，守友浩，高田昌樹、「シアノ錯体のゲスト水濃度による物性  

制御」、日本物理学会分科会＠盛岡、2008／9／20－23  

26．金廷恩，守友浩，中田文也，加藤健一，高田昌樹、「放射光粉末法によるシアノ錯体ナノ  

空間中の水位置の決定」、日本物理学会分科会＠盛岡、2008／9／20－23  

27．柴田恭幸，五十嵐一泰，守友浩、「プルシアンブルー界面を利用した電圧誘起磁性制御」、  

日本応用物理学会＠つくば、2009／3／30－4／2  

28．梶原浩一，三浦泰祐，上岡隼人，平野正浩，LinardsSkuja，細野秀雄、「アモルファス  

SiO2中の格子間酸素分子の発光における同位体効果」、日本応用物理学会＠船橋、  

2008／3／27－30  

：ポスター発表（主要なもの）  

1．H．Kamioka，F．Nakada，K．Igarashi，Y．Moritomo，’rTransientphotoinducedphenornenain  

Valence－COntrO11edCo－Fecyanides一’，PIPT2008＠Osaka，2008／11／1ト15・  

2．松田智行、金延恩，大山研司、守友浩「プルシャンブルー型錯体の負の熱膨張係数」、ナ  

ノ分子磁性体の化学・物理・応用＠筑波、2008／11／28－29  

3．松田智行、劉暁俊、所ひろ子、大越慎一、守友浩「プルシャンブルー型Mn－Fe錯体の圧  

力誘起八面体回転」、ナノ分子磁性体の化学・物理・応用＠筑波、2008／11／28－29  

4．中田文也、上岡隼人、守友浩「価数制御されたCo－Feシアノ錯体の電子相図」、ナノ分子  

磁性体の＿化学・物理・応用＠筑波、2008／11／28－29  

5．中田文也、金延恩、高田昌樹、守友浩「プルシャンブルー型Co－Fe錯体のホストーゲスト  

相互作用」、ナノ分子磁性体の化学・物理・応用＠筑波、2008／11／28－29  

6．柴田恭幸、守友浩「プルシャンブルー型錯体膜の電圧価数制御」、ナノ分子磁性体の化  

学・物理・応用＠筑波、2008／11／28－29  

7．柴田恭幸、中田文也、上岡隼人、守友浩（「プルシャンブルー型N卜Fe錯体膜の電子構  

造」、ナノ分子磁性体の化学・物理・応用＠筑波、2008／11／28－29  
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8．五十嵐一泰、中田文也、守友浩rNal．6Co［Fe（CN）6］。，，2．9H20膜の電子構造、ナノ分子磁   

性体の化学・物理・応用＠筑波、2008／11／28－29  

9．上岡隼人、中田文也、五十嵐－、守友 浩「TimeMreSOIvedspectroscopyofFe－Co   

cyanide創ms」先端光計測と光応答材料、2009／3／13－14  

10．中田文也、金延恩、高田昌樹、守友 浩「Controlofthespinstatetransitionbyguest   

waterinPrussian－bluetypeCo－Fecyanide」先端光計測と光応答材料、2009／3／13－14  

11．中田文也、守友 浩「Valence－di鞄rentialspectroscopyofCoNFePruSSianblue   

analogues」先端光計測と光応答材料、2009／3／13－14  

12．五十嵐～泰、中田文也、上岡隼人、守友浩「Variationintheelectronicstructureof   

hole加dopedCo－Fecyanides」先端光計測と光応答材料、2009／3／13→14  

13．柴田恭幸、守友浩「PruSSianBlueJunctionandElectricPressure－induced   

Ferromagnetism」先端光計測と光応答材料、2009／3／13－14  

14．柴田恭幸、中田文也、上岡隼人、守友浩「ElectronicandMagneticPropertiesof   

Valence－Contro11edN卜FeCyanide」先端光計測と光応答材料、2009／3／13－14  

15．松田智行、劉暁俊、所ひろ子、大越慎一、守友浩「ObservationofOctahedralRotation   

underPressureinRbMn［Fe（CN）6］」先端光計測と光応答材料、2009／3／13－14  

16．松田智行、金延恩1、大山健司2、守友浩、「NegativeTherrnalExpansioninMetal   

Hexacyanofbrrates」先端光計測と光応答材料、2009／3／13－14  

17．栗原祐太郎、中田文也、守友浩、「Valenceqd瀧rentialspectroscopyofFe－Fecyanide」   

先端光計測と光応答材料、2009／3／13－14  

18．X．W．Wu、DJ．Wu，XJ．Liu「Opticalinvestigationonsulfurdopinge馳ctsintitanium   

dioxidenanoparticles」先端光計測と光応答材料、2009／3／13－14  

19・H・Kamioka，F・Nakda，K・Igarashi，Y・MoritomorTime－reSOIvedspectTOSCOPyOfFe－Co   

Cyanide創ms」ISIM2009＠Tsukuba，2009／3／9－10  

20・F・Nakada，J・E・Kim，M・Takata，Y・Moritomo「Controlofthespinstatetransitionbyguest   

WaterinPrussian－bluetypeCo－Fecyanide」ISIM2009＠Tsukuba，2009／3／9－10  

21・F・Nakada，Y・Moritomo「Valence－di脆rentialspectroscopyofCo－FePruSSianblue   

analogues」ISIM2009＠Tsukuba，2009／3／9－10  

22．K．Igarashi，F．Nakada，H．Kamioka，Y．Moritomo「VariationintheelectronicstruCtureOf   

hole－dopedCo－FecyanidesJISIM2009＠Tsukuba，2009／3／9－10  

23．T．Shibata，Y．Moritomo「PrusSianBlueJunctionandElectricPressure－Induced   

Ferromagnetism」ISIM2009＠Tsukuba，2009／3／9－10  

24・T・Shibata，F・Nakada，H・Kamioka，Y・Moritomo「ElectronicandMagneticPropertiesof   

Valence－ControlledNトFeCyanide」ISIM2009＠Tsukuba，2009／3／9－10  

25．T・Matsuda，X．J．Liu，H．Tokoro，S．Ohokoshi，Y．Moritomo「ObservationofOctahedral   

RotationunderPressureinRbMn［Fe（CN）6］」ISIM2009＠Tsukuba，2009／3／9－10  

26・T・Matuda，J・E・Kim，K・00yama，Y・Moritomo rNegativeThermalExpansioninMetal   

Hexacyanofもrrates」ISIM2009＠Tsukuba，2009／3／9－10  

27・Y・Kurihara・，F・Nakda，Y・Moritomo「Valence－di脆rentialspectroscopyofFe－Fecyanide」   

ISIM2009＠Tsukuba，2009n／9－10  

28・X・W・Wu、D・J・Wu，Ⅹ・J・LiurOpticalinvestigationonsulfurdopingefftctsintitanium   

dioxidenanoparticles」ISIM2009＠Tsukuba，2009／3／9－10  

29・H・Kamioka・Y・Moritomo，W・Kasaka，S・Ohkoshi，一一Time－reSOIvedspeCtrOSCOPyOfFe－Co   

nanoparticle．’，ICROM2008，＠Tokyo，2008／4／3－4  
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30・F・Nakada，H■Kamioka，J・E・Kim，Y・Moritomo，ElectronicphasediagralTlOf   

Valence－COntrOlledCo－Fecyanide，ICROM2008，＠Tokyo，2008／4／3－4  

31．中川剛瓦福山祥光，安田伸広，大澤仁志，金廷恩，加藤健一，中田文也，上岡隼人，   

田中義人，木村滋，田中均，高田昌樹，大越慎一，守友浩、「StruCturaldynamicsof   

Co－Fecyanide別masinvestigatedbySynchrotron－radiationXてayPulse」、日本物理学   

会年次大会＠東京、2009／3／27－30  

32．五十嵐叩一泰，中田文也，守友浩、「欠損の少ないCo－Feシアノ錯体の価数制御」、日本物   

理学会分科会＠盛岡、2008／9／20－23  

33．上岡隼人，中田文也，守友浩、「価数制御されたCo－Feシアノ錯体膜における過渡吸収   

スペクトルの観測」、日本物理学会分科会＠盛岡、2008／9／20－23  

34・H．KamiokaY．Moritomo，W・Kosaka，S．Ohkoshi，”Chargetransfbrprocessesin   

CyanO－bridgedtransitionmetals・，The8thInternationalConftrenceonExcitonicProcesses   

inCondensedMatter，   

EXCONTO8＠Kyoto，2008／6／22－27  

＜受賞＞  

1．柴田恭幸：第2回ISIMSポスター寮  

2．中田文也：第5回数理物質科学研究科長賞  

3・Y・Moritomo：OutstandingRefbreefbrtheJournaloftheAmericanPhysicalSociety  

＜特許＞  

1．守友 浩、上岡隼人、「シアノ架橋金属錯体の微細加工方法およびシアノ架橋金属錯体   

の微細加工装置」、特願2008－28071l、高輝度光科学研究センター、2008／10／31  

2．守友 浩、柴田恭幸、「電圧駆動素子、電池、表示装置、磁性制御装置および反転対称   

性制御装置」、特願2008－284295、筑波大学、2008／11／5  

3．守友 浩、上岡隼人、「ポンプ・プロープ型の測定装置」、特願2009－052199、筑波大学、  

2009／3／5  

＜その他＞  

1．守友 浩、第53回物性若手夏の学校講師「構造解析の基礎と実際、そして、構造物性の   

最前線」那須、2008／8／7－11  
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