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◆研究キーワード
研究キーワード
高圧科学

／

放射光 X 線回折実験

／

圧力誘起相転移

／

◆主要業績

分子性結晶

／

複雑・不規則系

総数（
総数（3）件

・浜谷望
小谷正博ら編 第 5 版実験化学講座 6 巻 温度･熱，圧力
第 11 章 2 節 3 項 高圧 X 線回折･分光 435-444 丸善(2005).
・浜谷望
分子性結晶 SnI4 の多彩な高圧構造と相転移
高圧力の科学と技術 15、120-125
(2005).
・浜谷望
超高圧力下で中性子散乱実験を
日本中性子学会誌「波紋」 16, 8-11 (2006).

◆研究内容
高圧力下で表れる様々な新奇な相転移の実験的研
究が主要テーマである。適切な実験装置を選ぶとそ
れを顕微鏡を通して目で見ることができる。一例と
して、高圧水から高圧氷の結晶が成長する様子を添
付の写真に示す。
近年はとくにアモルファスや液体状態などの構造
不規則系の中で起きる相転移に注目している。この
ような現象を実験的に調べるには強力な探査プロー
ブが必要である。そのために、研究室に設置されて
いる強力 X 線発生装置の使用に加え、大型実験施設
として共用されている放射光 X 線を利用している。
本年度は、高圧下で複雑な相転移を示す四ヨウ化
錫についての解説、高圧力 X 線回折・分光実験法を
詳述した実験解説書(分担)、ユニークな高圧力中性子
散乱実験を解説した論文を発表した。

◆教育内容
大学院博士前期課程の教育
書籍購読（週 1 回通年)とゼミ（週 1 回通年)
研究テーマは下記の通り。
姜桂善：分子性結晶 BI3 の圧力誘起相転移
越山葉子：ヨウ化錫の圧力誘起アモルファスーアモルフ
ァス相転移
鈴木理沙（外舘良衛助教授指導）
：新しい酸化物高温超伝
導体の合成
学部四年生の教育
輪講（週 1 回通年)とゼミ（週 1 回通年)
卒業研究テーマは下記の通り。
青木真由：KMnF3 の高圧 X 線回折実験
松浦文恵：高圧液体の X 線回折実験に向けての準備
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◆Reseach Pursuits
Our principle research objective is to experimentally study various

◆Educational Pursuits
Education of graduate students in the master’s program

novel phase transitions occurring under high pressure. Such

Reading text book (weekly for a year) and seminar (weekly for a year)

phenomena can be looked by eyes through the microscope.

Research themes

Attached photograph show the moment when high-pressure ice

JIANG Guishan: Pressure-induced phase transition in molecular

crystals are growing in the high-pressure water.

crystal BI3

In recent years our research interest has been focused on phase

KOSHIYAMA Yoko: Pressure-Induced Amorphous-amorphous phase

transitions in structurally disordered systems such as amorphous

transition in SnI4

and liquids. In order to study such phenomena experimentally the

SUZUKI Risa (Associate Prof. TODATE Yoshiei as a principal adviser) :

use of very powerful probe is indispensable. We exploit extremely

Synthesis of new high-Tc oxide superconductors

brilliant x-rays emitted from a synchrotron radiation light source

Education of undergraduate students

as well as a laboratory apparatus capable of generating very

Reading text book (weekly for a year) and seminar (weekly for a year)

intense x-rays.

Research themes

In this fiscal year we published (1)a review of complex

AOKI Mayu: High-pressure x-ray diffraction study of KMnF3

high-pressure phase transitions in SnI4, (2)an article decribing

MATSUURA Funie: Preparation for x-ray diffraction experiment on

details of experimental techniqus of high-pressure x-ray diffraction

high-pressure liquid

and spectroscopic measurements, and (3)an article on a unique
neutron scattering experiment under high pressure.

◆共同研究例
・米の多結晶 X 線回折実験（生活科学部香西助教授）
・四ヨウ化錫の高圧力下の液体ー液体相転移の探索（愛媛大理渕崎教授)

◆将来の
将来の研究計画・
研究計画・研究の
研究の展望
常識の壁を崩した液体ー液体相転移はいまだ数例の実験的な検証しかなく、この相転移の普遍性や特性については
ほとんど未知である。
「圧力」が重要な外的変数であることに疑いはなく、この複雑・不規則な系の相転移に関する
研究をさらに進める。

◆共同研究可能テーマ
共同研究可能テーマ・
テーマ・今後実用化したい
今後実用化したいテーマ
したいテーマ
・X 線回折実験
・高圧 X 線回折実験
・圧力誘起相転移

◆受験生等への
受験生等へのメッセージ
へのメッセージ
今の受験勉強に明け暮れる高校生活ではなかなか実感するのが難しいかもしれませんが、不思議なことに心ときめ
かせ、未知の世界に飛び込むことに物怖じしない気持ちを育ててください。

316

