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新規スピントロニクス材料の薄膜・界面が示す特異な物性

の多自由度軟 X 線分光 
Multi-variable soft x-ray spectroscopic study of new 
spintronics materials: Novel phenomena in thin films 
and at interfaces 

藤森 淳・東京大学大学院理学系

本研究課題の目的は、スピントロニクス材料への応用が期待されている新

規磁性薄膜・多層膜について、軟 X 線 MCD を主とした複数の相補的な実験

手法を組み合わせることによって、磁気モーメントの異方性や空間分布などの

ミクロな磁気状態を明らかにすることにある。様々な外場やパラメータを変化

させ磁気状態・電子状態の変化を調べることにより、磁性薄膜・多層膜の磁性

の制御方法に関する手掛かりを得る。分光から得られた情報を試料作製グル

ープにフィードバックし、新たな磁気特性を示す材料の開発へと繋げる。

最終年度となる本年度の主要な成果として以下の結果が得られた。今後、

これらの結果を論文として報告することを目指す。

(1) 蛍光収量法による磁場中での深さ分解 XAFS/XMCD[1]を用いて，Co/Pt
界面におけるスピンおよび軌道磁気モーメントの角度依存性の観察[2]や，

スパッタ蒸着中の Cu 表面の電子状態の観察[3]を行った。

(2) PEEM-EXAFS を用いて、Fe/BaTiO3 薄膜の Fe-Fe 結合距離の空間分布

を観察した[4]。
(3) 前年度までに行ってきた CoMnO3 のエピタキシャル薄膜の XMCD 測定の

結果について、磁気異方性についての定量的な評価を行った。低温からネ

ール温度付近まで異方性磁界が一定であること及び Co2+の軌道角運動

量と磁気異方性が比例することを新たに見出し、CoMnO3 薄膜が軌道フェ

リ磁性体である可能性を示唆する結果が得られた[5]。
(4) マルチフェロイック Fe2Mo3O8 薄膜についての XMCD 測定を行った結果、

Al2O3 基板上試料の場合に磁性不純物を抑制した Fe2+由来のフェリ磁性

が生じることが明らかになった[6]。現在、これの角度依存 XMCD 測定およ

び磁気線二色性(XMLD)測定に引き続き取り組んでいる。
[1] K. Amemiya and M. Sakamaki, AIP Conf. Proc. 2054, 040001 (2019).
[2] 雨宮健太，鈴木真粧子, 第 22 回 XAFS 討論会 (Sep. 2-4, 2019).
[3] 雨宮健太, 第 33 回放射光学会年会 (Jan. 10-12, 2020).
[4] M. Suzuki-Sakamaki and K. Amemiya, Jpn. J. Appl. Phys., submitted.
[5] H. Koizumi et al., Phys. Rev. B 100, 224425 (2019).
[6] 毛司辰，芝田悟朗，藤森淳，長谷川哲也ほか，第 80 回応用物理学会 秋

季学術講演会 (Sep. 18-21, 2019).
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2016S2-006 (2016 年度第 2 期-2019 年度第 1 期) 
 LEPD 実験ステーション／SPF-A4 

低速陽電子回折法による表面構造解析 
Surface structure analysis 

by low energy positron diffraction 

兵頭俊夫１、和田健２、白澤徹郎３、望月出海１、 

藤浪眞紀４、前川雅樹２、河裾厚男２、高橋敏男 5 

１ KEK、２ QST、３ AIST、４ 千葉大、５ 東京学芸大

低速陽電子回折(LEPD、レプト)は、低速電子回折(LEED)の陽電子版で、数

10～数 100 eV 程度の陽電子の垂直入射による回折実験手法である。非常に

複雑な散乱因子を持つ電子に対し、陽電子は X線同様に単純で、LEED よりも

多重散乱が少なく、かつより表面敏感であると考えらえている。LEED は複雑

な多重散乱のため解析が困難になることがあるが、LEPD はその困難を解決

する理想的な表面構造解析手法となり得ると期待されている。特に LEED を使

った表面研究を行なっている研究者からの共同利用の要望が高い。 

放射性同位体を用いた低速陽電子ビームでの実験も可能であるが、ビー

ム強度に難があり測定時間がかかりすぎる。そこで我々は、KEK 低速陽電子

実験施設の加速器ベースの高強度パルス低速陽電子ビームを用いた LEPD

実験ステーションを開発を計画した。

その結果、DLD 検出器を用いた LEPD 装置を完成させ、図のような LEPD パ

ターンの取得に成功した[1]。さらに、Ge(001)-c(4×2)表面に対して、LEED で

通常行なわれる I -V 解析 (各回折スポット強度の入射エネルギー依存性の

解析) と、表面パターソン関数による逆変

換の解析の検証を行なっている。そのた

めに、これまでの検出器において効率的

な測定の妨げとなっていた図のような十

字型のデッドエリアの無い、新たな位置

敏感検出器を組み込んだ装置の設計・作

製を行なった。電子銃を用いた動作試験

では良好な結果が得られている。今後、

2018 年度に新規開発完了した低速陽電

子輝度増強ビーム用の静電レンズをこの

新検出器に組込み、改良装置での LEPD

パターンの取得を試みる予定である。

[1] K. Wada et al.、 e-J. Surf. Sci. Nanotechnol. 16、 313 (2018).

受賞；日本表面真空学会 令和元（2019）年度 技術賞
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       BL-3A/BL-4C/BL-7C/BL-8A/BL-8B/AR-NE1A 

外場および次元性による分子性固体の構造と物性の制御 

Phase control of molecular systems by using 
external fields and/or dimensionality 

熊井 玲児 

高エネルギー加速器科学研究所 物質構造科学研究所 

実験組織  岡山大(近藤)、東大物工(荒井、長谷川)、物構研(佐賀山(遼))、東

大物性研(出倉、横森、森)、CROSS(中尾)、京都大学 (石川、中野)、他 

 

研究目的  本 S2 型課題では、種々の有機分子集合体(単結晶、あるいは薄

膜)を用いて、特に外場と次元性による構造と物性の制御という観点から、こ

れらの構造的知見を得ることを目的とする。また、これを通じて、種々の物資

における物性発現機構を明らかにするとともに、新物質開発のための設計指

針の構築を目指す。 

 

2019 年度の研究進捗状況 BL-8A,8B,AR-NE1A において IP 回折計により、

種々の物質を用いた精密構造解析、高圧下、電場下回折実験などを行った

他、BL-7C において薄膜・表面回折計を用いて有機薄膜試料の回折・散乱実

験を行った。以下にいくつかの研究例を記す。 

1) 有機(反)強誘電体の構造と物性 

電場による分極反転に際して、格子の変形を伴い、大きなピエゾ効果が期

待できる系として、分子、あるいは置換基が回転する「回転型強誘電体」の

開発に取り組んだ。一部の物質ではキュリー温度以上で置換基の回転に

基づくプラスチック相が観測され、分極反転の起源が置換基の回転にある

ことを確認した。また、巨大電歪効果やエネルギー貯蔵など、反強誘電体

や常誘電体の積極的な利用について検討を行っており、電場あるいは温

度により誘起される分極構造の解析を進めている。 

2) 有機半導体結晶・薄膜の構造評価・構造解析 

高い結晶性で知られる BTBT 骨格や BTNT 骨格を有する有機半導体につ

いて、薄膜あるいは極薄単結晶を用いて構造評価・構造解析を行った。一

軸配向性薄膜では、製膜後の熱アニールにより、2 分子膜構造の秩序が

形成され、半導体特性の向上に繋がることが明らかになった。 

3) 水素結合ユニットを有する有機導体の構造と物性 

水素結合ユニットにより 3 次元のフレームワーク構造を形成するジチオレン

錯体結晶を作成し、その構造を決定した。また、水素結合ユニットを有する

有機導体の電気伝導特性の温度あるいは圧力による変化がプロトン移動

により誘起されることを構造解析から明らかにした。 
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BL-19A 

水惑星学創成のための STXM 分析拠点の形成と応用 
Establishment and application of STXM system for 

the development of aquaplanetology research 

高橋嘉夫 1,2、菅大暉 1、武市泰男 2、福士圭介 3、木村正雄 2、中田亮一 4、臼井

寛裕 5、小池みずほ 5、若林大祐 2、山下翔平 2、薮田ひかる 6、癸生川陽子 7、

諸野祐樹 4、浦本豪一郎 8、白石史人 6、柏原輝彦 4、光延聖 9、板井啓明 1、 

鍵裕之 1、坂田昂平 10、小野寛太 2、関根康人 11 

(1 東京大、2KEK-PF、3 金沢大、4JAMSTEC、5JAXA、6 広島大、7 横浜国大、 
8 高知大、9 愛媛大、10 国環研、11 東工大・地球生命研)

本 S1 課題は、科研費・新学術領域研究「水惑星学の創成」（研究代表

者：関根康人; 研究期間：2017-2021 年）の予算（1.75 億円）を建設費用

の一部に充てて PF に新設した BL-19 に、走査型透過 X 線顕微鏡（STXM; 
Scanning Transmission X-ray Microscopy）を配備し、惑星表面の水環境の

復元や探査機「はやぶさ２」の帰還試料（小惑星リュウグウ）に関する

分析を進めることを主眼とし、さらに関連分野（地球惑星科学、環境科

学、生命科学、材料科学などを含む）へ STXM を展開することを目指し

た課題である。今年度は、BL-19 の整備と BL-19A への STXM の設置・

調整を進めた。特にこれまで STXM を展開していた BL-13A に比べてよ

り広いエネルギー（100-2000 eV）が対応可能となったことから、新規に

測定可能となった元素の予備的な分析（ケイ素 K 吸収端、硫黄 L 吸収端

など）を進めた。さらに、地球における汚染を防ぐため、グローブボッ

クスを利用した汚染フリーな分析法の立上げも行った。また併設されて

いる BL-19B では、軟 X 線領域の XAFS のバルク分析に利用可能な測定

装置を整備し、蛍光法と電子収量法の２つの検出法を複合的に利用しな

がら、STXM で利用する参照試料の分析を進める手法を開発した。これ

らの予備検討を基に、水惑星学のユーザー研究への展開も図り、リュウ

グウと類似の性質を持つとされる CM2 コンドライトや、リュウグウの水

環境復元のための粘土鉱物中の主要元素の分析などを進めた。これらの

研究のうち、3 件の研究が論文発表に至っている（Adachi et al., 2019; 
Shiraishi et al., 2019; Kebukawa et al., 2020）。また、関連研究者による STXM
分析を促進するため、新学術領域研究の活動の一部として、STXM 利用

研究を希望する研究者を公募し 8 件を採択し、新学術領域研究メンバー

および本 S1 課題メンバーが分析サポートをすることで、新しい研究の推

進も図った。この公募研究においても、環境中の微粒子のキャラクタリ

ゼーションの論文などが論文化されている（Okumura et al., in press）。 
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BL28 

高分解能角度分解光電子分光による 
新奇量子物質におけるエキゾチック準粒子の探索

Exotic quasiparticles in novel quantum materials
studied by high-resolution ARPES

佐藤 宇史１,２ 
１ 東北大学 WPI-AIMR, ２ 大学院理学研究科

  物質の素励起は、フェルミ準位近傍において形成される様々な準粒子バン

ドによって記述される。近年注目されている高温超伝導体、グラフェン、トポロ

ジカル絶縁体などの新奇量子物質の多くは、ディラック粒子、ワイル粒子、マ

ヨラナ粒子などの「エキゾチック準粒子」により物性が特徴付けられており、巨

視的量子物性やデバイス応用のための研究が急ピッチで展開されている。本

研究では、BL28における偏光可変高輝度光を利用した高分解能 ARPESエン

ドステーションの整備・改良を行い、これを用いて、トポロジカル半金属、原子

層物質、高温超伝導体などの新奇量子物質における低エネルギー励起状態

を高精度に決定し、エキゾチック準粒子と特異物性発現機構との関連を明ら

かにすることを目的とする。研究を強力に推進するために、新たに建設を進め

ている広角度取込型の静電半球アナライザーを備えたエンドステーションの

整備・改良を行う。本年度は、マイクロ ARPES 測定の実現に向けて、これまで

Bブランチに配置していた ARPES装置全体を Aブランチに移動し、アナライザ

ーと光軸の調整、自動測定ソフトウェアの開発、MBE と ARPES 装置のマッチ

ング調整などを行い、それと並行して、様々な高機能物質の高分解能 ARPES

を行った。CeBi においてバンド反転に伴うディラック電子バンドを直接観測し、

二段磁気転移に伴う電子状態の劇的な温度変化を明らかにした [1]。

1T-HfTe2単結晶に Kを蒸着し、電子構造を ARPESによって可視化することで、

表面電子構造の次元性を系統的に変化させる新しい手法を確立した[2]。

1T-VTe2原子層薄膜のフェルミ面を ARPES によって決定した[3]。多面体かご

状構造をもつ超伝導体 BaIr2Ge7 のフェルミ面、バンド分散の観測を行い、

Ir-Ge 結合によるバンドが３次元的なフェルミ面を構成していることを明らかに

した。デラフォサイト型銅酸化物 CuAlO2と CuCrO2の電子構造を比較し、前者

中の Cuは純粋に 1価であるのに対し、後者では Cu-Cr間の僅かな電荷移動

により 2 価成分を持つことを明らかにした[4]。鉄系超伝導体 FeSe のネマチッ

ク軌道秩序状態を明らかにし、集団的な揺らぎを観測した[5]。(Ge,In)Te 系に

おける価電子帯と In 価数状態を明らかにすることにより、価数スキッピング超

伝導の可能性について議論した[6]。

発表論文： [1] H. Oinuma et al., Phys. Rev. B 100 (2019) 125122. [2] Y. Nakata et

al., Phys. Rev. Mater. 3 (2019) 071001(R). [3] K. Sugawara et al., Phys. Rev. B 99

(2019) 241404(R). [4] K. Takahashi et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88 (2019) 074701. [5] T.

＜PF S型課題＞　P2-2018S2-001



Shimojima et al., Nature Commun. 10 (2019) 1946. [6] M. Kriener et al., Phys. Rev. 

Lett., in press (2020). 他



PF-BL5A、PF-BL8A、PF-BL9A、PF-BL12C、PF-AR-NW12A

ソフトクリスタル群の微小外場誘起構造相転移における X

線・UV-VIS 同時 in-situ 測定
X-ray and UV-VIS simultaneous in-situ

measurements of a structural phase-transition 
induced by small external-field in the softcrystals 

佐藤文菜・自治医科大学

本課題の研究対象であるソフトクリスタルは、光を照射する、蒸気にさらす、

機械的刺激を加えるなどの比較的弱い外場印加によって、発光特性の変化

や結晶相転移を引き起こすことが可能な新規機能性物質群の呼称である。た

とえば、有機溶媒蒸気にさらすと発光特性の変化するクロミック金属錯体結晶

[1]や、弱い機械刺激を結晶の一部に加えることで結晶相転移がドミノ的に全

体に広がる金イソシアニド錯体結晶[2]、有機超弾性を示す新たな低分子結晶

[3]等である。

本研究課題では、それらソフトクリスタル群の励起状態の構造及び電子状

態、またその相転移の過程を、放射光を用いた X 線結晶構造解析と X 線吸収

分光により観測することが目的である。光照射に反応するソフトクリスタル結

晶には、CW 光ないしパルスレーザーを用いて外場を与え、蒸気によってベイ

ポクロミズムを起こす試料については、試料セルに接続したトラップから蒸気

を送り込み、反応を開始させる。ソフトクリスタルの構造変化ないし状態変化

の時間スケールは様々で、ピコ秒オーダーのものから数時間オーダーの遅い

伝播現象を示すものまで存在する。そこで、我々は試料の性質に応じて精密

構造解析を重視した測定と、時間分解能を重視した測定をそれぞれ行うため、

複数のビームラインを横断的に利用している。 

本課題は、新学術領域研究「ソフトクリスタル」の計画研究の一貫として行

われており、領域内外での共同研究を多く行っている。例えば、多孔性材料に

担持させた Pt 錯体はベイポクロミズムを示し、その X 線吸収分光測定によっ

て Pt 周辺の配位環境を明らかにした[1]。また、マンガン二価錯体の単結晶は、

結晶溶媒の種類や配置の違いにより発光色が異なるルミノクロミズムを示し、

発光寿命などの励起状態ダイナミクスもまた、異なる挙動を示す。マンガン錯

体結晶の光照射下での構造解析も行っており、その進捗も報告する。 

[1] H. Matsukawa et al., Scientific Reports 9 (2019) 15151.

[2] H. Ito et al., Nature Commun.  4 (2013) 2009.
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BL-2BF, BL-11A, BL-13A, BL-16A

PF 2.5GeV リングハイブリッドモード運転を活用した 

軟 X 線時間分解計測の展開 

Developments of time-resolved soft x-ray 
experiments by utilizing the hybrid-mode operation 

at PF 2.5 GeV ring    

足立純一・高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 

 真空紫外・軟 X 線 (VSX) を用いることにより、光吸収過程では軽元素 K 

端および遷移金属 L 端を励起することができ、また、光散乱過程にて超格子

構造のような長周期回折信号を得ることができる。VSX の特徴と放射光のパ

ルス性を活用することにより、他の手法にはないダイナミクスの情報を得るこ

とが期待できる。VSX 放射光のパルス性を活用したダイナミクス計測は、関

心が高まっているけれども、PF 2.5 GeV リングでは、全体の運転時間の削減

の影響もあり、パルス性を活用する計測に適しているが全体の光量は少なく

なるシングルバンチ運転モードは、行われなくなっている。一方で、パルス性を

活用するための計測と標準的な計測の両立を目指したハイブリッド (HB) モ

ード運転が実現されている。

 本S2型課題では、その HB モードの孤立バンチからの光を取り出す装置で

ある磁気軸受型パルスセレクターの開発を行うとともに、気体・液体・固体を試

料としたそれぞれの研究分野で特徴的な計測法を PF 2.5 GeV リングにて確

立することを目指している。 

1. 磁気軸受型パルスセレクター開発

2. コインシデンス計測による多重光電離ダイナミクス

3. 溶液中光反応に対する VSX 過渡吸収スペクトル測定法の開発

4. 時間分解共鳴軟 X 線散乱計測による光誘起相転移現象の解明

 本発表では、第 2 年度の進捗状況について報告する。磁気軸受型軟 X 線

パルスセレクターがようやく完成し、その性能と評価実験について紹介する。

この装置を利用し、いくつかのコインシデンス計測装置での実験・装置評価を

行った。そして、レーザーpump-放射光 probe による時間分解共鳴軟 X 線散

乱計測の進展状況を報告する。また、溶液に対する VSX 過渡吸収スペクトル

計測は、PF リングでは実現できていないが、その準備状況について報告す

る。 

＜PF S型課題＞　P2-2018S2-003



BL-2A. BL-16A 

ディラック酸化物の探索 

Search for oxides with Dirac fermion using the 
combination of sophisticated oxide growth techniques 

and advanced synchrotron-radiation analysis  

組頭広志 1,2、堀場弘司 2、湯川龍 2、北村未歩 2、小畑由紀子 2、志賀大亮 1,2、他 

東北大学多元研 1、KEK 物構研放射光科学研究系 2

 本 S2 型課題では、放射光解析に基づく量子物質開発「Materials by 

design」というスキームを用いて、１．化学的に安定・安全であり、２．

諸物性がバラエティーに富み、かつ、３．電子デバイス材料との親和性

が高く応用性の高い酸化物でディラック電子系を実現することを目的と

している。具体的には、理論計算により予言されている幾つかの酸化物

および超構造をレーザー分子線エピタキシー（MBE）法を駆使して合成し、

ディラックコーンの存在をその場での角度光電子分光（in-situ ARPES）

により直接決定する。ここで、放射光の円偏光依存性（右円・左円偏光

の 2 色性）を用いてスピンテクスチャ状態を特定することで、ディラッ

ク電子状態の検証（必要条件）を、最終的には既存の光電子アナライザ

ーにスピン検出器を導入することで、特定の波数におけるスピン分解

ARPES による検証を必要十分条件で可能とする。さらには、「ディラック

電子の検証」にとどまらず、本 S2 課題メンバー内の薄膜作製グループと

の密接な連携を通して物性評価、および超構造・デバイスの製作へと展

開する。ディラック電子系を酸化物で実現できれば、絶縁体から金属、

超伝導から強磁性に至るほぼすべての物性を内包する機能性酸化物との

ヘテロ接合を用いることで、多彩な物性制御が可能になり、基礎研究の

みならず応用上の大きな展開が期待される。

  本年度は、1) ディラック電子の存在が予測されている VO2/TiO2 超格

子への研究展開に向けた VO2の超薄膜作製および電子状態評価[1]、2)非

占有状態にディラック点を持つことが予測されている BaBiO3の薄膜作製

と K 蒸着による表面電子ドープに伴う界面電子状態評価、3) 磁性ファン

デルワールス超格子である(MnBi2Te4)m(Bi2Te3)n のディラック点の ARPES

による特定[2]を行った。また、LaMnO3/LaNiO3強磁性界面における電子・

磁気特性評価を行った[3]。 

[1] D. Shiga et al., Phys. Rev. B 99, 125120 (2019).
[2] J. Wu et al., Sci. Adv. 5, eaax9989 (2019).
[3] M. Kitamura et al., Phys. Rev. B 100,245132 (2019).

＜PF S型課題＞　P2-2018S2-004



使用ステーション／BL-13B, 3B 

BL-13B 光電子分光システムのマイクロ測定を目指した 

高度化と機能性材料の精密物性評価研究 
Precise Evaluation of Physicochemical Properties of 

Functional Materials and Catalysts by Advanced 
Photoemission Measurement Systems at BL-13B  

小澤健一 1，相浦義弘 2，枝元一之 3，大野真也 4，近藤 寛 5，冨重圭一 6， 

中山泰生 7，間瀬一彦 8，山田洋一 9，吉信 淳 10

1 東工大，2 産総研，3 立教大，4 横国大，5 慶応大，6 東北大， 
7 東理大，8KEK 物構研・総研大，9 筑波大，10 東大物性研 

 2018 年度第二期から，数十マイクロメートル以下の空間分解能で試料表面

の電子物性を評価できる顕微分光測定の実現を目指して，真空紫外から軟 X

線領域の高輝度放射光を利用して光電子分光・X 線吸収分光測定ができる

BL-13B の高度化をスタートさせた（S2 課題：2018S2-005）。 

高度化のための開発は段階的に進めている。まず，2018 年 10 月からエンコ

ーダーを組込むことで 1 μm 以下の位置分解能を持たせた試料マニピュレータ

用の xyz ステージの設計・製作を開始した。2019 年 4 月，この xyz ステージと

秒以下の角度分解能を持つ中空型回転導入器（iRS152，真空光学）を組合せ

た新ステージを SES200 光電子分光装置に組み込んだ。2019 年度の第一，二

期のビームタイムにおいて，ステージ制御プログラムの開発，ステージ位置制

御の評価（精度，安定性），および放射光ビーム形状の評価（従来のビームラ

インセットアップでのエネルギー依存性，偏光依存性の評価）を行った。その

上で，パルスレーザーアブレーション法で成膜した SnO 薄膜の均一性を X 線

吸収スペクトルから評価し，本測定システムが 100 μm×30 μm の空間分解能

で表面組成や電子状態を検証できる性能を有していることを実証した（2020

年 1 月現在）。 

 上記のシステム高度化と並行して，（1）有機太陽電池材料の電子物性評価

や色素増感太陽電池の新規増感剤分子の構造評価，（2）触媒・光触媒活性

評価のための in situ 観測，（3）高感度分子センサーのオペランド計測，（4）人

工物メトリックス認証を目指したカーボンナノチューブ複合紙の評価といった研

究を進め，顕微測定に相応した材料の探索を行ってきた。 

2020 年夏には，2 軸 i GONIO（新規設計）と後置鏡の 2 m：0.8 m トロイダルミ

ラーを，物構研の「低温マイクロARPESプロジェクト」のサポートにより導入し，

BL-13B のシステム高度化を達成する。そして 2020 年度第二期ビームタイム

で角度分解分光（ARPES）を含めた光電子分光と X 線吸収分光の顕微測定を

φ30 μm の空間分解能で行える環境を整備して，軟 X 線分光による顕微測定

システムとして本格運用を開始する予定である。

＜PF S型課題＞　P2-2018S2-005



BL-3A,/4C, 8A/8B, 16A 

コヒーレント軟 X 線回折によるメゾスコピック領域の

磁気イメージング 
Mesoscopic Magnetic Imaging  

by Coherent Soft X-ray Diffraction 

山崎裕一 

（物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門）

電子の持つ自由度である電荷・スピン・軌道のうち電荷の情報のみを使った従来の

半導体エレクトロニクスに対して、スピンの自由度も活用したエレクトロニクス技術

であるスピントロニクスが近年盛んに研究されている。材料の物性やデバイスの特性

を理解するためには、平均構造だけではなく内部の電子構造が外場に対してどのよう

に応答するかを実空間観測することが重要となり、ナノスケールの空間分解能で磁気

秩序や電子状態を観測することが求められる。そのため、メゾスコピック領域におけ

る磁気構造、及び電子状態を高時空間分解能でかつ、材料やデバイスが実働している

状態を観測するオペランド観測が可能な実験手法の必要性がますます高まっている。 

本研究は、共鳴軟 X 線散乱を用いたコヒーレント軟 X 線回折イメージングによ

るメゾスコピック領域の磁気構造や電子状態の実空間観測を行うことを目的とする。

特に、共鳴 X 線散乱の特性を最大限に活かした、コヒーレント X 線回折によるホロ

グラフィー測定や位相回復アルゴリズムによる磁気テクスチャの実空間イメージン

グ、パルス放射光を使った時分割測定による磁気テクスチャの高速ダイナミクス観測、

電流・電場・磁場・応力など多彩な外場に対する磁気テクスチャの応答観測を行って

いく。これらの研究により、メゾスコピック磁気構造の基礎物性を構造物性・電子物

性の観点から解明し、強相関電子系やスピントロニクス物質、機能性材料で観測され

る創発物性の発現機構や特性の解明を目指していく。

本ポスター発表では、開発を進めているコヒーレント軟 X 線回折顕微鏡の進捗状況

を示すと伴に、磁気ドメインからの磁気回折やテストパターンのフレネル回折の結果

について紹介する。

＜PF S型課題＞　P2-2018S2-006



 PF-AR／NE1 

偏光特性を活用した核共鳴前方散乱法による Fe 系化合物

の軌道秩序とその揺らぎの観測 
Direct observations of orbital orders and

fluctuations in iron-based compounds using nuclear 
forward scattering technique 

池田修悟 1, 永田晃太郎 1, 岸本俊二 2, 船守展正 2, 小林寿夫 1

１ 兵庫県立大学、２ 高エネルギー加速器研究機構-物質構造科学研究所 

強相関電子系化合物の多彩な物性の起源として、軌道が関与する相互作

用が注目されている。本課題は、鉄系超伝導体を最初の研究対象とし、多重

極限環境下の核共鳴前方散乱(NFS)実験から 3d 軌道秩序が物性に与える

影響の解明を目指す。NFS 実験は、高分解能モノクロメーターにより単色化さ

れた偏光 x 線を用いて 57Fe 核を共鳴励起させ、その後前方へ放出されるγ線

の干渉を時間領域で観測する(図 1(a))。単結晶試料によるNFSでは、57Fe核

サイトの電場勾配(ΔE)の絶対値と主軸の情報が得られるので、そこから3d電

子空間分布の変化(軌道秩序)が観測される。しかし金属状態の鉄化合物の

ΔEは小さいため、ΔEの主軸方向を決めることに困難が伴う。そこで本課題で

は、永久磁石により磁化方向を揃えた金属鉄との同時測定を行った。この環

境では、金属鉄からのγ線は偏光が揃うため、試料のγ線の偏光状態がその

干渉に影響され、その結果精度良く ΔE の主軸を決めることができる。

4.3GPa, 4K における鉄系超伝導体 EuFe2As2の測定結果を図 1(b,c)に、

示す。4.3GPaでの基底状態は常磁性である。正方晶EuFe2As2の鉄サイトの

対称性は 4m2 であるため、その対称性から ΔE の主軸は c 軸と平行と考えら

れる。しかし、この仮定ではEuFe2As2のみのスペクトルを再現できるが、金属

鉄との同時測定スペクトルは図 1(c)の矢印で示す時間依存性が再現できない。

この特徴は、ΔE の主

軸がc面にあると考え

ることで再現される。

本測定及び解析結果

は、4.3GPa, 4K にお

ける EuFe2As2 の鉄

サイトの 3d 電子空間

分布が、正方晶の 4
回対称性を持たない、

つまり軌道秩序の可

能性を実験的に示し

ている。

図 1 : (a) 核共鳴前方散乱実験の模式図。(b,c)4.3 GPa
及び 4 K における EuFe2As2の測定時間スペクトル。実線

(青)は解析結果。 

＜PF S型課題＞　P2-2019S2-001



       PF-AR NW2A、PF BL-15A1、BL-9C など 

X 線顕微鏡を中心とした航空機材料の機能マッピング 
Mapping of functioning in materials for airplanes 

using X-ray microscopes 

木村正雄１,2、渡邊稔樹１、内山智貴 3、山本健太郎 3  

君島堅一１,2、武市泰男１,2、丹羽尉博１、内本喜晴 3 
１KEK-物質構造科学研究所-放射光、2 総研大-高エネ加速器科学研究科、 

3 京大-人間・環境学研究科 

 航空機材料は、劣化や破壊が生じると甚大な影響を与えるため、チャンピオンデ

ータだけでなく 使用環境で長期にわたり機能を維持する信頼性が重要となる。その

ためには、材料の階層構造や不均一性を丸ごと評価することが不可欠である。本課

題では、航空機の機体用の構造材料および電池材料について X 線顕微鏡を中心と

して、特性発現を決めている材料の機能マッピングを行い、マクロ特性との関連性を

解明するため以下の二点で取り組んでいる。

(1) 機体の翼や胴体の構造材料として用いられている炭素繊維強化プラスチック

（CFRP）の、応力印加下でのき裂の起点と進展メカニズム

(2) リチウムイオン電池の、充放電サイクルにおける金属元素の化学状態の不均

一性(heterogeneity)の変化と特性の関連性解明
 

(1)については、in house X-CT によるマク

ロ観察、NW2A に設置した XAFS-CT 顕微

鏡によるナノ観察 1, 2、を組み合わせて、

CF/epoxy 系の CFRP のマルチスケールで

のき裂観察を実施した。その結果、(A)樹
脂内でのき裂発生と、(B)炭素繊維/樹脂界

面での剥離、が競合して、き裂が発生し伝

搬するメカニズムを解明した(図 1)3。今後、

異なる種類での CFRP でのき裂観察、炭素

の化学状態観察 4、等を進めて行く。 

(2) については、BL-9C でのバルク観察、BL-15A1 でのセミマイクロビームによる

XAS マッピング観察、XAFS-CT 顕微鏡によるナノ観察 1, 2、を組み合わせて、

LiCoO2 系の充放電サイクルにおける Co の化学状態の観察手法を検討した。その

結果、XAFS-CT による二次元-XANES マッピングにより、Co の化学状態の不均一

(heterogeneity)を明瞭に in situ 観察することに成功した。今後、合剤電極を作製する

際の溶剤や活物質の形態を変えて観察を進めて行く。

KEK での放射光実験は、PF-PAC 2019S2-002 のもとで実施された。本研究の一部は内閣府の総合科学技

術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「革新的構造材料」（ユニット D66）（管理

法人：JST）、および JSPS 科研費 JP 19H00834 の助成を受けて実施した。 

[1] Y. Niwa et al., AIP Conf. Proc., 2054, 050003 (2019), [2] M. Kimura et al., The Chemical Record,
19, 1462 (2019), [3] M. Kimura et al, Sci. Rep. 9, 19300, (2019), [4] 武市ら, 第 22 回日本 XAFS 討

論会(2019), [5] 渡邊ら, 第 22 回日本 XAFS 討論会(2019), [6] 渡邊ら, PF 研究会「XAFS・X 線顕

微鏡分光分析分野での IMSS, PF 戦略的利用に関する研究会」 (2019).

図 1 応力印加下での X 線顕微鏡観察により解明さ
れた CFRP 内部のき裂進展。a:応力印加面内、b,c:き
裂進行方向のそれぞれの断面図。 

＜PF S型課題＞　P2-2019S2-002



PF BL-7A, 16A 

軟 X 線深さ分解 XAFS/XMCD 法による 

スピントロニクス材料研究の夜明け
Daybreak of spintronics material research by means 
of soft X-ray depth-resolved XAFS/XMCD technique 

雨宮健太 

KEK 物構研

軟 X 線領域の深さ分解 XAFS/XMCD 法は，申請者らが PF において世界に先

駆けて開発してきた手法であり，磁性薄膜の化学状態，磁気状態の深さ方向

の分布を，ナノメートルを超える深さ分解能で元素選択的に観察できる，世界

的に見てもユニークかつ極めて強力なものである。申請者の雨宮と鈴木は，

この手法を様々な磁性薄膜に応用し，磁気的性質の鍵を握る界面の観察へ

の有効性を示すとともに，手法の高度化，測定・解析の効率化を進めてきた。

これを受けて本研究では，磁性薄膜を用いたスピントロニクス材料の開発に

おいて革新的な成果を挙げている第一線の研究者を結集し，深さ分解

XAFS/XMCD の応用を飛躍的に進めることによって，世界を先導する研究成

果を PF から創出することを目的としている。スピントロニクス材料の機能発現

においては，磁性薄膜の界面の状態が決定的な役割を果たしており，まさに

深さ分解 XAFS/XMCD が威力を発揮する分野である。本研究ではさらに，最

近開発に成功した磁場・電場中での深さ分解 XAFS/XMCD 法を駆使したオペ

ランド測定を用いて，磁性薄膜の界面をより動作中に近い状態で観察すること

によって，次世代スピントロニクス材料の開発につなげることを目指す。

図： 電子収量法(a)および蛍光収量法(b)による深さ分解 XAFS/XMCD 測定 
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