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研究の概要 
高輝度放射光を用いた光電子顕微鏡システムを新しく開発し、１）磁性ナノエレクトロニクス、２）半

導体ナノエレクトロニクス、４）環境科学（触媒化学・表面化学）、４）ライフサイエンス（ナノバイ

オロジー）、の４分野におけるナノ構造の物性を解明し、新しい機能デバイスの開発に貢献する。 
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複合新領域／ナノ・マイクロ科学／ナノ材料・ナノバイオサイエンス／放射光光電子顕
微鏡、ナノ分光法、半導体、磁性体、環境科学 

１．研究開始当初の背景・動機 
次世代の超高密度磁気記憶システムや

ULSI、半導体レーザの開発に向けて、ナノ
サイズの磁性体、極薄ゲート絶縁膜、半導
体量子ドットの研究が進められている。具
体的には、磁性ナノ構造における基本的な
物理現象の解明と制御方法の開発、ULSI ゲ
ート絶縁膜中面内不均一性（相分離現象）
の解明と制御、半導体量子ドット中の組
成・電子状態・歪みの解析、などが強く求
められている。一方、触媒化学・表面化学
においては、真の反応機構を明らかにする
ためナノ領域における化学状態、電子状態
の分布、その時間変化の解析が必要である。
さらに、ライフサイエンスの分野ではバイ
オセンサーの開発が盛んに行われているが、
機能を持つ単一分子の電子状態、局所構造
の変化を直接観測するまでには至っておら
ず、単一分子の XAFS 解析、キラリティ解析
技術が強く求められている。 
２．研究の目的 
 高輝度放射光を用いた光電子顕微鏡
PEEM システムを新しく開発し、１）磁性ナ
ノエレクトロニクス、２）半導体ナノエレ
クトロニクス、３）環境科学（触媒化学・
表面化学）、４）ライフサイエンス（ナノバ
イオロジー）、の４分野におけるナノ構造の
物性を解明し、新しい機能デバイスの開発
に貢献することをねらいとする。 
３．研究の方法 
 放射光光電子顕微鏡システムを有効に機
能させるために、PF の BL-28B ビームダ
クト、集光ミラー装置を設置し、ナノ分光
法開発を行っている。さらにコンビナトリ
アルレーザーMBE 装置で光電子顕微鏡測定

用試料作製のために、エキシマレーザー、
半導体レーザーを購入し、組成傾斜薄膜作
製を行い、電子状態イメージングを実現し
ている。さらに、光電子顕微鏡システムの
発展形として放射光ナノビームを用いた走
査型光電子顕微鏡装置を開発し、高分解能
電子分析器と 2次元検出器を購入し、PEEM
システムと補完的に使用している。 
 
４．これまでの成果 
１）光電子顕微鏡（PEEM）装置 
PF リングのビームライン BL-28B におい

て、振動を抑制した試料ステージを有する
光電子顕微鏡システムを開発するとともに、
新しく放射光集光用ミラー装置を設計・設
置し、10μm 以下に集光した放射光ビーム
を光電子顕微鏡装置内に導入して高感度の
イメージングを可能にした。 
２）コンビナトリアルレーザーMBE装置 
光電子顕微鏡によって微小部電子状態マ

ッピングを行う対象としては、①不均一系
（相分離など）、②組成傾斜試料、の２つが
主な対象になる。そこで酸化物磁性薄膜試
料の組成傾斜試料を作製するために、コン
ビナトリアルレーザーMBE 装置を新しく開
発した。作製した強相関系酸化物 LaSrMnO3
薄膜の角度分解光電子分光を行って電子状
態を解明するとともに、磁区構造観察を光
電子顕微鏡によって行った。その結果、完
全スピン偏極強磁性体である LaSrMnO3 の
特異なステップ誘起一軸異方性を解明し、
またナノサイズ LaSrMnO3 薄膜におけるサ
イズ効果、形状異方性をも解明することに
成功した。 



３）パーマロイナノ構造磁気イメージング 
次世代超高密度化磁気記録デバイスの開

発にはサブミクロンサイズの磁性体の磁区
構造の解明が不可欠である。vortex と呼ば
れる磁気渦構造の状態（カイラリティ）を
制御することにより、ビット間の磁気的干
渉のない MRAM（磁気 RAM）を実現できるが、
その制御方法が確立されていない。そこで
マイクロ磁気シミュレーションを用いて外
部磁場印加によるカイラリティ制御手法を
考案するとともに、光電子顕微鏡によるカ
イラリティ制御の実証を試みた。その結果、
非対称性を持つディスク形状の場合に外部
磁場によって磁気渦の向き反転が可能にな
ることを見出した。これを実証するため、
結晶磁気異方性を持たないパーマロイナノ
構造を作製し、磁化反転を観察したところ、
見事にカイラリティ制御が実現した。 
４）LSI用高誘電率ゲート絶縁膜の解析 

次世代LSI用高誘電率HfO2ゲート絶縁膜
の熱的な安定性や局所的な欠陥形成を光
電子顕微鏡装置で解析した。poly-Si / 
HfO2 / Si構造の試料をUHV中で加熱を行い、
光電子顕微鏡により化学状態イメージン
グを行った。その結果、シリサイド化はシ
リケート化を伴うことを明らかにした。ま
た微小領域におけるXANESおよびEXAFSに
より絶縁膜微小部における化学状態およ
び構造の評価を行ったところ、試料のvoid
部とfilm部はmonoclinic HfO2構造に結晶
化していることが判った。 
５）硬 X線光電子顕微鏡による埋め込み金
ナノ構造のイメージング 

Si基板上にリソグラフィーにより Auの
微細構造を作製した後、Co 薄膜（膜厚：
50, 100 & 200 nm）でキャップした試料を
作製し、Au L 吸収端近傍の X 線を用いて
イメージングを行ったところ、200 nm の
厚いキャップ層で埋め込んだ試料におい
ても同様に Au の微細構造が明瞭に観察さ
れた。これは汎用性の高いナノ分光法とし
て注目される技術である。 
６）硬 X 線光電子顕微鏡による鉄隕石の
EXAFS 解析 
鉄隕石中ウイドマンステッテン構造の微

細構造をナノEXAFS法で調べ、Bcc-fcc界面
粒界にNiが偏析しており、L10―FeNi薄膜が
寄与していることを明らかにした。 
７）時間分解 XMCD-PEEM 
 サブナノ秒の時間分解能で、元素選択的
に磁化ダイナミクスを明らかにすることを
目的として、SPring-8 の円偏光硬 X線ビー
ムラインを用いて時間分解 XMCD-PEEM の
検討を行った。203 バンチに完全同期させ
た磁場パルスを発生させ、100psec 単位の

任意の遅延時間でディレイをかけられるこ
とも確認した。また、幅 15μm のマイクロ
ストリップライン上に作製した 5μm の試
料の像を観察することが出来た。 
５．進捗状況と計画 
2 年間の放射光光電子顕微鏡を用いたナ

ノ分光法の研究により、１）磁性ナノ構造
中磁気イメージング、２）半導体 LSI ゲー
ト絶縁膜の加熱中シリサイド化反応過程解
析、３）埋もれた界面の硬 X線光電子顕微
鏡イメージング、４）隕石中微結晶、LSI
ゲート絶縁膜の微小領域 EXAFS 構造解析、
５）時間分解 XMCD-PEEM 法の予備検討、の
５項目について大きな進展が得られた。し
かしいくつかの課題も残っているため、平
成１９年度以降は新しい放射光ナノビーム
を用いた高分解能光電子分光を可能にする
放射光ナノ分光法の開発も含めて行ってい
く。具体的には、東大放射光アウトステー
ション軟 X線ビームラインに数 10 nm 空間
分解能、50 meV 空間分解能の高分解能光電
子顕微鏡を設置し、上記ナノ構造材料の磁
気イメージング、電子状態イメージング、
表面化学反応イメージングを可能にし、動
画用 PEEM と相補的にナノ分光法を確立す
る。 
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