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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２８年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 Ｒ２５０５  
関連研究分野  

（分科細目コード）  

薄膜・表面界面物性  

（４４０３）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

非接触原子間力顕微鏡／走査型トンネル顕微鏡で拓く  

ボトムアップナノテクノロジー（平成２５年度）  

代表研究機関名 金沢大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
なし 

主担当研究者氏名  新井  豊子  

補助金支出額  
（平成 25年度）  

１３，２２８，０００円 

（平成 26 年度）  

１３，５６０,０００ 円 

（平成 27 年度）  

１７，３５０，０００円 

（合計）  

４４，１３８，０００円  

(公募応募当初の「事

業計画調書」に記載

の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 25年度）  

1人  

 

（平成 26年度）  

2人  

（ 1人）  

（平成 27年度）  

2人  

（ 2人）  

（合計）  

2 人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 25年度）  

1人  

 

（平成 26年度）  

2人  

（ 1人）  

（平成 27年度）  

2人  

（ 2人）  

（合計）  

2 人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 25年度）  

         人  

 

（平成 26年度）  

          人  

（        人）  

（平成 27年度）  

            人  

（        人）  

（合計）  

               人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

 超高真空STMの発明以来、超高真空STMの開発、STMを用いたナノサイエンス・ナノ

テクノロジー研究においてはスイス、ドイツ、米国、日本が世界をリードしてきた。

nc-AFMの開発・研究では、米国は出遅れ、日本、ドイツ、スイスがリードしている。そ

して、nc-AFM/STM複合機に関しても日本、ドイツ、スイスがリードしているが、それに

追いつこうとする米国は大学や研究機関で、ドイツ・スイスの大学・研究機関と共同研

究したり、研究者を招聘してリーダーとしている。日本はnc-AFMおよびSTMの開発やそ

れを用いたナノサイエンス・ナノテクノロジー研究で世界トップレベルであるが、国際

共同研究は少ない。国際共同研究におけるnc-AFM/STM装置開発・それを用いた未踏最先

端研究において、先導的な立場をとれる次世代のリーダー研究者を育成するためには、

若手研究者のうちから、優れた海外の研究環境の中で優秀な世界の研究者と交流し、次

世代の国際共同研究ネットワークを構築することが必要である。特に本国際共同研究で

推進する、低温工学のノウハウを導入した次世代のLT UHV nc-AFM/STMの開発は、デフ

ァクトスタンダードとなり、本国際共同研究の実績を積むことにより、また新たな国際

共同研究の機会が生まれる。 

 

期待される人物像 

 LT UHV nc-AFM/STMの開発先進国として、名実ともにトップを走るドイツ、日本での本

国際共同研究を通じて、世界におけるナノサイエンス・ナノテクノロジー研究、特にボ

トムアップナノテクノロジーを牽引する次世代のグローバルリーダーとして活躍が期待

される。 

 

検証方法 

・派遣先の教授による、中間（平成 26年度末）および本事業終了時の、評価レポートの提出   
・研究成果レポートの提出と成果報告会の実施と、その評価   

・国際共著論文の発表、国際学会での発表状況を確認   

 

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

 当初の計画通り、２名（助教１名：派遣者①、博士後期課程学生１名：派遣者②）を

約１年間ずつ、レーゲンスブルグ大学に派遣した。２名が同時に同じ研究室に滞在した
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期間が約１ヶ月あるが、２名は、異なるテーマで研究し、それぞれがレーゲンスブルグ

大学の研究者と共同研究を推進した。同時に２名を同じ研究室に派遣すると、日本人同

士でばかり話し、派遣先のメンバーとのコミュニケーションが不足することもあるが、

本プロジェクトでは、両名とも、派遣先の博士研究員・学生らと深く交流した。派遣先

研究室には、ドイツは元より、カナダ、イタリア、スペイン、インドなどからの研究員

が所属しており、国際的なネットワークの足がかりを築くことができた。また、主担当

研究者（新井）が、派遣先に訪問した際、および、国際会議の場で派遣先の教授と会っ

た際に、教授から、２名とも高く評価していただき、今後も、２名と共同研究を続けて

いきたいと言われ、実際に、プロジェクトが終了した現在も、短期出張で訪問したり、

インターネット回線を介して、派遣先の装置で実験したりを続けている。先に派遣した

派遣者①は、一旦帰国後、研究成果論文を投稿し、本年（平成 28 年）４月に phys.Rev.B
誌（ IF:3.718）に掲載された。さらに、共同研究を継続し、現在、２報目を投稿準備中で

ある。これらの研究は、派遣者①が以前に共同研究した Linnaeus 大（スエーデン）の研

究者も共著者になっており、国際的なネットワークを広げている。派遣者②は、帰国後、

博士（理学）の学位を取得し、現在は、主担当研究者の研究室で博士研究員として本プ

ロジェクトで得た経験を活かし、新たな nc-AFM/STM 開発に従事している。本プロジェ

クトの成果は、研究論文として投稿し、現在査読中である。また、本成果を本年７月に

イギリスで開催された nc-AFM2016（第 19 回非接触原子間力顕微鏡国際会議）で発表し

た。派遣者②は nc-AFM2016 に参加し、休憩時間や、レセプションではレーゲンスブル

グ大のメンバーと交流を深め、さらに、他の海外からの参加者とも交流していた。本プ

ロジェクトが、世界で活躍する人材育成に有意義であったことは間違いない。  
なお、上述の検証方法に対する成果等は以下のとおりである。  

・派遣先の教授による、中間（平成 26年度末）および本事業終了時の、評価レポートの提出  

 派遣先教授から評価レポートの形では作成して頂かなかったが、主担当研究者（新井

）が平成27年2月と平成27年9月に派遣先を訪問した時と、平成28年7月にイギリスで開催

されたnc-AFM国際会議で、派遣先教授と会ったときに、直接、若手研究者の評価につい

て伺った。両名とも、約1年間の滞在で、研究者として成長し、今後、国際的に活躍でき

る人材であるとの評価を受けた。  
・研究成果レポートの提出と成果報告会の実施と、その評価 

 若手研究者からは、週一回の進捗報告をメールで受け取り、年度毎の成果レポートを

提出してもらった。帰国直後に、グループ内で成果報告会を実施した。両名とも、時間

を長く要する実験を行い、限られた時間の中で、新規な成果が得られた。現在、両名と

も本事業の成果の論文を執筆中であるので、それらがアクセプトされた後に、学内で、

公開の成果報告会を開催予定である。  

・国際共著論文の発表、国際学会での発表状況を確認 

 国際共著論文として、派遣者①は、phys.Rev.B 誌に 1 報掲載済みであり、さらに 1 報

を執筆中である。国際学会で 1 件口頭発表した。派遣者②は、論文投稿後、レビュアーの

指示に従い、再投稿準備中である。国際学会で 1 件ポスター発表した。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（１０－２）に記載した国

際共同研究において期待される成果概要）  

 主担当研究者（新井）及び派遣先の Giessibl 教授は、UHV nc-AFM/STM を独自に設計

・製作できる世界でも数少ない研究者である。それぞれの装置は独特であり、得意とす

る技術は異なる。本国際共同研究では、金沢大学、レーゲンスブルグ大学の独自技術を

融合し、新たな装置開発と、派遣先所有の既存装置を用いた原子尺度の表面電子物性研

究を平行して行う。  
（１）派遣大学の LT UHV nc-AFM/STM を用いた、試料に適したテイラーメイド探針調

整法の確立。非弾性電子トンネル分光（ Inelastic electron tunneling spectroscopy: IETS）に

よる分子修飾探針、および、試料表面の電子分光実験・評価  
（２）長時間安定に任意の低温を維持する冷凍機を持った LT UHV nc-AFM/STM の開発  
 また、ここで用いられる力センサーは、本学で開発した音叉型水晶振動子力センサー

と、派遣大学開発の q-plus センサーを比較し、より高感度な力センサーを選定すること

で、本事業期間内での実現を目指す。  
 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

 2009 年に L. Gross（IBM チューリッヒ研究所。派遣先の Giessibl 教授とも共同研究し

ている）らが、金属探針先端に CO 分子を吸着させた CO 探針を用いた LT STM/nc-AFM に

よって、ペンタセン（C22H14）の分子骨格像の取得に成功して以降、CO 探針を用いた研究

が急速に広がっている。これらの研究は、CO 分子吸着する探針または基板に対してどの

様に吸着しているかで像が異なり、CO 分子の状態と像の関係を精緻に研究する意義が高

まっている。本プロジェクトでは、派遣大学の LT UHV nc-AFM/STM を用いて、探針先端

原子が、1-4 個の金属探針を作製し、各探針を用いて Cu(111)表面上の CO 分子に対する

IETS 強度に対する効果を評価し、Nc-AFM と IETS を組み合わせ、探針と CO 分子間に働く

相互作用力と、CO 分子の IETS 強度との関係を明らかにした。この実験結果と、Linnaeus
大で実施した理論計算の結果とあわせた論文が平成 28 年 4 月  に Physical Review B 誌に

掲載された。さらに、 IETS の振動エネルギー（CO 分子の振動モード）に関する研究を

行い、現在、論文投稿準備中である。以上の研究成果は、nc-AFM2016 国際会議および、

ドイツ物理学会、日本物理学会等で口頭発表した。（資料４参照） 

 設定温度を維持する機構を現有の nc-AFM/STMヘッドとの間に挿入できる設計をした特

型クライオスタットを導入した。既設の超高真空チャンバーに接続し、nc-AFM/STM ス

テージが 4.2 K に到達することを確認した。現時点では nc-AFM/STM ヘッドに繋がる配
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線等の室温からの熱流入源が繋がっていないためヘリウム温度まで冷却できた。現設計

では、4.5 K を維持する設計であり、ターゲット温度ごとに設定温度維持機構に挿入する

磁性材料を検討し、熱アンカー機構を設計した。この熱アンカー機構により、長時間安

定に任意の低温を維持することが可能になる。 

 力センサーとして、音叉型水晶振動子を用いる、qPlus センサー（片方のプロングを固

定）と 2 本プロング型共振再調整センサーを作製し、評価した。バネ定数が 500N/m と、

水晶振動子としては小さなバネ定数の音叉型水晶振動子を元とした共振再調整センサー

は、力微分 (26 mN/m)、散逸エネルギー  (1 meV/cycle) 検出感度共に、トップデータを達

成した。研究成果は平成 28 年 2 月に Review of Scientific Instrument 誌に掲載された。本

論文では、派遣先教授及びグループメンバーとの討議・コメントに対して謝辞を記載し

た。また、派遣先で開発した q-Plus センサーを用いる大気型 nc-AFM を用いて、バイモ

ーダル（基本周波数と 2 次高調波を同時に用いるモード）での原子分解能を得る最適条

件を明らかにし、平成 28 年 5 月に論文を投稿した。本成果は、nc-AFM2016 国際会議で

2 件のポスター発表、応用物理学会で口頭発表した。（資料４②参照）  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 金沢大学では、学内戦略プロジェクト「先魁プロジェクト」で、本学の次世代を担う

研究グループに研究資金を重点的に配分している。主担当研究者（新井）が代表として、

平成 27-28 年度に、本学先魁プロジェクトの１つとして「極限環境における新規ナノ・

マイクロ物性の研究」を行っている。この先魁プロジェクトは、本報告の頭脳循環プロ

ジェクトの国際共同研究および若手研究者育成を学内予算で補強するために、研究内容

は頭脳循環プロジェクト研究を中心に据え、学内研究担当者を増やした。先魁プロジェ

クトでは、若手研究者（大学院生を含む）を海外に派遣したり、海外から研究者を招聘

してのセミナーを開催するなど、若手研究者を含めた海外研究機関とのネットワークの

構築に努めている。平成２７年度の実績は、助教１名をカリフォルニア大サンディエゴ

校 (アメリカ )に約１ヶ月、教授１名と大学院生１名を NIST(アメリカ国立標準技術研究所 )
に 10 日間派遣し、国際共同研究を開始した。これらの共同研究では、頭脳循環プロジェ

クトで開発する LT UHV nc-AFM/STM で用いる試料作りを行う。他に、３名の大学院生

に対して、国際会議参加のための旅費を支援した。また、カザン大学（ロシア）教授１

名を４日間、セメノフ化学物理研究所（ロシア）教授１名を３日間、本学に招聘し、セ

ミナー及び、研究討議を行った。平成２８年度に於いても、先魁プロジェクト及び、新

たな競争的資金を獲得し、頭脳循環プロジェクトで実施した、ナノテクノロジー分野を

含むより広い物性分野で国際ネットワークを広げ、国際共同研究の中で若手研究者の育

成に努める。また、本学は以前からグローバルな人材育成に力を入れており、その一貫

として、本採択事業以降も頭脳循環プロジェクトにも積極的に応募している。  
 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 派遣先研究室との研究ネットワーク拡大のため、派遣研究室で学位（PhD）を取得した

ドイツ人若手研究者が、主担当研究者（新井）を受け入れ研究者として 2015 年度 JSPS

海外特別研究員に申請し、採択された。本件は、海外特別研究員採択と同時期に EU 内の

大学でパーマネントを約束されたポストに採用が決まり、辞退するに至った。しかし、

当該ドイツ人若手研究者とも、現在も派遣者②との共同研究を継続している。 

 頭脳循環プロジェクトで派遣した 2 名は、派遣先との共同研究を継続し、国際的な研

究ネットワークを拡大させていく。 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

 派遣者①は、助教（任期無し）であり、本プロジェクトの経験を活かし、国際的な研

究ネットワークの中核的存在になっていくことが期待される。 

 派遣者②は、博士後期課程在学中に本プロジェクトで約 1 年間海外研究室を体験し、

視野が広がり、世界の中のトップグループと伍していく高いモチベーションを持った。

現在、博士研究員であるが、将来有望であると考える。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

 新井
ア ラ イ

 豊子
ト ヨ コ

 

担当研究者  

 松本
マツモト

 宏一
コウイチ

 

 

 

 

 

 

計２名  

 

金沢大学  

 

金沢大学  

 

理工研究域  

 

理工研究域  

 

教授  

 

教授  

 

ナノ物理学  

 

低温物理学  

 

 

 

 

 

 

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

ドイツ  レーゲンスブルグ大学  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計１機関  

Franz J. Giessibl 教授   
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

 本事業の遂行を通じ、超高真空非接触原子間力顕微鏡 /走査型トンネル顕微鏡を用いた、

ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究の分野における国際的研究拠点を本学理工研究域

に形成する目的のために、その拠点を牽引することができるポテンシャルのある若手研究

者を選抜する。若手研究者とは、学位取得後 10 年以内とし、博士後期課程在学院生も含め

た。  
選考基準  
若手研究者（学位取得後 10 年内）  
・超高真空走査型プローブ顕微鏡を用いた研究実績を有すること 

・国際的な活躍ができる派遣者選抜のために、これまでに国際研究機関と共同研究経験

があり、研究実績をあげている 

・査読付き国際研究誌掲載実績 1ｘ(学位取得後の年数) 報以上 

・国内・国際学会での招待講演各１回以上 

 
博士後期課程の院生  
・超高真空走査型プローブ顕微鏡を用いた研究実績を有すること 

・査読付き国際研究誌掲載実績１報以上 

・国際学会での発表経験を有すること 

 
上記の選考基準を公開し、説明会を開いた。希望者に対して主担当者、担当者と面接し、

派遣者を決定した。  

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

 金沢大学とレーゲンスブルグ大学は平成 12 年に大学間交流協定を締結し、以降毎年

5 名前後の学生交流実績がある。しかし、研究者派遣実績は無かったため、本プロジェ

クト採択後すぐに、主担当研究者（新井）が派遣先に 1 週間滞在し、研究計画及び、派遣

者の宿舎の手配など、派遣時の生活の支援体制を確認した。また、2 人目の派遣時にも、

主担当研究者（新井）が、派遣先に 1 週間滞在し、研究計画、長期滞在について、派遣者、

派遣先の教授と 3 者面談を行い、研究生活をスタートする体制を整えた。本学、助教に対

しては、レーゲンスブルグ大学のゲストハウスを滞在期間中借用することができたが、学

生に対してはゲストハウスの借用は通常認められないが、当初 3 ヶ月借用し、レーゲンス

ブルグの生活に慣れたところで、民間アパートを斡旋していただいた。 

 派遣時は、週に 1 回メールで進捗状況を確認し、問題があれば、直ちに対処した。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

 

変更なし 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

 派遣者①は、派遣前（前職時）、海外での研究経験は無いが、国際共同研究実績を有し

ていた。そのネットワークを活用し、派遣先と従来共同研究していなかったスウェーデン

Linnaeus 大の理論家 Magnus Paulsson 准教授に本事業の国際共同研究に参画してもらい、

金沢大学・レーゲンスブルグ大学(ドイツ)・Linnaeus 大学（スウェーデン）の 3 拠点の国

際共同研究に発展させた。IETS スペクトルを精緻に解析できる研究者は世界的に見ても少

なく、IETS と nc-AFM を組み合わせた本プロジェクトの成果は、口頭発表時にも非常に高

く評価されており、今後が期待される。 

 派遣者②は、博士後期課程 2 年次に Applied Physics Letter 誌(IF:3.293)に第 1 著者と

して論文を発表し、博士学位論文に関する研究をほぼ 2 年間で終わらせ、博士後期課程の

3 年次の約 1 年間は本プロジェクトに参加し、学位論文を発展させる研究を行った。平成

28 年 3 月に提出した学位論文の業績により、本学自然科学研究科長賞を受賞した。本プ

ロジェクトの成果を Applied Physics Letter 誌に投稿し、現在、レフェリーからのコメ

ントに従い、論文修正中であり、修正論文は採択される見込みである。 

 派遣先教授が開発した qPlus センサーは、探針-試料間に相互作用がかかったときも急激

な特性変化を起こさないために音叉型水晶振動子の片方のプロングを固定した形状をして

いる。しかし、片方のプロングを固定することにより、nc-AFM の力センサーとして重要な

振動子としての Q 値を悪化させている。派遣者②は、博士課程での研究でこの欠点を克服

する 2 本プロング型共振再調整センサー（RTF センサー）を開発した。派遣時は、qPlus

センサーのノウハウを吸収し、RTF センサーの更なる高感度化の着想を得た。qPlus センサ

ーや RTF センサーは、自己検知型力センサーであるため、容易に、既存の nc-AFM 装置に

も力センサーとして導入可能である。nc-AFM 研究の発展にも貢献していくことが期待され

る。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  

 

 本学は、以前からグローバルに活躍できる若手人材の育成に取り組んできた。頭脳循環

プログラムへの積極的応募もその一環である。これらの積み重ねの結果、平成 26 年度にス

ーパーグローバル大学創成事業（タイプ B：グローバル化牽引型）（SGU）に採択されてお

り、グローバルに活躍できる人材を育成するために大学改革を進めている。SGU は、学生

教育に関する事業であるが、本事業を推進するために、教員（特に将来を担う若手教員）

がグローバルに活躍できる人材となるためのシステム作りも進めている。人事評価に於い

て、海外での研究活動歴は高く評価される。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①：助教                          

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

・新規開発機の基本設計補助、組み立て。  
・派遣先の LT UHV nc-AFM/STM の使用法を習熟し、探針上に CO 分子を吸着させた CO
分子修飾探針を形成する。  
・ IETS により、CO 分子の評価  
 

（具体的な成果） 

・LT UHV nc-AFM/STM を用いて、金属表面上の CO 分子に対する IETS の強度に対する

金属探針先端の構造（探針最先端の原子の個数）の影響を調べ、研究成果が Phys.Rev.B
誌に掲載された。  
・金属探針先端と金属表面上の CO 分子との間に働く力と分子の振動エネルギーの関係

を調べ、金属探針を CO 分子に近づけると、探針 CO 分子間に相互作用が働き、分子の

振動エネルギーが変化することを見出した。（論文執筆中） 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

ドイツ、レーゲンスブルグ大学、物理学

科 Franz J. Giessibl 教授  
22 日  326 日  22 日  370 日  

 

派遣者②：大学院博士後期課程学生                 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

・新規開発する LT UHV nc-AFM/STM の立ち上げと、派遣先従来機 LT UHV nc-AFM/STM
との比較。  
・新規開発の LT UHV nc-AFM/STM の冷却特性の評価と、温度毎の力センサー感度の評

価。  
・q-Plus センサーと 2 本プロング力センサーを比較し、より高感度な水晶振動子力セン

サーを開発。  
 

（具体的な成果） 

・q-Plus センサーを用いたバイモーダル  AFM 観察により、原子分解能を得る条件につ

いて評価を行った。1 次共振振幅と 2 次共振振幅の合計振幅が像の分解能に大きく寄与

していることを見いだした。（論文投稿済み）  
・q-Plus センサーと 2 本プロング力センサー（共振再調整センサー）を比較し、共振再

調整センサー形状で、従来より高感度な水晶振動子力センサーを開発した。共振再調整

センサーについて Rev. Sci. Instrum.誌に掲載された。  
派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

ドイツ、レーゲンスブルグ大学、物理学

科 Franz J. Giessibl 教授  
0 日  62 日  246 日  308 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

 本プロジェクト採択直後に主担当研究者（新井）が派遣先に 1 週間滞在し、研究計計画

を具体的に調整。ここで、派遣先が独自開発した LT UHV nc-AFM/STM を見学し、新規開

発装置の設計方針を討議した。 

 平成 26 年 3 月に派遣者①の長期派遣を開始。派遣先所有の LT UHV nc-AFM/STM（市販

機）を用いた、探針及び平面試料に吸着させた CO 分子の IETS 研究。 

 平成 27 年 2 月、主担当研究者（新井）が派遣先に 1 週間滞在し、派遣者①の中間まとめ

と、派遣者②の長期派遣開始。Nc-AFM 用力センサーの評価および、それを用いた高分解能

観察条件の探査。 

 

（２）成果の概要 

 LT UHV nc-AFM/STM を用いて、 IETS 実験を始めてすぐに、金属探針先端の構造が、

Cu(111)表面上の CO 分子に対する IETS の強度に影響を与える事を見出した。ここで、金

属探針最先端の構造評価は、派遣先研究室で開発した CO 分子による同定法（ Carbon 
monOxide Front atom Identification：COFI）により行った。また、AFM/STM の各種ケーブ

ルラインにノイズカットフィルターを導入することにより、より高分解能の IETS 測定が可

能にした。さらに、Cu(111)表面上の CO 分子に加えて、Cu(111)表面上の Cu 吸着原子の上

に吸着された CO 分子に対して IETS の測定を行った。Cu(111)表面に CO 分子が吸着した場

合は、探針先端が一個の原子からなる探針の場合に IETS の強度が大きくなり、探針先端が

複数の原子からなる探針の場合には IETS の強度が三分の一程度まで減少した。一方で、

CO 分子が Cu 吸着原子の上に吸着している場合には、探針先端の形状は IETS の強度にほ

とんど影響を与えていなかった。Cu(111)表面に直接吸着した CO 分子に対して、探針先端

が複数の原子から構成される時に IETS の強度が小さくなるのは、CO 分子を通過せずに

Cu(111)基板と探針との間をトンネルする電子の割合が大きくなったからである。一方で、

Cu 吸着原子に CO 分子が吸着されている場合は、CO 分子が基板から離れて吸着している

ので、Cu(111)基板と探針との間をトンネルする電子の割合が非常に小さくなる。従って、

探針先端の原子構造に依存せず、ほとんどすべての電子が CO 分子を通過することになり、

その結果 IETS の強度が探針先端の構造に依存しなかった。Linnaeus 大の共同研究者による

計算結果からも、本研究で調べたような金属探針の場合、探針先端の構造は IETS の本質的

な効率に大きな影響を与えないことが示され、実験結果とよく一致した。本研究成果を論

文にまとめ、平成 28 年 4 月に Physical Review B 誌に掲載された。  
 IETS の強度に関する研究に引き続き、 IETS の振動エネルギーに着目した研究を行った。

金属探針先端と金属表面上の CO 分子との間に働く力と分子の振動エネルギーの関係を調

べ、金属探針を CO 分子に近づけると、探針 CO 分子間に相互作用が働き、分子の振動エ

ネルギーが変化することを見出した。（論文執筆中）  
 Nc-AFM 用の力センサーとして、音叉型水晶振動子を用いる、qPlus センサー（派遣先教

授が開発し特許取得済み）と 2 本プロング型共振再調整センサーを作製し、評価した。バ

ネ定数が 500N/m と、水晶振動子としては小さなバネ定数の音叉型水晶振動子を元とした

共振再調整センサーは、力微分 (26 mN/m)、散逸エネルギー  (1 meV/cycle) 検出感度共に、

トップデータを達成した。研究成果は平成 28 年 2 月に Review of Scientific Instrument 誌に

掲載された。本論文では、派遣先教授及びグループメンバーとの討議・コメントに対して
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謝辞を記載した。  
 派遣先で開発した大気型 nc-AFM（力センサーは qPlus センサー）を用いて、バイモーダ

ル（基本周波数と 2 次高調波を同時に用いるモード）での原子分解能を得る最適条件を探

った。派遣先グループが 2013 年に発表した論文では、KBr(100)表面を試料とした nc-AFM
計測では、力センサーの振動振幅が A~75pm の場合に最も鮮明な原子像が得られること、

また、原子像の鮮明さと振動振幅の間に超高真空中では見られない強い相関があることが

示された。この最適振幅 (A~75pm)は、KBr(100)表面原子と 1 価にチャージした探針先端原

子の間に働く、指数関数的な近距離静電気力の減衰長 (λ~75pm)とも、KBr(100)表面に存在

する水和構造の厚さ (t~200pm)の半分とも近い値であるため、最適振幅の物理的解釈には不

確かさが残っていた。本国際共同研究においても、シングルモード計測（通常の nc-AFM
測定）では、2013 年の研究で示された結果と同様に、振動振幅 A~75pm で最も鮮明な原子

像が得られたが A1~75pm と A2~75pm を組み合わせたバイモーダル計測では原子像が得ら

れなかった。バイモーダル計測においては、最も鮮明な原子像は A1~40pm と A2~40pm を

組み合わせた場合に得られた。この結果は、大気中 nc-AFM 観察の場合、力センサーの振

動周期中に探針と試料の間に水和構造が形成されることが、分解能の低下の原因であるこ

とを示唆している。nc-AFM 高分解能像は、探針と試料の間に働く近距離性の相互作用力を

高い S/N 比で検出することで達成される。しかし今回のように、探針試料間に水分子が存

在できる状態では、探針試料間の近距離静電相互作用は水分子によって遮蔽されるために、

最適振幅より大きな振幅設定では急激な原子像の鮮明さの低下が生じたと考えられる。こ

のことから、大気中での nc-AFM 高分解能観察を達成するためには、探針試料間距離が試

料界面の層状構造の厚さまたは試料表面を覆う分子のサイズよりも小さく、力センサーの

振動範囲全体で探針試料間近距離相互作用を検出することが重要であることを確認した。

本成果は、平成 28 年 5 月に論文を投稿した。  
 設定温度を維持する機構を現有の nc-AFM/STM ヘッドとの間に挿入できる設計をした特

型クライオスタットを金沢大学に導入した。現設計では、4.5K を維持する設計であり、タ

ーゲット温度ごとに設定温度維持機構に挿入する磁性材料を検討し、熱アンカー機構を設

計した。 

 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

１ ０ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付してください。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。  

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

◎ 
１ 

“Influence of atomic tip structure on the intensity of inelastic tunneling spectroscopy data 
analyzed by combined scanning tunneling spectroscopy, force microscopy, and density 
functional theory” 

Norio Okabayashi※ , Alexander Gustafsson, Angelo Peronio, Magnus Paulsson, Toyoko Arai, 

and Franz J. Giessibl 
        読有  ２ “Evaluation and optimization of quartz resonant-frequency retuned fork force sensors with 

high Q factors, and the associated electric circuits, for non-contact atomic force microscopy” 

Hiroaki Ooe, Mikihiro Fujii, Masahiko Tomitori and Toyoko Arai※  

Review of Scientific Instruments, 87, 023702-1 - 023702-8 (2016) 査読有  

３ “Large magnetocaloric effect in sintered ferromagnetic EuS” 

Koichi Matsumoto※ , Liang Li, Shinji Hirai, Eiji Nakamura, Daiki Murayama, Yutaro Ura, 

Satoshi Abe,  
Cryogenics, 79,  45–48 (2016). 査読有  

○ 
４ 

“Revised Measurements and Interpretation of Magnetic Properties of Oriented CeF3 Single 
Crystals”,  

A. V. Savinkov※ , S. L. Korableva1, M. S. Tagirov, H. Suzuki, K. Matsumoto, S. Abe,  

J Low Temp Phys, 1-6 (2016), DOI 10.1007/s10909-016-1639-0.  査読有  

５ “Atomic-scale electric capacitive change detected with a charge amplifier installed in a 
non-contact atomic force microscope”, 

Makoto Nogami, Akira Sasahara, Toyoko Arai, and Masahiko Tomitori※ ,  

Appl. Phys. Express, 9, 046601-1-4 (2016).  査読有  
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◎ 
６ 

“Force field analysis suggests a lowering of diffusion barriers in atomic manipulation due to 
presence of STM tip” 

Matthias Emmrich※ , Maximilian Schneiderbauer, Ferdinand Huber, Alfred J. Weymouth, 

Norio Okabayashi, and Franz J. Giessibl 
Physical Review Letters, 114, 146101-1 - 146101-5 (2015). 査読有  

７ “Thermal expansion and magnetostriction of heavy fermion CeRu2Si2 at millikelvin 
temperatures”,  

D. Inoue※ , D. Kaido, Y. Yoshikawa, M. Minegishi, K. Matsumoto, S. Abe, S. Murayama,  

Physics Procedia, 75,  158-165 (2015). 査読有  

８ “Atom-resolved analysis of an ionic KBr(001) crystal surface covered with a thin water layer 
by frequency modulation atomic force microscopy”, 

Toyoko Arai※ ,  Masashi Koshioka, Kouhei Abe, Masahiko Tomitori, Ryohei Kokawa, 

Masahiro Ohta, Hirofumi Yamada, Kei Kobayashi, and Noriaki Oyabu,  
Langmuir, 3 1  ( 1 3 ) ,  3 8 7 6 – 3 8 8 3  (2015).  査読有  

９ “Magnetic ordering of hyperfine-coupled nuclear and 4f-electron moments in clathrate 
compound Pr3Pd20Ge6”,  

O. Iwakami※ , Y. Namisashi, S. Abe, K. Matsumoto, G. Ano, M. Akatsu, K. Mitsumoto, Y. 

Nemoto, N. Takeda, T. Goto, H. Kitazawa,  
Phys. Rev. B, 90, 100402(R) 1-5 (2014).  査読有  

10 “Magnetocaloric materials and the optimization of cooling power density”,  

Patrick Wikus※ , Edgar Canavan, Sarah Trowbridge Heine, Koichi Matsumoto, Takenori 

Numazawa,  
Cryogenics, 62,  150-162 (2014).  査読有  

11 “Magnetic refrigerator for hydrogen liquefaction”,  

T. Numazawa※ , K. Kamiya, T. Utaki, K. Matsumoto, 

Cryogenics, 62,  185-192 (2014).  査読有  
12 “Thermal expansion and magnetostriction measurements using a Quantum Design physical 

property measurement system”,  

Oshi Iwakami※ ,  Naoaki Kawata, Misato Takeshita, Yusuke Yao, Satoshi Abe, Koichi 

Matsumoto,  
Journal of Physics Conf. Series , 568, 032002 1-5 (2014).  査読有  
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13 “Nuclear demagnetization for ultra-low temperatures”,  

Satoshi Abe※ , Koichi Matsumoto,  

Cryogenics, 62,  213-220 (2014).  査読有  
14 “Thermal expansion and magnetostriction measurements used high sensitive capacitive 

dilatometer at millikelvin temperatures”,  

Daiki Inoue※ ,  Daisuke Kaido, Yuta Yoshikawa, Mitsuyuki Minegishi, Koichi Matsumoto, 

Satoshi Abe,  
Journal of Physics Conf. Series , 568, 032001 1-5 (2014).  査読有  
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②学会等における発表 

 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付して

ください。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

◎
１ 

“Influence of the atomic-scale tip apex on the IETS vibrational spectroscopy of single 
molecules” （口頭）Norio Okabayashi, Alexander Gustafsson, Angelo Peronio※ , Magnus 
Paulsson, Toyoko Arai, and Franz J. Giessibl 
19th International Conference on Non-Contact Atomic Force Microscopy, 
Nottingham, UK, 2016/07/27.  審査有  

◎
２ 

“Effect of oscillation amplitudes on bimodal FM-AFM in ambient conditions” (ポスター ), 
H.Ooe※ , D.Kirpal, D.S.Wastl, A.J.Weymouth, T.Arai, and F.J.Giessibl 
19th International Conference on Non-Contact Atomic Force Microscopy, 
Nottingham, UK, 2016/07/26.  審査有  

◎
３ 

“Comparison of the sensitivity and signal-to-noise ratio of the first two flexural modes for 
self-sensing qPlus AFM sensors” （ポスター）, D.Kirpal※ , H.Ooe, T.Arai, and F.J.Giessibl 
19th International Conference on Non-Contact Atomic Force Microscopy, 
Nottingham, UK, 2016/07/27.  審査有  

４  “Atom-resolved analysis of mica surfaces covered with a thin water layer in air by 
frequency modulation atomic force microscopy” （ポスター） , 
Toyoko Arai※ ,  Kohei Sato, and Asuka Iida,  
19th International Conference on Non-Contact Atomic Force Microscopy, 
Nottingham, UK, 2016/07/27.  審査有  

◎
５ 

「探針先端の規定された非弾性電子トンネル分光における実験と理論の比較」（口

頭）岡林  則夫※ , Alexander Gustafsson, Angelo Peronio, Magnus Paulsson, 新井  豊子 ,  
Franz J. Giessibl 
日本物理学会  第 71 回年次大会、東北学院大  2016/03/22  審査無  

６  「Bimodal FM-AFM を用いた KBr(100)表面の大気中原子分解能観察」（口頭）  
大江  弘晃※、Diminik Kirpal、Daniel S. Wastl、Alfred J. Weymouth、Franz J. Giessibl、
新井  豊子  
第 63 回応用物理学会春季学術講演会、東工大、2016/03/22 審査無  

７  「電気伝導と力学特性の同時測定による金ナノ接点の原子配列の考察」（口頭）  
橋本  遼太、新井  豊子※、村上  拓  、石塚  彗介、大島  義文、富取  正彦  
第 63 回応用物理学会春季学術講演会、東工大、2016/03/22  審査無  
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８  “Atom-resolved analysis of solid surfaces covered with thin water layers in air by 
frequency modulation atomic force microscopy” （ポスター）, Toyoko Arai※ , Kohei Sato, 
Masashi Koshioka, Asuka Iida, 23rd International Colloquium on Scanning Probe 
Microscopy (ICSPM23), ヒルトンニセコビレッジホテル , 2015/12/10-12 

９  「金ナノ接点の電気伝導と力学特性の同時測定」  
橋本遼太※、新井豊子、大島義文、富取正彦  
2015 年真空・表面科学合同講演会、つくば国際会議場、2015/12/1-3  審査無  

◎
10 

「非弾性電子トンネル分光における探針先端の役割」（口頭）岡林  則夫※、Alexander 
Gustafsson, Angelo Peronio, Magnus Paulsson, 新井  豊子 , Franz J. Giessibl 
表面界面スペクトロスコピー2015、国立女性教育会館 2015/11/2 審査有  

11 “Frequency modulation-atomic force microscopy imaging of solid surfaces covered with 
thin water layers in air” （口頭）  
Toyoko Arai※ ,  Masashi Koshioka, Kohei Sato 
表面界面スペクトロスコピー2015、国立女性教育会館 2015/11/2 審査有  

12 “Simultaneous NC-AFM imaging with current and damping energy using a retuned fork 
sensor with a high Q-value” （ポスター） , H. Ooe, M. Fujii※ , M. Tomitori, T. Arai, 
18th International Conference on non contact Atomic Force Microscopy, 
Cassis, France, 2015/09/7-11．  審査有  

13 “Dissipation decrease in a proximity region enhanced with a hydrogen-terminated Si tip in 
non-contact atomic force microscopy” （ポスター） , R. Inamura※ , M. Tomitori, T. Arai, 
18th International Conference on non contact Atomic Force Microscopy, 
Cassis, France, 2015/09/7-11. 審査有  
 ◎

14 
「CO 分子に対する STM/AFM を用いた非弾性電子トンネル分光における探針先端の

役割」（口頭）岡林  則夫※、Alexander Gustafsson, Angelo Peronio, Magnus Paulsson, 新
井  豊子 , Franz J. Giessibl 
日本物理学会 2015 年秋季大会、関西大 2015/09/16 審査無  

15 「長辺振動水晶振動子を力学センサーに応用した金ナノ接点の力学・電気伝導特性の

同時計測」（口頭）橋本  遼太※、新井  豊子、大島  義文、富取  正彦  
第 76 回応用物理学会秋季学術講演会、名古屋国際会議場、2015/09/13-16 審査無  

16  “Thermal expansion and magnetostriction of heavy fermion CeRu2Si2 at millikelvin 
temperatures” (ポスタ ー ), D. Inoue※ ,  D. Kaido, Y. Yoshikawa, M. Minegishi, K. 
Matsumoto, S. Abe, S. Murayama,  
20th International Conference on Magnetism, Barcelona, Spain, 2015/07/5-10. 審査有  

17  “Thermal expansion and magnetostriction of clathrate compound Pr3Pd20Ge6” (ポスター ), 
Oshi Iwakami※ ,  Yusuke Yao, Satoshi Abe, Koichi Matsumoto, Genki Ano, Mitsuhiro 
Akatsu, Keisuke Mitsumoto, Yuichi Nemoto, Terutaka Goto, Naoya Takeda, and Hideaki 
Kitazawa, 
20th International Conference on Magnetism, Barcelona, Spain, 2015/07/5-10. 審査有  

http://dora.ims.tsukuba.ac.jp/event/ICSPM23/ja/location
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◎
18 

 “Role of the microscopic tip apex in STM-IETS measurements” (口頭 ) 
Norio Okabayashi, Alexander Gustafsson, Angelo Peronio※ , Magnus Paulsson, Toyoko 
Arai, and Franz J. Giessibl 
Spring meeting of German Physical Society, Berlin, Germany 2015/03/19 審査有  

19 「容量補償回路を用いた NC-AFM 用検出回路の低雑音化」 (口頭 )、  
大江  弘晃※ , 藤居  幹大 , 新井  豊子  
第 62 回応用物理学会春期学術講演会、東海大湘南キャンパス、2015/03/14 審査無  

20 「非接触原子間力顕微鏡における Si 探針上の水素終端膜によるエネルギー散逸量へ

の影響」 (口頭 )、稲村  竜※、坂野  友樹 , 富取  正彦 , 新井  豊子  
第 62 回応用物理学会春期学術講演会、東海大湘南キャンパス、2015/03/14 審査無  
 21  “Force sensor of a resonance frequency-retuned quartz tuning fork with a high Q-value for 
non-contact atomic force microscopy” (ポスター ), Hiroaki Ooe※ , Toyoko Arai 
22nd International Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM22) 
静岡県東伊豆町 , 2014/12/11-13.  審査有  

22  “Force spectroscopy of an NH3-reacted Si(111)-(7×7) surface by non-contact AFM with 
different tip states” (ポスター ), T. Arai※ , Y. Sakano, R. Inamura, and M. Tomitori 
22nd International Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM22) 
静岡県東伊豆町 , 2014/12/11-13.  審査有  

23 「SPM 探針への応用に向けたタングステン酸化物の針状結晶成長法」 (口頭 )、  
永島一樹※ , 富取  正彦 , 新井  豊子  
第 75 回応用物理学会秋期学術講演会、北海道大学、2014/09/17-20  審査無  

24 「非接触原子間力顕微鏡 /力分光による微量 NH3 を反応させた Si(111)-7x7 表面の電

子状態解析」 (口頭 )、坂野  友樹※ , 富取  正彦 , 新井  豊子  
第 75 回応用物理学会秋期学術講演会、北海道大学、2014/09/17-20  審査無  

25  “Magnetic Refrigeration for Hydrogen Liquefaction” (口頭 ,招待 ), Koichi Matsumoto※ ,  
Thermag VI, Victoria, Canada, 2014/09/ 7-10.  審査有  

26  “Thermal expansion and magnetostriction measurements used high sensitive capacitive 
dilatometer at millikelvin temperatures” (ポスター ),  Daiki Inoue※ , Daisuke Kaido, Yuta 
Yoshikawa, Mitsuyuki Minegishi, Koichi Matsumoto and Satoshi Abe, 
International conference on low temperature physics (LT27), Buenos Aires, Argentina, 
2014/08/6-13.  審査有  

27  “Thermal expansion and magnetostriction measurements using a Quantum Design physical 
property measurement system” (ポスター ), Oshi Iwakami※ , Naoaki Kawata, Misato 
Takeshita, Yusuke Yao, Satoshi Abe, Koichi Matsumoto, 
International conference on low temperature physics (LT27), Buenos Aires, Argentina, 
2014/08/6-13.  審査有  
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28  “High Q-value and noise reduction for a retuning quartz force sensor” (ポスター ), 
Hiroaki Ooe※ , Masahiko Tomitori, Toyoko Arai 
The 17th International Conference on Non-contact Atomic Force Microscopy 
つくば , 2014/08/4-8.  審査有    

  
 

29  “Atom-resolved FM-AFM imaging of a KBr(001) surface covered with water layers in air 
with high humidity” (ポスター ), T. Arai※ ,  M. Koshioka, K. Abe, M. Tomitori, R. 
Kokawa, M. Ohta, H. Yamada, K. Kobayashi, N. Oyabu, 
The 17th International Conference on Non-contact Atomic Force Microscopy 
つくば , 2014/08/4-8.  審査有    

30  “Atomic contrast change of NH3–reacted Si(111)-7x7 surfaces observed by non-contact 
atomic force microscopy” (ポスター ), Toyoko Arai, Yuki Sakano※ , Masahiko Tomitori 
The 17th International Conference on Non-contact Atomic Force Microscopy 
つくば , 2014/08/4-8.  審査有    

 


