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Development of Atomic-resolution Holography Microscope  
for Analysis of Composition and Stereoscopic Atomic Structure  

in Nano Region Using CoDELMA

*Hiroshi Daimon*

 “atomic-resolution holography” is a technique that for the first time enables the analysis of local stereoscopic 
atomic arrangements around specific atoms, such as dopants, which was previously impossible, and was promoted by 
the JSPS Grant-in-aid for Scientific Research on innovative areas “3D active-Site Science” (FY2014–2019). This 
atomic-resolution holography is a powerful new analytical technique, but its widespread use has been hindered by the 
need to conduct experiments at synchrotron radiation facilities. in this study, we are developing an “atomic-resolution 
holography microscope” that allows atomic-resolution holography measurements to be easily performed anywhere. 
The configuration is a combination of a newly developed high-energy-resolution two-dimensional energy analyzer, 
CoDELma, and a compact scanning electron microscope (SEm), which is capable of measuring electrons with a high-
resolution energy width of less than ΔE = 0.4 eV at a kinetic energy of 600 eV, which is optimal for holography. it is 
the world’s only high-energy-resolution two-dimensional electron spectrometer that can analyze the emission angle 
distribution in two dimensions at once over a wide solid angle of ±50°. The emission angle distribution is a hologram, 
and the three-dimensional atomic arrangement around the target atom can be reconstructed. it becomes possible for the 
first time in the world to measure the composition and the three-dimensional atomic arrangement of individual nano-
regions irradiated by the SEm nano-beam . The development of this device will make it possible to easily analyze the 
composition and atomic structure of nano-regions anywhere, enabling on-site evaluation in material development lines. 
in FY2021, (1) all parts of CoDELma were assembled and completed as a device, and the device was installed 
considering the direction of the magnetic field in the room; (2) scattered electrons and auger electrons excited by SEm 
electrons were successfully observed on a fluorescent screen through a deceleration lens, energy analyzer and projection 
lens, and energy spectrum was successfully measured; (3) angle distribution was successfully measured using an angle 
jig. Future development will be directed toward the measurement of diffraction patterns (holograms) from samples.

　「原子分解能ホログラフィー」は，従来は不可能であったドーパントなどの孤立した原子周りの局所立体原子
配列の解析を初めて可能にする手法であり，JSPS科研費新学術領域研究「3D活性サイト科学」（2014–2019年
度）で推進してきた．この原子分解能ホログラフィーは強力な新規分析手法であるが，放射光施設で実験を行
う必要があることが普及の障害になっていた．本研究では，どこでも簡便に原子分解能ホログラフィーの測定
ができる「原子分解能ホログラフィー顕微鏡」を開発する．その構成は，新しく開発している高分解能二次元
エネルギー分析器CoDELmaと，小型走査電子顕微鏡（SEm）との組み合わせである．CoDELmaは，ホロ
グラフィーに最適な運動エネルギー 600 eVにおいて，ΔE = 0.4 eV以下という高分解能のエネルギー幅の電子
の放出角度分布を，±50°という広い立体角に渡って一度に2次元的に分析できる世界唯一の高エネルギー分解
能二次元電子分光装置である．SEmの電子ビームで励起されるオージェ電子やエネルギー損失電子のスペクト
ルを測定し，その中の着目原子から放出された電子だけの二次元放出角度分布がホログラムであり，着目原子
周りの3次元原子配列を再構成することができる．SEmのナノビームで照射している個々のナノ領域の組成分
析と元素ごとの立体原子配列構造解析が世界で初めて測定できるようになる．本装置の開発により，どこでも
簡単にナノ領域の組成と原子構造が解析できるようになるため，材料開発ラインでの現場評価が可能になる．
2021年度には，（1）CoDELmaの部品を全て組み上げて装置として完成し，部屋の磁場の向きを考慮して装
置を設置した，（2）SEm電子で励起された散乱電子やオージェ電子を，減速レンズ，エネルギー分析器，投影
レンズを通して蛍光スクリーンで観測することに成功し，エネルギースペクトルの測定に成功した，（3）角度
ジグを用いた角度分布の測定に成功した．今後は試料からの回折パターン（ホログラム）の測定に向けて開発
を進める．
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EDXからある程度分かっても，どのようなサイトに
入っているかについてはこれまで知る方法が無かった．
微量元素は並進対称性を持たないため，X線回折や電子
回折などでは構造解析ができず，統一的に理解する学理
も存在していなかった．これらの局所構造を選択的に狙
い，孤立元素周辺の三次元原子配列を正確に決定できる
技術として「原子分解能ホログラフィー」2）があり，科研
費新学術領域研究「3D活性サイト科学」3）を立ち上げて
組織的に推進した4）．「原子分解能ホログラフィー」には
数種類あるが，我々が開発してきたのは「光電子ホログ
ラフィー」である．着目原子から放射される光電子を参
照波，それが周りの原子によって散乱された波を物体波
とし，それらの干渉パターンの角度分布（ホログラム）
から，その原子周りの立体原子配列を直接導きだすこと
ができる．原子分解能ホログラフィーについては，日本
語の教科書5）と英語の教科書6）を出版し，光電子ホログ
ラフィーおよびその測定に必要な二次元光電子分光につ
いて詳しく説明した「光電子分光詳論」7）を昨年度に出版
した．この原子分解能ホログラフィーを用いれば，上記
の個々のナノ粒子を構成している元素および微量に含ま
れる元素のそれぞれの周りの原子配列を立体的に解析で
きるため，個々のナノ粒子の物質相だけでなく，その微
結晶中に溶けている元素の周りの構造まで立体的に解析
できる．このように，「光電子ホログラフィー」は強力
な解析手法であるが，放射光施設で実験を行う必要があ
るために利用が限られてしまい，広く一般に普及するこ
とができなかった．また，最近は放射光も微細なビーム
を作って微小領域の解析に用いられるようになってきた
が，通常の測定は数ミクロンまでが限界で，ナノビーム
を作ると強度が弱くなってしまい，ホログラムの測定は
できないという問題がある．今回開発する「原子分解能
ホログラフィー顕微鏡」では，「3次元原子配列のマッピ
ング」という他国では実現できない高度な情報のマッピ
ングを開発現場で初めて可能にするため，この新規・高

１． 研　究　目　的
　マテリアル分野における日本の優位性を持続させるた
めには，新規で高度な情報が得られる分析手法を開発
し，データ科学と融合することにより，他国ではできな
い材料開発を可能にすることが必要である．本研究開発
では，高機能材料の開発に必須のナノ微小領域の組成分
析と立体的な原子配列構造を，非破壊で材料開発現場で
短時間にマッピングできる「原子分解能ホログラフィー
顕微鏡」を開発する．
　従来の分析電子顕微鏡では，組成分析マッピングはで
きるが，ナノ微小領域の立体的な原子配列構造は全く得
られなかった．例として，鉄鋼中にTiB2を析出させて
超高剛性を実現した試料1）のSEm（走査電子顕微鏡）像
を図１左上に示す．数μm程度から1 μm以下の小さな粒
子まで様々な粒子が観測される．これらが望むTiB2な
のか，他の組成の粒子が混在しているかなどを評価する
ことが性能向上に重要であるが，これまでは個々の粒子
の物質（相）を特定することは不可能であった．着目す
る粒子が一つだけならば，SEmの電子線を用いたEDX

（エネルギー分散型X線分析）（図１右上）で組成を知り，
EBSD（電子後方散乱回折）（図１左下）で結晶系を知り，
その粒子からFiBで薄片を切り出してTEm（透過電子
顕微鏡）（図１右下）で原子配列の透過像から原子配列構
造を推定してその物質の「相」（組成と原子配列構造）
を特定することができる．しかし，一つの粒子だけでも
解析に一日以上かかるため，種々の粒子が混在している
ときには，それぞれのナノ粒子ごとに「相」を特定して
分布をみる（マッピングする）ことは不可能であり，多
くの時間と労力をかけても断片的な情報しか得られな
かった．
　また，これらの微粒子には，種々の元素が微量に溶け
込んでいることが多く，それらの微量元素が微粒子結晶
の格子のどこにどのように入っているかを知ることも性
能向上にとって非常に重要である．溶け込んでいる量は

図１　材料開発におけるナノ物質の解析の問題点．
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度な情報をデータ科学と融合することにより，我が国の
新機能物質の開発が優位に促進されることが期待でき
る．
　「原子分解能ホログラフィー顕微鏡」は，図２左上に
示すように，アプコ社の新規小型SEmと，新しい高性能
の分析器CoDELma（Compact display-type ellipsoi dal 

mesh analyzer）を組み合わせることによって実現するも
のである．この電子銃はSEmであるため，図２右上の
ようなSEm像が簡単に得られ，微小ナノ物質の形状が
わかる．SEmの電子ビームの太さは，SEmの対物レン
ズと試料との距離（Working distance：WD）が小さいほ
ど，また，加速電圧が高いほど細くなるが，CoDELma

の大きな広角入射レンズVD-WaaELが試料の前にある
ため，WDがあまり小さくできないし，オージェ電子収
量を高めるためには加速電圧を2 keVくらいまで下げる
方が良いという問題がある．現在のところ，SEmの加
速電圧5 keVの時に100 nm，2 keVの時に500 nm程度の
電子ビームが得られている．この電子ビームをナノ領域
の試料に照射すると，オージェ（auger）電子やエネル
ギー損失（EELS）電子が放出され，図の左下のような
スペクトルが得られるはずで，そのピーク位置から元素
分析が行える．スペクトル中のこれらの元素固有のピー
クの電子の放出角度分布が，図下中のようなホログラム
になるので，このホログラムをCoDELmaで一度に測
定して，着目原子周りの立体原子配列を解析する．ま
た，弾性散乱電子のパターンには，図右下のような菊池
パターンが現れるので，この菊池パターンからナノ微結
晶の結晶系がわかる．
　ここで開発している新しい分析器CoDELmaは，エ
ネルギー分解能がΔE/E = 1/6000程度と高く，この狭い
エネルギー範囲の電子の放出角度分布を，±50°という広
い立体角に渡って一度に2次元的に分析できる世界唯一
の2次元電子分光装置である．ホログラフィー解析に使

用する電子の放出角度分布（ホログラム）の角度範囲
は，広い方が再生した原子配列構造の精度が上がる．こ
れは，ホログラムが実格子のフーリエ変換（逆格子）に
なっているためである．原子配列構造を3次元的に精度
よく再生するためには，（kx, ky）の二次元的な放出角度分
布だけでは不十分であり，kzの分布を含む半球（2π  sr）に
渡る角度分布が必要である．市販の分析器は取り込み立
体角が数 °程度と小さいので，試料を二次元的に回転し
てホログラムを測定する必要があり，測定には放射光を
用いても2日ほどかかり，実験室光源では一週間ほどの
測定時間が必要である．実用的な分析には，CoDELma

のような広い立体角に渡って一度に測定できる2次元電
子分光装置が必要である．
　また，ホログラムを測定するエネルギー分析器には，
高いエネルギー分解能が望まれる．原子分解能ホログラ
フィーの中でも光電子ホログラフィーはエネルギー分解
能が高いため，同じ元素でも環境が異なるときの化学シ
フトごとのホログラムを取得することができ，価数成分
ごとに局所構造を立体的に解析できるメリットがある．
Si中のasの解析例8）では，半導体産業にとって重要な高
濃度ドーピング時の不活性サイトの問題が解決された．
シリコンデバイスの微細化・高効率化のためには，高濃
度ドーピングが必要であるが，高濃度にasをドープす
ると活性率が下がる問題があり，その原因が不明であっ
た．asの内殻光電子スペクトルを測定したところ，3つ
の異なる価数のasが存在することが分かり，それぞれ
の光電子ホログラムを選別して測定することに成功し
た．解析の結果，最も結合エネルギーの大きなas成分
は活性であり，置換サイトに入っていることが明らかに
なった．その他の成分は不活性サイトであり，その一つ
は空孔（V）周辺にasが集まるasnV型と呼ぶクラス
ター構造を有していることが分かった．特筆すべきは，
不活性asサイトの構造が解明され，これを活性化させ

図２　原子分解能ホログラフィー顕微鏡によるナノ物質の形状，組成，結晶系，各元素の周りの3次元原子配列の解析．
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るための具体的な方策（Bとの共ドープ）が第一原理計
算を駆使して提案された9）ことである．このような高度
な解析を行うためには，約1 eVくらいの化学シフトを
選別できる0.4 eV程度の高いエネルギー分解能が必要で
ある．

２． Display型分析器の変遷
　広い立体角に渡って一度に測定できる2次元電子分光
装置は，Display型分析器と呼ばれている．我々は，これ
までいくつかのDisplay型の分析器を開発してきている．
● Diana（Display-type Spherical mirror analyzer）10）

は，最初に開発した二次元表示型球面鏡分析器であ
る．得られるパターンに歪が無く，±60°に渡る広い
立体角の放出角度分布が一度に取れるため，大変効率
が良く，これまで多数のホログラムの測定に活躍して
きた11）．しかしながら，エネルギー分解能が1%程度
であるため，ホログラフィーに最適な運動エネルギー
600 eV辺りでは6 eV程度となり，上記のような化学
シフトごとの測定ができないという問題があった．

● DELma（display-type ellipsoidal mesh analyzer；二次
元表示型回転楕円メッシュ分析器）12）は，エネルギー
分解能を高めた二次元表示型分析器である．通常の電
子レンズは2°程度の開き角のビームしか収束できない
が，DELmaで用いている対物レンズは±60°に渡る
広角まで集束できる広角対物レンズ（WaaEL（Wide 

acceptance angle Electrostatic Lens））13）である．回転
楕円体の形状のメッシュ電極を用いると球面収差をゼ
ロにできる技術を発明したことによって実現した．試
料周りの空間を確保するため，製作は±50°の設計で
行った．この装置で高いエネルギー分解能の実験をす
るときには，DELmaスクリーンを上に上げて，後ろ
の市販のCHa（Concentric  Hemispherical  analyzer）
に電子を通して，2次元パターンの一部の細長いス
リット状の1次元の部分だけをエネルギー分析する．
市販の装置を用いているため，容易に高エネルギー分
解能の実験が安定してできるというメリットがある反
面，装置が大きく高価になり，二次元パターンの取得
のためには，多くの一次元の角度分布をつなぎ合わせ
る必要があるため，他の市販の分析器よりはずっと効
率的とはいえ，やはり長い測定時間がかかってしまう
というデメリットがある．

● VD-WaaEL analyzer：DELmaで用いていた広角対
物レンズWaaELは，入射エネルギーと出射エネル
ギーが等しいものであった．WaaELの集束点に小さ
なアパチャーを入れることによってある程度のエネル
ギー分解能を持つエネルギー分析器として働くが，エ
ネルギー分解能は1%程度で，Dianaとあまり変わ
らない．WaaELの中で減速させることによってエネ

ルギー分解能を高めることができるため，減速比可変
広角対物レンズVD-WaaEL（Variable-deceleration-

ratio wide-acceptance-angle electrostatic lens）を発明
した14）．取り込み角度は，従来のWaaELと同じ±50°

である．電子の運動エネルギーを，入射時の1/5から
1/20に減速することにより，エネルギー分解能を
0.3%程度まで向上することができ，取り込み角度分
布やエネルギー分解能のテスト，および試料の拡大像
のテストに成功した15）．

 　令和元年度に，このVD-WaaEL analyzer装置を
奈良先端大から豊田理研に移設して，電子銃の改良，
ポンプの増設，マニピュレータの改良，ベーキングシ
ステムの構築，などの改良を行い，角度分布の測定の
再現に成功した．しかしながら，このVD-WaaEL 

analyzerのような集束・非集束型の分析器は，光軸上
では，すべてのエネルギーの電子がアパチャーを通り
抜けるために，放出角度が0°から20°あたりまではエ
ネルギー分析機能がなくなるという問題がある．

● CoDELma（Compact DELma）は，図３に示すよう
に，前項で述べたVD-WaaEL analyzeの減速比可変
広角対物レンズVD-WaaELと投影レンズ（Projec tion 

Lens）を切り離し，その間にエネルギー分析器（Energy 

analyzer）を入れたものである．エネルギー分析器は，
入り口の小さな穴のアパチャー 1から入ってきた電子
の中で，あるエネルギーの電子だけを出口の小さな穴
のアパチャーに集束する作用がある．VD-WaaEL

は，試料から±50°の範囲に放出された電子の開き角
を，1/7の7°に小さくする．このエネルギー分析器
は，入り口のアパチャーから入ってきた電子の広がり
角が7°であれば，全てを出口のアパチャーに集束する
ことができるので，試料から±50°の範囲に放出され
た電子を全て一度にエネルギー分析でき，その狭いエ
ネルギー幅の電子だけの角度分布パターンを蛍光スク
リーンに表示することが可能である．狭いエネルギー

図３　CoDELmaの構成．
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幅の電子だけのホログラムを，±50°という広い円錐
立体角に渡って一度に表示できる大変効率の良いホロ
グラフィー分析器になっている．エネルギー分解能
は，エネルギー分析器の入り口と出口に挿入されるア
パチャーのサイズで決まり，アパチャーが小さいほど
エネルギー分解能が高いが，電子線の集束サイズより
も小さいと透過電子線の量が少なくなるので，最適な
サイズを選ぶ必要がある．エネルギー分析器の入り口
と出口付近にオクタポール電極があり，エネルギー分
析器内の電子の軌道の補正を行えるようになってい
る．エネルギー分析器の入り口では，電子の運動エネ
ルギーが試料から出たときの1/5から1/20に減速され
ているため，このような一段の分析器で1/6000とい
う高いエネルギー分解能を得ることができる．

 　この装置は，独立した分析器であり，分析真空槽
に iCF203フランジがあれば種々の装置に取り付ける
ことができるボルトオン型の装置として設計されて
いる．令和元年度に部品と格納真空槽の設計図を作
成し，令和2年度に製作を行い，令和3年度に組み立
てた．VD-WaaELアナライザーで使用してきたマ
ニピュレータと走査電子顕微鏡の入った真空槽と，
CoDELmaを格納しているμメタル真空槽とを組み
合わせて，原子分解能ホログラフィー顕微鏡の装置
として組み立てた．全部で37個の電極があるため，
それらの配線，それらに電圧を供給する電源の整備，
それらの電源をコンピュータで制御するプログラム
の作成，などを行い，システムとして動くようにし
た．

３．原子分解能ホログラフィー顕微鏡の 
３．進捗状況と成果

　図１の原子分解能ホログラフィー顕微鏡は，実験室で
ナノ領域の原子分解能ホログラフィーを測定できる装置
として開発しているため，試料の励起源としては放射光
ではなく電子線を用いる．ホログラムの測定は，X線で
励起する内殻光電子の代わりに，電子線で励起される
オージェ電子や内殻エネルギーロス電子を用いる．この
装置では，個々のナノ領域からのホログラフィー解析を
するために，ナノサイズの電子ビームが必要である．必
要な性能をまとめると次のようになる．
　（1） 入射電子ビームの直径がナノサイズであり，ナノ

サイズ分解能のSEM像が取得できること
　（2） 元素が特定できる電子スペクトルが得られ，内殻

シフトが分離測定可能なエネルギー分解能でエネ
ルギー分析できること

　（3） ±50°の二次元放出角度分布が一度に測定できる
こと

　（4） ホログラフィー解析が可能であること

（1） 入射電子ビームの直径とナノサイズ分解能のSEM像
　入射電子ビームのサイズは電子銃の性能に依存する．
令和元年度には市販の電子銃を用いていたため，最初は
φ1 mm程度であったが，電子銃を長くして新たに集束レ
ンズを設け，φ0.2 mm程度まで小さくすることに成功し
た．令和2年度には，図２にあるaPCo社の走査電子顕
微鏡鏡筒mini-EoCを取り付けて立ち上げた．SEm像
を取得するための電極と回路は装備されていたが，電子
ビームを走査して二次電子収量をSEm像として表示す
る走査電源が無かったため，SEm機能制御電源と制御
プログラムをLabViEWで作成し，1 μm程度の分解能で
SEm像を取得することに成功した．
　SEmの電子ビームのサイズは，SEmの対物レンズと
試料との距離（Working distance： WD）が小さいほど，
加速電圧が高いほど細くなる．CoDELmaにおいては，
大きな広角入射レンズVD-WaaELが試料の前にあるた
め，WDがあまり小さくできないこと，オージェ電子の
測定のためには加速電圧を2 kVくらいに低くする必要が
あることから，あまり細くできないという状況がある．
令和3年度にはできるだけWDを小さくする改造を行
い，図４に示すようにSEmの加速電圧2 kVの時に500 

nm程度の分解能のSEm像が得られている．

（2） 電子スペクトルとエネルギー分解能
　CoDELmaは電子のエネルギー分析器であり，エネ
ルギー分解能を高くするために電子を減速して低いパス

図４　SEm像と空間分解能．
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エネルギーで分析するため，磁場の影響を受けやすい．
そのため，CoDELmaの電子の通り道における磁場の
強さは 1 mG（ミリガウス）以下程度に抑制する必要が
ある．実験室の地磁気は数百mGあり，鉄製品のラック
や壁の中の鉄骨などの磁性体が色々な所にあり，実験装
置にもイオンポンプなど磁場を出すものも付属している
ため，実験室の磁場は場所によって大きさも向きも異な
る複雑な分布をしている．そのため，エネルギー分析器
付近では特に徹底した磁場抑制が必要になっている．
　令和2年度までには，μメタルで作製した真空槽と，そ
の内外に設置したμメタルシールドの二重のシールドで
抑制をし，さらに図５のヘルムホルツコイルを併用する
ことで，入り口と出口以外の分析器領域全体に渡って磁
場を1 mG程度に小さくすることに成功した．令和3年
度には，真空槽の中にCoDELmaを入れ，装置にもイオ
ンポンプなどを取り付けた状態で，装置の実験室内での
位置と向き，およびヘルムホルツコイルに流す電流を，
装置内の磁場が最小になるように最適化して設置した．

　そのようにして測定した電子スペクトルの例を図６，
図７に示す．
　図６は，入射電子のエネルギーが2 keVのときの散乱
電子のエネルギースペクトルである．横軸は運動エネル
ギーであり，縦軸が散乱電子の強度になっている．運動
エネルギー 2000 eVの所に見える強いピークが弾性散乱
電子であり，それより20 eV程度低いエネルギーに見え
る幅の広いピークがプラズモンロスのピークである．弾
性散乱ピークのエネルギー幅は，半値全幅（FWHm）
で5 eVであった．このときに用いていたアパチャーの
サイズはφ3 mmであり，VD-WaaELの減速比は1/5で
あったので，期待されるFWHmは2000/5*3/300 = 4 eV

となり，ほぼ実験結果と一致している．4 eVという値
は，入射エネルギーの0.2%となっており，これまでの
二次元分析器よりも高くなっている．今後は，さらに小
さいアパチャーでも測定できるようにして，元素の内殻
シフトが選別できるくらいの0.4 eV程度のFWHmが得
られるように調整を進める．

　図７は，エネルギーが2 keVの電子ビームをBi2Se3単
結晶試料に照射したときの散乱電子のエネルギースペク
トルに現れたBiのmnnオージェシグナルである．図の
左に有る二つのスペクトルは，時間を変えて測定したも
ので，再現性が確かめられている．右側はオージェエネ
ルギーの文献値であり，実測とよく一致している．この
ように，オージェシグナルの測定に成功した．まだ信号
が小さいので，信号を大きくするような条件を探してい
く．

（3） 二次元放出角度分布
　図８に示す角度測定ジグを用いて，スクリーン上に二
次元放出角度分布が一度に映ることを確認した．この角
度ジグは，図8（a）のように10°おきに穴を開けた円筒

図８　オージェスペクトルの測定例．

図６　散乱電子のエネルギースペクトル．

図７　角度測定ジグによる放出角度分布の測定．

図５　μメタルシールドとヘルムホルツコイルによる磁場遮蔽．
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板である．これを図8（b）のように試料ホルダーにセッ
トして，図8（c）のようにVD-WaaELの焦点位置にお
いて，電子銃からの電子ビームを中心に当てて，これら
の穴を通ってきた電子がアパチャー 1に集束して，エネ
ルギー分析器を通ってアパチャー 2に集束して，投影レ
ンズでスクリーン上に角度分布が表示される．図8（d）
がスクリーン上に映ったパターンであり，大体±45°の
範囲が綺麗に見えていることがわかる．ただし，このと
きに使用したアパチャーのサイズはφ10 mmであり，そ
れよりも小さくすると消えるスポットがあった．これ
は，放出角度によって集束位置が違うことを意味してい
て，VD-WaaELの入り口に有る回転楕円面の形のグ
リッドの形状誤差によるものと考えられる．このグリッ
ド電極の形状誤差を小さくする改良も行っている．

（4）  ホログラフィー解析
　1995年に測定してあった価数選択ホログラムについ
て，昨年度にホログラフィー解析を行った結果を論文に
発表した16）．内容については，昨年の報告と文献16を
参照していただきたい．0.1 Åの精度で立体的な原子配
列が精度よく再構成できることが確認されている．

４．ま　　と　　め
　上記のように，豊田理研での目的としている「原子分
解能ホログラフィー顕微鏡」は，装置としてはできてお
り，必要な性能である（1）ナノサイズ分解能のSEm

像，（2）電子スペクトルとエネルギー分解能，（3）二
次元放出角度分布，（4）ホログラフィー解析が，それぞ
れ可能であることが確認できた．しかしながら，これら
の性能は，それぞれの性能に特化したときの成果であ
り，全ての性能を同時に満たすことはできていない．今
後は，これらの良い性能が同時に出せるように改良を進
めていく．試料周りの真空槽は，VD-WaaEL分析器の
時のものを流用しているため，CoDELmaに最適化さ
れていない．また，試料からの回折パターンが得られて
いないが，真空度がまだ10–5 Paとあまりよくないこと
も原因と思われる．部品の改良と共に，この真空槽の更
新が必要になっている．

謝　　辞

　この装置の立ち上げと改良に当たっては，奈良先端大
の時から一緒に開発に携わってきた松田博之氏（現在，
分子科学研究所）と桃野浩樹氏（現在，米子高専）に大
変お世話になっています．また，aPCo社の小粥啓子社
長，益田有氏，森口幸一氏には走査電子顕微鏡の提供・
改良に多大な協力をいただいています．また，豊田理研
では，所長をはじめとして多くの方の手厚いサポートで
理想的な研究環境を与えていただいて，日々楽しく研究
を進めさせていただいております．特にテクニカルス

タッフの松島悟氏，鈴木教友氏，太田充彦氏，伊東一彦
氏には，設計から実験装置や部品の製作，電気回路，な
ど大変お世話になっております．また，ホログラフィー
解析は，奈良先端大の竹内走一郎氏，橋本由介助教，松
下智裕教授との共同研究です．これらの皆様に，この場
を借りて心より感謝申し上げます．

文　　　　　献
01) 田中浩司，斎藤　卓，豊田中央研究所R＆Dレビュー，35 

(2000).

02) H. Daimon, Jpn. J. Appl. Phys., 59 (2020) 010504.

03) URL: http://en.3d-activesite.jp/, https://kaken.nii.ac.jp/ja/

grant/KaKEnHi-aREa-2604/.

04) Jpn. J. Appl. Phys. Selected Topics in applied Physics 

“Frontier of active site science: new insights on material 

functions”, H. Daimon, K. Hayashi, T. Kinoshita and K. 

Tsutsui, eds, https://iopscience.iop.org/journal/1347-4065/

page/Frontier_of_active_site_science.

05) 「機能構造科学入門─ 3D活性サイトと物質デザイン」大
門　寛，佐々木裕次　編，丸善，東京 (2016)．

06) [3D Local Structure and Functionality Design of material], 

H. Daimon and Y. Sasaki, eds., World Scientific Pub Co 

inc, Singapore, 2019.

07) 「光電子分光詳論　基礎から学ぶ原子配列・電子構造イメー
ジング」，松井文彦，松下智裕，大門　寛　著，丸善，東京
(2020)．

08) K. Tsutsui, T. matsushita, K. natori, T. muro, Y. morikawa, 

et al., Nano Lett., 17 (2017) 7533-7538.

09) K. Tsutsui and Y. morikawa, Jpn. J. Appl. Phys., 59 (2020) 

010503. https://doi.org/10.7567/1347-4065/ab603e.

10) H. Daimon, Rev. Sci., Instrum., 59 (1988) 545.

11) F. matsui, T. matsushita and H. Daimon, J. Phys. Soc. Jpn., 

87  (2018) 061004. https://doi.org/10.7566/JPSJ.87.061004.

12) H. matsuda, K. Goto, L. Toth, m. morita, S. Kitagawa, F. 

matsui, m. Hashimoto, C. Sakai, T. matsushita and H. 

Daimon, Journal of Electron Spectroscopy and Related 

Phenomena, 195 (2014) 382.

13) H. matsuda, H. Daimon, m. Kato and m. Kudo, Phys. Rev. 

E, 71 (2005) 066503.

14) H. matsuda, L. Tóth and H. Daimon, Review of Scientific 

Instruments, 89 (2018) 123105 (Published online: 06 

December 2018). https://doi.org/10.1063/1.5043317.

15) H. momono, H. matsuda, L. Tóth and H. Daimon, e-Journal 

of Surface Science and Nanotechnology, 18 (2020) 1-5.

16) S. Takeuchi, Y. Hashimoto, H. Daimon and T. matsushita, 

“High-precision atomic image reconstruction from photo-

electron hologram of o on W(110) by SPEa-L1”, Journal 

of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, (2022) 

in print.


	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part41
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part42
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part43
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part44
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part45
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part46
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part47

