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１．は　じ　め　に
　有用材料の開発においては，母材に種々の元素を添加
して性能を向上させているため，性能向上のためには添
加元素が物質中でどのように周りの元素と結合して働い
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Development of Atomic-resolution Holography Microscope Compact DELMA  
for Analysis of Composition and Stereoscopic Structure in Nano Region

*Hiroshi Daimon*

 The “atomic resolution holography” is a powerful technique that enables the analysis of the local 3D 
atomic arrangement around isolated dopant atoms for the first time, and has been pursued in a JSPS Grant-in-
aid for Scientific Research on innovative areas project. in this study, we develop a new analyzer Compact 
DELma, which can measure this atomic resolution holography easily anywhere. Compact DELma is a 
two-dimensional electron energy analyzer which can display the angular distribution of electrons emitted 
from the sample in a wide cone angle of ±50° with a high energy-resolution of ΔE/E = 1/6000. Here we 
develop this Compact DELma as an “atomic resolution holography microscope” combining with SEm, 
which can analyze small region less than 1 μm. Because the energy spectrum and the angular distribution 
of auger or Electron Energy-Loss electrons excited by SEm electron beam are measured, the composition 
and the local 3D atomic arrangement in nano area can be measured for the first time. Until now, “atomic 
resolution holography” had to be conducted in a synchrotron radiation facility, but with this development, 
the nano-area analysis will be easily realized anywhere, and the on-site evaluation in the materials 
development line is realized. This year, in the device development, we manufactured an energy analyzer, 
established the SEm function, and eliminated the magnetic field in the whole apparatus. in addition, a 
valence-selected holographic analysis was performed on the hologram that had been measured before so 
that the analysis can be performed smoothly when the device is completed and the data come out.

　「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強力な手法であり，JSPS科研費新学術領域研究プロジェクトで推
進してきた．本研究では，この原子分解能ホログラフィーをどこでも簡便に測定できる新しい分析器
Compact DELmaを開発する．Compact DELmaはΔE/E = 1/6000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2次元電
子分光装置である．ここでは，走査電子顕微鏡（SEm）とCompact DELmaを組み合わせて，1 μm以
下の微小領域の測定ができる「原子分解能ホログラフィー顕微鏡」として開発する．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とその放出角度分布を測定するため，
SEmで見えている個々のナノ領域の組成分析と元素ごとの構造解析が世界で初めて測定できるようにな
る．「原子分解能ホログラフィー」は，これまで放射光施設で実験を行う必要があったが，本装置の開発
により，どこでも簡単にナノ領域で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実現さ
れる．今年度は，装置開発においては，エネルギー分析器の製作，SEm機能の確立，装置全体の磁場の
消去を行った．また，装置が完成してデータが出てきたときに解析がスムーズに行えるように，以前測
定してあった価数選択ホログラムについて，ホログラフィー解析を行った．

ているかを知ることが必要不可欠である．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だけなのか，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
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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）を本年度に出版したので，必要に応
じて参照して頂きたい．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
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を簡単に特定でき，さらに
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．
　本研究では，この原子分解能ホログラフィーを，どこ
でも簡便にナノサイズの個々の粒子に対して測定できる
「原子分解能ホログラフィー顕微鏡」を開発している．
「光電子ホログラフィー」は，これまで放射光施設で実
験を行う必要があったが，それでは利用が限られてしま
い，広く一般の解析に用いることができない．本装置で
は，走査電子顕微鏡（SEm）と新しい高性能の分析器
Compact DELmaを組み合わせて，どこでも原子分解
能ホログラフィーが解析できるようにする．SEmの電
子ビームを試料に照射し，そこから放出されるオージェ
電子やエネルギー損失電子のスペクトルを測定して元素
分析を行い，それらの電子の放出角度分布（ホログラ
ム）をCompact DELma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．SEmの電子ビームは100 

nm程度に絞れるため，1 μm以下の微小領域の中の個々
の元素周りの原子配列が測定できる．従来は，組成分析
と構造解析は別の装置で行われていたため，個々のナノ
粒子やナノ組織の組成と構造を特定することは難し
かったが，本装置では個々のナノ粒子に対して同時に解
析できる．世界で初めてどこでも簡単に個々のナノ領域
の組成と原子構造が解析できるようになるため，材料開
発現場での原子レベルでのナノ領域相の評価が実現され
る．
　ここで開発している新しい分析器Compact DELma

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．従って，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

は難しかった．粒子が大きければ，SEmの電子線を用
いたEDX（エネルギー分散型X線分析）で組成を知り，
薄片に加工してTEmで原子配列構造を知ることができ
るが，このSEm像のように粒子のサイズがナノサイズ
の場合には，EDXを測定する電子線が数μm拡散してし
まうため，個々のナノ粒子の正確な組成は分からない．
また，このように種々の粒子が混在しているときには，
TEmで見ている粒子とSEmで見ている粒子が同じでは
ないため，個々のナノ粒子の組成と構造を特定すること
が難しく，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，これらの微粒子は，単に混在しているだけでは
なく，母体のFeと微粒子の構成元素のTiやBは熱平衡
になっていて，お互いにある程度溶け込んでいるため，
それらがお互いにどのくらい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全く分から
なかった．結晶中に溶け込んだ元素は微量なことが多
く，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，これまで正確な局所構造は分
からず，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．

図１　超高剛性鋼1）
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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，Compact DELma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
能を高くできるので，同じ元素でも環境が異なれば化学
シフトが見えて，それぞれの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0.2 eV程度の
高いエネルギー分解能が必要である．
　今年度は，装置開発においては，SEm機能の確立，
エネルギー分析器の製作，磁場の消去などを行った．ま
た，装置が完成してデータが出てきたときに解析がス
ムーズに行えるように，以前測定してあったホログラム
について，価数選択ホログラフィー解析を行った．

２．「原子分解能ホログラフィー顕微鏡」	
２．装置の開発

2.1.	 従来開発してきた二次元分析器
　我々は，これまでいくつかのDisplay型の分析器を開
発してきた．最初に開発したのが二次元表示型球面鏡分
析器Diana  （Display-type Spherical mirror analyzer）10）

（図２）である．Dianaは，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，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る．
　次にエネルギー分解能を高めた二次元表示型分析器と
して開発したのが二次元表示型回転楕円メッシュ分析器
DELma（display-type  ellipsoidal  mesh  analyzer）12）（図
３）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

図２　二次元表示型球面鏡分析器Diana10）

図３　二次元表示型回転楕円メッシュ分析器DELma12）

Sample
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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．DELmaスクリーンには，±50°に渡るホロ
グラムが一度に表示される．このシステムでは，WaaEL

の後ろにレンズシステムを付けているため，試料表面の
拡大像をDELmaスクリーンに映し出すことができると
いう顕微鏡機能を持っている．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  Hemi-

spher ical 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部分だけを1次元的にエネル
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
と効率的ではあるが，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．そこで，一度に高エネル
ギー分解能のパターンを二次元的に表示できる分析器と
して新たに開発しているのが，次に述べるVD-WaaEL

を備えたCompact DELmaである．
2.2.	 VD-WAAEL	Analyzer
　図３で用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
まり変わらないものであった．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 elec tro static lens）
を発明した14）（図４）．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）．

　令和元年度は，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，図５の角度分布の測定に成
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エ
ネルギー分析できないという問題があり，放出角度が0°

から20°あたりまでは測定ができない．しかしながら
20°から50°の間は1%以下の分解能で一度に測定出来る
ため，二次元表示型分析器としてはある程度使用できる
ものである．この成果をさらに発展させるものとして新
たに開発しているのが，次に述べるCompact DELma

である．

2.3.	 Compact	DELMAと原子分解能ホログラフィー
顕微鏡

　図６に，Compact DELmaと，小型SEmを組み合わ
せた原子分解能ホログラフィー顕微鏡の概念図を示す．
Compact DELmaは，前項で述べたVD-WaaEL analyzer

の減速比可変広角対物レンズVD-WaaELと投影レンズ
を切り離し，その間にエネルギー分析器を入れたもので
ある．高エネルギー分解能のホログラムを全ての角度に
渡って一度に表示できる大変効率の良い原子分解能ホロ
グラフィー分析器になっている．電子の運動エネルギー
が，入射時の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

図５　測定された角度分布

図６ Compact DELmaと小型SEmを組み合わせた原子分解能ホ
ログラフィー顕微鏡図４　VD-WaaEL analyzer

アパチャー

電子ビーム
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解能を得ることができる．また，電子の放出角度が1/7

に小さくなっているため，試料から±50°の範囲に放出
された電子全てを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．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．現在VD-WaaEL analyzer

をテストしている装置に装着する他，スウェーデンの放
射光施設maX-iVのビームラインの装置にも搭載でき
るようになっている．
2.4.	 エネルギー分析器の製作
　本年度は，図７のようにエネルギー分析器を製作し
た．分析器内部の電極は，迷走電子の抑制，および仕事
関数を一定にするためにグラファイトをコーティングし
ている．また，入り口と出口には，電子軌道の補正のた
めのオクタポール電極を配置した．このようにして，
Compact DELmaの構成部品の製作を完了した．

2.5.	 SEM機能の確立
　図６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．
Compact DELmaにおいては，試料上の電子放出領域
のサイズが小さいほどエネルギー分解能と角度分解能が
高くなるというメリットがあるため，電子ビームを細く
することは，Compact DELmaの性能向上にもつな
がっている．
　令和元年度は，入射電子ビームのサイズを小さくする
ために，電子銃を長くして新たに集束レンズを設け，電
子ビームサイズをそれまでの1 mmφ程度から0.2 mmφ
程度まで小さくすることに成功した．本年度は，さらに
ビームサイズを小さくして1 μm以下の微小試料・微小

領域中の孤立原子の解析が世界で初めてできるようにす
るために，図６に示したように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．
　ビームサイズの確認，およびナノ領域の測定のため
には，SEm像を撮ることが必要である．aPCo社の
mini-EoCおよびその電源にはSEm像を取得するため
の電極と回路は装備されているが，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．また，ナノ領域からのホログラム取得のために
は単なるSEm像取得機能だけではなく，観察したいと
ころに電子ビームを留めておく機能も必要であるため，
SEm機能制御電源と制御プログラムを製作した．プロ
グラムはLab ViEWで作成し，走査電圧を発生する電源
はaDCmT社の6156を用い，信号読み取りにはオシロ
スコープを用いた．鏡筒の軸出しとレンズ電圧の調整は
aPCo社の方にお願いした．図８は，このようにして取
得した#400の金網のSEm像である．このように，きれ
いなSEm像を取得することに成功した．SEm像の細か
いパターンから電子ビームの太さを見積もったところ，
100 nm程度まで絞れていることがわかった．このこと
から，ナノサイズのビームが得られていることが確認さ
れた．

　ただし，電源の走査速度が遅く，図８の一枚のSEm

像を取得するのに3時間くらいかかっているので，実際
の測定のときにはもっと高速に走査する必要がある．そ
のため，高速に電圧を発生してSEm信号を読み込むこ
とのできるni社のデータ入出力器6361を購入して，高
速に動くプログラムを開発している．
2.6.	 装置全体の磁場の消去
　Compact DELma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数十
eVのパスエネルギーで分析するため，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存在するため，実験室

図７　Compact DELmaのエネルギー分析器

図８ aPCo社のmini-EoCと自作の回路で取得した#400メッ
シュ金網のSEm像
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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，Compact DELmaの分析器全
体に渡って磁場を抑制するには，効果的な磁気シールド
が必要である．エネルギー分析器のところでは電子は減
速されていて運動エネルギーが低いため，磁場の影響を
強く受ける．そのため，エネルギー分析器のところでは
特に徹底した磁場抑制が必要になっている．
　透磁率の高い金属（μメタル，パーマロイ）で分析器
の空間を囲うことにより，非一様な磁場の中で低磁場の
空間を作ることができる．一重のシールドでは不十分な
ため，電子エネルギー分析器では二重シールドが一般に
用いられている．そこで，Compact DELmaを格納す
る真空槽はμメタルで作製し，さらに真空槽の内部にも
う一重のインナーシールドを設置した．
　図９に，真空槽の磁場を消すために用いたμメタル
シールドを示す．薄い青の太線が，μメタルで作製した
真空槽であり，ピンクの線がインナーシールドである．
今回の真空槽は，分析器の機能を発揮させるために色々
な制約があり，磁気シールドにとっては難しい構造に
なっている．周りを隙間なくμメタルで囲えば磁気シー
ルドはうまく行くはずであるが，図９から見て取れるよ
うに隙間が大きく開いている．右上の分析器真空槽と投
影レンズの真空槽との間に隙間が開いている理由は，分
析器真空槽の直径が，分析器を出し入れするために投影
レンズ真空槽の直径よりも大きくなっていて直径が違う
こと，および，その隙間のフランジの材質は強度を保つ
ためにステンレスで作る必要があるためである．この状
況は，左のVD-WaaEL真空槽との間のフランジにおい
ても同じであり，こちらにも同様の隙間ができている．
左の隙間がさらに大きく開いているのは，この分析器を
設置するための位置調整のためにベローズでの駆動機構
が必要であり，ベローズの部分はステンレスでしか作製

できないことによっている．このベローズ部分には，そ
の外側に濃い青線のμメタルのカバーを取り付けること
により，μメタル真空槽の代わりに磁気シールドを行う
設計になっている．これらのμメタルシールドで，一応
は2重のシールドになっているが，これらだけではまだ
不十分であったため，追加のシールドを図９の赤，橙，
緑などのように製作して設置した．
　分析器の中の磁場の測定は，図９や図10の装置の図
の赤丸の点の位置で行った．赤丸の位置は，入り口を0 

cmとして5 cmおきにプロットしてある．図10には，
測定された磁場の値を，分析器の入り口からの距離
（cm）に対してプロットしてある．追加のシールドを全
て設置しても，図10の緑のように隙間のところ（45 cm

付近と80 cm付近）の磁場が相当大きくなっていた．
　実験室（111号室）の磁場の分布を測定して，最適な
装置の場所と向きを選び，図11のヘルムホルツコイル
を併用して地磁気の影響を小さくし，ベローズ駆動機構
に用いられているリニアガイドなどの構成部品の磁場を
消磁器で小さくするなどの対策を行った結果，図10の●

のように入り口と出口以外の分析器領域全体に渡って磁
場を小さくすることに成功した．
　図10には，ヘルムホルツコイルによって一様磁場
を消したときの残留磁場もプロットしてある．ヘルム
ホルツコイルによって消すことのできるのは中心付近
の30 cmくらいの範囲だけであるため，その外側の磁
場はμメタルシールドの効果で消えていることがわか
る．つまり，μメタルシールドとヘルムホルツコイル
を併用することによって初めて100 cmという長い分
析器全体に渡って磁場を消すことに成功したと言え
る．

図９　真空槽のμメタルシールド 図10　 装置内の磁場の測定結果
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３．価数選択ホログラフィー解析
　装置が完成してデータを取得できるようになったとき
に解析がスムーズに行えるように，以前測定してあった
価数選択ホログラムについて，ホログラフィー解析を
行った．
　解析に用いたホログラムのデータは，1995年に米国の
カリフォルニア州バークレーの第三世代放射光光源aLS

（advanced Light Source）のFadley教授のところに滞在
していた時に測定したW（110）1×1-o表面からのW4f光
電子スペクトル（図12）16）とそのパターン（図13）であ
る．測定は，図12は放射光で，図13は実験室のX線源
と立体角の小さいVG社の分析器を用いて行った．
　図12に示したW4fスペクトルには，スピン軌道分裂
した4f5/2と4f7/2のピークが，それぞれ表面第一層のW原
子からのピーク（oxide）と，表面第二層より深いバル
クのW原子からのピーク（Bulk）の二つの成分から
なっていることが明瞭に見て取れる．表面第一層のW

原子は酸素と結合しているために結合エネルギーが大き
い方に化学シフトしている．
　二次元パターンは，角度を変えて3°おきに図12のよ
うなスペクトルを測定し，図12のようにピーク分離を
行ってそれぞれの成分の強度を算出し，それらをつなぎ

合わせて測定している．測定時間は4日くらいかかって
いる．
　これらのピークそれぞれの放出角度分布（図13（a），
（b））が光電子ホログラフィー解析のホログラムである17）．
図13（a）は，表面第一層のW原子からのホログラムで
あり，図13（b）は表面第二層より深いバルクのW原子
からのホログラムである．それぞれの図の中心が，表面
垂直方向（極角θ  = 0°）であり，正方形の枠の辺の中点
が表面の延長方向（θ  = 90°）であり，正距方位図法で描
いてある．図13（a）（b）を見ると，同じ試料の同じW元
素からのホログラムでも，表面第一層からとバルクから
ではパターンが大きく異なっていて，局所構造の違いが
良く表れていることがわかる．
　これらのホログラムをホログラフィー変換した結果18）

を図14に示す．図14の（a）表面第一層のW原子周りの
原子配列の再生構造では，表面第一層のW原子の上に
吸着している酸素原子がきれいに再現されている．図
14（b）の表面第二層より深いバルクのW原子周りの原
子配列の再生構造では，バルクのW原子の周りにW原
子が体心立方構造に配列している様子がきれいに再現さ
れている．
　このように化学シフトしたピークそれぞれのホログラ
ムが測定できると，原子が複数の環境に存在するときに
分離して解析できるため，価数選択ホログラフィー解析
は材料開発において大変重要な情報を与えてくれる．

図11　ヘルムホルツコイル

図12　W（110）1×1-o表面からのW4f光電子スペクトル16）．

図13 W（110）1×1-o表面からのW4f光電子二次元放出角度分布
（ホログラム）．

 （a）表面第一層のW原子からのホログラム，（b）表面第二
層より深いバルクのW原子からのホログラム17）．

（ｂ）（ａ）

図14 図13のホログラムを解析した原子配列の側面図．
 （a）表面第一層のW原子周りの原子配列，（b）表面第二層

より深いバルクのW原子周りの原子配列8）．

（ｂ）（ａ）
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４．今後の原子分解能ホログラフィー顕微鏡	
４．Compact	DELMAの開発

　今後は，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，図
11のCompact DELmaの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完成させ
る．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
ステムとして完成させる．その後，微小組織を含む試料
（図１の超高剛性鋼など）の測定を行う．
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