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｢第47回 物性若手夏の学校 (2002年度)｣

放射光が拓く構造物性

一 共鳴効果の利用を中心に -

日本原子力研究所

関西研究所放射光科学研究センター

水木 純一郎

1. プロローグ

放射光は実にありがたい希望の光､夢の光である｡ほとんどの大学の実験室には､Ⅹ線

発生装置が備え付けられており､それを使って構造解析を中心に研究が進められている｡

この発生装置から取り出される Ⅹ線強度と比較して広いエネルギー範囲にわたって 6-7

桁､あるいはそれ以上のⅩ線強度が得られるのが放射光源である｡一般にある物理量が 3

桁変化すれば革命が起こったといわれるが､この定義からすれば科学の分野に2-3回の革

命が一度に訪れたようなもので､放射光の魅力 ･威力を想像することができよう｡特に日

本では世界最大の第三世代放射光源であるSPring-8(SuperヱhotonBinswith8Gev)が

稼動しており､多くの研究者 ･技術者が革命を楽しんでいる｡放射光のありがたさは､(1)

高強度､だけでなく､(2)連続したエネルギー､(3)100%偏光していることが挙げられ､

これらを利用してこれまで不可能であった実験が可能となってきている｡

さて､今更言 うまでもないが､物性研究にとって対象とする物質の原子構造情報を得る

ことは最も重要な仕事の一つである｡物質が持つ物性 ･機能と構造との関係を明らかにす

ることにより､物性 ･機能の制御､新機能物質創製-と夢は広がっていく｡原子の並びで

ある構造情報は､Ⅹ線だけでなく､中性子線 ･電子線でも得られることが出来､物質との

相互作用の種類がそれぞれ異なるので得られる情報は厳密には異なっている｡このため､

得たい情報によってプローブを選ぶことが必要となるが､散乱過程の単純さや上に述べた

3つの特長から､これまで中性子線や電子線のプローブでしか得られないと考えられてい

た領域を放射光Ⅹ線が攻めてきているのが現実である｡

本サブゼミで紹介するのは､上記 3つの全ての特長を利用したもので放射光Ⅹ線を利用

することによって初めて可能となった研究であるが､特に (2)の特長に注目する｡Ⅹ線エ

ネルギーを自由に選ぶことにより特定元素に注目した共鳴効果を利用した実験を可能とし､

これによるいくつかの最近の研究例を紹介することによってその魅力を感じていただけれ

ばと思っている｡対象物質としては近年､高温超伝導体や超巨大磁気抵抗効果物質に代表

される強相関電子系物質として多くの物性研究者を虜にしている遷移金属酸化物をとりあ

げる｡
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講義ノー ト

2. 放射光Ⅹ線

まず簡単に放射光の発生原理を述べておこう｡電子が光の速さに近い速度で円弧軌道 (電

子蓄積 リング)を走ると､その接線方向に非常に指向性のよい光を放射する｡これが放射

光で､得られるエネルギーは電子のエネルギー､電子軌道を曲げる電磁石の磁場の強さに

依存するが､赤外からⅩ線 ･γ線にまでの連続スペクトルである｡最新の放射光源は第三

世代と呼ばれ､電子軌道の断面積が小さく (高輝度)､さらに電子軌道の直線部分に永久磁

石を規則正しく並べ､この磁場の中を電子ビームを通過させることにより､より高輝度の

放射光やエネルギーの高い放射光を発生させることの出来る挿入光源 (1)(アンジュレー

タやウィグラーと呼ばれる)が設置されている｡兵庫県西播磨に建設されたSPring-8は､

まさに世界最大の第三世代放射光源を持つ施設である｡図 1に放射光リングの概念図､図

2､3にそれぞれ偏向電磁石､アンジュレータからの放射光発生の概念を示す｡

放射光の特長は､上に述べた 3つのほかにパルス性を持っていることが上げられるが､

この特長を利用した実験はまだ多くはない｡

雷徽リング シンク｡ト｡ンより

放射光 挿入畑 放射光

図 1 放射光リングの概念図
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図2.偏向電磁石からの光
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｢第47回 物性若手夏の学校 (2002年度)｣

放射光の強度が強い､と言ったがそれを実際にグラフで示したのが図4である｡これは大

学や研究所の実験室にあるⅩ線源 (回転陽極型 Ⅹ線管)､つくばの物質構造科学研究所に

ある2.5GeVの放射光施設(PF)､それに世界の第三世代大型放射光施設であるESRF(欧

州連合)､APS(アメリカ)と比較したもので､それらが稼動し始めた年代を横軸に表して

いる｡これからも日本のSPring･8が世界一であることが分かる｡

3. 共鳴効果 (Ⅹ線異常分散効果)の原理

今回は放射光が連続したエネルギーを持つ Ⅹ線源であることを利用した X線異常分散の

研究(2)について示すのが中心であるので､まずX線異常分散効果の原理を述べておこう｡

ご存知のようにⅩ線と物質との相互作用は､電磁相互作用であり､その大きさは原子散乱

因子 でで表現される｡この原子散乱因子は､磁気散乱項を考慮しなければ散乱ベクトル Q

と入射Ⅹ線エネルギーEの関数であり､一般に

f(a,E)-fo(a).f.(E)･,f2(E)

と表される｡ここで右辺第 1項の L.はいわゆ

るThomson散乱断面積と言われるもので､Q=0

で原子が持っている電子数に等しくなる量と

して定義されている｡右辺第 1,2項が異常分

散項でお互いにKra甲erS-Kronigの関係で結ば

れている｡これらは入射Ⅹ線のエネルギーを

(1)

二± =∵
原子の内殻電子を連続準位に励起することの

出来る値に選ぶことによって顔を出してくる ft

ものであり､このエネルギーは原子の種類に

よって異なる｡原子が単独で孤立している場

合のfllf2は図5(a),(b)に示すようなェネル

ギー依存性を示し､f2は原子吸収係数に比

例する量である｡

-- I-:_=T:-: =

図 5

3.1 XAFSとDAFS

局所構造解析手法である XAFS(Ⅹ-rayAbsorptionFineStructure)は､f2を直接観測し

ている｡XAFSが構造決定の一手法として使われるようになってから既に 20年以上経って

いる｡(3) しかし､XAFSの兄弟分とも云えるDAFSは歴史が浅く､(4)使い方によっては大変

威力があるにもかかわらず､まだあまり知られていない｡ここではXAFSとDAFSを比較し

ながら簡単にその原理に触れておこう｡

Ⅹ線吸収係数〃は､双極子近似のもとでFermiの黄金則と呼ばれる

p -I(vflc･rlvL)I2･6(E,-Ef･E) (2)

で与えられることが知られている｡ここで EはⅩ線の偏光を示す単位ベク トル､Tは原子
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講義ノー ト

核を中心にしたときの内殻電子の位置ベクトル､ViVfはそれぞれ､始状態､及び終状態

の波動関数であるo例えばK殻からの励起の場合､Viは lS状態である｡X線によって内

殻からたたき出された光電子は､吸収原子から外-伝搬していく球面波(¢｡｡t)として表現

される｡この波は周囲に他の原子が存在する場合にはそれらにより後方散乱を受け(㊥ in)､

この結果､終状態V fは､め.utと¢inの和で表現されるOこれを考慮して実際に(2)式を計

算すると¢｡utと4'inの干渉項が現れ､吸収係数に振動が現れてくる(図5(C))｡これがXAFS

振動であり､元々の振動の原因を考えると､これを解析することにより吸収原子の周 りに

どのような原子が､どのくらいの距離に､幾つ存在するか､という局所構造の情報が得ら

れることが直感的に理解できるであろう｡また､ILは原子散乱因子の虚数項であるf2と

f2(E)-志 ･p(E) (3)

の関係にあり､したがってXAFSは直接 f28こ比例する項を測定していることになる｡

一方､DAFSは､DiffractionAnomalousFineStructureの略で､1992年にワシントン

大学のグループによって初めて提案された局所構造解析手法である｡(4)この方法は､回折

法とXAFS法をドッキング(marriageofdiffractionandXAFS)させた構造解析手法で､そ

れぞれ単独の方法では得られなかった新しい構造情報を得ることができる魅力的な方法で

ある｡回折強度 ∫は､(1)式で示した原子散乱因子 fの自乗に比例しており､一般には

･可∑(f.(a)If.(E)･lf2(E)),exp(iQ･r-J)2 (4)ノ
と表される｡∑は単位胞内の原子についてとられる｡この回折強度 Jを特定元素の吸収端

近傍で入射X線のエネルギーを変えながら測定すれば､fl.f2の振動を反映して Zも振動す

ることが容易に想像できる｡この概念を図 5(d)に示す｡振動の原因が XAFSと同じである

ことを考えると､Jの振動を解析することによって回折ピークを与える長距離秩序に関与

している特定元素の周 りの局所構造を議論できることが期待される｡XAFSとの大きな違い

は､回折ピークに注目しているとい うことで siteを選んでいることが理解でき(site

selectivity)､また回折ピークが特定の空間位置､例えば表面や界面からのものであれば､

吸収原子の存在する空間を選んでいること(spatialselectivity)が容易に理解できる｡図

6の概念は､試料の中に 2種類の結晶構

造が混在 している場合や､人工格子のよ

うな多層膜物質でどちらかの結晶の局所

構造を調べたい時 (Spatialselective)､

あるいは一つの結晶の単位胞に同一原子

が複数 siteを占めている場合の一つを

選んでその局所構造を調べたい時(site

selective)を示している｡

詳細な解析方法は､文献 3を参照して

いただきたいが､一言で言えば図5(d)で

示したような回折強度の振動からK-K変

ある元素が異なった2種類以上の
結晶格子の中に存在＼.辛

_.______手Ⅶ
Spatial｣二二二二二二コ

m 田 selective

W ある元素 が単 位胞に2種類

-.〟-感rC 以上の異 なっ た対象性の位置
に存在

--@
S iteselective

図6DAFSの適用例の概念
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｢第47回 物性若手夏の学校 (2002年度)｣

換を利用してXAFS振動を導き出すことでよく､あとは良く知られたXAFSの解析方法が利

用できる｡それではいよいよ実際の研究例を紹介しよう｡

4. 共鳴効果 (異常分散効果)の応用

4. 1ベロブスカイ ト酸化物の触媒機能と構造 (5)

文明の発達した現代社会において､もう

車なしでは生活できないであろう｡しか し､
その一方で地球温暖化問題､これを含む環

境問題が世界的な問題となってきており､

車がこれら問題の根源の一つとして利用

形態が問われている｡研究者､技術者は､

この問題解決のために燃料電池の開発や

排ガス触媒の開発に多くの時間､研究費を

3̂UaP
藍u
u
O

!SJ
â
U
O
U

Aging

図7 時間とともに変化する触媒機能

投入し人類の社会福祉向上に役立ちたいと

日夜努力している｡これから放射光X線による構造研究が､実際のガソリンエンジン車排

ガス触媒の開発に役立った例を紹介しよう｡

自動車排ガス触媒に求められる機能 a60

は､一酸化炭素(CO)､炭化水素(HC)の
酸化､窒素酸化物(NOx)の還元作用能力

であり､これらを同時に浄化すること

が要求されている｡Pd金属がこれら触

媒機能が高いことは良く知られており､

従来はPdの表面積を稼ぐためにPd微

粒子を例えば A1203に担持させている｡

しかし､触媒がさらされる環境は､高

温であり酸化と還元雰囲気が振動して

いる状況である｡このような環境では､

やがてPdは酸化や結晶粒成長し､触媒

機能が低下してしまう｡ここで紹介す

るのは､触媒機能が低下しない半永久

的に使える触媒である (インテリジェ

ント触媒と呼ぼう)(6)｡触媒機能の概

念を図7に示す｡この触媒は､ペロブ
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図8 Ⅹ線回折データ(a)と

異常分散データ(b,C)

スカイ ト酸化物のLaFe｡.54Coo.3603と
PdO.1%を複合化したものである｡なぜこれがインテリジェンス性をもつのか結晶構造を詳

細に調べることで明らかとなった｡まず､Pdがどのような状態になっているのかを､X線
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講義ノー ト

異常分散を利用 した回折実験とXAFS実験で調べた.ベロブスカイ ト構造における結晶構造

因子 Fは､(100)面､(110)面でそれぞれ､

F(100)ccVA-f B ~fo

F(.10)alfA･f B - fo

と表される｡fA,fB,foはそれぞれ､A-site,B-site,酸素ISiteを占めている原子の原子散

乱因子である｡これで分かるのは､もしPdが B-siteに入っておれば､(100),(110)回折

強度がPdのK一吸収端近傍でそれぞれ上に凸､下に凸となりA-siteであれば両方とも下に

凸､もし担持されているだけでベロブスカイ ト構造の格子位置に居なければ変化 しないこ

とになる｡実験は､図 8に見るように､試料を酸化雰囲気にさらしたもの､それを還元雰

囲気にさらしたもの､さらに再酸化させたものの3種類を準備 し､X線回折(図8-a)､酸化

講料の(100)(図8-b),(110)(図8-C)回折強度の異常分散実験を行った｡図から分かるこ

とは､酸化条件下での結晶の Pdは､B-siteに入っており､それを還元条件下にさらした

ものは､格子定数が伸び､僅かに結晶が分解 しているが､それを再酸化 したものは､完全

に元の結晶に戻っていることである｡これをXAFSでPdの局所構造を詳細に観てみよう

ト3蛋;:≡!09責 0.40.7 巨頭

oxidized 3025 /?,i-享品 -A0-800--一一一一.AOR,-BOO

蔓 20.i - AOR0-800,.,1.0呆一針の - .-pd-foil

ち 15 ＼

ヒ 1050 ′ゝ.I′ノ _ノ二つ==t l l l l l l

図9(左):M Sデータ､図 10(右):動径構

造 関 数 ｡ 酸 化 (A0 -800)と 再 酸 化

(AOR0-800)試料は完全に重なっている

が､還元試料は全く異なった動径構造関数

を示している｡

図 9に 3つの試料の XAFS測定データ､図 10にそれらの振動をフー リエ変換 した結果を示

す｡詳細は講義で述べるが､酸化と再酸化試料はほとんど重なり､還元試料はそれらと異

なる｡結論は､酸化､再酸化試料におけるPdは､ベロブスカイ トの B-siteに存在 し､還
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｢第47回 物性若手夏の学校 (2002年度)｣

元試料におけるPdは､ベロブスカイ トの外に出て金属状態であることが解った｡すなわち､

pdは環境に応じてベロブスカイ ト結晶のB-siteとその外を出たり入ったりすることでPd

の結晶粒成長を抑え､触媒機能を半永久的に持続しているのである｡インテリジェントと

呼ぶ理由がここにある｡

4.2 スピン梯子系物質のDAFS(7)

酸化物高温超伝導体が発見されて 15年あまりが経

過し､莫大な数の論文が発表されてはいるが､その発

現機構に関しては未だになぞであるO特徴を一言で述

べると､"2次元CuO2面にキャリアをドープすると､反

強磁性長距離秩序が消失し超伝導が出現する''という

ものである｡スピン梯子系物質(sr14_XCaxCu2｡041)は､ス

ピン1/2のハイゼンベルグ型反強磁性 1次元鎖が複数

本梯子のようにつながった構造をもっており(図 11)､

酸化物高温超伝導体の2次元CuO2面に代わるものとし

て､あるいはそのファミリーとして研究されている｡

特に注目されるのは､Ⅹ=11.5,13.6において圧力誘起

超伝導が出現することであり(8)､高温超伝導の発現機

構と関連して興味が持たれている｡この構造は､Cu203,

Sr/Ca,Cu02の各層がb一軸方向に順次積層で､2本足梯

子 〔(Sr/Ca)2Cu20｡〕と1次元鎖 〔cuo2〕の 2つの部分

格子に分けて考えることが出来る｡梯子層と鎖層はと

もにC-軸方向にのびており､梯子層単位の7倍と鎖層

単位の 10倍がほぼ重なるようになっている｡すなわ

ち､(HKIOxL)回折点は鎖層から､

(HK7xL)回折点は梯子層からと完

全に分離している｡このような状

況で､Ca濃度を増やしていくと鎖

層､梯子層それぞれのCu-0の局所

構造にどのような変化が起こり､

やがて高圧下ではあるがなぜ超伝

導が出現するのであろうか?これ

を観るにはDAFSが最適である｡試

料としては､基板に Sr14Cu24041を

使って 100nm厚で､Ⅹ=7,10,14

の3種類を準備しそれぞれの層の

Cuの局所構造を解析した｡

図 12には､Ⅹ=14における(397)

叫Oe害:柵 XX⊃

~~~~~~NH一日I】~~~-~~1--I-~A-～'I-N｢

覇 i

t::P ,A,.n,h.

上

山
¥ ,...i:=L iul'= :u

90 91 91 9J 94 9.5

EncrpO;cV)

…

O=

…
仙

to

z
.v
T倉AE?LL

Il

Chl.CJl,A ノ肋 jib～ .
P910)′細 目丸山 JLtt

90 9.1 91 91 9.4 9.5 9J6 97

ET叩 くbV)

- 487 -

L9 90 9▲7 91 93 94 95′

Ebqgy(kcV)

I
ヽ

:･れ - - 叫 叫

(上,.C.LP.ノ肋P･･"

(M J0)′妙 d血 中

19 90 9t 91 03 9̂ 95 96 97

叫 V)

図 12



講義ノー ト

反射 (梯子層)､および(3910)反射 (鎖層)における DAFSデータを示す｡左が回折強

度のエネルギー依存､右がそれを使って導き出した異常分散項の虚数部分(XAFS)である｡

明らかに梯子層と鎖層のXAFS振動は異なっており､これだけでもそれぞれを分離した構造

情報が得られているのが理解できる｡これをそれぞれの試料について測定､解析した結果､

梯子層の Cuから見た鎖層の酸素の距離が､Ca濃度とともに短くなっていることが明らか

となった (図 13)｡これだけでなく､吸収端近傍(NEXAFS)において梯子層のCu原子の吸収

端がCa濃度とともに高エネルギー側にシフトしていることも明らかとなり (図 14)､これ

らが超伝導転移に深く関係しているものと思われる｡

(a)

8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Caeoncentr&don

図 13b･軸方向Cu･0距離の Ca濃度依存
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図 14ⅩANESスペク トル

4.3 CaFeO｡における電荷分離

caFe03は､ベロブスカイ ト構造中の B-siteに Fe+4を持ち､T｡～290K付近で Fe+3とFe+5

に電荷分離する相転移があるといわれている (9)｡この転移に伴って､電気的特性は､金属

/絶縁体転移を生じる｡メスバウア-実験や中性子散乱実験から電荷分離の括象が正しいも

のと考えられていた｡しかし､その後の光電子分光実験では､Feの電荷には転移前後で変

化はなく､低温相はFe周りの酸素にホールが局在した状態であるという括象を提案してい

る(10)｡このような異なる描象に対して､果たしてどちらがより真実に近いかを確かめるの

に X線異常分散効果を利用した実験が有効であることを示そう｡T｡以下の温度では､碍造

相転移に伴って X線回折で観測される逆格子点においてサテライ トが生じる｡この場合､

これまで禁制反射であった(1/21/21/2)点において回折強度が現れる｡この点における構

造因子は､ IfFe(1)-fFe(2)+C I2と書くことが出来る.ここで､fFe(1),fFe(2), C はそれぞれ､こ
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れまでは等価であったが､転移後何らかの意味で異なったサイ トを占めるFe(1),Fe(2)の

原子散乱因子､および酸素からの結晶構造因子-の寄与分である｡この逆格子点の回折強

度のFe吸収端近傍でのエネルギー依存性は､

Iclf.(E･AEl)-f.(E+AE2).i(f2(E･AEl)-f2(E･AE,･C到2

と表される｡ここで､fl,f2は､Fe+3におけ

る異常分散項の実数項､虚数項､AEl, AE2

はそれぞれ Fe(1),Fe(2)における吸収端エ

ネルギーの Fe+3のそれからのずれを表して

いる｡このように実験データ､∫(1/21/21/2)

をAEl,AE2,CをパラメータとしてFITTING
を行い､図 15に示す結果を得た｡これは､

凸EI+AE2=3.9eVでかなり良く実験データを

再現しており､これは Fe(1)と Fe(2)で 1S

か ら 4p-の遷移エネル ギーが 2つの

Fe-siteで相対的に3.9eV異なっていること

を意味している｡第-原理を使ったband計

言
tLn

f

q長

倉
su
曇
lh

7α幻 70文) 7100 7150 720 72文)

Energy【eV]

図 15
算も行っており､実験結果との一致は非常

によい｡このband計算からFeの電子状態の詳細を観ることが出来､これではFeの 3d電

子の数は､Fe(1)とFe(2)でほとんど同じであることが結論付けられる｡すなわち､電荷分

離は起こっていないことになる｡このパラドックスを講義では詳細に議論する｡

構成 (BLllXU;Ei--6.54keV,MnK-edge用)

5 共鳴 X線非弾性散乱

第三世代放射光源が利用できるようになっ

たことで､これまでほとんど観測が不可能で

あった meV分解能でのX線非弾性散乱が可能

となった｡これまでエネルギー-運動量空間で

のdynamicalcorrelationfunctionを観測で

きるのは､中性子非弾性散乱の独壇場であっ

たが､X線でも測定できるようになった｡固体

物理における物性 ･機能は､電子間に働く相

関力によって決定されており､この相互作用

を解明できれば物性理解の本質に迫ることが

出来る｡X線は､直接電子と相互作用を持って

おり､このため X線非弾性散乱には､物性物

理学者がのどから手の出るほどほしい情報が

含まれている｡図 16はSPring-8BL-11XUに設
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置されている共鳴 X線非弾性散乱装置 (9)で､強相関電子系物質の電子励起の研究が開始

さた｡講義では､これに関して最新のデータを紹介しながらX線非弾性散乱の魅力 ･威力 ･

今後の発展を考えてみたい｡
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