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12. X線共鳴非弾性散乱実験用高エネノレギ一分解能

2次 X線分光器の試作

高エネノレギー加速器研究機構物質構造科学研究所物質科学第 l研究系 岩住俊明

1.研究目的

i韮移金属酸化物を中心とする強相関電子系物質の研究では、高温超伝導・超巨大磁気抵

抗・多重極秩序状態・非 s波超伝導・スピン王孔分離等これまでの物性物理学には無かっ

た新現象・新概念が続出し、疾風怒漂の時代を迎えている。そして移しい研究の結果、物

質中の電子の内部自由度であるスピン・電荷・軌道から出発する新しい物性物理学観が発

展しつつある。この中で、強相関電子系物質中で生じていることが予測されているにも関

わらずこれまでの実験手法では間接的にしか観測できない、 Zhang-Rice Singlet状態や上

部ハバードバンド分散、軌道秩序化や軌道波分散等を直接観測する手法として、硬 X線領

域での X線共鳴非弾性散乱 (RIXS)実験法が注目を集め始めている。

二次光学過程である X線発光スベクトノレ (XES) 、特に内殻電子をしきい値近傍へ励起

したときのスベクトノレで-ある RIXSは、一次光学過程である X線光電子分光やX線吸収分

光などに含まれる情報に加えて遷移する電子の中間状態に関する詳細な情報を含むことが

できるとしづ特徴を有する実験手法である。そのため、強相関電子系物質の研究の進展と

は別に、近年分光学的見地から実験的・理論的な興味を集めていた。 XESはその信号強度

が極度に小さいため本格的な実験が始まったのは高輝度放射光が得られるようになった最

近の事であり、真空紫外領域・軟 X線領域での研究の進展に較べ、硬 X線領域での研究は

多少後れをとっている。園内では'例年に現東北大学多元研の宇田川等による世界的にも

先駆的な研究 [1]が l件あるが後続の研究はとぎれ、その後は主として米国ブノレックへブ、

ン研究所のグループにより研究が進められ RIXSによる強相関電子系物質の研究が注目さ

れるようになった。その後ヨーロッパや米国の第 3世代大型放射光施設に専用のビームラ

インが設けられるようになったが、国内では申請者を含むグノレープによる系統的な実験が

始まるまでは、実験的な進展は見られていなかった。申請者等はこれまで、発光 X線の分

光系として海外のグループが採用しているローランド分光法ではない円筒分光法を採用し、

その分光法の特徴を生かして RIXSの舷気円二色性 (MCD) ・多電子励起状態の観測・電荷

移動遷移と励起終状態電子配置の相関・入射光と発光との角度相関等の測定を行ってきて

おり、新しい物質評価法としての認知を得るようになってきている。

申請者等の実験手法を強相関電子系物質研究に応用する場合の最大の問題点は、調べた

い物性量に対する実験上のエネノレギ一分解能の悪さである。これまでの研究での代表的な

エネルギ一分解能は lOkeV付近で約 2eVであり、このエネノレギ一分解能では目的とする強

相関電子系物質特有の新現象を捉えるのに l桁、詳細情報を得るのに 2桁エネノレギ一分解

能が足りない。現在 RIXS研究用として世界的にもっともエネルギ一分解能の良い米国ブ

ノレックへブ‘ン研究所やアルゴンヌ研究所の例でも、 lOkeV付近で約 O.2eVでしかない。強

相関電子系物質に期待される新現象の詳細研究を行うためには lOkeV付近で数 lOrneV程度

のエネルギ一分解能を実現する必要がある。本研究ではこのような RIXS測定のエネルギ

一分解能の向土をねらった分光光学系の中心部をなす非対称ヨハンソン型分光結晶を開発
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し、 RIXS測定を強相関電子系物質の評価法のーっとして確立することを目的とする。

本研究の特徴は、通常の 2次 X線分光系で高エネノレギ一分解能化と引き替えに犠牲にな

る空間分解能や対応可能なエネルギ一範囲の制限を出来る限り引き起こさず、なおかつ検

出効率を上げるため集光するという新しい光学系を実現する点にある。空間分解能やエネ

ノレギー範囲の制限があると、対象と出来る物質群を制限してしまうことになり、 RIXS測定

を強相関電子系物質の評価法のーっとして確立することは不可能である。本申請で製作を

した非対称ヨハンソン型分光結晶を用いる光学系はこれまで提案されておらず、本研究独

自のものである。

[1] Y. Udagawa et a1.， ]. Phys. Soc. ]pn.， 63， 1713 (1994). 
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2. 研究内容

2.1 高エネルギー分解能 RIXS研究の必要性

二次光学過程である XESの中でも内殻電子をしきい値近傍へ励起したときのスベクトル

である RIXSは、一次光学過程である X線光電子分光やX線吸収分光などに含まれる情報

に加えて選移する電子の中間状態に関する詳細な情報を含むことができるという特徴を有

する実験手法である。広い運動量空間でデータを得ることができれば物質の電子系の素励

起の分散を得ることが可能となり、中性子非弾性散乱よりもエネノレギーの高い素励起を調

べるのに適した手法となる。中性子非弾性散乱に比較して小さな試料で測定可能であるこ

と、光電子分光に比較して試料環境を選ばないことや光学選移の選択則を満たしているこ

とに因るデータの帰属の容易さ等の利点を有しているが、信号強度が極度に弱し、と言う欠

点もある。エネノレギ一分解能を上げようとするとそれだけ信号強度が落ちるので、現状で

は信号強度との兼ね合いで RIXS研究用として世界的にもっともエネルギ一分解能の良い

例でも 10keV付近で約 0.2eVでしかない。 RIXSを利用して

・中性子非弾性散乱や光電子分光と比較しうるデータを得るc

-中性子非弾性散乱や光電子分光では得られない、 RIXSの特長を生かした情報を得る0

.特に強相関電子系物質に期待される新現象の詳細研究を行う。

等の目的のためには 10keV付近で数 10meV程度のエネルギ一分解能を実現する必要がある。

2.2 高エネルギー分解能 RIXS測定装置の全体像

RIXSで得られる信号のエネノレギ一分解能をこれまで以上に上げるためには、入射 X線・

散乱 X線のエネノレギ一分解能をともに同程度にあげていく必要がある。高エネノレギ一分解

能 RIXS測定を行うために光学系に要求される条件は、

・対応するエネノレギ一範囲はできる限り広い方が良い(対象とする試料を限定しないよ

うにするため)。通常の結晶分光の低エネノレギ一極限で、ある 2keV付近から 15keV付

近までが使えることが望ましい(目標値)。

・入射光のエネノレギ一分解能 E/LlE は.......1000000(目標値)。

・入射光は可変偏光とし、水平偏光・垂直偏光・円偏光が任意に切り替えられること(将

来の偏光依存測定を可能とするため)。

・試料上で 5μm角以下に集光されていること(試料上の発光点のサイズが散乱光側分光

装置のエネルギ一分解能に直結するため)。

・入射光の発散角は水平・垂直とも約 8町 ad (約 0.5
0

)以下であること(運動量空間

分解能を上げるため)。

-散乱光のエネノレギ一分解能 E/LlE は.......1000000(目標値)。

-入射光・散乱光のエネノレギ一分解能をここまで上げながらそれぞれ十分な強度を確保

し、現実的な時間で測定が可能であること。
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等である。上記条件を満たすようにするには、光源、・ビームラインから実験装置まで全体

を高エネノレギ一分解能 RIXS測定専用に設計する必要がある。光源としては将来的には

SASE-FELや X線レーザー等も検討対象になるが、現状では強度・輝度共にアンジュレータ

しか解がない。

高エネルギ一分解能 RIXS測定用ビームライン及び実験装置のおおよその光学系を図 1

に示す。アンジュレータから出たX線を湾曲円錐台ミラーで平行化し、ビームラインの前

置分光器で、のエネノレギ一分解能及びスノレープットを上げる。湾曲円錐台ミラーは現時点で

制作可能な最も回転楕円面に近い反射面を作りだし、多少拡がりのあるアンジュレータ光

をほぼ理想的な平行光に変換する。前置分光器の直後に高エネノレギ一分解能分光器を設置

し入射光のエネルギ一分解能を高める。高エネノレギ一分解能分光器の前に前置分光器を入

れるのは、高エネノレギ一分解能分光器にアンジュレータ光の熱負荷が掛かるのを避けるた

めである。高エネルギ一分解能分光器の直後に偏光変調用光学素子を配し、水平偏光・垂

直偏光・円偏光を任意に切り替えられるようにする。実験装置直前にカークパトリックー

パエズ型集光ミラーを組み込み、試料部でのスポットサイズを 5um角以下に縮小する。ス

ポットサイズの大きさは以下に述べる散乱光側分光装置からの要請による。散乱光側分光

装置としては下図右側に示したような非対称ローランド配置の 2次X線分光器を開発する。

この分光器は通常の対称ローランド配置の分光器とは異なり分光結晶に非対称ヨハンソン

型結晶を用いることにより、集光効率を落とさずにエネノレギ一分解能を向上させることが

可能である。但し非対称度が高まるほど分光可能なエネノレギ一範囲が狭まるため、多種類

の分光結晶を準備しておくか、もしくは回転・傾斜機構を付加して一つの分光結晶でカバ

ーできるエネノレギー範囲を広げられるようにおく必要がある。また、集光点であるローラ

ンド円筒の母線上には、エネノレギ一分解能を劣化させるエネノレギ一分散が生ずるが、分散

方向に位置敏感型一次元ディテクターを設置して計測することにより、母線上に生ずるエ

カークパトリックー

パエズ型集光ミラー
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ネルギー分散を一度に取り込み、エネノレギ一分散を積極的に活用する。このような配置だ

と発光X線のエネルギ一分光と集光を同時に行うことができるため、入射光を連続的に変

えながら発光スベクトノレを捉えるという 2変数のマップ測定が容易であるという特徴を持

つことになる。

2.3 2次X線分光器の詳細

入射X線側の光学系が光師、から得られる X線をハイスループットで、高エネノレギ一分解能

化することだけを主目的にすればよいのと異なり、散乱X線側の光学系にはハイスノレープ

ットで‘高エネノレギ一分解能化すること以外に以下のような条件が加わる。

(入射光側はほとんど平行と見なせる X線束を扱うだけであるのに対し)点光源から

全立体角に拡がる散乱X線を処理する必要がある。

(入射光側が位置固定であるのに対し)試料周辺のできるだけ広い立体角の散乱X線

に対応できるよう、分光光学系そのものが試料を中心として位置可変である必要があ

る。

散乱光側分光装置を高エネルギ一分解能化しようとした場合、これまでの球面湾曲結晶を

用いた対称ローランド型配置の延長で‘は高エネノレギ一分解能化と引き替えに測定できる散

乱 X線の方位や対応可能なエネノレギ一範囲が犠牲になってしまう。より具体的に指摘すれ

ば、以下のような問題が生じる:

-球面湾曲結晶を利用する場合背面反射条件からはずれるほど、エネルギー収差が大きく

なってしまうので、高エネノレギ一分解能化を目指す場合には背面反射条件からのずれ

の小さな領域で使用するしかない。その場合、対応可能なエネノレギ一範囲は使用する

結晶の格子定数で決まってしまい、各種元素の吸収端に対応、できない。

・背面反射に近い条件で利用する限り集光点が試料のごく近傍にきてしまうため、試料

保持や試料環境変化のための装置との干渉が避けられない場合が出てくる。その場合

測定できる散乱X線の方位が限定される。

また方位や対応可能なエネノレギ一範囲が犠牲にならないよう複数の結晶を組み合わせて複

数回の分光を行うことによる高エネルギ一分解能化を行う場合には、強度を稼ぐための集

光系が組めない。ところが RIXS測定では、測定できる発光X線の方位は運動量空間の測

定可能領域に、エネノレギ一範囲の制限は対象物質群の制限に直結してしまうため、そのよ

うな制限のある状態では RIXS測定を強相関電子系物質の評価法のーっとして確立するこ

とは不可能である。また、ただでさえ強度の弱いX線共鳴非弾性散乱を集光せずに測定す

るのは、 (第 3世代大型放射光光源を利用するとしても)現実的ではない。本研究では、

そのような制限を出来る限り引き起こさず、なおかっ検出効率を上げるため集光するとい

う新しい光学系を考案・試作したことに特色がある。

新光学系として図 1右に示したような非対称ローランド配置の 2次X線分光器を新たに

考案した。この分光系は通常の対称ローランド配置の分光器とは異なり分光結晶に非対称
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ヨハンソン型結晶を用いることにより、

-非対称ヨハンソン型結晶の非対称度を高くとることにより、通常の対称ローランド配

置の分光器よりもエネルギ一分解能を向上させることが可能である。

-複結品型ではなく l結晶型分光系であるため集光が可能である。

-集光点が試料位置から離れているため、試料保持や試料環境変化のための装置との干

渉がなく、原理的には分光方位に制限がない。

-分光結晶の非対称度は任意に設計可能であるので目標とする分解能を得ることが可能

である。

等の利点を生じさせることができる。ところが非対称ヨハンソン型結晶の利用に当たって

は、非対称ヨハンソン型結晶の作成方法が確立していない、広いエネノレギ一範囲に渡って

使用する場合には何種類もの分光結晶を用いなければエネノレギ一分解能を維持することが

できない、等の欠点がある。実は非対称ヨハンソン型結晶そのものは非対称度が小さいも

のに限つてはすでに実在する。ギニエカメラ用の分光結晶がそれである。ギニエカメラで

は実験室系で‘小角散乱実験を行うためにX線管から得られる発散X線東の単色化・集光化

の目的で非対称ヨハンソン型結晶が用いられている。ところが、通常低指数の反射を用い

ていること・実験室系に収まる程度の装置規模になることなどの要請から非対称度が小さ

いものに限られており、非対称度の大きなヨハンソン型結晶の作成方法はまだ確立してい

ない。そこで作成方法に関しては次節に記載するように対称ヨハンソン型結晶を作りその

非対称面を利用することを試みた。また一つの結晶での対応エネルギ一範囲の狭さについ

ては非対称ヨハンソン型結晶に回転傾斜機構を付加し広いエネルギー範囲に渡ってエネル

ギ一分解能を維持できるようにすることを試みた。集光点であるローランド円筒の母線上

には、エネノレギ一分解能を劣化させるエネノレギ一分散が生ずるが、分散方向に位置敏感型

1次元検出器を設置して計測することにより、母線上に生ずるエネノレギ一分散を一度に取

り込み、エネルギ一分散を積極的に活用する。このような測定系を実現すると発光 X線の

エネノレギ一分光と集光を同時に行うことができるため、入射光を連続的に変えながら発光

スベクトノレを捉えるという 2変数のマップ測定が容易であるという特徴を持つことになる。

2.4 本研究において試作した非

対称ヨハンソン型結晶について

高エネルギ一分解能 RIXS測定のた

めの散乱光側分光装置の心臓部に当た

る非対称ヨハンソン型結晶は、図 2に

示すような設計思想に基づいて作成を

行った。対称ヨハンソン型結品の散乱

面の結晶方位をA、円筒面の母線方向

の結晶方位を B、A'Bに垂直な結晶

図2
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方位を Cとする。 Bに垂直なA'C面内にAから日度だけ傾いた結晶方位Dが存在すれば、

この結晶面Aに対する対称ヨハンソン型結晶は、結晶面Dに対する非対称ヨハンソン型結

晶として利用することが可能である。ヨハンソン型結晶の作成を行うときには通常Aおよ

びローランド半径だけを指定し B'C方位を指定することはないが、このような面内方位

指定を行うことにより、 1つのヨハンソン型結品で 1方位の対称ヨハンソン型結晶と複数

の方位に対する非対称ヨハンソン結晶としての役割を持たせることが可能となる。今回試

作を行った結晶は、 Ge単結晶を利用しAをく1，1， 1>・ Bをく1，一1.0>・Cをく一1，一1， 2>とした

ものである。この場合、 Dとしてく2，2， 0>・<0，0，4>・く1，1， 3>・く3，3，一1>等が存在するこ

とになり、分光したいエネルギーおよび必要なエネノレギ一分解能に応じて格子面を選べば

よいことになる。

今回の設計思想、に基づいた非対称ヨハンソン型分光結晶では使用する結晶の対称反射面

方位と母線方向方位により非対称反射の非対称度が決定されてしまうが、将来的には面内

方位指定とギニエカメラ用の非対称度の小さいヨハンソン型結晶の加工技術を組み合わせ

ることにより、任意の角度に任意の方位を設定した非対称ヨハンソン型分光結晶を作成す

ることが可能になるものと期待さhる。
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3. 研究結果

3. 1面内方位を指定した対称ヨハンソン結晶の試作

2.4節で記述したように、 Ge単結晶で、面内方位を指定した Geく111>対称ヨハンソン型結

晶を製作した。製作は湾曲結晶分光器の製作実績が多く今回のような特殊な仕様にも対応

可能で、信頼度の高いサンゴパンCD]株式会社に依頼した。高エネルギー加速器研究機構

物質構造科学研究所放射光研究施設に既存の 2次X線分光器に組み込んでエネノレギ一分解

能の評価が行えるよう、ローランド半径として 250mmを採用した。結晶の大きさは予算の

許す範囲で大型のものを作るよう依頼したところ、母線方向 30mm、母線と垂直方向 70mm

のものが製作できた。面内方位の指定は特に製作上の障害とはならなかったようで、通常

の面内方位指定のない対称ヨハンソン型結晶の場合と同様にローランド半径誤差 1%程度

(光学的測定による)のものが入手できた。

3.2実験室系での試作分光結晶の評価

通常のX線管球を利用して結晶の評価を行ったが、面内方位、(JIJ)反射のロッキング

カー 7"lli~ 、(J I I)反射ロッキングカーブ幅の結晶表面における場所依存性、格子面の曲率

とも十分に実用に耐えるものであることがわかった。 (111)反射以外の反射面での評価は

評価装置の都合でまだ実行できていないが、(J1I)反射での結果から比較的低次の反射面

については十分な性能がでていることが期待できる。

3. 3放射光を利用した試作分光結晶の評価

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所放射光研究施設に既存の 2次X線分光

器に組み込んでエネルギ一分解能の評価を行うことを計画した。既存の 2次X線分光器は

円筒分光法を採用しており、分光結晶としてはヨハン型の結晶を利用している。試作分光

結晶はヨハンソン型であるため本来は円筒分光法の分光結晶としては適当ではないが、試

料位置から分光結晶までの距離に比べて試作分光結晶のサイズ、が小さいことからヨハン型

との差が小さく、レイトレースによるシミュレーションでは分解能に差が出ないことが予

測された。

実験は放射光研究施設の BL16A1で・行った。ビームラインのモノクロメータは通常Si(1l1)

反射を用いるが、入射光のエネノレギ一分解能を上げるため Si (333)反射を利用した。代表

的な強相関電子系物質である Mn酸化物の研究に応用することを考慮して、入射光エネノレ

ギーは MnK吸収端付近 6.5keVに設定した。この時入射光のエネルギ一分解能はビームラ

インモノクロメータの熱負荷などによる結晶ひずみを考えなければ O.1eV弱になっている

はずであり、結晶ひずみを考慮しでも適当にビームを制限することにより O.leV程度にで

きると期待された。入射光の弾性散乱を捉えることが目的であったため試料位置に置くも

のは何でも構わなかったので、クライオスタット先端の銅製の試料台に直接入射光を照射
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した。 2次X線分光器に付属しているヨハン型結晶の代わりに試作した分光結晶を取り付

け、 Ge(333)反射を利用して散乱光を分光するよう設定した。入射光のビームサイズから

理想的な Ge(333)反射のエネノレギ一分解能も約 O.1eV程度になるはずであった。このエネ

ルギー領域で・の検出限界エネノレギ一分解能は 2次X線分光器に利用している 1次元検出器

の位置分解能で制限されており、計算上約 o.3eVになる。実測の結果は分光結晶及び 1次

元検出器の使用位置により多少の変動があったが O.27 .......，0. 34e Vの範囲内であり、試作分

光結品の (333)反射が検出限界よりも良いエネノレギ一分解能を有していることがわかった。

従って試作分光結晶は (333)反射よりも低い指数の反射ではほぼ理論値通りの性能を発揮

するであろうことが期待される。このことは非対称度をうまく設定することにより、ある

低次指数の反射面を対称反射で分光するときよりも一桁程度エネノレギ一分解能をあげるこ

とが可能で、あることを意味しており、目標としていたエネノレギ一分解能 E/d. E"""" 1 000000 

は無理としても 100000は優に到達可能であることを示唆している。今回試作した結晶で

非対称(I13)反射を 6.5keV付近で利用する場合、理想的には 30meV程度のエネルギ一分解

能を持つことが期待され、強相関電子系物質にみられる新しい物理現象の詳細研究を行う

のに十分であることがわかる。実際に非対称反射面を使ったエネノレギ一分解能の評価は残

念ながらまだできていない。

3.4今後の課題

上述したように研究年度内に対称ヨハンソン型結晶としての評価を行うことで、目的で

ある非対称ヨハンソン型結晶としての利用時の性能予測を行った。今後は実際に非対称反

射のロッキングカーブ測定や非対称ローランド配置でのエネルギ一分解能測定を行うこと

が必要である。また、回転傾斜機構を付加することによる分光可能エネノレギ一範囲の拡大

の実測も不可欠である。今後しばらくこれらの課題に取り組んで非対称ローランド配置の

.問題点を洗い出し、最終的には高エネノレギ一分解能 RIXS測定装置の製作を行い、強相関

電子系物質でみられる新しい物理現象の詳細研究に取り組みたい。
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4. まとめ

強相関電子系物質中で生じていることが予測されているにも関わらずこれまでの実験手

法では間接的にしか観測できない新しい物理現象を捉えるため、高エネノレギ一分解能X線

共鳴非弾性散乱実験装置を考案し、その散乱光側の分光系である 2次X線分光器の心臓部

に当たる非対称ヨハンソン型分光結晶の作成法の考案及び実際にその作製法に沿った非対

称ヨハンソン型分光結品の設計・試作・評価を行った。

本研究を行うにあたり考案した新たな非対称ヨハンソン型分光結晶作成法では、対称ヨ

ハンソン結晶の面内方位を指定することで 1つのヨハンソン型結晶で 1方位の対称ヨハン

ソン型結晶と複数の方位に対する非対称ヨハンソン結晶としての役割を持たせることを可

能にした。将来的には今回の作成法とギニエカメラ用の非対称度の小さいヨハンソン型結

晶の加工技術を組み合わせることにより、任意の角度に任意の方位を設定したような非対

称ヨハンソン型分光結品の作成を行うことが可能となるものと期待される。

新たな非対称ヨハンソン型分光結晶作成法に沿って実際に Ge単結晶を用いた非対称ヨ

ハンソン型分光結品を作成し、対称ヨハンソン型分光結晶としての評価を実験室系及び放

射光を使って行い、 (333)反射よりも低い指数の反射ではほぼ理論値通りの性能を発揮す

るであろうことが期待されることが判明した。このことは強相関電子系物質にみられる新

しい物理現象の詳細研究を行うのに十分なエネノレギ一分解能を持った非対称ローランド配

置 2次X線分光系が製作可能で=あることを意味する。実際に非対称反射面を使ったエネル

ギ一分解能の評価は残念ながらまだできておらず、今後の課題である。
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