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素 吸収端 ネ ギ3d 遷移金属酸化物について 共鳴軟X線散乱法 元素の吸収端のエネルギー3d 遷移金属酸化物について 共鳴軟X線散乱法
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実験施• 磁性 実験施設磁性
• 金属絶縁体転移

実験施設

主にS 8（兵庫県）を用いる予定 共鳴軟 線散乱装置• 金属絶縁体転移
などの面白い性質を示す

主にSPring-8（兵庫県）を用いる予定。 共鳴軟X線散乱装置
などの面白い性質を示す。

特に当研究室で注目したい現象は特に当研究室で注目したい現象は…、

荷 軌道 整１．電荷/軌道の整列電荷 軌道 列

d 軌道の形 Mn 酸化物の例 Cu 酸化物の例d 軌道の形 Mn 酸化物の例 Cu 酸化物の例

東大物性研ビ ムライン東大物性研ビームライン
７番で建設中。７番で建設中。

そのほか 国内のPhoton Factory (PF) などや海外の放射光施設（アメリカ カナダそのほか、国内のPhoton Factory (PF) などや海外の放射光施設（アメリカ、カナダ、
スイス ドイツなど）も使用予定スイス、ドイツなど）も使用予定。
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１ 遷移金属酸化物の電荷/軌道/スピンの整列状態の観測
Y T k d N N

１．遷移金属酸化物の電荷/軌道/スピンの整列状態の観測
Y. Tokura and N. Nagaosa,
Science 288 462 (2000) 左に挙げたMn 酸化物 C 酸化物のほかにもScience 288, 462 (2000).

i l
左に挙げたMn 酸化物、 Cu 酸化物のほかにも…、

J. Orenstein et al.,
S i 288 468 (2000) らせん磁性（例：Ba (Mg Zn ) Fe O ) 三角格子（例：NaNiO )Science 288, 468 (2000). らせん磁性（例：Ba2(Mg1-xZnx)2Fe12O22) 三角格子（例：NaNiO2)

２．薄膜試料の界面 （例）絶縁体L AlO と２．薄膜試料の界面 （例）絶縁体LaAlO3と
絶縁体１ SrTiO3の界面 C. Darie et al.,

E Ph J B絶縁体１
界面には

SrTiO3の界面 Eur. Phys. J. B 
43 159 (2005)

絶縁体

界面には
金属的な伝導！

43, 159 (2005).

絶縁体２ 金属的な伝導！
この界面が金属この界面が金属

A. Ohtomo and H. Y. Hwang, S. Ishiwata et al.,g,
Nature 427, 423 (2004).

,
Science 319, 
1643 (2008).

などなど
（目標）これらの物質の電子状態・ダイナミクスをX線を使って観測したい！

などなど…
（目標）これらの物質の電子状態・ダイナミクスをX線を使って観測したい！

２ 遷移金属酸化物薄膜の界面の電子状態の観測２．遷移金属酸化物薄膜の界面の電子状態の観測

X線について
左に挙げたLaAlO3とSrTiO3の界面のほかにも…、X線について
左に挙げたLaAlO3とSrTiO3の界面のほかにも 、

波長 強度
強磁性を持つ界⾯：

波長 強度 LaMnO3とSrMnO3 性質が試料の質にLaMnO3とSrMnO3 性質が試料の質に
大きく依存するX線の波長は固体 大きく依存する。

結晶内の原子間の結晶内の原子間の
距離ぐらい H Y d t l距離ぐらい。
(Å程度)

H. Yamada et al., 
PRB 81 014410 (2010)(Å程度) PRB 81, 014410 (2010). 

などなどなどなど…

３ 共鳴軟X線散乱データの理論的解析３．共鳴軟X線散乱デ タの理論的解析

実験データの解析も重視。
波長が短い 波長が長い シンクロトロン放射光は

実験デ タの解析も重視。
→多重項クラスターモデル計算長

エネルギー
波長 長
エネルギー

シンクロトロン放射光は
病院で使うX線よりはるかに

多重項クラスタ モデル計算
TM：遷移金属ギ

が高い
ネルギ

が低い
病院で使うX線よりはるかに
強 [(TM)O ]クラスタ

TM：遷移金属
が高 が低い

強い！ [(TM)O6]クラスター

（八面体） 酸素（八面体） O：酸素
シンクロトロン放射光とは？ 世界の放射光施設シンク ン放射光 世界の放射光施設

ライナック(線形加速器) メッセ ジメッセ ジライナック(線形加速器) メッセージメッセージ
様々な学生さん達に興味を持っていただきたいですが、特に下記のような方にお薦めです！

分光器 ・物性物理学、特に物質の多様性に興味がある人。分光器 物性物理学、特に物質の多様性に興味がある人。
・実験装置に興味がある人 (放射光施設にはいろいろな装置があります )実験装置に興味がある人。(放射光施設にはいろいろな装置があります。)
実験デ タの理論的解析にも興味がある人 (得られた結果の解釈は重要です )・実験データの理論的解析にも興味がある人。(得られた結果の解釈は重要です。)
海外出張が好きな人 （海外の放射光施設にたびたび出張していただくことになります ）

蓄積
ブースター ・海外出張が好きな人。（海外の放射光施設にたびたび出張していただくことになります。）

蓄積

リング
リング 放射光施設の数

お問い合わせお問い合わせ
リング

リング

ビ

放射光施設の数
１位 日本 アメリカ（９個） お問い合わせお問い合わせビームライン １位：日本、アメリカ（９個）

位 ド （ 個）
お問い合わせお問い合わせ

電子を加速し、蓄積リング ２位：ドイツ（６個）

ビームラインに装置を
積

にためる。 ３位：フランス、中国（３個）

• 質問 相談等は メールアドレスwadati@issp u-tokyo ac jpまで
ビ ムラインに装置を
接続し 実験を行う

にためる。
電子が方向を変えるときに

位 フラン 、中国（ 個）

• 質問、相談等は、メ ルアドレスwadati@issp.u tokyo.ac.jpまで。
柏キ パ あるいは で会 てお話できます

接続し、実験を行う。電子が方向を変えるときに
出るX線を利用する • 柏キャンパスあるいはSPring-8で会ってお話できます。出るX線を利用する。 柏 あ g 会 話 す。

• 希望者があれば 随時放射光見学ツアーを開催予定日本は質、量ともに世界 • 希望者があれば、随時放射光見学ツアーを開催予定。
トップを走っている！トップを走っている！


