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はじめに
太陽は地球に生きる生命にとって母なる恵みの星
である。しかし時に、太陽フレアと呼ばれる太陽系
最大の爆発を起こす（図 1）[1]。この爆発は数分か
ら数十分間の現象にも関わらず、解放されるエネル
ギーは時に 1030 erg 以上にもおよび、これは地球で
消費する電力量のおよそ1,200年間分以上に匹敵す
る（1回のフレアのエネルギーを 1030 erg、世界の年
間消費電力を2万3千テラワット時で計算）。このよ

図 1 日本の太陽観測衛星「ようこう」が捉えた大

うな太陽フレアは、コロナと呼ばれる太陽大気に蓄

規模太陽フレアの軟 X 線画像。色は疑似カラー。太

えられた磁場のエネルギーが爆発的に解放されるこ

陽直径は約 30 分角。太陽面の中央上部に位置する

とによって発生する。その結果、急激な加熱、大質

「とんがり帽子」が太陽フレアによって生み出され

量の放出、粒子の加速、電磁波の大量放射など、大

た構造で、フレアの規模に応じて数十秒角〜数百秒

規模でダイナミックな現象を引き起こす。そして時

角（太陽面上で数万 km〜数十万 km）の大きさに

に、地球周辺の宇宙環境に大きな影響を及ぼすこと

まで成長する。

もある。この様な磁場をエネルギー源とした爆発現
象は宇宙の至る所で見つかっており、太陽フレアは

球周辺の宇宙環境変動の理解とその影響把握といっ

宇宙の活動そのものと言っても過言ではない [2]。

た宇宙天気の観点、そして太陽フレアを宇宙活動の

そこで我々は、太陽フレアで起きているエネルギ

一つのサンプルとして宇宙プラズマの物理を理解す

ーの解放・変換・伝搬の物理を理解することを目指

るという観点、と多角的であり、既存の研究分野の

し研究を進めている。その科学的意義は、太陽で起

枠組みを超えた連携体制で研究を進めている。

きている現象の理解を目指す太陽物理学の観点、地
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図 2 太陽フレア時のスペクトル [1]。軟 X 線帯域のスペクトルは数千万度のプラズマによって生み出さ
れており、輝線と連続光成分で構成される。一方、硬 X 線帯域のスペクトルは、加速された電子によって
生み出されており、冪型（両対数グラフで直線）のスペクトルを持つことが知られている。より高エネル
ギーのガンマ線帯域になると、イオンや相対論的電子の情報が得られる。
我々の研究手法

的に物理を議論していくことが我々の研究手法であ

地球に最も近い恒星である太陽は、どの天体より

る。そのためには、太陽フレアで生じる現象・構造

も明るい上、大規模エネルギー解放現象（フレア）

を、空間・時間分解した上で、十分にエネルギー分

を広い視野で、空間分解、時間分解して観測できる

解されたX線スペクトルを計測する必要がある。ま

唯一の天体である。この点が、太陽が持つ研究対象

た構造によってX線の輝度が桁で異なるため、暗い

としての魅力のひとつである。

構造も明るい構造も同時に観測できる能力（ダイナ

図 2は、太陽フレア時のX線〜ガンマ線帯域の放

ミックレンジ）も求められる。以上をまとめると、

射スペクトルを示したものである。その放射の背景

表 1を満たすような観測能力が必要ということにな

を簡単に説明する。太陽フレアが生じる前のコロナ

る。なおダイナミックレンジは、鏡を用いた直接撮

環境は数百万度の熱的平衡プラズマである。そして

像型装置（集光型望遠鏡）では、主に鏡で生じる散

一旦フレアが発生すると、数千万度に達するプラズ

乱光（鏡の低散乱性能）で決まる。

マの生成、プラズマ塊の噴出、粒子の加速などが生

しかし、この様な高い空間分解能と高い時間分解

じる。これらがX線〜ガンマ線帯域のスペクトルを

能、そして高いダイナミックレンジが求められる天

形成するが、スペクトル（輝線群の強度や連続光成

体観測用のX線装置は前例がない。そこで我々は、高

分の傾き）を測定することでプラズマの物理量を引

精度X線ミラーとX線用高速度カメラの組み合わせ

き出すことが出来る。

による太陽観測用X線集光撮像分光装置により、新

一方、フレアによって生じる構造・現象のサイズ

機軸の太陽フレア観測の実現を目指している。

は小さなもので数千km（視野角で秒角）程度であり、

なお、X線は地球の大気に吸収されるため、太陽

それらが1秒間以下〜10秒間程度の時間で時々刻々

を始めとする天体を観測するためには、宇宙空間か

と変化していく。

らの観測が不可欠である。そこで、キー技術単体の

これらの現象の物理量を観測から見積もり、定量

基礎開発はもちろんのこと、観測ロケットを用いた
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観測能力

要求値

軟 X 線・硬 X 線用の装置に共通の項目
スペクトルの時間変化を追う場合 < 10 秒
強度の時間変化を追う場合 < 1 秒

時間分解能

軟 X 線用の装置に対する項目
エネルギー範囲

0.5 keV – 10 keV

エネルギー分解能

< 0.2 keV (FWHM)

空間分解能

< 2 秒角 (FWHM)

ダイナミックレンジ

> 104

スペクトル毎の光子数

> 1600 個

硬 X 線用の装置に対する項目
エネルギー範囲

5 keV – 30 keV

エネルギー分解能

< 1 keV (FWHM)

光源位置の決定精度

< 2 秒角

空間分解能

< 4 秒角 (FWHM)

ダイナミックレンジ

> 103

スペクトル毎の光子数

> 3200 個

表 1 太陽フレア観測に求められる性能
実証実験の機会も活用し、技術を磨いている。今回
は、最新の開発状況と将来計画について紹介する。
軟X線用 ガラス研磨型 高精度ミラー
図 1のように、軟X線帯域の観測は太陽のダイナミ
ックな姿を見せてくれる。一方で、その観測に求め
られる要求は表 1のように厳しい。そこで我々は、
わが国に蓄積のあるナノテクノロジー技術を用い、

図 3 軟 X 線用 ガラス研磨型 高精度ミラーの試作

高い空間分解能と低散乱特性という２つの優れた性

品。

能を持つ高精度斜入射X線ミラー（ガラス研磨によ

上段の写真：試作ミラーの写真。一体化した Wolter

る一体型のWolter I 型ミラー）の国産開発を進めて

I 型ミラーで、手前側と奥側の金属コーティングさ

きた（図 3）[3]。これまでの要素試作で、放物面部・

れた長方形部分は、それぞれ精密に磨かれた放物線

双曲面部とも 3cm × 1cm 程度のごく小さな有効

鏡面と双曲線鏡面となっている。

領域に対してであるが、天文観測用途として世界最
高レベルの結像性能を達成した（ミラー単体で、8

中段のプロット：8keV の平行 X 線を集光した際の

keVのX線に対してHPD 0.2秒角、オフアクシス角10

X 線の強度分布。

秒角で散乱光レベルはピーク強度のほぼ10-4）。また、 下段のプロット：8keV の平行 X 線に対する点拡が
試作を通じて精密 Wolter 表面創成の技術およびシ

り関数（Point spread function、PSF）。

ンクロトロンX線による評価計測手法も獲得した。
このミラーは表 1の要求を十分に満たしており、
太陽フレア領域を詳細かつ鮮明に捉えることが可能
となる。特に、太陽フレアにおける最重要観測領域
3

であるエネルギー解放領域は相対的にX線輝度が低

誤差は全面にわたりRMS値にて３μm（設計焦点距

く、既存の望遠鏡では観測が難しかった。本ミラー

離2mを仮定すると0.3秒角に相当）程度以下と本手

を用いた望遠鏡が実現すれば、科学的に極めて大き

法世界最高精度を実現している。またX線結像イメ

なインパクトを与えることは間違いない。

ージにおいても、結像点のピークの鋭さを示す
FWHMは4秒角程度（図 4 左参照）と、これまでの

硬X線用 電気鋳造型 高精度ミラーと高精度ミラー

飛翔体搭載用X線望遠鏡と同程度を達成し、今後世

保持機構

界最高感度に並びうる感触を得ている。ただし、散

太陽フレアにおける硬X線の輝度は軟X線に比べ

乱光成分の寄与がより大きくなるHPDについては、

桁で小さいため、硬X線望遠鏡には空間分解能に加

母線方向の形状誤差により、局所的（全体の3%に相

え集光力も同時に求められる。そのため我々は軟X

当する領域に照射）には 30秒角、更に領域を限れば

線ミラーより大型の一体型 Wolter I 型高精度ミラ

20秒角（0.5%）程度が実現されているにも関わらず、

ーの開発を進めている。さらに、1つのミラーでは有

全体では 50秒角程度以上となり、金型の加工精度

効面積が足りないため、口径の異なる複数のミラー

や電気鋳造前後での転写精度の向上が必要となる。

を5〜10枚程度精度良く同心円状に配置するための

すでに新たな金型研磨法や厚膜ミラーの試作など、

ミラー保持機構もあわせて開発を進めている。

その大幅な改善を確認しており、さらなる改善を目

まず高精度ミラーについては、直径10mmスケー

指し開発中である。
高精度ミラー保持機構については、ミラー組み込

高精度電気鋳造技術 [4] に着目し、大型化を図るこ

み前後での性能劣化や複数ミラー間の結像点のばら

とで天文観測用途への応用を進めている。すでに最

つきの抑制、さらには過酷な宇宙環境への耐性も同

重要技術課題である直径の大型化について、従来の

時に求められる。例えば表 1の要求性能を実現する

6倍もの直径に相当する60mmのニッケルミラーを

ためには、ミラー間の中心軸を≪40μm精度で保持

試作している。形状評価の結果、特に周方向の形状

しなければならない。
現在は1枚鏡を想定しての基本

母線方向
周方向

60 m m

1

FW H M ~ 4 秒角
( コ ア の鋭さ )

1

反射鏡支持上面部
0 .5

1 0 -2

400 µm
( 4 0 秒角※)

1 0 -4

210 m m

規格化動径カ ウン ト プ ロ フ ァ イ ル [c ts /p ix ]

ルの地上用小型X線結像系開発にて培われた国産超

20 µm
( 2 秒角※)

反射鏡支持側面部

2 .6 m m
( 2 6 0 秒角※)

反射鏡

輝度中心から の距離
※設計焦点距離

反射鏡支持下面部

2 m を 仮定

図 4 硬 X 線用 電気鋳造型 高精度ミラー (左) と高精度ミラー保持機構 (右) の試作品。
左図：直径 60mm 試作ニッケルミラーの写真 (左上) と 15keV X 線結像イメージ (左下)、およびその点
拡がり関数と中心拡大図 (右)。これらは現在執筆中の投稿論文から一部抜粋 (Mitsuishi et al., in prep.)。
右図：1 枚鏡用の高精度ステンレス製ミラー保持機構のデザインとその試作品。
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設計とその試作
（図 4 右参照）
までが完了している。

られるため、1秒角以下でのサンプリング、すなわち

またステンレス製の本試作保持機構と前述の試作ニ

検出器面上で10μm程度のサンプリングが必要とな

ッケルミラーを組み合わせてのX線照射試験を実施

る（望遠鏡の焦点距離を3mとした場合、1秒角離れ

し、その前後でのX線性能に顕著な劣化が見られな

た光源は、焦点面で約15μm離れて結像する）。そ

いことを確認している。今後は光線追跡シミュレー

こで、我々は11μm角のピクセルをもつ裏面照射型

タを用いての設計パラメータの最適化、高精度ミラ

シリコンCMOS検出器を用いた高速度カメラを開

ー位置測定・調整システムの導入、および振動や熱

発した（図 5）[5]。CMOS検出器は、ピクセル毎の

等の宇宙環境耐性評価試験前後の性能評価を実施し、

高速読み出しが可能なため、例えば我々が用いた検

ミラー固着条件や組み込み方法の確立を目指す。

出器では、2048ピクセル×2048ピクセルの全画素に

さて、ここからは検出器について紹介する。ミラ

対して毎秒48枚の読み出しが可能である。読み出す

ーで集光されたX線は焦点面で像を結ぶが、我々はX

画素を制限し384ピクセル×2048ピクセルとすると

線のスペクトルも取得したい。そのためには分光を

毎秒250枚の読み出し、すなわち4ミリ秒露光での高

行う必要があるが、空間・時間分解能も求められる

速連続撮像が可能となる。これにより、各ピクセル

ため、検出器による光子計測という手法を採用する。

で毎秒3個程度のX線光子を検出することが出来る。

これは入射したX線のエネルギーに比例した信号を

このカメラを6台用意すれば、2秒角四方の領域（3×

出力することが可能な半導体検出器を用い、検出器

3ピクセルの領域）に対して、10秒間毎に、1,600個

の同一区画（例えば、同一ピクセル）に複数個のX線

以上の光子
（~ 3個/ピクセル/秒 × 6台 × 9ピクセ

光子が入射するよりも十分に短い間隔で露光するこ

ル × 10秒間）を集めることができ、太陽フレア観

とで、個々のX線光子がもつエネルギー情報を取得

測に必要な性能を満たす。

するというものである。

今回用いたCMOS検出器は、もともと可視光用・
紫外線用として開発されたものであるが、裏面照射

裏面照射型CMOS検出器を用いた 軟X線用 高速度

型であること、受光面側に施されたコーティングが

カメラ

薄いことを考えるとX線に対する感度が十分に期待
された。そこで我々は、55Fe線源（5.9keV）や、放

0.6

0.4

: 21.6 %
: 9.2 %
: 14.1 %
: 29.7 %

0.2

Fe source
Mn Kb : 6.49 keV

4-pixel events
3-pixel events
2-pixel events
1-pixel events

Si : 1.74 keV

relative frequency [%]

FWHM at Mn Ka : 227 eV

0.8

55
Si escape peak of Mn Ka : 4.16 keV

X-ray spectrum of
1.0

Mn Ka : 5.90 keV

軟X線については2秒角以下の空間分解能が求め

0.0
0

2

4
energy [keV]
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図 5 裏面照射型 CMOS 検出器を用いた 軟 X 線用 高速度カメラ。
左側の写真：観測ロケット実験 FOXSI-3 に搭載した裏面照射型 CMOS 検出器（手前の円形の基板に取り
付けられた正方形の構造）と、検出器の駆動とデータ保存を担うカメラボード（後ろの長方形のボード）。
右側のプロット：55Fe 線源を照射した際に得られたスペクトル。Mn Kα線と Mn Kβ線が分離しており、
Si エスケープピークや、Si のラインも検出できている。信号の広がりは 4 ピクセル以内に収まっている。
5

射光（分子科学研究所UVSORのビームラインBL-

した。こうして開発した硬X線用高速度カメラは、過

2A；0.8keV〜4keV）を用いた評価試験を行い、

去2回にわたって観測ロケット実験FOXSIに搭載、

0.8keV〜6keVのX線に対し、X線に対する十分な感

太陽硬X線集光撮像分光観測を成功させてきた (図

度と光子計測能力を有することを見出した [6][7]。

6)。

この検出器を用いた軟X線カメラは、後述する観測

現在、この検出器のさらなる性能向上を行ってい

ロケット実験FOXSIに搭載し、世界初の太陽コロナ

る。その一つが空間分解能の向上である。既存の

の軟X線撮像分光観測を成功させた。

CdTe検出器を評価したところ、
複数ストリップに信

現在は、CMOS検出器の感受層の完全空乏化や厚

号がまたがるイベントを用いれば、ストリップピッ

みの増強など、性能向上に向けた開発を続けている。

チより細かい位置分解能が達成できる見通しが得ら
れている。そこで、CdTe検出器のストリップ電極形

狭ピッチ両面ストリップCdTe検出器を用いた 硬X

状を工夫することで、30μmの位置分解能を目指す。

線用 高速度カメラ

もう一つが、光子検出速度の向上である。将来の太

先にも述べたが、太陽ではエネルギーが高くなる

陽フレア観測に向けては、
従来比の10倍である5,000

（硬X線）ほど輝度が減少するため、硬X線用の検出

光子/検出器/秒 にまで高速化する必要がある。そこ

器には高い感度が求められる。そこで原子番号が大

で信号処理ASICの制御ロジックの改良を行い、高速

きく、硬X線を効率的に止めることが可能なCdTeを

の読み出しに対応する。

用いた検出器が最適である。また太陽観測に必要な

また検出器製造における歩留まりの改善にも取り

空間分解能も確保する必要があるため、
CdTe半導体

組んでいる。既存の検出器を調査した結果、CdTe素

に狭ピッチの両面ストリップ構成を取ることで優れ

子に熱と圧力がかかってしまうバンプ接合に歩留ま

た撮像能力を実現させる。この様なコンセプトで開

り悪化の原因の可能性があることが判った。そこで、

発を行ったCdTe検出器は、60μmという世界最小の

熱と圧力が極力かからない接合方法を開発するとと

ピッチ幅を達成した [8]。読み出し方式については、

もに、
CdTe素子表面の電極へのワイヤーボンディン

太陽で硬X線が輝く領域は限定的なことを踏まえ、

グにも成功し、課題解決の見込みを得た。

セルフトリガー方式（光子の入射を検出し自動で読
み出す方式）とすることで、高速読み出しを可能と

図 6 狭ピッチ両面ストリップ CdTe 検出器。
左側の写真：観測ロケット実験 FOXSI-3 に搭載した硬 X 線観測用の CdTe 検出器
中央のプロット：線源を用いた検出器の性能評価結果。
右側の写真：現在開発中の新規 CdTe 検出器。サブストリップレベルの位置決定精度と歩留まりの向上を
目指して開発を進めている。
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図 7 FOXSI の観測装置。望遠鏡を７本持ち、ミラーや検出器の種類を変えることで、様々なＸ線観測を
同時に実現できる。この図は、2018 年に実施した直近の FOXSI の飛翔時（FOXSI-3）の構成を示す。

高速データ処理システムの開発

観測装置の回収が可能で、再飛翔が可能なことなど、

我々はロケット実験のために小型化した高速データ

新しい観測装置の実証の機会として最適である。実

収集（DAQ)システムの構築にも取り組んでいる。

際、我々が開発した観測装置の一部については、日

軟X線用 高速度カメラ用には、CMOS検出器からの

米共同・太陽X線集光撮像分光観測ロケット実験

大量のデータを処理するために汎用SoC搭載I/Oボ

Focusing Optics X-ray Solar Imager (FOXSI) に搭載

ードと専用FPGA IPの開発を進めている。また、硬

し（図 7）、太陽コロナ（太陽フレアは発生してい

X線用 高速度カメラでは、我々が開発した物理計測

ない状態）の観測を行ってきた [9][10]。FOXSIは、

用FPGAボードを用いてCdTe検出器の読み出しと

NASAの観測ロケットを用いる実験で、これまでに

機上でのデータ収集を行う。これらの開発において

過去3回の飛翔を行ったが、
毎回最新の観測装置を搭

は汎用性と拡張性にも配慮しており、実際、宇宙科

載し、そのたびに世界初の観測を実現してきた。そ

学研究所の大気球実験装置や国立天文台「すばる望

の例を紹介する。

遠鏡」の新型焦点面カメラの開発にも貢献している。
観測ロケット実験FOXSIの機会を用いた実際の太
陽観測
さて、新しい装置が完成すれば、実際に太陽を観
測したいと思うのが研究者の自然な欲求であるが、
X線は地球大気によって吸収されてしまうため、観
測装置を高度150km以上に持っていく必要がある。
これは容易なことではないが、その方法のひとつに
観測ロケットを用いた実験がある。衛星と違い、弾

図 8 FOXSI による硬 X 線観測性能の向上。

道飛行中（打ち上げてから地上に落ちてくるまでの

(a) 「すだれコリメータ」を用いた RHESSI 衛星

放物運動中）に観測を行うロケット実験では、観測

による観測

時間は5分程度に限られる。しかし、衛星と比べ飛翔

FOXSI による観測

機会が多いこと、衛星と比べコストが安価なこと、
7

(b) ミラーで集光して観測した

造X線ミラーを用いた直接撮像に挑み、図 8 のよう
なノイズの無い硬X線像の取得に成功した [11]。
2014年に打ち上げた２回目の飛翔（FOXSI-2）で
は、
先に述べたCdTe検出器を用いた硬Ｘ線高速度カ
メラを搭載し、感度の大幅な向上をもたらした。そ
の甲斐があり、フレア（エネルギー解放）が発生し
ていないように見える領域において、超高温のプラ
ズマを発見した。これは太陽コロナの加熱のメカニ
ズムに繋がる発見で、Nature Astronomy 誌に掲載
されるだけでなく、その表紙も飾った（図 9）[12]
図 9 Nature Astronomy の表紙を飾った FOXSI-

2018年には、3回目の飛翔（FOXSI-3）を行った。

2 の成果（Ishikawa et al. 2017）

この飛翔から、軟X線の観測装置（裏面照射型CMOS
検出器を用いた軟X線用高速度カメラ）も搭載した
（図 7）。そして、世界初となる太陽コロナの軟X線

2012年に実施したFOXSI最初の飛翔（FOXSI-1）
では、鏡を用いた世界初の太陽硬X線集光観測を試

帯域での集光撮像分光観測に成功した
（図 10）[13]。

みた。それ以前の観測は「すだれコリメーター」を

これにより、軟X線〜硬X線帯域に及ぶ集光撮像分光

用いた間接撮像方式であり、像を作るには像合成が

観測技術が確立した [14][15]。
そして、2024年春、FOXSIの4回目の飛翔（FOXSI-

必要な上、輝度の低い領域にノイズが顕著に現れた。
このため高いダイナミックレンジの達成が困難であ

4）によって、我々はいよいよ大本命である太陽フレ

った。FOXSI-1ではこの点の改善を目指し、電気鋳

アの観測に挑む。そのため、現在、国産による電気

図 10

FOXSI-3 で実施した太陽軟 X 線に対する集光撮像分光観測

FOXSI-3 で取得した世界初の軟 X 線集光撮像分光データの一例。FOXSI-3 に搭載した CMOS 検出器は、
1 秒間に 250 枚（1 枚あたり 4 ミリ秒）のデータを約 6 分間取得した。図(a)は実際に取得したデータであ
るが、白い点 1 つ 1 つが 1 個の X 光子で、検出された信号の強度が X 線のもつエネルギーに比例する。
つまり、このデータから X 線光子 1 個 1 個のもつ位置・時間・エネルギー情報を得ることが出来る。こう
して計測した光子を空間上に配置すると、X 線の太陽画像が作れる（図(b)）。また、領域毎に｢X 線の時
間変化を調べたり（図(c)）｣、｢エネルギースペクトルを求めたりすること（図(d)）｣が出来る。
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鋳造型ミラーの高空間分解能化と、
検出器の高速化・
高感度化に取り組んでいる。これらが完成すれば、
データの質の大幅な向上が期待できる（図 11）。
なお観測時間が約5分間に限られる観測ロケット
を用いて、発生の予測が困難である太陽フレアを観
測することは容易ではない。FOXSI-4では、観測ロ
ケットを打ち上げ可能状態で待機させ、リアルタイ
ムで太陽の状態を監視、フレアの発生と同時に打ち
上げるというNASAにとっても初めてのロケット打
図 9 FOXSI-4 で期待される観測データ。左が

ち上げオペレーションにチャレンジする [16]。

FOXSI-3 で取得した実際のデータで、右が FOXSI4 で期待されるデータの画質。

太陽フレアをX線で定常的に観測する衛星計画
観測ロケット実験FOXSIシリーズの将来展開と
して、我々は衛星を用いた定常的な太陽フレア観測

京大学大学院工学系研究科 三村秀和先生と山口豪

も計画している。この計画は、PhoENiX計画と名付

太氏、夏目光学株式会社 テクノロジーセンターに多

けられ、2030年代前半の太陽活動が活発になる時期

大なるご協力をいただいている。また、国立天文台・

に打ち上げるべく、現在、検討を進めている [17]。

先端技術センター、分子科学研究所・UVSOR

この計画では、本稿で紹介したガラス研磨型のミラ

（BL2A ）、理化学研究所 SPring-8 (BL29XU,

ーも使用する予定で、図 11にも増した、まだ誰も見

BL20B2)、JAXA 宇宙科学研究所、名古屋大学・全

たことがない世界最高レベルの太陽X線画像の取得

学技術センターの施設利用によって実施している。

が期待できる。

そ し て 、 JSPS 科 研 費 21KK0052, 21H04486,
20H00153, 19H05609, 18H03724, 18H05463,

読者の皆様は、X線計測技術に強い関心をお持ち

17H04832, 16H02170, 16H03966, 15H03647,

と思いますが、我々が開発を進めている新しい技術

26247031,

と、それによってベールを脱ぐ誰も見たことがない

20244017、 JAXA 宇宙科学研究所 小規模計画、戦

太陽の姿に、ぜひご期待下さい。

略的開発研究経費、名古屋大学 宇宙地球環境研究所

24654053,

24244021,

21540251,

国際共同研究の助成を受けている。最後に、研究を
一緒に進めている学部生・大学院生・技術補佐員、
謝辞

開発にご協力頂いているメーカーの方々に感謝申し

本研究は、国立天文台、JAXA 宇宙科学研究所、東

上げます。

京大学カブリ IPMU、名古屋大学、ミネソタ大学、
カリフォルニア大学バークレー校、NASA マーシャ
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Ｘ線磁気トモグラフィーによる３次元磁区構造観察
関西学院大学工学部

放射光 X 線トモグラフィーの特長は、材料の内部

鈴木基寛

マイクロディスクの時間分解測定[13]等の研究に活

を高い空間分解能で観察でき、さらに試料の状態ま

用されている。

でも解析できる点にある。近年では XAFS とトモグ

X 線磁気トモグラフィー測定の開発は、
BL39XU に

ラフィーを組み合わせることで、密度や元素分布の

既設のナノビーム走査型 XMCD 磁気イメージング

３次元観察だけでなく化学状態や価数状態までも３

のセットアップに、試料の精密回転機構を付加する

次元的に可視化することが可能となっている[1,2]。

ことで行われた。図 1(a)にダイヤモンド移相子以降

一方で、磁気イメージング法の歴史は古く、X 線以

の光学系を、図 1(b)に試料ステージ周りの写真を示

外にも可視光の偏光や電子線、中性子、磁気力顕微

す[8–9]。真空封止アンジュレーターからの直線偏光

鏡などを用いて磁性体の磁区構造やスピン配列の観

X 線を Si 111 二結晶分光器で単色化し、ダイヤモン

察が広く行われている。しかし、従来の手法で観察

ド移相子により右または左回りの円偏光X 線に変換

できるのは、試料表面での２次元的な磁区構造に限

し、最後に KB ミラーによる集光を行う。試料位置

られていた。バルク磁性体の内部では一般的には立

で水平、垂直方向とも 100〜150 nm(半値幅)のナノ

体的な磁区構造が形成され、系の磁性と密接に関係

ビームが定常的に得られている。図 1(b)に示すよう

している。磁区構造の３次元観察は磁性研究者の誰

に、われわれが導入したトモグラフィー装置では、

もが望んでいたが、長らく実現できなかった課題で

試料と小型の電磁石が精密回転ステージとX-Z並進

あった。しかし最近になって、X 線磁気円二色性

ステージの上に設置されており、電磁石と試料は一

(XMCD)とトモグラフィーを組み合わせた３次元

体となって回転と並進を行う。筐体内部のコイルか

磁気観察、すなわち X 線磁気トモグラフィー法がい

らの漏れ磁束により試料位置に磁場を印加するプロ

くつかのグループから報告されるようになった[3–

ジェクション型の電磁石を用いているため、試料の

7]。本稿では、われわれが開発した硬 X 線円偏光集

高さには磁極等の部品が存在しない。そのため、X 線

光ビームを用いた走査型の磁気トモグラフィー法

のビーム高さにおいて水平面内 360°全周にわたり

[8–10]について、これまでの成果を紹介する。

自由な空間が確保でき、X 線が遮られることなくト

X 線磁気トモグラフィー法の開発は SPring-8 の

モグラフィー測定を行うことができる。

BL39XU 磁性材料ビームライン[9]で行った。
このビ

走査型磁気トモグラフィー測定では、試料位置を入

ームラインではダイヤモンド移相子による円偏光 X

射 X 線ビームに垂直な X–Z 平面上で走査し、各位

線が得られ、硬 X 線領域の XMCD 分光による磁性

置での透過 X 線強度および XMCD 信号を測定する

研究に主に用いられている。光源から 74 m の距離

ことで、試料の吸収係数(XAS)および磁化分布に相

にある第二実験ハッチ (ナノ分光ステーション)で

当する２次元の投影像をそれぞれ取得する。そして、

は、KB ミラー集光により 100 nm 径の X 線ナノビ

多数の試料角度 θ において測定した２次元投影像

ームが得られる。BL39XU は硬 X 線領域でナノ集光

から、トモグラフィー再構成計算によって３次元像

された円偏光ビームが得られる世界でも例を見ない

を得る。XMCD 信号の測定には偏光変調法[14]を用

実験ステーションであり、焼結磁石の磁気イメージ

い、試料透過 X 線強度を検出する PIN フォトダイ

ング[11]、ビットパターン材料等の微小磁性試料の

オードの出力のうち円偏光変調と同期した交流信号

元素選択的磁気ヒステリシス解析[12]、および磁性

成分をロックインアンプで測定した。XAS 信号は
11

(a)

= –70º

–60º

–45º

–30º

(b)

–15º
0º

イ オン チェ ンバー (I0)

PINフ ォ ト

試料

ダイ オード (I)

15º

XAS投影像

30º

X線

XMCD投影像

円偏光X 線

電磁石

メ ン ブ レン 上の試料
KBミ ラ ー

Z

ダイ ヤモ ン ド 移相子

X-Z並進ステ ージ

Y
y
x

X

精密回転ステ ージ
60º
70º

図 1：(a) 走査型Ｘ線磁気トモグラフィー実験のセットアップ。異なる試料角度に対する XAS および XMCD 投影像を模式的に示
す。(b) 試料およびステージ回りの様子。左側に写っているのは KB ミラーの真空チェンバー。

PIN フォトダイオードの直流成分を検出することで、

料に垂直に入射する θ = 0°において XMCD 投影

XMCD と同時に測定した。
走査型磁気トモグラフィ

像のコントラストが最大となっており、試料の磁化

ー測定では、投影像１枚あたりの測定時間は 20 分

が円盤面と垂直に向いていることを示唆している。

〜30 分であり、全角度のデータを取得するのに半日

一般的なトモグラフィー法では X 線吸収投影像と

程度を要する。したがって、高精度な測定を実現す

いうスカラー量の測定値から(電子)密度というスカ

るためには試料位置や集光ビームの長時間の安定性

ラー量の分布を再構成計算によって得る。それに対

が非常に重要である。試料位置のドリフトを低減す

して、磁気トモグラフィー測定では、測定値として

るため、装置が設置されている実験ハッチには断熱

得られる XMCD 投影像はスカラー量であるが、元

シールドと精密空調が施されており、ハッチ内の気

の磁化分布はベクトル量であるという点が異なる。

温変動は±0.05℃/日以内に抑えられている。

XMCD 信号は磁化ベクトルの X 線の進行方向への

以下では、磁気トモグラフィー法開発のためのモデ

射影成分に比例するため、次式が成り立つ。
∆𝜇 = 𝜇 + − 𝜇− ∝ 𝒆𝑘 ∙ 𝒎

ル試料として用いたGdFeCo合金マイクロディスク

(1)

を例として、測定結果と磁化分布の再構成計算につ

ここに、∆𝜇は XMCD 信号の振幅、𝜇+ 、𝜇 −はそれぞ

いて述べる[8]。試料として用いた GdFeCo は垂直

れ(+)回りおよび(–)回りの円偏光に対する吸収係数、

磁気異方性を示すフェリ磁性体である。日本大学 塚

𝒆𝑘 は X 線の進行方向の単位ベクトル、𝒎は磁化ベク

本研究室にて SiN メンブレン基板上への成膜を、京

トルである。また、磁化ベクトルの大きさを|𝑚|、X

都大学化学研究所の小野研究室にて、フォトリソグ

線と磁化ベクトルの成す角を𝛼とすると、

ラフィーと Ar イオンミリングによる微細加工を行

∆𝜇 ∝ |𝑚| cos 𝛼

った。

(2)

と表される。式(2)から分かるように、元の３次元磁

X 線のエネルギーは Gd の L3 吸収端での XMCD

化ベクトルは３つの自由度を持つのに対して、射影

信号が最大となる 7.247 keV に設定した。XAS およ

をとることで２つの自由度(変数)に減ってしまう。

び XMCD 投影像を–70°〜+70°の範囲で 5°ステ

つまり、XMCD の投影像には、磁化ベクトル分布の

ップで測定した。得られた投影像のいくつかを図

一部の情報しか含まれていないことを意味する。し

1(a)に示す。XAS 投影像は試料の密度分布を、

たがって、磁化ベクトルが任意の大きさと方向を取

XMCD 投影像は磁化分布を反映している。X 線が試

りうる一般的な場合には、一軸回りの XMCD 投影
12

像のデータセットから３成分の磁化ベクトル分布を

は XAS 投影像から通常の再構成アルゴリズムによ

再現することはできない。少なくとも異なる２軸回

って得られた試料の３次元密度分布とその断層図で

りの投影像のデータセットを測定する必要がある

ある。円盤の直径は 6.7μm、中心部の厚さは 2.5μ

[4,7,15]。一方で、われわれはある限定された条件に

m である。断層図から、試料内部が均一な密度分布

ついて成立する再構成法を考案し、一軸回りのトモ

をもつことがわかる。
図 2(c),(d)に示すのは、
XMCD

グラフィーデータセットから３次元の磁化分布を得

投影像から得られた３次元の磁化分布である。試料

る方法を提案した。詳細は文献[8]を参照いただきた

は熱消磁状態であり、測定時に磁場は印加していな

いが、試料の磁化が𝒎 = (0, 𝑚𝑦 , 0)のように１成分

い。赤と青のカラースケールは、円盤面に垂直な磁

だけ有限な値をもち、他の２成分がゼロである場合

化成分の強度と符号を表している。磁区像の断層図

には、XMCD の X 線方向に沿った投影は、

(図 2(d))から、垂直磁区が円盤試料の厚さ方向に貫
通して形成されていることが直接に示された。正負

∞

∆𝜇(𝑋, 𝜃) = ∫ 𝑚𝑦 (𝑥, 𝑦) cos 𝜃 𝑑𝑌

(3)

の磁区の境界が空間分解能よりも十分に急峻だとい

−∞

と表される。ここで、(𝑋, 𝑌, 𝜃)は測定系の座標であり、

う仮定のもと、
３次元磁区像の空間分解能は 360 nm

(𝑥, 𝑦)は試料に固定された座標である。この式は、

と見積もられた[8]。

cos 𝜃の係数以外は通常のラドン変換の表式と同じ

次に紹介するのは、永久磁石材料であるネオジム焼

である。われわれは、代数的逐次近似法のアルゴリ

結磁石 (Nd2Fe14B) の単一粒子の観察結果である。

ズムにcos 𝜃の係数を考慮した修正を施すことで、３

図 3 に実験から得られた再構成像を示す[9]。直径 6

次元の磁化分布を再構成することに成功した。以下

μm の磁石粒子を焼結磁石のバルク試料から取り出

で紹介する研究の対象試料は全て一軸磁気異方性を

し、SiN メンブレン上に散布したのち樹脂で固定し

もち、ただ一つの磁化ベクトル成分だけをもつとい

た。磁気トモグラフィー測定は Nd L2 吸収端で行っ

う上記の条件を満たす。

た。図 3(a)は XAS トモグラフィーによる Nd 密度の

このようにして得られた、GdFeCo マイクロディ

３次元分布である。試料内部に Nd 濃度の高い領域

スクの３次元再構成像を図 2 に示す[8]。図 2(a),(b)

が２箇所見られ、Nd が直径 500 nm かそれ以下の

(a)

(c)

(a)

(c)

2 µm

z

(d)

y

x

(b)

200
150

-1.0

-0.5

0.0

0.5

磁化 (任意単位)

(b)

1.0

1 µm

(d)

y

z

図 2：GdFeCo 合金マイクロディスクの３次元再構成像[8]。
(a)XAS トモグラフィーによる密度分布および(b)その断面
像。(c)磁気トモグラフィーによる３次元磁化分布および(d)
断面像。

x

図 3：ネオジム磁石粒子の３次元再構成像[9]。(a)Nd 密度分
布、(b)磁化分布、(c)磁化分布の断層像、(d)高 Nd 密度部位
(水色)と負の磁区を重ね合わせて表示した図。
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大きさで偏析している。図 3(b),(c)は３次元磁区像
(a)

であり、磁化容易軸に沿った方向に幅 500 nm 程度

(b)

の迷路状の磁区が貫通している。熱消磁状態では迷
路状の磁区がネオジム磁石粒子表面に形成されるこ
とはよく知られているが、磁区が粒子内部に貫通し
ていることを直接観察したのは本研究が初めてであ
る。図 3(d)に、負の磁区と Nd の濃度分布を重ねた
図を示す。Nd の偏析部位は、磁区の境界とよく一致

(c)

(d)

(e)

している。これは、偏析 Nd が欠陥となり、磁壁の
移動をピン留めしている可能性を示している。バル
ク磁性体の内部で３次元的な磁壁のピン留めサイト
を直接観測した初めての例だと言える。
最後に、最近報告されたスキルミオンひも構造の
３次元形状の直接観察[10]について紹介する。近年、

図 4：(a)スキルミオンひものスピン構造の模式図。(b)磁気ト
モグラフィー方によって観測された Mn-Pt-Pd-Sn 合金のスキ
ルミオンひもの３次元形状。(c),(d),(e)理論的に予測される
様々なスキルミオンひもの形状 [10]。

磁気スキルミオンと呼ばれるナノスケールの渦状ス
ピン構造が発見され盛んに研究が行われている[16]。

ンひも構造を可視化することに成功した。この観察

スキルミオンは理想的な２次元系ではトポロジカル

結果から、試料内部をほぼ真っすぐに貫通した形状

に安定な粒子として振る舞い、結晶表面や薄膜につ

のスキルミオンひもの存在が初めて実験的に証明さ

いて、ローレンツ電顕、光電子顕微鏡、中性子回折、

れた。ひもの内部では、平均として周囲とは逆方向

コヒーレントX 線回折等によるスキルミオン渦構造

にスピンが配列しており、
理論計算の予測
（図 4(c)）

の観察が報告されている。一方で理論計算によれば、

と一致している。さらに、途中でひもの形状が途切

バルク結晶のような３次元系では、図 4(a)のように

れたり、分岐したりといった様々な欠陥構造が存在

スピンが竜巻状に配列した、「スキルミオンひも」

することが明らかになった。これらの構造も理論的

と呼ばれるひも状の構造が発現することが予測され

な予測(図 4(d),(e))と一致している。磁気トモグラ

ている[17]。しかし、従来の２次元的なイメージン

フィー法によって、従来、実験的に未解明だったス

グ手法では、スキルミオンひもの３次元的な形状を

キルミオンひもの３次元形状の直接観察が可能とな

実験的に可視化することはできなかった。そこでわ

った。今後も外場による応答などに研究を発展させ

れわれは、室温でスキルミオンひも構造の形成が予

ることでスキルミオンの情報担体としての性質のさ

測されている Mn-Pt-Pd-Sn 合金に磁気トモグラフ

らなる理解に貢献することが期待される。

ィー法を適用することで、バルク内部のスキルミオ

X 線磁気トモグラフィー法は、本稿で紹介した以

ンひもの３次元形状を観察することに初めて成功し

外にも、バルク焼結磁石や磁性膜など様々な実用磁

た。

性材料への適用が可能である。今後の課題として、

図 4(b)に、ウェッジ状に微細加工した Mn-Pt-Pd-

数テスラの強磁場印加条件下での磁気トモグラフィ

Sn 合金試料の３次元磁区構造を示す[10]。BL39XU

ー測定の開発が挙げられる。これによって高性能永

において、Pt L3 吸収端で行った磁気トモグラフィー

久磁石材料の磁区形成過程の３次元観察による保磁

測定によって得られた結果である。試料の[001]方向

力発現機構の解明につながる。測定時間短縮のため

に沿って 437 mT の磁場を印加した状態で測定を行

に走査型に代わってフレネルゾーンプレートや

った。この磁場下において、 [001]方向に沿って試

Advanced KB ミラー [18,19] を用いた結像型の磁

料内部に形成された直径 500 nm 程度のスキルミオ

気トモグラフィー法の開発も行っていきたい。さら
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に、再構成アルゴリズムに関しても、より精度の高

[11] M. Suzuki et al., Acta Mater. 106 (2016) 155.

い解析や適用材料の拡大のために，ベクトル再構成

[12] M. Suzuki, Y. Kondo, and J. Ariake, J. Appl. Phys.

法[3,4,7]を採り入れていく必要がある。

120 (2016) 144503.
[13] N. Kikuchi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 59 (2020)
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編集部より
原稿をご提供いただいた、成影先生、鈴木先生に感謝いたします。そして、諸事情で出版が遅くなっ
たことをお詫びいたします。去年に引き続き、今年も COVID-19 の影響で、国際会議は軒並み対面開
催は中止、ほとんどオンラインになってしまいました。この形だと、会議全体に参加する方は減り、
会議全体に対する俯瞰的な報告を書いて頂ける方を探すことが困難でした。去年に引き続き今号でも
やむを得ず国際会議報告の掲載をあきらめざるをえませんでした。ご容赦ください。オミクロン株の
流行が日本でも懸念され、2022 年も予断は許されませんが、早いうちに COVID-19 が収まり、通常
通りの研究活動が再開されることを願っております。編集部一同、読者のみなさまのご健康を願って
おります。今後ともよろしくお願いいたします。
(文責・松本浩典)
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