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概要 
本発明は、スピン方向とエネルギーの揃った高輝度の
電子ビームをコンパクトな構造で効率よく発生させる、
スピン偏極電子源に関する。 

スピン方向の切替や高速パルス化も容易であり、電顕
はじめ様々な電子プローブの能力拡大が可能となる。 
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スピン偏極電子源の必要性 

スピンの利用：ナノ磁性デバイス、スピントロニクス、 

         量子情報分野、加速器 

スピン状態の評価に、スピン偏極電子源が必要 

・高偏極度 

・高外部量子効率 
が重要 
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スピン偏極電子源の原理 

①半導体フォトカソードに照射された円偏光により、重い正孔バンドと軽い正孔バン
ドから、伝導帯へ電子が励起される。そのとき、それぞれのバンドからは、異なるス
ピンを持った電子が励起される。 

②励起された電子が表面に拡散する。 

③NEA表面から外部に出力される電子ビームのスピンに偏りが生じ、スピン偏極
電子ビームが得られる。 

出典：顕微鏡 Vol. 48, No. 1 (2013) pp.3-8 
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従来のスピン偏極電子源 

・GaAsバルク→原理上偏極度５０％まで 

・歪み超格子の導入 

・歪み超格子により、重い正孔
準位と軽い正孔準位を分離さ
せ、重い正孔準位のみを励起
させることで、偏極度向上 

課題：表面から励起光を入射す
るため、励起光を集光する構成
をとりにくい 

⇒構成が複雑になる 

出展：顕微鏡 Vol. 44, No. 2 (2009) pp.103-110 
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ひずみ超格子の設計上の知見 

基板（GaP等） 

バッファ層（GaAsP等） 

井戸層（GaAs等） 

障壁層（GaAsP等） 

圧縮歪み 
基板 

バッファ層 

歪み
超格
子層 

×結晶中に細かく、高密度で転位
が分布するため、励起された電子
が転位に散乱される確率が増加
し、偏極度、 量子効率が低下 

転位 

○基板にEgが大きい材料を適

用でき、基板側から励起光を
入射させやすい 
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ひずみ超格子の設計上の知見 

基板（GaAs等） 

バッファ層（GaAsP等） 

井戸層（GaAs等） 

障壁層（GaAsP等） 

引張歪み 基板 

バッファ層 

歪み超
格子層 

○基板面に対して垂直方向に伸び
るクラックに区切られたモザイク構
造が形成され、励起された電子が
転位に散乱される確率が低下し、
偏極度、量子効率が向上 

クラック 

×基板のEgが小さい材料とな

り、基板側から励起光を入射
させにくい 
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中間層の導入による設計自由度向上 

基板（GaP等） 

中間層（GaAs等） 

中間層の条件 

バッファ層（GaAsP等） 

井戸層（GaAs等） 

障壁層（GaAsP等） 

引張歪み 

1. バッファ層よりも格子定数が
大きい 

2. 中間層の歪みが十分緩和さ
れている 

3. バッファ層の引張歪みが緩

和されるときに、中間層は
ほとんど歪まない 

4.基板側から光を入射する場
合は、吸収が少ない膜厚 

基板の選択とひずみ超格子設計の自由度向上 
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本発明のスピン偏極電子源 

クラックに区切ら
れたモザイク構造 

が観測される 

中間層 

中間層導入により 

励起光透過型で 

・偏極度90% 

・輝度1.0×107A/m2/sr/V 

60％ 

90％ 
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本発明のスピン偏極電子源 

出展：顕微鏡 Vol. 44, No. 2 (2009) pp.103-110 
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本発明のスピン偏極電子源の応用 

応用分野 

 ○ 計測･分析機器：TEM，AES, EPMA, etc. 

 

  ○ 電子ビーム露光機 

 

搭載実機 

 ○ SPLEEM 大阪電気通信大学･越川研 

     Spin – Polarized  Low Energy Electron Microscope 

     ※顕微鏡 Vol. 48, No. 1 (2013) pp.9-14 

 

 ○ SPTEM 名古屋大学･エコトピア研 

     Spin – Polarized  Transmission Electron Microscope 

     ※顕微鏡 Vol. 48, No. 1 (2013) pp.3-8 
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LEEMへの応用例 

LEEM スピン偏極電子源 
出展：顕微鏡 Vol. 48, No. 1 (2013) pp.9-14 

スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡
（SPLEEM）の全体構成 

特徴 

・磁区の実時間観察が可能 
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TEMへの応用例 

出典：顕微鏡 Vol. 48, No. 1 (2013) pp.3-8 

スピン偏極透過電子顕微鏡
（SPTEM）の全体写真 

特徴 

・高輝度かつ安定動作 

・パルス動作可能 

・倍率に応じてエミッショ
ンスポットサイズを可変 

スピン偏極透過電子顕微鏡
の構成 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

• 従来は励起光透過型とする場合、基板にGaP

を用いると転位発生のため６０％程度に低い
偏極率しか得られなかった。 

• 歪み超格子に中間層を導入することで、励起
光透過型スピン偏極電子源で、９０％の高い
偏極度を得ることに成功した。 

• 励起光透過型とすることで、LaB6よりも１桁高
い1.0×107A/m2/sr/Vの高輝度を実現した。 
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想定される用途 

• LEEMやTEMへの応用が可能。 

• パルス動作が可能であり、CCD等では実現で

きない早い露光時間での記録が可能となるこ
とから、電顕はじめ様々な電子プローブの能
力拡大が期待できる。 
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企業への期待 

• 歪み超格子素子を製造する企業と、電子源の
ユーザとなる企業を募り、コンソーシアム等を
形成し、本発明の普及を図りたい。 
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