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　電磁場を通して電子の動きを直接見ることはできるか？この問いに答

えを出すことが進藤研究室の取り組みとも言えます。

　電子は私達の身近に存在する最も代表的な素粒子の一つであり、

マイナスの電荷と磁気モーメントをもち、その周囲に電場と磁場（電磁

場）を形成しています。電子の動きは、周囲の電磁場の変化をもたら

し、身の回りの電子機器の多種多様な機能を発現させるとともに、私

達の体内での営みをも司っています。

　電子が作る電磁場を見るためにどうするか？　それが「ホログラ

フィー」という手法です。

　試料、もしくはその周囲の電磁場が存在する空間を通過した電子

波である「物体波」と、位相の変化を受けていない「参照波」を、バ

イプリズムという機器を使って干渉させるとホログラムという干渉パター

ンが得られます。

　そのホログラムに再生用の照明光を照射するかあるいは画像処理

をすることにより、物体波の振幅と位相（波面）を再生する手法が進

藤研究室で研究している電子線ホログラフィーです。

　進藤研究室では、この電子線ホログラフィーによって様々な研究を

進めています。

（1）電子線ホログラフィーによるナノスケール電磁場計測の高精度化。

（2）電磁場制御と伝導性評価のための電顕内探針操作技術の開発。

（3）電場解析による帯電・電子放出機構の解明。

（4）先端ハード・ソフト磁性材料のナノスケール磁区構造解析。

（5）高温超伝導体、強相関電子系新物質の磁束イメージング。

　電子線ホログラフィーにより、電場や磁場の定量的な観察が可能と

なります。さらに電圧や磁場の印加にともなう電場・磁場の変化も追跡

できるようになります。それにより、先端材料の電気的・磁気的特性の

発現機構解明への応用が期待されています。

先端計測開発センター　
電子線干渉計測研究分野 教授
センター長

　電子の波動性に注目しその干渉効果を利用した電子線ホ
ログラフィーは、ナノスケールで電磁場を可視化できる最先
端の科学技術です。進藤研究室では、電子線ホログラフィー
を活用して先端材料内外の電磁場を高精度で計測する研究
を行っています。定量的電子顕微鏡法の開発、電子線ホロ
グラフィーを用いたナノヘテロ金属材料の磁区構造評価、
分析電子顕微鏡法（EELS及びEDS）による先端材料の
電子状態、組成分析、電子顕微鏡画像データベースの構築
を行っています。



（左辺は重力場に対応する時空の曲がり、右辺は重
力場を除く全てのエネルギー）アインシュタイン自身に
よる近似解や静的で球対称の重力場を仮定したシュ
ワルツシルトの解などが知られているが、厳密解は今も
求まっていない…

電磁場が見えてくると
世界観も産業技術も変わる

　 「私が場の重要性を認識し、場の観察
を始めるきっかけになったのはアインシュタ
インの影響があるかも知れません。質点や
電荷といった実体と考えられるものに対し

て、その間にある場が大切だと認識させ
てくれました」。
　進藤大輔教授がアインシュタインから得た
もの。それは物理というものを考える上で、
場の概念が重要になるということでした。
 基本粒子間に働く力（相互作用）は大き
くわけて、4つです。
　①クォーク間（核力）である「強い力」、
②ベータ崩壊に関わる素粒子間にある 
「弱い力」、③すべての粒子（エネルギー）
間にある「重力」、④そして荷電粒子間、
及び荷電粒子と電磁場間の「電磁気力」
です。
　「アインシュタインは言っています。粒子
間にある場が大切。偉大な科学の想像
力によって把握するものだと言っています。
あの時代、まだ場を見ることができなかっ
たわけです。この想像力が必要だったも
のが実際に見えたとしたらどうでしょう？感
動しますよね」。

　4つある力の内、私達の身の回りの現
象の源は「電磁気力」がほとんどすべて
を占めます。
「心臓の鼓動もそうですし、神経の中での
情報（電気信号）伝達も電磁気力によっ
てなされています。その源となる電磁場を
可視化できることは、世界のあり方を理解
する上で大きな一歩となります」。

　場を可視化する新しい観察法が必要
です。「電子顕微鏡のなかでホログラムを
作製するホログラフィー電子顕微鏡の開
発に成功したのが、外村彰博士です。私
自身、共同研究という形でずっとお世話に
なりました」。
　外村博士が開発に成功したホログラ
フィー電子顕微鏡の原理とはどんなもので
しょうか？
　水面で2つの波が出会うと干渉が見ら
れます。ホログラムは、この干渉を利用し
ています。光を2つに分け、一方の光を
物体に透過させ（信号光）、他方は透過
させない（参照光）で、それらの2つの光
を重ねると干渉縞ができます。これを記録
したのがホログラムで、物体の三次元情
報が記録されています。
　電子も波の性質を持っているのでホロ
グラムができます。電子顕微鏡のなかで
電子同士を干渉させホログラムを作製す

その間にある場が大切
偉大な科学の想像力

内山龍雄訳の相対性理論。読めば読むほど感動します。
　内山龍雄訳のアインシュタインの相対性理論の論文を、今も時間があると読み進めています。
感じることは普遍性や絶対性。これから時代がどう変わろうとも宇宙の動きとともにこの真理は残る
んだと思います。
　一般相対性理論を「人類最高の知識」と評する人も。物理学の論文の模範ですね。まさに一
篇の美しい芸術作品を見るようで、無駄のない論理の素晴らしさを感じます。
　自分の研究がアインシュタインが夢見た統一場理論の解明に役に立てればと思っています。

電子線ホログラフィーのしくみ。試料、も
しくはその周囲の電磁場が存在する空
間を通過した電子波である「物体波」と、
位相の変化を受けていない「参照波」
を干渉させホログラムという干渉パター
ンを得ています。

電子の波動性を利用し、試料の内外の電磁場の
情報をホログラムとしてデジタルデータとして記録
し、コンピュータ解析により、電磁場の分布をナノ
メータスケールで可視化できる最先端の電子顕微
鏡法。

進藤研究室で進めれているナノレベルの微
細な場を検知できる電子線ホログラフィー技
術の開発。基礎科学の進展や、微細化・複
合化が進む電子デバイスへの応用研究など、
様々な科学技術の進化に貢献しています。

アインシュタインも見ることもできなかった
場の世界。偉大な想像力に変わって、
最先端の技術が場を見えるようにしてく
れています。

るのがホログラフィー電子顕微鏡です。
　「ホログラフィーとはすべてを意味するホ
ロと再生させるための記録法であるグラ
フィーの合成語。見えなかった電磁場の
情報まで見えるようになります。調べたい
モノに電子線を当て、通り抜けたり、屈折
したりする電子を検知して画像にします。
このとき入射電子のエネルギーが一定で、
ビームが強ければ強いほど、物質の内部
の原子配列や電磁場を詳細に観察する
ことができるわけです」。
　ナノレベルの微細な場を検知できる電
子線ホログラフィー技術。ナノレベル物質
の電磁場解析を通した基礎科学の進展
や、微細化・複合化が進む電子デバイス
への応用研究など、様 な々科学技術への
波及が期待されています。

理論では分かっているものを、実際の磁
束の挙動を見ることにより、新たな科学技
術の展開を生み出すことができると進藤
教授は語ります。
　そのひとつの例として、進藤研究室で
は、高温超伝導材料の「磁束ピン止め」
という現象を直接見ることに成功していま
す。最新の電子線ホログラフィー技術によ
り、高温超伝導バルク材料周辺の磁束分
布を観察し、磁束量子が析出物にピン止
めされている様子を3次元的に観察する

ことに初めて成功しました。
　「バルク超伝導材料の内部に分散させ
た非超伝導の析出物に磁束がピン止めさ
れることにより高い臨界電流密度が得られ
るものと考えられてきました。この理論上だ
けで知られていた磁束ピン止めという現象
を実際に直接観察できました。磁束量子
ピン止めは、超伝導応用に対して特に重
要になる現象です。欠陥を導入して磁束
量子をピン止めし、磁束の挙動を制御す
ることで、系の超伝導特性も制御すること
ができるようになります」。
　磁束量子ピン止め点を制御することが
できるようになると、より高い磁場を発生す
る超伝導マグネットの開発が可能になりま
す。さらに、NMR（核磁気共鳴）装置の
分解能向上などにも期待が膨らみます。
　進藤研究室のこの成果は、今後、超伝
導の臨界電流密度や強力な磁石としての
磁気特性の向上を図る上で、極めて有効
な研究成果と位置づけられています。

電子線ホログラフィー

磁束が超伝導体の内部にあるひずみや不純物に
捕らえられ、ピンで止めたように動かなくなる現象。
磁束の移動に伴う電気抵抗の発生を抑える上で
重要な役割を果たす。

磁束ピン止め

透過電子顕微鏡で試料を観察しているとき、一部
の入射電子と試料が相互作用を起こして、二次
電子放出やエックス線放出、また入射電子のエネ
ルギーロスなど様々な現象が生じる。これらの副次
的な現象を、顕微鏡に付加された各種検出器（エ
ネルギー分散型X線分光器や電子エネルギー損
失分光器等）で解析することで、観察している微
小領域での元素分析や化学結合状態分析を行う
手法を分析電子顕微鏡法と呼ぶ。

分析電子顕微鏡法

急冷や溶融、方向凝固などのプロセスを経て作製
される塊状の超伝導材料。配向した超伝導体結
晶中に、非超伝導物質を微細に分散させた材料
組織を持たせることができ、その結果磁束ピン止
めの効果により、ゼロ抵抗で高い電流を流せたり、
永久磁石よりも強い磁石として活用できる。

バルク超伝導材料

磁気モーメントをもつ原子核が静磁場中におかれ
ると、核スピンの磁場方向のとりうる値に応じて磁
気的エネルギー準位のゼーマン分裂を生じるが、そ
の隣り合う準位間のエネルギー差に等しいエネル
ギーをもつ電磁波を外部から与えるとき起こる共鳴
吸収を指す。応用例として水分子の核磁気共鳴
の緩和時間差をコンピュータ上で三次元再構築す
ることで体内の臓器形状等を可視化する核磁気
共鳴画像法（MRI）や、分子構造解析等に使わ
れる高分解能NMR装置があるが、強磁場を発生
させるために超伝導電磁石が用いられている。

NMR（核磁気共鳴装置）

すべてを見るために
ホログラフィーの可視化機能

高温超伝導材料の
磁束ピン止めの可視化に成功

アインシュタインの重力場方程式



生体試料の帯電効果の研究
中、微細線維を周回する電
子の動きをキャッチ。今まで研
究者が誰も見たことのない電
子の動きを電場の揺らぎとし
て鮮明に映し出しています。

物質科学の基礎・応用研究に
広く利用できると期待

プリンターの高性能化にも貢献
電磁場から産業技術も変わる

電子の軌道も確認
アインシュタインに見せてあげたい

原子配列、電磁場、導電性を
同時に総合評価できる新技術を開発

日本海の荒波を見ると、気分も広大になっていきます。
　実家が山形の鶴岡なんです。実家に帰ることがあると、必ず日本海の荒波を見にいきます。海の
営みを見ていると、心が洗われ、なぜか広大な気分になり癒されますね。
　ドライブも好きなので山に行ったり、温泉に浸かったりしてリフレッシュしています。
　オフタイムはオフタイム。研究は研究という形でしっかり分けています。家庭内では内向きですけど、
研究室では外向きに協力してやっていくんだと思っています。学生も含めて共通認識でチームワー
クよくやっていこうと話をしています。

試料への電子線照射を防ぐために用いる金属製
のプレート。電子線照射を受けた試料は二次電子
を放出する。試料が絶縁体の場合、放出された二
次電子を補う電荷の移動が乏しいため、電気的な
中性を失った試料は帯電する。研究課題によって
は、電子線照射による帯電を抑える必要があり、
その方策の一つとして遮蔽板を試料の上部に設
置することが有効となる。へ二本の微小探針を導入し、それらをピ

エゾ素子を利用して独立三次元駆動でき
る新しいシステムを試作しました。これらの
探針は、電子顕微鏡で観察している領域
の任意の場所へ移動でき、例えば界面を
挟んだ二点間など自在に電気抵抗を計測
できます」。
　ピエゾとは圧電体に加えられた力を電
圧に変換する、あるいは電圧を力に変換
する受動素子で、アクチュエータ、センサ
としての利用されています。このピエゾ素
子を使って2探針ピエゾ駆動ホルダー開
発に成功したわけです。
　「この技術が確立されれば、ナノスケー
ルでの多元的解析ができるようになりま
す。異なる物質を組合せて特異な性質を
引き出すナノコンポジット材料や異なるス
ピンや電荷を利用するスピントロニクス素
子などの新規物質への応用もできると思
います」。

　誰も見ていない場を見る。ナノレベルの
電磁場を観察していると、さらに不思議な
現象に出逢えると進藤教授は言います。
　例えば生体試料の帯電効果。絶縁体
である生体試料を電子顕微鏡で観察す
るため、導電物質で被覆すると帯電効果
が低く抑えられることが知られていますが、
その表面での複雑な電場分布の解析を
通して興味深い現象が現れました。

　「神経組織の微細線維の帯電効果の
研究中、微細線維を周回する電子の動き
をキャッチしました。今まで電子の動きを直
接見た人はいません。感動的な一瞬でし
た」。
　微細線維から放出された2次電子は、
プラスに帯電した線維に引き戻され、その
複雑な表面電場により周回軌道が生み出
されます。
　「こういったことは、実験で実際に挙動
が見えて始めてわかることです。実験デー
タを後世に発することも大切な使命だと
思っています。様々な基礎研究にも寄与
できるのではないでしょうか」。
　場の理解から始まった電磁場の研究。
場とその量子化だけで全てが説明されなく
てはならないという思いがあります。少しず
つ糸口は見つかり始めていると言います。
　「今私が見ている電磁場や電子の軌道
を、統一場理論を夢見たアインシュタイン
に見せたかったですね。アインシュタイン
が生きていたら何て言うでしょうか？」

　電子線ホログラフィーは、日常で使う機
器などの高性能化にも貢献しています。
例えばプリンター。多くのプリンターに利用
されているトナーは、その粒子の構造・形
態についてかなり詳細に解析されてきて
いますが、摩擦帯電効果については十分
解明されていませんでした。これは実用
的に極めて重要なポイントです。

　「プリンターメーカーとの共同研究を行
い、最新の電子線ホログラフィーを用いた
電場解析を行いました。当初問題となっ
たのは、トナー粒子自体の帯電を調べた
いのに、電子顕微鏡内では、電子線照
射により試料表面から2次電子が放出さ
れ、トナー粒子がプラスに帯電してしまうこ
とでした」。
　「どうしたものかと考えていた時にふと浮
かんだのが雨の時さす傘です。傘で隠せ
ばいいんだと思いついたわけです」。
　帯電効果を避けるため、トナー粒子の
上部に傘（遮蔽板）を挿入。入射電子の
試料への照射を抑えた上で試料周りの電
場を解析。 その操作後、遮蔽板を移動
し、トナー粒子一個を除去。遮蔽板を元
の位置にもどし、再度電場の解析を行い
ました。こうして得られた二つの電場分布
の差を求めることにより、一個のトナー粒

子の微小な帯電量を正確に求めることに
成功しました。
　「この電場解析技術は、電子線照射によ
る損傷を受けやすい半導体、液晶、高分
子、生態系材料など、種々の物質系の解
析への幅広い適用が期待されています」。

　「電子線ホログラフィーは“原子配列”
と“電磁場”を見ることができます。これに
物質の性質を特徴づけるもう一つの主要
因子“導電性”を知ることができれば、物
質を総合評価できるようになります。研究
室ではこの新技術を開発しました」。
　電気的な計測を行うためには、一般に
二本以上の電極を試料に接触させる必
要がありますが、汎用の透過電子顕微
鏡と異なり、ホログラフィー電顕の対物レ
ンズは磁気シールドが施されているため、
探針を導入する十分なスペースがありま
せん。
　「この問題を解決するために、唯一対
物レンズへの挿入が可能な試料ホルダー

遮蔽板

ある種の物質に圧力を加えると、その表面に電荷
が生じる（電気分極が生じる）という効果を圧電
効果、或いはピエゾ効果という。ピエゾ効果を利
用して圧力と電気分極・電圧を変換させる素子を
ピエゾ素子と呼ぶことがあり、印加電圧に応じた
素子の変形が可能である。本文で述べた透過電
子顕微鏡内での探針駆動技術はピエゾ素子を活
用したものである。

ピエゾ

機械的な摩擦が物質の帯電を促すという効果。
物質中の電子を真空に引き出すためのエネルギー
（仕事関数）は、物質に依存する。仕事関数の異
なる物質を接触させると、その界面領域で電荷の
移動が起こり、帯電を誘発する。摩擦を施すと接
触面積が増すために帯電が増長される。

摩擦帯電効果

物質中における電子移動の容易さを表す指標。
導電性が高い物質は金属、低い物質は絶縁体で
あり、工業的にもそれぞれの用途に利用される。
一部の材料では、温度や磁場を利用することで金
属から絶縁体へと（或いは絶縁体から金属へと）
導電性を著しく変化させることが可能で、センサー
や記録媒体等の開発を視野に活発な研究が行わ
れている。

導電性

性質の異なる物質を微視的スケールで共存させた
複合材料。構成物質が単独では発現できないよう
な特性を、複合化によって達成するもの。例えば
磁石の場合、保磁力の大きな結晶相と、磁気モー
メントの大きな結晶相を数十nmのスケールで複
合化させると、お互いの結晶相の特徴を相補的に
活用して、磁石特性の目安となる最大エネルギー
積という指標を向上させることができる。

ナノコンポジット材料

物質中の電子が持ち合わせる要素のうち、従来
のエレクトロニクスで利用されてきた「電荷」だけ
でなく、磁性に関わる「スピン」も活用した新しい
電子工学的技術。電荷とスピンの両方を活用す
る新規な素子をスピントロニクス素子と称すること
があり、磁場による電子散乱の制御や、電圧によ
る磁化分布の操作などユニークな動作原理に関
わる研究開発が盛んに行われている。

スピントロニクス素子

連続的な物理量（場）の値が単位量の整数倍の
とびとびの値になること。これにより、古典的な物
理量が量子論的な量に置き換えられる。物理学で
は、古典論から量子論に移る手続きを指す。

量子化

実際に挙動が見えて始めてわかる電磁
場の世界。実験データを後世に発する
ことも大切な使命だと進藤研究室では
考えています。

電気的な計測を行うための対物レンズ
への挿入が可能な試料ホルダーへ二本
の微小探針を導入。界面を挟んだ二点
間など自在に電気抵抗を計測できます。

電磁場制御と伝導性評価のための電顕
内探針操作技術の開発や、高温超伝導
体、強相関電子系新物質の磁束イメージ
ングなど、電子線ホログラフィーを活用した
様々な研究が進んでいます。




