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東北⼤、磁性材料の特性を左右する⽋陥構造の特定に成功
⽇野雄太 [2014/12/12]
製造業の⽅必⾒︕強い企業が持つ7特徴と伸びる企業が持つ6要因をご紹介︕
【期間限定】テレダイン・レクロイのオシロスコープが、最⼤38％OFF!!
「くまにっぽう」の主⼈公、マイナビベアがLINEスタンプになりました︕
静⽌画伝送その⽇から。NZ103U-Rならデジタル簡易無線機搭載【ET出展】

印刷

東北⼤学は12⽉11⽇、英国ヨーク⼤学と共同で、第⼀原理計算による構造探索と世界最先端
の超⾼分解能⾛査透過型電⼦顕微鏡を駆使し、磁性材料である四酸化三鉄(Fe3O4)(⿊錆)中
の⾯状⽋陥構造を、原⼦レベルで決定することに成功したと発表した。
同成果は、同⼤ 原⼦分⼦材料科学⾼等研究機構(AIMR)の幾原雄⼀教授(東京⼤学 教授併
任)、王中⻑准教授、陳春林助教らによるもの。詳細は、英国科学誌「Nature
Communications」のオンライン版に掲載された。
研究グループは、結晶中の格⼦⽋陥である転位や粒界・界⾯を対象にして、その構造解析や
格⼦⽋陥を制御した新機能材料の開発を試みてきた。そして、近年の原⼦分解能⾛査透過電
⼦顕微鏡法の技術⾰新と第⼀原理による⼤規模な理論計算を併⽤することにより、今回の成
果に⾄ったという。
理論的には、四酸化三鉄(Fe3O4)は常温で半⾦属・フェリ磁性を⽰すとされている。しか
し、現実に観測される磁性は弱く、その主な原因として磁鉄鉱に存在する⾯状格⼦⽋陥(逆位
相境界:APB)の存在が考えられていた。また、これまでAPB近傍では特異な原⼦配置によっ
て反強磁性を⽰し、物質全体としての磁性を⼤幅に下げる要因となっていると予測されてい
た。しかし、従来の理論モデルは定性的な予測にとどまり、APBの原⼦レベルの構造は不明
だった。
今回、研究グループは、四酸化三鉄(Fe3O4)に存在するAPBの原⼦レベルの構造解析を試み
た結果、APBでは反強磁性を発現していることを明らかにした。具体的には、界⾯を挟む2
つのフェリ磁性領域が、APBで反強磁性を⽰すように接合されていることが⽰され、磁性体
中に⾯状の反強磁性領域が⽋陥として多数導⼊されていることが分かったという。
今後、今回の研究を起点に、このような⽋陥構造の形成を制御することで、磁性材料の特性
向上や格⼦⽋陥構造を活⽤したスピントロニクスデバイスの設計、新機能材料の研究開発に
つながることが期待されるとコメントしている。
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四酸化三鉄APBの電⼦顕微鏡像。⾛査透
過型顕微鏡による⾼⾓度環状暗視野
(HAADF-STEM)像([1-10]晶帯軸)
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れるジョセフソン接合を発⾒
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東北⼤、貴⾦属触媒を使わないグラフェンの⽔素発⽣電極を開発 [2014/12/11]
⻘⾊LEDの光に殺⾍効果 - 東北⼤が発表 [2014/12/10]
東北⼤、鉄セレンにおいて⾼温超伝導を担う電⼦の異常な秩序状態を観測 [2014/12/9]
量⼦⼒学の思考実験を分⼦レベルで実現 [2014/12/2]
東⼤と東北⼤、鉄系⾼温超伝導の発現機構を解く鍵となる電⼦状態を解明 [2014/12/2]
元素含有量で津波堆積物の識別法を開発 [2014/12/2]

阪⼤、超低熱伝導率を有する極⼩のナ
ノドット結晶シリコン材料を開発
東北⼤、チタン酸ストロンチウム基板
の表⾯電⼦状態を解明
IMS、有機半導体のドーピング効率を
100%にする"ドーピング増感効果"を発
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【レポート】年間売上⾼20億ドル規模の新半導体企
業が誕⽣ - CypressとSpansionが経営統合に関する
説明会を開催
[11:30 12/15] テクノロジー
東京都港区で⽻⽣結弦や本⽥圭佑の巨⼤な「レゴブ
ロックアート」が⾒られる
[11:30 12/15] ライフ
セイコーネクステージ、夜でも画⾯が⾒やすいラン
ニングウオッチ
[11:28 12/15] 家電
よい結婚式の引き出物とは? - 「常識的な⾦額」で
「無難」で「●が伝わる」
[11:26 12/15] 恋愛・結婚
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【レポート】年間売上⾼20億ドル規模の新半導体企業が誕⽣ - CypressとSpansionが経営統合に関する説明会を開催
[11:30 12/15]
東⼤、電⼦の形の量⼦揺らぎを媒介とした新しい超伝導を発⾒ [10:35 12/15]
NIMSと東⼤、原⼦層超伝導体に形成されるジョセフソン接合を発⾒ [10:29 12/15]
TIの「Hercules」マイコンが機能安全標準規格の認証を取得 [10:26 12/15]
安川電機、GaNパワー半導体モジュール搭載の太陽光発電⽤パワコンを発表 [10:15 12/15]
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ンテストの最優秀賞を発表
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ニフティ、スマホから室内環境を確認できるサー
ビス「おへやプラス」提供
[10:06 12/5]

プロドラマー監修のサウンドデータを収録した
USBメモリを進呈-ローランド
[17:02 12/4]

サイオス、LifeKeeper for Linuxテクニカルト
レーニング応⽤編の申込開始
[09:36 12/8]

セルシス&ワコム、コミケ87で最⼤54％OFFの
クリエイター応援企画を実施
[16:50 12/5]
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