時間分解コヒーレント軟 X 線散乱の開発とレーザー励起磁化反転への応用
Development of time-resolved coherent soft x-ray scattering and its application to
laser-induced magnetization reversal
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At the synchrotron radiation facility SPring-8 and the XFEL facility SACLA, we aimed to selectively observe the
ultra-high-speed dynamics of magnetic texture due to coherent resonance soft X-ray small-angle scattering. First, two 0.5
μm pinholes were arranged at intervals of 4 μm, and interference fringes were observed from the double pinhole. In
SACLA, the contrast of the interference fringes was close to 100%. It was revealed that SACLA has extremely high
coherence and has a coherent length of at least 4 μm. After that, as a test pattern, we used a sample with SACLA characters
processed using nanotechnology and a horizontal slit that creates a reference wave next to it. The soft X-rays that pass
through the slit can be used as a reference wave to reconstruct the image of the sample. It was found that nanometer-scale
spatial decomposition measurement using XFEL is possible. We then tried magnetic imaging. For the Gd / Fe superlattice,
we observed changes in the interference fringes due to the resonance effect. This is considered to reflect the magnetic
domain structure with a magnetic domain width of 400-500 nm. As for the laboratory light source, we have completed
the setup of the Kerr microscope. This setup was improved so that the magnetic domain could be observed under laser
irradiation. GdFeCo thin films showed the spin dynamics in real space under the condition of time resolution of 300 fs.
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Fig. 1: Experimental setup.
そして、元素吸収端のエネルギーのコヒーレント
軟 X 線を入射して、得られた回折図形から実空間の
磁気イメージングを目指した。例えば鉄の M 吸収端
である 70 eV 程度の軟 X 線を用い、100 nm 以下の高
い空間分解能で元素選択的にイメージングできる。
また、SACLA の軟 X 線は 50 fs 程度のフェムト秒パ
ルス光である。こうして、元素選択性と高い時間空
間分解能の下で測定が可能となる。
これまでに、SPring-8 の東大物性研ビームライン
BL07LSU と SACLA の軟 X 線ビームライン BL1 に
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Fig. 2: Preliminary small-angle scattering at SACLA BL1.
(Upper right) Processed SACLA character pattern.
(Left) Diffraction patterns obtained by small-angle
scattering by XFEL irradiation (a). (Lower right)
Reconstructed image (b).
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による X 線小角散乱により、集光レンズを用いずに
実空間磁気イメージングを目指した。軟 X 線領域に
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ングを行うことができる。磁性体薄膜試料 Ta(5 nm)
/ [Gd (0.4 nm)/Fe0.9Co0.1 (0.34 nm)]80/Ta (10 nm)/Si3N4 膜
での測定を行った。Gd/(Fe,Co) 超格子は Gd と(Fe,
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は 400-500 nm の磁区幅の磁区構造を反映したものと
考えられる。

Fig. 3: Small-angle scattering measured at 54 eV (Fe M
edge) at SACLA BL1. (a) A magnetic thin film placed on
a pinhole. (b) Pinhole only.
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Fig. 4: (Top) Magnetic domains of GdFeCo after
irradiation with linearly polarized laser. (Bottom) Time
evolution of magnetic domains of GdFeCo after laser
irradiation.
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