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樹脂/金属直接接合体における樹脂結晶化度が気密性に及ぼす影響
㈱豊田中央研究所 米山 弘亮, 岸田 佳大, 坂倉 夏, 金城 友之, 木村 英彦, 梅本 和彦
【はじめに】
車体の軽量化を目指し、異種材料である樹脂/金属の接
合技術(機能化)創出を行っている。当所で提案している樹脂
/アルミニウム(Al)直接接合体では、初期 He ガスリーク量
10-10 Pa・m3/s 以下の高気密性能を実現している。成形条件
が異なるポリフェニレンサルファイド(PPS)/Al 接合体を作製
したところ、いずれも高気密性を示す一方で、異なる He リ
ークレートを示すことが分かった(図 1)。
そこで、本研究ではPPS/Al高気密接合体における接合界
図 1. 接合体の He リークプロファイル
型温 110℃(□)、型温 150℃(○)、
線散乱(WAXS)法により観察した結果を報告する。
型温 110℃+アニール処理(■)と比較品の
【方法】
PPS 平板(△)、Al 平板(▽)
射出成形により作製した、成形時の型温の異なる（110℃, 150℃）2 種類の
面近傍の結晶状態を、マイクロビーム X 線を用いた広角X

ISO19095 型試験片について、BL24XU において PPS/Al 接合界面近傍の
WAXS 測定を行った(図2)。入射X 線エネルギーは 10 keV、ビームサイズは
5.5×5.5 μm、試料-検出器間距離は 51.5 mm、露光時間は 5 秒、ビームス
キャン幅は 20 μm とした。He リーク試験による気密性評価を行った試料に
ついて、マイクロビームX線によるラインスキャンを行うことで、PPS/Al接合
界面近傍における WAXS スペクトルを取得した。
図 2. 接合体の WAXS 測定装置構成

【結果】

図3、4 に型温110℃及び 150℃で成形した He ガスリークレートの異なる PPS/Al 接合体における、接合界面近傍に
おける WAXS スペクトルを示す。スペクトルは、接合界面に近づくに従って、赤→橙→黄→緑→青→藍→紫と、色の
変化で示した。型温110℃で成形した接合体(図 3)では、全体的に結晶ピークが鋭くなく、また接合界面では非晶のハ
ローに埋もれて結晶ピークが観測されていないことが分かった。一方、型温150℃で成形した接合体(図4)では、全体
的に鋭い結晶ピークが観察されていることが分かった。以上より、PPS/Al 接合体において、接合界面の結晶状態が
He ガスリークに影響する可能性が示唆された。

図 3. 型温110℃接合体の WAXS スペクトル
研究分野： 表面・界面化学

図 4. 型温150℃接合体の WAXS スペクトル
技術分野： X 線回折
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放射光と計算科学を活用した金属材料劣化挙動の解析
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１．緒言：
金属材料を輸送機や社会インフラに適用する上で, 機械特性に加えて耐食性に優れた材料が強く求められて
いる. 一般に, 腐食の発生及び成長挙動は材料の置かれる環境や添加元素, 組織, 結晶方位, 腐食生成物など
の違いにより変化することは知られている. しかしながら, 本現象は微細領域での不均一反応であることから, ,定
性的な理解にとどまっており, 抜本的な防食対策を行うためには, 定量的な腐食メカニズム解明の取り組みが必
要である. 本研究では, 鉄鋼材料を対象に, 腐食環境が初期の腐食生成物に及ぼす影響について放射光測定
及び計算科学によるデータ解析を組み合わせて検討を行った.
２．実験：
試験片は市販の SPCC を用いた. 本材料を 20
×50 mm に切断し, #600 まで湿式研磨後, アセトン
洗浄を施し Table 1 に示す条件にて腐食試験を行
った. 腐食させた試験片に対し, BL08B2 において
Fe K 吸収端を用いて 2D-XAFS 測定を実施し, 得ら
れたスペクトルを Larch ライブラリ 1)及び NFM-SO
法 2)を用いて解析した. なお材料表面に生成した錆の比較検討を行うため, 表面敏感である転換電子収量法を用
いて測定を行った.
３．結果及び考察：
Fig. 1 に腐食 3 時間後の 2DXAFS マッピング結果を示す. な
お compensate 1 は表面の酸化状
態及び構造状態を表し, 値が 1 に
近づくほど鉄錆であることを示す.
XANES マップより鋼材表面では
酸化状態にムラがあることが判り,
さらに FT-DRF マップより XANES
では同様の酸化状態を示す箇所
でも, 構造は必ずしも同一でない
ことが判る.
４．結言：
鉄鋼材料の初期の腐食挙動の解明を目的に, BL08B2 にて転換電子収量法を用いた XAFS 測定を実施した..計
算科学による解析から, 鋼材表面における腐食生成物の結合状態 分布の可視化に成功した..
5. 文献：
1) Matthew Newville, J. Phys.: Conf. Ser., 430, 012007(2013)
2) M. Shiga, K. Tatsumi, S. Muto, K. Tsuda, Y. Yamamoto, T. Mori, T. Tanji, Ultramicroscopy, 170, 43-59 (2016)
研究分野： 金属・構造材料

技術分野： X 線・軟Ｘ線吸収分光、X 線イメージング
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真空フライによるケールの高機能化と構造・機能性・おいしさ評価
1

株式会社アトラステクノサービス、2兵庫県立大学、3株式会社ナチュラリズム
鯛かおる 1.、高山裕貴 2、吉村美紀 2、大皿一寿 3

はじめに：
真空フライ法は、高真空下で水が 100℃以下で蒸発する空間を人工的に作り出すことを利用し、通常より低い
温度で食用油を熱媒体として食品を乾燥させる調理法である。低温で調理することにより、鮮やかに呈色し、食感
が好ましく、脂質酸化やアクリルアミド生成が抑制され、ビタミン C 等の栄養成分の残存量が多いという特徴があ
る[1]。本研究では、「スーパーフード」であるケールに着目し、真空フライ法によるケールチップスにおいて、原料ケ
ールの収穫時期や真空フライ下処理の方法が、真空フライ品に及ぼす影響をビタミン量や構造の点から検討した。
実験：
秋及び冬に収穫した有機栽培のケールを試料とした。下処理方法を無洗浄、水洗い、50℃洗いの 3 種とし、冷
凍後に、70℃で 38 分真空フライとした。また、生鮮ケールを比較に用いた。SPring-8 兵庫県 BM ビームライン
BL08B2 にて、X 線マイクロ CT による三次元構造解析と蛍光 X 線分析によるミネラル相対含量評価を実施した。X
線マイクロ CT は光子エネルギーを 8 keV とし、ピクセル分解能 6.5 μm の間接型 X 線検出器を用いた。蛍光 X 線
分析は X 線マイクロ CT と同一試料について、光子エネルギーを 15 keV に変更して実施した。
結果と考察：
蛍光 X 線分析の結果、生鮮ケールは秋収穫より冬収穫の方が 2 倍以上高いミネラル含量を示した。一方、真
空フライケールでは特に K、Ca、Fe、Zn が生鮮ケールより 2 倍以上濃縮されており、冬だけでなく秋でも高栄養とな
ることが明らかとなった。さらに X 線マイクロ CT により内部構造を比較すると、生鮮ケールは細胞レベル(水・タン
パク質)の線吸収係数(LAC)を示したのに対し、真空フライケールでは特に葉脈組織において細胞レベルより高い
LAC を示した。このことから、ミネラル類は真空フライ調理の過程で硬い葉脈組織に残留することが示唆された。ま
た、冬収穫ケールの真空フライ品では表皮や葉脈等の組織を残して空洞化していたが、秋収穫ケールでは油染
みが見られた。油染み箇所の周辺を評価すると、表皮組織の LAC は細胞レベルであったが、その近くに表皮組織
が損傷した箇所があり、損傷箇所から流入したフライ油が無損傷箇所に留まり油染みとなる可能性が示唆された。

図 冬収穫ケール真空フライチップスの X 線マイクロ CT 像。写真の赤丸部を観察。中央は細胞レベル(水・タンパ
ク質)、右は細胞レベルより高い線吸収係数を示した領域を描画。
[1] 吉村美紀ら「真空フライ法による野菜チップスの物性・嗜好性および抗酸化について」 日本調理学会誌 50, 612 (2017)
研究分野： 食品・生活用品

技術分野： X 線イメージング
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動作中蓄電池材料中軽元素成分の反応解析と
ニュースバル放射光施設 軟 X 線 XAFS の将来構想
兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 中西康次
はじめに： これまで数多くの学術界／産業界ユーザーによって充放電動作中リチウムイオン二次電池（LIB）の硬
X 線 XAFS 測定が実施されてきた。一方、軟 X 線 XAFS では軟 X 線の低透過能のために LIB セルを解体して部
材を取り出し、真空中への測定試料設置を強いられるなど充放電動作中の観察は困難であった。しかし、次世代
型 LIB、革新型蓄電池では電極、電解質中の軽元素が主反応成分となるものが多く、軟 X 線 XAFS においても充
放電動作中の非平衡状態が観察可能な解析技術が嘱望されている。我々のグループで実施してきた動作中蓄
電池の operando 軟 X 線 XAFS 測定技術とその結果について報告する。また、本技術の研究拠点化を目指すニュ
ースバル放射光施設の軟 X 線 XAFS ビームラインの将来展望を報告する。
実験： 我々が独自に開発した軟 X 線 XAFS 用電気化学セルを用いた動作中蓄電池の軟 X 線 XAFS 実験は
SPring-8 BL27SU、立命館大学 SR センターで実施した。シグナル検出はシリコンドリフト検出器とデジタルシグナル
プロセッサによる部分蛍光収量法を用いた。
結果： Fig. 1 に operando 軟X 線 XAFS 測定時に得られた LiiFePO4/C正極の充電プロファイルとP K吸収端 XAFS
スペクトルを示す。Fig.1(a)の充放電プロファイルから本技術においてもラボ試験と同様の電気化学反応が得られ
ており、典型的な 2 相共存反応により充電が進行していくことが示された。Fig.1(b)の P K 吸収端 XAFS スペクトル
より、 LiiFePO4/C 中のリンの局所構造は PO4 であり、充放電によっても大きく変化することはないことが分かった。
しかし、Fig.1(b) A～E で示される箇所が充放電前（放電状態）と充電状態で異なり、充電により P-O 間距離や P-OP 角度などが変化して LiFePO4 骨格構造を安定化させていることやプリエッジピーク A より鉄が Fe2+→Fe3+になるこ
とが示され、充電時のリンの非平衡な変化が明らかとなった。

Fig. 1. LiFePO4/C 正極の operando 軟 X 線 XAFS 測定時の充電プロファイル(a)と P K 吸収
端 XAFS スペクトル.
謝辞：本研究成果は NEDO 革新型蓄電池先端科学基礎研究事業（RISING 事業）、ならびに NEDO 革新型蓄電
池実用化促進基盤技術開発事業（RISING2 事業）により支援されました。
研究分野： 電気化学

技術分野： Ｘ線・軟Ｘ線吸収分光
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シンクロトロン光プロセス
兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所

山口明啓、竹内雅耶、内海裕一

【はじめに】 光を物質に照射することで、様々な化学反応が起きることが良く知られている。この光励起化学反
応過程は基礎科学と応用の両面から非常に重要である。Lithographite Galvanoformung Abformung (LIGA)プロセス
もその一種であり、特にマイクロスケールの微細構造を形成して、成形する量産プロセスとして良く知られてい
る。近年では、機械加工や３次元造形技術の発展が進み、マイクロスケールの３次元造形も可能となってきた。
一方、
半導体プロセスの技術進歩も進んでおり、
ゲート長10 nm 以下という構造が次のターゲットとなっている。
しかし、縦横比（アスペクト比）が高い構造となると、話が一気に難しくなる。市販されている３次元プリンタ
を用いれば、確かに構造を作製することは可能であるが、その寸法精度や表面ラフネスなどは、数十マイクロメ
ートル程度である。一部、数十ナノメートルを実現する３次元プリンタが発売されているが、大面積の加工には
適していない。以上のことから、非常にニッチな用途ではあるかもしれないが、必要に迫られて LIGA プロセス
を活用する事例がいくつか報告されている。例えば、次世代の X 線画像診断として活用が期待されているタルボ
干渉素子は、その良い一例ではないかと考えられる。
LIGA プロセスは、上述したように通常は実用プロセスであり、研究開発の段階ではないが、最近、光化学反
応過程との関係で新しい展開が進展している。ここでは、シンクロトロン光プロセスという内容で、基礎科学的
側面と産業利用の展開という面から研究成果を報告する。
【実験結果と考察】 ここでは、耐薬品性・耐熱性など
に優れた Polytetrafluoroethylene (PTFE, 商品名としてテ
フロンと呼ばれることが多々ある)の放射光による直接
切削加工を行った。PTFE は、非常に優れた特性を有す
る一方で、難加工性材料であり、ナノ・マイクロ構造を
創製するのが難しいことが良く知られている。そこで、
本研究では、PTFE の分子鎖を X 照射によって直接切断
することで低分子化し、熱化学異方性エッチングによっ
て高精度切削加工を行った。1)図 1 にその原理及び実験
結果を示す。常温でX 線照射を行った後、ホットプレー
トとオーブンで加熱処理を行うだけで、エッチングが進
行することが分かった。ラマン分光法によって、この場
合は化学量論組成を維持した状態でエッチングが進行
していることが分かった。
さらに、X 照射時に生じる低分子フラッグメントの気
化について、バリア層を形成することで抑制すると、図
2 のようにPTFE の透明化が進行することが分かった。
これは低分子フラッグメントが再結合して、Fluorinated
図 1 PTFE の熱化学異方性エッチング過程とエッチング深さと
Ethylen/Propylene Copolymer(FEP)へと変性したために起
分子量と融点の関係．
きると考えられる。2)
また、シンクロトロン光による液相からの金属・酸化物粒子生成についても成功し、3)以上の技術をくみあわせ
ることで複合材料による３次元造形プロセスへと展開できる可能性が期待できる。
1) A. Yamaguchi, H. Kido, Y. Ukita, M. Kishihara, and Y. Utsumi,,
Appl. Phys. Lett. 108 (2016) 051610.
2) M . Takeuchi, H. Izumi, M. Ishihara, T. Kobayashi, A. Yamaguchi,
and Y. Utsumi, J. Photopoly. Sci. Tech. in pprinting.
3) A. Yamaguchi, I. Okada, I. Sakurai, T. Fukuoka, M. Ishihara, and Y.
Utsumi, J. Synchrotron. Rad. 24, 653 (2017).
研究分野： 微細加工・照射効果

図2 PTFE の透明化実験：照射なし0 J/cm2 → 610 J/cm2．

技術分野： その他

