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ソフト化学法により合成したリチウム電池正極材料
LixMn1-y(Ni,Ti)yO2 の平均・局所構造解析
東京理科大学 石田 直哉、北村 尚斗、井手本 康
はじめに： リチウムイオン電池 (LIB)は高容量の二次電池であるため、スマートフォンなどの身近な電源に用いら
れている。LIB のエネルギーは主に正極と負極によって決定されるが、正極は高価なコバルトやニッケルを主成分と
しているため、低コストかつ高容量な正極材料の開発が求められている。比較的安価なマンガンを主成分とした正極
材料が長く注目されており、LiMnO2 の Mn の一部に Ni と Ti を置換した LiMn0.8Ni0.1Ti0.1O2 は、高いエネルギー密度(1.5 V
から 5.0 V の範囲で活物質重量当たり 900 Wh/kg)を示すだけではなく、98%以上の初回クーロン効率や比較的高いサ
イクル特性により次世代正極材料候補の一つとされている [1]。しかし、その製造工程は複雑なソフト化学法が必須
であり Na/Li イオン交換と化学的 Li 挿入を併用する必要があった。ソフト化学法により準安定相として合成されるた
め、より安定な組成の探索が必要である。さらに、理論容量が 287 mAh/g であるにも関わらず、1.5 V までの実効用
量はそれを上回ることから、量子ビームを用いて精緻な平均・局所構造を調べる必要がある。
実験： 既報の通り Na/Li イオン交換された試料を合成した。なお、遷移金属比 (Mn/Ni/Ti 比)は既報と同じ
80/10/10 と、新たに 75/15/10 と 75/12.5/12.5 を検討した。金属成分の組成は ICP-AES により決定した。Mn と Ni の
平均価数はモール塩を用いた酸化還元滴定により定量して、XANES (BL14B2, SPring-8)により Mn, Ni, Ti の価数をそ
れぞれ評価した。金属組成とその価数から電気的中性条件により酸素の量を決定した。平均構造は、放射光 X 線回
折 (BL19B2, SPring-8)と中性子回折 (BL20, J-PARC)をリートベルト法で同時解析することによって精密化された。局
所構造は、X 線と中性子の全散乱 (BL04B2, SPring-8; BL21, J-PARC)データをフーリエ変換した還元二体分布関数

G(r)を同時解析することによって精密化された。
結果と考察： Na/Li イオン交換で合成された試料は、いずれも層
状岩塩型構造に帰属された。ICP-AES の結果、(Na+Li)/(Mn+Ni+Ti)
は 0.67 未満と既報 [1]と同様にアルカリ総量が 1 より少ないことが
確認された。Mn と Ni の平均価数は 3.5 以上と定量された一方で、
Ti の価数は約 4 価であった。電気的中性条件より O/(Mn+Ni+Ti)を
算出した結果、2.0より大きいことから酸素過剰、または遷移金属サ
イトに欠損が存在する可能性を示唆した。そこで、リートベルト法で
金属欠損を検討した結果、信頼度因子 Rwp が 1%低減され遷移金属
欠損の可能性が支持された。遷移金属欠損モデルで局所構造解
析を行うと、Ti と Ni は MO6 八面体歪を緩和する効果を示すことが
明らかとなった。さらに遷移金属欠損を含めた化学式から理論容
量を算出すると 300 mAh/g となり、既報 [1]は理論容量を超えてい
ないことが説明できる。充放電試験の結果、Ti/Ni 比が 1 の試料で
サイクル維持率が高く 50 サイクル後も 200 mAh/g を示した (Fig.
1)。特に、遷移金属比 75/12.5/12.5 において、サイクルに伴い 4 V
から 4.5 V の放電曲線の電位変化が少ないことから優れた正極特
性と結論付けられる。

Fig. 1 Charge and discharge curves of LixMO2

[1] N. Ishida et al., J. Power Sources, 244, 505-509 (2013)

[M = Mn/Ni/Ti with (a) 80/10/10, (b)
75/15/10 and (c) 75/12.5/12.5].

研究分野： エネルギー・資源

技術分野： X 線・軟 X 線吸収分光
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薄膜エレクトロニクスのための n 型有機半導体の分子配向制御
京都大学化学研究所

中村智也，若宮淳志

有機エレクトロニクスデバイスの高性能化には，素子を構成する薄膜中で有機半導体分子をどのように並べるか，
すなわち分子配向の制御が決定的に重要である．基板に垂直な方向の電荷輸送が必要となる有機太陽電池では，
分子のπ
軌道が基板に対して垂直方向に重なる face-on 配向が望ましい．
本研究では，代表的な n 型半導体の１つであるナフタレンジイミドについて，その水素置換体（NDI-H）が分子間 N–
H···O 水素結合を形成できることに着目した．水素置換体は溶解度が非常に低いため，加熱によって外すことができる

tert-ブトキシカルボニル（Boc）基を導入した NDI-Boc を前駆体化合物として設計した．前駆体のスピンコート膜を加
熱し水素置換体の膜へと変換する過程について，
2 次元微小角入射 X 線回折（2D-GIXD）法，p 偏光
多角入射分解分光（pMAIRS）法を用いた分子配向
解析を行った．その結果，前駆体は基板に垂直に
立つ edge-on 配向を示すにもかかわらず，Boc 基
の脱離後は face-on 配向へと変化していることが
わかった．これは，嵩高い Boc 基が脱離すること
で分子が再配列できる空間が生じ，分子間水素結
合の形成によって配向変化が起こっているものと
考えられる．このようにして得られた水素置換体
NDI-H の薄膜は，ペロブスカイト太陽電池の電子
輸送層として機能した．[1]
References. [1] Nakamura, T.; Shioya, N.; Shimoaka, T.; Nishikubo, R.; Hasegawa, T.; Saeki, A.; Murata, Y.; Murdey, R.;
Wakamiya, A. Chem. Mater. 2019, 31, 1729–1737.

研究分野： 有機化学

技術分野： X 線回折
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2017B1835
BL46XU

HAXPES によるポテンシャルプロファイル導出における
電子・正孔対発生の影響の研究
住友電気工業（株）

舘野泰範、米村卓巳、斎藤吉広

はじめに： GaN エピタキシャルウェーハの硬X 線光電子分光測定において、高輝度の放射光X 線入射によって発生
した電子・正孔対の影響で、束縛エネルギーの測定値やエピ層の深さ方向のポテンシャルプロファイルが変化する
かを調査した。
実験： 評価用サンプルとして、図1 (a)に示すように SiC 基板上に AlGaN/GaN をエピ成長させ、更にチャージアップ抑
制のために 5 nm 厚の Au を堆積したものを用意した。図1 (b)には、想定される深さ方向のバンド図を模式的に示して
ある。同サンプルは 2 つのヘテロエピ界面を有しており、X 線照射で発生した電子・正孔がこれら界面に蓄積する可
能性が考えられる。
結果： 図 2 に、実測のスペクトルから得られた Ga2p の束縛エネルギーを、入射 X 線の強度に対してプロットしたも
のを示す。 入射 X 線強度の増大に伴い、束縛エネルギーが大きくなっていることが分かる。これは、X 線入射で生
成した電子やホールがヘテロ界面に蓄積し、ポテンシャルプロファイルを変化させたことを示すものと考えられる。別
途実施したデバイスシミュレーションの結果から、対応する蓄積濃度は 1012 cm-2 と推定される。GaN-HEMT の 2DEG
キャリア濃度が 1013 cm-2 程度であることから、ヘテロ界面へ蓄積される濃度はその 10%程度と想定され、これは
HEMT の電気的特性に対しては、無視できない程度の影響をもつものと考えられる。
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入射X線

i-GaN

ヘテロエピ界面：電子、
正孔の蓄積がありうる
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図 1(a). サンプルのエピ構造
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図1(b). 深さ方向のエネルギーバンドの模式図
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図 2. Ga2p 束縛エネルギーの入射 X 線強度依存
研究分野： 半導体・電子材料

技術分野： 光電子分光
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シンバルの減衰特性に対する金属組織の影響
㈱大阪合金工業所

小川 渉 （国究）日本原子力研究開発機構 菖蒲 敬久、

福井県工業技術センター 筧瑞恵、福井大学 鞍谷文保、小出製作所 小出俊雄
はじめに： シンバルは打楽器であり、スティックで叩くなどして音を出す。シンバルの基本的な音は素材によって決
まる。当社では素材に Zr を添加することで華やかで減衰時間の長い素材と暗く減衰時間の短い、2 種類の素材のシ
ンバルを開発した。この減衰時間に差がある理由を明らかにすることで、シンバルの材料・加工工程設計の指針を得
られることが期待される。
実験： 標準試験片Cu-21mass%Sn-0.03mass%Fe（以下21F とする）を含め，Cu-21mass%Sn-0.1mass%Zr-0.03 mass %Fe
（以下 21ZF とする）および Cu-23 mass %Sn-0.3 mass %Ti-0.03 mass%Zr（以下 23ZT とする）を用いて加工工程毎すな
わち①熱間加工上がり、②熱間プレスによるカップ成型後（真ん中の膨らみ CUP 部）、③ヘラ絞り加工後のカップ部
（CUP 部）④ヘラ絞り加工後のその他の部分（BOW 部）シンバルから 4 水準の試験片を 20 mm×20 mm×1.5 mm 厚
で切り出し、それぞれの試験片で硬度を測定した。放射光実験では X 線のエネルギーは約72keV とし、第2 ハッチに
整備されている大型 X 線回折計の中央に試験片をセットし、回折計の上部に整備した入射スリットにより 0.2 mm×0.2
mm に成形された X 線を試料に照射した。試験片からの透過回折 X 線を試験片から 952.5 mm 離れた位置にセットし
た 400 mm×200 mm のイメージングプレートで 1 時間露光し、試験片からの回折リングを計測した。
結果：

表 1 に各工程での硬度測定結果を示

表 1 各試験片および加工工程毎の硬度測定結果
21ZF

23ZT

きく変化しないのに対して 21ZF では冷間加工で 熱間圧延上がり 240～250HV
あるヘラ絞り加工後で硬度が高くなっていること
熱間プレス成型 240～250HV
がわかる。硬度が高くなっている理由として、

240～250HV

300～320HV

240～250HV

300～320HV

21ZF では Zr 炭化物が存在するため，その周り ヘラ絞り CUP
の転位密度が上がった、もしくは硬い組織が析 加工
BOW
出したことが，シンバルの音の減衰に影響を与

240～250HV

270～300HV

300～320HV

240～250HV

250～270HV

300～320HV

す。21F および 23ZT では加工工程で硬度が大

加工工程

21F

えていると推察される。
21F，21ZF および 23ZT で新しい相が析出してい
るか検証するため，X 線回折パターンを一次元化し
て解析した．図 1 に X 線回折パターンを示す． 21F
および23ZTではヘラ絞り加工で回折プロファイ幅の
広がりに変化がないことから，転位密度の変化もほ
とんどない．また，新しいピークが出現していないた
め、相はほとんど変化していないといえる．しかし
21ZF では冷間加工であるヘラ絞り加工を施す

図 1.各素材でのヘラ絞り加工後の X 線回折パターン

ことで， 6.24°でピークが確認された．新しいピークはε
相(2 10 1)面または(0 20 2)面もしくはその両
方であると推察でき、このε
相はビッカース硬度で 377～393HV と硬いことから，この相の析出が 21ZF の硬度を硬くし
たと推察される．この硬い相があると，母相との粒界で摩擦が生じ，振動エネルギーが熱エネルギーに変換されたた
め，振動が減衰することが報告されている。ゆえに，ヘラ絞りにより析出したε
相が、シンバルの音の減衰時間を長く
した要因である。
研究分野：金属・構造材料

技術分野： X 線回折
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2017B1602
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高分解能観察を利用した Al-Fe 系金属間化合物の晶出挙動の解明
株式会社神戸製鋼所

山口勝弘、堀口元宏

はじめに： 近年、炭酸ガス排出抑制に対する産業界への要求が高まる中、輸送機の軽量化を目的としたアルミニ
ウムの積極活用が推進されており、アルミニウム板の需要増加が見込まれている。一方、異種金属と組み合わさっ
たアルミニウム製品のスクラップには品質に悪影響を及ぼす元素が混入し分離が困難であることから、不純物濃度
の基準が緩い製品にカスケードリサイクルされることが一般的である。アルミニウムの将来的なマテリアルフロー適
正化のために、スクラップ利用技術の高度化は不可欠である。本課題では、自動車材、キャン材等に広く用いられる
5000 系合金、および難除去性元素である Fe に着目し、凝固時に生成する Al-Fe 系化合物の形態制御技術の獲得を
目指した。本課題では、Al-Fe 系化合物の成長に及ぼす Mg 濃度、冷却速度の影響を調査した。
実験：

X 線の上流側から、光源、モノクロメーター、X 線シャッター・スリット、溶解炉・試料、検出器を配置した。合

金組成は Al-0, 4, 20 mass%Mg-5 mass%Fe とした（以降、mass%濃度を単に%と表記する）。試料は真空チャンバー内（真
空度：約 0.1Pa）にて溶解した後、10 ～60 K/min の等速度で冷却し、晶出過程を観察した（ピクセルサイズ：0.5, 6.45μ
m、フレームレート 1～10fps）。
結 果：

観察された Al-Fe 系化合物の晶出過程の例を図 1 に示す（Al-20%Mg-5%Fe、冷却速度：10K/min）。今回

の観察では、針状または板状に成長する 2 種類の Al-Fe 系化合物が存在し、針状に成長するものの成長速度の方が
大きい傾向にあった。そこで、成長速度の測定では、粗大な化合物になり易いと考えられる針状の化合物を対象とし、
晶出後の数秒～十数秒間における成長速度を求めた。
Mg 濃度に対する Al-Fe 系化合物の成長速度の関係を、冷却速度毎に整理し図 2 に示す。Mg 濃度における冷却速
度の影響に着目すると、Mg 濃度が 4, 20%の場合、冷却速度の増加に伴い Al-Fe 系化合物の成長速度が増加した。一
方、Mg 濃度0%では他の組成と比較して冷却速度の増加による成長速度の増加量が小さかった。次に、ある冷却速度
における Mg 濃度の影響に着目すると、いずれの冷却速度においても Mg 添加により成長速度が増加する傾向にあ
ったが、今回の結果では Mg 濃度 4%と 20%の比較において明確な差はなかった。

図 1 Al-Fe 化合物生成過程のその場観察例

研究分野： 金属・構造材料

図 2 冷却速度と Al-Fe 化合物の成長速度の関係

技術分野： X 線イメージング
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BL46

X 線回折による貴金属フリー規則合金薄膜の構造評価
東京理科大学 小嗣真人
はじめに：
希少資源の枯渇やエネルギー問題の深刻化を背景に､低環境負荷かつ高い磁気異方性を有する磁性材料が求め
られている｡｢L10 型FeNi 規則合金(L10-FeNi) ｣は貴金属フリーで高い磁気異方性を示すことから、このような期待に対
応可能な新しい機能性磁性材料である。特にスピントロニクスデバイスや､電気自動車の高効率モーターなどの産業
応用への注目が高まっており、近年活発に研究開発が行われている。
最近我々のグループでは超平坦な薄膜を作製可能なパルスレーザー蒸着法（PLD）に着目し､L10-FeNi の人工創
製を行っている。本材料はFeとNiが交互に並んだfct 型の超格子構造として特徴づけられ、結晶構造（格子ひずみ、
規則度）と磁気異方性が強く関係するため、結晶構造を理解することは磁気機能を向上させる上で極めて重要である。
そこで本研究では、放射光 X 線回折による構造解析を行ったので、その結果について報告する[1]。
実験：
結晶構造解析は SPring-8 BL46XU の X 線回折装置を利用し、面内 X 線回折実験を行った。X 線は試料に対して
0.28°の斜入射で入射され、エネルギーは Fe の吸収端から十分離れた 7.5keV を用いた。得られた X 線回折パター
ンより格子定数および規則度の算出を行った。また X 線異常散乱(AXS)測定を行うことで、超格子反射の確認を行っ
た。得られた構造解析のデータと、実験室で行った RHEED、AFM、SQUID データの比較検討を行った。一連の結果を
組み合わせて議論することで、磁気異方性の向上の指針や、パルスレーザー蒸着法における薄膜成長過程を提案
することができた。
結果：
図1 に放射光XRD で得られた X 線回折パターンを示す。FeNi(110)に対応する超格子反射と共に、FeNi(220)の主格
子反射も確認することができた。また FeNi(110)のピーク強度は試料作成温度に依存し増減していることが確認できる。
なお異常散乱測定では、Fe(110)ピークは明瞭な強度変化を示していたことから、本ピークが L10 構造に由来すること
も確認できた。そして FeNi(110)と FeNi(220)のピークの積分強
度の比から規則度を算出した。その結果、試料作製温度 300℃
で規則度が極大（S=0．38）を取ることが明らかとなった。本温
度では磁気異方性も極大を示すことが SQUID 測定によって確
認された。本温度は従来の MBE 法とは異なる温度であり、
PLD 法特有の薄膜成長が起こっていることが示唆される。AFM
解析の結果、本温度で表面の平坦性が最も高いことが明らか
となった。ギブス表面自由エネルギーを用いて、島の形状と結
晶構造を議論した結果､パルスレーザーの瞬間的な昇華と高
密度の生成核が起源となって､L10-FeNi の形成に至ることが示
唆された。
図 1：放射光XRD を用いたL10-FeNi の回折パターン
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