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P099/H-01

BL08B2

兵庫県ビームライン BL08B2 の新規展開
公益財団法人 ひょうご科学技術協会 放射光研究センター

兵庫県ビームライン BL08B2 では、産業界においてスタンダードな分析法として活用されている X 線吸収
微細構造（XAFS）、小角 X 線散乱(SAXS)、単色Ｘ線トポグラフィ、イメージング・CT の分析手法を提供してい
る。そしてユーザーが利用し易く、かつ多彩な分析が可能な実験環境を整えるため、その場観察を可能とす
る実験ユーティリティの導入や、様々な角度から構造情報を検討できるよう XAFS、SAXS、イメージング等の
手法の複合化を進めている。2018 年度からは、材料開発の加速化を目的とした新たな取り組みとして、放射
光とデータ情報科学を融合活用する「マテリアルズ・インフォマティクス」を推進している。
マテリアルズ・インフォマティクスの一環として、ビッグデータを創出するために兵庫県ビームラインではデ
ータ収集の高効率化を進めている。その 1 つは光学調整・測定・データ処理の一連の作業を自動化、すなわ
ちビームラインの全自動化である。XAFS では、4～37keV のエネルギー範囲において目的元素の吸収端に
合わせた光学・実験機器の調整を自動化した。これにより大きなエネルギー変更に伴う調整時間が大幅に
短縮された。この自動調整システムは、2019B 期から XAFS 以外の測定手法でも利用を開始し、ビームライン
全体で調整自動化する予定である。多数試料の測定自動化においては、多検体自動測定ロボット、サンプ
ルチェンジャーを導入した。SAXS ならびに XAFS 用自動測定ロボット(図 1)は、様々な形状の試料 80 検体の
自動測定に対応しており、2019A 期から SAXS/WAXS 同時測定にて運用を開始した。XAFS に関しては上記
全自動化と一体化した多検体自動測定を 2019B 期から開始する。また、試料交換・調整に時間を要す CT で
もサンプルチェンジャーを導入し、測定効率の向上ならびにデータ処理の自動化を計画している。
マテリアル・インフォマティクス応用分野の拡大のため、金属分野、特に輸送機や社会インフラにおいて期
待されているマルチマテリアル分野に向けた拠点整備を実施している。利用可能エネルギーの拡大（高エネ
ルギー対応化）と共に、X 線回折ステーション(図 2)を一新した。さらに高温加熱装置、引張・圧縮装置、腐食
促進装置(図 3)等のその場観察・オペランド計測向け機器を導入し、現在は立ち上げ作業を行っている。そし
て先行的に金属腐食をテーマとしたインフォマティクス活用を開始した。
本会議では、インフォマティクス向けの装置対応状況の報告と共に、放射光を利用したインフォマティクス
活用について議論を行う予定である。

図1

自動測定ロボット

図 2 X 線回折ステーション

図 3 金属腐食促進装置

インフォマティクス向け実験装置

研究分野： その他

技術分野： その他
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P100/H-02

BL24XU

兵庫県ビームライン BL24XU の新規展開
公益財団法人ひょうご科学技術協会 放射光研究センター
兵庫県立大学 大学院 物質理学研究科 エックス線光学分野 ・ 高度産業科学技術研究所 ナノ構造科学分野
兵庫県 ID ビームライン BL24XU は、８の字アンジュレーターを光源とする硬 X 線ビームラインであり、マクロ構
造から電子状態に亘るマルチ空間スケールでの構造解析法を産業利用へと展開している。特にアンジュレーター
光の高輝度性を活かした微小領域の構造評価技術として、不均一構造・周期性構造の解析に向けてマイクロビ
ーム SAXS、USAXS、イメージング・結像/走査型顕微鏡・コヒーレント回折および雰囲気制御 HAXPES を、半導体
材料の高感度歪み計測を目的として精密 X 線回折・トポグラフィを整備し、バルクな構造情報が得られる BL08B2
と相補的に利用している。
材料開発において、放射光分析による構造や化学状態の情報は、物性やプロセス条件と関連付けられ、材料
機能メカニズムの理解や材料特性の改善に用いられる。しかし、分析結果から設計指針を得るのは容易ではなく、
試作と分析が試行錯誤的に繰り返される。近年、構造・物性・プロセス条件の複合データから効率的に材料設計
を行う手段として、マテリアルズ・インフォマティクスの開発が精力的に進められている。機械学習により、複合デー
タ内に隠れた相関関係を顕在化することで、物性発現の鍵となる要素群を導きだすものである。特に要素間の関
係が明瞭な物理モデルで表せない複雑な過程の場合に威力を発揮し、求める物性を与えるプロセス条件の予測
が可能となると期待される。
兵庫県ビームラインにおいても、産業利用基盤技術としてマテリアルズ・インフォマティクスの導入を目指してい
る。例えば、試行数の限られたデータ群からできるだけ少ないパラメーターで予測モデルを構築する「スパースモ
デリングによる回帰分析」や、数千～数万単位の大規模データから自律的にモデルを構築する「ディープラーニン
グ」である。何れにおいてもプロセス条件や物性値の異なる多検体の分析が必須であり、計測インフォマティクスを
導入することで、限られたビームタイム内でより多くの検体を分析できるよう計測技術の高速化・効率化を進める。
例えば、機械学習による計測データの S/N 改善や、圧縮センシング技術による CT 再構成における投影枚数の削
減、マニフォールドラーニングとクラスタリングによる計測データの自動分類などである。本会議では、上記の導入
技術について構想を紹介し、放射光×マテリアルズ・インフォマティクスの産業応用の可能性やニーズについて議
論したい。

図 マテリアルズ・インフォマティクスにより複雑に絡み合う要素間の関係をシンプルなモデルに落とし込む。
研究分野： その他

技術分野： その他
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P111/H-03

BL08B2, BL24XU

兵庫県におけるマテリアルズ・インフォマティクスの取り組み状況
公益財団法人ひょうご科学技術協会 放射光研究センター
兵庫県では、高輝度放射光を利用した計測技術、精密加工技術により、これまで産業界のものづくりを支援して
きた。新たな産業界支援の方針として、計測、計算科学、情報科学を融合利用したマテリアルズ・インフォマティク
スを中心に据え、国立研究開発法人物質･材料研究機構（NIMS）のプロジェクトである｢情報統合型物質･材料開
発イニシアティブ（MI2I : “Materials research by Information Integration” Initiative）」との連携･協力の下で活動を進めて
いる。
この新たな取り組みに向けて、ユーザが利用しやすい体制を整えているところである。（１）計測ハードの整備は、
SPring-8 兵庫県ビームライン BL08B2、BL24XU のデータ収集能力の強化を目指し、SAXS、XAFS、CT を中心とし
た多検体自動計測化機能や、その場観察・オペランド計測のための検出システムの整備を行っている。
NewSUBARUでは、産業利用ビームラインである BL05 の再整備に着手し、産業界のニーズに対応できる環境を整
える予定である。（２）計算資源としては、ビームライン周辺にハード環境を整えつつあり、これにより画像データ等
の高速処理やデータプロセッシングを目指す。FOCUS 等の計算施設との連携も図り、大規模計算を要する場合に
も対応可能としている。（３）インフォマティクスの実行に関しては、クラウドサービスによる効果的な利用も検討する。
（４）放射光研究センターにおいては、ラボの硬 X 線光源を利用した硬 X 線光電子分光環境を整備中である。（５）
ソフト面の整備に関しては、NIMS や周辺大学との連携をはかり、放射光、計算科学、情報科学の技術ネットワーク
を構築しつつある。また実験で収集されるデータの有効活用を目的とし、計測インフォマティクスに取組んでいる。
その最初として、イメージング、CT の画像データへの AI 応用を試みる。ユーザフレンドリなインタフェースを備える
データ解析ツールとしてビームラインで提供予定である。（６）データポリシーに関しては、SPring-8 施設全体の動き
に合わせて対応していく。（７）産業応用の有効性を実証する目的で、これまで NIMS の協力を得ながら兵庫県ビー
ムラインでマテリアルズ・インフォマティクスの取組みを３年間実施してきた。更に、ビッグデータを利活用したプロ
セス改良、新素材探索のインフォマティクスも含めた形で、産業支援の概念実証の取組みを開始したところである。
希望する企業ユーザと連携し、具体的なものづくりの課題解決を行う。データ利用の戦略相談から始めて、データ
収集、データ加工処理、データ分析、予測モデルの構築と可視化、事業応用といったビジネスサイクル化を試行し
つつ、兵庫県として産業界の支援領域を探っていく予定である。
SPring-8 の放射光利用技術を中心としつつ、様々な情報を活用するマテリアルズ・インフォマティクスによる、も
のづくりのソリューション的な産業界支援の拠点構築を進めていく。

放射光研究センター：office＠hyogo-bl.jp
研究分野： その他

技術分野： その他
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P010/H-04

2018B3201, 2019A3201
BL24XU

コヒーレント X 線による材料・細胞試料の位相ナノイメージング/CT
兵庫県立大学大学院物質理学研究科

高山裕貴、福田敬三、青井雄幹、川島基貴、赤田樹、池田匠、篭島靖

機能性材料・生体試料のナノ～マイクロメートルスケール空間階層構造と機能メカニズムの相関評価を目指し、
コヒーレント X 線回折イメージング(CXDI)法の開発を進めている。一般の顕微鏡が結像レンズにより実像を得るの
に対し、CXDI 法では試料への高干渉性 X 線照射によって得られるコヒーレント回折パターンに、反復的位相回復
アルゴリズムを適用することで、試料投影像を再生する。X線の高い透過性と短波長性により、電子顕微鏡では観
察できない厚い試料の内部を、非侵襲かつ X 線光学素子の加工限界を超えた空間分解能で観察できる。位相コ
ントラスト像が得られるため、有機材料のような X 線吸収の少ない試料でも高コントラストで構造評価可能である。
自然な状態の試料の構造変化や環境応答のその場観察を目指し、大気環境 CXDI システムを SPring-8 兵庫
県 ID ビームライン BL24XU に構築した[1]。多くの場合、微弱なコヒーレント回折パターンを高いシグナル対ノイズ比
で観測するために、試料および光学系は真空中に置かれるが、本システムでは試料周りを大気開放環境としてい
るため、真空下での試料膨張や乾燥に煩わされないだけでなく、試料環境制御装置の導入も比較的容易である。
2018 年度は、(1)全視野型 CXDI 法での CT 計測と、(2)走査型 CXDI 法(タイコグラフィー法)による広視野観察[2]
を実現した。全視野型CXDI-CTでは、金コロイド粒子の内部構造評価を行った。窒化シリコン薄膜上に散布した試
料の投影像を空間分解能 30～50 nm で傾斜角範囲 135º 分(約 4º 間隔、33 枚)取得し、代数的逐次近似再構成法
[3]により CT 再構成を行った(図 a)。TEM では透過観察できない内部の 60 nm 程度の空隙も可視化することができ
た。タイコグラフィー法では、ゾーンプレート集光によるコヒーレントマイクロビームで試料走査することで、ミクロン
～数十ミクロン視野の 2 次元位相コントラスト像をλ/100 より高い位相感度で得ることができた。図 b は複合高分
子材料の観察例であり、従来の吸収コントラスト像では評価できない内部構造を位相コントラストにより明瞭に可
視化できている。また、高コントラスト試料では、20 nm/pixel での構造評価の実績がある。現在、試験供用を開始し
たところである。

図 (a) コヒーレント回折 CT による金コロイド粒子内部空隙構造の可視化。
(b) タイコグラフィーによる複合高分子材料(インクトナー粒子)の高コントラスト・高空間分解能イメージング。
[1] Takayama, Y. et al. (2018). J. Synchrotron Rad. 25, 1229-1237.
[2] Takayama, Y. et al. (2019). in preparation.
[3] Messaoudil, C. et al. (2007). BMC Bioinformatics 8, 288 (9 pages); Herman, G. T. et al., (1973). J. Theor. Biol. 42, 1-32.
研究分野： （物質科学・材料科学）その他

技術分野： X 線イメージング
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P068/H-05

2018B3202
BL24XU

明視野 X 線トポグラフィによる半導体材料の評価
兵庫県立大学大学院物質理学研究科

津坂佳幸、藤田優、松井純爾

X 線トポグラフィは、結晶の格子欠陥や歪みを回折強度の違いから像のコントラストとして観察する手法である。
これまで、ラング法やベルグ・バレット法などが用いられているが、いずれにしても回折光を撮影したものである（暗
視野）。一方、BL24XU では、回折光ではなく前方透過光を用いた X 線トポグラフィ（明視野）を展開している。また
多波近似条件下でトポグラフ像を得ることで、迅速なバーガースベクトルの決定が可能にしている。
実験は SPring-8 BL24XU B2 ハッチにて行っている。図 1 に実験光学系の模式図を示す。撮影には CMOS カメラ
を採用した。蛍光体からの可視光をリレーレンズで 10 倍に拡大し、視野 1.2 mm 角、位置分解能は１ µm 程度であ
る。これまで、本手法をサファイア、シリコン、窒化ガリウム、炭化ケイ素結晶に適用し、バーガースベクトルの決定
を行っている。これらの結果の詳細は当日ポスターセッションにて発表予定である。
回折光
スリット

試料
C-MOS カメラ
透過光

Be窓

光源
二結晶分光器

図 1. 明視野 X 線トポグラフィの光学系

研究分野： 半導体・電子材料

技術分野： X 線回折
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オキシアパタイトの結晶相関係とイオン伝導性
-微小部 X 線回折による微量共存相の検出a

兵庫県立大学工学研究科、b ひょうご科学技術協会放射光研究センター、c 兵庫県立大学物質理学研究科
嶺重温 a、篭島靖 b,c、高山裕貴 b,c、百相瑞貴 a、八木彩月 a、矢澤哲夫 a、松井純爾 b

はじめに： 高いエネルギー変換効率を誇る固体酸化物燃料電池（Solid oxide fuel cell, SOFC）はすでに家庭用
電源から大規模発電用途まで幅広く使用されているが、さらに大幅な普及や移動体用途を目指した取り組みが進
められている。我々は SOFC の中温（≤ 600℃）作動化を目指し、オキシアパタイト型構造をもつランタンシリケート
（Si 欠損がないものとして表現した組成式：La9.33+x(Si6-yMy)O26+1.5x -δ （M ; Al, Mg, Fe）電解質の開発を進めている。
しかし実用的な燃料電池とするためには、電解質内のイオン伝導特性や電極材料との界面におけるイオン移動
特性の更なる向上が必要である。本材料においては、粒界や界面などにおける共存相が特性を大きく左右するこ
とが既に分かっている。そこで SPring-8 BL24XU において、ゾーンプレートにより集光した放射光微小ビームを用
いた微小部透過 X 線回折（SR-µXRD）測定を実施して微量共存相の検出を行い、伝導性との関連を調べた。
実験： La9.33+x(Si6-yFey)O26+1.5x -0.5y （FLSO, 0.0 ≤ x ≤ 0.67, 0.0 ≤ y ≤ 0.5）を蒸発乾固法により合成した。伝導度は
交流法より求め、粒内、粒界抵抗成分を分離して評価した。得られた伝導度は x、y の増加とともに増加し、x =
0.67, y = 0.5 では 600℃において 8.7×10-3 S cm-1 と最も高く、また固相法で作製した同組成試料の伝導度（同温度
で 6.5×10-3 S cm-1）よりも高く、作製した試料の中で電解質として最適であった。そこでこの試料を粉砕して得られ
た数粒子を試料台に載せた試料に対して SR-µXRD 測定を行い、高伝導性を示した要因を調べた。測定の際は
まず試料全体の透過 X 線像を取得し、予め得ている SEM 像と対応付けながら各粒子における回折データを取得
し、それを円周積算する操作を繰り返して母相に帰属されない回折ピークを示す領域を探した。次に微小ビームを
用いてその試料領域内を 1 µm ステップで二次元走査させながら回折像を取得して微小部 XRD マッピングを実施
した。用いた X 線の波長は 0.826 Å、ビームサイズは約 1 µm であった。
結果： 回折パターンはデバイリングを与えず、スポット状
であった。今回は微量共存相の検出が目的であるので、回
折スポットの重心を認識してその周辺部からバックグラウン
ド推定・減算処理を行った後に円周積分プロファイルを得る
手法を採用した。これにより微小ピークの抽出ができ、微量
共存相の存在領域を迅速に特定することが可能となった。
ラボ XRD では FLSO 以外の相は検出できなかったが、本
実験において、図 1 に示すように La3FeO6 (316)相微粒子
の検出に成功した。この相との共存が FLSO の La 活量を

図 1. 試料粒子の(a) SEM 像と(b) SR-µXRD マ
ッピング像（点線円内が 316 相の存在位置）.
画像処理ソフトでスケールアップ処理を行った.

高めて伝導度を高い状態とし、かつ 316 相が La 過剰相と
なることにより、従来問題であった La 過剰相（La2O3）の水分との反応による試料劣化の問題を解決できた。
一方、同組成の固相法合成試料では、FLSO 粒子間に La3FeO6 ならびに伝導阻害相である La2SiO5 相が極微
量に存在することが見出されたが、蒸発乾固法ではこの La2SiO5 相が存在しなかったことが粒界抵抗抑制と伝導
度向上につながったものと考えられた。以上、SR-µXRD 評価により、オキシアパタイト型ランタンシリケートの粒界
（粒子間）に 316 相のみを共存させる状況が最も好ましいということ、またこのように共存状態を実現することによ
って、化学的安定性と伝導性を兼備した試料の合成が可能となることが明らかとなった。
研究分野： エネルギー・資源

技術分野： X 線回折
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2017B3389, 2018A3389, 2018B3284, 2018B3389
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ゴム材料の XAFS-SAXS 同時分析による反応状態解析
マツダ株式会社 技術研究所 三根生晋、百﨑賢二郎、大下敬之、住田弘祐
ひょうご科学技術協会放射光研究センター 桑本滋生、漆原良昌、李雷、野瀬惣市、横山和司
はじめに ゴム材料の特徴である巨大な伸び縮みの変形はゴム分子鎖の架橋と絡み合い、機械的強度はゴムマ
トリクスに添加されるフィラー（カーボンブラック、シリカなど）との相互作用によって発現すると考えられる。自動車
用部品に使用されるゴム材料では、これらの状態を明らかにすることが重要となっている。本取り組みでは、ゴム
試料を加熱しながら XAFS と SAXS の同時分析を行い、原料の反応状態について分析解析することを検討した。
実験 ゴム試料は合成イソプレンを用い、【配合①】酸化亜鉛、ステアリン酸、硫黄、加硫促進剤を含む系、【配合
②】酸化亜鉛、ステアリン酸のみ含む系、【配合③】硫黄のみ含む系、を混錬後シート状に成形した。Zn-K吸収端
のXAFS測定およびSAXSの同時分析は、加熱炉で薄片化した試料を150℃で加熱しながら行った。また、比較のた
めに、各試料を予め150℃加熱プレスした試料を作製した。実験時の条件を以下に示す。
XAFS-SAXS同時分析

ビームライン：BL08B2、X線エネルギー：9.3～11.1keV、SAXSカメラ長：16m、2m
検出器：二次元半導体検出器PILATUS（SAXS）、イオンチャンバー（XAFS）

Bonse-Hart型USAXS分析

ビームライン：BL24XU、X線エネルギー：10keV、検出器：APD検出器

結果 配合①および配合②について、XAFS-SAXS 同時分析で取得した Zn-K 吸収端 XAFS スペクトルを図 1、
SAXS の散乱曲線を図 2 に示す。配合①の XAFS スペクトルは加熱時間の増加に伴い連続的に形状変化しており、
原料である酸化亜鉛が別の化合物に変化していると分かる。この変化について、亜鉛化合物として酸化亜鉛、ス
テアリン酸亜鉛、硫化亜鉛を仮定したスペクトルの相解析を行った結果、酸化亜鉛の減少と硫化亜鉛の増加が認
められた。この変化に対して配合①の散乱曲線も
形状変化し、散乱ベクトル q = 0.1nm-1 付近に強度
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図 1 Zn-K 吸収端 XAFS スペクトル
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図 2 SAXS 散乱曲線

が得られた。

研究分野： （産業利用）その他

技術分野： X 線散乱、X 線・軟 X 線吸収分光
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放射光 X 線 CT と美味しさ評価による冷凍手延べそうめんの開発
１

兵庫県手延素麵協同組合.２兵庫県立大学
原信岳 1.吉村美紀 2.高山裕貴 2

【はじめに】
手延べそうめんは手延べ製法独特の“コシ”と“のど越し”が特徴の乾麺であり、保存性が高く、古くから国内で親
しまれている伝統食品に分類される。また、手延べそうめんは１年以上“熟成”することで“コシ”が出て食感が向上
することが知られている。冷凍手延べそうめんの開発は、近代の社会構造変化（単身世帯、共稼ぎ世帯）に対応
するべく進めているが、冷凍加工による茹で麺中の水分が氷結することで微細組織に変化がもたらされ、手延べ
独特の“コシ”と“のど越し”が減少する傾向にある。これまでに熟成期間の異なる手延べそうめん（乾麺）の内部構
造観察を X 線 CT にて行っているが、“熟成”期間が長くなると内部構造に変化が起きていることを確認できた。今
回は、“熟成”期間の影響で起きたと考えられる内部構造の変化をヒントに開発を進めている、冷凍手延べそうめ
んの開発品（乾麺）の内部構造を X 線 CT にて観察したので報告する。
【実験方法】
（サンプル調整）
冷凍手延べそうめんの原麺となる手延べそうめん（乾麺）は、主原料の小麦粉に食物繊維を混合した 食物繊維
混合 （開発品）と食物繊維無添加の 小麦粉単独麺（従来品）の２種類を手延べ製法で製麺した。
（X 線 CT による測定）
乾麺試料の内部構造を放射光X線マイクロCTにより評価した。計測はSPring-8兵庫県IDビームラインBL24XU
で、X 線波長 1..24 Å （光子エネルギー10 keV）として実施した。検出器は間接型 X 線検出器をリレー光学系により
ピクセル分解能 0.65 μm として用いた。試料－検出器間距離は 10 mm とし、屈折コントラスト法による輪郭強調を
行った。投影像 1 枚あたりの露光時間を 0.15 秒とし、0.15°間隔で 1200 方向の投影像を取得して、3 次元像を再
構成した。
【結果】
①開発品（食物繊維混合）には手延べ工程に起因すると考えられる隙間構造が見られた。この隙間構造にはでん
ぷんの凝集が多く観察された。調理・冷凍・解凍後の開発品のテクスチャー測定では硬さが見出され、官能評
価でも好ましいと評価されたが、これは隙間でのでんぷんの凝集に由来する可能性があると推察された。
②放射光 X 線マイクロ CT で内部構造を調べることで、開発品の調理性や官能性の基となる構造を評価できる可
能性が示唆された。
小麦粉単独麺

図 1：放射光マイクロ CT による手延そうめん乾麺の断層像

食物繊維混合

図 2：小麦粉単独麺（無添加）と食物繊維混合（開発品）の官能評

(SPring-8 兵庫県ビームライン BL24XU で取得)
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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加熱セルを用いた溶融ガラスの XAFS 測定
株式会社 住化分析センター

小林 秀雄、東 遥介、末広 省吾

1. 緒言
高性能・高品質なガラスの安定的供給を目的として、ガラス溶融プロセスの設計・最適化が行われている。本プ
ロセスは脱泡や着色など、ガラス品質に直結する種々の現象に影響を及ぼすことが知られている。これまで、溶
融したガラスの評価としては熱分析や XRD 等が行われてきた。しかし、1000 ℃以上に加熱することや、溶融した
ガラスが流動することから、XAFS による価数評価は困難であった。本課題では、1000 ℃以上に加熱可能な測定
セルを使用し、ガラスを高温下で溶融させながら、含まれる Fe 元素の価数評価を行った。
2. 実験
試料として、1 wt%Fe 含有リン酸塩ガラス（50BaO-50P2O5）と、1 wt%Fe 含有ソーダ石灰ガラス（79SiO2-16Na2O5CaO）を作製し、測定に用いた。測定セルは米倉製作所製 X 線蛍光分析測定用高温加熱セル（IR-QP２）を用い
た。試料台として Pt-5%Au 板を使用し、その上にガラスを載せ測定セル内に設置した。
測定は、SPring-8 BL08B2 において、エネルギー範囲を約 6780－7660 eV として蛍光 XAFS を行った。測定温度
は室温、500 ℃、800 ℃、1100 ℃で行い、昇温速度は 150 ℃min-1 とし、大気下で測定を行った。各測定温度に達
してから約 5 min 後に測定を開始し、積算時間は約 30 min とした。
3. 結果と考察
図 1 に、各温度におけるリン酸塩ガラスの XANES スペクトルを示した。ピーク位置が昇温に伴い高エネルギー側
へシフトしたことが確認できた。リン酸塩ガラス中の Fe は昇温に伴い、およそ 2 価から 3 価に変化したと考えられ
る。
図 2 に、各温度におけるソーダ石灰ガラスの XANES スペクトルを示した。ピーク位置は昇温してもほぼ変化が見
られなかった。ソーダ石灰ガラス中の Fe はおよそ 3 価であると考えられる。
このように本手法を用いることで、ガラスの溶融に伴う含有金属元素の価数変化を評価可能である。ガラスに限
らず溶融状態における含有元素の価数変化を評価することで、材料製造プロセスの条件最適化が期待される。

図 1. Fe 含有リン酸塩ガラス（50BaO-50P2O5）の

図 2. Fe含有ソーダ石灰ガラス（79SiO2-16Na2O-

XANES スペクトル

5CaO）の XANES スペクトル

研究分野： 無機材料

技術分野： X 線・軟 X 線吸収分光
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シリカ充填 SSBR ゴム材料における分散剤が
フィラー凝集構造に及ぼす効果の解明
JSR 株式会社

森下和哉、山村浩樹、千賀寛文、湯淺毅、冨永哲雄
防衛大学校 萩田克美

背景 ： 低燃費タイヤの開発では、グリップ力や耐摩耗性とのバランスを取りながら、転がり抵抗の小さいゴム材
料を開発する必要がある。末端機能化したスチレン・ブタジエンゴム（SBR）は、重合体末端に導入した官能基が補
強剤のシリカを微分散化させることで、転がり抵抗を低減できる材料である。我々はこれまでに、ポリマー末端構
造の違いがシリカの分散状態に及ぼす影響を、放射光 X 線小角散乱（SAXS）法により明らかにしてきた（１）。しか
しながら、転がり抵抗のさらなる低減のために併用が検討されている分散剤の、シリカ分散状態へ与える影響に
ついては、未だ不明な点が多い。本検討では、USAXS/SAXS 測定を用い、各種分散剤を添加したゴム材料の構
造解析を実施し、その影響を解明する事を目的とした。
実験 ： 一般的なリビングアニオン重合法を用いて、重合体の終末端に官能基をもたない未変性の SBR-1 と終
末端に官能基を導入し機能化した SBR-2 を合成した。これら SBR に、ゴム配合薬品（シリカ充填率：16vol%）、硫黄
などの加硫用薬品及び、分散剤 A：ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド、分散剤 B：ステアリルアミンを以
下の配合量で添加し、混練り・加硫成型を行う事で評価サンプルを作製した（表 1 Sample 1～6）。得られた 2 mm 厚
のゴムシートについて、BL24XU / BL19B2 ビームラインを利用し、USAXS/SAXS 測定を実施した。
表 1. 評価サンプルの SBR 種と分散剤 A / B の添加量
Sample
SBR種
分散剤A(mmol)
分散剤B(mmol)

1
SBR-1
-

2
SBR-1
3.0
-

3
SBR-1
3.0

4
SBR-2
-

5
SBR-2
3.0
-

6
SBR-2
3.0

結果と考察 ： 図 1 に各サンプルの一次元散乱プロ
ファイル（USAXS）を示す。q＜0.2 nm-1の領域で、未変
性 SBR を用いた Sample 1 対比、分散剤 A を添加し
た Sample 2、変性 SBR を用いた Sample 4～6 の順
で、ショルダー位置がより広角側に現れた。このショ
ルダーはシリカの一次凝集体領域における散乱に
相当し、広角側に現れる程、凝集体の粒子径が小さ
い事を示している。一方、Sample 1 対比、分散剤 B を
添加した Sample 3 のショルダー位置に変化が無い事
が分かる。これらの事から、凝集体の分散状態は、
SBR の末端官能基あるいは分散剤構造に依存し、
サンプル混練り時に強く影響を受けるという事が推
察された。また、変性 SBR を用いた Sample 4 対比、
分散剤を添加した Sample 5、6 のショルダー位置に変
化が無いものの、サンプル混練り時のせん断応力

図 1. 散乱プロファイル

は、分散剤添加と共に小さくなる事が分かった。
発表では、これらサンプル混練り時のせん断応力の違いに着目し、本検討結果と共に、分散剤添加による混練り
プロセス上の利点について詳細に報告する。
（１） 湯淺毅 他、日本ゴム協会誌、86, 249 (2013).
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極小角・小角 X 線散乱法によるナノカーボンの構造解析
日本電気株式会社 弓削亮太、深津公良、宮崎孝

はじめに： カーボンナノチューブ（CNT）、カーボンナノホーン集合体（CNHs）、グラフェン等のナノサイズのナノカー
ボンの発見以来、その特異な構造と優れた物性が注目され、その用途について多くの検討が行われている。近年、
新しいナノカーボン材料である繊維状カーボンナノホーン集合体（カーボンナノブラシ、CNB）が発見され、その高
導電性、高分散性、及び高吸着性から、電気二重層キャパシタ、ナノカーボンアクチュエータ、燃料電池の電極等
への様々な展開が期待されている 1)。CNB は、単層 CNH が放射状に集まり、且つ、繊維状に繋がっている、直径
が 30-100 nm、長さが数 µm の構造体である。この CNB は、触媒を含んだ炭素ターゲットをレーザーアブレーション
することで得られるが、同時に球状の CNHs も生成される。これらの CNB や CNHs のようなナノ粒子の構造やサイ
ズ分布、及び、生成比等の評価は、従来電子顕微鏡等の局所分析に限られ、バルク状態での評価がほとんど行
われていなかった。バルク状態の構造情報を得るために、放射光による小角Ｘ線散乱法（SAXS）と極小角Ｘ線散
乱法（USAXS）は有効な手段であり、CNB や CNHs の構造解析結果が報告されている 2)。今回、CNB と CNHs の混
合試料と CNHs のみの試料から作製したナノカーボン溶液の濃度依存性を SAXS と USAXS により評価した。
実験： SPring-8 の BL08B2 において、ナノカーボン分散液の SAXS 測定を行った。SAXS の測定領域は、ｄ（bragg
spacing）に換算して数 nm～数 100 nm である。利用したＸ線の波長は、8 keV （波長： 0.155 nm）、カメラ長 6,040 mm
及び 0.5 m を使用し、検出器は二次元半導体検出器 PILATUS を用いた。また、SPring-8 の BL24XU-A1 において、
ナノカーボン分散液の USAXS 測定を行った。USAXS の測定領域は、d に換算して数 100 nm～数µm である。Ｘ線
エネルギーは 10 keV を使用した。コリメーションしたＸ線ビームを測定試料へ照射し、生じる小角散乱をアナライザ
ーにより検出した。コリメーション・アナライザーは、共に Si(220)4 回反射結晶を利用し、検出器は APD 検出器を使
用した。得られた SAXS と USAXS データは、繋げて連続データにした。サンプルは、CNB/CNHs の混合物と CNHs
をエタノールで分散させ、0.5、1 mg/ml に調整し、1.5 mm の石英キャピラリーへ注入して実験を行った。
結果： 図 1a は、0.5 mg/ml と 1 mg/ml の CNB/CNHs 溶液の
SAXS/USAXS 結果である。この濃度では、散乱強度の濃度依存
性がなかった。q = 0.003 付近にショルダーピークが存在し、そのサ
イズを見積もると約 2 µｍであった。電子顕微鏡で観察される CNB
のサイズが 1-10 µm であるため、CNB の長手方向の散乱が起源
である。また、q = 0.03-0.01 の領域において、q-1.8の散乱挙動が見
られ、棒状形状よりも緩やかなべき乗であった。これは、CNB が
溶液中において棒状というよりは湾曲している構造を反映してい
る可能性がある。一方、図 1b の CNHs は、USAXS 領域では、散
乱曲線を得ることができなかった。従って、CNHs は、二次凝集構
造を形成しない、あるいは、非常に少ないと考える。図 1a の q =
0.05、0.2、2.5 付近にショルダーピークが観察され、そのサイズは、
120、30、2.7 nm であった。120 nm と 30 nm は、CNHs と CNB の直
径の散乱が起源で、2.7nm は、1 本の CNH の直径の散乱が得ら
れたと考えられる。一方、図 1b の q = 0.06、2 付近にショルダーピ
ークが観察され、そのサイズはそれぞれ 100、3 nm で、球状集合

図 1 CNHs と CNB/CNHs の SAXS/USAXS パターン

体の直径と 1 本の CNH の直径が起源の散乱であると思われる。
今後、電子顕微鏡等の結果と合わせて詳細に構造解析を行う。
文献： [1] R. Yuge et al., Adv. Mater. 28, 7174 (2016). [2] R. Yuge et al., 第 56 回 FNTG 総合シンポジウム, 110 (2019).
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コヒーレント X 線タイコグラフィーを利用した
広視野・高解像度イメージング
株式会社東芝 研究開発センター

岡将太郎、大野博司、本宮佳典

兵庫県立大学 大学院物質理学研究科

高山裕貴

背景
半導体を代表とする様々なデバイスの高度な微細化、多段化に伴い、ナノスケールの構造を3次元的に非破壊
で検査できる顕微鏡技術への需要が高まっている。例えば 3D メモリのような高度に多段化されたデバイスでは、
製品の検査時に、デバイス表面だけでなく内部の構造を 3 次元的に検査する必要がある。また、量産装置では、
ナノメートルオーダーの微細構造を数十センチメートルもの広範囲にわたり加工するため、デバイスの欠陥が見え
る高解像度を保ちつつ、なるべく広視野で検査が行える技術が望まれている。
研究の概要
本研究では、これらの課題を解決するため、X 線タイコグラフィー（X-ray Ptychography）[1-3] を用いた検査技術
の研究を行っている。これは、試料の上で X 線を走査しながら複数枚の回折像を得て、それを入力として、計算機
でフーリエ変換などの計算（位相回復計算）を行うことで、試料画像を得る手法である。
本研究では、位相回復計算の際に、サブピクセルオーダーの位置補正を行うアルゴリズム[3] を導入し、画像
の復元精度が向上するか検証した。また、反復計算時の入射光の更新方法を新たに考案し、それによって精度
が向上するか検討した。
得られた結果
今回行った実験では、ビームと装置の状態が安定していたため、通常の
位相回復計算でも良好な試料画像を得ることができた。右図に示すように、
今回の実験では、約 20nm/pixel の高解像度で、縦 4800nm×横 3500nm 以上
にわたる広い視野での撮影に成功している。
サブピクセルの位置補正アルゴリズムを導入すると、画像の見た目はあ
まり変わらないものの、反復計算時の収束性が向上する傾向がみられた。
また、入射光の更新方法を工夫するアルゴリズムでは、入射光の初期値に
よっては画像に計算上のアーティファクトが出てくるため、精度の高い初期
条件を入力する必要があることが分かった。
（右図： 位相回復計算によって復元された、試料の吸収コントラスト像
見やすくするために拡大してあるが、元の解像度は 20.8nm/pixel ）
[1] H. M. L. Faulkner and J. M. Rodenburg, “Error tolerance of an iterative phase retrieval algorithm for moveable illumination
microscopy,” Ultramicroscopy 103, 153—164 (2005).
[2] A. M. Maiden and J. M. Rodenburg, “An improved ptychographical phase retrieval algorithm for diffractive imaging,”
Ultramicroscopy 109, 1256–1262 (2009).
[3] A. M. Maiden, M. J. Humphry, F. Zhang, and J. M. Rodenburg, “Superresolution imaging via ptychography,” J. Opt. Soc. Am. A 28,
604—612 (2011).
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コヒーレント X 線回折イメージングによる
Pt-Fe ナノ粒子連結酸素還元触媒の解析
株式会社 日産アーク

伊藤 孝憲、今井 英人

東京工業大学 黒木 秀記、田巻 孝敬、山口 猛央
兵庫県立大学 高山 裕貴
はじめに： Pt-Fe ナノ粒子連結酸素還元触媒は、数ナノの Pt-Fe 合金触媒がアレイ状に結合し、全体として 100nm
程度の中空粒子構造をもつユニークな構造を持つ触媒である。1) この連結構造が良好な電子伝導を実現するた
め、触媒活性を高めると同時に、耐久性に課題があるカーボン担体が不要となるメリットがある。本研究では、こ
の Pt-Fe ナノ粒子連結酸素還元触媒特有の酸素吸着時に生じる電子移動を、コヒーレント X 線回折イメージング
（CXDI）により、粒子全体で可視化することを試みた。コヒーレント X 線回折(CXD)はコヒーレント性の高い X 線を用
い、回折測定を行い、そのデータを用いて反復的位相回復法によって電子密度投影像を再生することで、高空間
分解能で電子密度の変化を捉えることができる。
実 験：

Pt-Fe ナノ粒子連結触媒をエタノールに分散させ、SiN 支持膜上に滴下し、スピンコート、乾燥することで

単分散させた。Pt-Fe 触媒を単分散させた SiN 支持膜を測定位置にセットし、光学顕微鏡、X 線広域スキャニング
によって位置合わせを行った。最初に酸素フローにて酸化雰囲気で CXD 測定を行い、次に水素 3%の還元雰囲気
で測定を行った。最後に再度、酸素フローにて酸化雰囲気で測定を行った。測定後、位相回復計算を行うことで各
雰囲気での電子密度投影像を求めた。
結 果：

図に酸化雰囲気における CXD パターンを示す。高 q まで明瞭なピークが確認され、位相回復計算を実

施したところ、電子密度投影像を描写することができた。還元雰囲気中での CXD 測定から回折パターンの広がり
が確認され、粒子サイズが減少していることが示唆された。発表では位相回復計算した電子密度投影像の酸化
雰囲気、還元雰囲気での変化を議論する。

図 酸化雰囲気における CXD パターン
1) T. Tamaki, H. Kuroki, S. Ogura, T. Fuchigami, Y. Kitamoto and T. Yamaguchi, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3545‒3549.
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XANES データ解析における機械学習導入の試み
～ニッケル水素電池材料への適用～

株式会社富士通研究所 1、 ＦＤＫ株式会社 2、 公立大学法人兵庫県立大学 3、
スプリングエイトサービス株式会社 4、 兵庫県庁 5、 大阪大学 産業科学研究所 6
土井修一 1、 片岡祐治 1、 安岡茂和 2、 李雷 3、 野瀬惣市 4、 福山直樹 5、 小口多美夫 6
はじめに：
SPring-8 では、その高輝度 X 線を利用することによって、産業界を含め幅広い材料科学分野において、材料の
本質に迫る分析データを取得することが可能である。 一方で、近年、データマイニングや機械学習などのデータ
科学的手法を駆使することで、新規の材料設計を行うマテリアルズ・インフォマティクス（MI）が推進されている。 MI
では、データ科学的手法を利用して研究者の先入観にとらわれず客観的にデータを取り扱うことで、従来手法で
は得ることが困難であった情報をデータから効率的に引き出す。 現在、我々の研究グループでは、MI の実践例と
して、結晶構造や電子状態など材料物性に密に関わるスペクトル・画像といった分析データから、データ科学的手
法を活用して材料の特徴に関する情報を抽出する技術の開発を進めている。 本研究では、放射光を活用した代
表的な分析データである XAFS スペクトルを題材に、スペクトルから着目元素の局所構造や電子状態などが直接
推定可能な分析・解析技術の開発を目的として、スペクトルデータへの機械学習の導入の検討を行った。
取り組み：
対象物質として、我々の研究グループが開発を行っているニッケル水素（Ni-MH）電池用高次 Co 化合物への適
用を念頭に、Co 系物質群を選択した。 入力する学習データは、規格化された XAFS スペクトルであり、各エネル
ギーにおけるスペクトル強度そのものを当該材料の特徴量として利用することとした。 その際、実験 XAFS スペク
トルに加えて、Co 原子の様々な配位状態を網羅するためシミュレーションによるモデル物質の XAFS スペクトルも
活用する方針とした。 2018 年度、金属や酸化物の他、Ni-MH 電池用高次 Co 化合物など各種 Co 系物質を準備
し、兵庫県ビームライン BL08B2 で Co 系物質群の実験 XAFS スペクトルを取得した。 図 1 に、取得した実験 XAFS
スペクトルの一例を示す。 また、並行して大阪大学のグループが開発した第一原理計算パッケージ HiLAPW を利
用して、XAFS スペクトルのシミュレーションを実施した。 現在、シミュレーションスペクトルの実験との詳細な比較
やスペクトル形状の微視的要因、Co 原子の配位状態を表現する記述子について検討を行っている。 ポスター発
表では、本研究のこれまでの取り組みの詳細と今後の計画について報告する。

図 1. Co 系物質群の XAFS スペクトル
研究分野： 電気化学
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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
（株）神戸製鋼所

小澤 敬祐,、山本 慎太郎

（株）コベルコ科研

森 拓弥、横溝 臣智

ひょうご科学技術協会

李 雷、横山 和司

関西大学 春名 匠
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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SPring-8 BL27SU, 立命館大学 SR センター, ニュースバル BL06

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
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産業材料分析用軟Ｘ線発光分光器の開発
兵庫県立大学高度産業科学技術研究所
はじめに：

新部正人

Ｘ線発光分光（XES）法は、XPS 法では不可能な元素の部分状態密度に関する知見を得ることができ、

またＸ線の透過深さが電子線と比較して深いことから、清浄表面を必要とせず、バルクや界面層の電子状態の情
報を得ることができ、産業材料の分析技術としての利用が期待される．しかしながら、国内ではフォトンファクトリー
のビームライン再編などがあり、特に 300 eV 以下のエネルギーにおける XES 測定ができる施設／ビームラインが
非常に限られているという現状である。
上記の低エネルギー領域は、主に軽元素からの発光を測定できるが、その発光効率は原子番号が小さくなる
に従って急激に低下する．このことから、軟Ｘ線発光分光(SXES)装置の励起光源には、輝度の高いアンジュレータ
光源が必要である．ニュースバル放射光施設のビームライ BL-09 は長さ 11ｍの長尺アンジュレータを光源とし、そ
の光子フラックスは試料位置において 1.2×1013 photons/sec 程度と非常に高い．そこで我々は、50～600 eV のエ
ネルギー領域に注目し、長尺アンジュレータを光源とする高分解能の SXES 装置を開発した．
分光器の設計と作製：

SXES 分光器は、球面基板の不等間隔溝回折格子を用い、分散光を CCD 平面上に結

像する．試料面上の発光点から CCD 面まで約 1 m の、非常に小型の分光器である。エネルギー分解能は、50～
600 eV において E/ΔE＝1000 以上と見積もられた．
2014 年に装置を製作し、BL-09A のエンドステーションに設置した．図１に完成した発光分光器の概観を示す．分
光器は試料・スリットチェンバー、回折格子チェンバー、CCD チェンバーの３個の真空槽により構成され、低熱膨張
率の鋳物ベース板に固定した．それらの間をベロ－で結合して、真空光路を形成した．回折格子の平均溝密度は
1000 L/mm である．背面照射型 CCD（E2V, 42-40chip）は銅ブロック上に固定し、この銅ブロックは液体窒素を流す
ことにより、-110 ℃まで冷却制御される．分光器全体は上下動可能なテーブルステージの上に固定され、分光器
分解能を最高にするように微調整される．データ処理に当たっては、CCD の位置分解能を低下させる電荷雲の寄
与を考慮して、CCD のピクセルサイズよりも小さい位置分解能で入射位置を求める超高分解能再構成アルゴリズ
ムを採用した．
能評価 ：

図２に h-BN 粉末の N-K 発光スペクトルを示す．小型の分光器ではあるが、先行報告のスペクトルと

比較することにより、遜色の無い性能を持つことが分かっ
た。図の 395 eV 付近のピークは顕著な出射角依存性を
:
:
:
:
:

反映したπ→1s 発光であることが分かる．
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示しており、これが h-BN のハニカム構造の電子状態を
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図１．ニュースバル BL-09A に設置した SXES 分光器。
研究分野： 電子構造

図２．測定した h-BN 粉末のN K-端における SXES
技術分野： Ｘ線・軟Ｘ線吸収分光
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ニュースバル放射光施設の光源開発

NS-ring
NS-BL01

- THz からガンマ線まで 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所

橋本 智、宮本 修治

SPring-8 サイト内にある兵庫県立大学ニュースバル放射光施設は電子エネルギー0.5GeV から 1.5GeV、蓄積
電流 300mA（トップアップ時）の電子蓄積リングを持ち、９本のビームラインで主に軟 X 線領域放射光の産業利用
を目的としている。SPring-8 線形加速器から 1.0GeV 電子ビームの供給を受けているが、平成 30 年度末には既存
の L4BT ビーム輸送系遮蔽トンネルに隣接して附属棟が完成し、将来の新入射器設置に向けてクライストロンギャ
ラリーとして使用される予定である。
９本のビームラインのうちの一つである新光源開発用ビームライン BL01 は現在、下流側外部から入射したレ
ーザー光子と蓄積電子とを長直線部で正面衝突させることにより発生するコンプトン散乱ガンマ線源（Laser
Compton Scattered Gamma-ray）として光子エネルギー１〜76MeV で高い指向性と準単色性を有する高品質なガン
マ線ビームを利用に供している。
またこの長直線部には理化学研究所および兵庫県立大理学研究科との共同研究により、波長数個程度の
極短パルス光を自由電子レーザーで発生させる世界初の実証実験に向けて今年度末に新型アンジュレータを設
置する予定である。
さらに本施設内には、15MeV の小型電子線形加速器 LEENA が専用遮蔽室に設置されており、MeV 電子によ
る THｚ光源の研究開発を行っている。これまでにシンクロトロン放射、遷移放射、スミス・パーセル放射による THｚ
光の発生に成功し、現在はコヒーレント放射による大強度 THｚ光の発生とそれを利用するビームラインの建設に
向けて準備をしている。
本発表ではニュースバル施設における「テラヘルツからガンマ線まで」の光源開発の現状およびその将来に
ついて報告する。

図１． ニュースバル電子蓄積リングにおける光源開発
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放射光を用いた自己組織化膜の評価
兵庫県立大学

春山雄一

はじめに： ナノインプリント技術は、nm オーダーのパターンを有した金型（モールド）をレジストに押し付け、パター
ンを転写する技術であり、ナノパターンを安価でかつ大量に作製出来る技術として注目を浴びている。ナノインプリ
ントプロセスでは、モールドをレジストに押し付けた後にモールドをレジストから引き剥がすため、モールド表面へ
の離型処理が必要不可欠である。また、転写されるパターンの微細化により、より薄く、より耐久性を持った離型
膜が必要となってきている。離型膜としてフッ素含有分子による自己組織化膜が主に用いられている。今回その
離型膜自身の電子状態および離型膜と基板との界面に関する情報を得るため、CF2 鎖の長さが異なる４種類のフ
ルオロアルキルシラン系の離型剤からフッ素含有自己組織化膜を成膜し、軟 X 線吸収分光および光電子分光ス
ペクトル測定により、フッ素含有自己組織化膜の評価を行った。
実験： 主鎖の長さが異なるフルオロアルキルシラン系の離型剤として、CF3-(CF2)n-(CH2)2Si(OCH3)3 (n=0, 3 ,5, 7:
FAS-3, 9, 13, 17)の４種類を用いた。フッ素含有自己組織化膜は、Si 基板上の滴下により塗布し、高温多湿環境下
で、１時間静置した後、余剰の離型剤を除去することにより作成した。フッ素含有自己組織化膜の軟X線吸収分光
および光電子分光スペクトル測定は、兵庫県立大学ニュースバル放射光実験施設のビームライン BL-07B にて行
った。
結果： ４種類の CF2 鎖の長さが異なるフッ素含有自己組織化膜に対する軟 X 線吸収分光スペクトルを図に示す。
フッ素含有自己組織化膜の CF2 鎖の長さにより、軟 X 線吸収分光スペクトルが変化することを観測した。FAS-3 で
は、励起エネルギー285, 290, 295, 297 eV 付近にピークが観測された。FAS-9, 13, 17 では、これらのピークに加え
て、292 と 299 eV にピークが観測された。292 と 299 eV のピーク強度は、CF2 鎖の長さが長くなるにつれて増加し
た。これらのことから、292 と 299 eV のピークは、CF2 鎖に起因する成分と考えられる。以前の PTFE に対する研究
において、292 と 299 eV のピークは、両方とも CF2
鎖に起因するσ*(C-F)軌道への遷移に割り当てら
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遷移に割り当てられた。本研究でも同様に割り当
てた。加えて、C-K 端軟 X 線吸収分光スペクトル
に対する励起光入射角依存性の測定結果から、
FAS-9, 13, 17 により成膜したフッ素含有自己組織
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れており、295 eV のピークは、σ*(C-C) 軌道への
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化膜は、CF2 鎖が平均して基板に対し垂直になっ
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ていることを示した。以上の観測結果および光電
子分光の結果に基づき、フッ素含自己組織化膜と
基板との界面の情報に関して議論する。
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軟Ｘ線共鳴反射率法によるフォトレジストの相分離構造評価
兵庫県立大学高度産業科学技術研究所

原田哲男、石黒巧真、田中淳、渡邊健夫

極端紫外線（EUV）リソグラフィーは、半導体の量産技術として利用が開始された。現在はハーフピッチ 16 nm の線
幅を有する回路への適用だが、５年後にはハーフピッチ 10 nm への適用が検討されている。この様な微細パタン
ではフォトレジスト（以下、レジスト）のアスペクト比の制限より、レジスト膜厚は 20 nm 程度まで薄膜化する。膜厚が
薄くなると表面層や基板界面付近の下層の占める割合が多くなる。とくに、基板界面付近の下層には、レジスト本
体とは特性の違う層が分離していることが知られている。この分離層は、パタン倒れや、下層におけるパタン線幅
ばらつきの悪化を引き起こす。そのため、微細パタンでは分離下層のコントロールが重要であり、まずは分離層の
厚さを測定する必要がある。
しかし、通常のＸ線反射率法では、分離層はコントラストが全くつかず、レジストは単層膜として評価される。これ
は通常のＸ線反射率法で利用するエネルギーは 8 keV 程度であり、密度差がおもなコントラストとなるためである。
そこで、我々はレジスト膜の角度反射率を、炭素吸収端近傍の共鳴吸収ピーク付近で測定した。（軟Ｘ線共鳴反射
率法） 炭素の吸収端付近では、レジストなど有機材料の吸収は大きく変化する。また、吸収ピークはそれぞれの
化学結合に対応しており、レジストの構成材料・官能基ごとのコントラストが期待できる。
軟Ｘ線共鳴反射率はニュースバル放射光施設 BL-10 にて測定し、レジストからの角度反射スペクトルを測定した。
測定角度範囲は斜入射角 0～30°である。測定サンプルは市販の電子線リソグラフィー用化学増幅レジストである。
シリコンウェハ上にスピンコート法で塗布し（膜厚 80 nm）、ベークして溶剤を乾燥させている。試料の吸収分光測定
結果と、反射角度スペクトルを図(a)(b)に示す。測定エネルギーは吸収の小さい 280 eV と、π*ピークと次の吸収ピ
ークの間である 287.1 eV で測定した。280 eV での反射角度スペクトルは単層膜でフィットできたため、膜全体では
密度が均一で密度分離していないことがわかる。287.1 eV の反射角度スペクトルは単層膜や２層膜ではフィッティ
ングできず、図(b)に示すように３層膜でのみフィッティングできた。フィッティングにより導出された下層と上層の厚さ
はそれぞれ 5 nm であり、上層下層に化学構造が違う層が分離していることが分かった。この化学構造の違いが、
パタン倒れや、線幅ばらつきの悪化に影響していると考えられる。今後は、基板の密着性など塗布条件による分
離層の厚さや化学構造変化の評価を進める。

(a)

(b)

Fig. (a) 市販の化学増幅型フォトレジストの吸収スペクトル（TEY）測定結果、
(b) 287.1 eV で測定した反射角度スペクトルと３層モデルによるフィッティング結果.

研究分野： 有機材料

技術分野： その他

