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"サンビーム"とは？

1999 年、日本企業 13 社は共同体を結成し、（財）高輝度光科学研究センターの協力

の下、2 本のビームライン（BL16XU、BL16B2）を SPring-8 に建設しました。

"サンビーム"はそれらの 2 本のビームラインの通称です。

サンビームホームページ https://sunbeam.spring8.or.jp/
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14:35－14:55 SO-03 X 線吸収分光を用いた銅合金中の添加元素状態解析 住友電気工業（株） 後藤 和宏

14:55－15:15 SO-04 発錆炭素鋼のさび層構造とカソード分極挙動 大阪大学/関西電力（株） 阿賀 一朗

15:15－15:35 ーフリーディスカツシヨン・タイムー

15:35－15:55 SO-05
高分子固定 Cu ナノ粒子触媒の構造解析および水素

化反応への応用
（一財）電力中央研究所 亘理 龍

15:55－16:15 SO-06 Li イオン電池の負極界面における被膜解析 (株)豊田中央研究所 川浦 宏之

16:15－16:35 SO-07 鉛フリー低融点ガラスの構造と熱・化学的安定性 （株）日立製作 青柳 拓也

16:35－17:05 ーフリーディスカツシヨン・タイムー
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               https://sunbeam.spring8.or.jp/

：2020 年 9 月 3 日（木）～ 9 月 4 日（金）

サンビーム共同体 ポスター発表一覧

S-01(SO-01) XAFS によるアルカリ水電解用電極触媒の表面解析 川崎重工業(株) 谷口達也

S-02 高エネルギーX 線を用いた遮熱コーティングの内部応力評価 川崎重工業(株) 根上将大

S-03 XRD による高温酸化皮膜内応力の高温その場測定 (株)神戸製鋼所 山田 遥平

S-04(SO-02) X 線吸収微細構造と中性子小角散乱による鉄さびの構造解析 (株)神戸製鋼所 阪下 真司

S-05 μビーム XRD による塗膜付き鋼材表面腐食生成物の深さ方向分布観察 (株)コベルコ科研 森 拓弥

S-06(SO-03) X 線吸収分光を用いた銅合金中の添加元素状態解析 住友電気工業(株) 後藤 和宏

S-07 CdTe 二次元検出器を用いた金属材料の変形挙動解析 2 住友電気工業(株) 徳田 一弥

S-08(SO-04) 発錆炭素鋼のさび層構造とカソード分極挙動
大阪大学/関西電力
（株）

阿賀 一朗

S-09(SO-05) 高分子固定 Cu ナノ粒子触媒の構造解析および水素化反応への応用 （一財)電力中央研究所 亘理 龍

S-10
硬 X 線光電子分光法を用いたワイドギャップ半導体ヘテロ界面のバンドアラ
イメント解析

(株)東芝 吉木 昌彦

S-11 DAFS 測定を用いた窒化物半導体の活性層評価 日亜化学工業（株） 宮野 宗彦

S-12 マイクロ逆モンテカルロ法による InGaN 結晶内の結合距離の揺らぎ評価 日亜化学工業（株） 小林 裕

S-13 HAXPES による電気化学デバイス界面の構造および電子状態解析 (株）日産アーク 松本 匡史

S-14 マグネシウム電池活物質材料の XAFS による解析 パナソニック(株) 成瀬 卓弥

S-15 熱散漫散乱を用いた各種結晶性材料評価の検討 （株）日立製作所 米山明男

S-16(SO-07) 鉛フリー低融点ガラスの構造と熱・化学的安定性 （株）日立製作所 青柳拓也

S-17 イオンビーム照射で誘起された界面ラフニングの表面XRD 解析[2] (株)富士通研究所 土井 修一

S-18 放射光による Li2CoP2O7を用いた焼結型全固体電池の分析 (株)富士通研究所 土井 修一

S-19 電圧印加 X 線光電子分光法による酸化膜/SiC 基板界面準位の評価 三菱電機(株) 今澤 貴史

S-20 サンビーム（BL16XU・BL16B2）の現状 （一財)電力中央研究所 栃原 義久

S-01, 04, 06, 08, 09, 16 の 6 件は口頭でも発表します。

（ ）内は口頭発表番号を示します。



第 17 回 SPring-8 産業利用報告会                                    第 20 回サンビーム研究発表会

研究分野： （産業用）その他 技術分野： その他

サンビーム（BL16XU・BL16B2）の現状

産業用専用ビームライン建設利用共同体  栃原 義久(電力G・電力中央研究所)

産業用専用ビームライン建設利用共同体（略称：サンビーム共同体）は、放射光分析技術の産業利用を目的として

企業12 社と 1 グループで 1996 年に発足した。1998 年には、専用ビームライン BL16XU および BL16B2 の設置契約

を締結し、1999 年より実際の利用を開始した。2018 年4 月に契約更新を行って第Ⅲ期利用を開始した。

両BLとも、参加企業の幅広いニーズに応えるため、複数の実験手法に対応しており、ビームライン建設以降も中間

評価や再契約などの節目に大型設備投資を行って、ニーズの変化に対応して技術と設備を導入してきた。2019 年度

には大型設備の導入はなく、既設装置の機能向上や老朽化装置を更新・整備を実施しており、図 1 に示す BL 装置構

成となっている。

図2 に示すように、BL16XU の測定対象としては半導体が多く、次いで電池、素材となっている。 BL16B2 においても

16XU 同様の傾向であるが、加えて触媒・燃料電池も多く、年度により増減はあるが、幅広い分野で利用されている。

また、図 3 に示す通り、BL16XU の分析手法としては HAXPES、X 線回折が多くを占めている。一方、Bl16B2 では

XAFS が大半を占めているが、2019 年度ではイメージングが増えてきている。

2020 年度では大型設備の投資は行わないが、これまでに導入した装置を最大限有効活用するとともに、各社のニ

ーズ変化に応じた装置の機能向上や装置更新等をタイムリーに実施しながら、各社利用に活用されている。

BL16XU、BL16B2

図2. 2019 年度測定対象別の利用割合（BL16XU）

図1 サンビーム（BL16XU および Bl16B2）の装置構成

図3. サンビームの分析手法の推移（BL16XU）
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研究分野： 電気化学 技術分野： X 線・軟Ｘ線吸収分光

XAFS によるアルカリ水電解用電極の表面解析

川崎重工業株式会社  谷口達也, 大石彩加,  永島郁男, 松田千明, 中山耕輔, 尾角英毅

川重テクノロジー株式会社 潰田明信

デノラペルメレック株式会社 中井貴章, ザエナル・アワルディン, 加藤昭博, 錦善則

横浜国立大学 髙津正平, 黒田義之, 光島重徳

背景： 低炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの導入が進められている。しかし、再生可能エネルギー

は天候や地域によって発電量が変動するため、再生可能エネルギーを水素に変換し、貯蔵・輸送を行うことで電力需

給のバランスをとるシステムが考えられている。エネルギー変換技術のひとつである水電解は、電気によって水を分

解し、水素を生成する反応を利用した技術であり、その中でアルカリ水電解は、低コスト材料が使用可能であり、商用

規模に大型化した際のコストメリットを有している。アルカリ水電解の電極材料には、高濃度アルカリ水溶液中で安定

なニッケルなどが使用され、安定電力下では長期寿命を有することが知られている。しかし、再生可能エネルギーに

よる変動電力下では、激しい起動停止や負荷変動が予想され、過酷な運用条件による電極の性能劣化が危惧されて

いる。

上記の課題に対して表面の有機修飾により電解液中での分散性を高めたハイブリッド水酸化コバルトナノシート

（Co-ns）をアノード触媒として用い、電解中に劣化した電極を自己修復することで電位変動に対して極めて高い耐久

性を示す自己修復触媒を開発した。今回、本触媒の特性および改良指針を得ることを目的に、転換電子収量法による

XAFS 測定にてサンプル電極の表面状態の解析を行った。

実験： サンプルとして、Co-ns を調製した溶液を蒸発乾固させて得られた粉末触媒サンプル、および Co-ns を触

媒層として形成させた電極サンプルを準備した。基材への触媒層の形成には三電極式セルを用い、電極サンプルの

基材となるニッケル板を作用極に、対極にはニッケルコイル、参照極には可逆水素電極（RHE）を用いた。電解液中

（水酸化カリウム水溶液）に所定量の Co-ns 溶液を攪拌させながら加え、所定の電流密度・時間で定電流電解を実施

することで触媒層を形成させた。耐久試験についても三電極式セルを用い、触媒形成後の電極サンプルに三角波状

の電位変動（0.5-1.8V vs RHE, 2000 サイクル）を与え、次に定電流電解による自己修復操作と触媒活性評価のための

電気化学計測を実施し、これらの操作を 20 回繰り返して 40,000 サイクルまでの耐久評価を実施した。

上記の粉末サンプルおよび耐久前後の電極サンプルを SPring-8 の BL16B2 にて、転換電子収量法による XAFS

測定を行い、Co-K 吸収スペクトルを取得した。得られたスペクトルは Athena で解析し、 バックグラウンド補正及び

規格化を行った。

結果： Fig.1 にサンプル中の Co の XANES スペクトルを示す。

粉末触媒サンプルと比較すると電極サンプルでは Co のピーク位

置が高エネルギー側にシフトしており、触媒層の形成によってCo-

ns 中の Co の化学状態が変化してことが分かった。標準試料を用

いたフィッティングにより、Co の平均価数を算出すると粉末触媒時

は 2.16 であったのに対して、耐久前の電極サンプルでは 2.87、

40,000 サイクル耐久後では 2.97 とであった。このことから、Co-ns

触媒は触媒活性が高いと言われている3価のCoが多い状態で電

極上に存在しており、かつ耐久後も活性の高い状態を保っている

ことが分かった。なお当日は、Ni-K 吸収端の XAFS 測定結果に加

え、電気化学測定による性能評価結果についても報告する。

2019B5311
BL16B2

Fig.1 CoのXANESスペクトル

講演番号 SO-0１



第 17 回 SPring-8 産業利用報告会                                  第 20 回サンビーム研究発表会

研究分野： 金属・構造材料 技術分野： X 線・軟Ｘ線吸収分光

X 線吸収微細構造と中性子小角散乱による鉄さびの構造解析

株式会社 神戸製鋼所 阪下 真司、中山武典*  （*現：株式会社 高秋化学）

株式会社 コベルコ科研  若林 琢巳、森 拓弥、横溝 臣智

緒言：少量の合金元素を添加して耐食性を向上させた低合金耐食鋼は、ライフサイクルコストを低減する構造材料

として橋梁、船舶、エネルギーなど様々な分野で実用されている。腐食環境で生成する鉄さびの保護性が耐食性向

上に寄与していると考えられるが、鉄さびは複雑で微細な構造であることから、合金元素による保護性向上メカニズ

ムは未明な点が多い。これまでに、低合金耐食鋼の代表である耐候性鋼について、X 線吸収微細構造（XAFS）や中

性子などを利用したさびの構造解析を行ってきた 1)～3)。今回、中性子小角散乱によるさび粒径、さび中の合金元素の

XANESスペクトルなどを調査し、乾燥と湿潤との繰り返し環境における耐候性鋼のさび生成挙動を考察した。

実験方法：試料は塩水を用いた湿潤と乾燥とを 1 ヵ月間繰り返してさびを生成させた JIS 耐候性鋼および普通鋼で

ある。主要合金元素の結合状態（価数）や局所構造を調査するため、BL16B2 で K 吸収端の X 線吸収微細構造を測

定した。また、さび粒子サイズを測定するため、J-PARC MLF の大強度型小中角散乱装置（BL15 TAIKAN）において

中性子小角散乱測定を行った。このとき、波長:0.6<λ<7.6 Å、測定レンジ: 0.005<Q<4.0 Å^-1、印加磁場: B=1T の条件

で測定した。

結果の概要：さびは環境条件による構造変化が認められ、湿潤状態では Green rust が、乾燥状態ではβ-FeOOH が

主体であった。中性子小角散乱測定の結果、普通鋼と耐候性鋼の両者ともに、さびの平均粒径は乾燥状態で減少し、

湿潤状態で増加する傾向が認められ、耐候性鋼の方が粒径は小さいことがわかった（図 1）。また、耐候性鋼の

XANESスペクトルより、さび中のNiは2価酸化物が主体であるが、乾燥から湿潤への移行に伴って低酸化数方向へ

シフトすることが判明した（図 2）。さらに、さび中の Ni 周辺の動径分布関数では、乾燥過程で Ni-M の比率が増大す

ることがわかった。よって、耐候性鋼の保護性に寄与する微細なさびの生成には乾燥過程における Ni の寄与が大き

い可能性が示唆された。

参考文献：1) 中山武典：まてりあ，Vol.52(2013)，572． 2) 横溝臣智ほか：第 16 回 SPring-8 産業利用報告会、S-24 

(2019). 3) 若林琢巳ほか：CAMP-ISIJ Vol.28 (2015)-943  

   

図1 乾湿繰り返し過程におけるさびの平均粒径変化    図2 耐候性鋼のさびの蛍光法XANES スペクトル
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研究分野（参照：3 頁（1）研究分野一覧）

研究分野： 金属・構造材料

技術分野（参照：3 頁（2）技術分野一覧）

技術分野： X 線・軟Ｘ線吸収分光

X 線吸収分光を用いた銅合金中の添加元素状態解析

住友電気工業（株） 後藤 和宏

はじめに

電気配線用の導体材料として用いられる純銅や銅合金は、要求される電気伝導性と強度特性のレベルに応じて多

様な結晶配向や添加元素の種類・量を制御したうえで、ワイヤー形状や薄板形状の製品へ加工される。当社で製造

する電線用の銅合金では、多くの場合に必要な高い電気伝導性を確保するため添加元素の量を必要最小限とする必

要がある。しかし、今後強まる製品の細径化・軽量化ニーズに対応するには高強度化が必要で、添加元素を増やすこ

とで高強度化させるのではなく、同じ添加元素成分であってもその化合状態を物性の面で有利な状態に制御すること

が必要不可欠である。我々は添加元素の化合状態と物性との関係を理解するために材料の化合状態を直接識別す

る分析技術の開発を進めており、特に添加された鉄の化合状態を X 線吸収分光によって調べ、電気伝導性との相関

を調べた。電子顕微鏡観察などの放射光に依らない分析手法と併せ、化合状態と材料特性の定量的な比較解析結果

を報告する。

実験方法

実験は BL16B2（サンビーム BM）を用いた。 Si 111 二結晶分光

器で単色化し、Fe-K, Cu-K 吸収端近傍の X 線吸収スペクトルを取

得した。高次光は Rh コートミラー(5 mrad)で除去した。測定試料は

標準試料として銅箔、鉄箔、鉄ニッケル合金箔を用い、それぞれを

透過法でスペクトルを測定し、入射側と透過側の検出器にはイオ

ンチャンバーを用いた。銅合金の測定試料は社内で鋳造試作し鉄

を添加した銅合金を用い、種々の加工と熱処理を加えた後に蛍光

法でスペクトルを測定した。検出器には 19 素子 SSD(CANBERRA

製)を用いた。また、我々は放射光施設ごとの比較解析も行ってお

り、SPring-8 の BL16B2 以外の施設・ビームライン（例えば SAGA-

LS の BL16 など）でも同様の測定を行った。

結果

図 1 に試作した銅合金の X 線吸収スペクトルと、銅合金中に固

溶した状態の鉄の標準試料（固溶 Fe）と析出した状態の鉄の標準

試料（金属 Fe）について得られたスペクトルを示す。図 1 における

測定試料のデータは 2 つの標準試料データとの等吸収点を通って

おり、固溶と析出の両方が共存していると言える。当日は試料の

加工履歴と固溶Fe定量化数値との対比や、他手法で評価した結果

との比較について述べる。図2には図1 における金属Feと同じ鉄

箔のデータを測定施設ごとに比較したスペクトルを示す。施設ごと

に特に大きな差異はなく、それぞれの施設・ビームラインごとに標

準試料を測定しておくことで、今回と同様の解析が実施可能である

ことを確認した。なお、図2(e)のデータは、SPring-8XAFS標準試料

データベースに登録されたものを使用した。

2019B5330
BL16B2

講演番号 SO-03

図 1. 測定試料における鉄の X 線吸

収スペクトル(黒線：測定試料、赤点

線：固溶鉄標準、青点線：単体鉄標準)
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図 2. 施設ごとに取得した鉄箔の X
線 吸 収 ス ペ ク ト ル (a:AichiSR 
BL11S2, b:SPring-8 BL16B2, 
c:SAGA-LS BL11, d:SAGA-LS 
BL16, e:SPring-8 BL14B2)
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研究分野： 環境材料 技術分野： X 線回折、X 線・軟Ｘ線吸収分光

発錆炭素鋼のさび層構造とカソード分極挙動

*大阪大学 大学院工学研究科, **関西電力株式会社, ***株式会社京都マテリアルズ

○阿賀一朗*、出口博史**、土谷博昭*、花木宏修*, ***、山下正人*, ***、藤本慎司*

はじめに： 鉄鋼材料は機械的性質に優れ安価であるため幅広い分野で利用されているが、乾湿繰り返しをともな

う大気腐食環境において大きな腐食速度を示し、厚いさび層を形成する。形成したさび層は湿潤過程で還元され、酸

素還元反応に影響を及ぼしカソード反応を促進する。その結果、アノード反応である金属溶解反応が促進され、鉄鋼

材料の腐食が加速することから、さび層を有する鋼材のカソード反応とさび層の構造の関係を調査することは重要で

ある。本研究では、大気暴露期間を変化させて得られた、炭素鋼に生成する厚さの異なるさび層についてカソード分

極を行い、さび層の還元前後の構造を調査した。

実験： 炭素鋼を海浜環境で 1 年および 3 年間大気暴露し、さび層を育成した。さび層を還元するために、定電位カ

ソード分極試験を行った。電気化学測定には三電極セルを使用し、溶液に 0.5% NaCl + 0.1% CaCl2 + 0.075% NaHCO3、参

照電極に Ag/AgCl 電極、対極に Pt を用いた。試験手順は、①N2 脱気した後、自然電位を測定②自然電位から-800 

mV まで 0.5 mV/sで掃引③-800 mV に保持した後のさびの還元時間td を 500 s～30000 sとし、その間のカソード電

流密度を測定した。N2 脱気はカソード分極試験中も継続して行った。その後、さび層が還元された炭素鋼における酸

素還元速度を評価するため、空気を導入して電流密度の経時変化を測定した。還元前後のさび層を試験片から採取

し粉末状にした後、SPring-8 の BL16XU と BL16B2 において、それぞれ XRD および XAFS解析を行った。

結果： 生成したさび層の還元前後の XRD 測定結果を Fig. 1 に示す。さびの主成分はマグネタイトとオキシ水酸化

鉄であり、td の経過にともないマグネタイトのピーク強度が増加しオキシ水酸化鉄のピーク強度は小さくなった。また、

さび層が薄い 1 年暴露材の方がマグネタイトのピーク強度が早期に増加した。一方、定電位カソード分極試験におい

て、脱気状態から通気状態に切り替えた際の電流密度の増加量

∆  𝐼 を酸素の還元電流密度とした。∆  𝐼  と td の関係を Fig. 2 に

示す。td の増加とともに∆  𝐼は増加し、最大値を示した後に減少

した。td の経過に伴う∆  𝐼  の増加は電気伝導性を有するマグネ

タイトが増加したことによると考えられる。しかし、td をさらに増加

させると∆  𝐼が減少するのは、マグネタイトのさらなる増加が酸

素還元サイトを減少させたためと推測される。これらの結果より、

さび層を有する炭素鋼のカソード分極挙動がさび層の構造と

強く関係していることが示された。

2019B5351 2019B5050
BL16XU、BL16B2

講演番号 SO-04

Fig. 2酸素還元電流密度∆  𝐼 とさびの還元時間td の関係Fig.1 XRD測定結果 (a) 1年暴露材 (b) 3年暴露材

(a)

(b)
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研究分野： 触媒化学 技術分野： X 線・軟Ｘ線吸収分光

高分子固定Cu ナノ粒子触媒の構造解析および水素化反応への応用

電力中央研究所 1、日産アーク 2、東京工業大学 3  亘理龍 1、伊藤孝憲 2、桑田繁樹 3、榧木啓人 3

はじめに： CO2 を有効利用するカーボンリサイクル技術が CO2 削減技術のひとつとして最近注目されている。そ

のなかで、CO2 の水素化反応は、比較的大規模に利用可能な選択肢であり、国外では商用化事例を含めて多数の実

証が進められている [1, 2] 。我々は、DBU–Cu 種の形成を鍵とする水素化触媒設計として、ポリスチレン残基にDBU

構造を有する高分子 (PS-DBU) への Cu 種の固定化を試み、アルデヒドならびにケトンの水素化反応に有効な高分

子固定 Cu ナノ粒子触媒 (Cu/PS-DBU) が得られることを見いだしている [3] 。本研究では、Cu/PS-DBU のナノ粒

子構造に関する知見を得るとともに、CO2の水素化反応によるギ酸塩合成への適用を試みた。

実験： DBU 含有量の異なる 2 種類の PS-DBU を用いて (1.8 or 2.3 mmol/g) 、濃度10 mM に調製した Cu(acac)2

のメタノール溶液に対し、DBU構造単位換算で2当量のPS-DBUを添加し、10 atmの水素存在下、2通りの条件で加

熱攪拌することで (90 ℃, 20 h or 130 ℃, 4 h) 、4 種の Cu/PS-DBU を得た。XAFS 測定には SPring-8 のビームライ

ン BL16B2 を利用し、モノクロメーターSi(111)で単色化した入射X線を 4 象限スリットにて（H）1.0 mm×（W）2.0 mm に

成形し、BN と混合してペレット化した試料に照射し、透過X 線をイオンチャンバー（IC）により検出した。調製条件が異

なる 4 種類の Cu/PS-DBU 試料のスペクトルを得たほか、標準試料として XRD で検出された 0 価の Cu (Cu foil) 、な

らびに、酸素を含む 1 価の Cu 種として Cu2O とアルコキシド種である[Cu(Ot-Bu)]4をそれぞれ測定した。

結果： XANESスペクトルでは、一連のCu/PS-DBUがCu foilに類似した波形を示したものの、吸収端の位置がわ

ずかに高エネルギー側にシフトしており、0 価以外の Cu 種の存在が示唆された。そのため、線形結合フィッティング

(LCF) を適用して、Cu/PS-DBUに含まれるCu種の定性および定量を試みたところ、Cu/PS-DBU Aについて、Cu比

で Cu foil が 53 at%、[Cu(Ot-Bu)]4が 47 at%の割合で精度よく波形が一致した (R factor = 0.04%) 。一方、Cu foil と Cu2O

で LCF を適用すると、一致精度が著しく低くなったことから (R factor = 0.27%) 、Cu/PS-DBU A には 構造的にCu2O

よりも[Cu(Ot-Bu)]4に近い Cu 種が含まれていることが示唆された。同様に、他の Cu/PS-DBU においても Cu foil と

[Cu(Ot-Bu)]4により精度よく波形の一致が見られたことから、すべての Cu/PS-DBU に共通して 0 価の Cu のほか 1

価の Cu アルコキシドが含まれていることを示唆する結果が得られた。一連の Cu/PS-DBU は水素雰囲気下メタノー

ル中で調製しているため、Cu 粒子中に含まれる Cu アルコキシド種は主に Cu(OCH3)と考えられる。発表では、Cu ア

ルコキシド種の存在を支持する RDF の結果についても議論する。得られた XANES スペクトルに対し LCF を適用し、

Cu アルコキシド種を含む Cu(0)/Cu(I)比を推定することが可能になった。調製した Cu/PS-DBU 触媒を CO2の水素化

反応に適用すると、今回同定した Cu(0)/Cu(I)比から見積もられる Cu(I)の増加に応じて、ギ酸塩生成の触媒活性が向

上することがわかった。

Fig. 1 Cu/PS-DBU ならびに Cu foilの XANESスペクトル  Fig. 2 Cu/PS-DBU A の Cu foil/Cu(Ot-Bu)による LCF

[1] 亘理 龍, 電力中央研究所報告, 2018, V17003. [2] 坂本 将吾, 亘理 龍, 下田 昭郎, 電力中央研究所報告, 2020, 

V19004. [3] R. Watari, N. Matsumoto, S. Kuwata, Y. Kayaki, ChemCatChem, 2017, 9, 4501–4507.

2017B5350, 2018A5350, 2018B5350, 2019A5350, 2020A5350
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講演番号 SO-05
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研究分野： 電気化学 技術分野： 光電子分光

Li イオン二次電池の負極界面における被膜解析

豊田中央研究所 川浦宏之，高橋直子，小坂悟，磯村典武

はじめに： Li イオン二次電池において充放電中に負極上に形成される被膜（SEI, solid electrolyte interphase）は、電

池の安全性、耐久性に大きな影響を及ぼすため、その化学的・物理的性質を理解することは重要である。これまで、

物質内部の界面構造，密度分布を非破壊かつナノレベルで検出することが可能である中性子反射率法を利用して、

平滑なカーボン薄膜電極をモデル電極とし、電極および電極/電解液界面について充放電動作下（オペランド）で測定

することに成功し、充放電中における SEI 被膜厚さおよび密度などの構造変化を明らかにした 1, 2。

硬X 線光電子分光法 (Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy, HAXPES)は、6～10keV 程度の X 線源を用いた光

電子分光法であり、通常のAl Kα線(1486.6eV)を用いた実験室レベルのX線光電子分光法が数nmの検出深さである

のに対して、数十 nm までの深い部分の情報が得られることを特徴としている。本報告では、充放電後のカーボン薄

膜電極表面の HAXPES測定により、SEI 被膜の組成変化に及ぼす充放電サイクルの影響について調べた。

実験： Si ウェハ基板にマグネトロンスパッタにより約70nmのカーボン薄膜を製膜したモデル電極を用いた 1,2。 電

解液は 1.0M LiPF6 /EC:DEC=1:1(vol%)を用い、Li を対極とした。走査速度 0.2mV/s で自然電位(Open Circuit Potential 

Voltage, OCV) 3.3 V～0.05 V vs. Li+/Liの範囲で 2 サイクル充放電を行い、所定の充放電サイクル後に調整したものを

測定試料とした。試料は大気非暴露雰囲気下でサンプリングを行い、測定チャンバーに搬送しHAXPES測定を行った。

励起光源の入射エネルギーは 7950eV、光電子検出角度(Take off angle)は 80°である。C 1s 軌道における C-C 結合

を示す HAXPESスペクトルを 284.5eV でエネルギー補正

を行った。

結 果： 0.05V 充電（Li 挿入）後におけるカーボン電極

の O 1s、 F 1s、 P 1s スペクトルを Fig. 1 に示す 3, 4。

HAXPES スペクトルからポリエチレンオキサイド(PEO)、

リチウムアルキルカーボネート(LiOCO2R、R=C2H5)、炭

酸リチウム（Li2CO3）、フッ化リチウム（LiF）、 LiPF6、

LixPOyFz,、Li2O に帰属する結合種が検出された 3, 4。

各スペクトル強度から求めた SEI 被膜を構成している

結合種の充放電サイクルに伴う割合変化を Fig. 2 に示す。

LiOCO2R (R=C2H5)および Li2O に帰属する結合種は充電

（Li 挿入）時に増加し、放電（Li 脱離）時に減少する。一方、

LiF は充電時に減少し、放電時に増加する。PEO は 1 サ

イクル放電時に減少するが、その後は変化が認められ

ず、Li2CO3、LiPF6、LixPOyFz はほとんど変化しないことが

わかった。

講演では中性子反射率測定結果から求められた SEI

被膜厚さ、散乱長密度変化と合わせて議論する。

参考文献

1. H. Kawauraet al,ACS Appl. Mater. Interfaces,8 (2016)9540.

2. H. Kawaura et al, Bull. Chem. Soc. Jpn. 93 (2020) 854.

3. P. Verma et al, Electrochim. Acta, 55 ,(2010) 6332.

4. H. Kuwata et al, Electrochemistry, 84 (2016) 854.
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BL16XU

講演番号 SO-06

Figure 2 Mass of SEI  components modelled using HAXPES 
spectral curve fits for carbon. Total thicknesses were estimated by 
NR measurement.

Figure 1HAXPES spectra collected for the carbon electrodes 
at 1st litiation 0.05V. The spectra were normalized.
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研究分野： 無機材料・環境材料 技術分野： X 線回折、X 線・軟 X 線吸収分光

低融点 V2O5系ガラスにおけるＶの配位環境と耐水性

（株）日立製作所  青柳拓也

はじめに： V2O5系ガラスは、ホッピング伝導による半導体特性や低融点性といった酸化物ガラスとしてはユニーク

な特長を有する一方で、工業的に使用するには化学的安定性（耐水性）やガラス形成能が低いといった課題がある。

特に低融点性に関しては、人体・環境に有害な鉛やハロゲンを含んだ鉛系低融点ガラスに代わる新しい環境適合性

の低温気密封止材料として、電子部品や真空断熱複層ガラスでの応用用途が注目されている。そのため、耐水性や

ガラス形成能の課題を解決する V2O5 系ガラスの設計指針を構築することは基礎的および工業的観点から有益であ

る。しかしながら、V の配位環境（価数や配位数）がガラス組成や作製条件で変化しやすいことから、V2O5 系ガラスの

構造と特性の相関関係に関しては未解明な点が多かった。そこで本研究では、V2O5 系ガラスの設計指針を構築する

ことを目的とし、X 線吸収微細構造(XAFS)、高エネルギーX 線回折(XRD)、中性子回折(ND)の測定データから逆モンテ

カルロ(RMC)モデリングによって V2O5-P2O5（VP）二元系ガラスの構造モデルを作製した。さらに、構造モデルから抽

出した特徴量と NMR 分析を組み合わせることで V の配位環境について明らかとし、ガラス構造と耐水性との相関関

係について調査した。また、ＶＰガラスに Fe2O3を含有した VPF 三元系ガラスにおける V の配位環境と耐水性に関し

ても調査し、耐水性向上のための設計指針に関して検討した。

実験： ガラス原料として V2O5、P2O5、Fe2O3粉末を用い、溶融急冷法にてガラスを作製した。作製したガラスについ

て、SPring-8／BL04B2 にて XRD 測定を、BL14B1 及び BL16B2 にて V-K 吸収端の XAFS測定を、J-PARC／BL-21

にてND測定をそれぞれ実施した。NMR分析は、51V NMRスペクトルを測定した。また、作製したガラスの特性を温水

浸漬試験、示差熱分析(DTA)装置により評価した。RMCモデリングは、プログラムコードRMC++[1]を用いて実施した。

結果： RMC モデリングと NMR 分析の組み合わせによって得られた VP 二元系ガラスの V の配位多面体分布を

Fig. 1 に示す。これより、VP 二元系ガラスでは P2O5含有量が増加するにつれて V5+O4多面体の割合が大きく減少し、

一方で V4+O4 多面体の割合が大きく増加することが判明した。耐水性は P2O5 含有量が増加することで大きく向上した

ことから、ガラス中に存在する V5+O4 多面体の存在量と耐水性が関与していることが明らかになった。また、結晶にお

けるV4+は、そのイオン半径の大きさから通常5配位以上しか存在しないことから、ガラス中では異常に小さい配位数

を有していることも明らかとなった。VP 二元系ガラスに Fe2O3 を含有した VPF 三元系ガラスにおいては、XAFS 測定

からFe2O3含有量の増加によってV5+O4多面体がV5+O5

多面体もしくは V5+O6 多面体へ変化することを明らか

にした。また、Fe2O3 含有量の増加によって耐水性は

向上したため、V2O5 系ガラスの耐水性向上のための

設計指針としては、V5+O4多面体の存在量を減らすこと

が重要であることを明らかにした。本研究で明らかに

した研究成果により、低融点V2O5系ガラスの実用化に

貢献した。
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Ｆｉｇ. 1 VP ガラス中のVの配位多面体分布 [2].


