
Part 2　サンビーム成果集
～2012年度上期



19



2009A5010,2009B5010 BL16XU
2011A5010

炭素繊維の回折光を利用した CFRPの応力評価
X-ray stress measurement of carbon fiber reinforced plastic
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　CFRP はその成形過程において、マトリックスである樹脂が固化時に収縮するため、樹脂や炭素繊

維に応力（ひずみ）が残留し、場合によっては部材が巨視的に変形することもある。特に、強度を担っ

ている炭素繊維の残留応力を把握することは、よりクリティカルな構造部材に適用される場合非常

に重要となる。そこで、X 線応力評価手法を用いた CFRP の残留応力測定の可能性について、検討

を行った。

キーワード：X 線回折、炭素繊維強化複合材料、CFRP、成形変形、残留応力、残留ひずみ

背景と研究目的
　炭素繊維強化プラスチック複合材料（CFRP）
はその高い比強度から、航空宇宙分野はもとよ

り、最近では自動車など幅広い分野への適用検

討が加速している。

　CFRP はその成形過程（Fig. 1）において、マ

トリックスである樹脂を加熱硬化させるが、そ

の際に樹脂は収縮しようとする（Fig. 1a）。そ

の際、成形に使われる倣い型に接した部分は

その収縮が阻害される。すなわちこの状態で

は、樹脂は縮みたくても縮めないというストレ

スを感じた状態で、型に倣った形状に成型され

る（Fig. 1b）。その後 CFRP 成形体を倣い型か

ら外すと、型からの拘束が解かるため、スト

レスが最小になる方向に成形体は変形し（Fig. 
1c）、場合によっては部材の組み付けが困難な

ほど巨視的に変形することもある。これを他の

Fig. 1 Schematic illustration of an intended deformation in CFRP fabricating process.

部材と組みつけるため、正規の形状に矯正する

と CFRP にはひずみが生じることになる（Fig. 
1d）。実際には、このような成形変形を加味して、

成形型は作られるが、それにしても、多かれ少

なかれ CFRP には、樹脂の収縮や型との相互作

用に起因するひずみが残留する。

　特に、強度を担っている炭素繊維の残留応力

を把握することは、よりクリティカルな構造部

材に適用される場合非常に重要となる。

　ところで、炭素繊維は一般に Fig. 2 に示すよ

うにグラフェンシートが繊維軸方向に沿って層

状に重なった構造であるため、Fig. 3 のような

回折プロファイルが得られ、高角側に十分な強

度の回折線がない。また、グラファイト（六方晶）

の回折線（004）は、軸方向応力測定の際、ψ

が大きくなると回折線の強度が著しく低下する

ため、炭素繊維の軸方向に作用する残留応力の
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評価が困難であり、X 線による炭素繊維の径方

向応力評価の例はいくつかあるものの [1]、軸

方向の応力評価例はほとんどない。そこで、本

研究では放射光の強力な X 線を利用すること

で、炭素繊維中にわずかに存在するランダム配

向した結晶からの回折光、それも、可能な限り

高角側の回折光を使った炭素繊維の軸方向応力

の評価について、その可能性を検討した。

Fig. 2 Schematic illustration of a typical carbon fiber.

Fig. 3 An X-ray diffraction profile of carbon fiber in CFRP.

実験
　評価対象とした CFRP の材料仕様を Table 1
に記す。放射光 X 線による応力評価に先立ち、

この CFRP の片面にストレインゲージを貼付

し、これを Fig. 4 に示す 4 点曲げ試験用治具に

セットし、外側ピンと内側ピンを相対的に変位

させることにより試験片に曲げひずみを与え

た。無負荷時の引張面位置を 0 とし、試験片に

曲げひずみを与えた際の引張面の最大高さを機

械変位とした。この機械変位に対するひずみ量

を測定、このひずみ量に炭素繊維の弾性率を

乗じ応力として換算したものを、機械変位に

Fig. 4 Four points flexure loading apparatus.

Table 1 Specifications of CFRP for this study

対してプロットしたものが Fig. 5 である。同じ

CFRP 素材から切り出した 2 つの試験体に対し

て同様の試験を行った結果、機械変位 - 応力線

図はほぼ一致しており、ばらつきが少ないこと

を確認した。

　このプロットをもとに、CFRP 試験体に特定

の曲げ変位を与えることで、特定の応力を付与

し、その状態で得られた Sin2ψ-2θプロットの

傾きが、付与した応力に対して単調に変化する

かどうかを確認した。

　測定に使用した X 線のエネルギーは、10 keV
とした。入射側スリットサイズは、□ 0.2mm、

検出器前にはソーラスリットを配置、検出器

は YAP を使用した。測定法は側傾法である。
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結果
　いくつかの回折線のうち比較的高角側で強

度があり、かつψを変化させても回折強度に

大きな変化のないものとして、2θ=125°（@10 
keV）付近に出現する回折線を選択した。Fig. 6
および Fig. 7 はψの値を変化させた際の回折線

の変化を示す。

　この回折線を使用し、炭素繊維に付与した引

張応力に対する Sin2ψ-2θプロットの傾きをプ

ロットしたのが Fig. 8 である。炭素繊維に付与

される応力が引張であるため、Sin2ψ-2θプロッ

トの傾きは、基本的に負の値をとっており、引

張応力の増加に従い単調に減少していることが

わかる。

　若干直線性に欠ける傾向がみられるが、応力

定数として、約 -1400 MPa/deg. という値が得ら

れる。一方、今回使用した炭素繊維の弾性率

230GPa 、PAN 系炭素繊維のポアソン比として

文献などで見られる 0.2 とすると、予想される

応力定数は約 -900 MPa/deg. となる。この誤差

については、測定精度の他に、X 線侵入深さの

影響が大きく表れているものと考えている。

　上記のような精度や侵入深さの課題は残るも

のの、適切な回折線を選ぶことで炭素繊維の長

手方向の残留応力を評価できることが示された

ものと判断する。

参考文献
[1]  羽切他、日本材料学会学術講演会講演論文

集、52 , 65 (2003).

Fig. 5 Relationship between applied stress and 
bowing displacement of CFRP test sample.

Fig. 7 Peak height change of the peak at 125 degrees 
against sin2 Ψ . 

Fig. 6 Profiles of the peaks at 125 degrees in 2θ.

Fig. 8 Relationship between applied stress and the 
slope of sin2 Ψ -2θ plot for a CFRP.
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X線小角散乱法による Al-Zn-Mg合金中析出物の解析
 Small-Angle X-ray Scattering Investigation of Fine Precipitates in Al-Zn-Mg Alloys
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　X 線小角散乱（SAXS）により、高強度アルミ合金（Al-10mass%Zn-1mass%Mg）の析出強化機構の

解析を試みた。SAXS によって合金中に分散する数 nm サイズの析出物のサイズ定量、粒子間距離が

算出できた。また、析出物中に含まれる Zn の元素比率に着目して、Zn の異常分散 SAXS も測定した。

キーワード：X 線小角散乱、Al 合金、析出物、析出強化

背景と研究目的
　省エネルギーなどの社会的要請から、輸送機

用材料の軽量化が求められている。アルミの比

重は鉄鋼材料に比べ 1/3 と軽量であり、鉄鋼材

料から代替が進めば低燃費化へ貢献できる。輸

送機分野へのアルミ代替化を進めるためには、

アルミ合金の高強度化が重要な役割を果たす。

　アルミ合金を高強度化する方法の一つに、ナ

ノサイズで析出物を分散させる析出強化があ

る。析出微粒子による強化量は析出物のサイズ、

粒子間距離、析出量、組成などに影響される。

7000 系アルミ合金の析出強化に寄与する析出

サイズは小さく数 nm 程度であり、透過電子顕

微鏡（TEM）などの構造解析では十分な情報

を得られないこともしばしばある。本研究では、

アルミ合金を X 線小角散乱（SAXS）により観

測し、析出強化挙動に影響するパラメータ解析

を目的とする。

実験
　供試材は Al-10mass%Zn-1mass%Mg 合金の板

材（1mmt）を用いた。試料を 550℃× 3.6ks で
溶体化処理を施した後に、直ちに水冷を行っ

た。その後室温にて 24hr 保持した後に、70 ～

170℃で 2 時間の人工時効した（Fig. 1.）。

Fig. 2. (a)Vickers hardness of the Al alloys after heat 
treatment, and TEM image of (b)100℃ , (c)140℃ .

Fig. 1. Heat treatment flow chart of Al alloys.
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　Fig. 2. に熱処理後のアルミ合金のビッカース

硬さおよび TEM 像を示す。時効温度 140℃ま

では時効温度に依存して強度が上昇する。ま

た、時効温度 100℃以下では、析出サイズに対

する基材の歪場が大きいため、TEM による析

出物の定量解析は困難な材料である。SAXS 測

定用の試料には、1mmt の板材を機械研磨にて

100µmt に薄片化したものを用いた。

　SAXS は小角専用ビームライン BL40B2 にて

2 次元検出器（イメージングプレート）を用い

て、12.4keV のエネルギーで測定した。さらに、

BL16XU の汎用 8 軸回折計およびシンチレー

ション検出器を用いて、Zn の異常分散 SAXS
を測定した。BL16XU での測定エネルギーは

8.71keV, 9.54keV, 9.64keV である。SAXS 測定

した q （4πsinθ/ λ）範囲は 0.1 － 5nm-1 程度で

ある。

結果および考察
　Fig. 3. に各時効温度における SAXS 測定結

果および得られた析出サイズ、粒子間距離を

示す。アルミ合金中の析出物に由来する SAXS
プロファイルが q=1nm-1 前後に明瞭に観測され

Fig. 4. Anomalous SAXS results of 70℃ aging. The 
insert figure shows the anomalous dispersion of Zn.

Fig. 3. (a)SAXS results of each aging temperature. 
(b) Estimated mean size of the precipitations and 
interval of the precipitations.

る。析出物の体積分率が高いため、粒子間干渉

によるブラック反射が観測されピークをなして

いる。時効温度が低いほど析出物のサイズは小

さく、粒子間距離も小さい。なお、析出物の形

状は球状を仮定して計算した。

　析出による強度の発現は、分散した析出物が

転位の運動を阻害することに起こる。析出物が

小さい（＜臨界サイズ）と転位は析出粒子を切

断するように動き、材料強度は粒子大きさと粒

子の量に従い増加する。このような強化機構を

Cutting 機構という。一方、ある程度析出サイ

ズが大きくなると（＞臨界サイズ）、転位は析

出粒子を切断できず、析出物周りにループを残

して通過する。このような強化機構を Orowan
機構という。この場合は、粒子間距離が小さい

ほど材料強度は高くなる。Fig. 3（b）に示すよ

うに、時効温度が高いほど粒子間距離が大きく

なっている。また、材料強度の最大値はFig. 2.よ
り、時効温度 140℃である。このため、140℃
以上では粒子間距離が小さいほど、硬さが高く

なっており、Orowan 機構による強化機構であ

ると考えられる。一方、140℃未満では、粒子

間距離が大きいほど、硬さが高くなっており

Orowan 機構では説明できない。以上の結果か

ら、140℃付近の時効温度で、Cutting 機構から

Orowan 機構に強化機構が変化すると推測され

た。

　Fig. 4. に時効温度 70℃の材料を用いた Zn の

異常分散 SAXS の結果を示す。析出物には Zn
が含まれているため、Zn の異常分散 f’の大き
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今後の課題
　今回の材料は報告事例が比較的多い、モデル

合金を用いた結果であった。得られたパラメー

タを合金状態図などの計算結果とも検証し、

SAXS 分析の適応範囲を見極めたい。今後は、

より添加元素種類の多い実用材料の解析や、加

工中や熱処理中の in-situ 分析に取り組みたい。

微量添加元素や熱処理により核生成挙動を解明

して、制御できれば材料開発に貢献できると期

待する。

参考文献
[1]  O. Lyon and J. P. Simon, Acta Metallurgica, 34, 

1197, (1986).

なエネルギーほど、q=1nm-1 近傍の析出物由来

のプロファイルは強度が強くなっている。異常

分散 SAXS による強度変化より、析出物の元

素比率の解析が期待できる [1]。析出物時効に

よる析出の初期段階では、粒子サイズが小さ

いため界面エネルギーの低い準安定相が生成

し、ある程度の成長に伴いより安定な相に遷移

すると考えられる。同時期に測定した時効温度

100℃、140℃の結果とあわせて析出相の元素比

率を解析中である。
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　廃超硬工具からのタングステンの回収プロセスでは、イオン交換を利用してタングステン酸ナト

リウムをタングステン酸アンモニウムに変換する。今回、高効率のイオン交換プロセス開発に際し、

タングステンのイオン状態を XAFS でモニタすることで、プロセス開発の効率化をはかった。

キーワード： 超硬工具、リサイクル、イオン交換、XAFS

タングステンリサイクル技術開発のための放射光利用分析
 Synchrotron analysis for development of tungsten recycling process

飯原　順次 1、板倉　剛 2、佐藤　史淳 2、山本　良治 2、池ヶ谷　明彦 2、伊藤　秀章 3

Junji Iihara1, Takeshi Itakura2, Fumiatsu Sato2, Yoshiharu Yamamoto2, Akihiko Ikegaya2, 
Hideaki Ito3

1 住友電気工業株式会社、2 株式会社アライドマテリアル、3 名古屋大学

　1Sumitomo Electric Ind., Ltd., 2A.L.M.T, 3Nagoya Univ.

背景と研究目的
　レアメタルはその存在量の少なさ、存在地域の

偏りのため、国家的な資源確保への取り組みが進

められている。タングステンは、中国、カナダ、

ロシアなどに偏在しており、資源確保が必須の元

素である。当社では超硬工具に用いられている 
WC のリサイクル技術の開発を実施している。そ

の概要は、WC が主成分の超硬工具、超硬の研削

スラッジ等のスクラップを NaNO3 溶融塩で溶解

し、溶融生成物を水溶化して Na2WO4 水溶液を得

た後、イオン交換樹脂を用いてタングステン酸イ

オンを（NH4）2WO4 水溶液として回収し、これを

加熱・濃縮して APT（パラタングステン酸アン

モニウム：5（NH4）2O・12WO3・5H2O）を晶出させる。

APT は精錬工程で精製されるタングステンの中

間生成物であり、これを酸化焙焼して WO3 を得

る。（Fig. 1）
　イオン交換プロセスにおいてタングステン酸ナ

トリウムをタングステン酸アンモニウムに効率的

に変換するためにはイオン交換樹脂 1 価あたりの

Fig. 1 The flow of tungsten recycling process.
Fig. 2 SR analysis on development of tungsten 
recycling process
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吸着量を多くする必要がある。このために本プロ

セスではモノタングステン酸イオン（以下、モノ

酸）ではなくポリタングステン酸イオン（以下、

ポリ酸）を用いるイオン交換プロセスの開発を

行った。開発に際し、タングステン酸イオンが目

的のポリ酸となっていることをプロセスの各段階

で確認することで、開発の効率化を目指した。

　Figure 2 にはタングステンリサイクルプロセス

開発に際して、放射光分析を適用した項目を示す

が、溶融塩溶解物からタングステンをイオン交換

で分離するプロセスに着目し、主として X 線吸

収微細構造（XAFS）法を適用した。

水溶液中のタングステン酸イオンの状態分析技
術開発
　本プロセスの中では、水溶液中のタングステン

酸イオンのポリ酸、モノ酸の状態分別に加え、イ

オン交換中の状態分析も行うことが必須であっ

た。そのため、他の分光的手法では困難と判断し、

XAFS 法の適用を検討した。

　検討には Na2WO4 の濃度 120 g/L （WO3 換算）の

水溶液を用い、pH を 9、6、4 に調整した水溶液

を使用した。各 pH でのタングステン酸イオンの

状態は、それぞれ WO4
2-（モノ酸）、W12O41

10-（ポ

リ酸）、H2W12O40
6-（ポリ酸）となることが報告さ

れている [1]。Fig. 3 に各水溶液試料および標準

Fig. 3 Tungsten L1-XANES of tungsten ions and 
standard samples

試料として金属タングステン、WO3、パラタン

グステン酸アンモニウム（APT）の W L 1-XANES
を示す。測定はすべて透過法にて実施した。水

溶液試料の特徴として、pH が低くなるに従って

12090 eV 付近に現れるプリエッジピークの強度

が減少する。このプリエッジピークは 2s 軌道か

ら 5d 空軌道への双極子遷移とされており、タン

グステン酸イオンの場合は W-O が形成する八面

体からの歪に起因する [2]。従って、タングステ

ンを中心として、酸素が正四面体状に配位する

WO4
2-（モノ酸）で最も強度が高く、ポリ酸で強

度が小さくなっている。以上より、プリエッジ

ピークの強度変化を用いることによりタングス

テン酸イオンの状態変化が追跡可能であること

を確認した。

pH 調整後のタングステン酸イオン構造の変化
　溶融生成物を水溶化した水溶液はアルカリ性

であり、タングステンをポリ酸としてイオン交換

するためには pH を中性域に調整し、W12O41
10- の

状態に変換する。この際、タングステン酸イオン

の状態が安定していないとイオン交換時の効率

が低下するため、pH 調整後の液中のタングステ

ン酸イオンの状態安定性を評価した。

　評価には Na2WO4 の濃度 120 g/L （WO3 換算）の

水溶液を使用し、Fig. 4 に示す装置を用いて pH

Fig. 4 Measurement system of chemical state of 
tungsten ion after pH adjustment
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Fig. 5 Flow cell

Fig. 6 W L 1-XANES spectrum of aqueous solution 
obtained with flow cell. (a) With preliminary 
designed flow cell. (b) Four times averaged spectrum 
of spectrum (a). (c) Wssith improved flow cell

Fig. 7 An example chart of pH and tungsten 
chemical state change after pH adjustment

調整前後のタングステン酸イオンの状態変化を

調査した。具体的には、pH が所定値となるよう

反応セル中に酸を必要量添加した。添加には自動

滴定装置を使用した。反応セルの液はポンプによ

り測定セルに送られ、反応セルに戻る仕組みであ

る。反応セルは、送液チューブを所定の厚さにな

るように押しつぶす構造とした。厚さの制御はス

ペーサの厚さで調整した。（Fig. 5）
　Figure 6 に得られた W L 1-XANES スペクトルの

測定結果を示す。測定は透過法、Quick-scan mode
で 20 秒 / スペクトルで実施した。Fig. 6（a）は初

期のセルを用いた測定結果である。ポンプの脈動

に起因する X 線の光路長変化に伴う吸収係数の

変動に XANES 構造が埋もれてしまっている。同

じセルを用いて 4 回測定し、積算した結果が Fig. 6
（b）である。これによりプリエッジの存在を認め

ることができた。そこで、窓の部分にポリカーボ

ネート製の窓を追加し、光路長変化を抑制した改

良セルを作製した。これを用いた測定結果が Fig. 
6（c）である。細かなノイズは除去しきれていな

いものの、解析可能な吸収スペクトルを得ること

ができた。

　上記セルを用いて pH 調整後のタングステンの

状態変化を調査した。タングステン状態は、Fig. 3
で説明したプリエッジピークの強度変化を定量

的に比較するために、吸収ピークに対するプリ

エッジピークの相対強度を用いて評価した。Fig. 7
に評価事例を示す。横軸は酸の投入時点を 0 秒

としたプロセス時間を、縦軸はタングステン状態

を上記のプリエッジ相対強度で示す。pH に着目

すると概ね 120 秒程度で安定していることがわ

かる。これに対して、タングステン酸イオンの

状態は 120 秒経過後もモノ酸からポリ酸に向け

て徐々に変化が継続していることが分かる。こ

の事例では、800 秒付近でタングステン酸イオン

の状態が安定したものと考えられる。推定では

あるが、酸が投入された近辺では酸性型のポリ

酸（H2W12O40
6-）に変化しているタングステン酸

イオンが多く、それ以外の領域ではモノ酸が多く

残っており、時間経過とともに中性型のポリ酸

（W12O41
10-）に落ち着いて行っているものと思わ

れる。

イオン交換中のタングステン酸イオンの状態評価
　イオン交換中のタングステン酸イオンの状態

はイオン交換時の吸着量の変化に大きく影響を

与える。具体的には、タングステン酸イオンの状

態としては WO4
2- （モノ酸）、W12O41

10- （ポリ酸）、

H2W12O40
6- （ポリ酸）の 3 状態が想定され、それ

ぞれイオン交換樹脂 1 価あたり、タングステンは
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Fig. 8 Layout of XAFS measurement of the ion 
exchange process

Fig. 9 Tungsten L1-XANES spectrum during ion 
exchange process

1/2 個、1.2 個、2 個吸着する。イオン交換中の析

出等のリスクを低くするために、W12O41
10- を用い

るプロセスでの開発を行なった。この際、設計通

りのイオン状態で吸着が進んでいるか確認する

ために、イオン交換中のタングステン酸イオンの

状態をその場観察した。

　イオン交換樹脂への吸着中のタングステン酸

イオンの状態を確認するために、イオン交換カラ

ムの一部をポリイミドフィルムの窓とし、この窓

を通じて放射光を照射し、発生する蛍光 X 線を

用いて、蛍光法 XAFS によるタングステン酸イ

オンの状態評価を行った。試料溶液は、Na2WO4

を所定量蒸留水に溶解した後、pH を 6.5 に調整

し、W12O41
10- の状態とした。W 濃度は WO3 換算

で 120 g/L である。測定時のレイアウトを Fig. 8
に示す。イオン交換カラムを 2 本直列に接続し、

2 本目の中央部にポリイミド製の窓を設け、蛍光

X 線の測定には 19 素子 SSD 検出器を使用した。

　Figure 9 にイオン交換帯の先端付近の W L 1-
XANES 測定結果を示す。この領域において W 
L 1-XANES のプリエッジ強度がイオン交換帯の先

端ほど大きくなっていることがわかる。これはイ

オン交換の最先端の部分では W12O41
10- （ポリ酸）

の状態から WO4
2- （モノ酸）の状態に分解してい

ることを表している。分解の原因としては、残留

OH- の影響と推定しているが、吸着部の先端のご

く一部であり、イオン交換カラム全体としては概

ね想定通りの W12O41
10- （ポリ酸）として吸着が行

われていることを確認することができた。

まとめ
　XAFS 法を用いて水溶液およびイオン交換樹脂

中のタングステン酸イオンの状態解析を可能と

した。タングステン酸イオンの状態として、モノ

酸、ポリ酸の変化に着目し、イオン交換プロセス

に関わるタングステン酸イオンの状態変化を追

跡し、プロセス条件の決定に利用した。これらの

結果を実プロセスに反映することにより、高効率

のタングステンリサイクルプロセスを開発する

ことに成功した。
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2012A5030, 2011B5030 BL16XU
2011A5330 BL16B2

　材料表面の化学状態分析方法の一つである斜出射 XAFS 法の検討を実施した。本法の特徴は、真

空雰囲気を必要としない測定が可能であること、蛍光 X 線を用いるため材料表面から深部にかけて

の状態変化を解析できることなどである。種々の産業材料への適用の可能性検討を行い、Ni 最表面

の自然酸化膜、SiN/GaAs 界面の Ga 酸化物の検出に成功した。

キーワード：斜出射 XAFS、表面、界面、Ni、SiN、GaAs

斜出射 XAFS法による材料表面および界面の化学状態解析
 Chemical state analysis of surface and interface by grazing exiting XAFS

飯原　順次、米村　卓巳、上村　重明、斎藤　吉広、舘野　泰範
Junji Iihara, Takumi Yonemura, Shigeaki Uemura1, Yoshihiro Saito, Yasunori Tateno

住友電気工業株式会社

Sumitomo Electric Ind., Ltd.

背景と研究目的
　 硬 X 線 を 励 起 源 に 用 い る 光 電 子 分 光

（HAXPES）では、深さ 10nm 程度からの光電

子が検出可能になる（cf. 従来の軟 X 線励起で

は 2nm 程度）。この特長を活かし、HAXPES は

保護膜に被覆された半導体の界面など材料深部

の非破壊状態分析に威力を発揮している。

　しかし、実際のデバイスでは、保護膜の厚み

が数十 nm 以上になることが多く、HAXPES で

も分析は困難である。また、試料の帯電に伴う

光電子エネルギーのシフトを回避するため、表

面の金属コーティングなどの対策が必要となる

（cf. その分、分析深さは減少する）。

　界面状態を非破壊分析できるもう 1 つの方法

に、斜出射 XAFS がある。本法は、蛍光 XAFS
法を基本とし、試料からの蛍光 X 線の取り出

し角度範囲を制御することにより、深さ分解の

XAFS を行う手法である。光電子ではなく蛍光

X 線を検出するため、上記の分析深さや帯電の

問題を克服できると期待されている。

　本研究では、Ni 金属表面、及び、SiN 膜 /
GaAs 界面を斜出射 XAFS で分析し、表面ある

いは界面の酸化物について詳しく調べた。

実験
　測定は SPring-8 BL16B2（サンビーム BM）

および BL16XU（サンビーム ID）にて実施した。

BL16XU では既設の蛍光 X 線装置を用いた測

定と マイクロビーム装置を用いた測定を実施

した。マイクロビーム装置では Kirk patrick-
Baez （K-B）ミラーを用いてアンジュレータか

らの放射光を細小で 0.35 µm □に集光可能であ

る。今回は、0.5µm □に集光した状態で測定

を実施した。蛍光 X 線の測定には Roentec 製

XFlash Series 1000 の Silicon Drift Detector（SDD）

を使用し、検出器前に 200 µm 幅のスリットを

挿入して、検出角度を約 0.1 deg. に制限した。

測定時の装置写真を Fig. 1 に示す。試料を入射

X 線とほぼ垂直に配置し、入射 X 線に対して

水平面内 90 度方向に SDD 検出器を配置した。

Fig. 1  Measurement system of grazing exiting 
XAFS with x-ray microbeam
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　用いた試料は最表面評価用に InP 基板上に

Ni を 200nm 蒸着した試料と、GaAs 基板上に

SiN 膜を 80nm 成膜した試料を用いた。Ni/InP
試料については、XPS にて表面に約 2 nm 厚さ

の Ni 酸化膜が存在することを、SiN/GaAs 試料

については同様の条件で作製した試料の TEM
解析により、界面に 2 nm の層が存在し、プロ

セス条件から Ga2O3 層であると考えている。

結果および考察
　Figure 2 に出射角度に対する Ni 蛍光 X 線強

度の変化を示す。入射 X 線のエネルギーは 10 
keV とした。蛍光 X 線強度は 0.2deg. 付近から

立ち上がり、0.4deg. から 0.5deg. の領域で急激

に強度が増大し、それ以降ではほぼ一定の強度

となる。Ni の斜出射 XAFS は立ち上がり初期

の 0.2deg.、急激に強度増加する手前の 0.38deg.、
強度増加の中間である 0.44deg.、強度が安定し

ている 0.60deg. で実施した。XANES および標

準試料の透過法での測定結果を Fig. 3 に示す。

出射角度が大きくなるにしたがって連続的に

Ni K-XANES が変化している様子が明瞭に現れ

ている。最も取り出し角度が低い 0.2deg. のス

ペクトルに着目すると、標準試料の NiO に特

徴が良く似ている。しかしながら、8333eV 付

近のショルダー状の成分は NiO ではほとんど

認められず Ni 金属に認められる特徴である。

また、8345eV の主ピークの吸収が小さいとい

う違いがある。出射角度が大きくなるにした

がって、8333eV の成分が徐々に大きくなり、

Ni 金属のスペクトルに近くなっていく。特に

出射角度 0.6deg. のスペクトルでは Ni 金属とほ

ぼ同じ形状である。以上より、出射角度 0.2deg.
では最表面約 2nm 厚さの NiO と下地の Ni 金属

がわずかに混在して検出されているものと考え

ている。

　Figure 4 には SiN/GaAs 試料における Ga 蛍光

X 線の取り出し角度依存性を示す。入射エネ

ルギーは Ga の吸収端より高いエネルギーであ

る 10.4keV に設定した。蛍光 X 線強度は出射

角 0.2deg. のあたりから立ち上がっている。こ

の角度は 80nm 厚の SiN 膜の全反射臨界角度と

ほぼ一致する。その後、0.3deg. から 0.4deg. に
かけて大きく強度が増大し、0.4deg. 以降では

少しなだらかに強度上昇傾向が変化する。Fig. 
4 中で黒丸で示す点で、斜出射 XAFS 測定を

実施した。Fig. 5 には斜出射法で得られた Ga 
K-XANES スペクトルの出射角による変化を示

す。比較のため、Ga 金属、GaN、GaAs、Ga2O3

の Ga の透過法 XAFS 測定結果もあわせて示

す。出射角が最も小さい 0.21deg. と最も大き

い 0.49deg. では得られる XANES の形状が全く

異なっていることがわかる。これらを標準試

料のスペクトルと比較すると出射角度 0.21deg.
のスペクトルは Ga2O3 と 0.49deg. のスペクト

Fig. 2 Exiting angle dependence of Ni K-L2,3 
intensity

Fig. 3 Ni K -XANES spectrum of Ni layer on 
InP and standard samples. (a)-(d) exiting angle 
dependence of Ni layer on InP
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Fig. 4 Exiting angle dependence of Ga K-L2,3 

intensity

Fig. 5 Ga K-XANES spectrum of SiN/GaAs interface 
by grazing exitng XAFS measurement with x-ray 
microbeam and standard samples

ルは GaAs とそれぞれよく似ていることがわか

る。また、これらの中間の角度の XANES スペ

クトルを比較すると、出射角度が大きくなるに

従って Ga2O3 の主ピークである 10373eV の成

分が減少し、GaAs の特徴である 10378eV の成

分が増大する傾向がある。これは、出射角度が

大きくなるに従って基板からの GaAs 成分が増

大することを反映している。従って、出射角

度 0.21deg. で測定した XANES スペクトルは、

SiN/GaAs 界面に存在する 2nm の酸化物層とし

て Ga2O3 層が存在していることを検出できてい

るものと考えることが出来る。

　以上のように、斜出射 XAFS 法を用いるこ

とにより、最表面 2nm の層、表面下 80nm に

存在する 2nm の層の状態分析が可能である。

加えて、X 線マイクロビームとの組み合わせで

実施することで、空間分解能サブミクロンで、

nm オーダーの埋もれた界面の状態分析が可能

であることが明らかとなった。

今後の課題
　今後はこの特徴を生かして、実デバイスへの

応用をすすめていく。また、2 次元検出器の併

用による角度依存性の同時測定についても検討

する。
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2012A5040 BL16XU

　有機半導体ペンタセン薄膜結晶について、微小角入射 X 線回折（GIXD）測定により全格子定数決

定を行なった。その結果、ペンタセン薄膜結晶は、a=5.92 Å、b=7.60 Å、c=15.38 Å、α =99.0deg、
β =93.2deg、γ =90.0deg と求められ、ペンタセン原料粉末とは異なっていることが分かった。透過

型電子顕微鏡（TEM）による構造解析の結果、bulk 相、thin-film 相に加え中間相が存在し、膜厚増

加による応力を緩和するように結晶欠陥や bulk 相が生成したと考えられる。

キーワード：X 線回折、有機半導体

背景と研究目的
　薄くて軽く柔軟な表示デバイスとしてフレキ

シブルディスプレイ（Fig.  1）の研究開発が進

められている。その実現には、基板、発光層、

薄膜トランジスター（TFT）など全ての構成要

素を柔軟性のある有機材料で作製するのが望ま

しい。その中で、ペンタセンに代表される低分

子芳香環化合物は、有機 TFT の材料として有

望視されており、これまで多くの研究がなされ

てきた 1,2,3）。

有機半導体ペンタセン薄膜の X線回折評価
 Structure Analysis of Organic Semiconductor Pentacene Thin Films

 by X-ray Diffraction

越谷　直樹、村上　洋介、細井　慎、工藤　喜弘
Naoki Koshitani, Yosuke Murakami, Shizuka Hosoi and Yoshihiro Kudo

ソニー株式会社 
　Sony Corporation.

Fig. 1. A flexible organic light emitting diode 
display driven by organic thin-film transistors.

　TFT の性能を決定する重要なパラメータであ

るキャリア移動度は、低分子化合物材料では、

分子の配列、配向やパッキングに大きく支配さ

れる。薄膜状態では原料粉末とは異なる結晶構

造（分子配列）を取る場合があることから、有

機半導体層の膜質を詳細に知ることは、移動度

の向上を図るうえで重要である。

　代表的な有機半導体材料であるペンタセンは

様々な多形が報告されている。特に真空蒸着

で成膜されたペンタセン薄膜の結晶構造とし

て、bulk 相（ d001 = 1.44nm）と thin-film 相 （d001 
= 1.54nm）の 2 つの多形が知られている（ここ

でd001はペンタセン001面間隔）。多形の出現は、

基板温度、膜厚など成膜条件に依存している。

thin-film 相は最初、基板上に優先的に生成され、

ある臨界膜厚 hc を超えた後に、bulk 相が生成

されると報告されている 3,4）。hc の値は、基板

温度が高くなるにつれて減少する。thin-film 相

から bulk 相への相転移は準安定構造から安定

構造への転移と考えられている。有機 TFT の

特性向上のためには、多形や薄膜構造の制御が

要求される。

　これまでに、我々はペンタセン薄膜につい

て、Out-of-plane および In-plane XRD 測定を行

い、bulk 相と thin-film 相の面内格子定数を決定
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Fig. 2. GIXD profiles of a pentacene thin film 
measured at 2θH=12.3°, 15.1°, 18.0°, 19.4°, 20.9°).

した 5）。今回は、GIXD 測定により thin-film 相

の全格子定数を決定し、移動度を議論するため

の基礎データを取得することを目的とした。ま

た、同種のペンタセン薄膜について断面透過電

子顕微鏡（TEM）解析によるペンタセン多形

の微細構造の解析を以前に実施したので合わせ

て報告する 6）。

実験
　測定試料は有機半導体ペンタセンを、SiO2 絶縁

膜を形成した Si基板上に設計膜厚 150nm で蒸着成

膜したものを用いた。X線回折測定は、BL16XU に

おいて、入射X線エネルギー 12.4keV、入射 X 線の

試料表面に対する視射角 0.13°として、2θH=12.3°、
15.1°、18.0°、19.4°、20.9°にてそれぞれ 2θv スキャ

ン（0.02°ステップ、1 ステップ積算時間 1 秒）

を行なった。ここで、2θH は入射 X 線の方向と

検出器が試料を見込む平面との成す角、2θv は検

出器と水平面との成す角である。

結果および考察
　Fig.  2 に SiO2 絶縁膜上に成膜したペンタセ

ンの 2θH=12.3°、15.1°、18.0°、19.4°、20.9°で
それぞれ測定された 2θv プロファイルを示す。

Thin-film 相に対応する明瞭なピークが観察さ

れた。次に GIXD のピーク位置についてシミュ

レーションを行った。

　それぞれのピークについて、文献 7）を参考に、

ミラー指数を決定した。空間群として最も対

称性の低い P1 を採用した上で、実験で得られ

た回折斑点の位置を最も良く再現するように、

非線形最小二乗法により格子定数を決定した。

GIXD の最適なシミュレーション結果を Fig.  3
に示す。2θH、2θv 軸をそれぞれ波数 qxy、qz（nm-1）

に変換して表示した。実験データをほぼ再現

することができ、結果として、全格子定数は、

a=5.92Å、b=7.60Å、c=15.38Å、 α = 99.0deg、
β = 93.2deg、γ = 90.0deg と求められた。これ

は単結晶ペンタセンの結晶構造 8）とは異なり、

既報の thin-film 相の値 7）とほぼ一致した。

　Fig.  4（a）にペンタセン薄膜試料の高分解

能断面 TEM 観察結果を示す。点線間の凹部に

おいて、高密度の積層不整や転位といった結晶

欠陥が確認された。Fig.  4（c）は、Fig.  4（b）
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Fig. 3. GIXD simulation of a pentacene thin film. Fig. 4. (a) Cross-sectional high-resolution TEM 
image of pentacene thin film on a SiO2/Si, (b) Fourier 
transform image of (a), and (c) Fourier filtering image 
of (a) using pentacene (001) and (00-1) spots.

の（001）と（00-1）の回折斑点を用いたフー

リエフィルタリング像である。白線横の数字は、

分子 20 層の平均から求めた d001（nm）である。

凹部の外側や基板近くでは、d001=1.54nm であっ

た。凹部の内側の基板近くでは、d001=1.49nm
であった。しかしながら膜厚が増加するにつれ

て、d001 は 1.45nm に減少し、bulk 相の値と一

致した。また凹部では（001）格子面の傾斜も

確認された。これらの結果から、凹部と周囲の

間には遷移領域が存在し、d001 が徐々に変化し

ていることが分かった。従って膜厚増加による

応力を緩和するように、結晶欠陥や bulk 相が

生成したものと考えられる。

今後の課題
　様々な条件で作製されたペンタセン誘導体の

結晶性、配向性及び格子定数などを詳細に評価

し、移動度などの電気特性との相関を議論する。
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1)  C. D. Dimitrakopoulos and P. R. L. Malenfant, 

Adv. Mater. 14, 99 (2002).
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3)  I. P. M. Bouchoms et al., Synth. Met. 104, 175 

(1999).
4)  D. Knipp et al., J. Appl. Phys. 93, 347 (2003).
5) 越谷、細井、工藤「サンビーム年報・成果

 集 vol.1 (2011)」p.80.
6)  Y. Murakami et al., Phys. Rev. Lett. 103, 146102 

(2009).
7)  H. Yoshida, et al., Appl. Phys. Lett., 90, 181930 
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8)  R. B. Campbell, et al., Acta Crystallogr. 15, 289 
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2010B5340, 2011A5340 BL16B2

XAFSによる遷移金属ナノ粒子の状態評価
Characterization of chemical states of transition metal nanoparticles by XAFS

細井　慎、越谷　直樹、後藤　習志、工藤　喜弘
Shizuka Hosoi, Naoki Koshitani, Shuji Goto, and Yoshihiro Kudo

ソニー株式会社 
Sony Corporation

　触媒用コアシェルナノ粒子のコアとして、Ru,Cr,Mo,W のカーボン担持ナノ粒子を作製した。カー

ボン担持した金属ナノ粒子試料を XAFS により評価したところ、Cr,Mo,W はいずれも粒子が酸化物

になっており、Ru のみが特異的に金属状態を維持しやすいことが分かった。 

キーワード：XAFS、ナノ粒子

背景と研究目的
　RuPt のランダム合金型ナノ粒子がメタノー

ル酸化反応に対し高い触媒活性を持つことは

以前より知られているが [1]、我々は近年、コ

アシェル型の RuPt ナノ粒子でこれを上回る触

媒活性を持つ可能性があることを報告してい

る [2]。しかしながら、RuPt 系は粒子を構成す

る 2 つの金属元素がいずれも高価な貴金属であ

り、燃料電池などの実用化にむけてはコスト面

で負担が大きい。そのため、代替材料の開発が

期待されている。

　代替材料探索の方向性として、もっとも容易

に考えられるのは、コア及びシェルの構成元素

を比較的安価な金属に置き換えることである。

使用環境を考えると、反応表面のシェル元素は

化学的に安定な元素であることが望ましく、Pt
を他元素へ置き換えるのは長期信頼性の面で課

題が残る。そこで、まずはコアの Ru を他の遷

移金属の粒子に置き換えることを試みた。ここ

では、代替金属として Cr, Mo, W を選び、ナノ

粒子の作製を企図した。しかしながら、カーボ

ン担持したナノ粒子の化学状態は、粒子径が小

さいうえに担体カーボンのアモルファス成分も

含むため、XRD のみで判断することが難しい。

そこで本実験では、新規に合成したナノ粒子に

ついて、XAFS を使った状態分析を試みた。

実験
　ナノ粒子は Ru,Cr,Mo,W 各金属のカルボニル

錯体をジ（2 －エチルヘキシル）アミン溶媒中

で還元する方法によって得た。35wt% カーボ

ン担持ナノ粒子試料を Br フリーのテープに Ar
雰囲気下で、薄く均一に塗り、余分な粉末を落

とした上で、複数枚重ねたままプラスチックの

パックに真空封止し、重ねて用いた。

　XAFS 実験は BL16B2 において、蛍光法によ

る測定で実施した。Si111 面の二結晶モノクロ

メータで単色化した後で、Rh コートされた全

反射ミラーで高次光を除去し、高次光が除去さ

れた放射光 X 線を、スリットで最終的に鉛直

×水平 = 1 × 3 mm 程度のサイズに整形して、

入射 X 線強度測定用のイオンチェンバーに通

し、その後ろに設置された試料に入射させた。

試料ホルダは検出器の法線方向と X 線の入射

方向の両者に対し、ほぼ 45 度の角度をなすよ

う設置し、試料からの蛍光 X 線の強度を 19 素

子Ge半導体検出器で測定しスペクトルを得た。

　Cr,Mo,Ru については K 吸収端、W について

は LIII 吸収端の XAFS 測定を行い、参照物質と

して単体金属と酸化物粉末のデータと比較する

ことで化学状態を評価した。
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結果および考察
　Fig. 1（a）~（d）にそれぞれ Ru,Cr,Mo,W の

ナノ粒子と参照試料の XANES の様子を示し

た。カーボン担持 Ru ナノ粒子（Ru/C）につい

ては、XANES 形状は金属 Ru 粉末のものとほ

ぼ一致しているが、カーボン担持 Cr ナノ粒子

（Cr/C）については単体 Cr ではなく Cr2O3 と一

致した XANES の構造になっている。カーボン

担持 Mo ナノ粒子（Mo/C）についても単体か

らエッジのシフトがみられ、かつピーク構造が

変化しているため、酸化している可能性が高い。

カーボン担持 W ナノ粒子（W/C）については、

LIII 端のシフトがほとんど見られず、XANES
だけでは判定が難しい。そこで、W/C と Mo/C
については、Fig. 2（a）、（b）に光電子の波数

3<k<11Å-1 の範囲を Fourier 変換して得た動径構

造関数を示した。

　Mo/C の動径構造関数は 1.5Å に単一ピーク

を持つ。このピークは MoO2 の動径構造関数の

第一ピークと同じ位置であり、Mo-O の結合に

対応しているものと考えられる。

　これに対し、Mo 金属で見られる 2.5 Å の
Mo-Mo に対応するピークは Mo/C の動径構造

関数には見られない。また、MoO2 においては

3.2Å に Mo-Mo に対応する第二ピークがみられ

るが、Mo/C ナノ粒子にはこのピークが現れず、

第一ピークの高さも結晶相に比べてかなり低

い。このことから、Mo/C は酸化物ではあるが

結晶性の低いアモルファス的な状態であること

が示唆される。

　W/C についても Mo/C と同様の傾向がみら

れ、1.7 Å に WO2 中の W-O に対応するピーク

は見られるが、ピーク高さは低く、WO2 にお

ける第二近接の W-W ピーク（3.5Å）、および

金属 W の W-W ピーク（3.0Å）ともに観測さ

れない。W/C についても、試料は WO2 的な状

態であり、結晶性の低い酸化物のアモルファス

状態であると考えられる。

Fig. 1. XANES spectra of nanoparticles at (a) Ru 
K edge (b) Cr K edge (c) Mo K edge and (d) W LIII 
edge.
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今後の課題
　今回の解析で明らかになったとおり、同一の

プロセスで液中合成した遷移金属のナノ粒子は

一般的に酸化しやすく、合成後に単体金属状態

にあったのは Ru のみであった。RuPt ナノ粒子

のように高い触媒活性を持たせるためには、代

替材料においても単体金属同士の界面をナノ粒

子内に持たせる必要があると考えられる。合成

プロセスを改良し、多様な金属種の単体金属ナ

ノ粒子の作製を検討したい。

参考文献
[1]  M. Watanabe and S. Motoo, J. Electroanal. 

Chem. Interfacial Electrochem. 60, 267-273 
(1975).

[2]  Goto, S. et al,. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 
1127E, T07-1 (2009).

Fig. 2. Radial structure functions around (a) Mo 
atom and (b) W atom.
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2011B5050, 2010B1255 BL16XU

二酸化炭素吸収液に用いられるアルカノールアミン分子の配座解析
Conformational analysis of alkanolamine molecules 

used for CO2 absorbing solution

出口　博史 1、古川　博敏 1、窪田　善之 1、八木　靖幸 1、今井　義博 1、山崎　紀子 2、
亘　紀子 2、平田　琢也 2、松林　伸幸 3、亀田　恭男 4

Hiroshi Deguchi1, Hirotoshi Furukawa1, Yoshiyuki Kubota1, Yasuyuki Yagi1, Yoshihiro Imai1, 
Noriko Yamazaki2, Noriko Watari2, Takuya Hirata2, Nobuyuki Matubayasi3, Yasuo Kameda4
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　火力発電所排ガスから CO2 を吸収するアルカノールアミン水溶液開発の一環として、モノエタノー

ルアミン（MEA）とジエタノールアミン（DEA）のアミン原液における分子配座を BL16XU および

BL04B2 を利用した X 線散乱法により解析した。想定した数種の分子配座から X 線干渉項をシミュ

レーションし、実験で得られた干渉項と比較した。その結果、MEA 原液中の分子配座は気体 MEA
分子と同様に分子内水素結合を有していることが示唆された。DEA 分子についても、今回検討した

想定配座の範囲では、分子内水素結合を有している可能性が高い。

キーワード：CO2、アルカノールアミン、溶液、X 線散乱法

背景と研究目的
　火力発電所排ガスから CO2 を分離・回収す

る技術として「化学吸収法」の研究が活発に

行われている。化学吸収法では、排ガスを CO2

吸収液に接触させることにより CO2 を吸収液

に吸収させ、その後吸収液を加熱することによ

り CO2 を脱離・回収する。吸収液としてアル

カノールアミン水溶液が用いられる。

　この方式における大きな課題の１つは吸収液

の開発にある。吸収液の性能として、吸収速度、

吸収容量、反応熱などが挙げられる。これら

の性能は、アミン分子の構造、吸収された CO2

の構造、CO2 と水分子との相互作用などの影響

を受けると考えられるが、吸収液は溶液系であ

り構造解析は難しく、それらの詳細は明らかに

なっているとは言いがたい。

　我々は、これらの要因を明らかにするため、

SPring-8 を用いた X 線散乱法により、吸収液

の構造解析に取り組んでいる。これまで、吸

収された CO2 の構造および周辺水分子の配位

状態について解析を行ってきた [1][2]。本課

題では、アミン分子そのものの配座（立体構

造）を明らかにすることを目的として、モノエ

タノールアミン（MEA）とジエタノールアミ

ン（DEA）を対象に、その原液中における分

子の配座を解析した。MEA、DEA はそれぞれ

NH2CH2CH2OH、OHCH2CH2NHCH2CH2OH で表

され、ともに CO2 吸収液に用いられる典型的、

基礎的なアミンである。

実験
　MEA に対しては BL04B2 を、DEA に対して

は BL16XU を用いて透過モードの X 線散乱測

定を行った。

　BL04B2 では波長λ = 0.2015Å の X 線を用い、

2θ= 0.3 – 47.8°の範囲で散乱 X 線強度を測定し

た。これは散乱ベクトル Q（= 4π sinθ /λ）で 0.16 
– 25.3Å-1 に相当する。BL16XU ではλ = 0.3356 
Å とし、2θ = 0.5 – 80°の範囲で測定した。こ

れは Q = 0.16 – 24.1Å-1 に相当する。両ビームラ
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インとも、カプトン窓付きの溶液専用セルに溶

液試料を充填して測定した。

　観測された散乱 X 線強度に対し、カプトン

膜からの散乱を除去し、偏光補正、吸収補正等

を行った後、規格化し、干渉に寄与しない散乱

を除去することにより干渉項 i（Q）を計算した。

結果および考察
　MEA、DEA それぞれに対し、数種の分子配

座を想定し、それに基づいて干渉項をシミュ

レーションした。シミュレーションにより得ら

れた干渉項と実験で得られた干渉項と比較し

た。

　Fig. 1 に、MEA に対してシミュレーション

で得られた干渉項 (a) – (f) と、実験で得られた

干渉項とを示す。シミュレーションした干渉項 
(a) – (f) は、それぞれ Fig. 2 (a) – (f) の配座から

計算した。これらの配座は、二面角∠ OCCN（原

子 OCC が存在する面と原子 CCN が存在する

面との成す角）を 0 °から 60 °刻みで変化させ、

それぞれの二面角近傍で量子化学計算により

構造を微調整し安定化させたものである。X 線

では H に関する感度が低いことを考慮すると、

考慮すべき二面角は∠ OCCN で十分である。

　測定された MEA 原液の干渉項には、分子内

干渉と分子間干渉の両方の寄与が含まれるが、

Fig. 2 Conformations of MEA molecule used for 
interference term simulation shown in Fig. 1.

分子間干渉の寄与はQ が大きくなると急速に

減衰し、Q > 5 Å-1 の領域ではほぼ分子内干渉

の寄与のみが含まれる。その領域で実験とシ

ミュレーションの干渉項を比較すると、配座 (b)
と (f) が実験干渉項とよい一致を示すことがわ

かった。配座 (b) と (f) は左右鏡像の関係にあ

り実質的な差異はないことを考慮すると、原液

中の MEA 分子が有する二面角は約 58°と結論

できる。他方、気体 MEA 分子は 55.4°の二面

角を有し、分子内で OH…N 水素結合を形成し

ている [3][4]。この二面角は本研究で得られた

二面角とほぼ等しい。従って、アミン原液中の

MEA 分子は気体 MEA 分子とほぼ同じ立体構

造を持ち、分子内 OH…N 水素結合を形成して

いると考えられる。

　次に DEA について、シミュレーションで得

られた干渉項 (a) – (e) と、実験で得られた干渉

項とを Fig. 3 に示す。DEA 分子では H 原子を

除くと 4 種類の二面角が存在し、それらの組み

合わせにより多くの配座が考えられるが、こ

こでは Fig. 4 (a) – (e) に示す 5 つの配座を取り

上げ、干渉項をシミュレーションした。Fig. 4 
(a) は HO…HN と OH…N の 2 種類の分子内水素

結合を一対ずつ有する配座、(b) は二対の OH…

N 分子内水素結合を有する配座、(c) は骨格原

子 OCCNCCO が同一平面状にある配座、(d) お

Fig. 1 Simulated and measured interference terms of 
liquid MEA.
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Fig. 3 Simulated and measured interference terms of 
liquid DEA. Fig. 4 Conformations of DEA molecule used for 

interference term simulation shown in Fig. 3.

よび (e) はそれら以外の配座を想定したもので、

それぞれ量子化学計算により構造を微調整し安

定化させている。理論的には配座 (a)、(b) が他

の配座よりも安定である。MEA と同様にQ > 5 
Å-1 の領域で実験とシミュレーションの干渉項

を比較すると、想定配座 (a) と (b) は他の配座

よりも一致性が高いことがわかった。この結果

は、配座の安定性とも一致する。したがって、

今回考慮した 5 種類の想定配座の範囲で考える

と、原液中のDEA分子の配座は、(a)あるいは (b)
のように分子内水素結合を有する形で存在して

いると考えられる。しかしながら、それらの配

座においても実験干渉項との一致性はそれほど

高いわけではない。今後、想定配座の種類を増

加させるなどの解析を行う予定である。
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　石炭灰には主成分のシリカ、アルミナ以外にさまざまな微量成分が含まれ、有効利用を図るには

それら微量元素の挙動を理解しておく必要がある。煙道で回収される石炭灰（フライアッシュ）を

対象に、大型放射光施設 SPring-8 サンビーム BL16B2 を利用し、クロムとセレンの化学状態分析を

行った。その結果、①クロムはほぼすべてが 3 価であり六価クロムはほとんど存在していないこと、

②セレンは 4 価を主成分とするが少量の 0 価セレンも存在すること、がわかった。

キーワード：石炭灰、フライアッシュ、蛍光 XAFS

石炭灰中の微量成分の化学状態分析
Chemical state analysis of trace elements in fly ash

出口　博史１、立岡　謙二 1、酒井　研二 1

Hiroshi Deguchi1, Kenji Tatsuoka1, Kenji Sakai1

１関西電力株式会社
1Kansai Electric Power Co., INC.

背景と研究目的
　現在、日本で発生する石炭灰の多くはセメン

ト用材料、路盤や地盤改良材等の土木材料、建

材ボード等の建築材料などに利用されている。

たとえば 2009 年度の有効利用率は約 97% であ

り、その割合は高い [1]。しかし、天然資源の

消費を抑制し、廃棄するものを最小限に抑えた

「循環型社会」を実現するためには、さらに石

炭灰の有効利用分野を開拓していくことが望ま

れる。

　このとき留意しなければならないのが石炭灰

中に含まれる微量元素である。石炭には、その

生成過程に基づいて、数多くの微量元素が含ま

れており、それらの一部は燃焼の結果発生する

石炭灰にも移行する。現在、石炭灰の有効利用

や埋め立て処分を行うにあたっては、法令によ

る環境基準に基づき適切に実施されているが、

今後有効利用分野を拡大するためには、微量元

素の石炭灰中における化学状態や石炭灰からの

溶出挙動を理解しておく必要がある。

　本課題では、石炭灰としてフライアッシュを

取り上げ、代表的な微量元素であるクロム（Cr）
とセレン（Se）の化学状態を蛍光 XAFS 法によ

り分析した。フライアッシュは、煙道から電気

集塵機で捕集される微粉の石炭灰である。炭種

にもよるが、フライアッシュの成分は、SiO2、

Al2O3 が全体の 70 − 80% を占め、残る成分は

Fe2O3、CaO、MgO などである。

実験
　今回入手したフライアッシュは 3 種類で、

それぞれ炭種が異なったものである。各フラ

イアッシュをカプトン窓付きの容器に充填し

測定に供した。蛍光 XAFS 測定はサンビーム

BL16B2 で実施した。Si（111）二結晶単色器で分

光された X 線を、Rh 全反射ミラーで高次光を

除去し、ほぼ 45 の゚入射角度でフライアッシュ

に照射した。分析元素から発生する蛍光 X 線

強度を 19 素子半導体検出器により検出した。

分析元素は Cr、Se で、それぞれ K 吸収端を利

用した。炭種によってばらつくが、フライアッ

シュに含まれる Cr、Se の濃度は、一般的には

それぞれ 100 − 200ppm 程度、数 − 10ppm 程度

とされている。価数解析のため、価数既知の標

準試料も数種測定した。標準試料の XAFS 測

定には透過法 XAFS を用いた。
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結果および考察
　Fig. 1 に Cr の XANES スペクトルを標準試料

のスペクトルとともに示す。よく知られている

ように、Cr6+ のスペクトルには pre-edge 領域の

5990 eV 付近に特徴的なピークが存在する。フ

ライアッシュのスペクトルにはそのピークは見

られないことから、今回測定した 3 種類のフラ

イアッシュ中の Cr はほぼすべて Cr3+ であり、

Cr6+ はほとんど含まれていないことがわかっ

た。一般にフライアッシュ中の Cr は Cr3+ が主

で、Cr6+ の割合は通常 < 5% と報告されている

[2]。この点で、今回測定したフライアッシュ

は一般的な灰と言える。

　Fig. 2 に Se の XANES スペクトルを示す。標

準試料のスペクトルにおけるピークトップ位置

は Se の価数に応じて明瞭にシフトしており、

XANES スペクトルは Se 価数の推定に有効で

ある。フライアッシュ中の Se のピークトップ

位置は Se4+ の位置にあるが、Se0 の位置にも小

さなピークが存在していることから、今回測定

したフライアッシュ中の Se は多くの Se4+ と少

量の Se0 との混合状態であると考えられる。一

般にフライアッシュ中の Se は Se4+ が主体であ

るが [2]、SO2 により Se0 に還元される可能性も

指摘されている [3]。本研究のフライアッシュ

に存在していた Se0 も、同様のメカニズムで生

成された可能性がある。

謝辞
　測定中、ご協力いただいた㈱電力テクノシス

テムズ野口真一氏に謝意を表します。
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Fig. 1 Cr K-edge XANES spectra.

Fig. 2 Se K-edge XANES spectra.
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　フライス加工と電解研磨による鏡面仕上げにより、表面加工硬化層を周期的に分布させた

SUS316L ステンレス鋼製応力腐食割れ（以下 SCC）試験片について、SCC 発生試験と同様の 1% 曲

げひずみを付与し、透過ひずみスキャニング法 [1] により試験面長手方向応力の評価を試みた。測定

した回折角から試験片長手方向の格子定数を算出した結果、表面加工硬化層の分布に対して一様で

ない格子定数が測定され、試験面における応力分布の存在が示唆された [2]。

キーワード：X 線応力測定、ひずみスキャニング法、応力腐食割れ、ステンレス鋼、表面硬化層

表面加工硬化層分布を持つ 316Lステンレス鋼の応力評価
Stress Evaluation of Type 316L Stainless Steel with Controlled Work Hardened 

Srface Layer

三浦　靖史 1、 山本　融１、 栃原　義久 1、 野口　真一 2、 鈴木　賢治 3

Yasufumi Miura1, Tohru Yamamoto1, Yoshihisa Tochihara1, Shinichi Noguchi2, Kenji Suzuki3

1一般財団法人電力中央研究所、 2株式会社電力テクノシステムズ、 3 新潟大学
1CRIEPI, 2Electric Power Engineering Systems Co. Ltd., 3Niigata University

背景と研究目的
　沸騰水型原子炉の 316 系ステンレス鋼製の

再循環系配管や炉心シュラウドでは非鋭敏化

SCC が多数確認されている。このようなき裂

は機械加工部に生じていることから、機械加工

によって生じる表面加工硬化層が SCC 感受性

に及ぼす影響が示唆されているが、き裂発生条

件や詳細な発生・進展機構は必ずしも明らかに

なっておらず、微小き裂の発生位置及び発生寿

命を特定することが望まれている。

　当所では、フライス加工とその後の鏡面仕上げ

によって周期的な塑性ひずみ分布を有する試験片

を作製して SCC 発生試験に用い、SCC 発生挙動

の検討を行ってきた。その結果、SCC は高塑性ひ

ずみ領域と低塑性ひずみ領域の境界部（塑性ひず

み勾配領域）に集中する傾向があることを示した

が、当該部位で SCC 発生感受性が高まった要因は

明らかではない。さらに、一般的に SCC 感受性を

高めるとされる応力の影響は評価できておらず、

塑性ひずみ分布との関係についても不明な点があ

る。本研究では試験片上に生じている応力分布を

評価し、SCC 試験における応力分布と塑性ひずみ

分布の関係を明らかにすることを目的とする。

実験
　使用した治具固定済みの試験片（2mm 厚）

を Fig. 1 に示す。図では確認できないが、治具

中央部には試料を透過した X 線を遮らないよ

うに穴を開いた構造となっている。

Fig. 1 Test jig with specimen

　測定はサンビーム BL16XU で実施し、測定法

には透過ひずみスキャニング法を用いた。入射

ビームサイズは 4 象限スリットにより 0.2mm ×

1.0mm の矩形に成形し、受光側にはダブルスリッ

ト光学系と NaI シンチレーションカウンタを用

いた。試験片は xyz ステージに固定して試験片

に X 線を照射しつつ走査し、回折角 2θを測定し

た。測定には比較的明瞭なピークが観察された
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331面および 420面を選択した。測定した回折角

は、長手方向距離 0.2mm ピッチ、5 点の測定に

ついて、試験片幅方向に 1.0mm シフトさせた 2
測定分、計 0.2mm × 2.0mm の測定結果を長手方

向 1 点の値とした。比較のために、測定は治具

固定前のプレート状でも実施した。

結果および考察
　Fig. 2 に SEM-EBSP により取得した試験面の

塑性ひずみ分布と測定範囲を示す。図中のコン

トラストは、フライス加工により導入された塑

性ひずみ量を示し、色の濃い部分ほど塑性ひず

み量が多いことを示す。図中の白線で仕切られ

た領域（①～⑤）が測定範囲を示し、①の位置

試験片長手方向の基準とする。

Fig. 2 Measurement area on the specimen surface

Fig. 3 Relationship between measurement area and 
lattice constant.

　上記 5 領域から 331 面および 420 面について

の回折角 2θを測定した。本測定では測定した

回折角から格子定数を算出し、測定領域ごとの

値を比較した。結晶格子には応力によってひず

みが生じるため、測定位置ごとに格子定数の変

化が確認されれば、その領域には応力が生じて

いると考えられる。測定した回折角 2θと格子

定数 ahkl 、格子面間隔 dhkl の関係は

（1）

であり、X 線の波長λと回折角 2θの関係は

（2）

である。したがって式（1）、（2）より

（3）

となる。

　λ（0.17718 Å）と回折面 331、420 から求め

た格子定数の値を Fig. 3 に示す。グラフ横軸は

Fig. 2 における測定位置①の中心を基準とした

試験片長手方向の距離である。

　治具固定状態の測定結果とプレート状での測

定結果を比較すると、1% 曲げひずみ負荷によ

る格子定数の増加が確認できる。また、負荷状

態では、測定位置間での差も大きくなっており、

試験片表面に生じている応力と塑性ひずみ分布

の関係が示唆される。ただし、331 面と 420 面

での変化量は異なっており、特に測定位置③

（横軸の値 0.4mm 位置）では大きな差が生じて

いる。これは、測定位置③（0.4mm）における

420 面の測定の際、粗大粒による影響で回折角

のガウスフィットが適切に行えなかったことに

起因する。

今後の課題
　粗大粒対策として二次元検出器を用い、より

微小範囲におけるひずみ測定を実施し、応力値

を算出する。
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　溶液中で酸化状態が異なる 2 種類のセレン酸溶液を対象に、19 素子半導体検出器（以下、多素子

SSD）による蛍光法 XAFS 分析適用することで、従来法では困難であった 1mg/kg 以下の希薄なセレ

ンの酸化状態の特定、混合状態の定量技術を開発した。また、従来法のシリコンドリフト検出器（以下、

SDD）と比べ S/N の高い XAFS スペクトルが得られることから、数秒から数分間隔での高速 XAFS
測定が可能になった。以前に報告した溶液中でのセレン酸化反応過程をその場観察できる反応容器

で検証したところ、吸収端近傍の XANES スペクトルの解析によるイオンの酸化状態に加えて、配

位する元素の種類、配位数や距離などの局所的な立体構造について、EXAFS スペクトルの解析から

特定できることが明らかになった [1]。以上の結果から、多素子 SSD は、従来法の SDD に比べ輝度

の高い放射光分析においても有効な広いダイナミックレンジが実現できることから、希薄な物質や

様々な環境下での XAFS 分析において有力なツールとなることが期待できる。

キーワード：XAFS、蛍光法、多素子 SSD、セレン、火力発電

蛍光 XAFSによる微量金属元素の化学形態の解明
Identification of Trace Metal Element Using Fluorescence XAFS Measurement

山本　融１、 秋保　広幸 1、 栃原　義久 1、 野田　直希１、野口　真一 2

Tohru Yamamoto1, Hiroyuki Akiho1, Yoshihisa Tochihara1, Naoki Noda1, Shinichi Noguchi2

1一般財団法人電力中央研究所、　2株式会社電力テクノシステムズ 
1CRIEPI, 2Electric Power Engineering Systems Co. Ltd.

背景と研究目的
　蛍光 X 法による XAFS 分析は、触媒や環境

物質のように、低い濃度・種々の物質が混在す

る試料などに対しても感度が高く、粉砕や希釈

などの操作が困難な試料でも分析できる利点が

ある。我々は、これまでに産業用専用ビームラ

イン（以下、サンビーム）の波長分散型検出器

を備えた蛍光 X 線分析を使用し、石炭や石炭灰

のように多様な化合物が混在するなかから、従

来法では困難であった 1 ～ 10mg/kg 程度のヒ素

やセレンの蛍光法 XAFS 分析に成功している。

波長分散型の蛍光 X 線分析は、技術的に真空中

やヘリウム雰囲気中に限定されるが、放射光分

析の普及に伴い、最近では複数の X 線検出素子

を組み合わせた多素子 SSD や多素子 SDD が開

発されている。特に多素子 SSD は、大きな立

体角と高い計数効率を実現し、エネルギー分解

能は波長分散検出器に劣るが、大気中でも S/N
比の良好な蛍光 X 線分析が期待できる。

　ここでは、火力発電プラント内部での微量な金

属化合物の挙動解明を目的に、多素子 SSD を使用

した蛍光法XAFS分析の可能性について報告する。

実験
　XAFS 測定は、サンビーム BL16B2 において、

Canberra 社製の多素子 SSD を使用して行った。

試料は、Table 1 のように酸化状態が異なるセ

レン化合物を原料に、濃度が 0.02 ～ 100mg/kg
の範囲で水溶液を調製した。セレンの K 吸収

端測定は、X 線透過な測定窓を有する測定容器

Table 1　Sample conditions

Sample Na2Se（IV）O3 / Na2Se（VI）O4

Concentration of Se（mg/kg）Counting time（sec.）
1 0.02 10
2 0.1 8
3 1.0 5
4 10 3
5 100 1

44 45

SUNBEAM Annual Report with Research Results, Part 2, Vol.2 (2012) 



を試作し計測時間を変えて行った。高速 XAFS
測定は、反応過程のセレン溶液を連続的に供給

できるその場観察容器を使用した。

結果および考察
　多素子 SSD による XAFS 測定では、試料位

置や吸収フィルタなどの計測方法を最適化する

ことで、Fig. 1 に示すように、従来の SDD で

は困難であった 1mg/kg（1ppm）以下の希薄な

セレンの酸化状態の特定や混合物の定量化が可

能になることを明らかした。

Fig. 3 Normalized XANES spectra of Se K-edge by 
using the quick XAFS measurement.

Fig. 1 Normalized XANES spectra of Se K-edge 
with different concentration.

Fig. 2 Radial Distribution Function (RDF) curve obtained 
from Se K-edge EXAFS spectra of liquid sample.

　濃度が 100mg/kg のセレン酸水溶液につい

て、計測時間を変えて高速測定したセレンの

EXAFS の解析例を Fig.  2 に示す。多素子 SSD
を使用した溶液試料の高速 XAFS 測定法の開

発により、数分程度の測定で溶液中のセレンの

結合する元素の種類や結合距離等の配位状態が

解析できることがわかった。

　水溶液中の 4 価のセレン （100mg/kg） が酸化

剤により 6 価に酸化される反応過程を 6 分間隔 
（300 秒 / 測定）で、高速測定した XANES スペ

クトルの変化を Fig. 3 に示す。本技術の開発に

より、水溶液中での化学反応過程におけるセレ

ンの構造変化を数分間隔で捉えることが可能に

なった。

　以上の結果から、多素子 SSD は、従来法の

SDD に比べ輝度の高い放射光分析においても

有効な広いダイナミックレンジが実現できるこ

とから、希薄な物質や様々な環境下での XAFS
分析において有力なツールとなることが期待で

きる。

今後の課題
　今後は、蛍光法 XAFS 測定技術を利用して、

液相中における様々な微量金属成分の形態特定

や反応のその場解析に適用する。

謝辞
　今回の利用実験に際して、ご協力頂いた関西

電力（株）の出口博史氏に謝意を表します。

参考文献
[1]  山本融、栃原義久、野田直希、秋保広幸、

山口哲正 ､ 野口真一、電力中央研究所報告

M11012 (2011).
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2011B5360, 2012A5360 BL16B2

　EXAFS 振動の振幅が小さな酸化物薄膜試料に対し、EXAFS 解析の精度および信頼性向上を図る

ため、低温かつ斜入射条件で蛍光収量 XAFS 測定を行った。低温による熱ゆらぎの減少に加え、試

料ホルダーと蛍光 X 線取り出し用の窓が大型化されたサンビームの試料冷凍機を用いることにより、

HfO2 結晶膜では室温に比べて約 2 倍の EXAFS 振動をもつスペクトルが得られた。熱ゆらぎ減少の効

果は HfO2 非晶質膜でも認められており、非晶質試料の構造をより詳細に評価することが可能である。

キーワード：X 線吸収端微細構造、XAFS、低温、斜入射、薄膜

低温斜入射 XAFSによる酸化物薄膜の局所構造解析
Grazing-Incidence XAFS Analysis at Low-Temperature for Thin Oxide Films

吉木　昌彦１、高石　理一郎 1

Masahiko Yoshiki1, Riichiro Takaishi1

１株式会社東芝　研究開発センター
1Corporate R&D Center, Toshiba Corp.

背景と研究目的
　半導体デバイスに用いられるナノメーター

オーダーの絶縁膜や極微量のドーパントに対

し、我々は斜入射（全反射）条件と 19 素子

Ge-SSD（半導体 X 線検出器）を組み合わせた

高感度 XAFS（X 線吸収微細構造）による局所

構造解析を行ってきた [1]。しかし、電子散乱

能が小さい O を含む酸化物薄膜などでは、ス

ペクトルに現れる EXAFS（広域 X 線吸収微細

構造）振動そのものが小さいため解析が困難で

ある。このような試料に対して解析の精度・信

頼性を向上させるには、試料冷却によって原子

の熱ゆらぎを抑制できる低温 XAFS 測定が有

効と考えられる（Fig. 1）。
　一方、サンビーム BL16B2 では低温 XAFS の

ための共同設備として 5K まで冷却可能な試料

冷却システムを所有しているが、従来はセット

できる試料サイズが小さく、蛍光収量測定用の

窓も小さかったため、低温での斜入射蛍光収量

測定では検出感度が低いという問題があった。

しかし、2011 年度に試料ホルダーや窓の大型

化を含む試料冷却システムの改造が行われ、低

温でも 19 素子 Ge-SSD の受光面積を活かした

高感度測定が可能になった。

　本研究では、半導体デバイスにおいて高誘電

体絶縁膜として用いられる HfO2 薄膜について、

この新しい試料冷却システムを利用した低温斜

入射蛍光収量法による XAFS 測定を行い、酸

化物薄膜の EXAFS 解析における低温測定の効

果について検討した。

実験
　試料は Si 基板上に成膜した多結晶（膜厚 10 
nm）および非晶質（膜厚 5nm）とされる HfO2

薄膜で、それぞれ約 8 × 40mm の大きさに切

り出して斜入射測定用の試料ホルダーに固定し

Fig. 1. Simulation of Hf-L3 EXAFS oscillations for 
HfO2 crystal at room and low temperature.
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た。続いて試料ホルダーを冷却システムにセッ

トして真空排気、冷却を行い、冷却開始から約

1 時間半で 11 K に到達、平衡状態となること

を確認した。

　XAFS 測定は Hf-L3 吸収端（9561 eV）につい

て 19 素子 Ge-SSD を用いた蛍光収量法で行い、

室温 301 K および低温 11 K で測定した。エネ

ルギー走査は連続スキャン（Quick Scan）方式

で、1 スペクトルの測定時間は約 1 時間とした。

結果および考察
　Fig. 3 に視斜角 1 度の斜入射で測定した多

結晶試料の EXAFS 領域スペクトル、および

抽出された EXAFS 振動を示す。HfO2 薄膜の

EXAFS振動は振幅が小さく、低温11 Kでもエッ

ジジャンプの 1% 程度しかないが、室温 301 K
に比べると振幅は約 2 倍になっている。特に高

波数領域における振幅増大が顕著で、試料冷却

システム改造による高感度化と合わせ、14Å-1

程度まで解析可能なデータが得られた。このよ

うに低温での測定は S/N 比の向上で精度的に

有利なだけでなく、µ0 の推定を含めた EXAFS
振動の抽出処理における誤りも低減できると期

待される。

　Fig. 4 に EXAFS 振動をフーリエ変換して得

られた Hf 原子周りの動径分布を示す。

　多結晶試料では、低温において第 1 近接の O、

第 2 近接以降の Hf ともピーク強度が増大してお

り、熱振動による原子間距離のゆらぎが小さく

なっていることが分かる。さらに動径分布パター

ンから結晶構造を同定するため、HfO2 について

報告されている結晶構造を元にしたシミュレー

Fig. 2. Sample cooling system and sample holder 
for grazing-incidence experiments at BL16B2.

Fig. 4.  Radial distribution functions around the Hf atoms 
of (a) polycrystalline and (b) amorphous HfO2 films.

Fig. 3.  (a) Hf-L3 EXAFS spectra and (b) extracted 
oscillations of HfO2 (polycrystalline).
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ション結果との比較を行ったが、単独で一致す

るものがないことから、複数の結晶相あるいは

非晶質相が混在しているものと考えられる。

 　一方の非晶質試料では、第 2 近接の Hf ピー

クは見えているものの低温でのピーク強度の変

化が小さく、構造的なゆらぎの寄与が大きい非

晶質膜であることが確認できた。しかしながら、

低温における第 2 近接付近のパターンには、多

結晶試料で見られるパターンの兆候らしきピー

クが見えており、例えば、非晶質中に微結晶が

存在している可能性が考えられる。このように

非晶質薄膜においても、低温で測定することに

よって室温では見分けられないわずかな構造の

違いを評価できる可能性がある。

まとめと今後
　改造された BL16B2 の試料冷却システムを用

いて HfO2 薄膜の低温斜入射 XAFS 測定を行い、

試料サイズ、窓の大型化等によって、従来より

も高感度の測定が可能なことを確認した。ま

た、多結晶試料では低温 11 K で測定すること

によって熱ゆらぎが減少し、EXAFS 振動の振

幅および動径分布のピーク強度が増大すること

から、解析精度の向上に有効であることを確認

した。さらに、構造的なゆらぎが大きい非晶質

試料においても低温で第 2 配位以降のピーク強

度の増大が認められており、非晶質試料の構造

をより詳細に解析できることが分かった。

　今後は、半導体デバイスにおいて多用される

非晶質酸化物薄膜について、積層構造、プロセ

スによるわずかな構造の違いを評価できる手法

として低温斜入射 XAFS の活用を進めていく。

参考文献
[1]  高石 理一郎、第 9 回サンビーム研究発表会

報告書 (2010), p.73.
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半導体デバイスの応力分析
Strain analysis of Semiconductor Devices

 高石　理一郎、土屋　憲彦、吉木　昌彦
Riichiro Takaishi, Norihiko Tsuchiya, and Masahiko Yoshiki

株式会社東芝 
Toshiba Corporation

　半導体デバイスの微細な構造中に生じている応力の評価を、大型放射光施設 SPring-8 の BL16XU
にて行った。Si のライン & スペース周期構造に対して X 線回折測定を実施し、逆格子空間上に現れ

る CTR （Crystal Truncation Rod）を評価した。格子歪みに対する CTR パターン応答のシミュレーショ

ンによって、応力分布が明らかになった。

キーワード：半導体、Crystal truncation rod、XRD、応力

背景と研究目的
　半導体デバイスの微細化に伴い、作製した構

造をより高精度に評価することが重要な課題と

なっている。デバイス構造の評価手法としては

専ら電子顕微鏡技術が用いられているが、手法

の特性上、非破壊での情報抽出は難しいという

問題があった。また得られる情報は局所的な構

造に起因するために、デバイス全体の平均情報

取得には測定を重ねる必要がある。

　一方、X 線回折測定の応用のひとつである X
線 CTR（Crystal Truncation Rod）分析法を用い

れば、結晶表面近傍の周期構造に関して、その

形状や歪み量を平均情報として抽出すること

ができることが報告されている [1]。一般的な

X 線回折測定で対象とするバルク結晶とは異な

り、次元性の低下した試料では Bragg 反射が点

状から広がりを持つようになり、試料の形状や

格子定数分布が顕著に反映されるようになる。

CTR はその様な広がりを持った散乱波のひと

つであり、試料表面で結晶の周期性が途切れる

ことに起因するものである。半導体デバイスの

ような微細パターンが周期的に並んだ試料で

は、干渉によって逆格子空間上にロッドが複数

本現れ、それらを解析することによって、非破

壊でデバイスの平均情報を得ることができると

考えられる。

　以前、我々は半導体のデバイス構造に CTR
分析法を応用し、歪み量の評価が行えるか検

証を行った [2]。本研究ではその結果を応用し、

より多様な試料に向けた課題抽出を行うことを

目的としている。

実験
　試料は Fig. 1 に示すような 20 ~ 30 nm の幅を

持つ Si のライン & スペース構造が、数 mm 角

に渡って続く試料を用いた。スペース部分は

SiO2 で埋め込まれた構造となっている。

　測定は BL16XU に設置されている多軸回折

計を用いて行い、Si（111）回折点周りに現れる

CTR パターンを測定した。入射 X 線のエネル

ギーは 8 keV を用いている。ライン & スペー

Fig. 1 Silicon line & space sample.
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ス周期構造より生じる CTR のうち、１次のロッ

ドに関して長さ方向の強度を抽出した。

結果および考察
　Fig. 2 に Si（111）回折点近傍でロッド断面方

向を測定したパターンを示す。ブラッグ点と重

なる 0 次ロッドに続いて 1 次、2 次と高次のロッ

ドまで現れていることが分かる。ロッドの間隔

からライン & スペース周期構造が、狙い通り

20-30 nm 周期のパターンとなっていることが

明らかになった。

　一方、各ロッド間に強度の小さなピークが現

れる様子も観測した。これらのピークはライン

& スペース周期構造からは考えにくいパターン

である。

　Fig. 2 で見られた 1 次ロッド及び 0 次と 1 次

の間に現れた中間ピークについて、L 方向の測

定を行った結果を Fig. 3 に示す。1 次ロッドパ

ターンは極大値がL = 1よりも大きな値をとり、

強度については L > 1 側が L < 1 よりもやや小

さくなっていることが分かる。こうした結果は

以前の報告 [2] でも見られており、同様の解析・

シミュレーションを行うことによって周期構造

中の歪み分布を推定することができると考えら

れる。この試料には高さ方向の圧縮歪みに加え

て、上端あるいは下端に局所的な歪みが印加さ

れていると考えられる。

　一方、中間ロッドのパターンは 1 次ロッドの

それとは大きく異なる様子が明らかになった。

Fig. 2 CTR patterns around Si (111) Bragg point.

最大値を取る L の値も異なり、最大値に対す

るパターンの非対称性も顕著である。これらの

結果から、やはり中間ピークはライン & スペー

ス構造の本来の周期性から生じるロッドとは異

なる情報を反映していることが示唆される。し

かしながら、この原因についてはまだ未解明で

あるため、今後の検証が必要である。

Fig.3 The 1st and middle rod patterns.

　以上の結果から、CTR 分析法をより多様な

試料系に適用できることが明らかになった。こ

れらの情報をフィードバックかけることで、デ

バイス開発が促進されると考えられる。

今後の課題
　先述の通り、各次数のロッド間に中間ピーク

が見られているがその原因については未解明で

ある。

　また、本研究ではデバイス構造の一例として

ライン & スペース構造をモチーフとして検証

を進めた。今後はより複雑な周期構造について

同様の議論が行えるか検討を進める必要があ

る。

参考文献
[1]  T. Takeuchi, K. Tatsumura, T. Shimura, and I. 

Ohdomari, J. Appl. Phys. 106, 073506 (2009).
[2]  高石、土屋、吉木、竹野、サンビーム年報・

成果集 vol.1. 2011, p.65
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放射光 CTを用いたパワーモジュール内部ひずみ分布計測
 Internal strain measurement of power modules using synchrotron tomography

浅田　崇史、木村　英彦、山口　聡、妹尾　与志木、臼井　正則
Takashi Asada, Hidehiko Kimura, Satoshi Yamaguchi, Yoshiki Senoo, Masanori Usui

株式会社豊田中央研究所 
Toyota Central R&D Labs., Inc.

　HV・EV 用のインバータパワーモジュールの内部ひずみ分布を測定するため、大型放射光施設

SPring-8 の BL16B2 において X 線 CT 測定を行い、測定結果にデジタル画像相関法を適用してひず

みを算出した。試料は、パワーモジュールのモールド材で、Epoxy と SiO2 からなる。Epoxy 中には

SiO2 が約 8 割含まれており、SiO2 のコントラストを画像相関法のマーカとして使用した。試料に無

負荷および約 20MPa の圧縮負荷を加えた状態で CT 測定を行い、画像相関法を適用した結果、SiO2

粒子の不均一分布による内部ひずみ分布を測定できた。

キーワード：X 線 CT、パワーモジュール、内部ひずみ分布測定、デジタル画像相関法

背景と研究目的
　近年、HV や EV 用インバータの小型化や大

電流化に伴い、パワーモジュールへの熱負荷が

増大し、信頼性評価解析が急務となっている。

信頼性評価解析には、モジュール内部を非破壊

で測定することが非常に重要であるため、輝度

および平行度の高い SPring-8 の放射光を使用

し、モジュール内部の変形およびひずみの計測

を試みた。

　パワーモジュールは、パワー半導体素子、セ

ラミックス絶縁板、金属配線層などで構成され、

絶縁性・信頼性確保のため、モールド樹脂によ

り封止されることが多い（図 1）。著者らはこ

れまでに、結晶系材料に対して放射光による内

部応力測定を行ってきたが [1]、モールド樹脂

は非晶質のため回折法によるひずみ計測は困難

であった。そこで、放射光 CT 法でモールド樹

脂の内部を実測し、その断面画像のコントラス

トからひずみの分布を算出する画像相関法 [2]
の適用を検討した。

実験
　CT 測定は、SPring-8 BL16B2 にて行った。

CT 測定には、浜松ホトニクス製の CMOS カメ

ラ（Orca-Flash2.8）を用い、光学系により空間

分解能を約 1.8um にした。

　まず、汎用モールド樹脂の試験片を用いて、

カメラ距離 0.8 ～ 30cm、波長 10 ～ 30keV の範

囲で適正なコントラストとなる条件を検討し

た。その結果、現段階で適正と思われる撮影・

実験条件を下記の通り決定した。

エネルギー ：30keV
カメラ距離 ：30cm
露光時間 ：2sec
撮影間隔 ：0.1deg
撮影枚数 ：1800 枚

試験片形状 ：ドッグボーン型

（CT 測定部は断面積 1mm2 の角柱形）
Fig. 1. Cross section view of a typical power 
module.
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　今回は上記の撮影条件のもと、独自開発した

引張圧縮試験機（図 2）を使用し、無負荷状態

と圧縮負荷状態におけるモールド樹脂試験片の

CT 測定を行った。

画像相関法による解析
　モールド樹脂は、Epoxy に SiO2 粒子が体積分

率で約 8 割含まれている複合材料である。本研

究では、モールド樹脂の CT 測定画像から、母

材中に分散している SiO2 をマーカとして、熱

負荷や機械負荷に伴う分布変化を画像相関す

ることでひずみを算出する。画像相関法には、

Correlated Solution社のVIC-2D 2009を使用した。

結果および考察
　図 3 に無負荷状態における xy 断面の CT 測

定画像を示す。Epoxy 中に、数 um ～数十 um
径の SiO2 粒およびその凝集体が分布している

様子がわかる。

　次に図 4 は、zx 断面における圧縮負荷時の

CT 測定画像に加え、画像相関法により算出し

た z 成分ひずみ分布を示している。圧縮負荷は

一様にかかっているが、SiO2 粒の不均一分布

のため、ひずみ分布も不均一なものとなったと

考えられる。

　参考値として、引張圧縮試験機のロードセル

値より計算した平均的な z 成分ひずみは下記と

なった。

圧縮応力：21.1 MPa　（ロードセル値）

ヤング率：11.0 GPa
z ひずみ  ：0.19 %

　画像相関法から求められた内部ひずみ分布の

詳細な定量性については今後検討する。

結論と今後の課題
　Epoxy 内に分散する SiO2 粒子をマーカとし

て、画像相関法による内部ひずみ分布測定が可

能であることを確認した。今後は、実際のパワー

モジュールに対して本手法を適用し、熱負荷時

の内部ひずみ分布を測定していく。

謝辞
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Fig. 3. CT image of xy cross section without load.

Fig. 4. CT image of xz cross section under 
compression, with superimposed z strain distribution 
computed by digital image correlation method.

Fig. 2. Experimental setup of in situ synchrotron 
computed tomography using uniquely developed 
tension/compression unit.

52 53

SUNBEAM Annual Report with Research Results, Part 2, Vol.2 (2012) 



マイクロ X線回折による全固体リチウムイオン電池の界面解析
Interfacial analysis of all-solid-state lithium ion battery by micro X-ray

太田　慎吾、山口　聡、野崎　洋
Shingo Ohta, Satoshi Yamaguchi and Hiroshi Nozaki

株式会社豊田中央研究所 
Toyota Central R&D Labs., Inc.

　エアロゾルデポジッション（AD）法にて作製した全固体型リチウムイオン二次電池の活物質 / 固
体電解質界面に存在する異相について、大型放射光施設 SPring-8 の BL16XU を使って、蛍光 X 線マッ

ピング及びマイクロ X 線回折を行った。元素の拡散が起こっていないこと、活物質と固体電解質の

反応生成物と X 線回折パターンが一致しないことから、今回観察された界面の異相は AD 法による

作製時の堆積物の機械的な変形・変化が原因と推測された。

キーワード：マイクロ X 線回折、全固体リチウムイオン二次電池

背景と研究目的
　リチウムイオン二次電池の安全性は近年益々

求められている。電解質に固体を用いる全固体

電池は可燃性有機溶媒を用いないことから高い

安全性が期待されている。

　ガーネット型酸化物：Li7La3Zr2O12 （LLZO）は、

酸化物として最高レベルの伝導率を持ちまた、

Li 電位に対しても耐還元性があることから [1]、

近年電解質候補として注目を集めている。我々

は LLZO の Zr サイトを Nb で置換（LLZONb）
することで、Li+ 伝導率を更に向上させること

に成功した [2]。また、LLZONb を固体電解質に

用いたモデル電池は良好な電池特性を持つこと

を確認し [3]、LLZONb の有望性を実証した。

　全固体電池を普及させるためには簡便で安価

なプロセスで電池を作製する必要がある。我々

は固相法においても比較的低コストで厚膜化・

大面積化が行い易いエアロゾルデポジッション

法（AD 法）にて電池の作製を行い電池特性の

評価を行った。AD 法で作製した電池は固相法

で作製した電池としては比較的高い電池容量を

持つものの、出力特性が特に悪いという課題が

ある。交流インピーダンス測定の結果、出力特

性低下の原因は固／固界面の巨大な抵抗である

2011A5072, 2011B5071 BL16XU

ことがわかった。本電池の界面の SEM 観察を

行ったところ、界面は緻密で密着性がよいもの

の界面近傍の LiCoO2 が電極内部と異質な状態

であることが確認された （Fig. 1）。そこで我々

は界面近傍のマイクロ X 線回折により固 / 固界

面の構造解析を試みた。

実験
　測定は SPring-8 BL16XU に設置されたマイクロ

ビーム形成装置を用いて行った。マイクロ X 線

回折は以下の条件で実験を行った。入射 X 線の

エネルギーは 12 keV、X 線のサイズは 0.5 X 0.5 
µm で界面に対して平行な方向から約 10°で入射

した。試料ステージを 0.5 µm / step で X 線に対し

て垂直に動かし（計 60 step）、界面近傍の回折パ

Figure. 1 cross-sectional SEM image of interface 
between LiCoO2 and LLZONb
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Figure. 3 XRD of interface between LiCoO2 and 
LLZONb. All measurement date (top), A:LiCoO2, 
B:interface, and C:LLZONb 

ターンを測定した。検出器にはフラットパネル検

出器を用いて、波数：Q=1.06 ～ 4.08（1/ Å）の

範囲で測定を実施した。なお、事前の位置合わせ

として、蛍光 X 線元素マッピングにより固／固

界面の位置の特定と元素拡散の有無を確認した。

結果および考察
　Figure 2 に蛍光 X 線マッピング法により測定

した Co と La の元素マッピングとライン分析

の結果を示す。この結果から活物質層と電解質

層で特に大きな元素拡散は起きていないこと

がわかった。Figure 3 に、界面近傍のマイクロ

X 線回折結果（全測定データ、A 点、B 点、C
点）を示す。A 点では LiCoO2 由来のピークの

みが観測された。完全無配向の試料に比べて若

干ピーク強度比に違いは見られたものの、配向

はみられなかった。C 点では、LLZONb の特定

の回折ピーク（321, 521, 642, 741）のみが観察

された。これは、高温・長時間条件化で作製さ

れた LLZONb の結晶が十分成長し、今回の X
線照射面積では全ての面の回折条件を満たせな

かったためと考えられる。界面近傍の B 点で

は、LiCoO2 にも LLZONb にも帰属できないピー

クが観測された。LiCoO2 とガーネット型酸化

物を高温で熱処理すると、界面で主に La, Co, 
O の元素からなる化合物を形成するということ

が報告されている [4]。La, Co, O の元素構成で、

B 点付近で得られた回折パターンに相当する物

質がないかを無機結晶データベースで検察した

が一致する物質は見つからなかった。このこと

から今回界面で観察された異相は AD 法による

堆積時に堆積物が機械的衝撃で変形・変化した

ものである可能性が高いと考えられる。

今後の課題
　堆積物の機械的変形が起こらない堆積条件を検

討することで、高性能な電池の開発に役立てたい。

参考文献
[1]  R. Murugan, V. Thangadurai, W. Weppner, 

Angew. Chem. Int. Ed. 46 (2007) 7778
[2]  S. Ohta, T. Kobayashi and T. Asaoka, J. Power 

Sources 196 (2011) 3342 
[3]  S. Ohta, J. Seki, T. Kobayashi and T. Asaoka, J. 

Power Sources accepted
[4]  K.-H. Kim, Y. Iriyama, K. Yamamoto, S. Kumazaki, 

T. Asaka, K. Tanabe, C. A.J. Fisher, T. Hirayama, R. 
Murugan, Z. Ogumi, J. Power Sources, 196 (2011)

Figure. 2 Element mapping and element line spectrum of X-ray fluorescence(Co and La)

54 55

SUNBEAM Annual Report with Research Results, Part 2, Vol.2 (2012) 



X線マイクロビームによる低エネルギー蛍光 X線組成分布測定法の開発
Development of Element Mapping Using

Low Energy Fluorescent X-ray Excited by X-ray Micro-beam

榊　篤史、川村　朋晃、宮野　宗彦、吉成　篤史
Atsushi Sakaki, Tomoaki Kawamura, Munehiko Miyano, Atsushi Yoshinari

日亜化学工業株式会社

NICHIA Corporation

　サブミクロンサイズに集光した X 線マイクロビームによる、低エネルギーの蛍光Ｘ線組成分布測

定法の開発に成功したので報告する。測定に際しては、収率向上の為、大口径 SDD 検出器を用いる

と共に He フロー中で測定する事で、低エネルギー領域にて妨害元素となる空気中 Ar の影響を低減

させた。この技術を用い、蛍光体フリー白色LEDにおける In_Lα蛍光X線組成マッピングを取得した。

結果、実 LED デバイスの微小領域かつ薄膜において、発光層である InGaN 層の 2 次元挙動を把握す

る事に成功した。

キーワード：LED、窒化物半導体、InGaN、マイクロビーム X 線、低エネルギー蛍光 X 線

1．背景と研究目的
　微小領域かつ薄膜からの微量の蛍光 X 線に

て組成分布解析を行う為には、高強度の X 線

マイクロビームが必要である。更に、NA の関

係から高輝度な線源が必須であり、低エミッタ

ンスかつ高強度な光源である SPring-8 放射光

施設の完成により、X 線マイクロビームによる

組成分布評価が定常的に利用されるようになっ

ている。

　しかしながら、原子番号が大きな元素の K
吸収端を対象とする場合には、高エネルギーの

X 線マイクロビームが必要となるが、現状では

充分小さいビームサイズで、かつ高強度の硬 X
線マイクロビームを実現するのは容易でなく、

測定元素が限定されるという問題がある。そこ

で、測定対象元素の L 吸収端、或いは M 吸収

端など、低エネルギー領域の蛍光 X 線を選択

する事によるマイクロビームを用いた組成分布

評価を試みた。

　今回報告するのは、In_Lα蛍光 X 線をプロー

ブとした元素マッピングの結果であり、用いた

試料は蛍光体フリー白色 LED である。

2011A5081, 2011B5080,2012A5080 BL16XU

2．測定試料
　InGaN 層を発光層とするⅢ - Ⅴ族窒化物半導体

を利用した発光デバイスは、急速なスピードで発

光効率の向上、高出力化がなされ、今や一般照

明、自動車ヘッドライト、液晶パネルのバックラ

イトなどに応用範囲が拡大している。更なる高エ

ネルギー効率 LED 素子の実現には、発光層である

InGaN 層に関する知見を詳細に得る事が不可欠で

ある。特に、InGaN 層が空間的に均質か否かとい

うことは、LED の発光特性に大きく関与する事が

予測され、それを評価し光学特性などの物性結果

とリンクさせる事が今後の課題に対し重要になる。

　ところで、現在製品化されている白色 LED は、

青色 LED の上に黄色蛍光体をかぶせ、青色と黄

色の混色により白色を得ているものが主流である

が、蛍光体を励起する際のエネルギー損失や発光

色の調整が難しいなどの問題が残されている。こ

れに対し、京都大学・川上研究室より蛍光体を用

いない（蛍光体フリー）白色 LED が作製されてい

る。本構造の特徴は、（0001）GaN 上の [1-100] 方
向に延伸した矩形マスク上に InGaN/GaN を横方向

成長させることにより、バンドギャップが異なる
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InGaN/GaN 量子井戸構造を、同一マイクロファセッ

ト面上に自己形成させ、単一構造でありながら青

色から赤色までの多色発光を可能とした事にある

[1-2]。本構造の光学特性は SNOM-PL 測定などに

より行われ、同一ファセット面内において異なる

発光特性が得られる事が判明している [3] が、発

光特性と量子井戸構造の関係は明確ではなかった。

　そこで本課題では、サブミクロン X 線ビーム

を用い、In_Lα蛍光 X 線をプローブとし、（0001）
面内 InGaN/GaN 量子井戸における In 組成分布の

試料位置依存性を測定した。

　測定試料の概要を Fig. 1 に示す。サファイア基

板上に 1 周期 20µm の周期的加工を施し、その

上に GaN 層を、次いで InGaN/GaN 層の積層構造

【（InGaN/GaN）=（3nm/10nm）× 5 周期。点線部】

を順に成長させたものである。

Fig. 1. Schematic diagram of the measured sample 
with periodical structure.

Fig. 2. Photograph of the experimental setup I.

Fig. 3. Intensity distribution of In_Lα on the (0001) 
facet with experiment I. Miller indices of the facet 
structure are indicated in the figure.

3．実験方法
　低エネルギー蛍光 X 線を測定する場合、空気

中での蛍光 X 線の吸収を避ける為、真空中で測

定する事が多い。一方、光学系の調整や試料取

扱いの容易さを考えた場合、大気圧雰囲気で測

定できる事が望ましい。そこで今回 In_Lα蛍光

X 線の測定は、空気よりも X 線の吸収が小さい

He ガス雰囲気中で行う事とした。マイクロビー

ム形成には 8.5 – 9.0keV の X 線を用いており、

In_Lα蛍光 X 線の信号強度が弱い事から、S/B
比を向上させる為、通常よりも大きな立体角を

カバーする大口径SDD検出器（80mm2）を用いた。

3.1　実験 I （He 置換キャップ法）
　BL16XU に設置された KB ミラー集光系により、

以下の要領で実験を行った。入射 X 線のエネルギー

は 8.5keV、試料上に集光したビームサイズは、た

て 0.5µm ×よこ 0.7µm であった。In_Lα蛍光 X 線

（3.29keV）とエネルギーが近い空気中の Ar からの

蛍光 X 線（2.96keV）の影響を出来るだけ低減させ

る為、He 置換用キャップを自作し大口径 SDD 検出

器先端に取り付けた。ビームを試料に垂直入射させ、

水平および垂直方向に 0.5µm ステップで試料を動か

し、In_Lα蛍光 X 線を測定した。測定時間は 20 秒 /
点である。測定系の概観を Fig. 2 に示す。

結果 I
　Fig. 3 に In_Lα蛍光 X 線強度の試料位置依存

性を示す。Fig. 1 に対応する様に、[1-100] 方向

へ In を含むストライプ構造が延伸している事

が判る。但し、（0001）ファセット面内で In 強

度分布が存在するかどうかは明確ではない。

　本実験では、測定中に In 信号強度が不安定

になる事があったが、これは He 置換用キャッ

プと試料の間の空気流の影響によるものと思わ

れた。そこで、本手法を改良し更に S/B 比の向

上を図る事を実験 II で試みた。
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Fig. 4. Photograph of the experimental setup II.

Fig. 6. Intensity distribution of In_Lα on the (0001) 
facet with experiment II. Miller indices of the facet 
structure are indicated in the figure.

Fig. 5. Fluorescence X-rays profiles of In_Lα on 
each experimental condition.

3.2　実験 II （He 全浴法）
　実験 I と同様に BL16XU・KB ミラー集光系

にて実験を行った。入射 X 線のエネルギーは

9.0keV、たて 0.4µm ×よこ 0.4µm に集光した。

検出器は実験 I と同じである。実験 I からの改

良点は、空気および Ar 蛍光 X 線による影響を

低減させる為、試料と検出器先端を同室として

容器で囲い、He 置換を行った事である。測定

は実験 I と同様に、ビームに垂直な面内で 0.5µm
ステップにて試料を動かし、1 点 20 秒で In_L
α蛍光 X 線を取得した。測定系の概観を Fig. 4 
に示す。

　本測定では実験 I で問題となった、試料と

He 置換用キャップ間の空気層が存在せず、測

定信号の安定化が期待された。また検出器自体

には何も装着されていない為、付随的なメリッ

トとして、検出器と試料間の距離や角度の調整

を容易に行う事が可能であり、実験を行う上で

の煩雑さが解消された。

結果 II
　実験 I と実験 II で測定した In_Lα蛍光 X 線

のプロファイルを Fig. 5 に示す。

　実験 I では Ar のピークが完全には排除出来

ていないのに対し、実験 II では In_Lα蛍光 X
線のみを取得出来ている事が判る。本結果から、

低エネルギー蛍光 X 線測定を行う際には、検

出器と試料を同じ He 雰囲気中に設置する He
全浴条件が有効であると判断できる。

　Fig. 6 に In_Lα蛍光 X 線強度の試料位置依存

性を示す。試料の周期構造に対応した強度分布

が確認できる。更に注目すべきは、（0001）面

内において、側面ファセットからの距離に応じ、

In_Lα蛍光 X 線の強度が変化している事が観

測されている（図中 A の範囲）。これはミクロ

ンレベルで超格子周期が変化している可能性を

示しており、（11-22）ファセットを有する事に

より（0001）ファセット内（センター / エッジ

間）に量子井戸構造の変化が存在する事を意味

する。同時に SNOM-PL 測定で得られた発光波

長の分布が存在するという結果 [3]と合致する。

尚、Y=0 近傍で [1-100] 方向にストライプ溝の

曲がりが生じているが、これは試料位置のドリ

フトによるものと思われる。
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4．まとめおよび今後の課題
　実 LED デバイスにおける、微小領域かつ薄

膜からの微量 In_Lα蛍光 X 線を取得する事で、

発光層 InGaN の組成分布を測定した。

　以前の測定で使用した小口径単素子 SDD 検

出器（3mm2）では、カバーできる立体角が小

さく、また得られる信号強度も弱かった為、通

常のビームタイム中で実用的な In 組成マップ

を得る事は容易ではなかった。これに対し、今

回用いた大口径 SDD 検出器では、In の蛍光 X
線強度が二桁近く増大しており、定常的な白色

LED の蛍光マップ測定が可能となった。

　一方、空気中の Ar 蛍光 X 線による影響につ

いては、検出器先端に He 置換キャップを設置

する事で一定の効果が確認されたが、空気中

Ar の影響は依然として残されていた。これに

対し、試料および検出器先端を He 雰囲気中に

設置する He 全浴法では、Ar 蛍光 X 線の影響

をほぼゼロにすることができ、空気および Ar
による信号強度変動を抑える事に成功した。

　これらの試行により、微小領域、薄膜、微量

の低エネルギー蛍光 X 線マッピングが良好に

得られた。

　また今後の課題の一つとして、測定初期に観

察された試料のドリフト現象がある。本測定の

ように微小領域のマッピング測定を行う場合に

は、ピエゾステージを使う、或いは試料固定方

法を変更するなど、ドリフトを抑えられるよう

な改善の検討が必要である。
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二次元検出器を用いた LEDチップの残留応力評価
Residual Stress Analysis of LED Chips Using 2-Dimentional Detector

宮野　宗彦、吉成　篤史、榊　篤史、川村　朋晃
Munehiko Miyano, Atsushi Yoshinari, Atsushi Sakaki, Tomoaki Kawamura 

日亜化学工業株式会社

NICHIA Corporation

　LED チップの残留応力の二次元分布を評価するため、LED チップ上の X 線照射位置を変化させな

がら、二次元検出器を用いて GaN（0004）反射のωスキャン測定を行った。二次元検出器によって

得られた 2θ方向、χ方向の情報を活用するため、二次元データを逆格子直交座標に変換し、解析

を実施した。実装方法の異なる 2 サンプル（高外部応力サンプルと低外部応力サンプル）を測定し、

高外部応力サンプルではチップ中央に結晶面の配向性の乱れによるピークトップの分裂、チップ端

に qy 方向（X 線入射方向に直交方向）の配向性の乱れがある箇所を確認した。低外部応力サンプル

ではそのような挙動は確認出来ず、サンプルの違いを検出することに成功した。

キーワード：残留応力、二次元検出器、逆格子マップ、LED

背景と研究目的
　 LED は高発光効率・長寿命・環境安全性等の

利点があり、近年の電力需給の逼迫に伴い、一般

照明や自動車ヘッドライト等への利用が進んでい

る。さらなる高発光効率化には残留応力を考慮す

る必要がある。残留応力はサファイア基板と GaN
層の熱膨張係数の差に基づく熱応力（内部応力）

と実装時の加熱、印加加重等による機械的応力（外

部応力）等に起因する。熱応力によってクラック

や反り、結晶歪みの発生が助長され、LED の発

光効率が低下する [1]。一方、パッケージングに

より外部応力が生じると、チップの損傷に繋がり、

LED の寿命や歩留まりに影響を及ぼす。

　Ｘ線回折測定によって非破壊で応力を検出でき

るが、LED チップサイズは数百ミクロン程度で

あり、実験室系 X 線回折装置ではチップ内の応

力分布を測定することは困難であった。そこで今

回 BL16XU にて微小ビームを用い応力のチップ

位置依存性の評価を試みた。

実験
　実験は BL16XU の HUBER 社製回折装置を

2011A5081,2011B5080 BL16XU

用い、LED チップ上の X 線照射位置を変化さ

せながら、GaN（0004）反射のωスキャン測定

を行った。サンプルには実装方法の異なる 2 サ

ンプル、高外部応力サンプルと低外部応力サン

プルを用いた。サンプルサイズは□ 1400µm ×

1400µm である。ビームサイズは縦 10µm、横

10µm であり、波長（エネルギー）は 1.24 Å

（10keV）である。入射方向は GaN 層の m 軸方

向に平行である。また検出器として高速二次元

検出器（PILATUS）を用いることにより、測定

の迅速化および GaN（0004）近傍の逆空間強

度の三次元分布測定を試みた。分解能を向上さ

せるため、PILATUS 検出器は 2θアームの端に

設置した（Fig. 1.）。また二次元検出器の 1pixel
のサイズは 172µm × 172µm である [2]。
　PILATUS により得られた三次元逆空間強度

分布はω、2θおよびχの変数となっており、

そのままでは扱いにくいため変換式（1）によ

り逆空間座標に変換した。また Fig. 2. に入射 X
線、反射 X 線および逆空間ベクトルの関係を

示す。GaN は六方晶であるが、チップ自体は

長方形であることから、逆空間座標には直交座
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標を用いている。また、今回の測定ではカメラ

長が十分長く、スキャン範囲も狭いことから二

次元検出器の検出面と Ewald 球のずれは無視で

きる。カメラ長（約 820mm）および PILATUS
の画素サイズより求めた分解能は約 0.012 度と

なる（⊿γ、⊿χ。Bragg 角ωB には GaN（0004）
の 28.565 度を用いるとともに、LED チップ中

央で Bragg 反射が観測された座標（qx0、qy0、

qz0）を、逆格子マップの原点とした（但し⊿

qx=qx-qx0、⊿ qy=qy-qy0、⊿ qz=qz-qz0）。

Fig. 1. Photograph of the measurement system.

Fig. 3.　Reciprocal space maps ( ⊿ qx- ⊿ qz 
square) of High-stress sample at several positions of 
LED chip.

⊿ω＝ωB －ωi ，⊿γ＝ωf －ωB －⊿ω

Fig. 2. Schematic diagrams of (a) ω scan and 2θ scan, 
(b) χ scan.

結果および考察
　Fig. 3. に高外部応力サンプルの各チップ位置

での逆格子マップ（⊿ qx- ⊿ qz 平面）を示す。

ピークトップの⊿ qx の値は X 線入射方向（m
軸方向）の結晶面の傾き（チルト）と相関があ

る。qz の値は c 軸方向の格子面間隔と相関が

あり、qz ＝ 2 π /dhkl の式で表される。この式

から、qz の値が基準値以上であれば（⊿ qz ＞

0）、c 軸が収縮していると考えられる。高外部

応力サンプルではチップ中央付近（図中①）に、

⊿ qx 方向のピークトップの分裂が確認出来る。

分裂したピークトップの⊿ qz の値は同等であ

り、2 方向の結晶面の傾きが混在しているが、

格子面間隔に変化は無いと考えられる。一方、

ピークトップの⊿ qx 座標はチップ場所毎で異

なっており、チップ全体の結晶面の配向性が乱

れていると考えられる。以上の結果からチップ

全体に生じている応力は測定箇所で異なってお

り（不均一）、特に応力が集中している箇所で

は応力を緩和するため、配向性の乱れによるマ

ルチドメインが生じたと考えられる。

　Fig. 4. に低外部応力サンプルの逆格子マップ

（⊿ qx- ⊿ qz 平面）を示す。チップ中央部にピー

クトップの分裂は無い。一方、チップ Y 方向

の両端（Y= ± 0.6mm）では、ピークトップの

⊿ qx 座標がチップ中央の⊿ qx 座標と異なって

おり（| ⊿ qx| ≠ 0）、LED チップに引っ張り応

力が働き、チップ自体が凸に反っていると考え

られる。

　両サンプルのチップの端では⊿ qz 及び | ⊿
qx| が増大している箇所があり、チップ端で c
軸方向の格子定数の減少および結晶面の傾きが

生じていることが分かる。
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まとめおよび今後の課題
　今回 LED チップの応力評価を目的とし、微

小 X 線と二次元検出器を用いた逆空間強度

測定を実施した。この結果従来困難であった

LED チップ内の応力測定を可能にすると共に、

逆空間強度分布の三次元測定の高速化に成功し

た。また二次元検出器で得られた測定データを

逆格子直交座標に変換することで、c 軸方向の

格子面間隔と結晶面の傾きの可視化が可能と

なった。

　本課題では GaN 基板の対称面を測定するこ

とにより LED チップ内の表面垂直方向の歪み

評価を可能としたが、今後非対称面の Bragg 反

射を利用することで、a 軸の変化や非対称面に

対する傾きを検証し、面内方向の歪み解析につ

いても検討を進めたい。また実用的観点から、

 　Fig. 5. に高外部応力サンプルの逆格子マッ

プ（⊿ qx- ⊿ qy 平面）を示す。⊿ qy 方向は X
線入射方向に対して直交する方向（a 軸方向）

である。チップ X 位置の端（②）では⊿ qy 方

向のピーク幅が広がっており、配向性の乱れが

生じていると考えられる。一方、低外部応力サ

ンプルでは⊿ qy 方向の配向性の乱れは観察さ

れなかった（図省略）。

Fig. 4. Reciprocal space maps ( ⊿ qx- ⊿ qz square) 
of Low-stress sample at several positions of LED 
chip.

Fig. 5. Reciprocal space maps ( ⊿ qx- ⊿ qy square) 
of High-stress sample at several positions of LED 
chip.

Fig. 6. Raman spectra of (a) High-stress sample, (b) 
Low-stress sample, (c) wafer.

　本結果をまとめると、高外部応力サンプルで

は LED チップ内で不均一な応力が生じている

とともに、チップ中心部で応力を緩和するため

のマルチドメイン化が起きている可能性が考え

られる。一方、低外部応力サンプルではチップ

内に生じている応力は均一であり、チップ自体

の反りも均一であると思われる。　

　以上の結果を他手法による結果と比較するた

めラマン分光測定を実施した。Fig. 6. にラマン

分光測定結果を示す。基準として未実装ウエハ

の測定結果を載せている。高外部応力サンプル

ではチップ中央（赤線）のラマンピークが未実

装ウエハより高波数側にシフトしており、チッ

プ中央部に圧縮応力が発生していることが分か

る。このことはマルチドメイン化によって緩和

された応力以上の外部応力が、実装時の外力印

加により発生したことを示唆している。低外部

応力サンプルではチップ中央のラマンピーク位

置は未実装ウエハと同等であり、実装時に印加

された外力の影響は無視出来るほど小さいと考

えられる。
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今回可能とした実装 LED チップの応力評価技

術を元に、ウエハのサイズやサンプリング場所

による応力の違い、各工程のサンプル評価によ

る応力の履歴検証、使用後の LED を用いたチッ

プ内の熱負荷依存性についても検証したいと考

えている。
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Combined in-situ X-ray Absorption Spectroscopy
 and First Principles Calculation

for Investigation of Charge Mechanism Analysis of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2

M. Mogi2, K. Kubobuchi2, M. Matsumoto2, M. Nishijima1, H. Imai1,2, 
T. Yamamoto3, T. Matsumoto1,2, Y. Nitta1
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In-situ XAFS measurements of LixNi1/3Co1/3Mn1/3O2 were carried out at SUNBEAM BL16B2 and the obtained 
spectra were analyzed by using first principles XANES simulation. The calculated XANES spectra reproduced 
the experimental spectra well, suggesting that the used structure models and obtained electronic structures are 
valid. From these results, we clarified the roles of each transition metal LixNi1/3Co1/3Mn1/3O2 for the Li-ion 
battery reaction. 

Keywords: X-ray absorption fine structure (XAFS), X-ray absorption near edge structure (XANES), First 
Principles Calculation, Density of state (DOS), Li battery (LiB) 

Introduction
　Development of high-density energy storages has 
been a key to realize the greener sustainable society, 
where various convenient, and environmentally 
friendly technologies such as zero-emission electric 
vehicles (EVs) and smart-grid system combined with 
photo- voltaic or window-powered erectility, enrich 
our life. Li-ion batteries (LiBs) are one promising 
candidate for such energy storages.
　Since the first commerciali zation of LiBs, 
improvements of their capacity, durability, and safety 
are central issues of materials developments, and 
various electrode materials have been examined. 
The cathode material of the first commercialized 
LiB was LiCoO2 with a layered rocksalt structure 
[1]. Although LiCoO2 exhibits high energy capacity, 
their cycleability and stability at high temperatures 
are insufficient. Also, since it involves expensive 
Co, LiCoO2 is not suitable for large cells used for 
high-energy density application, such as EVs. Next, 
the possibility of binary LiNi1/2Mn1/2O2 system was 
examined [2]. Stability at high-temperatures that 
relates with safety was improved, but, the durability 

2011A5393, 2011B5392, 2012A5392   BL16B2

problem remained. Then, ternary LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 
was developed. This material exhibits the highest 
capacity, durability and stability among layered 
structured cathode materials, and currently applies to 
LiBs for automotive. 
　As shown above, transition metals involved 
in cathode materials strongly affect the battery 
properties, and understanding of roles of each 
transition metal must be helpful to develop better 
transition-metal-oxide-based cathode materials, 
although it is often difficult exactly analyze them 
especially for complex structure materials. To 
achieve this, we have developed a combined in-situ 
XAS and first-principles calculation technique, and 
we demonstrated the effectiveness of it by applying it 
for the analysis of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2. 

Experimental and computational procedure
　A laminate-type cell was assembled in the argon 
atmosphere with a Li metal anode and an electrolytic 
solution (1 M LiPF6 in a 3 : 7 ethyl diethyl carbonate 
(EC:DEC)). Figure.1 shows the experimental set-
up for the in-situ XAS measurements. In situ 
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XAS spectra were continuously measured at each 
transition metal K-edge at a charging rate of 0.05C. 
(The voltage vs. Charge capacity profile is shown in 
Fig. 1).
　Structure parameters used for the first-principles 
calculations were adopted from the results of Rietveld 
refinement of XRD data. Geometry optimizations 
were done by the plane-wave basis projected 
augmented wave (PAW) method (VASP) assuming 
a crystal structure model of  [3]. The difference of 
lattice parameters between the geometry optimization 
and the Rietveld analysis was within 2%. 
　Electric structure calculation of ground state and 
the core hole state were done by using the full-
potential augmented plane wave plus local orbitals 
(APW + lo) package, WIEN2k.  Then, XANES 
spectra were simulated from the dipole matrix 
element between the wave functions of a core hole 
state.

Fig. 1 Charge curve during in-situ measurement.    
Simulation by first principles calculations were 
executed for the XANES spectra obtained at the 
specific Li amount that the blue circles pointed out 
on the graph.

Fig. 2  (a) Normalized Ni K-edge XANES spectra 
for LixNi1/3Co1/3Mn1/3, and (b) k 3–weighted Fourier 
transforms.

Results and discussion 
　Figure 2 shows Ni K-edge XANES spectra 
and the k 3-weighted Fourier transforms of the Ni 
K-edge EXAFS. The peak tops (A), shoulders (B), 
and absorption edges (c) of the XANES spectra 
continuously shifted to high energy, suggesting that 
Ni is oxidized. 

　The amplitude of Fourier transforms corresponding 
to Ni-O (D) apparently changed during charging 
process (Fig.2) [4]. This should be originated in Jahn-
Teller distortion of Ni3+ and this indicates valence 
state of Ni is changed during charging and Ni is truly 
active for the battery reaction.

  Figure 3 shows Co K-edge XANES spectra. The 
peak-top position (A) shifted to high energy like 
Ni, but, unlike Ni case, the absorption edge and the 
shoulder (B) have remained unchanged. Thus, we 
cannot judge whether or not the valence of Co is 
changed during charging process from changes of the 
spectral shape. In such case, analysis with XANES 
simulation and electronic structure calculation is 
effective.
  The bottom part of Fig. 3 shows the calculated 
XANES spectra of Co K-edge for x=1, 0.67, and 0.33. 
We can see that fundamental features of experimental 
spectra are well reproduced, viz. the structure model 
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Fig. 4 Partial density of states of p orbital 
component. (a) Li1.00,　and (b) Li0.67.

Fig. 3 (a) Experimental, and (b) the calculated Co 
K-edge XANES spectra.  The origin of x-axis is 
X-ray absorption edge.

and the results of calculated electronic structure is 
valid.
　To understand the origin of spectral shift of Co 
K-edge, we estimated the partial electron density at 
15 ～ 20eV above Fermi energy (Ef: E = 0).  This 
energy region corresponds to special distribution 
of 4p unoccupied orbitals that of main part of the 
K-edge XANES spectra. We can see the density of 
empty states changed as Li concentration decreased. 
Figure 4 shows pDOS of 4p states. We can see that 
primal peak position shift to high energy and this 
shift explain the shift of XANES.
　During this process, valence changes of Co should 
be small. Figure 5 shows band structure calculation 
of Lix Ni1/3Co1/3Mn1/3O2 for x=1.0 and 0.67.  The 
DOS of Co 3d band at EF is small, and thus, the 
contribution of Co 3d electrons to the redox-reaction 
is rather small. These results suggest that peak 
shift in Co-Kedge mainly does not originate in the 
valence change associated with the battery reaction 
(unlike with the Ni case), and rather the slight charge 

redistribution around Co atoms probably caused by 
Jahn-Teller distortion and Li removals accompanying 
local distortions. 

Summary
　By using first-principles XANES simulation 
and electronic structure calculation, we analyzed 
electrochemical behaviors and local structure (in an 
electronic level) and electronic structure changes of 
Co in LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode material.
　The main XANES peak shift near peak top 
does not reflect valence changes of Co, and rather 
redistribution of density of empty orbital is main 
origin of this shift. Thus regarding to valence state, 
the absorption “edge” might be better indicator.  
　Our present results strongly suggest that XANES 
simulation is well reproduce experimental data, viz., 
whole spectral shape, and we expect such detailed 
XANES analysis could effective for analysis of more 
complex systems.
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Fig. 5 Partial density of states of d orbital 
component. (a) Li1.00, and (b) Li0.67.
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　図 2 に示すように、π偏光 XAFS スペクト

ルは、σ偏光のもとは異なる形状となった。図

1 に示した結晶構造が図に示される方向に成長

している場合に、前述の XAFS スペクトルが

生じるか、第一原理計算 WIEN2k2）を用いて、

シミュレーションした。Ga と Al とを交互に配

置した上に、core-hole の影響を押えるために、

全反射偏光蛍光 XAFSによるサファイア基板上に形成された AlGaN層の
Ga K-edgeの観測と第一原理計算によるスペクトル解析
Analysis of Ga K-edge PTRXAS Spectrum of AlGaN layer

on Sapphire Substrates by using First Principles Calculation

 久保渕　啓１、 茂木　昌都１、 高橋　洋平１、 浅田　敏広１、 今井　英人１
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　偏光 X 線を全反射させながらサファイア基板上に形成された Al0.5Ga0.5N 層に照射し、面に対して

垂直な方向に分布する Ga K-edge（π偏光成分）、および面内に分布する Ga K-edge の XAFS スペク

トル（σ偏光成分）を測定した。各偏光スペクトルを、第一原理計算を用いて再現した。

キーワード：全反射偏光 XAFS、σ偏光、π偏光、第一原理計算

はじめに
　次世代パワー半導体材料として AlGaN/GaN が

着目されている 1）。高電圧で動作するため、ワ

イドバンドギャップであることが重要である。

バンドギャップは欠陥密度と密接な関係があ

り、電流が流れる方向の欠陥密度を把握した上

で、電子状態を把握できる分析手法の確立が要

請されている。今後、Al/Ga 組成比が異なったり、

格子欠陥を有する基板の電子状態を議論できる

か検討するために、π偏光した X 線を用いて、

最表面を面内方向とその垂直方向とを区別した

Al0.5Ga0.5N 層 Ga K-edge 全反射偏光 XAFS の測定

を行った。得られた XAFS スペクトルの XANES
領域を、第一原理計算を用いて再現した。

測定および計算結果
　全反射臨界角（0.2 度）以下となるように、

X線を試料に平行照射した。Al0.5Ga0.5N層（P63m 
c）は基板に垂直な方向に（001）面が成長して

形成されている。図 1 に示すように、<1-10>
方向から、偏光 X 線を照射して、SSD 検出器

により面内成分の Ga K-edge 蛍光 XAFS スペク

トルを測定した。次に試料をχ軸方向に 90°
回転させて測定を行った。

2011A5090, 2011B5090, 2012A5090 BL16XU

Fig. 1 Direction of the incident polarization　X-ray. 
Structure images were drawn using VESTA3).
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4x4x2 スーパーセルを用いて計算を行った。双

極子行列要素

|<1s|x| 終状態 >|2+|<1s|y| 終状態 >|2

を計算してπ偏光成分 XAFS スペクトル（図 3
の px+py）を、σ偏光成分の XAFS スペクトル（図

3 の pz）は

|<1s|z| 終状態 >|2

を計算して再現した。π偏光成分およびσ偏光

成分、いずれについても、ピークエネルギーお

よびその形状を再現することができた。

Fig. 2 Normalized Ga K-edge XANES spectra.

Fig. 3 Calculated Ga K-edge XANES spectra. The 
origin of x-axis is X-ray absorption edge.

まとめ
　全反射偏光 XAFS 測定を基板材料に適用し

て、面に垂直な方向（σ偏光）と面内方向（π

偏光）の XAFS スペクトルを測定した。得ら

れたスペクトルを第一原理計算により再現でき

たことにより、各スペクトルのピークを部分電

子状態密度と対応付けて議論できる可能性を確

認した。

　すなわち、基板について深さ方向で数十 nm
以下の領域の電子状態を方位毎に調べられる可

能性を示すことができた。

参考文献
[1]  T.  K a c h i ,  D . K i k u t a , T. U e s u g i ,“G a N 

power device and reliability for automotive 
applications”, Reliability Physics Symposium 
(IRPS), 2012 IEEE International,  3D.1.1 - 
3D.1.4 (2012) 

[2]  P. Blaha, K. Schwarz, G. Madsen, D. Kvasicka 
and J. Luitz, WIEN2k, An Augmented Plane 
Wave+Local Orbitals Program for Calculating 
Crystal Properties ,Karlheinz Schwarz, Techn.
Universitat Wien,Austria (2001).

[3]  K. Momma and F. Izumi, J. Appl. Crystallogr. 
44, 1272 (2011).
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高容量 Liイオン正極材料の劣化後挙動解析
XAS measurement for cathode material for high capacity Li-ion battery after cycling

伊藤　淳史、真田　貴志、光山　智宏、本田　ちひろ、渡邉　学、押原　健三、山本　伸司、秦野　正治
Atsushi Ito, Takashi Sanada, Tomohiro Mitsuyama, Chihiro Honda, Manabu Watanabe, Kenzo Oshihara, 

Shinji Yamamoto, Masaharu Hatano

日産自動車株式会社　総合研究所　神奈川県横須賀市夏島町 1 番地、〒 237-8523

　X 線吸収分光法を用いてその場観察を行い、前処理の有無によるサイクル試験後の正極材料中の

Mn、Ni の各遷移金属の電子状態及び局所環境の変化を観察した。前処理を行った正極材料の 50 サ

イクル後の可逆容量は 250mAh/g、未処理のサイクル後の可逆容量は 210mAh/g と大きく電池特性に

変化を生じた。50 サイクル後の各セルについて“その場” 観察を行い、バルク特性の変化を追った。

各セルを比較すると、Ni、Mn の K 吸収端におけるエネルギーシフト量に変化が観られ、金属元素

に応じて異なる挙動を示した。

キーワード：In-situ XAS 測定、Li イオン二次電池、正極、固溶体

背景と研究目的
　リチウムイオン二次電池用新規リチウムイ

ンサーション材料である Li2MnO3 -LiMO2 （M 
= Ni, Co, Mn etc.）の固溶体系正極材料（以下、

固溶体と略称）は、現行材料の 2 倍の容量を示

すことから注目を集めている。固溶体は高容量

を示す一方で、寿命特性に課題を持つ。これま

での検討結果から、劣化現象は定常的に行われ

る Li の脱挿入に伴う結晶構造破壊や不可逆相

への転移といった問題ではなく、固溶体特有の

4.5V 以上で生じる初期充電過程に生じる結晶

構造変化に起因することが示唆されており、〔1〕
我々の研究 Gr. は神奈川大学との共同研究の結

果から、この初回の結晶構造変化によって生じ

るクラック等を段階的充放電前処理により改善

できることを提案してきた。〔2〕しかし、この

処理の効果は初期数サイクルで生じる急激な電

池特性の低下を抑制するのみでなく、長期的な

劣化抑制にも効果を示すことが示唆されてお

り、本実験では、この劣化抑制効果と Ni、Mn
の電子状態及び局所構造が関係するか否か検討

を行った。

2011A5392, 2012A5391 BL16B2

実験
a. 活物質の合成
　固溶体組成は Li[Ni0.17Li0.2Co0.07Mn0.56]O2 とし、

複合炭酸塩法を用いて合成を行った。出発原料

にはニッケル、マンガン、及びコバルトの硫酸

塩を用い、金属塩のモル濃度が 2 M となるよ

う調整し、複合硫酸塩水溶液を作製した。この

水溶液は 0.2 M のアンモニア水により pH7 程

度に調整し、pH を保持しつつ、2 M の炭酸ナ

トリウム水溶液を滴下し沈殿させ、ろ過、乾燥

後、複合炭酸塩を得た。得られた複合炭酸塩を

前駆体とし、炭酸リチウムと混合、その後大気

中 900℃、12 時間焼成することで目的の試料を

得た。

b. 電極作製
　作用極は次のように作製した。電極組成は固

溶体、導電助剤、結着剤を 90:5:5 の比率とし、

各材料を所定量秤量後 NMP 中で分散混合し、

Al 集電箔に塗布することで得た。電極層の重

量は 10 mg/cm2 とし、厚さは 50 µm 程度であっ

た。
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c. In-situ XAS セルの作製
　セルは図 1 に示すような構成で作製した。X
線の透過部に極力セル構成部材が入り込まない

よう考慮し、対極に使用される Cu 箔は X 線の

透過を大きく妨げるため、X 線透過部に穴を空

けた。また、短絡防止のため内包したガラス繊

維ろ紙セパレータにも同様の処理を施した。

Fig. 1 The model of In-situ XAS cell.

Fig. 2 The charge/discharge curves of Li/Li[Ni0.17 
Li0.2Co0.07Mn0.56]O2 cell with pre-treatment and 
without pre-treatment.

d. 充放電評価及び分析条件
　セルの充放電評価は、定電流とし、電圧範囲

2.0 – 4.8 V、電流レートは 0.2 C （1C = 200 mA/g）
で行った。XAS 測定は BL16B2 ライン、Mn 
K 吸収端（6538 eV）、Ni K 吸収端（8332 eV）、

Co K 吸収端（7710 eV）について行った。分光

器には Si（111）モノクロメータ、検出器には

Ar イオンチャンバーを使用し、透過法で行っ

た。測定は 15 min/回で非平衡状態の測定を行っ

た。

結果及び考察
　図 2 は前処理有り、未処理の場合における各

サイクルの充放電曲線である。

　前処理を行った場合、未処理時と比較して、

初期の充放電曲線からの変化は小さいことが分

かる。充放電時の電圧曲線は各金属元素の反応

電位とインターカレーションエネルギーに主に

影響される。今回の測定では、反応電位の変化

に影響を与えるような電子状態の変化がある

か、また、インターカレーションエネルギーに

変化を与える局所構造の変化があるか観察を

行った。図 3 は前処理有りサイクル後と未処理

のサイクル後のセルについて充電過程に生じる

Ni K 吸収端の変化を測定した結果である。各

条件下における Ni K 吸収端のエネルギーシフ

ト量（⊿ E）は前処理時で 4.2 eV、未処理時で

3.9eV であり、前処理有りの方がわずかに大き

い結果となった。未処理時は図 1 からも分かる

ように容量が小さく、Li の離脱量が低下して

いると考えられる。したがって、遷移金属の酸

化還元量も低下すると考えられ、本結果は電池

特性とよく一致する結果であった。

　次に図 4 に各セルにおける充電時の Mn K 吸

収端スペクトルを示す。Mn のスペクトルは充

電に伴って複雑に変化し、メインピークからエ

ネルギーシフト量を見積もることは難しい。

　そこで、我々の研究 Gr. ではプレエッジの

ハーフハイトエナジーの変化量から見積もって

議論を行っている。〔3〕この手法を用いて見

積もった前処理と未処理サイクル後の⊿ E は

それぞれ、0.2 eV （6537.8 eV → 6538.0 eV）、0.4 
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Fig. 4 Mn K-edge XANES spectrum during charge 
of cycled in-situ XAS cell with pre-treatment and 
without pre-treatment.

Fig. 3 Ni K-edge XANES spectrum during charge 
of cycled in-situ XAS cell with pre-treatment and 
without pre-treatment.

eV （6537.5 eV → 6537.9 eV）であった。この結

果は Ni K 吸収端の結果と異なり、未処理時の

方が大きな変化量を示した。固溶体は初期の結

晶構造変化の際、酸素を放出することが報告さ

れているが〔4〕、前処理をすることで、結晶構

造の破壊が抑制されていることから、上記の報

告のような酸素離脱もまた抑制されていると考

えられ、酸素離脱の抑制は Mn4+ の還元を抑制

する。従って、酸素離脱の抑制は Mn の反応量

を下げると考えられる。ここで、今回の Mn の

エネルギーシフト量を見てみると、前処理を

行った場合の方がシフト量は低下しており、前

処理を行うことで酸素離脱が抑制されているこ

とが示唆された。今後は処理直後の結果とも比

較し、サイクル中における酸素の離脱が前処理

を行った場合と未処理の場合で Mn のシフト量

に変化を生じるのか、つまり継続的に酸素の離

脱を生じており、前処理はそれを抑制する効果

も持つのかといった点を明らかにしていく予定

である。

参考文献
[1]  A. Ito, D. Li, Y. Ohsawa,Y. Sato, J. Power 

Sources, 183 (1), 344-346, (2008).
[2] A. Ito, D. Li, Y. Sato, M.Arao, M. Watanabe, 

M.Hatano, H.Horie, Y. Ohsawa, J. Power 
Sources, 195 (2), 567–573, (2010).

[3] A. Ito, Y. Sato, T. Sanada, M. Hatano, H. Horie, Y. 
Ohsawa, J. Power Sources, 196 (16), 6828-6834, 
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[4] A. R. Armstrong, M. Holzapfel, P. Novák, C. S. 
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　C 軸成長した GaInN/GaN 単一量子井戸構造において、In 組成の分布状態と X 線吸収微細構造

（XAFS）信号との関係を報告する。今回、エピ条件の違いにより GaInN 層の In 偏析状態が異なると

考えられる GaInN/GaN 単一量子井戸構造を準備し、BL16B2 ハッチにて蛍光 XAFS 評価を実施した。

結果、XAFS が GaInN 量子井戸における In 偏析評価として有効な手法となる事が分かった。

キーワード：GaInN、In 偏析、XAFS

XAFSによる GaInN単一量子井戸構造の In偏析の評価
Evaluation of the In-fluctuation of the GaInN single quantum well structure by XAFS

平岩　美央里、劉　斐、柴田　聡
Miori Hiraiwa, Fei Liu, Shibata Satoshi

パナソニック株式会社

Panasonic Corporation

背景と研究目的
　In を含むⅢ族窒化物半導体混晶では、非混和

性に伴う In 偏析により励起子の空間的局在が

顕著となる [1], [2]。一般的に、青色発光組成領

域での GaInN 量子井戸では、カソードルミネッ

センス（CL）[3] や近接場光顕微鏡（SNOM）[4]
による微小領域での発光挙動の観察により、励

起子の局在領域は数 10nm 程度と報告されてい

る。青色発光領域での GaInN 量子井戸では In
偏析に伴う励起子局在により非輻射再結合中心

へのキャリア捕獲が抑制されるため、注入キャ

リア密度が低い場合には高効率発光を示す。し

かし、キャリア密度が高くなると、面内で最も

ポテンシャルが小さい領域に局在していたキャ

リアがオーバーフローすることで非輻射再結合

中心へ捕獲される確率が上がると報告されてい

る [5]。そのため、GaInN 量子井戸層の高輝度

化に向けては、GaInN 量子井戸層での In 偏析

によるポテンシャル分布の制御が重要であると

考えられる。

　一方、GaInN のバンドギャップの議論におい

ては In 原子周りの配位状態を考える事も重要

である。特に、GaInN のような In を含むⅢ族

窒化物半導体混晶ではカチオンである In 原子

の共有結合半径が、アニオンである N 原子の

約 2 倍程度大きい事から、GaInN における電子

相互作用の議論には第二近接原子であるカチオ

ン間の相互作用の考慮が必要であると考えられ

ている [6]。 
　In 偏析を生じている GaInN 量子井戸層にお

いて、高輝度発光メカニズム解明に向けては、

CL や SNOM による局在ポテンシャル分布状態

に加え、直接的に In 偏析状態を知るため、局

在領域での In 原子の配位状態を知ることが重

要であると考えられる。一般的に、GaInN にお

いて In 原子周りの配位状態の評価には X 線吸

収微細構造（XAFS）が用いられ、In 組成の増

加に伴う In-In の配位数の増加が報告されてい

る [7]。そこで今回、GaInN 量子井戸における

In 偏析状態の評価として XAFS の有効性を確

認すべく実験を行った。

実験
　蛍光 XAFS 測定は BL16B2 ハッチで実施し

た。X 線は <11-20> 方向から試料表面に対して

約 2°傾斜させて入射し、In の K 吸収端を評

価した。CL 測定は、日本電子製走査電子顕微

鏡（Scanning Electoron microscopy:SEM）JSM-
6500F に Jobin-Yvon 社 製 Triax-320 MP-32M- 
IMIP を組み合わせて実施した。加速電圧は 5k
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　また、CL スペクトルのマッピング評価よ

り、Sample2 では測定領域内に大きく発光波長

の異なる 2 つの領域が存在している事が分かっ

た。Fig. 2 に、Sample2 の各点のスペクトルか

ら 460nm ～ 480nm と 500nm ～ 520nm の波長

領域の積分強度をそれぞれ抽出し、マッピング

した結果を示す。Sample2 では、測定領域の左

側と右側では発光波長が分かれており、その差

は約 40nm である事が分かった。CL の発光波

長の差を In 組成によるものと考えると、ベガー

ド則から算出される In 組成は２つの領域で約

0.05 異なる事となる。

　Fig. 3 は蛍光 XAFS 測定により得られた In 原

子の周りの動径構造関数である。GaInN では、

第 1 配位圏には In-N のピークが、第 2 配位圏

には In-Ga と In-In のピークが重なったピーク

が現れる。2 つのサンプル間で最も特徴的な違

いは、Sample 1 では In-N に関するピークが１

つしか出現していないことに対し、Sample 2 で

は 2 つのピークが出現している事である。これ

は、Sample 2 において In-N の原子間距離が大

きく異なる 2 つの領域が存在する事を示唆して

いる。

　また、過去の報告 [7] より GaInN 厚膜の

XAFS 評価では In 組成増加に対する In-In 配位

Ｖ、照射電流値は 250pA である。試料ステー

ジ温度は 16 K とした。XRD 測定はリガク製

ATX-G で実施した。使用した X 線源は CuKα

（1.5418 Å =8.04 keV）である．光学系としては，

チャンネルカットモノクロメータの Ge（220）
の 4 結晶を用いた。

　今回 In 偏析評価用に準備した試料は、c 面

GaN 基板上に有機金属気相成長法（MOCVD）

で作製した 2 種類の GaInN 単一量子井戸構造

ある。GaInN 量子井戸構造の膜構成はどちらも

GaN/GaInN/GaN/GaN-substrate とした。試料間

では GaInN 層での In 偏析状態を変化させるた

め、MOCVD 成長条件を変更した。

結果および考察
　準備した 2 試料（Sample 1、Sample 2）の実

際の膜構造を確認するため、まずは XRD の 2
θ/ωスキャンを行った。得られたロッキング

カーブをフィッティング解析した結果を Table 
1 に示す。なお、準備した 2 試料間の GaInN 層

での In 組成の差は 0.01 程度と極めて小さいも

のであった。

Sample layer Thickness 
[nm]

In 
composition 

Sample1

GaN 9.69 ―

GaInN 3.51 0.102
GaN 2500 ―

GaN-sub ― ―

Sample2

GaN 11.24 ―

GaInN 4.62 0.091
GaN 2500 ―

GaN-sub ― ―

　次に、GaInN 量子井戸面内での励起子局在ポ

テンシャルの分布状態を確認するため、CL ス

ペクトルの局所マッピング測定を行った。測定

は 12µm × 12µm の領域に対し、約 150nm 間

隔でスペクトルを検出した。Fig. １に各点で得

られたスペクトルの積分強度の 2 次元マッピン

グを示す。どちらの試料においても、測定領域

面内での発光強度が揺らいでいる様子が確認で

きた。このマップは、局在ポテンシャルの面内

分布を表している。

Table 1. Fitting results of XRD 2θ/ω rocking curves

Fig. 1 CL integral intensity maps of (a)Sample 
1,and(b)Sample 2

Fig. 2. CL partitial integral intensity maps of Sample 
2.(a)460nm~480nm,(b)500nm~520nm
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Fig. 3. Radial structural function around In atom

数の増加が確認されている。そこで、In 偏析

を GaInN 量子井戸面内での In-In ペアの増加と

仮定するならば、In 偏析が大きいほど In-In の

配位数が増加することになる。

　しかし、本実験において最も特徴的な結果と

して現れたのは In-N の信号であった。Sample 
2 において In-N のピークが 2 つ出現した理由

として、GaInN 量子井戸層の相分離が考えられ

る。XRD のスペクトルフィッティングからは

2 試料間で In 組成は平均的に 0.01 異なる事し

か分かっていない。これに対し、CL スペクト

ルの局所マッピングより、Sample 2 では GaInN
層において、局所的に大きく、相分離が発生し

ている可能性があることが分かった。この CL
発光波長の違いを In 組成として換算すると、

Sample 2 では面内で In 組成が約 0.5 異なる領

域が相分離して存在する事となる。

　以上の結果より、XAFS 評価を用いる事で、

GaInN 量子井戸面内で局所的な In 組成分布を、

In-N 原子間距離の変化として検出できる可能

性があることがわかった。

今後の課題
　GaInN 量子井戸を用いた高輝度発光素子の

実現に向けて、同じ In 組成領域の GaInN 量子

井戸の In 偏析と励起子発光挙動を明確化する

必要がある。そのためには、CL や SNOM 等に

よる局在ポテンシャル評価のみならず、XAFS
による直接的な In 周りの配位状態の評価が必

要不可欠である。今後、同じ In 組成領域での

GaInN 量子井戸層に対する XAFS 測定を積み重

ねる事で、GaInN 量子井戸層での In-N、In-Ga、
In-In 各信号の原子間距離、配位数と In 偏析状

態との関係を明らかにしていけると考える。
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SR-XRDによる GaInN単一量子井戸構造の評価
 Evaluation of the GaInN single quantum well structure by SR-XRD

平岩　美央里、 劉　斐、 柴田　聡
Miori Hiraiwa, Fei Liu, Shibata Satoshi 

パナソニック株式会社

Panasonic Corporation

　C 軸成長した GaInN/GaN 単一量子井戸構造において、GaInN 量子井戸層の堆積によって結晶構造

に与える影響を調査するため、SR-XRD（Synchrotron radiation X-ray diffraction）評価を検討した。今

回は、GaInN 単一量子井戸構造のエピタキシャル成長において、GaInN 堆積による格子定数の変化

の有無を調べるため、GaN 基板上に GaN エピタキシャル層のみを成長したものと、その上に GaInN
層を堆積したGaInN単一量子井戸構造を準備し、BL16XUハッチにて SR-XRD評価を実施した。結果、

SR-XRD より、GaN 上 GaInN のへテロエピタキシャル成長過程において、局所的な格子定数の分布

が大きくなる可能性を見出した。

キーワード：GaInN、SR-XRD、格子定数

背景と研究目的
　In を含むⅢ族窒化物半導体混晶では、非混和

性に伴う In 偏析により励起子の空間的局在が

顕著となる [1], [2]。一般的に、青色発光組成領

域での GaInN 量子井戸では、カソードルミネッ

センス（CL）[3] や近接場光顕微鏡（SNOM）[4]
による微小領域での発光挙動の観察により、励

起子の局在領域は数 10 nm 程度と報告されてい

る。青色発光領域での GaInN 量子井戸では In
偏析に伴う励起子局在により非輻射再結合中心

へのキャリア捕獲が抑制されるため、注入キャ

リア密度が低い場合には高効率発光を示す。し

かし、キャリア密度が高くなると、面内で最も

ポテンシャルが小さい領域に局在していたキャ

リアがオーバーフローすることで非輻射再結合

中心へ捕獲される確率が上がると報告されてい

る [5]。そのため、GaInN 量子井戸層の高輝度

化に向けては、GaInN 量子井戸層での In 偏析

によるポテンシャル分布の制御が重要であると

考えられる。

　GaInN/GaN のヘテロエピ成長において、In
偏析を生じる要因としては、エピタキシャル成

2011B5420, 2012A5420 BL16XU

長時の成長条件や下地 GaN 結晶の結晶状態 [6]
が考えられる。そこで本稿では、これらエピ成

長条件と In 偏析との関係を明らかにするため

の 1 手法として、SR-XRD による結晶構造評価

を検討した。まず今回は、GaN 基板上に GaN
エピタキシャル層のみ成長した GaN/GaN-sub
構造とさらにその上に GaInN 単一量子井戸構

造を成長したもので比較を実施した。

実験
　SR-XRD 測定は BL16XU ハッチで実施した。

X 線エネルギーは 10 keV である。測定は Berg-
Barrett 配置で、0002 回折と 10-10 回折を評価

した。なお、試料表面と垂直な面である（10-10）
面の測定は、試料表面に対して X 線を 0.3°の

角度で入射して行った。

　今回準備した試料は、c 面 GaN 基板上に有機

金属気相成長法（MOCVD）を用いて GaN エピ層

のみを成長したもの、さらにその上に GaInN 単

一量子井戸構造を成長したものである。準備した

量子井戸構造の各層の膜厚は GaN（約 10 nm）/
GaInN（数 nm）/GaN（数 µm）/ GaN-sub である。
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結果および考察
　Fig. 1 に、c 面 GaN 基板上に GaN エピ層の

みを成長した GaN/GaN-sub 構造、GaInN 量子

井戸構造を示す。

　Fig. 2 （a）は成長面である c 面と平行な（0002）
面からの回折パターンである。赤線で示す

GaInN 層成長前の GaN/GaN-sub 構造では約

27.68 deg を中心にほぼ連続的な 2θの分布が見

られる。これに対して、青線で示す GaInN 層

を成長した GaInN 単一量子井戸構造では、複

数のピークが重なったような不連続な 2θの分

布が見られた。最もピーク強度が強い高角側

のピークの 2θは約 27.69deg であり、赤線で示

Fig.1　Sample structure of (a)GaN/GaN-sub,and (b)
GaInN-SQW

Fig.2　2θ/ω rocking curves by SR-XRD of
(a)0002 difraction, and(b)10-10 difraction

　次に Fig. 2 にそれぞれの試料から得られた

SR-XRD の 2θ/ωスキャン結果を示す。

す GaN/GaN-sub 構造と比べて約 0.01 度大きく

なっている。次に、Fig. 2（b）に示した（10-10）
面からの回折パターンについて議論する。（10-
10）面では、GaN/GaN-sub 構造でも 25.96 deg 付

近を中心に 2θの不連続な分布が確認できる。

対して、青線で示す GaInN 単一量子井戸構造

では、GaN/GaN-sub 構造に比べ 2θの分布が全

体的に低角側に現れ、かつメインとなるピーク

が２つ出現した。それぞれの 2θの値はそれぞ

れ約 25.92deg、約 25.94deg であり、2 つのピー

クは約 0.02deg 離れている。

　C 面 GaInN 単一量子構造において、GaInN
層が下地の GaN に擬似格子整合（pseudomor 
-phic）してエピタキシャル成長していると言

われており、成長面内に結晶軸を持つ（10-10）
面の格子定数は下地 GaN と GaInN で同じにな

るため、2θが同じ値を示すはずである。対し

て、（0001）面の格子定数は、成長面内での擬

似格子整合によって発生する成長面内での圧縮

歪みの影響で大きくなるため、2θは低角側に

シフトする事が予想される。しかし、 （10-10）
面から得られる 2θのプロファイルは GaInN 成

長前の GaN/GaN-sub 構造と GaInN 量子井戸構

造では大きく異なった。どちらの試料において

も、2θは非連続な分布を持っていることから、

測定領域内で局所的に（10-10）面の格子定数

が異なる複数の領域が混在している可能性が

ある。また、GaInN 量子井戸構造では、GaN/
GaN-sub 構造に比べ、信号が得られる 2θの範

囲が広く、またピーク間の 2θの間隔が広い。

　2 つの試料間の明確な違いは、数 nm の

GaInN 層を堆積したか否かである。それにも関

わらず、SR-XRD 評価により捉える事ができた

顕著な違いは、GaInN のヘテロエピタキシャル

成長過程において局所的な格子定数の分布が大

きくなったためであると考えられる。

今後の課題
　GaInN 量子井戸を用いた高輝度発光素子に有

効活用していくためには、同じ In 組成領域に

おいて、In 偏析と励起子発光挙動を明確化す

る必要がある。そのためには、CL や SNOM 等

による局在ポテンシャル評価に加え、In 偏析

を発生させると考えられる局所的な格子定数分
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布の評価として SR-XRD が有効となる可能性

がある。今後、SR-XRD による局所的な格子定

数分布を用い、In 偏析と格子定数分布との関

係を明らかにするべく、検討を進めていきたい。

謝辞
　本検討を進めるにあたり、SR-XRD 評価を始

め放射光測定に関して多くのご指導を賜りまし

た弊社デバイス社 大塚俊宏様、柴田保様に心

より感謝申し上げます。

参考文献
[1] S.Chichibu,T. Sota,K.Wada,and S.Nakamura, 

J.Vac.Sci.Tech,B16,2204 (1998)
[2] S.Chichibu,A.Uedono at.el.,nature material, 

vol.5,810 (2006) 
[3] S.Chichibu,K.Wada,and S.Nakamura, Appl.

Phys.lett.71,2346 (1997)
[4] 金田昭男、船戸充、川上養一、成川幸男、

向井孝志、O plus E,vol.27,No.27 (2005)
[5] 橋谷亨、金田昭男、船戸充、川上養一、IEICE 

technical Report,ED2009-136,CPM2009-110, 
LQE2009-11 5 (2009-11)

[6] S.F.Chichibu,M.Kagaya,at.el.Semicind.Sci.
Technol.27 (2012) 024008

78

SUNBEAM Annual Report with Research Results, Part 2, Vol.2 (2012) 

79



2011B5121,2012A5121 BL16XU

　電池内部の Li 分布に関し、予め電極面内に Li 量分布がある電極を作成した場合、電位勾配を駆

動力として、電極面内で Li 拡散が起こり、Li 量分布の均一化が起きることが報告されている。我々

は面内ではなく、深さ方向分布の負荷分布を評価するために、同傾向の実験を行った。その結果、

充電状態の異なる電極を接触させるだけでは Li イオンの固体内拡散はほとんど見られなかったのに

対し、同状態で電解液を注入すると意図的に電圧をかけなくても、電位緩和が生じることがわかった。

局部的に生じた電位勾配によって Li イオンの拡散が起こったと考えられる。

キーワード：リチウム二次電池、正極、X 線吸収微細構造、X 線マイクロビーム、蛍光 X 線

Liイオン電池正極材料のマイクロ XAFS解析
Micro XAFS Study on the Cathode Material for Lithium-ion Batteries

岡野　哲之１、 神前　隆 1

Tetsuyuki Okano1, Takashi Kouzaki1

１パナソニック株式会社 
　1Panasonic Corporation

背景と研究目的
　リチウム二次電池は、従来の携帯電話・ノー

ト PC 等のモバイル用途から車載・家庭蓄電用

途への使用拡大にともなって、環境・エネルギー

事業のキーデバイスとして注目されている。従

来に比べ、要求されるエネルギー量は大幅に増

大しており、寿命も数年レベルから 10 年レベ

ルと長くなるとともに、室内から屋外でも使用

されるなど、高エネルギー・パワー密度化、長

寿命化、高温・低温動作特性、高安全性等の性

能向上が求められている。

　特に、車載用途リチウム二次電池においては、

サイクル寿命と低抵抗な動作特性（低温／高速）

の確保が大きな課題である。例えば、高速充放

電を繰り返すことにより、正極極板内に過負荷

部分が発生して容量劣化の加速が起こると考え

られている。そして、その解析および対策を講

じるためには、極板内の反応分布を評価するこ

とが極めて重要である。

　一般的に実用化されているリチウム二次電池

の極板膜厚が数 10 ～ 100µm 程度であるため、

深さ方向の反応分布を解析するためには、µm
レベルでの評価技術が必要である。近年、高輝

度かつ微小な光源を持つ放射光施設を利用する

ことで極板深さ方向の分布解析が可能となって

きている。

　高レート充放電条件において、極板深さ方向

に Li 分布が発生していることが山重らによっ

て報告されている [1]。また、鳥前らは電池内

部の Li 分布を理解するため、予め電極面内に

Li 量分布がある電極を作成し、電位勾配を駆

動力として、電極面内で Li 拡散が起こり、Li
量分布の均一化が起きることを実験的に明らか

にしている [2]。我々は面内ではなく、深さ方

向分布の負荷分布を評価するために、充電深度

の異なる層を積層した電極を作製し、同傾向の

実験を行った。

実験
　LiNiO2 系材料を正極電極にしたセル電池を

作製し、電位が 4.2 V になるまで充電したも

のを分解・洗浄し、正極材料のみを取り出し

た。この充電状態の正極材料（第 1 層）を Al
集電体の上に塗布した後、放電状態で同様に取

り出した正極材料（第 2 層）をその上に塗布

し、2 層構造の正極電極を作製した。この 2 層
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　Fig. 2 に、2 層電極の Ni_K 吸収端 X 線吸収

スペクトルを示す。Fig. 2 （a）に示す様に、ド

ライ雰囲気で保管した電極では、表面側（放電

層）と Al 集電体側（充電層）の正極で吸収端

近傍の XANES スペクトルに違いが見られたの

に対し、Fig. 2 （b）に示す様に、電解液に浸漬

した電極では、表面側と集電体側の XANES ス

ペクトルがほぼ一致し、顕著な差は認められな

かった。このことは、電解液に浸漬したのみで

2 層間での電位緩和が起きたと考えられる。

　その結果、充電状態の異なる電極を接触させ

るだけでは Li イオンの固体内拡散はほとんど

見られなかったのに対し、同状態で電解液に浸

漬すると意図的に電圧をかけなくても、電位緩

和が生じることがわかった。局部的に生じた電

位勾配によって Li イオンの拡散が起こったこ

とを示していると考えられる。

正極電極を作製直後から、ドライ環境雰囲気

で 2 日間保管したものと、電解液に 2 日間浸

漬させたものを準備し、それぞれを Ar イオン

スパッタ法で電極の断面を出したものを測定

試料とした。測定は、SPring-8 BL16XU におい

て、Kirkpatrick-Baez 配置の楕円筒ミラーで集

光した 0.3µm × 0.5µm の X 線マイクロビーム

で行った。蛍光 X 線の検出にはシリコンドリ

フト検出器を用いた。充電深度（SOC：State of 
Charge）が 0％、60% および 100% の単層の正

極電極を準備し、Ni の価数と XANES 形状に

相関があることをあらかじめ確認した後、Ni-K
線での蛍光XAFS法で充電深度（Niの価数評価）

を測定した。今回は、試料の薄片化をせず、試

料作製が比較的容易な片側断面試料で測定を試

みたため蛍光 XAFS 法を採用した。蛍光 XAFS
法は蛍光 X 線を利用するもので、スペクトル

が歪みやすい欠点があるものの、透過法に比べ

高感度で測定できる利点がある [3]。

結果および考察
　Fig. 1 に、充電深度（SOC）が 0%、60%、お

よび 100% の単層正極電極をマイクロビーム蛍

光 XAFS 法で測定した Ni-K 吸収端 X 線吸収

スペクトルを示す。充電深度が高くなるにつ

れ、8335 eV ～ 8340 eV 間の X 線吸収係数が低

下している傾向が見られ、マイクロビーム蛍光

XAFS 法でも充電深度と XANES スペクトル形

状に相関があることを確認できた。

Fig. 1 Ni K-edge XANES spectra of  the LiNiO2-
based single-layer cathode material for Lithium-ion 
rechargeable batteries.

Fig. 2  Ni K-edge XANES spectra of the double-
layer cathode material for Lithium-ion rechargeable 
batteries. (a) After keeping in dry air for 2 days (b) 
After keeping in electrolytic solution for 2 days
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　電位緩和が起こるためには Li イオンの拡散

が不可欠である。充電状態が異なる（＝電位が

異なる）材料が隣接しただけでは電位勾配が生

じず、固体間の濃度勾配による Li イオン拡散

が主となるため、常温で 2 日間という条件では、

その拡散が充分に起こらなかったものと考えら

れる。一方、電解液に浸漬すると、局部的に閉

回路が生じることで 2 種類の材料間で電位勾配

が生じ、その駆動力で Li イオンが拡散したと

考えられる。以上より、正極の深さ方向の分極

電位緩和を見るためには、マイクロビームによ

る蛍光 XAFS 法が有効な手法の一つであるこ

とが分かった。

今後の課題
　電極断面における測定箇所を判断する上で、

マイクロビームを 2 次元的に走査させて得られ

る蛍光X線強度分布像を利用している。しかし、

取得した蛍光 X 線強度分布による極板の粒子

形状と同一箇所を SEM で撮影した粒子形状が

完全に一致しなかった。蛍光 X 線と二次電子

の情報深さの違いが原因と推察できるが、測定

対象粒子を確実に特定するためには、何らかの

目印を設ける必要があると思われる。
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　酸素放出に伴う構造変化を調べるため、酸

素放出が生じる 900℃で再焼成した場合としな

かった場合の LiNi0.9Co0.1O2 の結晶構造を比較し

た。Figure 2 に LiNi0.9Co0.1O2 および 900℃で再

焼成した LiNi0.9Co0.1O2 の X 線回折図形を示す。

リチウムイオン電池材料 LiNi0.9Co0.1O2のサイクル劣化解析
Capacity fading mechanisms of LiNi0.9Co0.1O2 positive-electrode material 

for Li-ion batteries

河野　聡 1、山田　将之 1、南部　英 2、上田　和浩 2

Satoshi Kono1, Masayuki Yamada1, Akira Nambu2, Kazuhiro Ueda2

1 日立マクセルエナジー株式会社、2 株式会社日立製作所中央研究所 
1Hitachi Maxell Energy, Ltd., 2Central Research Lab. Hitachi, Ltd.

　リチウムイオン電池用の高容量正極材料 LiNi0.9Co0.1O2 は、構造安定性が低いためサイクル特性な

どに課題がある。劣化メカニズムを調べるため、LiNi0.9Co0.1O2 の結晶構造と電気化学特性の関係性を

明確にした後、サイクル前後で電極の XAFS 測定を行った。その結果、サイクル後の LiNi0.9Co0.1O2

粒子表面は Ni イオンが低酸化状態になっていることが確認された。低酸化状態の Ni が Li の挿入脱

離を阻害したため、サイクル後に容量低下を引き起こしたと考えられる。

キーワード：リチウムイオン電池、正極材料、XAFS

1．  LiNi0.9Co0.1O2 の結晶構造と電気化学特性の
関係性

　Figure 1 に LiNi0.9Co0.1O2 の熱重量測定結果を

示す。昇温過程では、LiNi0.9Co0.1O2 は 800℃付

近から急激な重量減少を示した。この重量減少

は LiNi0.9Co0.1O2 からの酸素放出によることが知

られている [1]。降温過程では、重量は増加す

るものの初期の重量までは戻らなかった。この

ことから、LiNi0.9Co0.1O2 は 800℃付近から酸素

放出に伴う不可逆な構造変化が生じていること

が分かった。

2010A5400, 2010B5400, 2011A5400, 2011B5400 BL16B2

Fig. 1 Thermo-gravimetric curve of LiNi0.9Co0.1O2. Heating 
and cooling rates are 10℃ /min. An air flow rate is 150 ml/min.

Fig. 2 XRD patterns of (a) LiNi0.9Co0.1O2 and (b) 
LiNi0.9Co0.1O2 annealed at 900℃ .

　再焼成した LiNi0.9Co0.1O2 において、a 軸の伸

長、c 軸の縮小、および c/a 値の低下が見られた。

このことは、再焼成により層状構造から岩塩構

造に近い構造に変化していることを示唆してい

る [2]。さらに、（003）と（104）の回折線の積
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Fig. 4   Schematic illustration of the crystal structure 
of LiNi0.9Co0.1O2 annealed at 900℃ .

F i g . 3  N i  K - e d g e  X A N E S  s p e c t r a  o f  ( a ) 
LiNi0.9Co0.1O2 and (b) LiNi0.9Co0.1O2 annealed at 
900℃ .

F ig .5  Charge  and  d ischarge  curves  of  (a ) 
LiNi0.9Co0.1O2 and (b) LiNi0.9Co0.1O2 annealed at 
900℃ .

分強度比（I（003）/I（104）） が低下していることから、

3a サイトの Ni イオンと 3b サイトの Li イオン

のカチオンミキシング量が増加していることが

確認された。

　Figure 3 に LiNi0.9Co0.1O2 および 900℃で再焼成

した LiNi0.9Co0.1O2 の Ni-K 吸収端の XANES スペ

クトルを示す。再焼成することで、吸収端が低エ

ネルギー側にシフトすることが分かった。これ

は、再焼成によって LiNi0.9Co0.1O2 中の Ni 酸化数

が低下したことを示しており、通常 3 価で存在す

る Ni イオンの一部に 2 価の Ni イオンが混在した

ことを示唆している。

　以上の結果より、Fig. 4 に示すような構造変

化モデルを図示することができる。酸素放出に

よって Li 塩が生成し [1]、それと同時に Li サ
イトに Ni イオンが移動する。移動した Ni イオ

ンは Li イオンと比較的イオン半径が近い 2 価

の Ni イオンであると考えられる。このように

して Li サイトに移動した Ni イオンが充放電時

の Li イオンの移動を阻害 [3] するため、電気

化学特性に悪影響を及ぼしたと推察される。

　LiNi0.9Co0.1O2 お よ び 900 ℃ で 再 焼 成 し た

LiNi0.9Co0.1O2 を正極に、Li を対極に用いたモデ

ルセルの初回充放電曲線を Fig.  5 に示す。電位

範囲は 2.5 から 4.3 V vs. Li/Li+ とし、電流密度

は 0.25 mA/cm2 として測定した。LiNi0.9Co0.1O2

を 900℃で再焼成することで、充放電容量と初

回充放電効率が低下した。

　また、4.2V 付近に見られる電位平坦部が消

失することも分かった。Li サイトに Ni イオン

が存在することで、充放電中に Li イオンの規

則配列を形成することが困難になったため、電

位平坦部が消失したと考えられる。以上のこと

から、構造変化は電気化学特性を悪化させる直

接的な要因になると考えられる。

2．LiNi0.9Co0.1O2 のサイクル劣化機構
　上述したような構造変化がサイクル試験に

よって起こっていることを確認するため、サイ

クル前後の電極について分析を行った。サイク

ル後に容量が低下した LiNi0.9Co0.1O2 を実電池か

ら取出し、DEC で洗浄後、対極に Li を用いたモ

デルセルで容量確認を行った。その後、2.5V vs. 
Li/Li+ まで放電した電極をサイクル後の電極と

して分析した。サイクル前の電極も同様に放電

した状態で分析した。Figure 6 にサイクル前後の

LiNi0.9Co0.1O2 を正極に、Li を対極に用いたモデル

セルの充放電曲線を示す。サイクルにより分極が

大きくなり、充放電容量が減少していることが分

かる。Figure 6 は正極以外のすべての部材を新し

くしたモデルセルの充放電結果であるので、容量
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Fig. 7 XRD patterns of (a) LiNi0.9Co0.1O2 before 
cycle test and (b) LiNi0.9Co0.1O2 after cycle test.

Fig. 6 Charge and discharge curves of (a) LiNi0.9Co0.1O2 
before cycle test and (b) LiNi0.9Co0.1O2 after cycle test.

Fig. 8 Ni K-edge XANES spectra of (a) LiNi0.9Co0.1O2 
before cycle test and (b) LiNi0.9Co0.1O2 after cycle 
test.

低下は正極の劣化が主要因であるといえる。

　ICP により、サイクル前後の電極の組成分析を

行った。初期の電極は Li1.02Ni0.9Co0.1O2 であったの

に対し、 サイクル後では Li0.63Ni0.9Co0.1O2 となって

いた。サイクル後の正極材料は Li イオンを受け

入れることが困難となっていた。サイクル前後の

電極の X 線回折図形を Fig. 7 に示す。サイクル

後に不純物相にあたる回折線は観測されなかっ

た。また、回折線の半値幅の増大や I（003）/I（104）
の低下も起こっていないことが確認でき、 X 線回

折図形からは大きな構造変化は見られなかった。

したがって、 バルクに対して平均的な結晶構造の

変化は起こっていないといえる。

　粒子表面（～ 100 nm）の情報を得ることが

できる転換電子収量法を用いた XAFS 測定を

行った。得られた Ni-K 吸収端の XANES スペ

クトルを Fig. 8 に示す。サイクル後の吸収端

がサイクル前に比べ低エネルギー側にシフト

することが分かった。サイクル後の粒子表面

において、低価数の Ni イオン（2 価の Ni イオ

ン）が生成したと考えられる。ICP による組成

分析では、サイクル劣化後に Li が欠損した状

態（Li0.63Ni0.9Co0.1O2）となっていたので、Ni は
高酸化状態になっているはずである。しかしな

がら、XAFS 測定の結果では、粒子表面におい

て Ni は低酸化状態になっていた。以上の結果

より、サイクル試験によって前述したようなカ

チオンミキシングに起因する構造変化が粒子表

面近傍で起こっていると推測される。この構造

変化による可逆性の低下がサイクル特性に悪影

響を及ぼす一因となっていると考えられる。
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2009B5100, 2010A5100, 2011B5100 BL16XU

　微細加工した Nd-Fe-B/Ta 薄膜積層体磁石の磁気特性を計測することを目的として、電磁石にて±

2.3T の外部磁場が印加可能な走査透過 X 線磁気顕微鏡を開発し、薄膜磁石の ESMH マップ測定をし

た。その結果、FIB 加工で作製した 4µm のマイクロ磁石においても、薄膜磁石として同等の磁気特

性を有すること、マイクロ磁石周辺部は加工ダメージの影響等により、磁化反転領域が発生するが、

マイクロ磁石内部への磁壁移動が阻害されていること、多層薄膜の隣接層が静磁的に強くカップリ

ングしていることが分かった。

キーワード：XMCD、Nd-Fe-B、マイクロビーム 薄膜磁石

硬 X線磁気顕微鏡による Nd-Fe-B/Ta薄膜積層体の観察
 Hard x-ray magnetic-circular dichroism microscope imaging of Nd-Fe-B/Ta 

multilayered films

上田　和浩 1、 南部　英 1、 米山　明男 1、 上原　稔 2

Kazuhiro Ueda1, Akira Nambu1, Akio Yoneyama1, Minoru Uehara2

1 株式会社日立製作所 中央研究所、2 日立金属株式会社 磁性材料研究所 
　1Central Research Lab. Hitachi, Ltd., 2Magnetic Materials Research Lab. Hitachi Metal, Ltd.

1．はじめに
　電子機器、デバイスの小型化高集積化が進む

中で、そこに用いられる永久磁石にも実用的

な薄膜の開発が望まれている。これまでも Nd-
Fe-B 系スパッタ膜を用いたマイクロモーター

の試作例 [1] や、薄膜永久磁石を用いた MEMS
（Micro-Electro Mechanical System）の提案 [2] が
なされている。このような薄膜永久磁石は、微

小に加工された磁石体積を補う高い磁気特性が

要求される。

　筆者らは、Nd-Fe-B/Ta 多層膜をマグネトロ

ンスパッタによって製作し、垂直磁化膜が得ら

れると伴に、単層膜より永久磁石特性が改善さ

れ、Nd-Fe-B 焼結磁石に比肩する垂直磁化膜を

開発した [3]。この多層 Nd-Fe-B/Ta 垂直磁化膜

を微細加工した場合の磁気特性を得ることは、

本材料を MEMS デバイス等に応用する上で重

要である。

　微小領域の磁化測定をする方法として、走査

型 X 線顕微鏡（Scanning X-ray Microscope）に

よる X 線磁気円 2 色性（X-ray magnetic -circular 
dichroism: XMCD）測定がある。XMCD は試料

を構成する個々の元素の磁性に関する情報を与

える分光法である。Photon in–Photon out の性質

から、外部磁場に影響されることなく、X 線の

照射領域の磁気情報だけが測定できるため、入

射 X 線を絞り込むことで、微小領域の磁気情

報を得ることが可能となる。この顕微鏡を、こ

こでは X 線磁気顕微鏡と呼ぶ。

　 本 稿 で は、 走 査 型 透 過 X 線 磁 気 顕 微

鏡（Scanning Transmission X-ray Microscope: 
SXTM）を用い、微細加工した多層 Nd-Fe-B/Ta
垂直磁化膜の XMCD 測定した結果を報告する。

2．実験
　磁気吸収スペクトルと減磁曲線、磁化分布像

を測定する試料として、アモルファスカーボン

基板（8mm x 5mm t=0.2mm）上に Ta（10nm） /
Nd-Fe-B（200nm）を 10 回繰り返し積層した

後、酸化防止膜として Ta を 40nm 積層した試

料を準備した。成膜した Nd-Be-B 多層薄膜は

実効的な膜厚が 2µm の垂直磁化膜である。図

1（a）は成膜試料の VSM（Vibrating Sample 
Magnetometer）測定の結果である。また、試料
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3．結果と考察
　最初に多層 Nd-Fe-B/Ta 垂直磁化膜試料の

FIB 未加工部分の元素識別磁気ヒステリシス

（Elements Selective Magnetic Hysteresis: ESMH）

を Nd-L2 端の HXMCD を透過法により測定し

た。その結果を図 2 に示す。細線は VSM で測

定した± 2T のマイナーループの磁気ヒステリ

シスである。Nd-L2 端の ESMH 測定結果を太線

で右軸に示した。ESMH 測定の結果が± 2T の

マイナーループと良く一致していることが分か

る。この結果は、Nd-L2 端の透過 XMCD 測定

による薄膜 Nd-Fe-B 層 10 層の平均値として得

た磁気特性と多層 Nd-Fe-B/Ta 垂直磁化膜の試

料全体の磁気特性との間に良い相関があること

を示している。

の中央部分を FIB（Focused Ion Beam）加工し

図 1（b）に示すパターンを形成し、１辺 4µm
の角柱（i）と 4µmö の円柱（ii）のマイクロ磁

石を、それぞれ３個製作した。

　実験は、SPring-8 BL16XU に構築した硬Ｘ線

磁気顕微鏡システム [4] に± 2.3T の外部磁場を

入射 X 線と平行な方向に印加可能な電磁石を

設置して行った。測定に用いた X 線のエネル

ギーは Nd-L2 の XAFS と XMCD から 6.712keV
とし、Kirkpatrick-Baez 配置の楕円筒ミラーに

より、試料位置に集光した。このときの集光

サイズは半値幅で縦 0.6 µm x 横 1.3 µm であり、

マッピング測定は 1µm/pixel とした。XMCD は

ダイヤモンド透過型 X 線位相子により左右回

り円偏光を 22Hz で切り替え、試料透過法によ

る円偏光変調法 [5] で測定した。 FIG. 2. Magnetic hysteresis minor loops in -2T to 
+2T of the specimen by VSM. Elements selective 
magnetic hysteresis (ESMH) curve shows in thick 
solid line on the MH loops in right axis by an 
arbitrary unit.

FIG. 1. (a) Magnetic hysteresis (MH) loops of the 
specimen by VSM. The thin solid line indicates the 
MH loop of normal of sample plane (easy axis), and 
broken line shows in-plane one (difficult axis). (b) 
Schematic drawing of digging area for sample. The 
image shows six micro magnets of the square prism 
(i) and the cylinder (ii).

　次に FIB 加工した領域の ESMH マップを測

定した。その結果を図 3 に示す。図 3（a）は

SXTM 像である。マイクロ磁石の四角柱（i）
と円柱（ii）がなんとか区別できる分解能であ

ることが分かる。図３を計測した外部磁場は、

それぞれ（a） +2.0T, （b） +0.2T, （c） ± 0.0T, （d） 
− 0.3T, （e） − 1.0T, （f） − 1.5T, （g） − 2.0T である。

これらもまた、 Nd-Fe-B/Ta 薄膜積層体の膜厚方

向の平均値である。

　図 3 が示すように未加工領域の端部には磁

化反転部分が見られないが、マイクロ磁石端

部には磁化反転領域が見られる。そこで±２T
の測定結果の未加工領域の端面を用いて X 方

向の XMCD の分解評価をした結果、FWHM で

1.26~1.74µm となった。この結果は、加工端面

の傾斜を考慮すればビームサイズと同程度の分

解能が得られていると考えられる。

　図 3 の未加工部分は、外部磁場が（e） − 1.0T
において、XMCD 強度がほぼ０（白色）となっ

ている。また前後の外部磁場でも膜全体が徐々

に減磁されており、図 2 のヒステリシス測定結

果と同じ状態がマッピングされている。また、

マイクロ磁石の中央部分は、未加工部分同様の

挙動を示している。これらの結果は磁区構造が
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FIG. 3. (a) The transmission x-ray micrograph was taking of digging area for sample. The image shows six 
micro magnets of the square prism and the cylinder. (b)~(g) The maps were element selective magnetic images 
under the applied magnetic field of +2T, ± 0T, –0.2T, –1T, –1.5T and –2T. The indicated value on the color bar 
is valid for XMCD only.

本測定の分解能より細かい、または積層膜内の

一部で磁化反転が起こっている可能性を示して

いる。試料の Nd-Fe-B 結晶の大きさは 100nm
程度 [3] であるため、磁区反転構造が結晶粒と

同程度の大きさで起こる場合、本測定の分解能

では磁区構造を観察することができない。

　そこで、マイクロ磁石の中心にX線を止めて、

マイクロ磁石の EMSH を Nd-L2 端の HXMCD
により測定した。その結果を図 4 に示す。黒線

は未加工領域、赤線が角柱、青線が円柱のマ

イクロ磁石の ESMH である。マイクロ磁石の

ESMH は、マイクロ磁石 3 個の平均である。円

柱、角柱と未加工領域の ESMH では、保磁力

に若干の違いが見られた。この差が形状やサイ

ズの影響なのかについいては更なる検証が必要

である。また、マイクロ磁石と未加工領域とで

は減磁での傾きが異なっている。この違いは反

磁界の影響と考えられる。そこで反磁界係数を

計算した。広さ無限の垂直磁化膜の反磁界係数

は 1.00 であることから、近似的に未加工領域

と反磁界係数を 1 として、ESMH カーブを補正

し、未加工領域の ESMH カーブと円柱、角柱

の ESMH カーブが平行となるように円柱、角

柱の反磁界係数を決定した。その結果、マイ

クロ磁石領域の反磁界係数が 0.5 となった。反

磁界係数では、円柱と角柱の区別はつかなかっ

た。理論計算による、膜厚 2µm、直径 4µm の

円柱磁石、1 辺 4µm の角柱磁石の反磁界係数は、

それぞれ 0.43, 0.54 であることから、求めた反

磁界係数と良く一致していた。また、計算では

膜厚 2µm の磁石と近似したことから、実際の

Nd-Fe-B/Ta 多層膜磁石の Nd-Fe-B 隣接層は Ta
層を介して静磁的に強く結合していることを示

唆している。また、Nd-Fe-B/Ta 多層膜磁石の

磁区は 1µm より十分小さいと考えられる。 
　一方、図 3 のマイクロ磁石の周辺部には

XMCD 強度が大きい、積層膜全体が磁化反転

したと考えられる領域や、一部の Nd-Fe-B 層

が磁化反転部分したと考えられる領域が観察さ

れている。図 3 は膜厚で規格化してない。この

ため、マイクロ磁石周辺部分に関しては、FIB
加工による膜厚減少による誤差拡大の影響では

ない。

　磁化反転領域は、外部磁場を変えると反転領

域の場所は変化するが、微小磁石内部に反転領

域は発生していない。微小磁石内部は、平坦領

域と同じように、徐々に減磁されている。これ

は、反転した磁区が移動する際、薄膜 Nd-Fe-B
層毎に磁化反転するのではなく、複数層の Nd-
Fe-B 薄膜がカップリングして反転するため、
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FIG. 4. ESMH curves were measured from raw 
area, micro magnet of the square prisms and the 
cylinders. The black solid line denotes the ESMH 
curve at raw area. The red line indicates the ESMH 
curve of square prisms, and blue line shows 
cylinders. It is shown that the main factor of the 
difference of the ESMH curves is an effect of the 
demagnetizing field.

大きな磁化反転エネルギーが必要とされ、マイ

クロ磁石の内側への磁壁の移動が阻害されて

いると考えられる。Nd-Fe-B/Ta 薄膜が Nd-Fe-B
焼結磁石に近い性能を示すことや、Ta 膜厚が

薄膜の磁気特性に大きく影響していること [3]
を考えると、積層膜の層間の静磁的カップリン

グの強さが多層薄膜磁石の性能を決定している

と考えられる。

　マイクロ磁石の周辺部と未加工部分の端部

が、異なった磁化反転状態にある原因は、本実

験結果からだけは分からない。更に X 線磁気

顕微鏡を高分解能化し、マイクロ磁石周辺部の

磁区構造を詳細に調べると伴に、他の手法での

評価が必要である。

４．まとめと今後
　電磁石にて± 2.3T の外部磁場が印加可能な

走査透過 X 線磁気顕微鏡を開発し、微細加工

した Nd-Fe-B/Ta 薄膜積層体磁石の ESMH マッ

プ測定をした。その結果、FIB 加工で作製した

４µm のマイクロ磁石においても、薄膜磁石と

して同等の磁気特性を有すること、マイクロ磁

石周辺部は加工ダメージの影響等により、磁化

反転領域が発生するが、マイクロ磁石内部への

磁壁移動が阻害されていること、薄膜磁石の層

間には強くカップリングしていること、この層

間結合が薄膜磁石の磁気特性に大きく影響する

ことが分かった。

　今後は、Nd-Fe-B 焼結磁石を FIB 加工した試

料を用いて、ESMH マップ測定等を進め、Nd-
Fe-B 磁石の磁化反転マッピング測定等を行う

予定である。
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　次世代リチウムイオン電池の開発には、リチウムイオンの挿入脱離反応の現象解明やモデリング

が必要である。そこで、リチウムイオンの移動に伴う正極材内部の反応現象の解明を目的として、

XAS および TEM-EELS により電極表面や内部の遷移金属の価数分布を評価した。その結果、オリビ

ン系正極材の LiFePO4 において、セパレータ側がアルミ集電体側に比べて、Li 移動の反応が進んで

いることが明らかとなった。

キーワード： リチウムイオン電池、反応分布、XAS、価数分布

XASによるリチウム電池正極材の価数分布評価
Valence Analysis of Positive Electrode Materials in Lithium Battery using XAS

平野　辰巳 1、寺田　尚平 1、日高　貴志夫 1、北川　寛 1、米山　明男 2、上田　和浩 2

Tatsumi Hirano, Shohei Terada, Kishio Hidaka, Kan Kitagawa1, Akio Yoneyama2 
and Kazuhiro Ueda2

株式会社日立製作所、 1 日立研究所、 2 中央研究所
1Hitachi Research Lab., 2Central Research Lab., Hitachi Ltd.

緒言
　リチウムイオン二次電池（LIB）はラップトッ

プ PC、携帯電話などの民生機器から車載搭載

応用まで幅広く利用されている。特に、エネ

ルギー・環境問題などの社会的要請から、高

容量、長寿命、安全、低コストな産業用二次

電池の開発が急務となっている。

　LIB においてはリチウムイオン（Li+）が正

極－負極間を移動することで機能するため、1）
電解液中の Li+ 拡散、2）電解液と正極活物質

界面での Li+ 拡散、3）正極活物質内での Li+

拡散、4） 正極活物質と導電助材間の電子拡散、

5）導電助材と集電体間の電子拡散など、多く

の反応経路が存在し、反応律速による不均一

な反応分布が生じる。この反応分布の状態で

充放電を繰り返すと、1）過充電による安全性、

2）劣化促進による寿命低下、3）高抵抗化に

よる出力低下などの問題が発生する。LIB 正

極材では、Li+ 移動による電荷を補償するため、

正極材の遷移金属の価数が変化する。このた

め、Li+ 移動の反応分布を遷移金属の価数分布

で評価することが可能である。マイクロビー

ムによる XAS（X-ray Absorption Spectroscopy）

計測 [1] や、その手法による正極断面の価数分

布評価 [2] が報告されているが、各種手法を用

いた系統的な評価はまだ実施されていない。

　そこで、Li イオンの移動に伴う正極材内部

の反応現象の解明を目的に、XAS を利用した

透過、表面、マイクロビームによる各手法や

TEM-EELS（Transmission Electron Microscopy 
- Electron Energy Loss Spectrum）などにより電

極表面や内部の価数分布を評価した。

実験方法
　試料は、オリビン系正極材のLiFePO4である。

所定の SOC（電位状態）に調整直後、Ar グロー

ブボックス内で簡易電池セルを解体・洗浄し、

Ar 雰囲気下でアルミラミネートにより封止し

た。SOC は 0.2C の低レートで充電および放電

の２方向で調整した。電極は、正極合剤：～

60µm 厚、Al 集電体：20µm 厚から構成されて

いる。

　SPring-8 の BL16B2 を利用し、透過法により

アルミラミネートで封止した試料全体の Quick 
- XAS を測定した。次に、アルミラミネート

から試料を取り出し、すぐに測定室を He 封
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数は減少する。高 SOCおよび低 SOCにおいて、

透過 XAS と表面 XAS による Fe 価数はほぼ一

致している。一方、SOC：50％において、表

面 XAS による Fe 価数は、透過 XAS による Fe
価数に比べて明らかに小さい。即ち表面側（セ

パレータ側）が内部に比べて Li+ 移動の反応が

進んでいることが示唆される。

　そこで、TEM-EELS により Fe 価数の二次元

分布を評価した。放電方向に SOC を 50% に

調整した LiFePO4 の結果とモデルを図 2 に示

止した後、He 転換電子収量法により表面（～

100nm 程度）の Quick - XAS を測定した。吸

収スペクトルのエネルギー位置から Fe の価数

を算出した。その際、価数既知な標準試料の

スペクトルによる較正曲線を使用した。

　TEM-EELS を用いた Energy Filter Mapping 法

により二次元の Fe 価数分布を評価した。2eV
のエネルギー幅毎に TEM 像を取得し、二次

元 TEM 像の各点において Fe-L3 端の吸収ピー

クエネルギー（Ep）を算出し、Ep をコント

ラストとする二次元像を再構築した。この像

は Fe の価数分布に対応する。放電方向に SOC
を 50% に調整した試料の断面を FIB（Focused 
Ion Beam）で加工し、TEM試料とした。セパレー

タ側の極近傍の領域と 5µm 程度内部の領域の

2 箇所を測定した。

　SPring-8 の BL16XU を利用し、マイクロビー

ムによる透過 XAS を測定した。Kirkpatrick-
Baes 配置の楕円筒ミラーにより試料上に X 線

を集光した。ビームサイズは～0.5µmであった。

所定の SOC に調整した正極試料を大気非暴露

で FIB 装置に搬送し、正極シート断面の加工

後（X 線が透過する厚み：～ 20µm）、TEM 用メッ

シュ上に接着した。メッシュを FIB 装置から

取出しアルミラミネートで封止し、その状態で

マイクロビーム XAS を測定した。正極シート

断面で、Al 集電体側からセパレータ側の範囲

で 10 点程度の XAS を測定した。

結果
　LiFePO4 の充放電反応は次式となる。

　ここで、左方向の反応が放電となる。本反

応は LiFePO4 と FePO4 の二相系反応である。

また、LiFePO4（FePO4）における Fe の価数は

2 価（3 価）となり、Fe の価数から Li の反応

が評価できる。

　透過および表面 XAS による Fe 価数の SOC
依存性を図 1 に示す。SOC：100％に充電後、

所定の SOC に放電方向（低 SOC 方向）に調

整した。透過（表面）XAS の結果を赤色（青

色）で示した。透過 XAS は試料全体の平均的

な Fe 価数を表す。放電は、負極から正極に向

かって Li+ が移動するため、放電により Fe 価

Fig. 2 Fe valence distribution images by EF-
mapping method using TEM-EELS and Li+ 
diffusion model.

Fig. 1 Fe valence vs. SOC of LiFePO4.
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す。セパレータ側の極近傍では、Fe2+（LiFePO4）

が多い状態であり、5µm 程度内部の領域では、

Fe3+（FePO4）が多い状態であった。これは図 1
の結果と一致している。即ち、放電により Li+

が負極から正極に移動するが、セパレータ側

が内部に比べて Li+ 移動の反応が進んでいるこ

とがわかる。

　FIB による TEM 試料作製において、正極

の膜厚が数 10µm と厚いため Al 集電体近傍の

TEM 試料の作製は極めて困難である。このた

め、本手法により、正極の膜厚方向の広い範

囲でFe価数分布を評価することは困難である。

　そこで、マイクロビーム XAS により広い範

囲で正極膜厚方向の Fe 価数分布を評価した。

SOC：50％に充電および放電で調整した結果

を図3に示す。放電方向で調整した場合（青色）、

Al 集電体側からセパレータ側に向けて Fe 価数

がほぼ直線的に減少している。これは図 1、2
の結果と一致している。一方、充電方向で調

整した場合（赤色）、Al 集電体側からセパレー

タ側に向けてFe価数が直線的に増加しており、

放電方向に調整した場合の逆の傾向となって

いる。充電は、正極から負極に Li+ が移動する

ため、セパレータ側の Li+ が内部に比べてより

少なくなっている。以上の結果から、Li+ の移

動はセパレータ側でより進行していることが

Fig. 3 Fe valence vs.cross-sectional position of 
LiFePO4 positive electrode. 

明らかとなった。

　この結果は、電解液中を移動する Li+ の拡散

律速によると推測されが、今後、正極／セパレー

タ／負極の電池反応における Li+ の反応分布シ

ミュレーションを検討していく予定である。
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新規光触媒 TiCrドープ・ヒドロキシアパタイトの XANES評価
 XANES Study of Ca9Ti0.9Cr0.1（PO4）6（OH）2

野村　健二、土井　修一、若村　正人、淡路　直樹
Kenji Nomura, Shuuichi Doi, Masato Wakamura, Naoki Awaji

株式会社富士通研究所

Fujitsu Laboratories Ltd.

　紫外光応答型の光触媒チタンアパタイトの、Ti の 10 % を Cr で置換することで、可視光応答型へ

と変化し、光触媒活性性能が向上する。一方、ドープした Cr は、価数により人体への安全性が異な

ることが知られており、6 価は有害物質であるのに対して、3 価は有害ではない。そこで、蛍光 X 線

測定データを FP 法で解析することにより、サンプル中の全 Cr を定量し、さらに、Cr のプリエッジピー

クより、Cr 中の Cr6+ を導出することで、Cr6+ の定量を行った。その結果、熱処理条件により、サン

プル中の Cr6+ 濃度は、0 ～ 800 ppm であることが明らかになった。

キーワード：XANES、TiCr ドープ・ヒドロキシアパタイト、光触媒

背景と研究目的
　光触媒チタンドープカルシウムヒドロキシア

パタイト Ti-HAP [Ca9Ti1（PO4）6（OH）2] は、環境

材料として、空気清浄機やエアコンのフィル

ター、抗アレルゲンカーペット、抗菌マスク、

抗菌まな板、抗菌ボールペンなどにその利用が

広がっている。

　Ti-HAP は、歯や骨の無機成分であり有機物

を特異的に吸着する能力があるカルシウムヒド

ロキシアパタイト HAP [Ca10（PO4）6（OH）2] （Fig.  1）
の Ca サイトの一部を Ti で置換したものであ

り、価電子帯と伝導帯のバンドギャップに相当

する波長の光エネルギーを吸収することで、強

い酸化分解力を持つヒドロキシラジカルやホー

ルを生成し、吸着したインフルエンザ・ウイル

スや黄色ブドウ菌などの有機物を、水と二酸化

炭素にまで完全に酸化分解することが可能で

ある [3]。バンドギャップは、HAP が 6.0 eV よ

りも大きいのに対して、Ti-HAP は約 3.7 eV で

あり、代表的な光触媒であるアナターゼ -TiO2

の約 3.3 eV に近い [4]。Fig. 2 は、島津製作所

製 UV-3101PC 分光光度計を用いて測定した、

HAP、Ti-HAP 及び、アナターゼ -TiO2 （石原産

2011B5410,2012A5410 BL16B2

Fig. 1. Unit cell structure of HAP [1] visualized by 
VESTA [2].

Fig. 2. Diffuse reflectance spectra of HAP, Ti-HAP 
and anatase-TiO2 powders [4].
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Fig.4. Experimental setup of XANES measurements.

業製 ST-21）の紫外・可視反射スペクトルの結

果である。

　Ti-HAP は、およそ 400 nm よりも短波長側で

応答しており、TiO2 と同様に、紫外光応答型

の光触媒と言える。一方、太陽光のエネルギー

スペクトルは、可視光が約 50 % であるのに対

して、紫外光は約 3 % である。そのため、Ti-
HAP のバンドギャップを小さくし、可視光応

答型にすることで、光触媒活性性能の向上が期

待される。我々は、Ti-HAP のバンドギャップ

を小さくするために、Ti-HAP に様々な微量元

素をドープし、紫外・可視反射スペクトル測定

を行った結果、Ca サイトの 1 % を Cr で置換 （Ti
の 10 % を Cr で置換）した、TiCrドープ・カル

シウムヒドロキシアパタイトTiCr-HAP [Ca9Ti0.9Cr0.1

（PO4）6（OH）2] において、可視光応答型になっ

ていることを見出した。一方、Cr は、その価

数により人体への安全性が異なり、価数が 6 価 
（Cr6+）の場合には、アレルギーや発癌性が指

摘されている有害物質であり、RoHS 指令 （欧

州連合 EU が実施する有害物質規制）にも指定

された 6 物質のひとつであるのに対して、価数

が 3 価 （Cr3+）の場合には、有害ではない。そ

こで、作製した TiCr-HAP の価数を明らかにす

るために、XANES （X 線吸収端近傍構造）測

定を行った。

実験
　TiCr-HAP は、Fig. 3 に示した共沈法により、

合成した。まず、硝酸カルシウム、硝酸クロム

（III）、硫酸チタン及びリン酸を水に溶解し、さ

らに、アンモニア水を加えて、この水溶液を

アルカリ性 （水素イオン濃度指数、 pH 9.0）に

し、その沈殿物を得た。沈殿物を 100 ℃で 6 時

間エージングし、濾別、洗浄し、80 ℃で 12 時

間乾燥し、熱処理を行った。本研究では、熱

処理条件の異なる計 8 サンプル （サンプル A ～

H）を作製した。以上のように合成した TiCr-
HAP を、乳鉢ですり潰し、手動加圧のペレッ

ト成型器で直径 10 mm のディスク状に成型し、

XANES 測定用サンプルとして用いた。

　XANES 測定は、BL16B2 で行った。XANES
の測定法として、まず、透過法での測定を検討

した。最適なサンプル厚さを計算した結果、厚

Fig. 3. Sample preparation of TiCr-HAP.

さに依らず、透過法による測定は困難であると

判断された。これは、サンプルが薄い場合には

エッジジャンプが小さく、厚い場合には母相で

ある Ca や Ti の吸収の影響で、透過強度が弱く

なるためと考えられる。そこで、本研究では、

蛍光法により XANES スペクトルを取得するこ

とを選択した。Fig. 4 に測定ジオメトリを示す。

入射 X 線の強度モニタには、イオンチャンバ

を用いた。X 線の吸収を考慮した結果、イオン

チャンバ用ガスは、He と N2 の比率が 7：3 で

最適であると見積もられた。ガスは、ガス混合

器を利用して、イオンチャンバに導入された。

サンプルからの蛍光 X 線の検出には、Canberra
製 19 素子 Ge-SSD を使用した。XANES 測定プ

ログラムには、T-soft を利用した。
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Fig. 5. The hexavalent chromium (Cr6+) peak area.

Fig. 6. The Cr6+ concentration in TiCr-HAP.

結果および考察
　Cr-K 吸収端近傍の XAFS （X 線吸収微細構

造）スペクトル測定を行った。EXAFS（広域

X 線吸収微細構造）振動が消失する、十分高エ

ネルギー領域の蛍光強度で規格化 （エッジジャ

ンプで規格化）を行った後の、Cr-K プリエッ

ジスペクトルを、Fig. 5 に示す。サンプルによ

り、5.993 keV 近傍のピークの有無や、強度 依
存が観測されている。このプリエッジピークは、

1s 軌道から 3d 軌道への遷移に起因しており、

Cr6+ では遷移が可能なためにピークが観測され

るが、Cr3+ では観測されない。

　同様に、Cr6+ の標準サンプルである CrO3、

K2Cr2O7、K2Cr2O4 の測定を行い、エッジジャ

ンプで規格化を行ったところ、3 つのサンプル

は、同程度のプリエッジ強度 （ISTD）を示した 
[5]。よって、このプリエッジ強度が、Cr6+ / Cr = 
100 % に相当すると考えられる。それ故、TiCr-
HAP と標準サンプルの、規格化後のプリエッ

ジピークの強度比 ITiCr-HAP / I STD は、TiCr-HAP の

Cr6+ / Cr に相当すると考えられる。我々は、さら

に、Cr6+ 濃度を定量するために、TiCr-HAP サ

ンプル中の構成元素の蛍光 X 線測定を行った。

測定で得られた強度データを、ファンダメンタ

ルパラメータ法 （FP 法）により解析し、サン

プル中の全 Cr の定量を行った。さらに、FP 法

により定量した全 Cr 量と、プリエッジから算

出したCr6+ / Crの積により、Cr6+ 濃度を導出した。

定量結果を Fig. 6 に示す。熱処理条件により、

サンプル作製時の Cr3+ を維持するものと、一

部が Cr6+ に変わるものがあることが分かった。

また、Cr6+ へと変化した TiCr-HAP サンプル中

には、400 ～ 800 ppm の Cr6+ が存在することが

明らかになった。

今後の課題
　今後、添加元素やプロセス条件により、光触

媒活性の異なる各種サンプルの EXAFS 測定を

行うことで、局所構造と光触媒活性との関係が

明らかになると期待される。
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　微小角入射 X 線回折法を用いて、p 型有機半導体ポリマー P3HT（poly（3-hexylthiophene））及び n
型有機半導体であるフラーレン誘導体 PCBM（[6,6]-phenyl C61/C71-butyric acid methyl ester）の混合膜

である有機太陽電池用薄膜の構造評価を行った。試料の作成条件によって、P3HT の結晶性及び結晶

配向性が異なることが分かった。得られた構造に関する知見と、太陽電池の光電変換効率との関係

について議論し、P3HT 及び PCBM で構成される有機太陽電池においては、P3HT の結晶性を低下さ

せることなく、P3HT の（010）配向度を高くすることが、変換効率の向上に重要であることが分かった。

キーワード：微小角入射 X 線回折、有機太陽電池、バルクヘテロ接合

微小角入射 X線回折による有機太陽電池の構造評価
Grazing Incidence X-ray Diffraction Study of 

Conjugated Polymer/Fullerene Blends for Organic Photovoltaic Cells
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背景と研究目的
　光や熱などの周囲の環境からエネルギーを収

穫するエネルギーハーベスティング（環境発電）

技術は、再生可能エネルギーを利用した低炭素

社会及びユビキタス社会の実現に必須の技術で

ある。有機太陽電池は、低コスト・ポータブル・

フレキシブル・プリンタブルといった特長を持

ち、現在主流の Si 太陽電池に比べて、低光量

の室内光においても高い変換効率が得られるこ

とから、室内環境センサやヘルスケア製品など

の環境発電デバイスへの適用が有望である。有

機太陽電池の多くは、p 型有機半導体ポリマー

と、フラーレンを主とする n 型有機半導体から

なる混合膜を光電変換層として利用し、光照射

によって生じた励起子が pn 界面に至ったとき

に電荷分離が行われる構成となっている。この

混合膜は、p/n 型有機半導体が自己組織化的に

相分離して形成するナノメートルオーダーでの

pn 接合構造、「バルクヘテロ接合（BHJ）」構

造を持つ [1,2]。BHJ 構造を持つ有機太陽電池

において、変換効率を向上させるためには、光

照射により生じた励起子を効率良く pn 接合界

面に輸送すること、及び励起子の電荷分離によ

り生成された電子及びホールを、効率良く電極

界面に輸送すること、が重要である。 従って、

これらキャリアの輸送性という観点から、BHJ
構造を構成する有機半導体の構造秩序性及び結

晶配向性を制御することが、デバイス開発上の

重要な要素となっている。

　本研究では、p 型有機半導体ポリマーとし

て P3HT（poly（3-hexylthiophene））、n 型 有 機

半導体としてフラーレン誘導体 PCBM（[6,6]- 
phenyl C61/C71-butyric acid methyl ester）を用いた

BHJ 型の有機太陽電池試料について、微小角入

射 X 線回折（Grazing Incidence X-ray Diffraction: 
GIXD）により構造秩序性及び結晶配向性の評

価を行い、太陽電池の光電変換効率との関係に

ついて議論を行った。

実験
　BHJ 構造を形成した有機半導体薄膜の構造

を評価する手法として、GIXD 法を適用した。 
GIXD 法では、X 線を試料に対して浅い特定の

角度で入射し、X 線の試料に対する侵入深さを
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結果及び考察
　Fig. 1 に qX スキャン及び qY スキャンで得

られた各試料の GIXD プロファイルをそれぞ

れ示す。グラフにおいて、横軸は散乱ベクト

抑えることにより、基板上薄膜からの回折 X
線を敏感に測定する。GIXD 測定は、BL16XU
の Huber 製多軸 X 線回折計を用いて行った。

本研究では、試料中の結晶配向性を評価するた

めに、特定の X 線入射条件において、検出器

を試料表面に平行な方向に走査する qX スキャ

ン（in-plane geometry）と、試料表面に垂直な

面内で走査する qY スキャン（Seeman-Bohlin 
geometry）の 2 つの測定を実施した。前者の測

定では膜の面内方向の構造を、後者の測定では

膜の深さ方向の構造を、それぞれ評価すること

が可能である。実験において、X 線の波長λを

1.4 Å とし、試料に対する入射角を膜の全反射

臨界角θc に近い 0.17 °と設定した。また、ビー

ムサイズを 0.05 mm（V）× 0.30 mm（H）とした。

　Table.1 に、本研究で測定した一連の試料を

示す。試料の BHJ 構造は、厚さ 150 nm の透明

電極（ITO）付きの SiO2 ガラス基板上に、有

機溶媒に溶解させた P3HT と PCBM の混合溶

液を N2 雰囲気中でスピンコート法により塗

付し、130 ℃で乾燥処理を行うことにより形

成された。BHJ 層の膜厚は～ 100 nm である。

Table.1 に示した変換効率η（Power Conversion 
Efficient：PCE）は、照度 390 Lx、放射照度 90 
µW/cm2 の白色蛍光灯下での光電変換特性であ

る。今回、PCBM の種類、P3HT と PCBM の

混合比率（n/p）及び BHJ 層形成のためのバッ

ファ層の種類を変えることにより、ηの大き

く異なる 8 試料を準備した。また、比較用の

標準試料として P3HT の単膜試料も準備した。

　

Table.1 Details of P3HT:PCBM blend samples.

Fig. 1. GIXD profiles of P3HT:PCBM blend and 
P3HT samples. (a) qX direction profiles obtained at 
in-plane geometry, (b) qY direction profiles obtained 
at Seeman-Bohlin geometry.

ル q（=4πsinθ/λ）であり、縦軸は対数スケー

ルで示した強度である。見やすさのために各試

料の強度スケールをずらしてある。グラフ中の

回折指数で示したように、P3HT：PCBM の混

合膜試料において、P3HT 結晶に由来する明瞭

な回折ピークを確認することができた。（h00）
系列の回折ピークは、P3HT のラメラ構造に起

因する a 軸方向の周期を反映したピークであ

り、面間距離 d = 16.4 Å である [3,4]。一方（010）
ピークは、P3HT のチオフェン環の積層に起因

する b 軸方向の周期を反映したピークであり、

d = 3.8 Å である [3,4]。Fig. 2 に P3HT のラメラ

構造の模式図を示す。今回、PCBM に起因する

結晶性の回折ピークは検出されず、q = 1.2 ～

1.6 A-1 の範囲でブロードな散乱のみ観測された

[5,6]。
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Fig. 2. Schematic image of P3HT with crystalline 
structure. 

Fig. 3. Orientation factor s obtained using eq.(1).

Fig. 4. Orientation factor s dependence of PCE.

Fig. 5. Change of average grain size of P3HT 
crystals with orientation factor s .

　Fig. 1 から、同一のプロファイルにおいて、

（h00）系列と（010）ピークの両方が確認できる

ことから、試料中には（100）配向成分と（010）
配向成分の両方が混在している事が分かる。ま

た、試料によって、qX 及び qY スキャンにおける

P3HT の（h00）系列のピーク強度と（010）ピー

クの強度に違いがある。これは、試料中の P3HT
の結晶配向性の違いを表している。本研究では、

結晶性及び膜厚が異なる試料間の結晶配向の

差を定量的に比較するために、統計精度の高い

（100）回折ピークの強度を用いて、以下の式

で定義される配向度 s を導入した。s は試料中

の P3HT 結晶の（010）配向成分が多いほど大

きな値を持つ。Fig. 3 に各試料の s 値をプロッ

トしたものを示す。グラフの縦軸は対数スケー

ルであり、P3HT の値を 1 に規格化した。Fig. 3
から、試料 D 及び E を除いて各試料の s 値が

P3HT よりも大きく、（010）配向度が高くなっ

ていることが分かる。これは、PCBM との混合

溶液から P3HT が結晶化してバルクへテロ接合

を形成した場合には、膜中の PCBM の存在に

より結晶方位が揃わず、P3HT 単独で結晶化す

る場合よりも（010）配向した成分が多く形成

されることを示唆している。

　Fig. 4 に、各試料の（010）配向度 s と変換効

率ηとの関係を調べた結果を示す。Fig. 4 より、

P3HT よりも（010）配向度が低い試料 D 及び

E はηが小さく、（010）配向度が高い試料はη
が大きい。これは、P3HT 結晶において、チオ

フェン環のπ電子が電気伝導に寄与する <010>
方向の方がキャリアの移動度が高いため、キャ

リア移動が膜厚方向に行われる有機太陽電池に

おいては、（010）配高度が高い試料の方が光照

射により生成されたキャリアが効率良く電極に

輸送され、効率が向上するためと考えられる。

このことから、キャリアの輸送性を考えると、

P3HT 結晶の（010）配向度が高くなればなる

ほど、変換効率は向上すると予想される。しか

し、Fig. 4 から実際の試料においては、（010）
配向度がある程度高くなると、変換効率は頭打

ちになって逆に変換効率が低下する傾向がある

ことが分かる。 この原因を調べるために、qX

スキャンの（100）回折ピークの幅から、（010）
配向成分の結晶領域の大きさ（グレインサイズ）

を評価した。グレインサイズは、格子面の相間

長L=λ/（2πsin（w））として定義した。w は回

折ピークの幅を表す。Fig. 5 に解析結果を示す。
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Fig. 5 から、P3HT 結晶の（010）配向成分のグ

レインサイズは、20 ～ 35 nm の範囲にあるが、

（010）配向度が高くなると小さくなることが分

かった。グレインサイズの低下は、結晶性の低

下を意味すると考えられる。従って、P3HT の

（010）配向度が高い試料の場合、結晶性の低下

によってキャリア輸送効率が落ち、その結果と

して変換効率が低下している可能性がある。本

研究の試料では P3HT 結晶の（010）配向度と

結晶性とはトレードオフの関係にあり、このこ

とが（010）配向度が高い試料において、変換

効率の低下の原因になっていると考えられる。

　GIXD で得られた試料中の有機半導体の構造

秩序性及び結晶配向性と光電変換効率との関係

から、P3HT 及び PCBM で構成される有機太陽

電池においては、P3HT の結晶性を低下させる

ことなく、（010）配向度を高くすることが、変

換効率の向上に重要であると考えられる。
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2011B5131 BL16XU

　ガラス上に形成された酸化亜鉛（ZnO）薄膜試料に対し、微小入射 X 線回折（GIXD）の入射角依

存性を評価した。試料の断面構造観察から薄膜は結晶粒で構成されていること、形成初期にみられ

る微細な結晶粒から形成安定段階における比較的大きな柱状結晶粒へと、結晶粒の形態を変化させ

ながら形成されていることは明らかであったが、これを量的に解釈することは困難であった。この

試料の深さ方向における結晶構造変化を評価するため、GIXD 測定時の入射角によって測定空間を

深さ方向に向けて制御して測定を行った。その結果、深さ方向に向けた格子面間隔・結晶子サイズ

の変化を評価でき、ZnO 薄膜形成時の結晶構造変化が明らかとなった。

キーワード：微小角入射 X 線回折、入射角依存性、酸化亜鉛

微小角入射 X線回折を用いた ZnO薄膜の深さ方向結晶構造解析
Structural analysis of ZnO thin film by Grazing Incidence X-ray Diffraction

本谷　宗、中畑　匠、上原　康
Tsukasa Motoya, Takumi Nakahata, Yasushi Uehara 

三菱電機株式会社

Mitsubishi Electric Corporation.

背景と研究目的
　ZnO は可視光領域で良好な透光性を示すこ

と、酸素欠損・不純物ドーピングにより良好な

導電性を付与できることから、透明導電膜材料

として用いることができる。透明導電膜材料

では、現在 ITO（Indium-Tin-Oxide）が最も広

く普及しているが、この母材となる In は原料

枯渇・供給不安・価格高騰の懸念があるため、

In に比べて供給不安の少ない ZnO への期待は

益々高まっている [1-2]。
　透明導電膜は、例えば液晶ディスプレイや薄

膜太陽電池へ利用される。いずれも大面積（平

方メートルオーダー）の透明基板上にスパッタ

法などの大面積にスループットよく形成可能な

製膜方法で形成される。形成された透明導電膜

は、光透過率に代表される光学的特性と導電率

に代表される電気的特性の両方に対して所望

の性能が必要になる。光学的特性の改善には、

ZnO 薄膜の結晶構造が理想的結晶構造に近づ

くことが望ましく、薄膜形成条件に依存したこ

れらの構造を明らかにすることは、産業的に非

常に有用である。しかし、前述の方法で作製

された ZnO 薄膜の構造は単純な構造ではない。

典型的な ZnO 薄膜の断面構造を Fig. 1 に示す。

ZnO 薄膜試料はガラス基板上にスパッタ法を

用いて 1µm 厚程度の ZnO 形成したものである。

断面観察は透過電子顕微鏡（TEM）観察によっ

て行った。Fig. 1 から明らかなように、ZnO 薄

膜は結晶粒の集合として存在し、また基板界面

付近に着目すると膜上部の柱状結晶粒とは結晶

粒サイズが顕著に小さいことが分かる。

Fig. 1. Cross-sectional TEM image of a typical ZnO 
thin film on glass. (a)Bright Filed image, (b) Dark 
Filed image.

　Fig. 2 には ZnO 薄膜断面観察像の中から、膜

上部、および基板界面近傍の制限視野電子線回
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Fig. 5. XD patterns of ZnO thin films by ω-2θ scan.

折（SAED）像を示す。制限視野領域はおおよ

そ 150nmφの範囲で観察を行った。（a）薄膜上部

の領域では六方晶の単結晶ライクな回折図形が

確認でき、単一結晶粒からの回折図形と解釈で

きる。その一方で、界面近傍からの回折図形は、

制限視野範囲内に複数の結晶粒が存在すること

を反映し、回折スポットが回転方向に拡がって

いる。

Fig. 2. Selected Area Electron Diffraction image of 
ZnO film. (a) Upper area of ZnO thin film, (b) Near 
surface area of ZnO thin film.

Fig. 3. Transmittance spectra of ZnO thin film 
samples A and B.

Fig. 4. Expansion of Transmittance spectra short 
wavelength range.

　これらの結果は、ZnO 薄膜形成過程に構造

変化が生じていることを示唆しており、ZnO
薄膜形成を制御するには、ZnO 薄膜全体結晶

構造評価に加えて、膜形成過程における構造変

化を評価可能な構造解析が必要であると考えら

れる。ここでは、これらの要求項目に応えるた

めに検討した内容・結果について報告する。

実験
　本報告内の放射光利用実験は、すべてSPring 8 の

BL16XU で行った。X 線のエネルギーを CuKα

線相当の 8.045keV とし、X 線回折法を用いた

結晶構造評価を行った。ここではω/2θ法と面

内回折を評価するため、微小角入射 X 線回折

法を行った。微小角入射条件は、下限を臨界角

α、上限を測定対象の厚み程度の X 線減衰深

さを持つ入射角とし、臨界角αは実測の X 線

反射率測定（XRR）から、上限の入射角は数

値解析から求めた。

　測定試料には、スパッタ法でガラス基板上に

形成された ZnO 薄膜（～ 1µm 厚）を用いた。

光学的特性と、結晶構造とを確認するため、光

透過率曲線の振舞いが異なる 2 種類の試料（比

較的良好：試料 A、比較的劣化：試料 B）を用

いた。Fig. 3. に測定試料の全光透過率曲線を示

す。試料 A の透過率曲線は、試料 B のそれに

比べて全波長領域に渡って高い値を示し、光透

過性に優れていることが分かる。また、短波長

領域を拡大した Fig. 4 からは、透過率曲線の立

ち上がりが急峻であることが分かる。

　立ち上がりの急峻性は光学的バンドギャップ

周りの状態密度を反映し、光吸収の大きい試料

B は、試料 A に比べ結晶品質が悪いと推定さ

れる。

結果および考察
　Fig. 5 にω /2θ法による X 線回折測定結果を
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Fig. 6. Grazing incidence angle dependence of the 
X-ray attenuation length in ZnO thin film at E0 = 
8045 eV. (Each dot shows the conditions used for 
measurement.) [3] Fig. 7. Grazing incidence angle dependence of 

GIXD patterns. (a) GIXD patterns of Sample A. (b) 
GIXD patterns of Sample B.

示す。

　ZnO （002）回折ピークのみが検出され、ZnO
薄膜は強くｃ軸配向している。回折ピークの情

報からは、試料間有意差を明確にできなかった

が、試料 B のバックグラウンド強度が試料 A
のこれに比べて半桁程度大きく、結晶品質の悪

さを示唆していると推定する。

　次に、GIXD 結果を示していく。前述のとお

り、ここでは微小入射角依存性を測定した。入

射角αの下限値はXRR測定によって約 0.65deg.
と見積もられた。また上限値は ZnO 薄膜の厚

みが約 1 µm であることと、Fig. 6 に示す ZnO
薄膜に対する X 線の減衰深さと微小入射角α
との関係から 2.5 deg. とした。

　Fig. 7 に ZnO 薄膜の微小入射角度を変化させ

た GIXD 結果を示す。c 軸配向している試料で

あるため、測定対象として扱う回折面は、面

内回折面の ZnO（100）面とした。両試料とも

に、すべての測定で ZnO（100）回折ピークを

検出し、入射角度の高角度化に伴ったピーク位

置の低角側シフトと、ピーク半値幅の増大傾向

を確認した。両サンプルともに同様の振舞いが

見られたため、詳細に解析すべくガウス分布で

ピークフィッティングし、ピーク位置と半値幅

を Fig. 8 にまとめた。試料 B の方が、回折ピー

ク位置の変動幅が大きい。また、ピーク半値幅

も全体的に大きく、特に入射角度が大きい領域

で、その差が大きくなっている。X 線入射角が

大きい、つまり測定深さが深い領域で、試料 B
の結晶子サイズの方が試料 A に比べて小さい

ことを示唆している。

　結晶構造を実空間の変化として解釈するため

に、ピーク位置から ZnO（100）面間隔を求め、

ピーク半値幅から結晶子サイズを求めた。また

微小入射角αは、Fig. 6. の関係を用いて減衰深

さに変換した。このように Fig. 8. の軸を置き

換えて Fig. 9. に示す。

　結晶面間隔は薄膜上部領域から下部領域に

かけて狭幅化しその変化分は約 1% であった。

また、結晶子サイズは薄膜上部領域 200 ～ 300 
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Fig. 8. Grazing incidence angle dependence of 
ZnO (100) peak position and peak full width half 
maximum (FWHM).

Fig. 9. Relations with Attenuation length and ZnO 
(100) distance, and Crystallite diameter.

nm まではおおよそ一定値であったが、これ以

降の下部領域にかけて微細化が進み、最大変化

分として約 23% の変化がみられた。

　ここまでの測定によって、光学特性の良好で

あった試料 A と、光学特性が比較的低下して

いた試料 B とを比較すると、特に ZnO 薄膜と

ガラス基板界面近傍の結晶子サイズが異なって

いることが明確になった。以上をもって、深さ

方向にある程度の空間分解能をもった構造解析

技術を ZnO 薄膜に適用できたと考える。

今後の課題
　今回、微小入射角の制御によって、深さ方向

に測定深さを変化させた GIXD 測定を用いて、

深さ方向に変化する面内回折ピークを観察する

ことができた。しかし、これは任意深さの領域

のみの結晶構造情報を抽出しているわけではな

いため、深さ方向にかけて結晶構造変化に乏し

い試料については、検出感度が低く、検出でき

ないことも推定される。このような系に対して

も、本測定を拡張するのであれば、深さ方向

を変化させた XD パターン間の差分情報を用い

て、任意深さの構造情報を取得する必要がある。

このためには、微小角入射された X 線の進行

波の強度変化や、これからの回折強度変化をど

のように考慮すべきかを、今後検討していかな

ければならない。　　

　

参考文献
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2009B5131, 2010A5132 BL16XU

　触媒材料として極めて重要な白金に関し、酸化状態の評価によく用いられる Pt-L3 吸収端 XANES
以外の化学状態評価法探索のため、大型放射光施設 SPring-8 の BL16XU を用いて Pt-L1 吸収端

XANES および L 系列発光スペクトルの評価を行った。白金の L1 端 XANES は金属と酸化物間の形

状差が小さく、結合状態評価への指紋法的な適用は不可能で、蛍光 X 線スペクトルについても、化

合物同定に適用できそうな特徴は見出せなかった。一方で、白金および隣接元素である Au は、L3

吸収端の弾性散乱に対応すると考えられるピークが Hf、Ta、W よりも顕著に見られ、また Pt の Lγ
系列蛍光 X 線の各ピーク強度比に金属と酸化物で違いが認められる等、材料の電子状態を反映した

と考えられる現象を初めて見出すことができた。

キーワード：XANES、XRF、L 吸収端、白金、金

第 6周期元素の L吸収・発光スペクトルの挙動
L series x-ray absorptions and emissions study on elements in the 6th period.

上原　康、河瀬　和雅
Yasushi Uehara, Kazumasa Kawase

三菱電機　先端総研 
　Mitsubishi Electric Corp., Advanced Technology R&D Center

背景と研究目的
　我々はこれまでに、Hf、Ta、W や Pb、Bi といっ

た、電子デバイスにとって重要な第 6 周期元素

を含む材料に対して SR 光励起 X 線吸収・発光

分光を適用し、各元素の結合状態分析の可能性

について様々な知見を得てきた [1]~[3]。SR 光

励起分光は、任意のエネルギーの強力な単色 X
線により、微量な注目元素の特定電子準位を

狙った解析が可能で、実用材料について更に有

効な情報を得ることが期待される。

　本研究では、いわゆる酸化触媒として極め

て重要な白金（Pt）に関し、金属と酸化物状態

における Pt-L 吸収端の吸収スペクトルおよび

当該吸収端近傍で励起したときの蛍光 X 線ス

ペクトルを調べた。更に、周期律表にて隣に位

置する金（Au）の蛍光 X 線スペクトルも調べ、

第 6 周期元素の L-XANES や蛍光 X 線の振る舞

いの違いについて、考察する。

実験
　白金（Pt）箔、金（Au）箔および PtO2 の試

薬粉末をペレット状に押し固めたものを、そ

れぞれ測定試料とした。測定は、SPring-8 の

BL16XU において実施した。真空封止アンジュ

レータからの放射光を Si（111）２結晶分光器

で単色化し、Rh コートミラーによって試料位

置の約 0.3mm （幅）＊ 0.1mm（高さ）に集光した。

装置の改造 [4] により、X 線は試料表面に対し

て垂直に入射（これまでは斜入射）、入射 X 線

に対して約 45°の位置に配置された（同、約 90°）
波長分散検出器（分光結晶：LiF（220））にて

蛍光 X 線スペクトルを測定した。また、蛍光

X 線のピーク位置に分光器を固定して入射 X
線エネルギーを走査することにより、蛍光法に

よる L-XANES 測定を行った。

結果および考察
　白金箔および PtO2 の L3 吸収端スペクトルを

Fig. 1 に、L1 吸収端スペクトルを Fig. 2 に、そ

れぞれ示す。いずれのスペクトルも、表示した

エネルギー範囲内での最大吸収強度で規格化し

ている。Pt-L3 吸収端のホワイトラインは酸化
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　Fig.  5、Fig.  6 に、14.5keV（Au-L1 吸収端よ

り約 150eV 高エネルギー）にて励起したとき

の金箔の Lβ、Lγ系列蛍光 X 線スペクトルを

それぞれ示す。各スペクトルの強度は、これま

でと同様に、入射 X 線強度で規格化したもの

である。Fig. 5 は、Lβ1 線と Lβ2 線がオーバー

に伴う強度増大がよく知られており、触媒の一

次評価にも用いられているが [5]、その前後の

スペクトル形状に金属箔と酸化物との明らかな

違いは認められない。また、L1 吸収端のスペ

クトル形状も金属箔と酸化物との間の違いは僅

かであり、L-XANES による Pt の結合状態評価

は実用的でないと判断される。

　14.0keV の単色 X 線で励起したときの Pt 箔お

よび PtO2 の蛍光 X 線スペクトルを Fig. 3 およ

び Fig. 4 に示す。Fig. 3 の横軸は Lβ系列の高エ

ネルギー領域、Fig. 4 のそれは Lγ系列にそれ

ぞれ対応したもので、両者の縦軸は入射 X 線強

度で規格化している。Fig. 3 の★で示したエネ

ルギー位置に対応する軌道間遷移は存在せず、

Pt-L3 吸収端エネルギーに一致することから、L3

吸収の弾性散乱と考えられる。この弾性散乱は、

これまでの実験でも PbやBiで明瞭に検出され、

Hf、Ta、W では弱い。一方でこの散乱は、L1

吸収端以下のエネルギーで励起しても検出され

Fig. 1 Pt-L3 absorption spectra of Pt metal and PtO2.

Fig. 3  X-ray emission spectra around 11.5keV of Pt 
foil and PtO2 excited at 14.0keV.

Fig. 2 Pt-L1 absorption spectra of Pt metal and PtO2.

Fig. 4 X-ray emission spectra around 13keV of Pt 
foil and PtO2 excited at 14.0keV.

たことから、M4L1 発揮線による内部励起では

ない。現象論からは、5d 軌道の占有率が影響し

ていることが予想される。これまでの報告では、

Lγ系列に Compton 散乱が乗ったデータを示し

てきたが、今回の測定では当該散乱が検出下限

未満となった。これは、入射 X 線／試料／検出

系の位置関係が変わったためと考えられる。金

属箔と酸化物粉末の各発揮線位置は一致してい

るが、強度比に違いが認められる。中心元素周

りの状態の違いが、これら発揮線の放出確率に

影響を与えていることが予想される。
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Fig. 5 X-ray emission spectra around 11.6keV of Au 
foil excited at 14.5keV.

Fig. 6 X-ray emission spectra around 13.8keV of Au 
foil excited at 14.5keV.

レンジとなるように表示したため、他の発揮線

が相対的に強く確認される。

　★印で示したピークは、Fig. 4 と同様に Au
の L3-Thomson にエネルギー的に対応するが、

その相対強度は M2L1 発揮線とあまり変わらず、

Pt よりも L3 吸収に対応した弾性散乱が相対的

に強い。この強度と 5d 軌道の占有率との関係

を上にて言及したが、Pt は 5d9 であるのに対

し Au は 5d10 と完全に埋まっており、Pt よりも

Au で相対的に強度が強いことは、この考え方

が誤っていないという実証と考えられる。Fig. 
6 において、Thomson 散乱はノイズの中に埋も

れる強度であり、Lγ系列蛍光 X 線全体の出現

が Pt や他の元素と異なる。この理由について

は、今後考察したい。

まとめ
　第 6 周期元素の中で触媒として有用な白金

とその酸化物、周期律表で隣接する金に関し、

高輝度放射光を用いて蛍光 X 線スペクトルの

励起エネルギー依存性および L 吸収スペクト

ルを調べた。Pt の L 吸収スペクトルは、L1 端、

L3 端共に金属と酸化物間の形状差が小さく、

結合状態評価への指紋法的な適用は不可能であ

る。また、Pt、Au の蛍光 X 線スペクトルにつ

いても、Lβ線、Lγ線系列共に、化合物同定に

適用できそうな特徴は見出せなかった。一方で、

両元素共に、L3 吸収端の弾性散乱に対応する

と考えられるピークが Hf、Ta、W よりも顕著

に見られ、また Pt の Lγ系列蛍光 X 線の各ピー

ク強度比において、金属と酸化物で違いが認め

られる等、材料の電子状態を反映したと考えら

れる特徴を蛍光 X 線スペクトル上で初めて見

出すことができた。

　蛍光 X 線による化合物形態の同定は、非晶

質で厚さが数十 nm を越える薄膜全体の情報を

得る手段として極めて有力であり、今後とも各

種元素での同定条件確立を進める。
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