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巻　頭　言

産業用専用ビームライン建設利用共同体
運営委員長　久村　春芳

（日産自動車株式会社 フェロー）

産業用専用ビームライン建設利用共同体（サンビーム共同体）を代表して、サンビーム年報・成果集

Vol.4 の刊行にあたり、その趣旨と内容について一言ご説明申し上げます。

サンビーム共同体は、電機、自動車、通信、情報、電力、素材などを基幹ビジネスとする 12 社・1

グループ（13 社）により 1996 年 12 月に結成され、SPring-8 の専用施設として 2 本のビームライン（サ

ンビーム）の建設を 1997 年より開始し、1999 年 6 月に竣工、同年 9 月より共同体各社による利用を開

始しました。その後、2007 年度と 2008 年度の 2 か年度にわたる大幅な設備更新・改造を経て今日に至

っています。これまでにサンビームを利用して数多くの成果を生み出してこれましたのも、ひとえに文

部科学省、理化学研究所、高輝度光科学研究センターなどの関係諸機関の皆様によるご指導、ご支援の

賜物であると存じ、心より御礼申し上げます。

サンビーム共同体では、サンビームの成果を産業界をはじめとした関係者に知って頂くために、2001

年度より年 1 回サンビーム研究発表会を開催しております。2004 年度からは、SPring-8 全体の産業利用

の成果発表の場である SPring-8 産業利用報告会に発展させ、より広くサンビームの成果をアピールする

ことに努めております。2014年度には14回目を姫路にて開催し、成果を報告するとともに、SPring-8にて、

2 本のビームラインの活用状況を紹介いたしました。

当初よりサンビーム研究発表会の報告書をその都度発行して参りましたが、SPring-8 での成果非専有

課題の成果公開の規定が改定されたことを受けて、サンビームの成果を論文形式で公開する媒体と兼ね

備えるように同報告書を大幅に拡充し、サンビーム年報・成果集として 2011 年度より新たに発行する

ことに致しました。2012 年度には SPring-8 の成果非専有課題の成果公開の媒体として認定されました。

本年報・成果集 Vol.4 は、サンビーム共同体全体のトピックスと活動概要（Part 1）、各社の成果報告論

文（Part 2）、前述の第 13 回サンビーム研究発表会の報告書（Part 3）および対外発表リスト（Part 4）か

ら成っております。これだけで一年間（2013 年度下期から 2014 年度上期）のサンビームの成果と活動

をまとめて閲覧できる冊子となっており、皆様に最新の成果と活動を知って頂く一助となれば幸いです。

各社の抱える技術課題は近年益々多様で高度化しつつあり、2011 年度に、硬 X 線光電子分光装置と

多次元検出器類の 2011 年度の導入検討を始め、2012 年度に詳細仕様を詰め、2013 年度には導入準備を

進め、2014 年度に利用開始するにいたりました。今後このような新たな設備も活用しながら、より広

く一般社会へ還元できるような産業利用の成果をさらに挙げていく所存です。引き続き、関係諸機関の

皆様にはご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。







Part 1　サンビーム活動報告
2013年度下期～2014年度上期
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サンビーム活動トピックス

［注］  川崎重工業（株）、（株）神戸製鋼所、住友電気工業（株）、ソニー（株）、電力グループ（関西電力（株）、

（一財）電力中央研究所）、（株）東芝、（株）豊田中央研究所、日亜化学工業（株）、日産自動車（株）、

パナソニック（株）、（株）日立製作所、（株）富士通研究所、三菱電機（株） （2014 年 3 月現在、50 音順）
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１．はじめに
2014 年 8 月に、サンビーム共同体（13 社 ･

グループ [ 注 ]）は第二期専用施設設置契約（2008
年 8 月 ~2018 年 8 月）の中間評価を受け、2014
年 2 月に継続の評価を得て、設置契約の後半期

間 5 年間の利用拡充に向け、諸取組を進めてい

る。

本稿では 2013 年 10 月～ 2014 年 9 月の 1 年

間における主な活動をトピックスとして報告す

る。なお、サンビーム BL16XU と BL16B2 の

現況、利用状況、研究事例などについては、本

稿以降に詳述されている。

２．大型設備の利用開始
サンビーム共同体は、設置契約の後半期間

においても、一層高度化かつ多様化する各社

利用ニーズを十分に取入れ、サンビームの成

果を継続的に創出し続けることを目的として、

硬 X 線光電子分光（HAXPES）装置と多次元

検出器類（PILATUS/MYTHEN）装置一式の導

入準備を 2011 年度から進めた。HAXPES 装置

は BL16XU に導入し、2014A 期にオンライン調

整を終え、2014 年 B 期から各社利用を始める

ことができた。PILATUS/MYTHEN は先行して

2013B 期に BL16XU でのオンライン調整を終え

2014A 期より各社利用を開始し、BL16B2 にお

いては 2014 年 A 期にオンライン調整を終え各

社利用への活用を始めることができた（図 3）。
HAXPES 装置導入については本章 1.3 を、多

次元検出装置の導入については Vol.3（2013）
を参照いただきたい。

３．サンビームの運営、技術WG活動
サンビームの 2014 年度の運営体制を図 1 に

示す。BL16XU と BL16B2 の 2 本のビームライ

ンを有効に活用し、参画 13 社の事業展開に有

用な研究開発を進めるべく、13 社均等に分担

して運営している。

2014 年度は新たに、中長期計画 WG と

HAXPES 装置および多次元検出器装置の 2 つ

のサブグループ（以下、SG）を技術 WG 内に

設けた。中長期計画 WG は、現設置契約の後

半 5 年間の利用計画を着実に進める諸方策の検

討を目的とし、HAXPES 装置 SG および多次元

検出器装置 SG は、各社の研究課題利用に 2014
年度中に着実に利用できるようにすることを目

的としている。他の 11 の SG は、HAXPES 装

置および多次元検出器装置の導入に伴う諸調整

業務を分担して進めた。

サンビームにおける 13 社の各社研究課題へ

の BL16XU と BL16B2 の円滑な活用にあたっ

ては、新たな 2 つの SG を加え 13SG の日々の

不断の活動によるところが大である。13 の SG
はビーム停止期間や運転中に調整スタディ時間

を捻出確保して、年間を通じ安全環境の維持向

図 1. サンビーム運営体制　概略図



上や諸装置の利用技術向上と保守に取組んでい

る。各 SG の調整スタディに参加することによ

り、装置に関わる技術を習得でき利用者拡大を

図れ、また、新たな改善課題の発掘共有ができ

次への装置環境の計画につなぐことも図れてい

る。2013 年度までの SG 調整スタディを元に、

2014 年度においては、マイクロビーム装置の 3
軸ステージ制御の高速高精度化、大容量多次元

データ処理を伴う PILATUS での in-situ 解析の

効率化、イメージングや XAFS 解析の効率化

などを図るべく、新たな装置導入を、各 SG 間

で協力分担して進めている。また、13 社分担

により各社負担を軽減できるメリットもある。

PILATUS 装置と回折装置の制御と多次元

データ処理を効率化する統合制御ソフトの開発

については、本章 1.5 に詳述している。

４．安全衛生活動
この一年間もサンビーム共同体において無

事故・無災害を継続している。2014 年 3 月に、

2013 年度の 2 回目の安全環境維持活動を行い、

同年度の安全総点検での指摘事項への対応を終

えた。2014 年度も 8 月 1 日に、各社の実験・

技術担当者に加えて、安全管理担当者 20 名以

上を加えた計 50 名で、ビームラインとその周

辺、及び準備室の安全総点検を実施した。参加

者の集合写真を図 2 に掲載した。全体的には良

好な安全対策と環境が維持されていたが、4S
中心に指摘を頂いた。安全環境維持活動として、

9 月 3 日に指摘事項への対策を施した。一部、

時間を要する残件を含め、2014 年度設備導入

完了後の今年度終わり頃に、再度安全環境維持

活動を行い、全ての対策を終える予定である。

このような安全衛生活動は今後も継続し、安全

環境の維持、向上を図っていく。

５．対外発表
サンビームとして以下のような対外発表を

行った。

１） サンビーム年報・成果集 Vol.3（2013）
を発行した。2012 年 10 月～ 2013 年 9
月の 1 年間にわたるサンビームの活動と

研究成果をまとめた。4 つの Part で構成

し、Part2 は、実施後 3 年以内の成果非

専有課題成果公開の取決めにそって各社

成果を報告し、Part1 は概況、Part3 は第

13 回サンビーム研究発表会（2013 年）

の発表概要、Part4 は対外発表リストを

掲載した。

　２） 「第22回SPring-8施設公開」（2014年4月
27日）にて、サンビームのパネル展示を

行った。

　３） 「第14回サンビーム研究発表会」（2014
年9月4、5日、姫路商工会議所）を「第

11回SPring-8産業利用報告会」において

開催し、サンビームから、口頭6件、ポ

スター23件を発表した。これらの発表概

要は本年報・成果集のpart 3に掲載され

ている。また、産業利用報告会における

見学会において、BL16XUとBL16B2を
公開し、活用状況を紹介した。

　４） 「SPring-8シンポジウム2014」（2014年9
月13、14日、東京大学弥生講堂）にて、

「サンビームBL16XUとBL16B2の現状」

と題してポスター発表を行った[1]。

参考文献
[1]  鈴 木、SPring-8 シ ン ポ ジ ウ ム 2014、P-51 
（2014.9.13、14、東京大学弥生講堂）

サンビーム共同体　合同部会長

日産自動車株式会社　鈴木　直 
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図 3. 大型装置お披露目（9 月 5 日実施） 

図 2. 安全総点検（8 月 1 日実施）　参加者



BL16XU
（サンビーム ID）

産業用専用ビームライン建設利用共同体

１．はじめに
BL16XU（サンビーム ID）は、BL16B2（サ

ンビーム BM）とともに、13 社・グループ [ 注 ]

で構成される産業用専用ビームライン建設利用

共同体（サンビーム共同体）が管理、運営す

る専用ビームラインである。1998 年 8 月に専

用ビームライン据付工事着工申請書が承認さ

れ、BL16XU/B2 ともに設置・利用が開始され、

1999 年 9 月よりサンビーム共同体各社への供

用が開始された [1]。2006 年度に、供用開始か

らのサンビームの成果をまとめるとともに、

2008年度からの 10年間の次期計画を申請した。

2007 年度に次期計画が承認されたことを受け、

2007 年度と 2008 年度の 2 ヵ年度にわたって、

大幅な設備更新・改造を実施した [2]。その後も、

サンビーム共同体各社のニーズに合わせて、機

能向上を継続的に行っている。2013 年度には、

中間評価を受け、「継続」の評価結果を得た。

２．ビームライン・実験装置の概要
2013 年度は、硬 X 線光電子分光（HAXPES）

装置の導入を進め、光学ハッチ、実験ハッチ

の一部を改造した。さらに、回折実験の高度

化のため、多次元検出器装置（二次元検出器

PILATUS と一次元検出器 MYTHEN）、及び、

同多次元検出器を有効活用するため、in-situ 実

験に適した高温雰囲気制御が可能な加熱試料台

を導入した。

BL16XU の実験装置などの機器配置の概略

図を図 1 に、基本仕様を表 1 に、それぞれ示

す。光源は磁石周期長を標準型の 32 mm より

長い 40 mm とした真空封止型水平直線偏光 X
線アンジュレータであり、より長波長側の放射

光 X 線の発生を可能としている。光学ハッチ

には、上流側から、液体窒素循環間接冷却方

式 Si（111）二結晶単色器、ダイアモンド移相

子、新たに HAXPES のために導入されたチャ

ンネルカット結晶分光器、及びベントシリンド

リカルミラーが設置されている。液体窒素冷却

により、実験ハッチに導入されるビームは、1 
mm 角以下のサイズで、高いフラックスと位置

安定性を有する。移相子を用いて、円偏光を生

成し、X 線磁気円二色性（XMCD）実験を行え

る。実験ハッチ内には、上流側から、HAXPES
装置、8 軸 X 線回折装置及びマイクロビーム

形成装置、蛍光 X 線分析装置を設置している。

HAXPES 装置上流のピンホールチャンバー内

に HAXPES 用ビーム形成のためシリンドリカ

ルミラーが新設された。そのほかの主な装置

として、高エネルギー X 線回折高度化のため

図 1. BL16XU 及び BL16B2 における機器配置概略図（2014 年 3 月時点）
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CdTe 検出器や、ガス雰囲気下でのその場測定

を行えるように、反応性ガス供給・排気装置を

備えている。

３．利用状況
BL16XU における 2013AB 期（2013 年度）の

各社の実験装置別利用割合を図 2 の右端に示

す。それまでの年度と比較して、装置別利用割

合の大小関係は変わらないが、2012 年度に比

べ、X 線回折装置の利用がやや増え 75% 程度、

マイクロビーム形成装置の利用がやや減り 15%
程度、残りを蛍光 X 線分析装置の利用が占めた。

一方、2013AB 期の各社の利用研究課題の適

用分野別の比率を、2012AB 期と比較して図 3
に示した。2013AB 期では、2012AB 期から引

き続いて「半導体」分野の利用が多く、「素材」

分野が増加した。これは窒化物系化合物半導体

や有機半導体などの多様な電子デバイスや、環

境・エネルギー関係分野の素材評価への利用が

進んだことを表している。

４．サンビームの成果公開
各社の利用研究課題を通じてサンビームで得

られた成果は、各社から学会発表、論文投稿な

どで対外的に適時報告されている。そのような

報告を基本としながら、サンビーム共同体と

しては、サンビームの対外的な発表の場とし

て、「サンビーム研究発表会」と「サンビーム

年報・成果集」の 2 つを用意している。「サン

ビーム研究発表会」は、2001 年度よりサンビー

ム共同体が毎年主催して、直近の 1 年間に共同

表 1. BL16XU の基本仕様

光源 真空封止型直線偏光アンジュレータ
周期長 40 mm、周期数 112

光子エネルギー 4.5 ～ 40 keV
単色器 液体窒素循環間接冷却二結晶（Si（111））
光子数 ～ 1012 photons/s （マイクロビーム ～ 1010）

ビームサイズ 1.0 mm（H） × 1.0 mm（V）以下
（マイクロビーム 0.5 μm（H）× 0.5 μm（V）以下）

実験装置・手法

HAXPES 装置　（2014A 期利用開始予定）
8 軸 X 線回折装置
マイクロビーム形成装置（マッピング機構、X 線回折／
蛍光 X 線分析／ XAFS ／ XMCD）
蛍光 X 線分析装置（波長分散型／エネルギー分散型）
その場計測用ガス設備

図 2. BL16XU における実験装置別利用割合の
年度別推移

図 3. BL16XU における利用研究課題の適用分
野別比率
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体各社のサンビームで得られた成果を発表する

会である。2004 年度からは、「SPring-8 産業利

用報告会」を JASRI、兵庫県と共催している。

「SPring-8 産業利用報告会」は、2010 年度から

（株）豊田中央研究所が加わり、SPring-8 の産

業利用に関する最も規模の大きな報告会となっ

ている。2013 年度は、第 13 回サンビーム研究

発表会（第 10 回 SPring-8 産業利用報告会）（2013
年 9 月 5,6 日、兵庫県民会館）にて、ポスター

23 件、口頭 5 件の発表を行った [3]。

一方、「サンビーム年報・成果集」は、サンビー

ムでの各社利用実験課題の成果を論文形式で公

開する媒体を提供する目的で 2011 年度より刊

行を開始した冊子である。同年報・成果集は、

JASRI の「重点産業利用報告書」の形式に倣っ

た各社の成果報告論文、前述のサンビーム研究

発表会の報告書、及びそれ以外のサンビーム共

同体の年間活動記録などで構成されており、一

年間のサンビームの成果と活動をまとめて閲覧

できる内容となっている。2012 年度に、同年報・

成果集は、SPring-8 の成果非専有実験課題の成

果公開の媒体の一つである「公開技術報告書」

として SPring-8 成果審査委員会にて認定され

た。2014 年 3 月には、同年報・成果集の Vol.3
を発刊した [3]。サンビーム共同体の研究成果に

ついては、同年報・成果集とそれ以外の成果も

含めて、サンビーム共同体ホームページで公開

されている [4]。

５．新規導入装置と技術検討事例
以下に新規導入装置と技術検討事例を紹介する。

（1） 硬 X 線光電子分光（HAXPES）装置と多次

元検出器（PILATUS/MYTHEN）装置の導入

① 硬 X 線光電子分光（HAXPES）装置

図 4 に HAXPES 用ビーム形成のための光学系

の模式図と HAXPES 装置の外観写真を示した。

光学系模式図から分かるように、チャンネル

カット結晶分光器で、ビームのエネルギー分解

能を高め、ベントシリンドリカルミラー及びシ

リンドリカルミラーで光電子分光アナライザー

に適した形状にビームを集光して HAXPES 実

験を行う。

HAXPES 装置は実績のある VG シエンタ社

製 R4000 をベースとし、大型試料ホルダーと

自動測定機能による効率化、アッテネータによ

る検出器の飽和抑制による高精度化、電子銃 /
イオン銃併用の帯電中和システム、搬送ベッセ

ルによる真空・不活性雰囲下での試料導入など、

各社ニーズを踏まえた特長を持たせた。2014A
期にオンライン調整を終えた後、各社研究課題

で利用予定であり、各種材料と電極との界面や、

酸化物材料の表面汚染フリーな情報など、様々

なアプリケーションの展開を図りたい。

図 4. HAXPES 装置の外観と光学系模式図
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②多次元検出器（PILATUS/MYTHEN）装置

多次元検出器はエネルギーや角度分解能、測

定範囲など回折実験条件に合わせ Dectris 社製

の二次元検出器 PILATUS100K と角度分解能を

重視した一次元検出器 MYTHEN1K が選択可能

であり、BL16XU と B2 の回折計 2θ アーム上

で設置位置を変えられるようにした。マイクロ

ビーム形成装置を用いた利用や自由な実験レイ

アウトに対応するため、可搬式の YZ ステージ

（可動域 300 mm × 300 mm）架台を導入した。

合わせて、Anton Paar 社製の DHS1100 を導入し、

昇温過程での in-situ 相変化測定など新規評価技

術への対応を図り、2013B 期にオンライン調整

を終えた。

PILATUS の導入により、各種材料の in-situ X
線回折測定、小角散乱、逆格子マップ、DAFS、
斜出射深さ方向分解 XAFS など、幅広いアプ

リケーションの展開が期待できる。

MYTHEN は、すぐれた角度分解能を活かし、

X 線回折計用検出器として、従来に比較し、数

分の一以下への測定時間短縮が期待できる。ま

た、MYTHEN は、放射光 X 線回折で、これま

でのスリットスキャン中心の X 線回折計の測

定の仕方、装置の様式を変えていくと思われる。

また、PILATUS と MYTHEN を組み合わせた小

角散乱と広角測定の同時測定、マイクロビーム

形成装置と、PILATUS を組み合わせた微小領

域での斜出射深さ方向分解 XAFS など、各社

の創意工夫により、バリエーションに富んだ応

用が続々と生まれると期待している。

図 5 と図 6 に、試料加熱中の in-situ 実験例

を 示 す。 鋼 板（Fe-0.5mass% C-1mass%Si） の

1000℃まで加熱中の X 線回折を観察した。図

5 は室温から 1100℃の温度範囲で回折測定が

可能な Anton Paar 社製 DHS1100 と Dectris 社製

PILATUS100Kを用いた in-situ実験の様子である。

図 6 は、1000℃まで昇温したときの、500℃、

900℃、1000℃における二次元回折パターンで、

残留酸素起因の鋼材表面に形成される鉄シリケ

イトや酸化鉄の生成挙動、900℃付近での相変

化など、期待通りに分解能を確保して観察でき

ることを確認した。

図 5. PILATUS と DHS1100 の外観写真

図 6. 鉄鋼材料の昇温中 X 線回折測定結果
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BL16B2
（サンビーム BM）

産業用専用ビームライン建設利用共同体

１．はじめに
BL16B2（サンビーム BM）は、BL16XU の

項に記したように、BL16XU（サンビーム ID）

とともに、13 社・グループ [ 注 ] で構成される

産業用専用ビームライン建設利用共同体（サン

ビーム共同体）が管理、運営する専用ビーム

ラインである。1998 年 8 月に専用ビームライ

ン据付工事着工申請書が承認され、BL16XU/
B2 ともに設置・利用が開始され、1999 年 9 月

よりサンビーム共同体各社への供用が開始され

た [1]。2006 年度に、供用開始からのサンビー

ムの成果をまとめるとともに、2008 年度から

の 10 年間の次期計画を申請した。2007 年度に

次期計画が承認されたことを受け、2007 年度

と 2008 年度の 2 ヵ年度にわたって、大幅な設

備更新・改造を実施した [2]。その後も、サンビー

ム共同体各社のニーズに合わせて、機能向上を

継続的に行っている。2013 年度には、中間評

価を受け、「継続」の評価結果を得た。

２．ビームライン・実験装置の概要
BL16B2 の基本仕様を表 1 に示す（実験装置

などの機器配置の概略は BL16XU の項の図 1
参照）。光源は偏向電磁石であり、光学ハッチ

内に配された可変傾斜型 Si 二結晶単色器によ

り、広いエネルギー範囲で単色 X 線を利用で

きる。光学ハッチ内には集光及び高次光除去用

のベントシリンドリカルミラーが設置されてい

る。実験ハッチ内には、上流側に大型実験架台、

下流側に 6 軸 X 線回折装置が設置されている。

大型実験架台は、表面を平滑仕上げとし、エ

アパッド浮上式のステージを採用し、測定装置

類の配置を比較的容易に変えられる仕様となっ

ている。その実験架台上で、イオンチャンバー

や θ-2θ型ゴニオメータなどを用いて XAFS 測

定を行える。XAFS 測定用の検出器としては、

他にライトル検出器、転換電子収量検出器を備

え、さらに、液体窒素の自動供給装置を備えた

19 素子 Ge 半導体検出器を装備し、利便で高感

度な蛍光 XAFS 測定に対応する。また、同じ大

型実験架台で、X 線イメージングやイメージン

グと XAFS を組み合わせたイメージング XAFS
測定が行われている。タンジェンシャルバー式

ゴニオメータを用いて X 線トポグラフィなど

の精密 X 線光学実験を行うことができる。

一方、6 軸 X 線回折装置では、通常の X 線

回折はもとより、高エネルギー X 線回折を行

える。また、BL16XU と同様に、CO や NO な

どの毒性ガスや、H2 や CH4 などの可燃性ガス

を実験ハッチに安全に供給し排気するその場計

測用ガス設備を使用でき、クィックスキャン

XAFS 計測系と組み合わせ、材料の反応過程の

その場 XAFS 測定を行える。

2013 年度は、BL16XU の項に記した多次元

検出器（PILATUS/MYTHEN）装置を BL16B2
でも利用できるように、2013B 期にオフライン

調整に取り組み、2014A 期オンライン調整後、

各社の利用研究課題で活用予定である。

表 1. BL16B2 の基本仕様

光源 偏向電磁石
光子エネルギー 4.5 ～ 113 keV
単色器 可変傾斜型二結晶（Si（111）, Si（311）, Si（511））
光子数 ～ 1010 photons/s

ビームサイズ 0.1 mm（H）× 0.1 mm（V） （ミラー使用）
60 mm（H）× 5 mm（V） （Si（311）、ミラー不使用）

実験装置・手法
大型実験架台（XAFS、X 線トポグラフィ、X 線イメージング）
6 軸 X 線回折装置
その場計測用ガス設備
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３．利用状況
BL16B2 における 2013AB 期（2013 年度）の

各社の実験装置別利用割合を図 1 の右端に示

す。それまでの年度と同様に、XAFS 装置の利

用が圧倒的に多いことに変わりはないが、2011
年度に比べて、2012 年度から、XAFS 装置利用

が90％程度まで減り、その分、X線トポグラフィ

装置の利用が 10％弱まで増え、残りを X 線回

折装置の利用が占めた。

一方、2013AB 期の各社の利用研究課題の適

用分野別の比率を、2012AB 期と比較して図 2
に示した。2012AB 期に比べて、2013AB 期では、

「燃料電池・触媒」分野への適用が減り、リチ

ウムイオン二次電池をはじめとした「電池」分

野の比率が最も高く、大電力用の化合物半導体

や磁性薄膜などの「半導体」分野への適用が増

加している。

４．成果の紹介、研究・技術検討事例
BL16XU の項で記したように、BL16B2 で得

られた成果は、毎年主催している「サンビーム

研究発表会」で報告するとともに、実験課題の

成果公開の媒体である『サンビーム年報・成果

集』にて論文形式で発表している。2013 年度

には、第 13 回サンビーム研究発表会（第 10 回

SPring-8 産業利用報告会）（2013 年 9 月 5,6 日、

兵庫県民会館）にて、ポスター発表 23 件、口

頭発表 5 件を行うとともに、『サンビーム年報・

成果集 Vol. 3　2013』を発刊した [3]。サンビー

ム共同体の研究成果については、同年報・成果

集とそれ以外の成果も含めて、サンビーム共同

体ホームページで公開されている [4]。

以下に、in-situ XAFS 測定により、リチウ

ムイオン二次電池（以下、LIB）の正極材料

Li2MnO3 の充放電過程の様子を解析した事例 [5]

を紹介する。

LIB 電池正極材料の解析では、各構成元素の

電池反応への寄与を明確に把握することが必要

である。in-situ XAFS は、元素選択性があり、

価数変化を捉えることができるので、LIB の解

析によく利用されている。しかし中には、参照

物質との比較では、価数変化の詳細の解析が不

十分な場合があり、そういった場合に第一原理

計算に基づく XANES シミュレーションと電子

密度計算による定量的な価数見積りが有効であ

る。

図 3（a）に in-situ XAFS の測定結果を示す。

ピークトップは徐々にシフトするが、立ち上が

り位置はシフトしないなど複雑な挙動が見ら

れ、単純に標準試料と比較するだけでは価数

変化の判断が難しい。詳細を解析するために、

LixMnO3 （x=2.0, 1.5, 1.0）の電子状態計算及び

XANES シミュレーションを行った結果を図 3
（b）に示す。測定結果と比較するとシミュレー

ション結果は実験から得られた特徴をよく再現

している。

図 1. BL16B2 における実験装置別利用割合の年
度別推移

図 2. BL16B2 における利用研究課題の適用分野
別比率
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図 4 に電子状態計算によって得られた Mn、
O 上の電子密度分布の例を示した。この電子

密度分布を球面積分することにより、Mn、O、

それぞれの価数を求めることができる。

表 2 に Mn、O の価数計算結果を示した。表

1 は、充放電に際し Mn の価数ほとんど変化せ

ず、むしろ、O の価数が変化することで、充放

電が行われていることを示している。

図 3. Mn K-edge （a） in-situ XAFS 測定結果と（b）
XANES シミュレーション結果

（a） in-situ XAFS 測定結果

（b） シミュレーション結果

図 4. 第一原理計算による電荷密度分布

表 2. WIEN2k aim コードによる価数計算結果

Mn O
Li2MnO3 1.91 -1.19
Li1.5MnO3 1.93 -1.08
LiMnO3 1.95 -0.93

参考文献
[1]  泉 弘 一 : SPring-8 利 用 者 情 報 Vol.4, No.4
（1999）p.20-22; 久保 佳実 : ibid. Vol.6, No.2
（2001） p. 103-107.

[2]  飯原 順次、他 : 第 22 回日本放射光学会年

会・放射光科学合同シンポジウム、11P012 
（2009.1.9 ～ 12、東京大学）; 他 同合同シ

ンポジウム 11P021, 12P027, 12P028, 12P029, 
12P030, 12P031, 12P032.

[3]  産業用専用ビームライン建設利用共同

体 : サンビーム年報・成果集 Vol.3（2014）
p.100-145

[4]  産業用専用ビームライン建設利用共同体　

研究成果公開 WEB サイト https://sunbeam.
spring8.or.jp/top/seika.html

[5]  久保渕　啓、他 : サンビーム年報・成果集

Vol. 3（2013）p.110-111.

サンビーム共同体　合同部会長

日産自動車株式会社　鈴木　直 
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サンビーム大型設備導入－硬 X線光電子分光装置

１．はじめに
サンビーム共同体では、高度化かつ多様化す

る各社ニーズに対応し継続的な成果創出を図る

ため、第 2 期専用施設設置契約の後半 5 年間に

向け、2013 年度に多次元 X 線検出器と硬 X 線

光電子分光（HAXPES）装置を導入した。

多次元検出器と関連機器は、2013 年度中に立

ち上げおよび性能確認作業を終えたあと、2014A
期より各社利用が開始され、引き続き応用拡大の

ためのソフトウェア開発などが進められている。

一方の HAXPES 装置は、2013 年末までに本

体および光学系追加設備の納入を完了したもの

の、2014 年 1-3 月は SPring-8 が停止していた

ため、2014A 期からビームを使った立ち上げ作

業（オンライン調整）を開始した。

多次元 X 線検出器導入については、本年

報 2013 度版で報告されており [1]、本稿では

HAXPES 装置の導入について報告する。

２．導入経過
表 1 に HAXPES 装置の導入検討開始からこ

れまでの経過を示す。

HAXPES 導入にはビームライン光学系の改

造も必要となるため、2012 年 1 月に HAXPES
装置検討サブグループを新設し、BL16XU で

の HAXPES の実現可否を含めた技術検討から

開始した。光学系テストを行って HAXPES が

導入可能であることを確認するとともに、他

の HAXPES 設置ビームラインやアナライザー

メーカーからの情報収集および各社ニーズを把

握するためのアンケートを行って装置仕様の検

討を進め、2012 年度末のサンビーム共同体運

営委員会で最終仕様が承認された。

2013 年度からは HAXPES 装置サブグループ

として構成設備の発注、立ち上げ、調整作業を

行い、12 月には HAXPES 本体の設置までを完

了した。2014 年 4 月に行った最初のオンライ

ン調整で初スペクトルの取得に成功、その後も

順調に基本性能の立ち上げを完了し、当初の予

定通り 7 月にサンビーム HAXPES として各社

利用を開始した。

10 月からの 2014B 期では本格的な各社利用

が始まったが、引き続き帯電中和システムの立

ち上げ・性能評価や、光学系調整時間の短縮化

など機能向上を進めている。

■  25 μm 集光の X 線により、斜入射配置での高感度
測 定および全反射測定が可能

■  導入時間 5 分、60 mm の大型試料ホルダーと自動
測定機能で、多試料を効率よく測定

■  電子銃とイオン銃を併用した帯電中和システムによ
り、絶縁物を含む幅広い試料に対応

■  試料搬送ベッセルを用いた真空・不活性ガス雰囲気
下での試料導入に対応

■  アッテネータによる検出器飽和の抑制で、主成分か
ら微量元素まで高精度に測定

■  5 系統入力の電圧印加試料ホルダーにより、4 端子
法 を用いた精密な電圧印加測定に対応

表 1. HAXPES 装置の導入経過

表 2. サンビーム HAXPES の主な特長

2011-2012 年
  9 月 HAXPES 導入検討会 
  1 月
～6月

HAXPES 装置検討 SG スタート
情報収集（他 BL、メーカー）、
装置仕様に関するアンケート、
HAXPES 技術検討会（2 回）、
光学系テスト（3 回）

  7 月 装置仕様案作成、予算見積もり
  9 月 臨時運営委員会にて計画承認
10 月
～1月

HAXPES 装置検討会（2 回）
見積仕様作成、見積もり取得

2013 年
  3 月 運営委員会にて最終仕様承認
  4 月 HAXPES 装置 SG スタート、設備発注
  7 月 チャンネルカット結晶分光器搬入
  9 月 ミラー収納チャンバー搬入
10 月 チャンネルカット結晶分光器調整
11 月 ミラー収納チャンバー調整
12 月 HAXPES 本体搬入、設置

2014 年
   1 月
～3 月

HAXPES 本体オフライン性能テスト、
オフライン調整、オフライン講習会

  4 月
～6月

オンライン調整（初スペクトル取得）、
オンライン調整、オフライン調整

  7 月 オンライン調整、オンライン講習会、
各社利用開始

  9 月 サンビーム見学会（お披露目会）
10 月 帯電中和システム調整・性能評価
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３．装置概要
サンビーム HAXPES では、早期の立ち上げと安

定した装置利用を重視し、共用ビームラインで実

績のある光学系やアナライザーを採用した。一方

で、産業利用で必要とされる高いスループットや

使いやすさ、機能を実現するため、独自の仕様を

含む様々な特長も持たせた（表 2）。
図 1 にサンビーム HAXPES の概略図を示す。光

学系には、SPring-8 の HAXPES 装置で多く採用さ

れている Si（111）チャネルカット結晶分光器と、

横集光用のシリンドリカルミラーを増設しており、

ベントシリンドリカルミラーによる縦・横集光と合

わせて、励起エネルギー 6,8,10 keV（標準は 8 keV）

の X 線を縦横 25 μmまで集光する。そのほか、エネ

ルギー調整を迅速に行うための PIN ダイオード検

出器と、X 線の強度調整を容易に行うためのアッ

テネータも追加した。アッテネータの透過率は 100
～ 2% の 6 段で、強い光電子ピークによる検出器飽

和や試料帯電の抑制に利用される。

HAXPES 本体は、アナライザーと試料ステージ

を備えた測定室、および試料の導入、搬送機構を

備えた試料導入室からなり、4 軸架台上に設置され

ている（図 2）。
アナライザーは VG シエンタ社 R4000 Lens1 

10keV で、検出器は 70 fps の高速タイプとした。4
軸の試料ステージは斜入射配置に対応した縦型で、

電圧印加対応スロット 2 つを含む 6 つのスロット

と、ビームサイズ評価用のナイフエッジ 1 組を備え

る。また、帯電中和用の電子銃とイオン銃は、光

電子検出角度によって照射密度が大きく低下しな

いように配置を考慮した。測定ソフトウェアでは、

試料ステージの 4 軸に加えて中和電子銃とアッテ

ネータの位置を指定した自動測定が可能である。

図 1. サンビーム HAXPES の概略図（赤字は新規導入設備）

図 2. サンビーム HAXPES 本体

図 3. シリンドリカルミラーとアッテネータ（左）、
および試料ステージと大型試料ホルダー（右）

図 4. 帯電中和電子銃とイオン銃の配置（左）、
および試料ホルダーと搬送スロット（右）
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４．装置性能
2014A 期のオンライン調整作業において、

励起エネルギー 8 keV での性能を評価した。

図 5 は試料ステージ上の Au メッキ部におけ

るフェルミ端スペクトルで、測定条件は光電

子検出角度（TOA）88 °、パスエネルギー 200 
eV、スリット curved 0.5 mm である。立ち上が

り強度 16-84% の幅は 0.24 eV で、同様の光学

系を有する他の HAXPES 装置と同じく 0.25 eV
以下のエネルギー分解能が得られた。測定感

度については、測定条件やアナライザーの仕

様によって変化するため比較が難しいが、検

出効率が高くなる TOA が 88 °以上、すなわち

X線視射角（XGA）が 2 °以下の斜入射配置では、

他のビームラインの HAXPES 装置と同等以上

の感度が得られている。

斜入射配置での検出効率向上は、光電子が

脱出可能な表面付近での励起確率が高くなる

ことによるが、X 線スポットがアナライザー

の分析視野（約 H3.8 mm × V0.1 mm）からは

み出すとその効果は減少する。ナイフエッジ

スキャンにより試料位置でのビームサイズを

評価した結果（図 6）、水平方向の FWHM は

25 μm で、計算上は XGA が 0.1 °程度まで検出

効率向上が期待できることが分かった。また、

垂直方向も 27 μm と分析視野に比べて小さいた

め、ビーム高さの変化や振動の影響を受けに

くく、安定した測定感度が得られる。

実際に SiO2（5.5 nm）/Si を試料としてスポッ

トサイズと測定感度の X 線視射角依存を測定

した結果を示す。図 7 は分析視野の水平方向

を 18 分割で取り込んだ Si1s スペクトルの強度

分布でスポットサイズに対応する。0.2 °では

スポットが 2 山に分かれているもののほぼ分

析視野内に収まっており、検出効率は最大と

なる。図 8 は測定感度の変化で、1.0 °では 10 °
（TOA=80 °）の 10 倍以上の測定感度が得られ

ている。また、SiO2 の全反射臨界角 0.23 °より

浅い 0.2 °では、検出深さが小さくなり Si 基板

由来の Si1s 強度は減少するが、表面側の吸着

汚染と SiO2 層に由来するピーク強度はさらに

測定感度が増大する。このように全反射条件

を含む斜入射配置では、極めて高い測定感度

を得ることができる。

図 5. Au 試料のフェルミ端スペクトル

図 8.  X 線視射角による測定感度の増加

図 7. X 線視射角によるスポットサイズの変化

図 6. ナイフエッジによるビームサイズ評価
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図 9. Si1s スペクトルの SiO2 膜厚依存

図 12. As 注入 Si の As2p3/2 スペクトル

図 11. As 注入 Si のワイドスペクトル

図 10. Si1s スペクトルの X 線視射角依存

 ５．測定例
図 9 は膜厚が異なる SiO2/Si 試料の Si1s スペ

クトルで、XGA=2.0 °、積算時間 2 分で測定し

たものである。膜厚 51.6 nm でも Si 基板から

のピークを確認できており、HAXPES の検出

深度、測定感度が大きいことが分かる。

図 10 に SiO2（5.5 nm）/Si における Si1s スペ

クトルの XGA 依存を示す。1.0 °以上では 2 本

のピークの強度比が同じ、すなわち検出深さが

一定であるのに対し、全反射条件となる 0.2 °
では検出深さが減少して SiO2 由来のピーク強

度が増大する。この XGA 依存を利用した深さ

方向分析は TOA 依存を利用した方法に比べて

測定感度が高く、X 線の照射密度が低くなるた

め試料ダメージも小さい。

図 11 に As をイオン注入した Si ウエハ試料

のワイドスペクトルを示す。As の注入深さは

表面から 10 nm で注入量は 0.2 原子層相当の 2
× 1014 atoms/cm2 である。微量かつ表面から深

い領域に存在するにも関わらず、3 分の測定で

As のピークを確認できる。さらに図 12 に示す

As 注入量が異なる試料の As2p3/2 スペクトルで

は 0.005 原子層に相当する 5 × 1012 atoms/cm2

の極微量 As についても、150 分の測定で解析

可能なスペクトルが得られている。

６．まとめ
2014 年 7 月に利用を開始したサンビーム

HAXPES について、その特長や装置性能を報

告した。共同体参加社の半数以上は共用ビーム

ラインでの HAXPES 利用経験があり、今後は

各社による早期の有効活用が期待される。

謝辞
本装置の導入にあたり、JASRI 池永様、陰地

様、孫様、廣沢様、JAEA 小林様、小畠様をは

じめとする関係各位に多くのご協力をいただき

ました。ここに心より感謝の意を表します。

参考文献
[1]  サンビーム年報・成果集 , Vol.3, part3, （2013）.

サンビーム共同体　HAXPES 装置 SG 主査
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多次元検出器と BL16回折計の LabVIEW, IDLによる
統合制御ソフトの開発

１．はじめに
サンビームでは、2013 年度に新規設備と

し て 多 次 元 検 出 器（PILATUS, MYTHEN, 
Anton paar DHS1100）および HAXPES を導

入しました。これらはすでに他のいくつかの

ビームラインにも導入され、実績が上がって

いるものです。多次元検出器の導入に際して

は、サンビームの回折 SG から分岐して多次

元検出器 SG が組織され、現在の装置の利用 [1]

に至っています。一方、装置の立ち上げと並

行して、検出器の制御プログラム開発がソフ

ト SG により行われました。ここではその開

発経緯と内容について、まとめました。

２．統合制御ソフトの開発
サンビームでは、放射光測定の高度化や使い

やすく効率の良い実験環境を目指して、種々の

制御ソフトが開発・利用されています。 多次

元検出器のユーザー制御プログラム開発のため

のソフトウエア言語については、開発効率が高

いことから、装置制御には LabVIEW*、多次元

データの可視化には配列指向言語である IDL**
（Interactive Data Language） を利用することにし

ました。日本においては、この組み合わせによ

る制御についての報告例は見られませんでし

た。

昨年からの開発の経緯を振り返ると、4 つの

Step にまとめることができました。その内容

を以下にまとめます。従来、サンビーム回折装

置は、HUBER 回折計と軸のパルス駆動を行う

神津 SC コントローラを、LabVIEW を用いて

開発した制御ソフト 16XH,16BH により利用し

ています。この制御ソフトの特徴として、一つ

の制御画面から全軸（～ 40）のステータス表

示と制御が可能、連続 / ステップスキャンの選

択が可能、マクロ動作も可能です。検出器は、

YAP など、いくつかの 0 次元検出器が用意さ

れていました。

図 1. 統合制御の全体構成。従来からの回折計と検出器に加え、PILATSU, MYTHEN, DHS1100 が、そ
れぞれの通信によって繋がっている。装置全体は LabVIEW ソフトにより制御され、IDL ソフトによ
り基礎データ処理が行われる。

*LabVIEW は、National Instruments, Inc の登録商標です。

**IDL は、Exelis VIS, Inc の登録商標です。
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Step1 では通信接続を行いました。これは

図 1. に示す全体構成図の青線部に対応しま

す。MYTHEN は DCS （Detector Control System）

に TCP/IP で接続し、PILATUS は検出器制御

用 Linux-WS 上に camserver ソフトを立ち上げ

TCP/IP で接続、測定データは WS に保存され

ます。DHS1100 加熱装置はシリアルポートを

使った RS232 通信で接続しました。これらの

装置と通信が行えることを LabVIEW プログラ

ムにより確認しました。

Step2 においては、各装置のコマンドを収録

し、制御することができる単体制御ソフトを

LabVIEW により開発し、上位メニューから検

出器の単独制御および回折装置制御を切り替え

られる構成を準備しました。一方、PILATUS
からは 32bit TIFF 形式のイメージファイルが出

力されるので、その可視化のため、図 2. に示

すデータビューアを、IDL を用いて作製しまし

た。IDL は 32bit TIFF ファイルも簡単に読み込

め、測定強度やプロファイルを表示し、カラー

テーブルも選ぶことができます。また TIFF イ

メージを連結したサイズの大きいファイルの表

示も可能です。これらのソフトをオンラインで

利用してもらったところ、個別の測定は可能で

あるが、やはり回折計のスキャンなどと同期し

て測定を行いたいという希望がありました。

そこで Step3 として、ソフトの全体構成を検

討し、回折計ソフトの機能を拡張し、多次元検

出器を組み込んだ統合制御を考え、LabVIEW
画面を作成しました。ここでは検出器の制御コ

マンドなどは隠蔽し、測定に使う検出器を選ぶ

だけで、スキャン測定や繰り返し測定が可能に

なります。このソフトは前記のソフトから１日

ほどで組み立てられ、しばらくの期間利用して

いただきました。

Step ４では、この制御ソフトの内部構造の整

理と拡充を行いました。ソフトのフロント画面

は図 3. のようになりました。ソフトの実行開

始時には左上部のボタンにより接続された装置

を指定します。測定に用いる検出器は、右上の

ボタンから選択することにより簡単に変更する

ことができます。シングル測定、連続測定、ス

キャン測定が可能です。左真中のマクロ測定で

は、検出器はパラメータにより指定できます。

また、行った測定の情報は、すべてログファ

イルに残る構成としました。ログファイルの具

体例を図 4. に示しました。記録のフォーマッ

トは、（年月日）、（タイムスタンプ）,（測定モー

ド）、（ファイル名）、（検出器）、（計測時間）、

（軸数）、（軸番号リスト）、（軸値リスト）、（温

度）となっています。ここでファイル名の拡張

部は、シングル測定の場合には測定番号を順次

増加させ、スキャンなど複数のデータ点測定の

場合には、測定番号に加え、スキャン番号も追

加し、測定毎に増加させることにしました。そ

のため、どのデータがスキャン測定であるかは

ログファイルから容易に分かります。後で述べ

るデータ解析ソフトでは、このログファイルか

ら、解析したい測定の記録部を切り出してファ

イル化し、解析ソフトに入力することで、簡単

に測定条件と処理ファイル情報を指定すること

ができます。

図 5. に示す IDL オンラインモニターは

PILATUS 利用時に、LabVIEW ソフトと socket
交信し、測定された最新データを常時表示する

サーバーソフトです。表示までに要する処理時

図 2. PILATUS データファイルの IDL データ
ビューワ。32bit Tiffファイルにも対応しており、
取得したデータのプロファイル確認やカラー表
示が行える。
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間は 10 msec 程度です。モニターのレベルは、

データ表示、表示とラインデータ送信、表示と

ROI データ送信の 3 レベルから選ぶことができ

ます。送られたラインデータや ROI データは

LabVIEW 上に表示されます。

一方、実験時に取得したデータを迅速に確

認するために、IDL による基礎解析ソフトを

開発しました。そのいくつかを説明します。

Myth_2th_join は MYTHEN の 2 θスキャンデー

タを入力ログファイルに基づいて連結するも

ので、オーバーラップ測定も適切に連結しま

す。オーバーラップデータを使うと、正しいカ

図 3. 統合制御ソフトのフロントパネル

図 4. ログファイルの記録フォーマットとリスト例。必要な情報が保存される

図 5. IDL オンラインデータモニターの表示例。左図はレベル 2（ライン抽出）、右図はレベル 3（ROI
抽出）の例
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メラ長ではデータのピーク強度が最大となる

ことを利用すると、カメラ長を１ mm 程度の

精度で決めることができました。図 6. に示す

PILA_2th_join は、PILATUS の 2 θスキャンデー

タを、ログファイルに基づいて連結するもので

す。この場合、指定したカメラ長を基に、動

径方向は積分します。この計算は、高速な IDL
の histogram 関数により実行しています。

図 7. に示す PILA_2th_T_plot は、固定した回

折位置において、DHS1100 過熱装置により試

料を加熱・冷却しながら PILATUS で収集した

データを、2 θ角、温度、強度の 3 次元プロッ

トとして表示するもので、プロットの回転も可

能です。図は 171 個の相転移データを処理した

例です。図 8. の PILA_YZ_conv2 では、左側に

YZ ステージにより取得したイメージデータが

表示され、そのビーム中心位置を指定します。

右側には、動径積分の結果、あるいは方位角変

換したデータを表示します。

以上、サンビームへの多次元検出器の導入に

伴う制御・解析ソフトの開発経緯をまとめまし

た。開発においては、サンビームユーザーから

の要望などを取り入れながら、ソフトの構成を

柔軟に調整しました。LabVIEW と IDL の併用

では、複雑な制御構造の開発・変更が容易に行

えました。これらのソフトを用いることにより、

迅速な放射光利用実験が可能になり、最近では

図 6. PILA_2th_join ソフトの実行例。ログファ
イルを入力することにより PILATUS データを
2θ変換し、動径方向に積分し、連結する

図 7. PILA_2th_T_plot の実行例。PILATUS の 2θ
角と温度による強度分布を集計し 3 次元表示す
る。図はチタン酸バリウムの相転移（～ 120℃）
付近の（002）/（200）回折ピークの測定例

図 8. PILA_yz_conv2 では PILATUS データの連結（左）と方位角変換（右）などを行う
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すでにサンビーム各社から利用成果が報告され

つつあります。

謝辞
最後になりましたが、本ソフトの開発に関連

して、装置の立ち上げや調整作業に参加された

サンビームの皆様および、小金澤様をはじめと

する JASRI, SES の皆様方の技術的なご支援に、

深く感謝を申し上げます。 

参考文献
[1]  北原周 , サンビーム年報成果集 Vol.3, part1, 

p.17 （2013）

サンビーム共同体　ソフト SG
株式会社富士通研究所　淡路　直樹

22 22

SUNBEAM Annual Report with Research Results, Part 1, Vol.4 (2014)


