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航空機への適用が検討されている Al-Li 合金の結晶構造評価を実施した。Al-Li 合金の課題は、熱間

加工中に高温保持されることにより表面からの脱 Li 現象が進行すること、および、冷間加工によって

適切な転位導入がなされるか不明な点である。高温保持中の in-situ 格子定数変化を追うことで、300℃
では脱 Li は進行せず、500℃では大きく進行することが明らかとなった。種々の冷間加工にて歪み付

与を施した場合には、工程による差はなく、板厚方向に均一に転位導入されていた。歪み付与後に適

切な時効処理をすることで、基準値以上の強度特性を示した。さらに、圧延後に追加曲げを実施した

ところ、圧縮表面には大きく転位導入がなされ、板厚中央部では、初期の圧延による転位密度と同程

度となった。しかしながら、曲げ加工の場合には、板厚方向で転位密度の分布が存在していることから、

板全体を十分な強度とするためには、初期工程の圧延は必須であることが明らかとなった。

キーワード：航空機、Al-Li 合金、歪み、転位密度、X 線回折

背景と研究目的
Al-Li 合金は、1950 年代に本格的な研究が着

手され、これまでに航空機の試作機や、スペー

スシャトルの燃料タンクなどに適用されてきた

ものの、特性やコストに解決すべき課題があり、

積極的な適用には至っていなかった。しかしな

がら、近年第 3 世代 Al-Li 合金が開発され、今

後民間航空機の機体材料への適用が拡大される

機運にある。

この Al-Li 合金は、高度な加工熱処理により、

事前に導入された転位に強化相 T1 相（Al2CuLi
相）を析出させることで、良好な強度特性を得

る材料である [1]。従来の Al 合金と比べた場合

の Al-Li 合金の数少ない欠点の一つは加工性で

あり、従来通りの冷間加工が適用できず、熱間

加工を要する場合がある。その際、表面からの

脱 Li 現象が問題となり、T1 相の析出が正常に

起きない恐れがある。

また、冷間加工を実施できる場合でも、T1

相が析出するために必要な転位導入量に関する

指針が得られていないのが現状である。

これらの理由により、Al-Li 合金の温度変化、

加工量に対する強化相の影響を正確に把握し、

適切な加工条件の指針を得る必要がある。

そこで本試験では、Al-Li 合金に熱を与えた

際の脱 Li 層の形成過程の評価、および、様々

な加工履歴を持つ Al-Li 合金の転位量の測定・

強度試験を実施した。

実験と結果
１．高温保持における格子定数変化

サンプルは、受け入れ時の脱 Li 層の影響を除

くために、表層を除去したものを準備した。X
線回折測定に使用したゴニオメータの概略図を

Fig.1 で示す。X 線エネルギー：10 keV、入射角ω：
20 °とした。保持温度は、250℃、300℃、500℃
とし、（333）面の回折ピークを in-situ で測定す

ることで格子定数の変化を追った。
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保持温度へ到達した時点の格子定数から、時

間経過とともに、格子定数がどのように変化し

たかを Fig.2 に示す。250℃、300℃に保持した

試験片では、明白な格子定数変化はないものの、

500℃に保持した試験片は、時間経過とともに明

瞭に格子定数が減少していくことがわかる。

この理由としては、300℃以下では Li の脱離

が起きないものの、500℃という高温では Al 母
材中に固溶した Li が脱離することで、格子定

数が減少していったものと考えられる。

なお、他の可能性として、高温保持中に残留

応力が緩和され、格子定数が変化した可能性も

あるが、別実験により初期状態において残留応

力がほぼないことを確かめている。

事後実験として、300℃、500℃にて保持したサ

ンプルについて、グロー放電発光分光法（GD-OES）
により、深さ方向の成分分析を実施した。その結

果、300℃ -210 min 保持のサンプルでは 3  μm、500℃ 
-240 min 保持のサンプルでは、60 μm 以上の脱 Li 層 

の形成を確認できた。3  μm の脱 Li 層は、材料強度

に影響を与える厚さではないと考えられる。一方、

500℃ -240 min 保持のサンプルでは、測定限界深さ

以上に脱 Li 層が進行しており、Al-Li 合金表面の強

度に重大な影響を与える可能性が示唆される。

以上により、300℃以下の温度であれば、脱

Li の観点では熱間加工にも耐えうる材料であ

ることが明らかとなった。なお、本試験では検

討していないものの、過時効の恐れは懸念する

必要があり、熱間加工中の時効分を加味して、

熱処理制御する必要は残っている。

 
２．冷間加工による転位密度量

サンプルは、ストレッチまたは圧延により

1.5%、5.0%、8.0% の断面減少を伴う歪みを付

与した Al-Li 合金、および実際の加工を想定し

た圧延 5% を付与した後に曲げ加工により追加

で表面に 16% の歪を付与した Al-Li 合金とし

た。また、正確に板厚方向の分布を見るために、

加工により調整するサンプルも準備した。

ゴニオメータは Fig.1 と同様である。X 線エネ

ルギー：10 keV, 25 keV、入射角ω：4 °～ 40 °の範

囲で制御することで、表面から複数水準の X 線

侵入深さを測定し、それらの平均値をとった。

転位密度の算出方法としては、Williamson-
Hall 式 [2] を用いた。X 線波長λ、回折ピーク

センター 2θ、その半価幅βとすると、式（1）
右辺の傾きより測定点の歪み ε、切片より結晶

子径 D を算出できる。さらに、式（2）およびバー

ガースベクトル b=0.285 （nm）を用いることで、

転位密度ρが算出される。

２．１． ストレッチと圧延による転位密度への影響

ストレッチまたは圧延により歪みを付与した

サンプルの転位密度を Fig.3 に示す。

付与歪みの増加と共に転位密度が大きくなる

傾向を示した。また、同じ歪み量をストレッチ

と圧延で付与した場合には、高歪み側で多少の

バラツキはあるものの、転位密度量のオーダー

Fig. 2. In-situ lattice constant shift of Al-Li alloy 
keeping at high temperature

Fig. 1. Schematic view of goniometer

Al-Li_250deg℃
Al-Li_300deg℃
Al-Li_500deg℃
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は同程度であることが確認された。さらに、板

厚表面と中央において、大きな差が生じないこ

とも明らかとなった。

追加試験として、5.0%、8.0%、15.0% の歪み

を付与したサンプルに対して、適切な時効処理

を施したうえで、強度試験を実施した。その結

果を Fig.4 に示す。

いずれの歪み付与量でも、Al-Li 合金の基準

を満たす十分な強度特性を示した。歪み付与量

が増えるにつれ、引張強度の向上と破断伸びの

低下が見られ、T1 相の析出が増えていること

が示唆される。より高歪みを付与する場合は検

討の余地があるものの、一般的な歪み範囲では、

十分な強度特性を示すと考えてよい。

 ２．２． 圧延および曲げ加工による転位密度へ

の影響

圧延後の曲げ加工として、圧延方向の曲げ（L
曲げ）と、その直行曲げ（T 曲げ）を実施した。

曲げサンプルでは、板厚方向の歪み付与量が異

なるため、一部のサンプルについて、板厚 3/4、
板厚 1/2、板厚 1/4 の厚さに調整している。こ

れらのサンプルについて、転位密度を測定した

結果を、Fig.5 に示す。

L 曲げおよび T 曲げのいずれでも曲げ表面で

塑性変形量が最大となるため、転位密度が大き

い結果となった。引張表面と圧縮表面では、圧

縮表面の方が転位導入されやすい傾向も明らか

となった。

板厚中央部については、ほぼ曲げ中立面に該

当するため、圧延 5.0% のみのサンプルと同程

度の転位密度量となった。ただし、T 曲げサン

Fig. 5. Results of dislocation density measurements in rolled and bent samples

Fig. 3. Relationship between added distortion and 
dislocation density

Fig. 4. Strength property of aging samples after 
added distortion
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プルについては、中立面が最小値になっておら

ず、上述の議論と同様に圧縮表面側に転位が導

入されやすい傾向を示している。

板厚での転位密度分布は生じているため、板

厚方向で強度に違いが生まれる可能性を示唆し

ている。しかしながら、曲げ加工の前に全体を

圧延することで、最低限の転位を導入すること

ができれば、板全体が十分な強度特性を示すと

推察される。

今後の検討事項としては、実際の析出量を詳

細に分析することで、歪み付与、転位密度、析

出量、強度特性等の相関について、より詳しい

知見を得ていく必要があると考えている。

参考文献
[1]  松澤和夫 , “Al-Li 系合金”, 軽金属 , 62, No. 4, 

p.185 (2012)
[2]  G. K. Williamson and R. E. Smallman, “III. 

Dislocation Densities in Some Annealed and 
Cooled-Worked Metals from Measurements 
on the X-ray Debye-Scherrer Spectrum”, 
Philosophical Magazine, 8, 34 (1955)
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X 線回折法によるマルテンサイト鋼の評価法検討
 Synchrotron X-ray Diffraction Investigation of Martensitic Steel
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Amane Kitahara, Minami Otsuki, Kazuhiro Natsumeda, Shun-ichi Hashimoto
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正方晶構造をとるマルテンサイト鋼の a 軸と c 軸の比 c/a は、約 0.6mass% 以上の添加炭素量では

炭素量と比例の相関がある [1]。一方、0.6mass % 以下の低炭素領域において、立方晶と正方晶の判

別は困難になり、添加炭素量と結晶構造の関係は不明瞭である [2]。そこで、放射光を用いた X 線

回折によって、数多くの回折線を評価することでマルテンサイト鋼の結晶構造の詳細解析を試みた。

また、鋼の強度発現機構に重要な固溶炭素量や鉄炭化物量を評価して、約 0.2mass% 添加した炭素の

帰属を解析した。従来知られている関係式を用いると X 線回折法で検出できる炭素は添加炭素量に

及ばず、多くの行方不明な炭素が存在することがわかった。

キーワード：X 線回折法、マルテンサイト鋼、析出物、固溶炭素

背景と研究目的
自動車への要求には燃費、安全性や乗り心地

の向上などが挙げられ、多角的な開発が進めら

れている。重量の多くを占める鋼板へも軽量化

と安全性を目指す高強度化や、加工精度向上が

求められている。鋼板は高強度化に伴って冷間

成形が困難になるため、約 900ºC 以上のオース

テナイト（γ -Fe）相領域に加熱した鋼板をプレ

ス成型しながら急冷するホットスタンプ（熱間

成形）周辺の技術開発が必要である。ホットス

タンプ後の鉄は、体心立方晶（BCC）の空孔

に炭素が侵入した正方晶（BCT）構造のマルテ

ンサイト（α’-Fe）相とされる。マルテンサイト

相は添加炭素量の増加に従って、a 軸と c 軸の

比 c/a が増加することが X 線回折評価により知

られている [1]。しかしながら、約 0.6mass% 以

下の低炭素領域での結晶構造の帰属は BCC か

BCT か不明瞭である [2]。機械的特性の究明に

は各熱処理工程で変化する鋼組織の把握が重要

になると考えられる。したがって、本課題では

多くの回折線を測定できる放射光を利用した X
線回折によって、各種熱処理条件における結晶

構造の解析と、鉄炭化物量や固溶炭素量の定量

を検討した。

実験
供試材は Table 1 に示す代表的なホットスタ

ンプ材の組成を用いた。鋼板を 930ºC のγ-Fe
相まで加熱して 5 分間保持した後、70ºC の油

（OQ 材）と -5ºC の氷塩水（WQ 材）にて急冷

した。OQ材とWQ材のそれぞれを 170ºC 20分、

170ºC 100 分、300ºC 100 分で焼き戻した後、鋼

板表面を鏡面研磨して X 線回折用の測定試材

とした。各熱処理によって、引張強度は変化し、

固溶炭素量や析出鉄炭化物量に違いが生じると

推定される [3]。

C Si Mn P S Cr Al Ti B
0.22 0.02 1.24 0.008 0.001 0.26 0.053 0.041 0.0010

Table 1. Chemical compositions of steel (mass%).
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X 線回折測定は SPring-8、BL16XU の Huber 製
の 8 軸 X 線回折装置を用いたθ- 2θ走査によって

行った。Si 111 の 2 結晶分光器と Rh コートミラー

にて単色化したエネルギー 20 keV を用いて、0.1 
mm × 0.1 mm のスリットで切出した X 線を試材

に照射して、散乱角 2θ= 13º~57ºの範囲を評価した。

結果および考察
Fig. 1 に OQ 材および WQ 材の各熱処理し

た試材の X 線回折測定結果を示す。測定結果

は鉄炭化物および γ 相の回折に着目して表示

してある。OQ 材の急冷ままとその熱処理材

で Fe3C が検出された。一方、WQ 材の急冷ま

まと 170ºC 20 分は明確な鉄炭化物のピークは

検出されていない。170ºC 100 分の WQ 材の熱

処理により、Fig. 1 （b）に示すように鉄炭化物

（Fe3C）の弱いピークが 2 θ =15º に検出される。

OQ 材と WQ 材ともに 300ºC 100 分の熱処理に

より、鉄炭化物の析出量は増えるため回折強

度が増加するとともに、Fe3C 以外にも Fe5C2 の

鉄炭化物が検出された。WQ 材とその 170ºC 20
分の熱処理材は電子顕微鏡による観察結果にお

いても、鉄炭化物は検出できなかった [3]。こ

れらの微弱なピークの積分強度を解析して、鉄

炭化物量を定量した。本手法の鉄炭化物の検出

下限値は 0.2mass% 程度であることがわかった。

次に、マルテンサイト鋼の結晶構造を考察す

る。Fig. 2 に WQ 材およびその熱処理材の（400）
回折を示す。WQ 材は OQ 材に比べて結晶格子

に固溶する炭素量が多いと推測される [3]。添加

炭素量が多い BCT のマルテンサイトでは c/a が

増加するため、（h00）回折と（00l）回折に分

離する [2]。Fig. 2 の結果からは、BCT に由来す

る回折ピークの分離は見られなかった。WQ と

170ºCの熱処理がブロードなプロファイルのまま

で、300ºC 100 分でシャープになった。Cu や Co
の特性 X 線を用いた実験室の X 線回折測定に比

べ、高分解能かつ高次の回折の評価を試みたが、

（400）単独のピークプロファイルからは BCC と

BCT の結晶構造の帰属は判別できなかった。

したがって、全回折パターンをリートベルト

解析することにより、BCC と BCT の 2 つの構

造の判別を試みた。Fig. 3 に WQ 材を 2 つの構

造モデルで解析した場合における、実測値と計

算値の強度差を示す。BCC モデルでは、高角

度を含む全領域の収束は困難であった。リー

トベルト解析結果からは、BCT モデルの方が

BCC モデルよりも残差は小さく一致している。

しかし、θ- 2θ走査による測定法と鋼板が持つ集

合組織の影響があり、実測回折強度比が理論強

度比とかい離するため、パラメータの自由度の

少ない BCC モデルでは一致させにくい。さら

に、転位密度の高いマルテンサイトは、転位の

異方性の影響を強く受けて回折線ごとに回折幅

の広がり方が異なる。ゆえに、転位の影響を考

慮していないリートベルト解析では実験値と計

算値は一致しない回折線がある。集合組織や転

位異方性の影響ため、BCC と BCT の 2 つのモ

Fig. 1. X-ray diffraction patterns by tempering (as-
quench and 170-300 ºC): (a) oil-quenched specimen, 
(b) water-quenched specimen.

Fig. 2. Change in (400) diffraction profile of water-
quenched by tempering.
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デルの妥当性を全回折パターンのリートベルト

解析からも判別するのは困難であった。

BCC と BCT の 2 つのモデルで解析した格子定

数を Fig. 4 に示す。Fig. 4 （a）は BCC モデルに

おける格子定数最小値である WQ 材の 300ºC 100
分熱処理材の格子定数 a を基準として、固溶炭

素量の相対値（mass%） = 31 × ∆ a （Å）を計算し

た [4]。Fig. 4 （b）は BCT の c/a = 1 + 0.046 × 炭
素量（mass%）の関係式 [1,2] に外挿して、各試

材における固溶炭素量と仮定した。OQ 材とそ

の熱処理材は BCC と BCT モデルどちらも熱処

理が進むに従って、炭素量が低下する。WQ 材

とその熱処理材も OQ 材と比較すると外れてい

る点も存在するが、およそ同じ傾向にある。Fig. 
2 の結果ともあわせて、熱処理によって固溶炭

素は鉄格子から脱離して、鉄炭化物として析出

する過程を観察していると考えられる。

Fig. 2 より求めた鉄炭化物量を炭素量に換算

すると、鉄炭化物量の多い 300ºC 100 分の熱処

理材でも 0.05mass% 程度である。Fig. 4 の BCC
および BCT の固溶炭素量に加算しても、Table 
1 の添加炭素量の 0.22mass% には満たず、X 線

回折では検出できない不明な炭素の割合が多く

存在してると推定される。

まとめ
放射光の X 線回折を用いて、炭素添加量

0.22mass% のマルテンサイト鋼の結晶構造解析

と添加炭素の帰属を検討した。X 線回折ピーク

のプロファイルやリートベルト解析から、BCC
と BCT のどちらかの結晶構造を判別するのは

困難であった。BCC と BCT の 2 つのモデルを

仮定して求めた格子定数より、固溶炭素量の定

量を解析した。固溶炭素量と鉄炭化物中の炭素

量とを合わせても、添加炭素量に満たないため、

鋼材中には X 線回折では検出できない炭素の

存在が示唆された。

炭素添加量の低いマルテンサイト鋼の結晶構造

解析や、鋼材中の添加炭素の行方を解析するには、

集合組織の影響を受けにくい中性子回折などの測

定法の検討や、従来の経験則から求める固溶炭素

の定量式の検証が必要になると考える。

参考文献
[1]  C. S. Roberts, Trans. Am. Inst. Metall. Eng. 197, 

203 (1953).
[2]  L. Xiao, Z. Fan, Z. Jinxiu, Z. Mingxing, K. 

Mokuang and G. Zhenqi, Phys. Rev. B, 52, 9970 
(1995).

[3]  大槻みなみ、棗田浩和、北原周、橋本俊一

CAMP-ISIJ, 27, 404 (2014).
[4]  B. Hutchinson, J. Hagstrom, O. Karlsson, 

D. Lindell, M. Tornberg, F. Lindberg, M. 
Thuvander, Acta Materialia , 59, 5845 (2011).

Fig. 3. The difference intensity of as-quenched 
WQ between observed and calculated by Reitveld 
refinement.

Fig. 4. Refinement lattice parameter and carbon 
content by x-ray diffraction: (a) BCC model and (b) 
BCT model.
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立方晶窒化ホウ素焼結体の残留応力測定に関する基礎検討
Fundamental Reserch of Residual Stress Measurements of Cubic Boron Nitride 

Sintered Body

富永　愛子、飯原　順次、山口　浩司、西澤　正行１

Aiko Tominaga, Junji Iihara, Koji Yamaguchi, Masayuki Nishizawa1

住友電気工業株式会社、１住友電工ハードメタル株式会社

Sumitomo Electric Industries, LTD.,  1Sumitomo Electric Hardmetal Corp.

 立方晶窒化ホウ素は切削工具に用いられる硬質材料の一つである。切削工具の多くでは、c-BN 等

の硬質相を固定するために結合相と言われる様々な無機化合物が用いられており、複雑な組織を持っ

ている。一方、切削工具はその使用時に、刃先近傍に大きな荷重が付与され、場合によっては折損

等を起こすことがある。このため、工具に付与される残留応力は適切に制御される必要がある。本

報告では、この残留応力制御に向けた、c-BN 焼結体の残留応力を測定するための基礎検討を行なっ

た結果を報告する。

キーワード： 立方晶窒化ホウ素、残留応力、X 線回折

背景と研究目的
立方晶窒化ホウ素（c-BN）はダイヤモンド

に準じる硬度を持つ材料である。また、ダイヤ

モンドとは異なり、鉄と反応し難いことが知ら

れており、主に鉄系材料の切削工具に適用され

ている硬質材料の一つである。このような硬質

材料を切削工具として利用するためには、硬質

材料粒子を固定する必要がある。このため、様々

な金属や無機化合物からなる結合相と呼ばれる

材料を添加して、焼結することで、切削工具の

形状を形成している。このため、切削工具の組

織は複雑なものとなっている。

切削工具の使用時には、刃先近傍を中心とし

て、大きな荷重が付与される。このため、場合

によっては、この荷重により、刃先が折損する

というトラブルを生じる可能性がある。焼結体

には、その製造プロセスで残留応力が付与され

る可能性が大きく、使用時の大きな荷重に耐え

うるには、この残留応力を適切に制御する必要

がある。

制御を行なうためには、適切な方法で、測定

が行われる必要があるが、c-BN 焼結体は、前

述のように、非常に複雑な組織をしており、そ

の測定に関しての基礎的な検討は十分になされ

ているとは言えない状況である。

このため、c-BN 焼結体の残留応力測定法に

関し、基礎的な検討を実施した。

検討項目と実験内容
今回の実験では、以下の項目について検討を

行なった。

１） 応力測定の精度検証

c-BN 焼結体は前述のように硬質相と結合相

とから成っており、本来であれば、各相の応力

を測定する必要があるが、結合相が多相である

ため、実用上は c-BN 相の測定で焼結体の残留

応力を測定している。このため、焼結体に荷重

を付与し、その際の応力値を実測することで、

その精度の検証を行う。また、これに適した荷

重付与の治具を製作した。

２）内部応力の測定

焼結体では、材料表面近傍と内部で残留応力

が異なる可能性があり、焼結体内部の測定の可

否を検討した。

32 33

SUNBEAM Annual Report with Research Results, Part 2, Vol.4 (2014)



荷重付与治具の製作
荷重（応力）を付与した測定では、一般には、

4 点曲げ治具が用いられることが多いが、今回

対象としている c-BN 焼結体は、難加工材料で

あるため、試料表面の傷等の加工損傷をなくす

ことが困難であり、応力への影響を無視できな

い可能性がある。更にこの傷を起点とした破壊

が起こる可能性がある。このため、曲げ荷重で

はなく圧縮荷重を付与する方法を検討した。

治具の構造としては、Fig. 1 に示すように、

荷重を付与するためのバイス、荷重を測定する

ための荷重計、及び試料取付け部から構成され

ている。

このうち、バイスと荷重計については、市販

のものから、回折計の試料ステージに搭載でき

る大きさと重量のものを選択した。

バイスは（株）ナベヤ製 3DV-40 型という小

型高寸法精度で最大荷重 43 kN のものを使用し

ている。

荷重計は（株）クローネ製 KDM30 型を用い

ている。これは、表示精度として 0.01 kN 精度

を持つ、小型軽量の荷重計である。

試料は焼結体から放電加工により、厚さ 1 
mm、幅 2.5 mm、長さ 10 mm に切出したもの

を用いている。この試料片の長手方向に荷重を

加えるため、試料取付部として、幅 1 mm、深

さ 1 mm の溝を切ったブロックを正対させ、こ

の間に試料を挟み込む構造とした。（Fig. 2）

光子エネルギー 15 keV　（λ =0.0827 nm）
入射ビームサイズ 0.5 mm □
使用回折面 c-BN 026 面　（回折角 2θ～ 92.5°）
検出系スリットサイズ 0.5 mm □
検出器 NaI シンチレータ
応力測定法 側傾法
負荷荷重 0 ～ 2.5 kN　（0 ～ 1.0 GPa）
回折計 Huber 社製 多軸回折計
弾性定数 ヤング率 = 660 GPa、ポアソン比 = 0.23

Table 1.  Measurement conditions

Fig. 2. schematic view around the specimen

Fig. 1. External view of load control cell
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応力測定条件
 Table 1 に今回の検討実験で用いた応力の測

定条件を示す。

ゲージをなるべく立方体に近づけるため、回

折角（2θ）は 90 °付近とすること、材料内部の

測定を行なうため、できるだけ高い光子エネ

ルギーを持つ X 線を利用することを勘案して、

光子エネルギーと回折面を選択した。

ゲージは、強度と結晶粒子数を満足させるた

め、入射ビームサイズ、検出器側スリットの見

込みともに 0.5 mm 角として、概ね一辺が 0.5 
mm の立方体とした。

負荷荷重は、断面 1 mm × 2.5 mm に対して、付

与応力を 0 ～ 1.0 GPa とするために、0 ～ 2.5 kN 
の間で変化させた。

試料内部の残留応力測定方法
試料内部の測定については、ゲージを試料の

内部に移動させる（実際には試料高さを調整す

る）ことで測定している。

Fig. 3 にその模式図を記した。ここにあるよ

うに、ゲージ体積の中心が表面から、200  μm、

500   μm、800    μm の 3 点で測定を実施した。

測定結果 -1：材料内部の測定
Fig. 3 に示した深さ方向の 3 点で無荷重で回

折ピークを測定した結果を Fig. 4 に示す。

これでわかるように、1 mm 厚さの焼結体で

あれば、全厚さにおいて回折測定を行なうこと

が可能である。但し、深い部位の測定では、積

算時間を余分にかけて、強度を稼ぐことが必要

となる。

測定結果 -2：測定精度の検討
Fig. 5 に、0.5 kN 荷重時の sin2Ψ=0 ～ 0.4 で

の回折ピークとこれらピークから求めた sin2Ψ

Fig. 4. Diffraction profiles for gauge depth of 0.2 
mm, 0.5 mm and 0.8 mm.

Fig. 5. Diffraction profiles (top) and sin2Ψ diagram 
(bottom) for 0.5 kN load.

Fig. 3.  Schematic illustration of measurement gauge.
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線図を示す。sin2Ψ線図のプロットはほぼ直線

に近似できるため、残留応力の測定が可能であ

ることがわかる。

次に、試験片に付与する荷重を変化させて、

その際の応力を実測した結果を Fig. 6 に示す。

ここでは、異なる二つの試料片で測定を行なっ

ている。

荷重を変化させて応力を実測すると、何れの

試料においても、設定値と実測値とは、良好な

直線関係を持つことがわかる。これらの値を直

線で近似した際のパラメータを Table 2 に示す。

この図と表からわかるように、設定値と測定

値は極めて良い相関を示しており、また、傾き

は二つの試料でほぼ同等であることから、側傾

法により、この焼結体の残留応力が求められる

ことを示している。傾きの誤差はほぼ 0.1 であ

り、誤差 10% 程度で残留応力値が求められる

ことがわかった。

この誤差の要因としては、測定に用いた 026
面の弾性定数が不適切である、又は荷重をかけ

た際に試料がたわみ、圧縮と曲げの負荷がか

かっていることの二つの要因が考えられる。現

状では、10% 程度の誤差は許容範囲であるが、

今後、精度を向上させる必要があれば、今回は

用いなかった 4 点曲げ治具による同様の測定を

実施する必要が出てくる可能性がある。

一方で直線の切片の値は試料により異なって

いる。これは無負荷時の応力、即ち試料が元々

持っていた残留応力値の違いによるものと考え

ている。

まとめ
c-BN 焼結体の残留応力を測定する手法とし

て、X 線回折法を検討し、現状で誤差 10% の

範囲でこれを求めることが可能であることを示

した。

今後は、平面応力状態だけではなく、三軸応

力の解析、精度向上方法等を検討して行く。

参考文献
[1]  残留応力の X 線評価 - 基礎と応用 - 田中啓介、

鈴木賢治、秋庭義明 (2006) 養賢堂

試料 傾き 切片
（GPa） R2

◇ 0.93 0.20 0.98
○ 0.94 0.08 0.97

Fig. 6. Measured stress for varying load.

Table 2.  Coefficients for linear regressions in figure 6.
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有機半導体 peri-Xanthenoxanthene 誘導体薄膜の X 線回折評価（２）
Structure Analysis of Organic Semiconductor peri-Xanthenoxanthene

Thin Films by X-ray Diffraction(2)

越谷　直樹、細井　慎、工藤　喜弘
Naoki Koshitani, Shizuka Hosoi and Yoshihiro Kudo

ソニー株式会社

Sony Corporation

薄膜状態での結晶構造を把握することは有機半導体の移動度向上を図る上で重要である。有機半

導体の一つである peri-Xanthenoxanthene（PXX）誘導体をスピンコートで成膜した薄膜結晶の構造評

価を X 線回折法で行ったところ、側鎖の炭素数が増えるにつれて、面直方向の層間距離が単調に大

きくなるが、面内の周期性や格子定数は大きく変化しないことが分かった。また蒸着で製膜した面

内の結晶子サイズと移動度に相関が見られた。

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]。

 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。

これまでに、我々は、ペンタセン薄膜につ

いて、out-of-plane 配置および in-plane 配置で

の X 線回折（XRD）測定を行い、bulk 相と

thin-film 相の面内格子定数を決定し、微小角

入射Ｘ線回折（GIXD）測定により thin-film
相の全格子定数を決定した [4,5]。また安定

な有機半導体材料として報告されている peri-
Xanthenoxanthene（PXX）誘導体 [6] についても、

GIXD 測定により、薄膜結晶構造の全格子定数

の決定を行った [7]。前回、蒸着で作成した側

鎖の炭素数の異なるPXX誘導体薄膜について、

結晶構造を評価した [8]。今回はスピンコート

で作製した薄膜について放射光 X 線回折法に

よる評価を行い、蒸着とスピンコートの結晶

構造の違いについて評価した。
Fig. 1. A flexible display driven by organic thin-film 
transistors.
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実験
測定試料は、スピンコート法を用いて成膜を

行った。側鎖の炭素数 n を 3 ～ 6 の 4 通りで変

えて用意した。

ω -2 θスキャンによる out-of-plane 配置と in-
plane 配置（視射角 0.13 °）での XRD 測定は、

BL16XU にてシンチレーションカウンターを用

い、入射 X 線エネルギー 8 keV （out-of-plane）、
または 12.4 keV （in-plane）、2 θスキャンステップ

0.02 °、1 ステップあたり 1 秒積算という条件で

行った。

結果および考察
Fig. 2（a）に PXX 誘導体薄膜の out-of-plane 

XRD プロファイルを示す。炭素数が増えるに

つれて、001 の回折ピークが低角度側にシフト

する傾向が見られた。また 00l のピークだけが

確認されたことから、誘導体薄膜は c 軸配向し

ていると考えられる。これらのピークから求め

た（001）面間隔 d001 と側鎖炭素数 n の関係を

Fig. 2（b）に示す。側鎖の炭素数が増えるにつ

れて、ほぼ単調に（001）面間隔が大きくなる

ことが分かった。この傾向は蒸着成膜したもの

とほぼ一致した [8]。
Fig. 3（a）に in-plane XRD プロファイルを示

す。（hk0）で指数付される明瞭なピークが確認

され、いずれの試料も面内方向に周期性が存在

していることが分かった。また側鎖の炭素数に

よらず主要なピークはほぼ一致したことから、

面内では互いに類似の結晶構造をとっているも

のと推測される。Fig. 3（b）に示したように、

面内格子定数 a, b 及び γ は、側鎖の炭素数に対

して特に一定の傾向を示さなかったが、これも

蒸着の傾向とほぼ一致した [8]。

有機半導体ペンタセンの多結晶薄膜は単結晶

薄膜と比較して移動度が 1 桁以上小さいと報告

されている [9]。これは結晶ドメイン間にキャ

リア輸送障壁が存在しているためだと考えられ

ている。そこで各試料における結晶子サイズ（単

結晶と見なせる最大のドメイン）を求め、移動

度との相関を評価した。

ここで今回測定したスピンコート成膜品だけ

でなく以前測定した蒸着成膜品についても同様

に in-plane XRD 測定で得られた（120）ピーク

（Fig.3（a）の 10.8 °付近のピーク）を用いて、

Scherrer の式により面内の結晶子サイズを求め

た。

Fig.4 に結晶子サイズと移動度の関係を示す。

移動度は n=3 の値で規格化を行った。蒸着試料

に関しては、結晶子サイズと移動度に正の相関

が見られ、結晶子サイズが大きいほど移動度が

高くなることが分かった。結晶構造に大きな違

Fig. 2. X-ray diffraction patterns of PXX thin films 
measured in the out-of-plane geometry (a) and the 
dependence of the interplanar distance of (001) 
lattice plane (d001) on the carbon number of the side 
chain of PXX (b).

Fig. 3. X-ray diffraction patterns of PXX thin films 
measured in the in-plane geometry (a) and the 
dependence of the lattice constants a, b and γ on the 
carbon number of the side chain of PXX (b).
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いは見られないことから、各試料における移動

度の差は結晶子サイズに由来している可能性が

ある。一方、スピンコート試料については、結

晶子サイズと移動度に相関は見られなかった。

有機半導体におけるキャリア移動度は分子配

列や分子パッキングに大きく依存することか

ら、薄膜結晶状態でそれらを知ることがキャリ

ア移動度向上に有効である。実際に、代表的な

有機半導体ペンタセンについては、回折斑点の

二次元的な分布の把握と、それらの指数付け、

回折強度の理論計算による実験結果の再現など

で、単位胞内の分子配列が詳細に調べられてい

る [10, 11]。本材料に限らず原料粉末と薄膜の

結晶構造が異なる場合には、このようなアプ

ローチで薄膜結晶構造の精密化を図っていくこ

とが、有機半導体の高性能化の指針につながっ

ていくと考えられる。
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Fig. 4. Dependence of the mobility on (120) 
crystallite size of the PXX thin films formed by 
vapor deposition (a) and spin coating (b).
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二酸化炭素吸収水溶液中のアミン分子の配座解析
Conformational analysis of amine molecules in aqueous solution

used for CO2 absorption
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火力発電所排ガスから CO2 を吸収する吸収液としてアミン水溶液が利用される。本課題では，

CO2 吸収液に用いられる典型的なアミンの１種であるピペラジンに対して，水溶液中での分子配座

を解析した。ピペラジンは環状構造を持ち，その配座としていす型とふね型が知られている。X 線

散乱法と第一原理計算を併用して解析を行った結果，水溶液中のピペラジン分子の配座はいす型で

あることが示された。

キーワード：CO2，アミン水溶液，X 線散乱法

背景と研究目的
地球温暖化問題を背景として，火力発電所排

ガスから CO2 を分離・回収する技術の開発が

重要な課題となっている。「化学吸収法」は現

時点で最も期待されている CO2 分子回収技術

の１つである [1]。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，

X 線および中性子散乱法により，吸収液の構造

解析に取り組んでいる。これまで，典型的なア

ミンを対象に，吸収された CO2 の構造および

周辺水分子の配位状態 [2][3]，水溶液中でのア

ミン分子の配座（立体構造）[4][5] の解析を行っ

てきた。

本 報 告 で は， 水 溶 液 中 の ピ ペ ラ ジ ン

（Piperazine）分子の骨格配座を X 線散乱法と第

一原理計算を併用して解析した結果を述べる。

ピペラジンは CO2 吸収液に用いられる典型的

なアミンの１種で，化学式 C4H10N2 で表される

環状アミンである。

実験
サンビーム BL16XU を用い，ピペラジン水

溶液と純水の散乱 X 線強度を測定した。ピ

ペラジン水溶液の濃度は，溶解度の制限から

（Piperazine）0.025（H2O）1.000 とした。

試料溶液はカプトン窓付きのアクリル製セル

に充填して測定した。測定した 2θの範囲は 0.5 
– 80 °で，散乱ベクトルQ  = 4πsinθ/λの範囲で 0.16 
– 24.1 Å-1 に相当する。X 線検出器として Ce-
YAP 検出器を用いた。バックグランド補正用

に，試料溶液充填前の空セルからの散乱強度も

測定した。X 線波長は，Si 標準粉末試料のピー

ク位置から求めた結果，λ = 0.3350 Å であった。

観測された散乱 X 線強度から，試料溶液を
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充填していないセルからの散乱強度を除去し，

数え落とし補正，吸収補正等を行った後，試料

組成に基づいて高Q 範囲（19 – 21 Å -1）で規格

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）を求めた。しかしながら測定

したピペラジン水溶液の大部分は水であるた

め，このままではピペラジンに着目した解析は

困難である。そこで，水からの散乱強度を除去

するため，ピペラジン水溶液の干渉項と純水の

干渉項との差分干渉項∆ i（Q）を求めた。これ

をフーリエ変換することにより水分子内，水－

水分子間の干渉を含まない差分動径分布関数

∆ g（r）が得られる。

結果および考察
Fig. 1（a）にピペラジン水溶液と純水の動径

分布関数 g（r）を，同図（b）にそれらの差分動

径分布関数∆ g（r）を示す。同図（a）でみられ

る r  = 1 Å 付近のピークは，純水では水分子内

O–H 原子対を示し，ピペラジン水溶液ではそ

れに加えピペラジン分子内 C–H，N–H も含ま

れる。また r  = 2.8 Å 付近のピークは，純水で

は隣り合う水分子間の O…O 原子対を示し，ピ

ペラジン水溶液では，それに加えてピペラジン

分子－水分子，ピペラジン分子－ピペラジン分

子の情報も含まれていると考えられる。ピペラ

ジン水溶液には r  = 1.4 Å 付近に純水では見ら

れないピークが観察されるが，これはピペラジ

ン分子内のC–C，C–N原子対によるものである。

純水には存在しない原子対としては 1 個の原子

をはさむC…C，C…N原子対なども存在するが，

これらはフーリエ変換により生じたリップルに

隠れ，Fig. 1（a）では観察できなかった。

一方，Fig. 1（b）の∆ g（r）では，差分に伴い

統計精度に起因するリップルは大きくなったも

のの，同図（a）で見られた r  = 1.4 Å 付近のほ

か，2.5 Å 付近，2.9 Å 付近にもピークが観察さ

れる。これらのピークはシャープであることか

ら，ピペラジン分子内の原子対に由来するもの

と考えられる。r  = 4.5 Å 付近に見られるブロー

ドのピークはピペラジン分子周辺に存在する水

分子あるいはピペラジン分子によるものと考え

られる。

次に，第一原理計算によりピペラジン分子の

安定構造を求め，それに基づいて分子内の i（Q）

および g（r）のシミュレーションを行った。ピ

ペラジン分子にはいす型とふね型の配座が存在

する。それぞれの配座において第一原理計算に

より安定化させた構造の例を Fig. 2 に示す。こ

れらの構造に基づき理論的に i（Q）と g（r）を計

算した。得られた g（r）を Fig. 3 に示す。

いす型とふね型に共通して，r  = 1.4 Å 付近と

Fig. 1. (a) Radial distribution functions (g(r)) of 
piperazine aqueous solution and H2O, and (b) 
difference radial distribution function ( ∆ g(r)).

Fig. 2. Chair and boat conformations of piperazine 
molecule. Blue, gray and white atoms show 
nitrogen, carbon and hydrogen atoms.

Fig. 3. Intramolecular radial distribution functions 
calculated from structures in Fig. 2.
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2.5 Å 付近にピークが見られる。1.4 Å 付近の

ピークは直接結合した C–C，C–N 原子対によ

るもので，2.5 Å のピークは主として 1 個の原

子をはさむ C…C，C…N 原子対によるもので

ある。r  = 2.9 Å 付近のピークはいす型にのみ存

在し，ふね型には存在していない。詳しく調べ

た結果，いす型では向かい合う N…N 原子対，

C…C 原子対の原子間距離はともにほぼ 2.9 Å
であり，r  = 2.9 Å 付近のピークはこの原子対に

由来するものであることがわかった。一方，ふ

ね型の場合は N…N 原子対の原子間距離は 2.6 
Å と短く，六員環がねじれているために向かい

合う C…C 原子対の原子間距離のばらつきも大

きい。このため，ふね型では，いす型で見られ

た N…N 原子対，C…C 原子対によるピークが

不鮮明になることがわかった。このピークの有

無により，いす型とふね型の区別が可能と考え

られる。なお，実際には N に結合している水

素原子の向きにより，いす型，ふね型それぞれ

の中で Fig. 2 以外の配座のバリエーションが存

在するが，骨格構造はほぼ同じであるため g（r）
はほとんど変わらず，いす型とふね型の区別は

同様に可能である。

この観点で Fig. 1（b）で示した実測の∆ g（r）
を振り返ると，いす型特有の r  = 2.9 Å 付近の

ピークが見られている。このことから，水溶液

中のピペラジン分子はいす型であると考えられ

る。また，理論 g（r）の r  = 2.5 Å 付近のピーク

は実測∆ g（r）にも現れていることから実測∆ g（r）
の精度は高く，いす型であるという結論の信頼

性も高い。第一原理計算からは，エネルギー的

にいす型の方がふね型よりも安定であることが

示されており，今回の結果はエネルギー的安定

性の面からも支持される。
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オーステナイト系ステンレス鋼の微小部応力測定手法の基礎検討
 Basic study on micro X-ray stress measurement of austenitic stainless steel
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オーステナイト系ステンレス鋼製試験片における微小領域応力測定手法の基礎検討を目的として、

フラットパネルディテクター（FPD）を用いた応力測定と、サブミクロンオーダーのマイクロビー

ムを用いた結晶粒内のひずみ測定を実施した。測定の結果、それぞれの手法での応力測定の実現可

能性が示されるとともに、手法確立に向けて克服すべき課題が明らかとなった。 

キーワード：X 線応力測定、微小領域、マイクロビーム、ステンレス鋼、応力腐食割れ

背景と研究目的
沸騰水型原子炉（BWR）において確認され

た非鋭敏化 316 系低炭素ステンレス鋼の応力腐

食割れ（SCC）発生評価において、SCC 発生

に対するしきい応力は必ずしも明らかになって

いない。また、上記 SCC はラボ試験では粒界

型 SCC として発生し、初期段階では 1 粒界の

割れが生じ、その割れが合体・成長すること

で定常き裂進展へと移行するとされている [1]。
SCC 発生に対して、結晶粒内および粒界近傍

における局所応力分布の寄与が予想されるが、

バルク試料表面において、結晶粒サイズ以下の

微小部の応力を評価した例はなく、SCC 発生

しきい応力を明らかにするためには、微小部の

応力を測定する手法の確立が望まれる。

筆者らは、これまで SCC 発生試験片表面の

微小部応力評価法として、0 次元検出器を用い

たひずみスキャニング法を適用した [2] が、比

較的大きな結晶粒径を有するオーステナイト系

ステンレス鋼では、粗大粒の影響により回折角

が十分に測定できない場合があり、測定手法と

しては不十分であった。そこで本研究では、微

小部応力測定法の確立に資するデータを得るた

め、サブミリオーダーの測定手法として FPD

を用いた測定を、サブマイクロメートルオー

ダーの測定手法としてマイクロビームを用いた

結晶粒サイズ以下でのひずみ測定を試みた。

実験
１．FPDを用いた測定
　試験には、フライス加工後にエメリー研磨

と電解研磨によって鏡面仕上げした SUS316 お

よび SUS316L（試験片サイズ L 50 mm × W 10 
mm × T 2 mm）を用いた。この試験片表面に

は約 0.8 mm 周期で加工度の高い領域と低い領

域が存在している。試験片は SCC 発生試験時

と同様の応力を負荷するため、曲率半径 100 
mm の治具に固定し、曲げにより 1% のひずみ

を付与した。測定はサンビーム専用ビームラ

イン BL16XU にて実施した。エネルギーは 10 
keV を目標として調整し、標準試料として用

いた CeO2 のピークから求めた入射 X 線のエネ

ルギーは、316 鋼製試験片測定時で 9.99 keV、

316L 鋼製試験片測定時で 10.01 keV であった。

FPD は、水準器を用いてビーム入射角に対し

て 90 °となるように設置した。測定時の写真

を Fig.1 に示す。測定する応力方向は試験片長

手方向とし、ビームサイズは 316 鋼製試験片で
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は 0.10 mm × 0.10 mm、316L 製試験片では 0.10 
mm× 0.50 mmおよび 0.02 mm× 0.50 mmとし、

前者は側傾法、後者では並傾法を用い、試験面

中心を基準として -0.8 mm ～ 0.8 mm の範囲を

測定した。各位置につき測定角度は 4 種類以上

で回折線の 2 次元データを取得した。回折角は

試験後に標準試料として測定した CeO2 のデー

タを用いて補正した。応力は、（株）リガク製ソ

フトウェア 2DP を用いて 1 次元データに変換

した回折角を用いて算出した。

２．マイクロビームを用いた測定
マイクロビームを用いた測定には、オーステ

ナイト系ステンレス鋼を模擬した Fe-18Cr-16Ni
合金を供試材とした。本測定は基礎検討を目的

としたため、結晶粒界に対する位置決めの容易

さを考慮して、実材料と比較して極端に粗大な

10 mm 程度の結晶粒径となる材料を作製し、L 
20 mm × W 2 mm × T 1 mm の棒状試験片を 2
本用意し、一方の試験片には 700℃、2 時間の

応力除去焼鈍を施した。試験片には長さ方向中

央付近に唯一の結晶粒界が存在し、2 結晶粒の

みで構成される。測定に用いる結晶粒は、ラウ

エ法および EBSD測定により結晶方位を確認し、

試験片表面がほぼ 110 面となるように成形した。

試験面は電解研磨で鏡面仕上げとし、その後

エッチングにより粒界位置を明らかとした。測

定は兵庫県専用ビームライン BL24XU にて実施

した。エネルギーは 15 keV に設定し、検出器に

はシンチレーションカウンタを用いた。測定し

た回折面は 440 面および 442 面であり、理論上

ピークが検出される角度付近でω、χ 軸をスキャ

ンして回折 X 線ピークを確認した後、測定点ご

とに逆格子空間マッピングを行って回折角 2 θを
求め、格子定数に換算した。入射ビームサイズ

はそれぞれ縦 0.34  μ m と横 0.89  μ m であったが、

440 回折測定時と 442 面測定時の横方向ビーム

サイズはそれぞれ約 1.38  μ m、と約 2.19 μ m ま

で広がる。

結果および考察
１．FPDを用いた測定
　FPD を用いた測定では 331 回折を応力評価

に使用した。FPD で取得した画像では、回折

線がスポット状になる傾向があり、特に 0.02 
mm × 0.50 mm 幅の測定では多くの測定点でス

ポット状となった。測定した FPD データを 1
次元化する際には、± 5 °のソフト揺動を施し

た。316 鋼製試験片と、316L 鋼製試験片で得

られた試験面の応力分布を Fig. 2 および Fig 3
にそれぞれ示す。信頼区間の幅が広い測定位置

は、試験面上の加工度の低い位置に相当してお

り、粗大粒効果により加工度の高い部分と比較

して精度には難があるものの、応力勾配の存在

を確認できる。ただし、ビームサイズ 0.02 mm
× 0.5 mm の測定では、試験片の加工周期に対

応した応力分布とはならなかったため、粗大粒

効果低減のため、引き続き測定手法および解析

手法の検討が必要である。

Fig. 1. Layout of stress measurement

Fig. 2. Stress distribution on type316 stainless steel 
specimen
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２．マイクロビームを用いた測定
測定では回折 X 線をとらえるのに時間を要

したものの、少なくとも粒内の格子定数を算出

する回折角を測定することは可能であった。結

晶粒界からの距離と格子定数の関係および焼鈍

試験片の測定結果を Fig. 4 に示す。

焼鈍試験片は、基準となる無ひずみ状態の格

子定数を求めることを目的として、結晶粒界か

ら 0.5 mm 以上離れた位置 3 点で測定を実施し

た。ここでは結果を未焼鈍試験片のプロットと

同色の点線で表示している。測定点の内、440
回折の 1 点では測定後に光学系のずれが判明し

たため、評価から除外した。焼鈍材の場合、仮

に無ひずみ状態であれば、両回折面から求めた

格子定数の値は一致するはずであるが、ここで

は 442 回折の方が小さな値となった。

未焼鈍試験片では粒界近傍の測定点および

粒界から 50μm、100μm、300 μm の位置で測定

を試みた。442 回折の 50μm 位置では、測定中

にチャンネルカット結晶がドリフトして適切な

測定が行えなかったため参考値扱いとした。未

焼鈍試験片は焼鈍試験片と比較して結晶性が悪

く、微小なビーム照射領域においてもピークが

分離する傾向が見られた。また、格子定数の値

は焼鈍試験片と比較して大きい傾向にあった。

ここで、焼鈍試験片の格子定数の平均値と、未

焼鈍試験片における測定値の差が、応力に換算

した際どの程度になるかを検討するため、格

子定数の差に 316 鋼の文献値 [3] から算出した

X 線的弾性定数（440 面：209.67 GPa、442 面：

224.59 GPa）を乗じて仮の応力を算出すると、

本測定における最大差は約 60 MPa となった。

ただし、焼鈍試験片において 440 面と 442 面の

格子定数が一致しなかった理由が、焼鈍時間の

不足により残留応力の解放が不十分であること

に起因するものであるか、試験片の結晶方位と

試験片回転方向のズレに等、測定上のミスによ

るものかが明らかでないため、この値の精度に

ついてはさらなる検証が必要である。

今後の課題
　FPD は取付け角が厳密には決められないこ

とから、試験後に補正が必要であり、正確な

回折角の決定が困難となり場合がある。また、

BL16XU では FPD が回折計に干渉し、測定条

件が制限される場合がある。この問題は回折計

のアームに取り付け可能な二次元検出器を用い

ることで解消でき、結果として測定精度の向上

が見込まれる。ただし、粗大粒は依然として測

定上の障害となり、測定精度に影響を及ぼすた

め、さらなる微小部においても回折線が得られ

るかどうかを検討する必要がある。マイクロ

ビームを用いた測定では、試料回転時に測定位

置が回転中心から外れないように、より厳密に

結晶方位を合わせた試験片を用意するととも

に、ナノインデンターの圧痕等を利用して位置

決め精度を高め、短時間での同位置複数回折面

測定を実現する必要がある。本測定では無負荷

試料における格子定数の情報しか得られなった

ため、今後は負荷状態の試験片表面で 3 回折面

以上の測定を実施して実際に応力を算出し、ス

Fig. 3. Stress distribution on type316L stainless 
steel specimen

Fig. 4. Relationship between lattice constant and 
distance from grain boundary
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テンレス鋼の応力評価法としての妥当性を見極

めたい。
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硬 X 線光電子分光法によるゲルマニウムスズ薄膜結晶の結合状態分析
Structural study of GeSn thin films by HAXPES measurement

臼田　宏治、高石　理一郎、吉木　昌彦
Koji Usuda, Riichiro Takaishi, and Masahiko Yoshiki

株式会社東芝

Toshiba Corporation

次世代 LSI 用材料候補として注目されている GeSn 結晶の化学結合状態評価を、大型放射光施設 
SPring-8 の産業用専用ビームライン（BL16XU）に 2014 年 7 月に設置された HAXPES 装置を用いて

評価した。表面敏感な情報が得られる XPS 測定と比べて、より深い脱出深さからの光電子による情

報が得られる HAXPES の化学結合状態スペクトルでは、GeSn 中の Sn 濃度変化に応じた extra peak
を捉えることができ、XPS では困難な表面近傍の bulk 情報を捉えられる可能性を見出した。

キーワード：HAXPES、GeSn、薄膜結晶、結合状態

背景と研究目的
　近年、Si に代わる次世代 LSI 用材料候補と

して Ge 系、とりわけ GeSn 結晶が注目されて

いる。GeSn 中 Sn 濃度を % オーダで制御する

と高移動度チャネルやひずみストレッサーへ

の適用が可能であり、更に 10% を超える Sn 濃

度ではバンド構造変調による光学素子の実現

など、多様な応用が期待されている。しかし

ながら、Sn の固溶限界は 1at.% オーダとされ

[1]、一方、Si とのミスマッチは 4% と大きく、

例えば、電子デバイス開発向けの高い結晶性を

有する sub-100 nm 厚の GeSn 薄膜を実現するに

は、薄膜中で % オーダの Sn 濃度制御が必要と

なり、その評価は容易でない。ここに、放射光

を用いた硬 X 線光電子分光法（以下 HAXPES）
[2] は励起 X 線エネルギーが約 8 keV と高く、

大きな検出深度が得られるうえ、スプリットに

よる干渉の無い Ge2p3/2 ピークの測定が可能で

あるなど、表面敏感な評価に適する XPS に対

して、薄膜中バルク情報の取得に資する特徴を

有する。折しも、産業用専用ビームライン建設

利用共同体では、参画企業からの要請を受け、

SUNBEAM（BL16XU）への HAXPES 設置を推

進、予定通り、2014 年 7 月より共用利用を開

始した。そこで本報告では、GeSn 薄膜結晶を

モチーフに HAXPES による結合状態（GeSn 中

Ge、Sn）評価を試み、XPS 結果と比較する事で、

HAXPES 測定の利点検証と GeSn 評価への適用

を試みたので報告する。

実験
　HAXPES 測定は、励起エネルギー：7943.95 
eV、ビーム径：H0.05 × W0.03 （mm2）、分析領域：

H0.05 × W4 （mm2）（ライン状）、光電子検出

角度（TOA）：～ 89.5 °、パスエネルギー：200 
eV、電子アナライザー：SCIENTA R4000 Lens1 
10keV で行った。一方、XPS 測定は、Kratos、
AXIS-ULTRA、線源：モノクロ Al-Kα（1486.7  
eV）、分析領域：約 0.6 × 0.9 （mm2）、TOA：90 °、
パスエネルギー：160 eV（wide） /40 eV （narrow）、

測定条件：Hybrid（磁場併用）モードで行った。

試料は、Ge 基板上に成長した GeSn 試料を用

意した。GeSn 中の at.% オーダの Sn 濃度依存

性評価のため、Sn 濃度は、1at.% 狙い（膜厚約

104nm）、2at.% 狙い（膜厚約 52 nm ～ 91 nm）

および 3at.% 狙い（膜厚約 20 nm）を用意した。

Sn 濃度は、XPS から求めた概算値である。
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Fig. 1 に、GeSn 薄膜（Sn 濃度 2at.% 狙い）

試料の HAXPES（上段）と XPS（下段）の比

較結果（Wide scan）を示す（エネルギー軸補

正は行っていない）。図中、HAXPES スペクト

ルのポイントは、以下の 3 点に集約できる。1．
バックグラウンド抑制による明瞭なピークの

観測。XPS では、そのスペクトルに、バック

グラウンド処理を必要とするオージェピーク

が重なるが、HAXPES ではそれの少ないスペ

クトルが測定可能で、より正確な解析が行え

る。2．高結合エネルギー側の single peak の観

測。Ge 評価に汎用的に利用される Ge3d スペ

クトルの解析では、スプリット（double peak）
起因のフィッティングや仮定の導入が必要で

ある。一方、HAXPES 測定では、図中に示す

ように高結合エネルギー側の Ge2p3/2（single 
peak）スペクトルを高強度に測定可能で、化学

結合シフト解析に必須のピーク位置決定が容易

かつ正確に行える。3．非弾性平均自由行程：

IMFP（Inelastic mean Free Path）理論値によれば、

HAXPES で発生する光電子の脱出深さは Ge2p

で～ 10.4 nm と、XPS 装置の Ge3d の～ 0.9 nm
に比べて約 10 倍深く、この差が XPS 装置では

評価し難い極表面直下の bulk 情報を導くこと

が可能と期待される。

そこで以下では、個別のピーク測定（narrow  
scan）結果を報告する。

Fig. 2 に、GeSn 試料（Sn 濃度 2at.% 狙い）の（a） 
XPS （Ge2p3/2）、（b） HAXPES（Ge2p3/2） スペ

クトルを示す。どちらも、Ge メインピークと

その高結合エネルギー側に chemical shift ピー

ク（紫矢印）を観測した。さらに、Fig. 3 に、

同試料の（a） XPS（Ge3d）、（b） HAXPES （Ge3d）
スペクトルを示す。

Fig. 2、3 より、HAXPES の 4 つの特徴が確認

できる。1．Chemical shift ピークは、HAXPES の

ピークに比べて XPS の方がその強度が大きく、

HAXPES が bulky で、XPS が表面敏感な測定に

適していると考えられる。2．2p3/2 ピークの半

値全幅（FWHM）は、本試料の場合、HAXPES
が約 0.9 eV、XPS が約 1.4 eV と、HAXPES の方

が狭く、より正確な解析が可能と期待される。

Fig. 1. Wide scan spectra of HAXPES and XPS taken for GeSn thin film.

結果および考察
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更に、3．HAXPES ではエネルギー分解能の寄与

で XPS では見られない 3d ピークの分裂が観測

された。加えて、4．XPS では所望の信号に高い

バックグラウンド信号が重畳しており、ノイズ

レベルでもHAXPESが有利であると期待できる。

続いて、Fig. 4 に、GeSn 試料＝（a） Sn 濃度

2% 狙いと（b） 同 3% 狙いの XPS（Sn3d）ス

ペクトルを示す。（a）、（b）共に、それぞれ

Sn メインピークとその高結合エネルギー側の

chemical shift ピーク（紫矢印）が観察され、Sn
濃度の増減に伴って、chemical shift ピークの形

状に変化が観察されることから試料間で、化学

結合状態が異なる事が示唆される。

最後に、Fig. 5 に、Fig. 4 と同じ GeSn 試料＝（a）
Sn 濃度 2at.% 狙いと（b）同 3at.% 狙いの HAXPES
（Sn3d）スペクトルを示す。Fig. 4 同様に、Sn メイ

ンピークとその高結合エネルギー側の chemical shift
ピーク（紫矢印）が観察された事に加えて、Fig. 5
の GeSn 試料（Sn 濃度 3at.% 狙い）の HAXPES ス

ペクトルにのみ、他のスぺクトルには観測されな

い、ピーク分裂が確認された。詳細に関しては、

本結果に加えて、別の構造解析手法の解析結果を

もって総合的に判断すべきであるが、メインピー

クが分裂した可能性が有り、前述の非弾性平均自

由行程：IMFP（Inelastic mean Free Path）がより深

い HAXPES で、XPS 装置では評価し難い bulk 情報

が導かれた結果、Sn の結合状態が薄膜中で変化し

ている様子を捉えられた可能性が示唆される。

Fig. 2. Ge2p3/2 spectrum of GeSn thin film obtained 
by (a) XPS and (b) HAXPES.

Fig. 3. Ge3d spectrum of GeSn thin film taken by (a) 
HPS and (b) HAXPES.

Fig. 4. XPS (Sn3d) spectrum of GeSn thin film of (a) 
2% and (b) 3% Sn concentration.
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まとめ
2014 年 7 月より共用利用開始の SUNBEAM

（BL16XU）HAXPES 装置を用いて、GeSn 薄膜

結晶の結合状態（GeSn 中 Ge、Sn）評価を試みた。

結果、HAXPES 評価を適用することで、XPS
測定と比して、表面近傍の bulk 情報を捉えら

れる可能性を見出した。

参考文献
[1]  C. D. Thurmond, F. A. Trumbore, and M. 

Kowalchik, J. Chem. Phys. 25, 799 (1956).　
[2]  M. Yoshiki et al., SPring-8 User Experiment 

Report, 2008B1852 (2009).

Fig. 5. HAXPES (Sn3d) spectrum of GeSn thin film 
of (a) 2at.% and (b) 3at.% Sn concentration.
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XAFS による FeCo 薄膜のエッチングダメージ解析
XAFS Analysis for Sputter-Etching Damage in Thin FeCo Films

吉木　昌彦、高石　理一郎、大沢　裕一
Masahiko Yoshiki, Riichiro Takaishi, Yuichi Ohsawa

株式会社東芝　研究開発センター

Corporate R&D Center, Toshiba Corp.

磁気抵抗メモリなどに用いられる FeCo 磁性薄膜について、パターン加工を想定した Ar イオンエッ

チングによるダメージを蛍光収量 XAFS により調べた。蛍光収量 XAFS では、EXAFS 領域から得ら

れる結晶性のほか、XANES 領域から結合状態、蛍光 X 線強度から残り膜厚、組成に関する情報を

得ることができ、磁性薄膜の変化を多角的に調べることが可能である。これらの物理的な変化と磁

気特性のエッチング時間依存性から、磁気特性劣化の原因について考察した。

キーワード：X 線吸収端微細構造、XAFS、蛍光収量、磁性薄膜、FeCo、エッチング

背景と研究目的
　磁気抵抗メモリなどのスピントロニクスデバ

イスに用いられる磁性薄膜は高い結晶性を持ち、

パターン形成時の加工ダメージによってその結

晶性が失われると磁気特性が低下する [1,2]。こ

のため、デバイスの微細化には加工ダメージの

評価とそれに基づくプロセスの最適化が必要と

なる。これに対し、XAFS（X 線吸収微細構造）

解析では、EXAFS 領域を利用した局所構造解

析から結晶相と非晶質相、両方に関する情報が

得られるため、加工ダメージによる部分的な結

晶性の低下を調べる手法として有効である。さ

らに、XANES 領域を利用した結合状態解析や、

XAFS 測定前に取得する蛍光 X 線スペクトルか

ら組成、膜厚の定量解析などを行うことで、そ

れぞれの物理的な変化が磁気特性にどのような

影響するかを詳細に調べることができる。

　本実験では、パターン加工を想定して Ar イ
オンエッチングを行った FeCo 薄膜について蛍

光収量 XAFS 測定を行い、エッチング時間に

よる結晶性の低下および結合状態、膜厚などの

変化を調べた。さらに、それらの変化と磁気特

性の相関を明らかにし、エッチングダメージに

よる磁気特性の劣化について考察を行った。

実験
　試料は、Si 基板上に下地 Ta 層（15 nm）を

介して成膜した膜厚 16 nm の Fe70Co30 薄膜を

Ar イオンビームによりエッチングしたもので、

エッチング時間が異なる 4 種類を用いた。エッ

チング後は大気暴露による酸化を防ぐため、

キャップ層として AlN 膜を in-situ で成膜し、

保磁力Hc と飽和磁化Ms を測定した。

　蛍光収量 XAFS 測定は、Fe-K 吸収端および

Co-K 吸収端について、19 素子 Ge-SSD を検出

器として Quick Scan 方式により行った。試料

サイズが約 10 mm 角と小さく、全反射条件下

では X 線のはみ出しが大きくなるため、視射

角 1.2 °の斜入射配置とし、1 スペクトルの測定

時間は各試料からの信号強度に合わせて 1 ～ 4
時間とした。

結果および考察
　Fig.1 に Co-K 吸収端よりも高エネルギーの

7843 eV で励起した各試料の蛍光 X 線スペクト

ルを、Table.1 にこの図の Fe-Kαおよび Co-Kα
領域から求めた積分強度を示す。Fe、Co とも

積分強度はほぼエッチング時間に反比例して減

少しており、初期膜厚を 16 nm として見積も

2013A5360, 2013B5360 BL16B2
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ると、エッチング時間 457 秒（Ar457）、772 秒

（Ar772）、854 秒（Ar854）後の残り膜厚は、そ

れぞれ 10.2、5.3、3.3 nm と推定される。また、

Co-Kα （Fe-Kβを含む）と Fe-Kαの強度比がエッ

チング時間にともなって徐々に減少しており、

わずかに Co の選択スパッタが生じている可能

性があるが、残り膜厚 3.3 nm の Ar854 でも組

成ずれは 10% 未満であり、磁気特性への影響

は小さいと推定される。

　Fig.2 に Co-K XAFS の XANES 領域のスペク

トルを示す。7711 eV、7727 eV 付近の構造がそ

れぞれ金属CoおよびCo酸化物に特徴的なピー

クであり、Ar0（エッチング前）のみ、わずか

に Co 酸化物の生成が示唆される。これは Ar0
のみ AlN キャップ層が成膜されておらず、表

面が自然酸化したためと考えられる。7711 eV
付近のピーク強度の差は 5% 未満であり、Ar0
の自然酸化膜厚は 0.8 nm 以下と推定される。

これらの傾向は Fe-K XANES についても同様

であった。

　Fig.3 に Co-K XAFS の EXAFS 解析から得ら

れた Co 原子周りの動径分布を示す。分布パ

ターンから Co 原子周辺は b.c.c. 構造と推定さ

れ、エッチングの進行により各配位ピークの強

度が減少することが分かった。配位ピークの減

少は結晶性の低下を反映しており、エッチング

によって膜厚が減少し、表面側のダメージ層の

割合が増加すると考えられる。なお、エッチン

グ前の Ar0 でピーク強度が Ar457 より低くなっ

ているが、この原因として、Ar0 における自然

酸化層の影響、あるいは成膜時に FeCo 薄膜の

表面側で結晶性が低下する可能性が考えられ

る。これらの傾向は Fe-K EXAFS でも同様に確

認された。

　ここまでで得られた物理的変化と磁気特性の

対応を調べるため、エッチング時間に対するそ

れぞれの相対変化を比較した（Fig.4）。
　残り膜厚に対応する蛍光 X 線強度（XRF）
と飽和磁化Ms は、ともにエッチング時間に依

Fig.1. X-ray fluorescence spectra of FeCo films 
etched by Ar ions for different periods. 

Table 1.  Integrated intensities of the x-ray 
fluorescence peaks and their relative ratios.

Fig. 2. Co-K XANES spectra.

Fig. 3. Radial distribution functions around the Co 
atoms.
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存して一定の割合で減少しており、飽和磁化は

FeCo 層の膜厚（体積）と相関が強いことが分

かる。

　一方、動径分布上の各配位ピーク強度（FT）
は、前述のように表面酸化の影響で結晶性が低

く見える Ar0 を除けば、Ar772 と Ar854 の間で

急減し、保磁力Hc とよく似た傾向を示してい

ることから、保磁力は FeCo 層の結晶性（結晶

相の割合）と相関が強いことが分かる。

　なお、保磁力がエッチング時間 772 秒から

854 秒、すなわち残り膜厚で約 5 nm から 3 nm
の間に急減した原因については、FeCo 膜厚の

減少によって下地 Ta 層による Ar イオンの後方

散乱が顕著になり、FeCo 結晶構造の破壊が加

速されたためと考えられる。

まとめと今後
　FeCo 磁性薄膜に対する Ar イオンエッチング

のダメージを調べるため、エッチング時間の異

なる試料について蛍光収量 XAFS による解析

を行った。解析から得た結晶性、結合状態、組成、

残り膜厚の変化を、磁気特性のエッチング時間

依存性と比較することにより、飽和磁化は膜厚

（体積）、保磁力は結晶性と強い相関を示すこと

が確認できた。

　今後は、さらに多様な試料構造、エッチング

条件におけるダメージ評価に対して、XAFS 解

析の適用を進める。

参考文献
[1]  Y. Ohsawa et al., IEEE Trans. Magn ., 46(6), 

2044 (2010).
[2]  Y. Ohsawa et al., IEEE Trans. Magn ., 47(10), 

3411 (2011).

Fig. 4. Etching time dependence of magnetic 
properties, x-ray fluorescence intensities and Fourier 
transform intensities.
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2011B5370, 2012A5370, 2013A5370 BL16B2

大口径 GaN 基板を作製するために開発したポイントシード法を用いて作製した GaN 基板の結晶

性を評価した。ポイントシード法は、微小種結晶を規則的に配置し、Na フラックス法で横方向成長

することにより結晶を結合する。12個の微小結晶を種結晶として成長、結合した結晶のトポ観察から、

m 面成長領域には貫通転位は存在しないが、結合部に欠陥が発生していることが判明した。 

キーワード：X 線トポグラフィ、GaN、単結晶基板、Na フラックス法、ポイントシード法

放射光トポグラフィによる GaN 単結晶基板の観察
 Evaluation of GaN Single Crystal by Synchrotron Radiation Topography

加地　徹、山口　聡、朽木　克博、重藤　啓輔、中村　大輔、吉田　友幸、広瀬　美治、西川　恒一
Tetsu Kachi, Satoshi Yamaguchi, Katsuhiro Kutsuki, Keisuke Shigetoh, Daisuke Nakamura

Tomoyuki Yoshida, Yoshiharu Hirose, Koichi Nishikawa 

株式会社豊田中央研究所

Toyota Central R&D Labs., Inc.

背景と研究目的
　ワイドギャップ半導体である GaN は、SiC と

並び次世代パワーデバイスの材料として注目を

集めている。しかし、GaN は高品質な単結晶基

板がないため、高品質大口径基板の開発が強く

望まれてきた。Na フラックス法は溶液成長法の

一種で、高品質バルク GaN 結晶の成長法として

研究され、高品質な結晶が得られつつある。し

かし大面積化に関しては課題が残されている。

今回、大面積化を実現する方法として開発した、

ポイントシード法で成長した結晶を評価した。

X 線トポグラフで結晶欠陥を評価し、成長の改

善にフィードバックすることを目的としている。

Na フラックス法
　成長に用いる Na フラックス法は Ga-Na 溶

液中に種結晶を置き、高温・高圧下で N を溶

け込ませ GaN を成長する方法である。[1] 模式

図を Fig.1 に示す。通常の成長条件では、温度

700 ～ 900℃，圧力 50 ～ 80 気圧が用いられる。

　この成長方法では、種結晶として針状結晶ある

いは微小結晶を用いると、Fig.2 に示すように m
面成長を行うことができ，結晶に c 軸方向の貫通

転位を発生させない可能性がある。しかしながら，

m 面成長の成長速度は遅いため、大口径を成長さ

せるには適していない。そこで、微小種結晶を規

則的に配置して、m 面成長により互いを結合し、

大面積化するというポイントシード法が考案され

た。[2] この方法で高品質結晶ができれば、大口

径化の課題を解決することができる。

Fig. 1. Schematic diagram of Na-flux method of 
GaN crystal growth.

Fig. 2. Schematic diagram of seed growth of m-direction.
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微小種結晶から成長した結晶
微小種結晶から m 面成長を用いてバルク単結

晶を成長し、スライスして結晶性を評価した例を

Fig.3 に示す。六角形の半分が成長した試料であ

るが、中心に微小種結晶があり、m 面成長してい

る。トポ像に c 軸方向の貫通転位は見られず、基

底面転位が多数みられる。しかし図に赤で囲った

領域は、ほぼ無転位の高品質結晶である。この結

果から、高品質な結晶成長の可能性が示された。

ポイントシード法GaN結晶のトポ観察
試料は微小種結晶を 3 × 4 個配列し、Na フ

ラックス法で成長し研磨した基板を用いた。

Fig.4（a）に試料の写真を示す。種結晶から成

長した結晶は、それぞれ結合はしているが、空

隙も残っている。基板の面方位は c 面である。

成長方向は c 軸とは直行した m 軸方向である。

測定は BL16B2 の Si311 モノクロメータで単

色化された X 線を用いて実施した。表面反射

法の 11-24 反射を用いた（入射角 =4 °、2θ =86 °、

E=9.02 keV）。結晶格子面に反りがあったため、

ロッキングカーブ中心位置から入射角度を連続

スキャンしながら多重露光で撮影した。トポグ

ラフは X 線フィルムに記録した。

結果と今後の課題
得られたトポ像を Fig.4（b）に示す。測定に

よって以下のことが分かった。

・ 種結晶を中心に<11-20>方向にほぼ平行な成長縞

を観察した。それぞれの種結晶を中心に<11-20>
方向へとm面成長したことを示唆している。

・ m面成長領域はc軸方向への貫通転位は確認

できなかった。隣接した種結晶からの成長結

晶同士の界面には、結晶欠陥が存在する。

今後の課題は、結晶が結合した界面の欠陥の

詳細な評価の実施、種結晶の配置等、成長の最

適化を図る必要がある。

【謝辞】
試料をご提供いただいた大阪大学大学院工学

研究科 森勇介教授に感謝いたします。

参考文献
[1]  Y. Mori, M. Imade, K. Murakami, H. Takazawa, 

H. Imabayashi, Y. Todoroki, K. Kitamoto, M. 
Maruyama, M. Yoshimura, Y. Kitamoto, and T. 
Sasaki, J. Cryst. Growth 350, 72(2012).

[2]  M. Imade, M. Maruyama, M. Yoshimura and Y. 
Mori, Jpn. J. Appl. Phys. 53 05FA06 (2014).

Fig. 3. Topograph image of GaN crystal using small 
seed crystal.

Fig. 4. GaN single crystal grown by point-seed method.
(a) photo image, (b) topograph image
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2012B5370, 2013B5370 BL16B2

大型放射光施設 SPring-8 の BL16B2 を使い、X 線 CT およびラミノグラフィでパワーモジュール

材料のひとつであるモールド樹脂の内部形態を計測した。樹脂単体ではエネルギーが高いと画像の

コントラストが得られないが、モールド樹脂は強化材であるシリカ粒子の含有量が大きいため、デ

バイス全体を透過する27 keV程度のエネルギーでも内部形態を明瞭に可視化できることがわかった。

キーワード：X 線 CT、ラミノグラフィ、パワーモジュール、モールド樹脂

パワーモジュール材料内部の放射光ラミノグラフィ計測
Synchrotron laminography measurement in power module material

木村　英彦１、浅田　崇史１、山口　聡１、加納　大樹１、小西　繁輝２

Hidehiko Kimura1, Takashi Asada1, Satoshi Yamaguchi1, Taiki Kano1, Shigeki Konishi2

１株式会社豊田中央研究所、 ２スプリングエイトサービス株式会社

　1Toyota Central R&D Labs., Inc., 2SPring-8 Service Co., Ltd.

背景と研究目的
自動車産業界では、環境負荷低減のためハイ

ブリッド車（HV）や電気自動車（EV）の性能

向上が進められている。HV や EV では、モー

タがガソリンの代替もしくはサポーﾄを行う。

パワーモジュールはその役割を担う基盤部品で

あり、ハイブリッド車の性能や信頼性に大きな

影響を及ぼす。パワーモジュールは、半導体素

子、セラミックス、配線等の金属、ならびにモー

ルド樹脂などから成る異種材料積層体である。

そのため、製造時や走行時の熱負荷により、異

種材間の線膨張係数差により内部応力や変形が

発生する。今後、パワーモジュールの小型化、

大電流化が進めば発熱密度が大きくなるため、

内部き裂や部材損傷を引起さない安全条件の確

立が重要である。内部の応力、変形および欠陥

の形態を実測し、信頼性向上機構を解明できれ

ば、次世代パワーモジュールの開発に有用であ

る。

応力計測には放射光回折法が適しており、こ

れまでに種々の材料で応力計測を行い [1 ～ 3]、
現在パワーモジュールへの適用検討を進めてい

る。一方、変形や欠陥等の内部形態計測には

CT法が適している [4]。しかし、パワーモジュー

ルは薄板形状であるため従来 CT 法では透過経

路長の差が大きく、3 次元形状の再構成が困難

である。一方、ラミノグラフィは Fig. 1 に示す

ように、試料回転軸を放射光に対して傾斜させ

て測定するため、モジュールの長尺方向を透過

する必要がなく、部品を破壊せずに内部形態の

測定が可能になると考えられる。

本課題では、パワーモジュール構成部材のひ

とつであるモールド樹脂材（母材のエポキシと

強化粒子のシリカの比が約 2：8 の複合材）に

ついて、その内部形態を計測した。従来 CT 法

で細い棒材を計測し、更にラミノグラフィで扁

平な大寸法の薄板材を計測し、計測条件の探索

を行った。

(a) Conventional CT　　(b) Laminography
Fig. 1. Internal morphology measurement of 
flattened device by synchrotron laminography.
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実験
計測は BL16B2 で行った。計測には CMOS カメ

ラを使用し、解像度は 1.8 μm/pixel とした。従来

CT 法の計測では、撮影の回転角ステップを 0.5 °
とし、試料とカメラ間の距離D を変化させて撮影

した。ラミノグラフィ計測では、試料用 XY ステー

ジを搭載した回転ステージの下に 30 °の傾斜台を

設置した。セットアップを Fig. 2 に示す。試料は

アクリル製の台上に設置しており、放射光はこ

の台も透過する。一定間隔で計測位置から退避し

てバックグランド像を取得した。波長はパワーモ

ジュールの他の構成材料（Sn 吸収端等）を考慮し

27 keV とした。今回の計測試料はモールド樹脂材

単体を使用したが、今後は他のデバイス材料と一

体化した部品の計測を見込む。

結果および考察
　従来 CT 法で試料とカメラ間の距離D を変化

させて計測・再構成した結果を Fig. 3 に示す。

薄い灰色がフィラーのシリカ、濃い灰色が樹脂、

白色は金属系添加物である。内部き裂の計測で

はD を比較的大きくして屈折コントラストを強

調することで鮮明な再構成像を得る場合がある

が、本材ではD が小さい場合に画質が良い。こ

れは光路上に多数存在するシリカ粒子の屈折の

影響等が考えられる。

  ラミノグラフィの計測結果を Fig. 4 に示す。

エポキシ中に直径約 10 ～ 100 μm のシリカ粒子

を明確に再構成できた。樹脂単体であれば 27 
keV では透過距離が大きく画像のコントラスト

が得られないと考えられるが、本材料はシリカ

の含有量が大きいため、内部形態を鮮明に計測

できた。本エネルギーであれば、他の金属と接

合された部品全体として計測できる目処が得ら

れたと言える。本課題の後に部品の計測も進め

た結果、部品内のはんだ等の内部形態の可視化

を実現できた [5,6]。

今後の課題
　計測セッティングの最適化と再構成法の改良

等によりアーティファクトの低減を行い、モー

ルドされたパワーモデバイス全体の内部形態を

可視化する予定である。

参考文献
[1]  Y. Akiniwa, H. Kimura, J. Shibano, K. Kiriyama 

and T. Shobu, Materials Science Forum, 652, 
290 （2010）.

[2]  Y. Akiniwa, H. Kimura and T. Sasaki, Advances 
in X-Ray Analysis , 52, 493 （2009）.

[3]  秋庭義明、小島由梨、木村英彦、丸小慶介、 
材料 , 57 （7）, 660 （2008）.

[4]  政木清孝、佐野雄二、越智保雄、秋田貢一、 

Fig. 2. Experimental set-up of synchrotron x-ray 
laminography measurement of large plate of resin 
molding compound.

Fig. 4. Internal structure with uniformly distributed 
SiO2 particles (light gray) in epoxy matrix (dark 
gray) in a large plate measured by laminography.

Fig. 3. Synchrotron CT measurement of small square 
bar specimen of resin molding compound with 
different distance between specimen and camera.

Sample stage

stage
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2013A5080,2013B5080 BL16XU

二次元検出器を用いた GaN 非対称面の X 線回折測定
Asymmetry X-ray Diffraction Analysis of GaN Substrates using 2D 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

　窒化物系半導体である GaN 結晶は c 軸配向成長が優先的であり、結晶性評価には c 軸に平行な方

向及び直交する方向の結晶方位ずれ（tilt 角及び twist 角）を求めることが重要となる。このため斜

め反射の半値幅測定を行うことが多いが、単一の斜め反射測定では tilt 角および twist 角の情報を区

別することが困難である。今回 χ 軸方向の強度分布を二次元検出器で測定し、三次元逆空間強度分

布を求めることにより twist 角の導出を試みたので報告する。 

キーワード：窒化物系半導体、X 線回折、二次元検出器、非対称面、tilt、 twist

背景と研究目的
LED の高効率・長寿命を得るためには欠陥

の少ない結晶を作製することが重要である。窒

化物系半導体である GaN 結晶は c 軸方向に伸

びるカラム状結晶粒の集合体であり、それぞれ

の結晶粒は異なる結晶方位を示す。この方位ず

れは大きく分けて tilt と呼ばれる c 軸方位のず

れ角、twist と呼ばれる面内での結晶粒の回転

角に分けることが出来 [1]、このずれを制御す

ることが LED の特性向上に重要となる（tilt、
twist は螺旋転位密度、刃状転位密度と密接に

関係する [2],[3]）。
tilt は c 軸対称面のωスキャン測定の半値幅

により容易に評価できるが、twist に関しては、

通常の非対称面のωスキャン測定では評価でき

ない。twist の情報は斜め配置での非対称面の

ωスキャン半値幅に含まれる（図 1 の qx 方向

から入射する配置を通常配置、qy 方向から入

射する配置を斜め配置とする）。過去、種々の

試みが実施されており、Srikant[4]、Sun[5] ら
は斜め配置にて非対称面のωスキャン測定を行

い、幾何学的に求めた理論値との fitting により

twist を求めた。一方、Li[6] や Zheng[2] らは Φ
スキャンの半値幅から twist 評価を試みている。

Li は Φ スキャンの半値幅と幾何学的なモデル

から tilt 成分と twist 成分の分離を行い、Zheng
は傾斜角に対して非対称面のωスキャン及び Φ
スキャンの半値幅をプロットし、twist の導出

を行っている。しかしながら、いずれの方法も

測定の際にω、χ、Φ の最適化が必要となる。

これに対して放射光で実現可能な微小 X 線

と二次元検出器の組み合わせにより、煩雑な

角度調整無しに tilt、twist の評価を行うことが

原理的に可能となる。そこで今回二次元検出器

を用いて測定した GaN 非対称面の逆空間強度

分布から、twist の導出を試みたので報告する。

Fig. 1. Schematic diagram of the X-ray measurement 
for asymmetric plane (101

―
L).
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実験
実験は BL16XU の HUBER 社製回折装置を

用いた。入射 X 線のエネルギーとして 10 keV
を用い、上流側の 4 象限スリットを 50 μm ×

50 μm に設定した。検出器は二次元検出器

PILATUS-100K を用い、試料から約 1150mm 離

れた位置に設置した。試料はサファイア基板

上に n-GaN 層、InGaN/GaN 活性層、p-GaN 層

の順に成膜したウエハを用いた。GaN（000L）、
（101

―

L）、（112
―

L）Bragg 面（L=2、4、6）のω -2 θ
スキャン測定を実施した。

逆空間強度分布から Φ スキャンプロファイ

ルの変換を行う前に、ベースとなる考えを示す。

c 面の逆格子マップ（qx-qz 平面）の場合、ω -2 θ
スキャンプロファイルは qx 一定での qz 方向の

プロファイルに相当し、ωスキャンプロファイ

ルは qz 一定での qx 方向のプロファイルに相

当する（図 2）。逆格子マップを経由する事で、

ω -2 θスキャンの測定結果からωスキャンプロ

ファイルが得られ、その逆も成立する。任意の

測定プロファイルについても、逆空間座標上で

の軌跡が分かれば、同様に逆格子マップからプ

ロファイルが得られると期待できる。

以下に Φ スキャンの逆空間座標上での軌跡

を求めた例を示す。Φ スキャンは c 軸を軸とし

た散乱ベクトル q の回転である（図 1）ため、

その軌跡を下記のように表記する。

ここで k は波数ベクトル（k ＝ 2 π / λ）である。

GaN(101
―

6) 面の場合では

となり、Φ スキャンは逆空間直交座標上では

qz 一定、qx∝cosΦ、qy∝sinΦ の軌跡を取る。

Bragg 反射近傍では測定範囲が狭いことから Φ
スキャンの軌跡は qy 方向の直線と見なせるた

め（図 3）、qz、qx 一定での qy 方向のプロファ

イルが Φ スキャンの軌跡となる。そこで（3）
式を用いて qy 軸方向のプロファイルを Φ ス

キャンに変換し半値幅を求めた。

また、twist の導出は式（4）～（7）を用いた [6]。

Fig. 2. Schematic diagram of the relationship between 
ω-2θ scan and ω scan in reciprocal space map (RSM). Fig. 3. RSM of the asymmetric reflection (101―6), 

and the direction of Φ scan. The profile of Φ scan is 
obtained from Eqs. (3).
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ここでω twist は薄膜自体の twist、ω’twist は tilt
によって生じた twist 方向の強度広がりを示す。

計算によって得たΔΦ と実測の Φ スキャン半

値幅（変換値）を fitting し、twist を導出した。

式（4）～（6）の変数は傾斜角 Ψ とω tilt の 2 種

類であり、傾斜角 Ψ はミラー指数と格子定数

から計算できるため、必要な値は実質ω tilt だけ

となる。

結果および考察
図 4 及び表 1 に傾斜角 Ψ に対するωスキャン

半値幅及び強度分布より求めた Φ スキャンの

半値幅を示す。Zheng の論文 [2] と同様に、傾

斜角 Ψ の増加に伴いωスキャンの半値幅は増

加、Φ スキャンの半値幅は減少している。Φ ス

キャンの半値幅は最終的に In-plane 測定結果と

同じ値に収束しており、本手法による Φ スキャ

ン半値幅評価法が妥当であることを示してい

る。

図 5 に式（4）～（7）から算出したω twist 及びω’

twist を示す。なお tilt の値は対称面のωスキャン

半値幅及び Williamson-Hall プロットから求めた

[3]。ω’twist は傾斜角 Ψ の増加に伴い減少するが、

ω twist は 0.083° と一定となっており本手法の妥

当性を示している。またω twist が一定であるこ

とから、tilt の値が既知であれば Φ スキャンの

半値幅が 1 点であっても、同様に twist が得ら

れる可能性を示唆している（傾斜角 Ψ が大きけ

れば twist が得られる可能性も高くなる）。

以上のように複数の Bragg 反射を用いた tilt、
twist の評価について示したが、最後に非対称面

1 点での tilt、twist の評価について検討した結果

を示す。前述のように放射光で実現可能な微小

X 線と二次元検出器を組み合わせると、χ 軸方向

の強度分布を十分な分解能で測定することがで

きる。この利点を活かして得た qz 一定条件での

qx、qy 方向の半値幅を表 2 に示す（qx 軸は GaN
の m 軸、qy 軸は GaN の a 軸にそれぞれ対応す

る）。対称面（000L）面の半値幅は qx、qy 両方

向で同等（＝ tilt は等方的）であるが、非対称面

である（101
―

L）面では qx 方向の半値幅が対称面

の半値幅と近く、qy 方向の半値幅はそれより大

きい。qx 方向は tilt 成分単独だが、qy 方向は tilt
成分と twist 成分の 2 成分が含まれていることが

理由として考えられ（図 1）、qx 方向の半値幅を

tilt と仮定し、qy 方向の半値幅（≒ Φ スキャン半

値幅）と式（4）～（7）を用いる事で、非対称

面 1 点から twist が得られる可能性がある。なお

（112
－

L）面では qx、qy の関係が逆転する。

Fig. 4. FWHM of ω and Φ scans as a function 
of inclination angle Ψ. The profile of Φ scan is 
obtained from Reciprocal Space Map.

Table 1. FWHM of ω and Φ scans.

Fig. 5. Tilt and twist components obtained from 
FWHM of Φ scans as a function of inclination angle Ψ.
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まとめおよび今後の課題
微小ビーム及び二次元検出器を用いること

で、信頼性の高いあおり角 χ の情報を得ること

が可能となり、一度の測定で三次元逆空間強度

分布を得ることが出来た。得られた強度分布を

用いて Φ スキャンの半値幅を算出することに成

功し、逆空間直交座標上の Φ スキャンの軌跡は

qx、qz 一定条件での qy 方向のプロファイルに

対応することを明らかにした（ただし、 （112
－

L）
面では qx 方向のプロファイルに対応する）。算

出した Φ スキャン及びωスキャンの半値幅を用

いて In-plane 測定結果と同等の twist を得るこ

とに成功した。本手法を用いることにより、 測
定後に任意のスキャン方向に対するプロファイ

ルを求めることが出来るため、異方性を考慮す

る必要のある試料などに有効と思われる。

今回の測定では通常の測定と同様に多数の

Bragg反射を用いて tilt、 twistの評価を行ったが、

今後は本報告の中で検討した単独あるいは 2、3
点の測定点における tilt、twist 評価についても

検討する予定である。
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Waldrip, D. M. Follstaedt, P. P. Provencio, and D. 
D. Koleske, Appl. Phys. Lett. 86, 24194 (2005).

[4]  V. Srikant, J. S. Speck, and D. R. Clarke, J. Appl. 
Phys. 82, 4286 (1997). 
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Table 2. FWHM of qx and qy profiles.
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2012B5090 BL16XU

　高融点結晶を有するポリアミド 66 ナノファイバーの構造変化を調べるため、示差走査熱量測定（DSC）
と小角 X 線散乱測定（SAXS）の同時測定を実施した。昇温過程において、ナノファイバーでは、原繊維同様、

ラメラ構造の成長や融解によるピークの消失が DSC 曲線とともに観察された。ナノファイバーの DSC 曲

線では、さらに高温の融点が観測され、既存のラメラ構造より大きな構造体の存在が示唆された。

キーワード：SAXS、DSC、ポリアミド、高次構造

DSC/SAXS によるポリアミドナノファイバーの高次構造解析 
Higher order structural analysis of a polyamide 66 nanofiber by DSC/SAXS

久保渕　啓、長谷川　利則、高橋　洋平、高尾　直樹、今井　英人
Kei Kubobuchi, Toshinori Hasegawa, Youhei Takahashi, Naoki Takao, Hideto Imai

株式会社日産アーク

NISSAN ARC, LTD.

はじめに
　高性能な LIB バッテリ用セパレータや、高

強度な繊維への応用を視野に、新規ナノファイ

バーの開発が進められている。高分子の高次構

造は力学特性や熱特性等に大きく関与するた

め、その詳細の把握が欠かせない。今回、CO2

レーザー超音速延伸（CLSD）法で作製したポ

リアミド 66（PA66）ナノファイバーについて

示差走査熱量測定（DSC）を実施したところ、

ナノファイバーには原繊維に存在しない高温の

融点（279℃）が観測された（Fig.1）。

　さらに、PA66 の Gibbs–Thomson プロットか

ら高温の融点は数百 nm サイズの構造体である

可能性が示唆された（Fig.2）[1,2]。融点の上昇は、

材料の耐熱性能の向上につながるため重要な特

性である。しかし、DSC 測定時の試料は熱的

に非平衡な状態にあり、高温の融点に由来す

る構造の解析は昇温中に実施する必要がある。

本研究においては、高輝度な放射光を用いた

DSC/SAXS 同時測定により、PA66 ナノファイ

バーの結晶融解挙動の観測と SAXS によるラ

メラの高次構造変化の解析を実施した。

Fig. 1. DSC curves of (a) original fiber 
and (b) nanofiber.[1]

Fig. 2. Gibbs-Thomson plot[1]
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実験
　試料には、CLSD 法で作製した PA66 ナノファ

イバー（平均繊維径 0.6 μm、279°C × 10 min
熱処理）と延伸前の原繊維を用いた [1]。CLSD
法は、真空チャンバーに設置したオリフィス直

下で発生する超音速の空気ジェットと炭酸ガス

レーザーを利用して、原繊維を数万～数十万倍

に超延伸させ、ナノファイバーを作製する新規

の延伸法である [3]。ナノファイバーの作製に

あたり、特別に材料を準備する必要はなく、環

境や生体への影響が懸念される薬品類は一切使

用しない。適用材料は熱可塑性樹脂全般であり、

フッ素系樹脂にも適用可能である。

　小角 X 線散乱測定は、SPring8 の BL16XU に

て実施した。X線のエネルギーを 12.4 keVとし、

第 1 スリット、第 2 スリットを 4 象限スリット

にて成形し、第 3 スリットには 500 μm のピン

ホールスリットとする 3 スリット光学系、試料

検出器間のパスは簡易 He パス、2 次元検出器

はブルカーAXS製のVANTEC2000を使用した。

カメラ長は約 1 m として、角度の補正はベヘン

酸銀により補正した。

　同時測定用 DSC セルを用いて、2°C/min の

昇温中に 30 sec 毎に SAXS 測定を実施した。

実験のセットアップを Fig.3 に示す。

結果および考察
　原繊維のDSC/SAXS曲線をFig.4に、ナノファ

イバーの測定結果を Fig.5 に示した。Fig.4 の原

繊維にはラメラ構造由来の散乱ピーク（2 θ＝
0.6-0.8 °）が確認され、昇温とともにピーク位

置が低角側に移動し、かつ強度も増加しており、

ラメラの成長が確認された。融点以上ではラメ

ラ由来のピークは消失し、DSC 曲線と SAXS

曲線共に結晶の融解が確認された。

　一方、Fig.5 のナノファイバー測定結果より、

ラメラ構造に由来する散乱ピーク（2 θ＝ 0.6-0.8 °）
と、さらに低角側（2 θ＝ 0.2 ～ 0.3 °）に散乱が

確認された。低角側の散乱ピークは、高温の融

点付近まで観測され、伸びきり鎖のような大き

な構造体の存在が推察される。本測定ではカメ

ラ長が 1 m と短いので、低角側散乱ピークとナ

ノファイバーの平均繊維径に由来する散乱を区

別するため、DSC/ 超小角 X 線散乱測定の実験を

予定している。

Fig. 4. DSC/SAXS measurements of original fiber.

Fig. 5. DSC/SAXS measurements of nanofiber.

Fig. 3. Experimental setup for DSC/SAXS
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まとめ
　放射光による高輝度な X 線を用いることで、

DSC と SAXS の同時測定が可能であり、ナノファ

イバーではラメラの融点以上でも大きな散乱体が

存在する高次構造が DSC/SAXS 測定により推察

された。

謝辞
　SAXS 測定のセッティングを中心に、ご指導い

ただいた、株式会社コベルコ科研の稲葉　雅之様、

北原　周様に深く感謝いたします。また、本実験

をサポートしていただいたスプリングエイトサー

ビスの梅本　慎太郎　様に深く感謝致します。

　本課題は、課題番号 2012B5090 として実施した。
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2013B5420,2014A5420 BL16B2

デラフォサイト型酸化物は、水電解における酸素発生触媒として優れた特性を持つ。大型放射光施

設 SPring-8 の BL16B2 を使って X 線吸収端近傍構造（XANES）の実験を行い、系の電子状態を調べ

た。B サイトの遷移金属の K 端の XANES スペクトルを調べると、系の価数は形式価数からずれてい

ることがわかった。この実験結果とDFT計算を基にBサイト遷移金属のeg軌道占有数を求めたところ、

デラフォサイトの触媒活性は eg 軌道占有数に対して Volcano 型の相関を持つことがわかった。 

キーワード：X 線吸収微細構造、デラフォサイト型酸化物、eg 軌道占有数、酸素発生触媒

デラフォサイト型酸化物における eg 軌道占有数の評価
Estimation of eg occupancy in Delafossite oxide

宮田　伸弘、豊田　健治、日野上　麗子
Nobuhiro Miyata, Kenji Toyoda, Reiko Hinogami

パナソニック株式会社

Panasonic corporation

背景と研究目的
水電解は、二酸化炭素を排出せずに水素を製

造することができるため、次世代型のエネル

ギー技術として、燃料電池自動車への水素供給

や太陽電池の余剰エネルギー貯蔵への応用が期

待されている。筆者らはデラフォサイト型酸化

物 ABO2（以下、単にデラフォサイト）において、

Ag もしくは Cu デラフォサイト（A=Ag or Cu）
がアノード電極触媒として安価で高い活性を示

すことを発見した。また、密度汎関数理論（DFT）
に基づく計算により B サイト遷移金属原子の d
電子状態を調べた。B サイト原子は酸素原子と

八面体配位構造を形成するが、配位の対称性か

ら d 電子は t2g 軌道と eg 軌道に分裂する。筆者

らは計算により、触媒活性は eg 軌道占有数に

対していわゆる“火山”（volcano）型の相関が

あることを明らかにした [1,2]。
このような理論計算の取組みは、企業におけ

る材料開発の効率性の観点から有効である一

方、並行して実験的検証を行うこともまた重要

である。そこで、今回 XANES スペクトルにお

ける吸収端位置から、デラフォサイトの価数を

評価することにより、eg 軌道占有数を実験的に

見積もることを試みたので報告する。

実験
　デラフォサイトの合成には、通常の固相反応

法もしくは水熱合成法を用いた [1]。標準試料

には、市販試薬の単金属および単純金属酸化物

を用いた。X 線吸収実験は、SPring-8 BL16B2

Fig. 1. Co-K edge XANES spectra for Co, CoO, 
Co3O4, CuCoO2, and AgCoO2. Inverted triangle 
shows absorption edge.
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にて行った。分光結晶には Si（111）を用いて、

Cr、Mn、Fe および Co の各 K 吸収端を透過法

により測定した。

結果および考察
　実験結果の例として、Fig. 1 に Co 酸化物

の標準試料とデラフォサイト AgCoO2 および

CuCoO2 の Co-K 端 XANES スペクトルを示す。

図中の逆三角形は二階微分ゼロ値から求めた吸

収端を表す。標準試料を用いて価数－吸収エネ

ルギーの検量線を作成 [3] したところ、AgCoO2

および CuCoO2 の価数は形式価数の三価からず

れた値となった。B サイトが Co 以外の他のデ

ラフォサイトでも同様の結果が得られた。これ

は、隣接する酸素原子との共有結合性により、

系の実際のスピン状態が三価のスピン状態（例

えば t2g
3eg

2）から実効的にずれた状態であるこ

とを示していると考えられる。

上記の結果から、系の eg 軌道占有数を求め

ることを試みる。まず、三価のスピン状態は、

我々がすでに行った DFT 計算 [2] から決める

ことができる。また、eg 軌道は t2g 軌道よりも

高いエネルギーにあるから、三価からのずれは

単純に eg 軌道のみの増減に帰属できると仮定

すると、上記三価のスピン状態を基に eg 軌道

占有数を見積もることができる。こうして得ら

れた eg 軌道占有数を横軸に、触媒活性を縦軸

に取りプロットしたのが Fig. 2 である。

ここで、触媒活性は別途評価した CV 測定の

立ち上り電位としている。図に見られるよう

に、B サイトが Co のときに活性が最大となる

Volcanoプロットが得られた。Volcano相関性は、

eg 軌道占有数を実験ではなく DFT 計算により

求めたときでも得られているが、今回、実験的

にも同様の相関を確かめることができた。

今後の課題
　今回の実験はバルク測定なのに対し、実際の

触媒反応は最表面で起こる。全電子収量法など

のより表面敏感な実験や、スラブモデルを用い

た表面の DFT 計算により表面の電子状態を調

べる。

参考文献
[1]  R. Hinogami, Kenji Toyoda, Masato Aizawa, 

Shigeo Yoshii, Takashi Kawasaki, and Hisaaki 
Gyoten, Electrochem. Comm., 35, 142, (2013).

[2]  Kenji Toyoda et al . submitted.
[3]  A. N. Mansour, X. Q. Yang, X. Sun, J. McBreen, 

L. Croguennec and C. Delmas, J. Electrochem. 
Soc. , 146, 1799, (1999).

Fig. 2. Catalytic activity as a function of electron 
occupancy of eg orbital at B-site metal. Catalytic 
activity is plotted as onset potential in cyclic 
voltammetry measurement [1]. 
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Realization of high concentration of acceptor-doping 
in Y-doped BaZrO3 epitaxial thin films

Tetsuya Asano, Takashi Nishihara, Hideaki Adachi, Hiroki Takeuchi, 
Akihiro Itou, Saifullah Badar, Hyunjeong Nam, Eiji Fujii, and Yuji Zenitani

Panasonic Corporation

Y-doped BaZrO3 is one of the most promising materials for solid oxide proton conductors because of its high 
proton conductivity and fairly high material stability. Although yttrium is considered to play a critical role in 
its proton conducting behavior, the influence of the yttrium concentration on the proton conductivity is still 
not well understood, particularly at high yttrium substitution above 25% owing to the difficulty in synthesis of 
bulk BaZrO3 material. Here we utilized the epitaxial thin film growth to realize high concentration of yttrium 
substitution in BaZrO3 thin films. We realized up to 50% of yttrium substitution into zirconium site. X-ray 
diffraction (XRD) pattern taken by synchrotron X-ray source at SPring-8 revealed that single phase Y-doped 
BaZrO3 was successfully obtained. The extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) studies indicated 
that dominant parts of yttrium atoms substitute zirconium sites, working as acceptors for subsequent proton 
incorporation.

Keywords: X-ray diffraction, EXAFS, Proton conducting oxide, Thin films, BaZrO3

Introduction
Solid state proton conductors have attracted both 

academic and industrial attentions for a few decades 
motivated mainly by its application to the solid 
electrolyte towards realization of solid oxide fuel 
cells (SOFCs) and solid oxide electrolyzers in the 
intermediate temperature range (300°C – 600°C).
[1, 2]  Amongst different kinds of oxide materials, 
perovskite-type yttrium-doped BaZrO3 (BZY) 
shows high proton conductivity as well as high 
thermodynamic stability, and therefore, becomes 
one of the most promising proton conducting oxide 
materials.[3, 4]

Recently it has been revealed that yttrium acts as 
“traps” against proton conduction because trivalent 
yttrium ions are more negative than tetravalent 
zirconium ions.[5]  This discovery automatically 
leads to the expectation that the protonic diffusivity 
and its activation energy is sensitively varied with 
yttrium concentration. One expectation is that more 

yttrium concentration, more trapping site, and higher 
activation energy. The other expectation is that in the 
case that yttrium concentration is sufficiently high, 
the trapped sites connect each other, and conduction 
path can be created via yttrium-neighboring sites 
only, which should reduce activation energy with 
increasing yttrium concentration. 

In spite of intensive studies on protonic motion in 
BZY, the conductivity at high yttrium concentration 
has not been reported yet because of the difficulty 
to synthesize bulk material with high yttrium 
concentration. In this study, we have grown the BZY 
thin film using radio-frequency (RF) magnetron 
sputtering with high yttrium concentration up to 
50% substitution into zirconium site, and studied its 
structural characteristics using SPring-8 BL16XU 
and BL16B2. 

Experimental
The samples were prepared using RF magnetron 
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sputter ing on single crystal l ine MgO(100) 
substrates. Cross-sectional SEM (Fig. 1) shows that 
the dense and uniform films were obtained. The 
in-house X-ray diffraction (XRD) measurement 
revealed that the perovskite-type BaZr1-xYxO3-δ thin 
films were epitaxially grown with cube-on-cube 
orientation for x = 0 to 0.5 (not shown here).

In order to investigate the presence of the secondary 
phases in the grown thin films, we performed XRD 
measurement at beamline 16XU in SPring-8. The 
measured wavelength was 1.5383 Å, intended to be at 
the identical wavelength to the Cu-Kα line.

To find out which crystallographic sites yttrium 
atoms occupied, we took the extended X-ray absorption 
fine structure (EXAFS) for Y-K edge and Zr-K edge. 

Results and discussion 
The XRD pattern of BaZr0.5Y0.5O3-δ (BZY50) 

taken at beamline 16XU is shown in Fig. 2. There 
is no other peaks than the perovskite-type BZY 
(001) peaks and the MgO substrate peak, which 
reveals that single phase BZY was obtained without 
any secondary phases formed even at high yttrium 
concentrations up to x = 0.5. Single phase BZY 
with such high yttrium concentration has not been 
realized in bulk forms, which is dictated by the 
ternary phase diagram between BaO, ZrO2, and 
YO1.5.

[6, 7] Our success of synthesizing BZY with x = 
0.5 is due most likely to the thin film growth under 
highly non-equilibrium condition which can create 
the metastable materials.

Because trivalent yttrium ionic radius is larger 
than the tetravalent zirconium radius, higher 
substitution of yttrium with zirconium leads to the 
negative deviation of tolerance factor of perovskite 
structure defined as 

where r A, r B, and r O are the ionic radius of A-site 
cation, B-site cation, and oxygen, respectively. 
Taking r B as average of yttrium and zirconium 
ionic radii, the tolerance factor of BZY50 is 0.96, 
which is almost the same value as orthorhombic 
SrZrO3. Therefore, the symmetry of BZY50 may 
also be reduced to orthorhombic as opposed to the 
cubic symmetry of its parent material BaZrO3. In 
order to investigate the structure of the symmetry 
of the BZY50 epitaxial film, we took its reciprocal 
space mapping in vicinity of the BZY (114) plane 
(Fig. 3). The single peak corresponding to the (114) 
plane indicates that the epitaxial BZY50 thin film 
is almost tetragonal structure, because in case of 
orthorhombic structure, the peak should be split 
into more than two unless all the three axes of 
orthorhombic structure are exactly oriented in a 
single direction. On the other hand, the broadening 
of the peak in in-plane direction is quite wide (Δq/q 
~ 2.7%) which indicate some non-uniformity in the 
lattice constants.

Fig. 1. Cross-sectional SEM image of the BZY50 
thin film grown on MgO (100) substrate.

Fig. 2. XRD pattern of BZY50 taken at beamline 
16XU in SPring-8. No other peak than BZY50 was 
observed, indicating the single phase formation of 
BZY50 thin film.

(1)
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To correctly understand the role of yttrium on 
proton conductivity, it is essential to recognize 
which crystallographic site yttrium occupied 
within the perovskite structure. In case that yttrium 
substitutes zirconium as acceptor, oxygen vacancies 
are simultaneously formed which subsequently 
incorporate protons. On the other hand, in case that 
yttrium occupies barium site as donor, the acceptor 
yttrium is compensated, which in turn diminish 
proton incorporation sites. Therefore it is imperative 
to understand which of the crystallographic site 
within the perovskite structure is indeed substituted 
by yttrium. In order to investigate the yttrium 
substitution site, we performed EXAFS studies in 
vicinity of Y-K absorption edge and Zr-K absorption 
edge at BL16B2 in SPring-8. Fig. 4 shows the 
Fourier-transformed spectrum of the EXAFS spectra 
above Y-K absorption edge and Zr-K absorption 
edge of the BZY50 thin film. The spectrum above 
Y-K edge shows the nearest-neighbor peak around 
1.7 Å which is the scattering from Y – O – Y. The 
other peaks reside at the same position as those 
in the spectrum above Zr-K edge, indicating that 
the yttrium substitute zirconium site. Although 
this EXAFS spectrum is not sufficient to make a 
quantitative argument about how many percentages 
of yttrium atoms occupy B-site, it is indicated 

that “dominant” part of the yttrium atoms occupy 
B-site. In order to conclusively determine the 
yttrium occupation site, further studies with lattice 
constants, composition studies and higher signal-
to-noise ratio EXAFS measurements are needed. 
Nevertheless, these structural characteristics of 
the BZY50 epitaxial thin film revealed by X-ray 
studies at SPring-8 are unlike the conventional bulk 
materials in which high yttrium doping leads to 
secondary phase formation with yttrium substitution 
into barium sites. 

Conclusion
In summary, we investigated the structural 

characteristics of the yttrium-doped BaZrO3 

films with up to 50% of yttrium substitution into 
zirconium. It was verified that the single phase 
BZY film of perovskite structure was successfully 
obtained. The perovskite structure was tetragonally 
distorted in BZY50 thin film, in spite of the 
reduction of the perovskite tolerance factor to 
0.96. As intended, most of yttrium atoms occupy 
zirconium site unlike the bulk structure in which 
high yttrium occupation leads to the yttrium 
occupation in A-site leading to charge compensation 
between acceptor yttrium (zirconium site) and donor 
yttrium (barium site).

 

Fig. 3. Reciprocal space mapping of BZY50 thin 
film in the vicinity of BZY(114) plane. The vertical 
axis is [001] direction which is along the out-of-
plane direction and the horizontal axis is the [110] 
direction which is along in-plane direction. Single 
peak is observed with broadening in in-plane 
direction.

Fig. 4. Fourier-transformed EXAFS spectra of Y-K 
absorption edge and Zr-K absorption edge of BZY 
thin film. As a reference, the spectrum above Zr-K 
absorption edge of the non-doped BaZrO3 thin film 
is also displayed.

50
50

69

SUNBEAM Annual Report with Research Results, Part 2, Vol.4 (2014)



Acknowledgments
We sincerely acknowledge Ms. Kojima and Mr. 

Kozaki at Panasonic Corporation, and Mr. Konishi 
and Mr. Umemoto at SPring-8 Service Co., Ltd. for 
their dedicated assistance for the measurements and 
fruitful discussions.

References
[1]  See, e.g., Perovskite Oxide for Solid Oxide Fuel 

Cells , T. Ishihara, Ed., Springer, 2009.
[2]  K. D. Kreuer, Annu. Rev. Mater. Res . 33, 333 

(2003).

[3]  K. D. Kreuer, Solid State Ionics 125, 285 (1999). 
[4]  S. M. Haile, G. Staneff, K. H. Ryu, J. Mater. Sci. 

36, 1149 (2001).
[5]  Y. Yamazaki, F. Blanc, Y. Okuyama, L. Buannic, 

J. C. Lucio-Vega, C. P. Grey, and S. M. Haile, 
Nat. Mater. 12, 647 (2013).

[6]  S. Imashuku, T. Uda,Y. Nose, and Y. Awakura, J. 
Phase Equilib. Diff. 31, 348 (2010).

[7] Y. Oyama, A. Kojima, X. Li, R. B. Cervera, K. 
Tanaka, and S. Yamaguchi, Solid State Ionics 
197, 1 (2011).

70 71

SUNBEAM Annual Report with Research Results, Part 2, Vol.4 (2014)



高温 / 高電圧下で維持された LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 の劣化解析
 Degradation mechanisms for LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 charged at higher voltage

under high temperature condition.

青木　潤珠１、山田　将之１、南部　英２、上田　和浩２

Hiroyoshi Aoki1, Masayuki Yamada1, Akira Nambu2, Kazuhiro Ueda2

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

リチウムイオン電池に広く採用されている LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 について、充電終止電圧を高めた条

件でのサイクル試験と高温貯蔵試験の 2 種の異なる劣化試験を実施し構造解析を行った。サイクル

試験後は Ni の価数が減少したのに対し、高温貯蔵試験後には Ni 価数の増加を確認した。劣化モー

ドの違いにより、正極活物質の構造変化が異なることが明らかになった。充電電圧を変えた高温貯

蔵試験では、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 における Mn-O、Co-O、Ni-O 結合の Debye-Waller 因子は Ni-O の電

位依存性が最も大きくなることがわかった。高温高電圧で貯蔵することによって、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2

内の Ni 周辺に大きな構造変化が生じていることを確認できた。

キーワード：リチウムイオン電池，正極材料，XAFS

背景と研究目的
リチウムイオン電池は、スマートフォンなど

のスマートデバイスや電気自動車などの電源と

して、さらなる高容量化と長寿命化が求められ

ている。特にリチウムイオン電池を構成する正

極活物質はリチウムイオンの供給源となるた

め、正極活物質の高容量化は電池の高容量化に

大きな役割を果たす。

リチウムイオン電池の高容量化手法の一つ

に、充電終止電圧を高めることが挙げられる。

より多くのリチウムイオンを正極活物質から引

き出すことが可能となるためである。しかしな

がら、正極活物質から多くのリチウムイオンを

引き出すと、構造的な不安定性に起因したサイ

クル劣化や高温貯蔵劣化が加速される。そのた

め、高温高電圧条件下においても劣化しない正

極活物質の材料設計が必要となるが、そのよう

な条件下での詳細な劣化機構は明らかになって

いない。

そこで本研究では、リチウムイオン電池で広

く用いられている三元系活物質の 1 つである

LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2（NCM）に対して、高充電終

止電圧条件でのサイクル試験と高温貯蔵試験の

2 種の異なる劣化試験を行った。それぞれの劣

化試験後の正極活物質について、X 線吸収分光

法（XAFS）を用いた電子・局所構造解析を行

うことで、劣化前後の構造変化を調べた結果に

ついて報告する。

実験
　電極は活物質（NCM）、導電材（アセチレン

ブラック）、結着剤（PVdF）を重量比 95:2.5:2.5
で NMP を溶媒として混合し、アルミニウム箔

上に塗布・乾燥することで作製した。電気化

学測定は、対極に Li 金属、電解液に 1 M LiPF6 
EC/DEC=3/7（vol.）を用いたラミネート型のモ

デルセルを作製して行った。よって、本文中の

電圧はすべて Li を基準とした Li 電位（vs. Li/
Li+）で表している。サイクル試験は充電と放

電の終止電圧をそれぞれ 4.6 V、2.5 V とし電流

値 0.2C で行った。高温貯蔵試験は 4.3 ～ 4.7 V
の各電位まで充電後、80℃、120 時間で貯蔵を
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行い、試験後に放電を行った後、再度充放電を

行うことで放電容量の回復率を求めた。XAFS
測定用サンプルは、試験後の電池を Ar ガス中

で解体して正極を取り出し、DEC で洗浄した

後、アルミラミネートで封止したものを用いた。

XAFS 測定は SPring-8 BL16B2 にて Mn, Co, Ni 
K-edge について透過法にて行った。

結果および考察
充電終止電圧を 4.3、4.6 V とした NCM の

50 サイクル後の放電容量維持率は、それぞれ

98.1%、78.7% であり、4.3 V よりも 4.6 V での

劣化が顕著であることが確認できた。また、充

電終止電圧 4.3、4.6 V の高温貯蔵試験後におけ

る放電容量回復率は、それぞれ 95.2%、39.8%
であり、高温貯蔵試験においても高電圧条件で

の劣化が確認できた。

上記試験前後の正極について XAFS 測定を

行った。Fig.1 に充電終止電圧を 4.6 V とした

NCM の Ni K-edge XANES スペクトルのサイク

ルおよび貯蔵試験前後の結果を示した。サイク

ル試験後に Ni の吸収端位置がわずかに低エネ

ルギー側にシフトしていることがわかる。この

ことから Ni の価数が減少していることが示唆

される。一方、貯蔵試験後には試験前に比べて

Ni の吸収端位置が高エネルギー側にシフトして

おり、Ni 価数の増加が見られた。このことから

高電圧劣化モードの違いにより、正極活物質の

構造変化が異なることが明らかになった。この

ことはサイクル試験および貯蔵試験において高

電圧での劣化機構が異なることを示している。

高電圧での構造劣化をより詳細に検討するた

めに、高温貯蔵試験を 4.3 ～ 4.7 V の各電位で

行い、試験後の Mn、Co、Ni の XAFS を測定した。

EXAFS 振動から得られた動径構造関数につい

て、カーブフィッテングを行うことで、各遷

移金属とその第一近接である酸素との Debye-
Waller 因子を求めた。本因子は、結合の歪み具

合の指標となる。結果を Fig.2 に示す。Mn-O、

Co-O、Ni-O の Debye-Waller 因子はいずれにつ

いても電位の上昇とともに大きくなっている。

しかしその変化量を比較すると、Ni-O が最も

電位依存性が高いことが分かる。このことから

高電位で貯蔵することで、NCM 内の Ni 周辺

に大きな構造変化が生じていることを確認でき

た。上記の構造変化は充電時（Li 脱離時）の

構造変化に類似した挙動を示している [1]。

今後の課題
今回、一連の測定を行うことで、劣化モード

により構造変化の挙動が異なることが示唆され

た。各劣化試験により、特に NCM 中の Ni が
構造変化の影響を強く受けていることもわかっ

た。今後は高電圧条件下における NCM 粒子表

面とバルクの構造変化の差異を XAFS により

検討して行きたい。

参考文献
[1] Y. W. Tsai et al. Chem. Mater., 17, (2005) 3191.

Fig. 1. XANES Spectra at Ni K-edge of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 after 
50 cycles and 80℃ storage.  Initial state of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 
(1st cycle) and NiO are also indicated as references.

Fig. 2. Voltage dependency of Ni K-edge XANES 
Spectra of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 after storage test.
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Sn -Bi -0.5Sb 溶融半田における凝固過程その場観察
 In situ X-ray diffraction study of phase transition in Sn-Bi-0.5Sb 

野村　健二、岡本　圭史郎、上村　泰紀、土井　修一、淡路　直樹、宮島　豊生、作山　誠樹
Kenji Nomura, Keishiro Okamoto, Taiki Uemura, Shuuichi Doi, Naoki Awaji, Toyoo Miyajima,

 Seiki Sakuyama

株式会社富士通研究所

Fujitsu Laboratories Ltd.

Sn-Bi に Sb を 0.5wt% 添加した Sn-Bi-0.5Sb では、結晶粒が微細化し機械的強度が向上することを

見出している。Sb 添加による結晶粒の微細化のメカニズム解明を目的として、溶融半田の凝固過程

のその場観察を行った。測定の結果、添加した Sb は凝固過程の中間相として析出する高 Bi 含有 Sn
相を安定化させる効果があることが分かった。Sn-Bi-0.5Sb では、高 Bi 含有 Sn 相の安定化により Sn
相や Bi 相への分離温度が低下し結晶粒の粗大化が抑制された結果、機械的強度が向上したと考えら

れる。

キーワード：はんだ、Sn-Bi-0.5Sb、凝固過程、X 線回折、その場観察

背景と研究目的
　Sn-Bi 半田は、現行の Sn-Ag-Cu 半田と比べ

て融点が 80ºC 程度低く低温実装が可能なため、

実装部品の耐熱及び環境負荷低減の観点から期

待されている。しかし、衝撃に対する脆弱性の

ため、スマートフォンやノート PC 等のモバイ

ル機器への適用は困難であった。我々は Fig.1
に示したように、Sn-58Bi に Sb を 0.5wt% 添加

（以下、Sn-Bi-0.5Sb）することで、機械的強度

が大きく向上することを見出している [1]。

Fig.2 は Sn-Bi と Sn-Bi-0.5Sb の走査型電子

顕微鏡像を比較した結果である。Fig.2（a）の

Sn-Bi に比べて Fig.2（b）の Sn-Bi-0.5Sb では、

結晶粒サイズの微細化が観測されている [1]。
結晶の粒サイズと機械的強度の関係は、式（1）

に示した Hall-Petch の関係式 [2, 3] で表される。

 

2013B5110, 2013B5410 BL16XU,BL16B2

Fig. 1. The mechanical strength test results of Sb-
doped Sn-Bi.

Fig. 2. Scanning electron microscope images
of (a)Sn-Bi and (b)Sn-Bi-0.5Sb.
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σは多結晶体の機械的強度、d は結晶の粒サイ

ズ、σ0、k は定数である。式（1）は結晶の粒サ

イズが小さいほど、機械的強度が向上すること

を示しており、結晶の粒サイズの微細化が Sn-Bi-
0.5Sb における機械的強度向上の一因であると考

えられる。一方、ドープした Sb が Sn-Bi 半田に

どのような影響を及ぼして、結晶の粒サイズの微

細化に寄与しているかはよく分かっていない。本

課題においては、Sn-Bi-0.5Sb 溶融半田の凝固過

程を観察することにより、微細な結晶粒形成のメ

カニズムを明らかにすることを目的としている。

実験
室温における結晶構造解析には、BL16B2 の

Huber 社製 6 軸 X 線回折装置を利用した。X 線

の波長は 10 keV を使用した。回折スペクトル

の検出には YAP シンチレーション検出器を用

いた。Sb 添加の影響を系統的に調べるために、

Cu 基板上に Sb 添加量の異なる Sn-Bi、Sn-Bi-
0.3Sb、Sn-Bi-0.5Sb、Sn-Bi-0.7Sb、Sn-Bi-1.0Sb の

計 5 試料を準備した。

凝固過程のその場観察には、BL16XU の

Huber 社製 8 軸 X 線回折装置を使用した。Fig.3
に、その場観察の測定配置図を示す。

いくつかの回折ピークを同時にその場観察

するために、DECTRIS 社製の 2 次元検出器

PILATUS100k を使用した。2θの測定角度範囲と

分解能を考慮し、試料と検出器の距離は 1150 mm
とした。本条件における、2θの測定角度範囲は

約 4.2º、1 素子当りの角度は約 0.009º である。高

温測定には、Anton Paar 社製の DHS1100 を使用

した。実際のリフロー工程を考慮し、温度変化は

1ºC/sec. とした。半田の表面酸化を抑制するため

に、Ar ガスをフローしながら測定を行った。溶

融時に試料形状や試料位置が変化することを抑制

するために、測定試料は 2 枚のカバーガラスで半

田を挟みこんだ形状とした。半田材料には、最も

機械的強度が向上する Sn-Bi-0.5Sb と、比較のた

めの標準試料としてドープしていない Sn-Bi 半田

の 2 種類を用いた。分析深さを考慮し、Bi LIII 吸

収端（E = 13424 eV）より少し低エネルギー側の

13300 eV を入射 X 線エネルギーとして選択した。

また、分析深さと溶融時の試料形状変化を考慮し、

試料への X 線の入射角度は 13º とした。本測定条

件における X 線侵入深さは約 5  μm である。

結果および考察
　室温における 2θ/ωスキャン測定結果を Fig.4
に示す。Sn-Bi 半田では、Sn 相と Bi 相で指数

付けが可能である。一方 Sn-Bi-1.0Sb では、Sn
相、Bi 相に加えて SnSb 相が観測されている。

SnSb 相の析出と Sb 添加量の関係を調べるため

に、SnSb（101）回折ピークの 2 θ位置で χ スキャ

ン測定を行った。結果を Fig.5 に示す。0.5wt%
より多くの Sb を添加することで SnSb 相が析

出することが分かった。

Fig. 3. Experimental setup of temperature-dependent 
measurements.

Fig. 4. XRD 2θ/ω-scan spectrums of (a)Sn-Bi, (b)Sn-Bi-
0.3Sb, (c)Sn-Bi-0.5Sb, (d)Sn-Bi-0.7Sb, (e)Sn-Bi-1.0Sb.
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　室温での構造解析

結果を基に、温度依

存性測定の 2θの測定

角度範囲は 23.4º か
ら 27.6º と決定され

た。2 次元検出器を

用いて、X-Y- 強度の

3 次元データを取得

した。Fig.6 は、2 次

元検出器を用いた測

定の一例である。得

られた 3 次元データ

について、画像処

理 ソ フ ト ImageJ 及

び、そのプラグイン

Radiul Profile を利用

して、デバイリング

に沿って円弧上に強度を足し合わせ、X-Y- 強

度の 3 次元データから、2θ - 強度の 2 次元デー

タに変換を行った。凝固過程の各温度において

Fig.6 と同様のイメージデータを取得し、同様

の画像処理を行うことにより得た、凝固過程そ

の場観察結果を Fig.7 に示す。Fig.7（a）は Sn-
Bi、Fig.7（b）は Sn-Bi-0.5Sb の結果であり、挿

入図は Sn（211）近傍の拡大図を示している。

凝固過程の初期段階では、Sn80Bi20 組成からな

る Sn 相（以下、高 Bi 含有 Sn 相）と、Sn0Bi100

組成からなる Bi 相（以下、Bi 相）として析出

している。一方、Sn100Bi0 組成からなる Sn 相（以

下、Sn 相）は析出しない。温度降下に伴い高

Bi 含有 Sn 相から Bi が徐々に排斥され、Sn 相

と Bi 相に分離している。Sn-Bi と Sn-Bi-0.5Sb
の最も大きな違いは、Sn 相が析出し始める温

度が、Sn-Bi では凝固温度 -5ºC、Sn-Bi-0.5Sb で

は凝固温度 -25ºC と 20ºC 異なる点である。本

結果は、Sn-Bi-0.5Sb では凝固過程の中間相と

して出現する高 Bi 含有 Sn 相が安定化している

ことを意味していると考えられる。

Fig.7 で得られた各々の回折ピークをガウス

関数でフィッティングして半値幅とピーク位置

を求め、シェラーの式を用いて結晶の粒サイ

ズを算出した。結果を Fig.8 に示す。Fig.8（a）
は Sn 相、Fig.8（b）は Bi 相の粒サイズの温度

依存性を示している。Sn-Bi-0.5Sb では、Sn-Bi
に比べて、Sn 相と Bi 相への分離温度が低下し

た結果、粒サイズの粗大化が抑制されているこ

とが分かる。

Fig. 5. XRD χ-scan spectrums for SnSb(101).
(a)Sn-Bi, (b)Sn-Bi-0.3Sb, (c)Sn-Bi-0.5Sb, (d)Sn-Bi-
0.7Sb, (e)Sn-Bi-1.0Sb.

Fig. 7. Temperature dependence of (a)Sn-Bi and (b)
Sn-Bi-0.5Sb.

Fig. 6. The 2D image of 
Sn-Bi.

(a)

(b)
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　上記の凝固過程における相構造の変化を理論

計算と比較するために、熱力学データベース

ADAMIS （Alloy Database for Micro-Solder）を基

にした多元系状態図計算を行った。計算には、

Pandat 5.0（Compu Therm LLC 社）を使用した。

Fig.9（a）は、計算により得られた Sn-Bi の相

図である。凝固過程の初期段階では、Sn77Bi23

組成からなる高 Bi 含有 Sn 相と、Sn2Bi98 組成

からなる Bi 相として析出（Fig.9（a）①）する。

温度降下に伴い高 Bi 含有 Sn 相から Bi が徐々

に排斥され（Fig.9（a）②）、6ºC 程度で Sn 相

と Bi 相に完全に分離（Fig.9（a）③）する。Sb
添加前の Sn-Bi 半田に関しては、計算結果は

実験結果をほぼ再現していることが分かった。

Fig.9（b）は Sn-Bi と Sn-Bi-0.5Sb の計算結果を

比較したものである。本計算結果は、添加した

Sb は SnSb 相として析出し、それ以外はほぼ

Sn-Bi と同じ相変化であることを示している。

実験結果においては Fig.5 に示したように、Sn-
Bi-0.5Sb では添加した Sb は SnSb 相としては析

出しないことが明らかになっている。添加した

Sb が SnSb 相として析出せず、高 Bi 含有 Sn 相

に取り込まれるで、高 Bi 含有 Sn 相が安定化し

ていると考えられる。また、高濃度に Sb を添

加した場合に機械的強度が向上しない（Fig.1

参照）理由は、添加した Sb が SnSb 相として

析出し（Fig.5 参照）、高 Bi 含有 Sn 相の安定化

に寄与しなかったためであると考えられる。

以上より、添加した Sb が SnSb 相として析

出することなく、中間相として析出する高 Bi
含有 Sn 相に取り込まれることにより高 Bi 含有

Sn 相が安定化し、Sn 相や Bi 相への分離温度

が低下することにより結晶の粒成長が抑制され

た結果、Sn-Bi-0.5Sb 半田の機械的強度が向上

したと考えられる。

参考文献
[1]  S. Sakuyama et al., JP Patent 5169871 (2013).
[2]  E.O. Hall, Proc. Phys. Soc. London, B64 (1951) 

747.
[3]  N.J. Petch, J. Iron Steel Inst., 174 (1953) 25.

Fig. 8. Temperature dependence of particle size for 
(a)Sn phase and (b)Bi phase.

Fig. 9. (a)Calculated phase diagram of Sn-Bi binary 
system. (b)Phase fraction vs. temperature plot in Sn-
Bi-Sb ternary system.
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垂直配向カーボンナノチューブ膜の評価技術
X-ray Structural Study of Vertically-Aligned Carbon Nanotubes

  土井　修一、淡路　直樹、廣瀬　真一
Shuuichi Doi, Naoki Awaji, Shinnichi Hirose

株式会社富士通研究所

Fujitsu Laboratories Ltd.

富士通で開発を行っている高熱伝導性材料（TIM）向けのカーボンナノチューブ（CNT）の密度

を非破壊かつ簡便に評価する方法を開発した。本技術では、CNT による X 線の吸収効果を利用し

て、基板上に成長した CNT 膜の密度及び密度の深さ分布を定量的に評価することに成功した。また、

PILATUS 等の 2 次元検出器を併用することにより、CNT の結晶性及び配向性を効率的に評価できる。

本技術を CNT の成長時間の異なる CNT 試料の評価に適用し、CNT の成長メカニズムについて考察

を行った。その結果、CNT の成長には、（1）触媒微粒子から供給される C による成長と、（2）CNT
内部で C が熱的に拡散し CNT が伸びることによる成長、の 2 つの成長モードが考えられることが分

かった。

キーワード： カーボンナノチューブ（CNT）、高熱伝導性材料（TIM）、密度、垂直配向、X 線吸収、

PILATUS

背景と研究目的
現在、富士通では、カーボンナノチューブ

（CNT）の優れた熱伝導性、弾力性、機械的強

度を活用し、高出力トランジスタのような発熱

密度が高い素子に対して、高効率で放熱・冷

却することのできる高熱伝導性材料（Thermal 
Interface Material : TIM）の開発を行っている [1]。
CNT は、Fe や Co などの金属微粒子を触媒と

して、C2H2 や CH4 などの原料ガスから化学気

相成長させることができる。 形成された CNT
の膜としての熱伝導性は、CNT の成長時の密

集度（密度）や CNT の結晶性及び配向性など、

CNT の成長状態に大きく依存する。TIM 用途

向けの CNT 膜は、厚さ数 100  μm に成長させ

るとともに膜の両面間の熱伝導性を高める必要

があるため、垂直方向に配向がそろった CNT
を密集させて成長させることが重要である。所

望の CNT 膜を得るためには、CNT の成長状態

と熱伝導性及び CNT の成長条件との関係を調

べ、成長メカニズムに関して得られた知見を成

長条件にフィードバックする必要がある。

一方、このような CNT 膜を観察・評価するた

めの分析手法として、走査型電子顕微鏡（SEM）

を用いた像観察が代表的である。しかし、この

手法では、CNT の成長状況を直接観察すること

ができるが、CNT の密度や結晶性及び配向性

を定量的に評価することは困難である。そこで

本研究では、X 線を用いて、厚さ数 100  μm の

CNT 膜の密度・結晶性・配向性等を非破壊かつ

簡便に評価できる分析技術の開発・検討を行っ

た。開発した技術を各種CNT膜の評価に適用し、

得られた CNT の構造に関する知見から CNT の

成長メカニズムについて議論を行った。

X線を利用したCNT分析技術
X 線を用いて薄膜の密度を評価する場合、X

線反射率法を利用するのが一般的である。し

かし、本研究の対象となる CNT 膜は厚さ～数

100  μm であり、表面の凹凸もμm オーダーであ

るため、X 線反射率法には適さない。従って本

2013A5110, 2013B5110, 2014A5110  BL16XU, BL16B2, BL19B2
2012A1735, 2013B5410, 2014A5410
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研究では、CNT の密度を評価する方法として、

CNT による X 線の吸収を利用する方法を採用

した。すなわち、ある物質による X 線の吸収

と物質の密度の間には、以下の一般的な関係式、

I=I0 exp(- μ mρx)    　　　 (1)
が成り立つことを利用した。 I 0は入射X線強度、 
I は透過 X 線強度、 μ m（cm2/g）は質量吸収係数、 
ρ（g/cm3）は物質の密度、 x（cm）は物質中を

X線が通過する距離を表す。質量吸収係数μ mは、

X 線のエネルギーに依存した、元素に固有な定

数である。

Fig.1 に、本研究に用いた CNT 評価用の測定

レイアウト及び測定方法を示す。Fig.1 におい

て、厚さ数 10 ～ 100  μm の CNT が成長した試

料を試料ステージに水平に設置する。X 線の吸

収測定は、膜厚方向に 10  μm 程度に絞った X 線

ビームを試料の CNT 膜部に水平に入射し、試

料を軸z により上下方向に細かく走査しながら、

CNT 膜を透過してくる X 線強度 I の z 方向の強

度プロファイルを得ることにより行う。基板に

よる X 線の吸収を除いた CNT 膜による X 線吸

収量は、Fig.2 a）に示すように、基板のみの強

度プロファイルを試料と同様に測定し、これを

CNT 膜部に照射される正味の入射 X 線強度 I0

とすることで得られる。（1）式を適用して Fig.2 
a）のプロファイルから得た CNT 膜の密度プロ

ファイルを Fig.2 c）に示す。Fig.2 c）の密度の

積分値は単位面積当たりの CNT 析出量を表す。

また、取得した強度の微分プロファイルを利用

して CNT 膜の膜厚 t 及び膜厚のばらつき∆ t が
評価可能であることを Fig.2 b）に示す。なお、

本技術では CNT 膜の吸収による密度評価だけ

でなく、X 線の吸収と同時に生じる CNT によ

る回折 X 線 [2] を測定することにより、密度を

評価した同一箇所の CNT の平均的な結晶性及

び配向性を評価できる。CNT の配向性は、基板

に垂直に配向した CNT 成分による X 線回折強

度 I（002）ip と基板に平行に配向した成分による

強度 I（002）op から評価する。CNT の直径を反映

した小角散乱も観測され、CNT 径の評価に活用

できる。Fig.1 に示すように、実際の測定には

PILATUS 等の多次元検出器も併用することで迅

速に測定が可能である。以上のことから、本技

術を用いることで CNT 膜について多くの構造

特性を評価することができる。今回、放射光で

実際に測定するにあたって、X 線波長を 1.4 Å、

試料サイズを～ 1.0 cm とした。この波長では C
のμ mは 3.215 となる [3]。

電子顕微鏡像との比較
本技術の検証のため、CNT の成長状態に大

きな差がある試料の測定を行い、CNT の成長状

態と CNT の密度の比較を行った。Fig.3 に測定

した CNT 試料の CNT 膜 / 基板界面近傍の SEM
像と本技術で評価した密度プロファイルを示

Fig.1. Schematic image of x-ray measurement 
geometry for vertically-aligned CNT films.

Fig. 2. Obtained profiles from a CNT film.
a)Intensity profiles, b)differential profiles, and c)
density profile.

78 79

SUNBEAM Annual Report with Research Results, Part 2, Vol.4 (2014)



す。Fig.3a）～ f）より、試料によって CNT の

成長状態に差があり、S1、S4 及び S5 では、基

板に垂直配向した太い CNT が成長し、S2 及び

S6 では成長方向が一様でない糸状の CNT が成

長し、S3 では CNT が基板に比較的垂直配向し

ているが、S1、S4 及び S5 に比べると細い CNT
が成長していることが、それぞれ確認できる。

Fig.3 g）より、CNT の密度は 0.02 ～ 0.12 g/cm3

の範囲にあり、試料間に約 6 倍の差があるこ

とが分かる。最も密度が大きい試料は S3 であ

り、次いで S5 ≒ S4 ＞ S1＞ S6＞ S2となる。

Graphite の密度 2.2 g/cm3、単層 CNT の密度 1.4 
g/cm3と比較すると、CNT膜の密度は数%のオー

ダーであり、隣接 CNT 間の空隙のため CNT 膜

として密度が小さいことが分かる。CNT 膜 / 基
板界面近傍の SEM 像と比較すると、基板に対

してきれいに垂直配向せず糸状の CNT が成長

している試料 S2 及び S6 に関しては、密度の

最大値はそれぞれ 0.02 g/cm3、0.05 g/cm3 と、S1
～ S6 の中で最も密度が小さく、界面での成長

状態を反映した結果が得られた。一方、太い

CNT が基板に垂直配向している試料 S1、S4 及

び S5 よりも、細い CNT が成長している S3 の

方が最大値 0.12 g/cm3 と最も密度が大きくなる

ことが分かった。また、Fig.3 において界面近

傍では成長状態に大きな違いがないように見え

る S1、S4 及び S5 においても、密度の最大値は

それぞれ 0.06 g/cm3、0.1 g/cm3、0.1 g/cm3 であり、

明確な差があることが分かった。以上のことか

ら本技術の有効性を確認できた。

成長時間に伴うCNTの構造変化
次に、数 100  μmの厚い CNT 膜の製膜に向け

て、本技術を用いて成長時間に伴う CNT の構

造変化を調査した。試料として、触媒層、ガス

圧、温度等の条件を同一にして成長時間を 22
～ 50 分まで変化させたものを準備した。各試

料を本技術により測定し、CNT 膜の膜厚、密

度、析出量、回折強度、CNT 径等を評価した。

Fig.4 に各構造パラメータの成長時間変化を示

す。Fig.4 より、CNT 膜厚は成長時間とともに

増加するが、成長時間が 40 分を超えると増加

率が上昇する傾向を示す。一方、CNT の析出

量に関しては、成長時間 30 ～ 40 分でデータの

ばらつきがあるものの、成長時間 0 ～ 50 分ま

でほぼ直線的に増加する。CNT の析出量が時

間にほぼ比例しているという傾向は、CNT を

生成する触媒微粒子の触媒活性が保たれてお

Fig. 3. SEM image and density profile of various CNT samples.
a) ～ f) SEM images of sample S1 ～ S6, respectively, g) density profile of CNT samples.

Fig. 4. Growth time dependence of various structural 
parameter of CNT films. a)thickness, b)mass, c)
density, and d)diffraction intensity. In figures, dotted 
line is eye-guide.
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り、また CNT 成長の起点である基板界面に成

長ガスが十分に供給されていることを意味す

る。また、密度と垂直配向した CNT 成分の回

折強度のどちらも成長時間の増加に伴って減少

傾向を示す。密度の変化は、特に基板界面領域

で減少の度合いが大きい。回折強度と密度の変

化を比較すると、界面での密度は成長時間が

22 分の 0.3 g/cm3 から 50 分の 0.13 g/cm3 へ初期

の 40% 程度に低下するのに対して、回折強度

は 160 kcpsから 40 kcpsへと 25%程度に低下し、

回折強度の方が大きく減少することが分かる。

一般に X 線回折強度には結晶子のサイズも影

響することから、この現象は、CNT 膜厚の増

加率が上昇する傾向も考慮すると、成長時間に

伴って CNT が細くなるという形状変化が生じ

ているためと解釈できる。Fig.5 に、本技術を

用いて評価した CNT 径を示す。Fig.5 は、CNT
径の膜中の場所依存性を表す。Fig.5 から、ど

の試料とも CNT 径は基板界面領域で最も大き

く、表面に近くなるにつれて小さくなることが

分かった。また、CNT 膜厚、密度及び X 線回

折強度の変化から推測される通り、成長時間が

長くなるにつれて CNT 径は徐々に小さくなる

傾向があることが分かった。

以上の結果から、CNT の成長時間に伴う成

長メカニズムについて、以下のように考えられ

る。すなわち CNT の成長には、（1）触媒金属

微粒子から供給されるカーボンによる成長、の

他に、（2）熱的に CNT 内部でカーボンが拡散

し、CNTが伸びることによる成長、の 2つのモー

ドが存在すると考えられる。Fig.6 に 2 つの成

長モードを模式的に示す。CNT の成長初期に

は前者のモードが支配的であるが、成長時間が

長くなるにつれ CNT が長くなってくると、今

回の試料では 35 ～ 40 分で CNT 膜厚が 100 ～

150  μm に達したあたりから、後者のモードが

顕著となり、CNT をより長く成長させるため

に CNT が太い領域から細い領域へカーボンが

拡散し、結果として CNT が細くなると考えら

れる。これは、Graphene シートを積層するよ

りも、Graphene シートを横に広げる方がエネ

ルギー的に安定なためではないかと推測する。

まとめと今後の展開
本研究により、現在富士通で開発を行ってい

る TIM-CNT の分析に最適な、X 線評価技術を

開発した。本技術を用いることで、CNT 膜の

密度、膜厚、CNT 析出量、配向性等、CNT に

関する様々な事象を非破壊かつ簡便に評価する

ことができる。今後、本技術を各種 CNT 膜の

分析に適用することで、CNT の成長メカニズ

ムをさらに解明するとともに、TIM-CNT の開

発に役立てる。

参考文献
[1]  T. Iwai and Y. Awano, FUJITSU 58 (3), 279 

(2007).
[2]  D. K. Singh, P. K. Iyer and P. K. Giri, Diam. 

Relat. Mater. 19, 1281 (2010).
[3] http://henke.lbl.gov/optical_constants/

Fig. 5. Obtained CNT diameter along the growth 
direction z.

Fig. 6. Schematic drawing of CNT growth mechanism.
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3d 遷移金属の L 特性 X 線における結合状態・励起条件の影響評価
L Series X-ray Emission Spectra of 3d-Metal Compounds with Various 

Excitation Conditions

上原　康、本谷　宗
Yasushi Uehara, Tsukasa Motoya

三菱電機株式会社

Advanced Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corp.

3d 遷移金属の L 特性 X 線を用いた結合状態解析の応用展開を図るため，亜鉛と酸化亜鉛を対象に，

放射光からの強力な単色光による励起と電子線励起の比較実験を行った。電子線励起では，金属と

酸化亜鉛との間に，Zn-L α線と Zn-L β 1 線の強度比（L β 1/L α強度比）に有意の違いが認められたが，

励起電圧が低いと差は小さくなる。一方，直入射の単色 X 線励起では，バルク試料の Zn-L 蛍光 X
線は検出できず，薄膜では検出されること，薄膜でも，入射角や入射エネルギーによってスペクト

ルが変化することが分かった。3d遷移金属の結合状態をLβ1/L α強度比から議論する場合においては，

そのスペクトルが，試料の状態と測定条件に大きく左右されることを留意する必要がある。

キーワード：蛍光 X 線，酸化亜鉛，電子線励起，斜入射

背景と研究目的
鉄を代表とする 3d 遷移金属は，工業製品の

中で極めて重要な役割を担っており，実製品中

での元素の結合状態に関する知見を得るニー

ズも高い。金属元素の結合状態解析は，X 線回

折や X 線光電子分光の適用が一般的であるが，

前者は結晶性材料に限られ，後者は表面汚染の

影響を強く受けるなど，実材料への適用制約が

大きい。これに対し，材料形態や表面汚染の影

響を受け難い特性（蛍光）X 線スペクトルにも

元素結合状態に関する情報が含まれることは古

くから知られているが，スペクトルに見られる

特徴について出現根拠の解釈が十分でなく，そ

の利用は限定的である。一方で，これら従来の

特性 X 線スペクトルは電子線や X 線管球から

の連続 X 線を含む X 線での励起によるものだ

が，放射光から得られる単色X線で励起すれば，

X 線の発生機構が単純化され，特性 X 線を利

用した結合状態解析の進展も期待される。

我々はこれまでに，単色 X 線を数ミクロン

以上の厚みがある試料に対して直入射させたと

き，マンガンや鉄のL蛍光X線が検出できない，

という全く新たな知見を得た [1]。今回，3d 軌

道が全部埋まった亜鉛（Zn）を対象に，透明

電極用酸化物薄膜を含んだ試料に対する入射 X
線のエネルギーや入射角を変えながら Zn-L 蛍

光 X 線スペクトルを取得し，電子線励起のそ

れとの比較から結合状態解析への適用可能性に

ついて調べた。

実験
EPMA 標準の亜鉛（Zn）試料，高純度 ZnO

粉末ペレットおよびスパッタ法でガラス基板

上に形成した透明電極用 ZnO 薄膜（膜厚：約

100nm） [2] を試料とした。粉末ペレットは非導

電性のため，電子線励起（EPMA）実験時には，

Pt スパッタによる表面導電処理を行った。

電子線励起による測定は，EPMA（日本電子

JXA-8100）を用いて実施した。電子線のエネル

ギーは，Zn-K 吸収端よりも十分に高い 20 keV と

Zn-K 殻が励起できない 5 keV に設定し，TAP 分

光結晶にてZn-L特性X線スペクトルを取得した。

2012A5132, 2013B5130   BL16XU
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単色 X 線励起による測定は，BL16XU の蛍

光 X 線分析装置 [3] を用いて行った。アンジュ

レータ光を Si（111）の 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 0.3 
mm 角に集光した。入射 X 線に対して約 45 °の
位置に配置された波長分散検出器（分光結晶：

TAP（100））にて Zn-L 蛍光 X 線スペクトル測

定を行った。入射光のエネルギーを変えること

により励起エネルギー依存性を，また試料を

鉛直軸に対して回転させることにより，入射 X
線の入射角依存性を調べた。

結果および考察
電子線励起による亜鉛および酸化亜鉛の

Zn-L特性X線スペクトルをFig.1（20 keV励起），

Fig.2（5 keV 励起）に示す。約 1010 eV に見ら

れるピークが Zn-Lα 線，約 1035 eV が Zn-Lβ

1 線である。いずれのスペクトルも，最大強度

で規格化したものを示したが，既報 [1] と同じ

く，材料の違いによって強度が変化するのは主

として Lα線の方で，L β1 線の強度はあまり変

わらない。これまでも結合状態解析の指標とし

てきた Lβ1/Lα強度比に着目すると，Table 1 に

纏めたように，5 keV で励起した場合には，金

属と酸化物で有意差が見られないが，20 keV

励起では有意の違いが認められ，一方で薄膜試

料のそれは，20 keV 励起ではバルクと有意差

無く，5 keV 励起でバルクよりも大きい値とな

る。3d 遷移金属元素の L 特性 X 線は自己吸収

の影響を強く受けるため，試料厚みの効果は

無視できない。1010 eV の X 線は，酸化亜鉛が

100 nm 厚では 90% 近くが透過するが，2  μm厚

では 10% 未満となる。本評価結果は，試料厚

みの影響が表れているものと考えられる。

10 keV の単色 X 線を直入射させたときの

ZnO 粉末ペレットおよび ZnO 薄膜の Zn-L 線ス

ペクトルを Fig.3 に示す。前図と同じく，両ス

ペクトル共に最大強度で規格化している。粉末

ペレットでは，亜鉛の L 特性線では説明できな

い約 1115 eV と 1080 eV にピークが認められる

が，Lα線のエネルギー位置には明確なピークが

見られない。これに対し薄膜試料では，L α線
と L β1 線に対応する明確なピークが検出され，

Fig. 1. Zn L emission spectra of zinc metal and 
oxides excited by 20 keV electron beams.

Fig. 3. Zn L emission spectra of ZnO powder and a 
thin film excited by 10 keV monochromatic X-rays.

Fig. 2. Zn L emission spectra of zinc metal and 
oxides excited by 5 keV electron beams.

Table 1. Lβ1/Lα intensity ratio for zinc compounds 
excited by electron beams.

Zn-metal ZnO powder ZnO film
5kV 0.324 0.328 0.377
20kV 0.139 0.256 0.263
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更に 1065 eV と 1085 eV にも弱いピークが認め

られる。粉末ペレットで検出された２ピークお

よび薄膜試料の高エネルギー側２ピークは、9.6 
keV（Zn-K 吸収端以下）励起では消失したこ

とから，いずれも Zn-K 線および K 各励起に関

係した高次回折と考えられる。いずれにしても，

バルク試料を直入射の単色 X 線で励起しても

L 蛍光 X 線が検出できないという結果はマン

ガンや鉄の結果と一致する。

12 keV および 9.6 keV の単色 X 線を ZnO 薄

膜表面に対して 1 °で入射させたときの Zn-L 線

スペクトルを Fig.4 に示す。この両スペクトル

も，最大強度で規格化したものである。先述の

通り，9.6 keV 励起では，1060 eV 以上で有意

の信号は認められない。また，Fig.1 ～ 3 と比

較すると，Zn-L 線ピークの対称性が良いこと

が特徴的である。12 keV 励起では３ピーク，9.6 
keV 励起では２ピークとしてピーク分離を行っ

た上で求めた Lβ1/Lα強度比は，12 keV で 0.247，
9.6 keV で 0.182 となり，Table1 に示した値と

は異なる結果となった。

3d 遷移金属では，当該元素自身の L3 吸収端

が Lα線と Lβ1 線の間に入る。Fig.1 から Fig.3
のスペクトルで特性（蛍光）X 線ピークが非対

称な理由は，この L3 吸収によるもので，斜入

射条件ではその影響が小さくなることが推察さ

れる。また，バルク試料の直入射単色 X 線励

起で L 蛍光 X 線が検出できない理由は，L 蛍

光 X 線が脱出できる試料深さでは入射 X 線の

吸収断面積すなわち励起効率が小さく，深い位

置で発生した L 蛍光 X 線は表面にたどり着く

前に自己吸収されてしまうため，と考えられる。

既報および今回の結果から，通常の X 線管に

よる測定で得られる 3d 遷移金属の L 蛍光 X 線

は，線源の特性線による励起で発生するものの

寄与は少なく，斜め入射成分や白色成分，後方

散乱や共存元素の蛍光 X 線等によって励起さ

れるものを検出していると判断される。

まとめ
電子線と単色 X 線励起による亜鉛の L 特性

（蛍光）X 線に関し，金属と酸化物，バルクと

薄膜の比較を行い，スペクトルに現れる特徴の

発生要因を考察した。電子線励起では，他の 3d
遷移金属と同様に，金属と酸化物で Lβ1/Lα強度

比が異なることを再確認できた。また，直入射

の単色 X 線励起では，バルク試料の Zn-L 蛍光

X 線は検出できず，薄膜では検出されること，

入射角や入射エネルギーによってスペクトルが

変化することも明らかにした。

特性（蛍光）X 線による結合状態解析は，実

験室でも可能なバルクセンシティブな方法とし

て活用すべきであるが，特に 3d 遷移金属の状

態を Lβ1/Lα強度比から議論する場合において

は，そのスペクトルが，試料の状態（特に厚さ）

と測定条件に大きく左右されることを留意する

必要がある。

参考文献
[1]  上原、本谷：X 線分析の進歩，45, 139  (2014).
[2]  上原、本谷、河瀬：サンビーム年報・成果集 , 

Vol.3, 23 (2014).
[3]   竹村、山崎、吉木、野口、山本、淡路、尾崎、

上原、飯原、堂前、梅本、庄司：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，12P027 (2009).

Fig. 4. Zn L emission spectra of a ZnO thin film 
excited by glancing-incident monochromatic X-rays.
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2012A5430 BL16B2

　非晶質水素化酸化インジウム（a-InOx:H）の結晶化挙動を明らかにするため、結晶化処理に伴う

インジウム原子周りの局所構造を XAFS 法により調べた。ガラス基板上に形成した約 100 nm 厚試料

にいくつかの条件の熱処理を施し、多素子半導体検出器により In-K 吸収スペクトルを取得した。冷

凍機ステージによる低温測定により k ～ 12 Å -1 を超える領域で高い S/N 比の振動構造が得られ、特

定温度以下で非晶質構造を維持していること、結晶化が生ずる温度では比較的短時間で結晶化が進

行し、処理時間の延長によっても短距離構造は変化しないことが判明した。

キーワード：X 線吸収微細構造測定、局所構造、透明導電酸化物、結晶化挙動

水素化酸化インジウム薄膜の結晶化挙動
 XAFS study on local structure around indium atoms 

in hydrogen-doped indium oxide thin films

 本谷　宗、湯田　洋平、上原　康
Tsukasa Motoya, Yohei Yuda, Yasushi Uehara

三菱電機株式会社

　Advanced Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corp.

背景と研究目的
錫ドープ酸化インジウム（ITO）、アルミニウム

ドープ酸化亜鉛（ZnO:Al）およびフッ素ドープ酸

化錫（SnO2:F）等の酸化物材料は、可視光領域で

透明であるにも関わらず、良好な電気伝導性を示

す興味深い特性を持ち、産業用途において平面ディ

スプレイや高効率太陽電池などの透明電極、集電

補助電極として不可欠な材料である。本研究で取

り扱う InOx:H は、ITO よりも可視光透過性に優れ

る材料として、特に太陽電池用途として有望視さ

れている [1]。
超高効率太陽電池の集電補助電極は、太陽電池

セル構造の上部に形成されるため、この形成条件

には厳しい熱的制約が課される。

ここで取り扱った InOx:H は太陽電池セル表面に

低温で非晶質として形成された後に、他の構成要

素に影響のない温度範囲内の結晶化熱処理により、

好適な光透過性と電気伝導性が得られている。し

かし、発現される諸物性が、材料の限界値まで引

き出せているとは限らない。集電補助電極の光透

過性向上や、高導電率化は太陽電池セル効率向上

に直結するため、諸物性の向上は必須課題となる。

本報告では、太陽電池セル効率を向上させるた

めの InOx:H 結晶化処理条件最適化活動の一環と

して、非晶質から結晶質への変化する過程を局所

構造の観点から評価した結果について述べる。

実験
　放射光利用実験は BL16B2 にて Ge19 素子検出

器および、冷凍機ステージを用いて行った。試

料は、ガラス基板上に、約 100 nm 厚の InOx：H
を形成し、その後の結晶化熱処理条件が異なる

試料を準備した。Table 1 に示す熱処理温度を変

化させた試料（●: Group A）と、熱処理時間を

変化させた試料（○: Group B）を準備した。

Table 1. Crystallization conditions
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　X 線吸収微細構造（XAFS）測定は蛍光収量

法を選択した。エネルギー校正は、金属 In 箔

を用いた透過法により In-K 吸収端まわりを測

定した。測定状況を写真（左）および平面模式

図（右）とで Fig.1 に示す。測定試料は冷凍機

ステージにより、15 K 以下に冷却した後に測

定を行った。

 

結果と考察
　Fig.2 に XANE 領域の測定結果（Group A）

を示す。熱処理前後、またはその温度を変化さ

せても、In-K 吸収端のエネルギーシフトは認

められなかった。従って、熱処理に伴う In の

価数変動はない、または非常に小さいことが推

察される。

　その一方で、吸収端以降の振幅構造には熱処

理・その温度の上昇に伴った変化が認められた。

特に 150～ 160℃にかけて大きく変化している。

Fig.3 に EXAFS の波数空間表示（k3：Group A）

を示す。この結果から 150℃までの熱処理では、

熱処理なしと大きく変動しないことが明らかに

なった。

 

　また、解析によって得られた動径分布関数

（RDF）を Fig.4 に示す。Group A と共に Group 
B の解析結果も同様に示した。

Fig. 1. XAFS measurement Schematic top view of 
XAFS measurement arrangement.

Fig. 3. EXAFS results of Group A.

Fig. 4(a). RDFs of Group A

Fig. 4(b). RDFs of Group B

Fig. 2. In-K XANES spectra of Group A.
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 　結晶化処理により、2nd に特徴的な分布が出

現することが判明した。また、加えて処理温度

の高温化や処理時間の長時間化に伴い分布中心

位置・強度の変化が明らかとなった。分布中

心位置（DP）・分布強度（DI）を、それぞれの

未処理品（Group A,B 個別）との相対変化量を

Fig.5 にグラフ化する。

　Group A の結果から、2 つの特徴的な温度境

界が示された。熱処理温度 150℃では、未処理

の結果に比べ変化が見られず、160℃以上では

1st・ 2nd 分布は共に長距離化・強度増加する傾

向が得られた。特に 2nd の増加率は大きく中距

離秩序性の向上、すなわち結晶化が推察される。

1st 分布には、これ以降に目立った変化はない

が、2nd 分布には 180℃以上の温度領域で短距

離化・強度減少傾向が認められた。Group B 結

果から、2nd 分布強度増加に必要な最低時間は

15 分間という情報を得ることができた。熱処

理時間の増加に対して僅かな変動は生じている

ものの、およそ 120 分までは大きく変化しない

ことが推察される。

　以上から、本実験の InOx:H の結晶化処理に

おいては、熱処理時間よりも熱処理温度の方が、

局所構造変化への影響が大きいことが明らかに

なった。また RDF の第二近接原子分布の挙動

が変化する 2 つの温度境界の存在を明らかにし

た。低温側の温度境界は、金属インジウムの融

点（約 156℃）の影響が考えられる。一方で、

高温側の温度境界の存在については現時点で不

明であり、より詳細に構造を把握していく必要

があると考えられる。

今後の課題
　本報では、結晶化処理条件のうち、温度に対

する依存性が大きく表れた。そのため一部の温

度しか評価できていない熱処理時間依存性評価

は不十分であると考える。今後測定の充足は必

須である。

　今後、InOx:H の光透過性・電気伝導性の変

化との相関を明らかにすることによって、最適

な結晶化処理条件を追及していく。
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