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100 ナノメートルオーダーの空間分解能を有する軟 X 線顕微分光システムに

よる電気化学オペランド測定法を開発 

 

－ 全固体リチウムイオン電池等の革新的二次電池の材料開発の加速に期待 － 

 

２０１９年７月２日 

産総研・東大 先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ 

 

■ ポイント ■ 

・集光軟 X 線を用いた顕微分光による全固体リチウムイオン電池の電極活物質のイメージングに成功 

・電池動作下において選別した粒子のリチウム脱挿入過程を軟 X 線局所分析で捉える手法の確立 

・全固体リチウムイオン電池の劣化サイトの特定と電子状態解析によるその抑制法の開発に期待 

 

■ 概 要 ■ 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】（以下「産総研」という）産総研・東大 

先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ【ラボ長 雨宮 慶幸】（以下「オペランド計測

OIL」という）および省エネルギー研究部門【研究部門長 竹村 文男】エネルギー界面技術研究グループ 

細野 英司 主任研究員、朝倉 大輔 主任研究員、省エネルギー研究部門 北浦 弘和 主任研究員ら

は、国立大学法人 東京大学【総長 五神 真】（以下「東大」という）物性研究所【所長 森 初果】 原田 

慈久 教授 （オペランド計測ＯＩＬ兼務）、尾嶋 正治 名誉教授、赤田 圭史 特任研究員らと共同で、

放射光軟Ｘ線を用いて、全固体リチウムイオン電池（Lithium Ion Battery: LIB）の充放電中における電極

活物質の電子状態を、100-200 ナノメートルの空間分解能で軟 X 線光電子分光スペクトルのイメージと

して取得する顕微分光システムを世界で初めて開発した。本システムを用いることで、これまで電極全

体の平均情報としてのみ得られた電子状態情報が、100 ナノメートル程度の領域毎に観測可能になり、

電極活物質を選んだ分析が可能となった。この技術は、多数の局所界面を有する全固体 LIB の解析に

は必須の技術であり、研究開発が加速すると期待される。本技術の詳細は Journal of Electron 

Spectroscopy and Related Phenomena （Elsevier B.V.）に掲載された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPring-8 BL07LSU 東京大学アウトステーションの 3DnanoESCA と全固体 LIB の電池動作下（オペラン

ド）測定イメージ 

     は【用語の説明】参照 
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■ 開発の社会的背景 ■ 

持続的発展可能な低炭素社会の実現に向けて、クリーンエネルギーデバイス・省エネルギーデバイス

の飛躍的な性能向上をもたらす革新的技術の開発が切望されている。中でも LIB は、電気自動車用途

で 500 km 以上の航続距離が求められているだけでなく、IoT 社会における大容量データの高速通信を

実現する「Beyond 5G」の次世代半導体デバイスの電源として、より高エネルギー密度化・高出力化が求

められている。 

このように社会の高いニーズに支えられて、LIB は現状よりもはるかに優れた性能が求められており、

材料開発によるブレイクスルーが必須な状況にある。近年、全固体 LIB によるエネルギー密度の向上と

高出力化に期待が寄せられているが、全固体 LIB には数多くの技術的に未解決な問題が残っており、

効率的かつ革新的な材料開発のために、基礎学理に立脚した設計指針の確立が求められている。 

 

■ 研究の経緯 ■ 

全固体 LIB を含め、LIB を真に理解するためには、元素選択性を超えて、価数選択性、さらに電子軌

道の選択性に優れた最先端の分析手法を用いて、充放電時に重要な役割を果たす遷移金属や酸素の

電子状態を詳細に解析することが不可欠である。産総研オペランド計測ＯＩＬおよび省エネルギー研究部

門、東京大学物性研究所は、これまで放射光軟Ｘ線を用いた電子状態解析に注目して研究を行ってき

た。LIB は高電圧デバイスであり、電池動作中（リチウム脱挿入反応中）と非動作中の活物質の状態は

結晶構造や電子状態に違いがあると予測されることから、電池動作下での測定（オペランド測定）が極

めて重要である。そこで世界に先駆けて、電解液を含む電池のオペランド軟Ｘ線分光による解析技術を

開発し、LIB 電池材料の電子状態分析の発展と普及に寄与してきた。 

一方、全固体 LIB の開発には、オペランド測定に加えて、活物質と固体電解質の固体/固体界面等の

局所的な空間情報を与える顕微的な手法も取り入れる必要がある。そこで本研究では、産総研が開発

したオペランド全固体 LIB セルと、東京大学物性研究所が開発した 100 ナノメートルオーダーの顕微光

電子分光測定システム「3DnanoESCA」を組み合わせて、100 ナノメートルオーダーの「顕微オペランド電

子状態分析」ができる手法を新たに開発した。全固体 LIB においては、正極もしくは負極材料と固体電

解質との界面反応の理解が特性向上の鍵となり、解析したい場所を局所エリアで識別して解析可能な

本手法は、全固体 LIB の開発に大きく寄与すると期待される。 

なお、本研究開発は、主として経済産業省の委託事業「革新的なエネルギー技術の国際共同研究開

発事業（平成 27～31 年度）」、および TIA 連携プログラム探索事業「かけはし」による支援を受けて行っ

たものである。 

 

■ 研究の内容 ■ 

本研究は、大型放射光施設 SPring-8 東大アウトステーション BL07LSU に設置された 3 次元走査型

軟 X 線顕微分光（3DnanoESCA）ステーションにて行われた。全固体 LIB では、リチウム脱挿入に伴う電

極活物質の体積変化や固体電解質との界面反応などにより、局所的な結合の歪やリチウム脱挿入反

応が不十分な箇所の形成などによる劣化が起こりうる。これまでの手法では、電極全体の情報を平均化

して議論するにすぎず、劣化している場所を選択的に解析することができなかった。本手法を利用するこ

とで、劣化サイトのみを高い空間分解能の光電子スペクトルで特定、解析することにより、真に知りたい

情報を得ることができる。これを材料合成法へフィードバックすることで、劣化の抑制法を確立することが
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可能であり、現在注目を集める全固体 LIB 開発に直結する画期的なツールとしての利用が見込まれる。 

具体的には、LIB の代表的な負極材料のひとつであるチタン酸リチウム（Li4Ti5O12）の単結晶粒子を合

成し、全固体電池として図１に示すオペランド測定セルを搭載したホルダー用いて充放電動作下におけ

る顕微分光測定を、3DnanoESCA を用いて初めて実現した。リチウムイオンのイオン伝導度を向上させ

るために、セルの下にセラミックスヒーターを設置し、実験中は加温した状態にて充放電および

3DnanoESCA 測定を行った。また、電極中における個々の粒子の電気化学的な活性を電子状態変化に

より識別したうえで、充放電（リチウム脱挿入）によるチタンの価数変化（酸化還元反応）を解析すること

に成功した。これまでの LIB の研究開発において、軟 X 線分光のオペランド測定は報告されているが、

本手法のように 100 ナノメートルオーダーの高い空間分解能を有する手法は無く、固体/固体界面を多

数有する全固体 LIB において、解析したい場所を選択して解析することが可能な非常に重要な開発ツー

ルを実現した。 

 

図 1 3DnanoESCA の 5 端子ホルダー上にセットしたオペランド測定用全固体リチウムイオン電池 

 

事前に光学顕微鏡によって、観察サンプルの位置確認を行い、その座標を基に 3DnanoESCA 測定を行

った（図２上図）。この像は、酸素の内殻光電子スペクトルの強度に対応している。即ち、走査を行った各

微小エリアでの酸素の信号強度の大小が明部から暗部へのコントラストとなるイメージングを実施してい

る。実際、図２下図に示すように、3DnanoESCA 測定後に行った走査型電子顕微鏡（SEM）観察と対応す

る粒子形状が見てとれる。図２上図の 3DnanoESCA 像は、左から順に観察エリアを絞り、右半分で粒子

A および B の高分解能画像を示している。このように、本手法では 100 ナノメートルオーダーで、SEM 像

と同様のコントラストを得ることが可能であり、なおかつ、SEM では得られない電子状態、および化学状

態の分布情報まで取得できる。 
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図 2 3DnanoESCA 像および走査型電子顕微鏡（SEM）像 

 

粒子 A について、印をつけた箇所のピンポイント 3DnanoESCA スペクトルを図 3 に示す。Ti のピークの

エネルギー位置から、初期の開回路状態は Ti4+と同定されるが（図 3a）、リチウム挿入に伴った還元反

応である 

Li4Ti5O12 + 3Li+ + 3e- ⇒  Li7Ti5O12 （(Li4(Ti4+)5O12 + 3Li+ + 3e- ⇒ Li7 (Ti4+)2(Ti3+) 3 O12) ） 

の反応の進行に伴って、Ti3+の成分が検出されていることが分かる(図 3b)。さらに、リチウム脱離反応後

には、Ti4+成分のみに戻っており（図 3c）、特定粒子の特定箇所の Li 脱挿入によるチタンの還元・酸化に

基づくスペクトル変化を取得することに成功した。全固体 LIB においては、電極活物質と固体電解質が

形成する界面での反応機構を調べるために、個別粒子内の特定面やエッジごとの反応のしやすさを見

極めることと共に、粒子ごとのリチウム脱挿入に対する活性・不活性を調べることも重要であり、本

3DnanoESCA 測定手法の開発により、全固体 LIB のメカニズム解明が期待される。 
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図 3 粒子 A の初期、リチウム挿入後、脱離後の Ti 3p の光電子スペクトル 

 

■ 今後の予定 ■ 

今後は、多様な正極および負極材料に同様の分析を行い、最先端顕微分光システムによって得られ

る空間情報と電子状態情報を基にした解析を進める。メカニズムを詳細に理解することで、新規の知見

に基づいた Li 脱挿入の理論を構築し、革新的な材料設計指針を確立することで革新的全固体 LIB 材料

の開発に貢献する。 

 

■ 本件問い合わせ先 ■ 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

産総研・東大 先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ 

主任研究員   細野 英司、朝倉 大輔  〒305-8568 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第 2 

             TEL： 029-861-5169, 029-861-0572, FAX：029-861-5648 

E-mail： e-hosono*aist.go.jp, daisuke-asakura*aist.go.jp, 

【b】

46 44 42 40 38 36 34 32
Binding Energy (eV)

Li脱離後 【c】
Ti4+

In
te

ns
ity

 (
a.

 u
.) Li挿⼊後

Ti3+

Ti4+

初期

Ti4+

×2

×2

【a】



 

 - 6 - 

国立大学法人 東京大学物性研究所 1 

産総研・東大 先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ 2 

教授 原田慈久 1,2、名誉教授 尾嶋正治 1 〒277-8581 千葉県柏市柏の葉 5-1-5 

               TEL：04-7136-3401, FAX：04-7136-3283 

E-mail：harada*issp.u-tokyo.ac.jp, oshima*sr.t.u-tokyo.ac.jp 

（E-mail の*は@に置き換えてお使いください） 
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【用語の説明】 

◆リチウムイオン電池（LIB） 

パソコンや携帯電話などの小型電子機器をはじめ、ハイブリッド自動車や電気自動車などにも用いら

れている、電解液中のリチウムイオンが正極（＋）と負極（－）の間を行き来することによって、電気をた

め込んだり（充電）取り出したり（放電）できる電池。 

 

◆全固体 LIB 

従来の LIB では正極と負極の間のリチウムイオンの媒体として電解液を用いていたところ、リチウムイ

オンの伝導性を持つ固体の電解質で置き換えた LIB。可燃性の有機溶媒を含む電解液に比べて各段に

安全であり、実用化を目指した研究が広く行われている。 

 

◆電極活物質 

LIB の正極や負極に用いる材料のこと。充放電によって、リチウムイオンが脱離/挿入される。リチウ

ムイオン電池負極の場合、充電反応は負極材料にリチウムイオンが挿入されること、放電反応は負極

材料からリチウムイオンが脱離することに対応する。 

 

◆固体電解質 

 全固体 LIB に用いる固体の電解質。リチウムを含有する酸化物系や硫化物系材料の開発が盛んに進

められている。 

 

◆電子状態 

物質を構成する原子中の電子のエネルギー状態やその分布。電子がどのようなエネルギーを持ち、

どのように詰まっているかによって、例えば、金属的、あるいは絶縁体的になるかなど、その物質の性質

が決定される。物質の性質を理解するためには、電子状態を調べることが極めて重要である。 

 

◆軟Ｘ線 

医療検査などに用いられる通常のＸ線よりもエネルギーが低く（波長が長く）、酸素や窒素に強く吸収

されるため、大気中を透過できないエネルギー領域の光を軟Ｘ線と呼ぶ。酸素や窒素、炭素などの元素

や、チタン、鉄、コバルトなどの遷移金属元素の電子状態を調べるために用いられる。 

 

◆光電子分光 

軟Ｘ線を物質に照射すると、電子の放出（光電効果と呼ばれる）、発光、イオンの生成など、さまざまな

現象が生じる。軟Ｘ線光電子分光法は、軟Ｘ線を物質に照射することで放出される電子の運動エネルギ

ーを分析して、電子状態を調べる手法である。 

 

◆顕微分光 

試料の微小領域ごとに、光電子分光や X 線吸収分光などの分光測定を行って、微小領域ごとの電子

状態を調べる手法。（軟）X 線を集光することと、試料位置を精密に走査することが必須となる。 
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◆放射光 

電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、赤外線、紫

外線、X 線など、さまざまな波長の光を含んだ細く強力な光（電磁波）のこと。 

 

◆SPring-8 

SPring-8 は兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高水準の放射光を生み出す理化学研究所の

施設。SPring-8 の名前は Super Photon ring-8GeV に由来。SPring-8 では、放射光を用いて、物理、化

学、生物などの基礎研究から、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行わ

れている。 

 

◆オペランド測定 

LIB や半導体デバイスなどに対し、電流や電圧などの印加を行った状態、即ち、デバイスの動作中に

おいて、分光分析などの測定を行うこと。 

 

◆電解液を伴う電池のオペランド軟Ｘ線分光による解析技術 

リチウムイオン電池が充放電する際の電極の詳細な電子状態を観測 

（https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2014/pr20141125/pr20141125.html） 

 

◆グラフェン電荷移動トランジスタ（FET）のデバイス動作下測定法 

グラフェン素子の性能劣化原因とされる高抵抗領域の形成メカニズム解明 

（http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2013/130531/） 

 

◆革新的なエネルギー技術の国際共同研究開発事業 

 平成 27 年度より経産省受託「革新的なエネルギー技術の国際共同研究開発事業」において、産総

研は、宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所（再委託先：長岡科学技術大学）と共同で「過酷温度環

境作動リチウムイオン二次電池の開発」に取り組んでいる。 

 

◆連携プログラム探索事業「かけはし」 

TIA 中核 5 機関（産総研、NIMS、筑波大、KEK、東大）が組織の枠を超えて連携し、新領域を開拓する

ための「調査研究」を支援する事業。TIA 中核 5 機関の連携基盤を強化しつつ、新規領域の開拓や大型

研究資金獲得のための戦略の立案と体制の構築等を行い、「新しい知の創造と産業界への橋渡し」とい

う TIA の使命へ貢献することを目指している。 

 

◆チタン酸リチウム 

化学式 Li4Ti5O12 で表されるリチウムオン電池の負極材料の一つ。炭素系の負極材料と比べて反応電

位が高いものの、充電時においても安定性が高い点が特徴である。 
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◆内殻 

元素における電子は、原子核に近い、最もエネルギーの低い 1s 軌道と呼ばれる電子軌道から占有さ

れていく。元素の原子番号が大きくなるにつれて、エネルギーの高い電子軌道に電子が詰まっていく（束

縛される）。この電子軌道のうち最もエネルギーの高いものが最外殻、それ以外のエネルギーの低いも

のが内殻と呼ばれ、最外殻に束縛されている電子は価電子、および内殻に束縛されている内殻電子と

呼ばれる。内殻電子の束縛エネルギーは元素ごとに固有であり、光電子分光測定では光電子の運動エ

ネルギー（入射軟 X 線と束縛エネルギーの差に比例）を選ぶことで、目的の元素の内殻の情報を引き出

すことが可能である。 

 


