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１．研究成果概要（試料の名称、組成、物理的・化学的性状を明記するとともに、実験方法、利用の結果得られ

た主なデータ、考察、結論、図表等を記述してください。 

Outline of experimental results (experimental method and results should be reported including sample 

information such as composition, physical and/or chemical characteristics. 

 2012 年度までに、BL09 SPICA の装置建設はほぼ完了し、装置コミッショニングを開始した。これまで、設置し

た検出器を動作させること成功し、背面バンクの分解能が 0.09%であることを確認することができていた。 

 2013 年度は、引き続き装置コミッショニングとして、回折計としての信頼性向上を目指した。最初に、マルチバ

ンクデータの取得に向けたコミッショニングを開始した。背面から低角バンクまでの全検出器を用いたデータ集

積を行った。DAQ M/W のモニターコンポーネントの負荷が大きくデータ集積が何度か中断するトラブルにあっ

たが、モニターコンポーネントの動作パラメータを調整することにより解決することができた。図１に NIST 製標

準試料の Si とＴｉＯ2 の回折データを示す。 

 

図 1 NIST 標準試料のマルチバンク測定結果 

 

 中性子強度について検討した。BL20 は BL09 と同じ d 領域を測定するのに 12.5 Hz モードで測定するが、

BL09 は 8.33Hz モードで測定する。BL20 と BL09 の測定時間を比較すると、約 2/3 と BL20 の方が短い。つま

り、1 パルスの中性子強度はほぼ同じであるが、3 フレーム使う SPICA は結果として測定時間 

 

NIST Si 640d NIST TiO2 
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１．研究成果概要（つづき） Outline of experimental results (continued). 

低角になるに従い、回折ピークが TOF の低いところにシフトして現れ、ブラッグの条件にしたがった回折図形が

得られた。またバックグランドも満足がいくレベルまで低減しており、補正前のデータでも十分にバックグランド

は小さく、補正後は特徴的な構造を持つバックグランドは出現しなかった。 

 次に、この装置で最も大切な構造解析のために、測定データから構造因子を抽出するコミッショニングを行っ

た。NIST の標準試料や、リチウム含有酸化物など多くの回折図形を取得し、補正の仕方などを検討した結果、

図 2 のように Rietveld 解析が行える非常にクオリティの高いデータを取得できていることを確認した。 

 

表 1 LiMn1.8Al0.2O4 の結晶構造モデル 

1

Table 1: Rietveld refinement results of LiMn1.8Al0.2O4

Atom site g x y z B(Å2)
Li 8a 1 0.125 0.125 0.125 0.891(15)
Mn 16d 0.90(2) 0.5 0.5 0.5 0.592
Al 16d =1-g(Mn) =x(Mn) =y(Mn) =z(Mn) =B(Mn)
O 32e 1 0.262889(9) =x(O) =x(O) 1.053

Atom B11(Å2) B22(Å2) B33(Å2) B12(Å2) B13(Å2) B23(Å2)
Mn 0.592(8) =B11 =B11 -0.117(6) =B12 =B12

Al =B11(Mn) =B11(Mn) =B11(Mn) -0.117(6) =B12(Mn) =B12(Mn)
O 1.053(5) =B11 =B11 -0.231(3) =B12 =B12)

Space group Fd3m, a = 8.19166(2) Å, Rwp = 4.29, Rp = 3.61, RI = 2.87  

 

図 2 LiMn1.8Al0.2O4 の Rietveld 解析結果 

 

 図 2 に LiMn1.8Al0.2O4 の Rietveld 解析結果を示す。解析には表１の結晶モデルを用いて解析を行った。図 2 の

赤+は観測値を示し、水色の線は表１の構造モデルからの計算値で、紺色は観測値と計算値の差を示してい

る。観測値と計算値がよく一致しており、測定した物質の構造が表１に示す構造であるといえる。この結果よ

り、SPICA で取得している回折データは十分に信頼できるレベルまで向上しており、コミッショニングは順調に

進めることができた。 

 

 次に in situ 測定のコミッショニングを開始した。リチウム二次電池の量産電池として 18650 型電池というパソ

コンなどの動力源としても利用される電池がある。この電池を用いて、電池内部の電極材料の構造変化を測

定した。充放電レートは、1/30C（1C は、1 時間で放電が完了するレートである）とした。つまり充電で 30 時間、

放電 30 時間の合計 60 時間のデータを取得した。得られた時分割測定データを図 3 として示す。時分割は 600

秒とした。ビーム照射面積は 10x30 mm2 とした。この 18650 型セルには、正極に層状岩塩型の LiMO2 系の材料

が使われており、負極にはグラファイトが利用されている。正極は、充放電でほぼ違いがなく、対称的なプロフ

ァイル変化を示している。正極の 003 反射から c 軸の変化を求めると充電と放電で全く一致する。負極のグラフ

ァイトは、リチウム量に従いステージング構造を作り出していることがこの回折図形からわかる。 
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ステージ構造というのは、グラフェンレイヤーにリチウムイオンが脱挿入していく過程で、リチウムイオンがラン

ダムにレイヤー間に入っていくのではなく、特定のレイヤーに挿入された後、別のレイヤーに挿入されていくも

のために発生する構造である。諸説あるが、ここではステージ 1 から 4 まで変化する様子を観測した。しかし、

そのステージ構造が充電と放電で対称に出現せず、劇的に変化することが明らかになった。つまり、リチウム

の脱挿入過程で、負極材料の反応は異なることを示している。この現象の解明は今後の課題とする。 

 

図 3 18650 型セルの in situ 測定結果 

 

 最後に、SPICA の時分割能について図 4 に示す。1/30C レートで測定した in situ 測定の結果を示している。

600 秒で時分割した場合と同様のプロファイルが確認できるまで時分割時間を小さくした。300 kW 相当運転時

において、30 秒まで時分割しても 600 秒と比較できるプロファイルが確認できた。この時分割レートであれば、

加速器が 1MW 相当で運転された場合は、10C 程度(6 分で放電が完了してしまう反応)までの反応を観測できる

ことに相当する。まだ実験は試験測定のみであるが、非常に中性子線を用いた in situ 測定が電池内部の反応

解明に役立つことが明らかになってきた。 

 
図 4 時分割時間の違いによる回折図形の比較 

以上、成果をまとめると次のようになる。 

１．	 SPICA のコミッショニングを進め、背面、90 度、低角バンクにおいて Rietveld 解析による構造解析ができる

までに装置の性能を向上させた。リチウム含有酸化物の構造解析できることを確認した。 

２．	 18650 型リチウム二次電池を用いた in situ 測定を行った。正極、負極を同時に測定することができ、連続

的な構造変化を観測することに成功した。SPICA の時分割能力は 300kW において、18650 型セルを用い

ると約 30 秒まで向上した。 

必要に応じて、A4サイズの用紙に続きを記入して下さい。 
Please use A4-size papers for further reporting, if necessary. 
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