
小型電子線型加速器 LEENA を用いたテラヘルツ光源開発 
〜ニュースバル放射光施設に於けるテラヘルツ光の産業利用に向けて〜 
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ニュースバル放射光施設では 1.5GeV電子蓄積リングから発生する軟 X線領域のシン

クロトロン放射光を用いた産業利用を行なっている。本施設には巨大な電子蓄積リ

ングとは独立して小型の電子線型加速器 LEENA があり、ビームエネルギー15MeV の相

対論的電子ビームを生成出来る。我々はこの加速器を用いてシンクロトロン放射お

よびスミス・パーセル放射によるテラヘルツ光源の開発を行なっている。 

波長 30μm〜3mm 程度のテラヘルツ光は光と電波の境界領域にある電磁波であり、(1) 分子の振動に同期す

る振動数が多く含まれる為、X線よりも幅広い物質に対応し、X線で見えないものもテラヘルツ光で見える、

(2)水の吸収が強い為、水分に関する好感度な測定が可能ある、(3) X 線は高エネルギーで人体に影響があ

るのに対し、テラヘルツ光は低エネルギーで生体組織に安全である、等の特徴がある。加速器を用いたテ

ラヘルツ光源は波長可変かつ高出力であり、分子の振動励起状態の挙動の解明、結晶構造解析等の半導体

プロセス、X 線や放射線に代わるイメージングや新規治療等の医療への応用など様々な分野での応用が期

待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
最近、スミス・パーセル放射およびシンクロトロン放射によるテラヘルツ光（100GHz

帯）の発生と測定に成功しました。現在、さらに放射光の強度を上げるために加速

器のチューニングや改造を実施しています。またテラヘルツ光の利用に向けてビー

ムラインの建設や半導体や医療分野での利用のデモンストレーションも今後進めて

行き、将来的には共用設備として皆様にもテラヘルツ光をご利用頂けるようにした

いと考えています。LEENA 加速器の詳細については以下の URL を御覧ください。 
 http://www.lasti.u-hyogo.ac.jp/NS/facility/leena/  

 

図２ 電子ビームを用いたテラヘルツ光の発生

と計測の概要図。金属グレーティングの近傍を

電子が通過する際、グレーティング表面に誘起

された電流から電磁波が放射される（スミス・

パーセル放射）。相対論的電子が偏向電磁石の磁

場で軌道が曲げられる時、接線方向に電磁波を

放射する（シンクロトロン放射）。 

図１ 電子線型加速器 LEENA の構成図。高周波

電子銃で生成した電子ビームはアルファ電磁石

で短バンチ化された後、加速管で 15MeV（メガ電

子ボルト）まで加速され、偏向電磁石等を通過

後にビームダンプで廃棄される。 



コヒーレントＥＵＶによるパタン検査装置の開発 
〜次世代半導体回路パタンの検査〜   
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DRAM やフラッシュメモリ，CPU などの半導体製品の微細化は，微細な回路パタンを

描画するリソグラフィー技術の進歩とともにある．これまでの技術では波長 193 nm

の紫外線を用いてパタン転写していたが，次世代リソグラフィーでは波長 13.5 nm

の EUV（極端紫外線）へ短波長化する．EUV はＸ線領域の光であるため，従来技術の

延長ではなく，新たな技術開発が多く必要とされている．例えば，レンズが使えな

いこと，ランプやレーザー光源がないことなどである．我々は EUV を安定的に供給可能なニュースバル放

射光施設を用いて，マスク関連やレジスト関連，露光機メーカーなど，様々な企業との共同研究を通して，

基盤技術の開発を進めている．特に，半導体回路の原板であるマスクは EUV 特有の開発課題が多くあるた

め，我々は実露光波長，EUV でのマスク検査顕微鏡の開発を続けている． 

本研究では，実際の露光機で使用される条件での半導体パタンそのものの情報を観察することを目的と

して，図１に示すコヒーレントスキャトロメトリー顕微鏡を開発している．図中左から入射されるコヒー

レントな（位相の揃ったレーザーに近い）EUV をマスクに照射し，マスクパタンでの回折光を CCD カメラ

で２次元的に記録する．一般的な顕微鏡と違い，サンプルからの回折光を直接記録するレンズレス方式で

ある．そのためレンズの性能に左右されず，パタンそのものの情報を記録できる．記録した回折画像を計

算処理することにより，パタン像として再生し，EUV でのマスク情報として解析する．実際の観察例を図

２に示す．サンプルは 88 nm のラインパタンのコーナー部分である．ライン構造がはっきりと観察され，

コーナー部分もシャープに観察できている．明度が反射強度，色相が反射位相に対応しており，強度情報

だけでなく位相情報も含めて観察できることが他にない特徴である． 

 

     
 

 

 

ニュースバル放射光施設を利用して，実用フェーズに入った EUV リソグラフィー

の研究を進めています．共同研究や，委託研究など，実際に EUV リソグラフィー

に携わる企業からの要望に答えながら，最先端の研究を続けています．私はマス

ク評価を担当しており，多層膜反射率評価，顕微観察，散乱測定など，EUV での

光学特性を多角的に評価する技術の開発を進めています． 

 

図１．コヒーレントスキャトロメトリー顕微

鏡の構成図． 

 

図２．本顕微鏡で観察した 88 nm ラインパタンの

再生像，明度が反射強度，色相は反射位相に対応． 

 



放射光による機能性材料の分析 
〜水素含有ダイヤモンドライクカーボン薄膜の電子構造解析〜 
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水素含有 DLC 薄膜は、柔軟性に富み、ゴムの変形に追従しながら、テフロン並み

の摩擦係数を有している。低摩擦のほか、耐摩耗性、固着防止に効果があるので、

自動車、エレクトロニクスをはじめとするさまざまな分野で、Oリング、シールバル

ブ、吸着パッド等の特性改善に効果を発揮している。また、この DLC 薄膜は、高濃

度の水素を含有しているため、水素吸蔵材料としても注目されているが、水素の含

有量により、DLC 薄膜の熱的な安定性が変化することが報告されている。我々は、DLC 薄膜における水素の

影響を調べるために、高濃度水素含有 DLC 薄膜の電子状態を光電子分光により調べた。 

図 1 は、高濃度水素含有 DLC 薄膜の価電子帯スペクトルの加熱温度依存性である。加熱温度 400℃以下

では光電子スペクトルの変化はほとんど見られなかった。加熱温度を 600℃に上昇させると結合エネルギ

ー約 3, 6, 8, 10, 13, 19 eV に構造が出現した。このスペクトルは、グラファイトのスペクトルと似てい

ることから、加熱温度 600℃では水素脱離が起こり、グラファイト化が進行していると考えられる。図 2

は、高濃度水素含有 DLC 薄膜の C 1s 内殻スペクトルの加熱温度依存性である。加熱温度 400℃以下では光

電子スペクトルの変化は、ほとんど見られなかった。加熱温度を 600℃に上昇させるとピークの幅が狭く

なり、低結合エネルギー側に 0.2-0.3 eV のピークシフトを観測し、ピーク位置はグラファイト(284.4 eV)

とほぼ一致した。C 1s 内殻スペクトル

に対し、カーブフィッティングによる

成分分離を行った。この結果、結合エ

ネルギー284.4 と 285.2eV の 2 成分で

分離することができた。結合エネルギ

ー284.4eV の成分は sp2 結合と割り当

てられた。結合エネルギー285.2eV の

成分は、sp3結合と C-H 結合が重なって

いる可能性が高く、sp3+C-H 結合に割り

当てられた。この成分の強度は、水素

の含有量をある程度反映していると考

えられる。加熱温度が上昇するにつれ

て 285.2eV の成分の割合が小さくなっ

ていることから水素含有量が減少し

た。加熱温度 400 ℃以上では水素脱離

が起こっていると考えられる。この結

果は、価電子帯スペクトルの加熱温度

依存性の結果と一致している。  

 

ニュースバル BL-7B では、様々な材料の光電子分光や吸収分光測定を行うことがで

きる。光源は、永久磁石を周期的に並べたアンジュレータで発生する高輝度光を利

用しているため、励起エネルギー70 eV において 27meV の高エネルギー分解能での光

電子分光測定が可能である。計測可能な励起エネルギーは 40-800eV 程度である。測

定温度は 18K から室温であり、温度に依存した材料の物性変化を明らかにすること

ができる。さらに、試料加熱や Ar スパッタリング等の表面処理を in-situ で行うことができるため、加熱

効果や表面処理の影響を光電子分光により明らかにすることができる。 

 

図１ 水素含有 DLC 薄膜の価電

子帯スペクトルの加熱温度依存性 
図 2 水素含有 DLC 薄膜の C 1s
内殻スペクトルの加熱温度依存性 
 



１Xnm 級 EUV レジストの開発 
    〜精密な光反応制御への挑戦〜 
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半導体微細加工技術、レジスト材料プロセス技術、 

極端紫外線（EUV）リソグラフィー、反応解析技術 

 
新しいコンピュータは十分使用に耐えるが、古くなるとソフトウェア機能向上によ

り動作速度が極端に落ちる。そこに、半導体微細加工技術のニーズがある。即ち、

半導体微細加工技術の効用は１）大容量データの記録が可能、２）データ処理速度

の向上、並びに３）低消費電力の実現である。近年、スマートフォンの出荷台数が

パソコンのそれを上回ったことがマスコミで報じられている。ま

た、スマートフォン用の中央演算素子やメモリ素子等の電子デバ

イスに微細加工技術を適応することで、高速化と低消費電力化が

なされている。これは半導体微細加工であるリソグラフィ技術の

進展のお陰である。 

 リソグラフィ技術とは、写真の焼き付け技術を用いた半導体微

細加工技術である。この技術は電子回路の原版を投影光学系を通

して、シリコンウェハ上に塗布した感光性材料（レジスト）面上

に写真焼き付けする技術である。人の髪の毛一本の直径の大きさを 60 mm とすると、現在量産されている

回路の線幅は約 1200 分の 1 程度であり、2016 年には 22 nm の線幅（髪の毛の約 3000 分の 1 程度）、さら

に 2020 年には 8nm の線幅が要求されている。22 nm 以降の微細加工技術の量産技術では、極端紫外線リソ

グラフィ技術は用いられる。露光波長は 13.5 nm である。この波長領域では、物質の屈折率は殆ど１であ

るので、露光光学系に投影レンズの代わり

に Mo/S 多層膜ミラーで構成される反射光

学系を用いる。しかしながら、現在、露光

光学系を用いた方式では1X nm級のレジス

トを写真焼き付けできる装置は存在しな

い。また、1X nm 級のレジストの開発では、

線幅バラツキを 1nm 以下かつ露光感度を

10 mJ/cm2 以下を同時に満足させる必要が

ある。これは分子数個分の線幅制御する必

要があり従来の材料では実現が困難であ

る。このためにレジスト材料のパラダイム

シフトが要求されている。そこで、図１に

示す光の２光束干渉露光により 1X nm 級のレジストパタン形成が可能な露光装置を開発した。この干渉露

光の方式はマスクレスかつレンズレスであるので、マスク原版の寸法誤差や光学系の収差等の影響を受け

ない。このためレジスト自身の性能の評価が可能である。図２に示す 15 nm のライン・アンド・スペース

のレジストパタン形成を可能にした。さらに、４光束干渉露光により図３に示す 28nm のホールパタンを形

成した。 

以上のようにこの装置により 1X nm 級のレジスト開発が飛躍的に促進できるものと期待されている。今

後はこの装置を用いて 8 nm 級のレジストの開発を進める。 

 
図１．干渉露光系の原理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．15 nmL/S パタン   図３．28nm のホールパタン 

1Xnm 級の EUV レジストの開発では、1nm 以下の寸法制御が要求されており、人類

始まって以来の光反応の精密制御が求められている。そのためには、吸収分光等

の分析技術を用いて、EUV 光露光での反応解析を進め、要求仕様を満足するレジ

スト材料の開発を目指している。上記したように４光束干渉露光では、超微細な

ホールパタンも形成できるので、半導体のみでなく、放射線除去等の環境触媒、

高変換率を有する太陽電池、超微細なピクセルを有するイメージングセンサー等への発展が期待され

ている。このように、環境、医療等への応用展開を図ることができる。 
 



ニュースバル・ガンマ線ビーム源の特徴とその利用研究 
〜NewSUBARU ガンマ線ビームを使った核変換や非破壊検査〜 
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 ガンマ線は、電磁波の 1種で、可視光や紫外線などと同じ仲間です。違いは、波

長が大変短いことです。可視光の波長は、0.5 ミクロンくらいで、目で見ることが

できますが、ニュースバル放射光施設で発生するガンマ線は、可視光の 2000 万分

の１の波長で、この大きさは原子核程度です。このガンマ線を使って、原子核を見

ることができるでしょうか。 

 

 残念ながら、ガンマ線で直接原子核の像を見ることはできません。ガンマ線のための光学システム（レ

ンズや鏡、CCD の様な受光素子）がないためです。しかし、このガンマ線で、原子の周りを回っている電

子を跳ね飛ばし（コンプトン散乱）、原子核自身を揺すってやり、原子核を作っている中性子や陽子を取

り出すことができます。 

 

 ガンマ線発生は、ニュースバル放射光施設の電子蓄積リングへ、レーザ光を入射することで簡単に発

生できます。ガンマ線は、細いビーム状のまま、真空窓を通りぬけ、照射ハッチまで空中を飛行し、試

料に照射されます（図１）。図１では、放射性同位体ヨウ素 129 に照射した時の例を示しています。ガン

マ線照射により、非放射性の安定なキセノンガスに変換することができます。別の試料（Mo-100 など）

を使うことで、医療などに有用な放射性同位体（Mo-99）などを生成することができます。 

 

 図２は非破壊検査の例で、ステンレス鋼中に発生した、応力腐食割れをガンマ線で観測した例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図１ レーザ・コンプトン散乱ガンマ線の発生と核変換例 

 

１． ニュースバル放射光施設は、レーザ・コンプトン散乱ガンマ線ビームを定常的 

  に使える、世界でも数少ない施設の 1 つです。 

２．ガンマ線による放射性同位体製造や、金属中の欠陥検査などに利用可能で

す。 

３．「ガンマ線ビーム源」の名の通り、ビーム状のガンマ線源です。四方八方

に放射線を発生する、放射線源と違い、レーザーのように鋭い指向性を持つガンマ線です。小さな

資料の計測にも、周囲に不要なガンマ線漏洩を発生しません。 

 http://www.lasti.u-hyogo.ac.jp/NS/facility/bl01/ 

 http://www.lasti.u-hyogo.ac.jp/beam_physics/BPResearch/GAMMA.html 
 

図２ SUS316L(10mm 厚)内

の SCC(応力腐食割れ).1.7 

MeV ガンマ線で観察. 



フルプロトコル多項目検査のための 

積層型 Lab-on-a-CD の開発 
〜POCT ベッドサイド検査のための迅速小型検査機器の開発〜 
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放射光による高アスペクト比微細加工によって、３次元

的なマイクロ流路の結合が可能となり、機能集積型の

高性能マイクロ化学システムの実現が期待できる。本研

究室では従来のマイクロ化学システムを高機能化、集

積化するために、垂直化学操作型のマイクロ分析システムを提案し、高感度か

つ迅速な酵素免疫測定（ELISA 法）を実現してきた。 しかし、熟練者のスキル

に依らない迅速性と定量性を実現するためには、システムの自動化が必須とな

る。今回３次元流路を用いた積層型 Lab-on-a-CD を提案し、酵素免疫測定の

全化学操作（フルプロトコル）をオンチップで行なうことを試みている。 

新規提案のマイクロTASプラットフォームは、遠心力駆動に 

よる三次元流体の挙動を利用することにより、効率の良い混合・

反応や高感度な光学検出が期待できる。また遠心分離によって血

球などの試料の分離、抽出を行う前処理も同一ディスク上で可能

となりELISAのプロトコルの全自動化が期待できる。この

Lab-on-a-CDを試作し、回転駆動・制御系、光学検出系と共にシ

ステム化（図１）した結果、回転数の制御のみによってELISAプ

ロトコルに対応する連続単位化学操作のための逐次的送液が精

度良く（各ステップ開始の回転数ばらつき＜５０rpm）制御でき

る事を検証した。さらに、実際の分析性能の検証例として、濃度

の異なるマウス免疫グロブリンＧを６検体同時にサンドイッチ

ELISAにて測定することに成功した（図２）。特に、ELISAの連続的単位化学操作における各洗浄工程をオ

ンチップ化することにより、この測定ではディスクの回転数を1500rpmまで５段階に逐次制御するのみで

ELISA測定の全操作を実現し、0.5ng/mlという高い測定感度を得た（文献）。 

一方、癌などの腫瘍マーカーの血中濃度は癌細胞の増殖に応じて増えることが知られている。高精度な

超微量検出を安定して行うことにより、従来検出し難かった種類の癌も早期に発見が可能となる。また、

炎症マーカーについても高感度な微量検出が可能になると、治療後の予後の精密な把握が可能となる。検

査速度に関しては、数分～数十分以内に短縮すれば患者の診察時に疾病の罹患が判断できる。 

 

従来のμTAS では、マイクロ流路が平面展開していることから攪拌や反応には一定の

流路長が必要となるため集積化に限界があり、かつ、複雑な逐次的化学操作が困難

という課題があった。しかしながら、本研究では平面流路に垂直流路を結合した３

次元μTAS により上述の課題を克服し、世界初の３次元マイクロ免疫反応ディスクの

実現に成功した。さらに POCT(Point of care and testing:ベッドサイド検査)対応

技術として不可欠である、血液試料を自動的に血球成分と分離できる前処理ディスクを作製する事により

血清分離を可能とし、前処理（血漿分離）ディスク、免疫反応ディスク、光学検出ディスクからなる３つ

の基本機能ディスクを縦に積層した３次元マイクロ免疫反応システムのプロトタイプを試作した。 

（文献）Yoshiaki Ukita, Saki Kondo, Tsukasa Azeta, Masaki Ishizawa, Chiwa Kataoka, Masahiro Takeo,  
Yuichi Utsumi, Sensors and Actuators  B: Chemical, 165, (2012) 

図２ マウス IgG 吸光度の濃度依存性（nｇ/ml）

図１ 検査システム 



軽元素機能材料の放射光軟Ｘ線分析 
〜ニュースバル BL-10 を利用した B,C,N,O 等の精密分析はお任せください〜 

 

工学研究科 物質系工学専攻  

教授 村松康司
むらまつ やすじ

  
 

放射光，軟Ｘ線分析，材料分析，軽元素材料，ホウ素，炭

素，窒素，酸素，化学状態，電子状態，局所構造  

 
 高輝度なＸ線であるシンクロトロン放射光（図 1）を利用した放射光軟Ｘ線分光法

は，材料を構成する原子や分子の姿を電子・化学状態の観点から詳細に描ける最先端

の分析手法である。特にホウ素（B），炭素（C），窒素（N），酸素（O）など軽元素の

精密分析ができるため，最近ではナノ材料，電池材料，ソフトマターなどのエネルギ

ー・環境材料の分析評価技術として注目されている。 
 兵庫県立大学は国内の大学では最大規模の放射光施設ニュースバル（NS）を保有し，これは放射光軟Ｘ

線分析に適する。そこで，我々は NS で放射光軟Ｘ線分析研究を行うため，高度産業科学技術研究所（高度

研）の木下研究室の協力を得て多目的ビームライン BL-10 の分析環境構築に取組んでいる。これまでに，高

エネルギー対応の回折格子（G2: 1800 mm-1）をビームライン分光器に組込み，Ｘ線強度を低下させるビーム

ラインミラー（M0, M1）の炭素汚染を除去した（図 2）。これにより，70〜700 eV 領域の軟Ｘ線吸収分析が

可能となった。現在，分析可能な元素は，K 吸収端を測定する B, C, N, O の他，L 吸収端の Al, Si, P, S, Cl, Ar, 
K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn である。実試料の分析として，姫路城いぶし瓦の分析を試みた（図 3）。いぶし瓦は焼

結粘土素地の上に炭素のいぶし膜を被覆した瓦であり，昭和の大修理時（昭和 33 年）に製造された姫路城

いぶし瓦はこれまで約 50 年間の風雨日照に曝されてきた。この風化によって瓦表面のいぶし膜は酸化され，

カルシウムが多く付着することがわかった。このようなＸ線吸収スペクトルの形状と強度を詳細に解析する

ことにより，材料の化学状態や局所構造さらには各元素の存在量を明らかにすることができる。 

 

 我々は 1990 年代初頭より放射光軟Ｘ線発光・吸収分光法を駆使した軽元素材料の分

析研究を先駆的に展開してきた [Y. Muramatsu et al., Chemical state analysis of light 
elements by undulator-radiation-excited X-ray fluorescence, Nucl. Instr. and Meth., B 75, 
559-562 (1993)]。この約 20 年にわたる軟Ｘ線分光計測技術の開発，膨大なスペクトル

データベースの蓄積，量子化学計算（DV-X , CASTEP）による理論解析技術の確立な

ど，放射光軟Ｘ線分析の要素技術を全て保有しており，当研究室は放射光軟Ｘ線分析をワンストップで完結

できる強みをもつ。放射光測定には，世界最高輝度の軟Ｘ線放射光が得られる米国の施設 Advanced Light 
Source（ALS）をパワーユーザーとして常用し，カナダの最新施設 Canadian Light Source（CLS）の利用も計

画している。国内では本学 NS の他に筑波のフォトンファクトリー（PF）など，測定試料の特性に合わせて

施設を選択利用する。最近は，全国・地域の企業から炭素材料を中心とした材料分析の依頼や共同研究を数

多く受け入れている。具体的には，カーボンブラック，ダイヤモンド半導体，黒鉛系材料，ナノカーボン，

炭素繊維，工業ゴム，塗料，電池電極材料，B/C/N 合金など，様々な工業材料の分析を実施した。食品の劣

化は主に有機物の酸化反応であり，食品企業から依頼された食品分析も手がけた。また，金属材料中の炭素，

窒素，酸素の分析も可能であり，現在この分析に向けて基礎研究を進めている。このように放射光軟Ｘ線分

析が対応できる材料は無限であり，これからも企業からの様々な材料分析ニーズに応えてゆきたい。 



高平行度Ｘ線マイクロビーム用 

ベントシリンドリカルミラーの集光特性評価 
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シンクロトロン放射光，SPring－8（スプリングエイト），

Ｘ線分析，Ｘ線顕微鏡，マイクロビーム 

 
兵庫県は、第三世代大型放射光源 SPring-8（スプリングエイト：佐用町光都）に硬

Ｘ線アンジュレータ型挿入光源のビームライン（兵庫県ビームライン；BL24XU）を

設置した（Y. Tsusaka et al., Nucl. Instrum. & Methods A 467-468 (2001) 

670-673.）。これは、SPring-8 で得られる高輝度Ｘ線を用いて初めて達成できる高

輝度マイクロビームに関する装置技術の開発等の研究を中心に据え、放射光関連の

新産業の創造や革新的な医療技術の開発と、高輝度放射光利用研究の産業界への普及を図ることを目的と

している。また、SPring-8 の特色を生かした研究課題を材料とバイオ・メディカル分野から選択して、産

学官の研究者・技術者の参画を得たプロジェクト研究を実施し、放射光研究者・技術者層の拡大も目指し

ている。本Ｘ線光学研究室は、兵庫県より同ビームラインの技術的管理運営を委託されている。 

兵庫県ビームラインを用いて，①Ｘ線顕微鏡の開発と物質・生命科学への応用研究，②電子材料等の局

所構造に関する研究などに取り組んでいる。ここでは，②の研究に必須の高平行度Ｘ線マイクロビームの

形成に関する研究成果を報告する。 

現在 BL24XU の B1 ハッチでは、高平行度 X 線マイ

クロビームを形成し、微小領域高精度Ｘ線回折を用

いて半導体試料などの局所領域の結晶性評価を行っ

ている。その光学系を右図に示す。X 線のビームサイ

ズは空間分解能に、平行度は評価試料の歪み感度に

対応し、ともに小さいことが望まれるが、現在の光

学系では、水平方向のビームサイズと発散角の積(エ

ミッタンス)は X線の波長以下であり、すでに回折限

界に達している。しかし評価試料には、結晶性の高

いものや低いものがあるため、それに応じたビーム

形成が重要である。そこで、本研究では、ビーム整

形用スリットの開口制御により集光ミラーへの照射

面積を変化させることで、ビームサイズ、発散角を

制御することを目的とした研究を行った。詳しくは

ポスターにて説明する。 

兵庫県ビームラインは，SPring－8 の高輝度放射光の産業利用を目的に設置された。

BL24XU（アンジュレータ光源）に加えて BL08B2（偏向電磁石光源）も有しており，

それぞれ特徴的な実験装置群を備え，毎年多数のユーザーが利用実験を行っている。 

平成 23 年度の利用機関数 

BL08B2：20 機関（産業界 17 社、大学 2、国公立研 1） 

BL24XU：16 機関（産業界 12 社、大学 3、国公立研 1） 

兵庫県ビームラインで可能な実験 (※1,2) 

BL08B2：X 線小角散乱実験，XAFS 実験，粉末 X 線回折実験，X線トポグラフィー実験 

BL24XU：微結晶構造解析実験，高平行度マイクロビーム X 線回折，X 線顕微イメージング(CT，X 線マイク

ロビーム利用[広角散乱，小角散乱，蛍光分析]) 

※1）兵庫県ビームラインの利用には，（公財）ひょうご科学技術協会と研究支援業務委託や共同研究等の

契約を結ぶ必要があります。その際，研究費をご負担頂きます。 

※2）技術相談には随時対応します。また，本契約前のトライアル実験も可能てす。 

 



 

 多機能加速器用電磁石製作  

〜3D計算による設計と工程簡略化〜 
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3Dシミュレーション,工程簡略化  

 

粒子加速器は巨大な超精密装置である。高信頼性が必須条件でありなが

ら、コストダウンの重要性も高い。近年の高度なシミュレーションは、加

速器製作時にも様々に用いられ、重要技術としてコストダウンに寄与して

いる。ここで示す具体例は特殊形状電磁石である。 

 従来は、設計テスト機製作実機製作と進み、実機の磁場計測も当然とされてきた。しか

し、ニュースバル用に製作した電磁石ではテスト機は製作せず、機械製作精度試験と、電気特

性試験だけで、磁場測定を省いても十分な信頼性をもって実装に至った。現在、設計通りの性

能で稼働中である。 

 本来の研究課題は多機能電磁石の設計ではなく、それを使用してのビーム物理学研究だが、

ハードウェア製作思想は様々な製品にも適用できるだろう。 

                        

      

加速器用としては最高度に複雑な構造でありながら、高精度を維持でき

た要因は、シミュレーションが保証する部分と、保証出来ない部分を峻

別し、必要不可欠な製品検査を実施したことにある。この例では、コス

ト高の実磁場測定を省く一方で、標準的ではない電気的相互インダクタ

ンス測定を実施した。加えて、シミュレーションでは、実磁場測定では         

実現困難な周辺環境の影響も容易に計算できるため、最終的信頼度は従

来手法に勝る。 

 

 問い合わせ：SPring-8内ニュースバル  ＴＥＬ ７９１—５８−２５０３ 

庄司（shoji@lasti.u-hyogo.ac.jp） 
  

 

磁場計算コードOPERA-3Dに

よる３次元磁場計算モデル。緑

は既存４極電磁石をモデル化

したもの。 

 

 

多機能電磁石製作実機 



放射光を用いた超微細加工・計測技術の開発 
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EUVリソグラフィー、多層膜、反射光学系、マスク、レジスト、レンズレス顕微鏡 

 
放射光光源は0.1 nmから100nmほどの広い波長帯での光を放つ装置である。われわれは

この装置から、様々な物質との相関の強い波長帯を切り出し、加工や計測・分析に用

いている。とくに、波長1nm～20nmの領域では多層膜を用いた光学素子が使え、10nm以

下の微細パタン形成や1pm領域に達する波長分解能での計測を進めてきた。ニュースバ

ルのみならず、Spring-8やSACLAを用いればさらに、微細な物質の解明が可能となる。

放射光を使えば、見えないものが見えてくる、理解できない現象が分かり、新しい製品開発に繋がる。こう

いった装置の開発を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    世界初の EUV 大面積露光装置      レンズレス顕微鏡による 20nm 以下の欠陥評価＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     EUV 干渉露光装置               15nm L&S パタン 

 

＊特許 5279280 号（25.5.31）形状測定装置。本装置は放射光で培った技術を商品化

するため、新たにスタンドアロン光源の開発も進めた。このレンズレスの技術は今後

のピコ領域の計測技術としても有望である。半導体検査装置業界、レーザー応用機関

との連携に期待。 
兵庫県立大は Spring-8 と NewSUBARU の硬・軟 X 線発生装置を有しており、これを利

用した物質創成を進めていく。 
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巨大フレアにより発生する軟Ｘ線の 
産業素材・生物に対する影響 

〜太陽活動の現代文明社会に対する影響の解明〜 

高度産業科学技術研究所 
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宇宙天気現象，巨大太陽フレア，軟 X線照射反応 

 

宇宙天気現象とは、フレアを代表とする地球環境に様々な影響や被害を及

ぼす太陽の活動現象である。宇宙時代である現代では太陽フレアから放射

される放射線（高エネルギー陽子・Ｘ線・紫外線）などの影響により、人

工衛星の故障や通信障害、宇宙飛行士が被曝の危険に曝されるという問題

が起きている。このような問題に対処するために、ニュースバル BL06 を用いて軟Ｘ線による生物

素材（遊離アミノ酸ほか）・産業素材（水素化 DLC 膜）に対する影響・反応過程の解明を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）遊離アミノ酸からは CO2分子が多く脱離し、C=C 二重結合が生成するなど、アミノ酸前駆体

に比べると構造変成速度が大きいことが明らかになった。２）宇宙空間で油脂に代わる潤滑剤とし

て期待される水素化ダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜では、軟X線照射により水素が脱離して、

膜密度・硬度・膜中の炭素原子の sp2/sp3比が上昇し、体積変化を起こすことが明らかになった。 

 

本研究によりＸ線による生物素材・産業素材に対する影響・反応過程を解明した。

本研究は国内の太陽物理学、宇宙線物理学などと共同で実施しており、宇宙天気

現象に対する総括的な安全策策定の礎となる。宇宙天気現象に対する安全基準の

策定により、人工天体などで生体・機器保護のために必要となる遮蔽の厚さなど

が決定される。また、このような環境において安全に利用できる産業素材の評価方法を確立し、新規宇

宙工学素材の開発に寄与できる。（国際国内学術会議発表多数，Dia.Rel.Mat.誌投稿中） 

人工衛星 

地球 

アミノ酸 

BL06 で照射される光のエネルギー

分布は太陽フレアに類似している 

太陽フレア 放射光施設 

X 線 

粒子 X 線 

DLC 膜 

巨大太陽フレアが、地球・人工

衛星に降り注ぎ、深刻な生体・

機器の障害を起こす。 

生物素材としてアミノ酸，産業

素材としてDLC膜に放射光を照

射し、変化を観測。 
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図３エッチングした GaN 結

晶のN-K領域 NEXAFS. 

SK= 80 cm2

SA= 1217 cm2
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図１．CCPエッチング装置 

 

図２．プラズマエッチングし

たGaN試料の表面SEM像 

 

N-K吸収分光法を用いた n-GaN結晶のプラズマエッチング

ダメージの解析 

  〜GaNデバイスを高性能化するためのダメージ制御〜 

高度産業科学技術研究所 光量子システム部門  

准教授 新部
にいべ
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軟Ｘ線吸収分光，NEXAFS，窒化ガリウム，プラズマエッチング，

エッチングダメージ 

 

窒化ガリウム(GaN)は優れた熱的安定性を有するため、過酷環境下の光・電子

デバイス材料として期待される。デバイス性能の更なる向上のためには、プ

ラズマエッチングによって起こるダメージの低減が必要である。しかし、プ

ラズマ－表面の相互作用が複雑にからみあうため、ダメージ減少の理解が進

んでいない。 

本研究では、容量結合型プラズマ(CCP)反応装置（図１）を用いて、N2プラズマにより n-GaNの表面

を処理し、そのダメージを SEM, XPS, 軟Ｘ線吸収分光法(NEXAFS)等の分析手法を用いて評価した。

NEXAFSの測定はニュースバル放射光施設のビームラインＢＬ-９にて行った。 

 Arを用いた場合と異なり、N2プラズマでは自己バイアス-200 Vでは顕著なダメージが現れなかっ

た。しかし、バイアスを-400 Vとなるように投入パワーを設定すると、図２に見られるようなエッ

チングダメージが観測された。図３に 100 mTorr, -400 Vで処理した試料の、N-K領域のNEXAFSス

ペクトルの処理時間依存性を示す。同じ試料を全蛍光収量(TFY)法で測定したスペクトルには、ほと

んど変化が見られないことから、エッチングダメージは、5 nm

以下の浅い領域に限られることが分かった。 

本研究の一部は、ＪＪＡＰ誌に公表され、同誌の2013年2月度の”Top 20 most 

downloaded article”にランクインした。(Niibe et al., Jpn. J. Appl. Phys. 

52, (2013) 01AF04.) これまで、GaNのエッチングダメージを NEXAFSで評価

した報告は非常に少なく、GaN デバイスを扱う企業等から注目されたものと

思われる。今後 GaN デバイスは、より複雑な形状形成が必要となり、これに伴いエッチングダメー

ジの少ないプロセス開発が強く望まれる。本研究はこのような分野への応用が期待される。 

なお、本研究は、徳島大学、中部大学および日亜化学（株）との共同研究として行った。 

  

 



 

水素-化学エネルギー変換・ヒドロゲナーゼの構造化学 

〜水素の分解合成と共役して NADH↔NAD＋変換を触媒する酵素作用の 

原理を理解し，新しいバイオ素子の開発に繋げる〜 
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ヒドロゲナーゼ，X線結晶解析，燃料電池，水素，エネルギー変換 

 

H2：NAD
＋酸化還元ヒドロゲナーゼは，水素から得た還元力を使って NAD+をNADH

に変換する反応およびその逆反応を触媒する（図 A）．本研究では，X 線結晶

解析により酵素の立体構造を解明し，その触媒反応中心である Ni-Fe 活性部

位，電子伝達ユニットおよび NAD+の空間配置を決定し，酵素の「はたらき」

を「立体構造」から理解する．また，電気化学的測定および分光学的手法によりクラスター間の電

子転移反応機構を解明し，酵素を用いたバイオ電池（図B），H2/H
+相互変換電極を利用したバイオ不

斉還元（図C-1），有機物からの水素生成（図 C-2），人工光合成システム（図 C-3）などの新規バイ

オ素子の構築も目指している． 

 

水素はエネルギー源として利用しても有害物質を出さないため，次世代のク

リーンエネルギー源として有効利用法が模索されてきた．微生物がもつヒド

ロゲナーゼとよばれる酵素は，水素から電子を取り出したり，水素を合成す

る能力をもつ．本研究では，ヒドロゲナーゼの立体構造研究を通して，その

卓越した能力の本質を解明する．また，得られた原理を応用して，新しいバイオ素子の開発につな

げることを最終の目標としている． 
  

 



圧力によって変わる Yb価数～重い電子超伝導体物質 YbAlB4 
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重い電子系化合物-YbAlB4は、Yb系重い電子系化合物において初めて超伝導が確認

された物質（Tc=80mK）である[1]。結晶構造は斜方晶Cmmmで、Yb原子はB原子のつく

る七角柱に囲まれている。常伝導状態における物性は、常圧・極低温・零磁場下に

おいて非フェルミ液体性を示す。また、圧力下電気伝導測定の結果から、低温・2.5GPa

で電気抵抗の異常が発見されている[2]。さらに、低温・高圧力下X線構造解の結果、対応する温度・圧力に

おいて圧縮率の変化が観測されている[3]。 

 今回、Yb価数の圧力変化を調べるために、SPring-8の BL39XUにおいて低温・高圧力下 X線吸収・発光分

光測定を行った。測定は、Yb の L3吸収端近傍(2p →5d 遷移、E =8.9～9.0keV)で行った。圧力印加にはダ

イヤモンド・アンビル・セルを用い、5.4GPaまでの加圧に成功した。Yb価数 Fig.1に、測定で得られた 300K・

5.4GPa における吸収スペクトルとその解析結果を示す。X 線吸収測定結果から決定した、各圧力における

Yb価数の温度依存性を Fig.2に示す。これより、1.8 GPaと 3.0 GPaの間において、Yb価数が全温度範囲

で約 0.03 上昇し、3 価に近づいていることがわかる。したがって、圧力下電気伝導測定で異常が観測され

る 2.5GPa以上において、Yb価数揺動状態が大きく変化していることがわかる。さらに、3.0GPa以上では、

電気抵抗の異常が観測されている温度以下において、価数が 2価に近づいている振る舞いも観測された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YbAlB4は Yb系重い電子系化合物で初めて超伝導が観測された物質であるため、その

物性は広く研究されている。しかし、低温・高磁場・高圧力を組み合わせた多重極

限環境下における微視的な測定はほとんど行われていない。したがって、今回紹介

した高圧力下における Yb価数の温度変化はとても重要な情報となり得るだろう。さ

らに、今後は、磁場下における Yb価数の測定も行う予定である。 

[1] S. Nakatsuji, et al., Nature Phys. 4, 603(2008). [2] T. Tomita, et al., 2011年秋日本物理学会 

[3] Y. Sakaguchi, et al., 2013年春日本物理学会 

超伝導体、重い電子系、Yb価数、圧力、 

X線吸収・発光分光測定 

 

 

 

Fig.1：5.4GPa・300Kにおける吸収スペクトル。 

Yb2+とYb3+の吸収ピークが合わさった状態で観測

される。Yb価数はその比から決定している。 

Fig.2：各圧力におけるYb価数の温度依存性 



 

 

超音速酸素分子線による Ni単結晶表面の 

酸化膜形成ダイナミクス 
〜高輝度軟 X線放射光による高分解能光電子分光〜 
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光電子分光法，シンクロトロン放射光，酸化ニッケル， 

超音速分子線，Ni単結晶，酸素 

 

 
図 1 Ni(111)表面における酸素分子の初期吸着速度

の並進運動エネルギー依存性 

Niは高価で資源の尐ない Ptの代替触媒材料として注目され、ナノニッケルが Pt並みの触媒

特性を示す例も報告されて販売されている。さらに、NiOには電界誘起巨大抵抗変化（Colossal 

Electro-Resistance：CER）効果があるため、抵抗変化型メモリ（Resistance Random Access 

Memory：ReRAM）へも応用され、DRAMに代わる不揮発性 RAMとして開発が進んでいる。一方、

Ni酸化物は単純に NiO組成だけではなく、膜質はデバイス特性を左右するため、膜質制御の研究は大きな興味が持た

れている。我々は Ni 単結晶の(111)面と(001)面を試料とし、それらの酸化反応に与える酸素分子の並進運動エネル

ギー効果を研究している。表面酸化速度は酸素ガス圧や基板温度ばかりでなく、酸素分子の持つスピードにも大きく

影響を受けるため、酸素分子の並進運動エネルギーは反応制御パラメータになる。実験は大型放射光施設 SPring-8

の原子力機構専用軟 X線ビームライン：BL23SUの表面化学実験ステーションを用いて行った。酸素分子の並進運動エ

ネルギーを最大 2.3eVとして Ni 清浄表面に超音速酸素分子線を照射し、酸化膜が成長する過程を単色軟 X線放射光

を用いた光電子分光法でその場観察した。Ni(111)面の初期酸化速度が酸素分子の並進運動エネルギーに依存する様

子を図 1 に示す。室温の酸素ガスに曝した場合が最も反応速度が小さく、1eV 付近で一旦極大を示し、2.3eV 付近で

さらに大きな反応速度を示した。Ni(001)面の場合は、酸素

ガスに曝した場合が最も反応速度が大きく、2.3eV付近での

増大現象は見られない。実験結果は、Ni(111)面では活性化

吸着機構により反応確率が大きくなり、ポテンシャルエネ

ルギー障壁が 1eVと 2.3eV以上の領域に存在することを示

唆し、Ni(001)面では低並進運動エネルギーでは物理吸着状

態を経由した解離吸着が起き、並進運動エネルギーが大き

くなると活性化吸着が主になるが、ポテンシャルエネルギ

ー障壁は 1eV 付近にひとつ存在することを示唆している。

酸素分子の並進運動エネルギーを大きくすることで活性化

吸着を起こすことができ、酸化膜厚や膜質を変化させるこ

とができることが見出された。 

 

本実験装置では半導体・金属などの固体の高分解能光電子分光分析が可能です。さらに、そ

れらの表面が酸素ガスや窒素ガスと化学反応して時々刻々薄膜が形成されていく様子をリア

ルタイムでその場観察することができます。試料温度を 1000℃程度まで上げて表面化学反応

や薄膜の変化を分析することもできます。光電子分光法は、電子・光デバイス、触媒、真空

材料、太陽電池、水素貯蔵材料などの開発に非常に有効な表面分析方法です。さらに、この装置では高温状態でのガ

スとの化学反応ダイナミクスにまで立ち入った反応メカニズムの検討が可能となり、薄膜の高品質化に貢献します。 
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テルルの 330 GPaまでの X線回折実験:bcc-fcc 相転移 
～放射光を用いた元素物質の超高圧下の結晶構造解明～ 
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 超高圧, ダイヤモンドアンビル，元素物質，テルル，    

X線回折, SPring-8放射光, 相転移，結晶構造解析 

 

 物質を構成する元素が高密度状態となる超高圧力下では“どのような性質そして結

晶構造”を持つのか？この疑問は古くから物質科学者を引き付けてやまないテーマで

あり，これまでに数多くの実験的理論的研究が展開されてきた。16族元素(酸素,硫黄,

セレン,テルル)では，系統的な結晶構造の転移が観測されており，それらの最高圧相

の構造は体心立方格子(bcc)と考えられていた。 

 我々は本研究で，原子番号 52 番テルル(Te) の結晶構造と構造相転移を SPring-8

の高輝度放射光を用いた X 線回折法で 330 万気圧（GPa）の超高圧力領域まで探索し

た。テルルは常温常圧では螺旋鎖状分子から成る構造を持ち，電気的には半導体であ

るが，圧力を印加していくと，約 30 万気圧で金属状態の体心立方構造へ相転移し，

さらに加圧したところ，約 100 万気圧で歪んだ面心立方構造(distorted-fcc)へ，さ

らに約 255万気圧で完全な面心立方構造(fcc)へと相転移することを発見した。これ 

らの構造と X線回折パターンを下図に示す。 

 

 

 

 

         

1 気圧         30万気圧        300万気圧 

  螺旋鎖状分子    体心立方格子(bcc)    面心立方構造(fcc)  

半導体        金属         金属 

 我々の研究室では、ダイヤモンドアンビル圧力発生装置を用いて地球中心圧力（365

万気圧）を上回る世界最高圧の 410 万気圧の圧力発生に成功している。この装置と

SPring-8 の高輝度放射光 X線を合わせることで，世界に先駆け超高圧力下での物質の

構造や物性を調べることができる。今日，水素は超高圧力下

で金属化することが理論研究より提唱されており，常温で超

伝導転移を示すと考えられている。我々は金属水素の実現を

目指し日夜超高圧実験に取り組んでいる。 

ダイヤモンドアンビル 加圧中のダイヤモンドアンビル 

あかはま ゆういち 



イオン照射によるアモルファスカーボンナノロッドの室温作製 

～多層カーボンナノチューブからつくる新規ナノカーボン材料～ 
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材料改質、カーボンナノチューブ、カーボンナノロッド、イオン照射、放射光分析 

カーボンナノチューブ（CNT）は炭素原子のみで構成された中空構造の物質で

ある。その特異構造のため、柔軟でありながら物理・化学、電気特性に優れて

おり、ガスセンサや電子エミッターなどへの応用が期待されている。CNTの中

でも多層 CNTでは、大量合成技術の著しい進展により価格が大幅に低下している。しかしながら、

単層 CNTが金属と半導体の両方の電気特性を示すのに対して、多層 CNTが金属特性のみを示すた

め、応用範囲が制限されているのが現状である。このような背景を踏まえて、イオン照射による多

層 CNTの改質に関する研究を進めている。本研究では、多層 CNT に Arイオンを照射し、アモル

ファスカーボンナノロッドを室温で合成することに成功した結果を報告する。照射後の多層 CNT 

に対して、SEM、ラマン分光法、軟 X 線分光法等を用いて、多角的な評価を行った結果について

も合わせて報告する。イオン照射には、SPring-8 BL17SU に設置された多価イオン発生装置を使用

した。軟 X線分光では、SPring-8 BL17SU 及びニュースバル（兵庫県立大学高度産業科学技術研究

所）BL09 にて測定を行った。電子顕微鏡観察では、大阪大学超高圧電子顕微鏡センターにて行っ

た。Arイオンを照射することにより、多層 CNTの中空構造が消滅し、アモルファスナノロッドに

変化することが分かった（図 1）。また、照射量に依存して、直径が変化することも明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学気相成長法などの従来技術では、カーボンナノロッドを合成するために、

比較的高い温度が必要であった。しかし、イオン照射によりナノロッドの室温

作製と直径の制御に成功した。低温合成技術は応用を図る上で重要である。ま

た、軟X線分光により炭素原子の化学結合状態を制御できる可能性が示唆され、

半導体特性の出現に期待がもたれる。 

図 1. イオン照射前後の多層 CNT

の電子顕微鏡写真 

（挿入図：制限視野電子線回折像） 

(a) 照射前、(b) 照射後 照射前 照射後（Ar
+
,5keV,10

16
ions/cm

2） 

20 nm 

(002) 
(004) 

20 nm 

(a) (b) 




