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我々が発見した中エネルギーイオン刺激脱離現象を捉えたデータを動画化したもの

動いているピークが脱離現象！

脱離収量が大きい！
脱離確立が非常に大きい！

中エネルギーイオン刺激脱離を用いた走査型軽元素分析装置

中エネルギーイオン刺激脱離を用いた軽元素、
特にリチウム分析



はじめに

• 航空機に搭載さ
れた有機電解液
を用いたリチウム
イオン電池から
発煙したことによ
る

本年1月、高松空港に
緊急着陸した航空重大
インシデントの模様の
写真

発煙したリチウムイオン
電池の写真

重大インシデントの原因はいまだ未解明なものの！？



より安全な、より高性能な
リチウムイオン電池を目指して

• 航空機に搭載される電池が発煙・発火することは甚だ危険
であり、発煙・発火すれば大惨事に直結する

• また、地上を走る車両、モバイル電子機器であっても同様に
危険である

• しかし、リチウムイオン電池はニッケル水素電池等に比べて
同体積、同重量でより高いエネルギー密度でエネルギーを
蓄積できる二次電池であり、既に多くの機器に使われいる

• 高エネルギー密度の二次電池であるとは言え、安全性が担
保されていないものが使われ続けてよいものであろうか
　　　　　↓
高いエネルギー密度を維持したまま、高い安全性を確保さ
れたリチウムイオン電池の開発が急務である



全固体リチウムイオン電池

• 全固体リチウムイオ
ン電池の開発に成
功

• 全固体リチウムイオ
ン電池：なにが起
こっても発煙・発火
しない安全なもの

• 現状では、価格が高い
ものの、エネルギー密
度は現在一般に使わ

れている有機電解液
を用いたものと同等！

価格：量産できれば格段
に減少する！

馬場守, 叶榮彬, 菊池正志, 特許出願番号JP2010-290976 (2010.12.27).

薄膜二次電池（単セル）

多層薄膜二次電池!
（６セル）

表面

ガラス基板

多層セラミックス二次電池!
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種々の全固体リチウムイオン電池の断面写真

多層セラミックコンデンサー: MLCCを応用



有機電解液を用いたリチウムイオン電池と
全固体リチウムイオン電池の釘刺し試験の比較

全固体リチウムイオン電池釘刺し試験
テスターのプローブ刺し試験

手元で行える！
テスターのプローブを刺せばショート

⇩
テスターのプローブを抜き取れば正常に電池として機能！

有機電解液を用いたリチウムイオン電池の釘刺し試験

遠隔操作で行わなければ危険！



従来技術とその問題点

• 超安全な全固体リチウム

イオン電池を普及させるた
めには、その電池の劣化
機構解明、高性能化、安
全性向上及びコスト削減
のための研究が不可欠！

　　　　　　↓
全固体リチウムイオン電
池中の動的リチウム分析
が重要である！
　　　　　　 ⇩

動作環境下での刻一刻と
変化するリチウムの動きを
知る従来技術はない！

正極 負極電解質
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リチウム分布状況がわかれば
劣化機構解明、高性能化、安全性向上、コスト削減につながる理由

• 充放電を繰り返すことに
よってリチウムがトラップ
された領域を突き止めら
れれば→劣化機構解明

• 充放電においてリチウム
の出入りがない領域があ
ることが突き止められれ
ば→コスト削減・高性能
化

• リチウム分布状況の電解
質膜厚依存性を調べるこ
とによって、電解質の膜
厚の最適化ができれば
→安全性向上、高性能化

正極 負極電解質

リチウムの出入りがない領域
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端的な例



従来技術とその問題点

走査型透過電子顕微鏡と電子エネルギー損失分光とを組み合わせた方法

• この方法 は 50nm以下
の薄膜試料の場合、
EELSの2階微分処理に
よりリチウム分布状況
を知ることはできるも
のの、50nmを超える試
料は分析不可！

• 実際に使われているリ
チウムイオン電池は
50nm超えるものであ
る！

走査型透過電子顕微鏡と電子エネルギー損失分光
STEM + EELS

J. Kikkawa, T. Akiba, M. Tabuchi, M. Shikano, K. Tatsumi, M. Kohyama, 
Electrochemical Solid-State Lett. 11, A183 (2008).

リチウムの分布状況を可視化する方法



中エネルギーイオン刺激脱離
現象の発見

• 我々は、中エネルギーイオンビームをリ
チウム含有物に入射させると、リチウム
イオンが放出する中エネルギーイオン
刺激脱離現象を発見！

• この現象は、電子を刺激してやれば引
き起こることから 、リチウムの分析感度
が非常に高い！

Soft X-ray

He particle
Desorbed ion

!!"
!! ! !"!!!! 

σLi=1.3×106 [b]
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散乱の断面積

Liイオンの脱離断面積

MgLi試料を用いた実験



新技術の特徴
新技術のメカニズム

• 電子遷移誘起
脱離による中
エネルギーイ
オン刺激脱離

脱離イオン収量と電子的阻止能（電子的ストッピングパワー）
の入射エネルギーの比較の実験結果

H+ : 100 ±6 keV

Li+ : 98±8 keV



新技術の特徴
脱離のメカニズム

(1) 中エネルギーイオン衝撃によって内殻電子がはじき飛ばされ、内殻にホールが発生

(2) 原子間オージェ遷移が引き起こる

(3) 軽元素と母材原子間でクーロン反発が引き起こり

(4) 最終的に軽元素イオンが脱離する

++

➡軽い元素が選択的に脱離させられるものの、重い母材をほとんど壊さない



1次ビームにヘリウムイオンビーム
を用いる理由

• 中エネルギーイオ
ン刺激脱離が引き
起こることはもより

• ヘリウムイオン
ビームを用いるこ
とで表面近傍にお
ける相互作用領
域の極小化を図る
ことができる
　　　　↓
究極的空間分解
能によってリチウ
ム分析が可能

Ga-SIM He-SIM SEM

SIM: 走査イオン顕微法
SEM: 走査電子顕微鏡法

拡大図

Ga、He、そして電子を用いたときの相互作用領域の比較



従来技術との比較

• 新技術：イオンビームを入射させ、脱離イオン検出、すなわち
二次イオンを検出することからSIMS(二次イオン質量分析法）
とも言える

• 入射イオンが中エネルギーのヘリウムイオン（He+）であるこ
と及び電子遷移誘起脱離が脱離のメカニズムであることから、
従来のSIMSに比べ超低損傷、高感度なSIMS！
　　　　　↓
充放電中の全固体リチウムイオン電池のリチウム分布状況を実
時間で、実空間で、動的に、かつその場で分析することが可
能！



想定される用途

• 中エネルギーヘリウム
イオンビームを収束・
走査し入射できれば
微小領域のリチウムの分
布状況を実時間で、実空
間で、その場で可視化でき
るリチウム分析顕微鏡を
開発することが想定され
る！

• 水素の分析も得意である
ことから、燃料電池等の水
素を分析する顕微鏡への
応用も想定される！

試料：全固体薄膜リチウムイオン電池

二次電子検出器
飛行時間分析器
or四重極質量分析器

アパチャ

走査･偏向器

フォーカス

引き出し

Heガス

イオン源

チョッパ
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水素分析例

H+

モリブデン試料の水素分析

    Time (h)                                     

モリブデンが水素吸蔵金属
脱離収量：時間に依存せずに一定

中エネルギーイオン刺激脱離分光法
試料の定点観察



清浄表面作製後の時間の関数としての
Si(111)面とSi(001)面から水素の脱離収量測定の

結果

清浄表面作製直後、水素の脱離量は中エネルギーイオン刺激脱離分光法の検出限界以下である
　　　　　　　⇩
脱離水素量は清浄表面作製後の時間とともに増加

Si(001)
[not shown Si(111)]

1200 ℃でのフラッシング

分析環境：10-7 [Pa]以下の超高真空



清浄表面作製後の時間の関数としての
Si(111)とSi(001)から水素の脱離収量測定の結果

Si(001)基板からの脱離水素収量の増加率はSi(111)基板のものに比べ10倍以上大きい！
この違いのメカニズムの詳細は検討中
Si(001)面とSi(111)面との表面再構成の違いによるものと考えられる！

Si(001)
[not shown Si(111)]

Si(111)とSi(001)の脱離水素量はSi基
板からの散乱収量で規格化



水素の定量的議論
水素の標準試料

1.85±0.18 原子層
飽和

Si(001)試料
原子状水素を吸着

Si(001)表面へ原子状水素を
吸着させて飽和した試料

Si(001)表面に原子状
水素を吸着
弾性反跳粒子検出法
(ERDA)

ERDA法による
水素の検出限界:

0.05 [ML]



中エネルギーHe イオン衝撃における
水素イオンの脱離断面積と検出限界

水素イオンの脱離断面積:

1.0±    ×105 [b]= 1.0±    ×10-19 [cm2]

脱離水素イオンの検出限界:

0.005 ML=3.4×1012 H/cm2

200分1[ML]

原子状水素を飽和吸着させた
Si(001)基板から得られた飛行時間スペクトル

0.6
5.3

0.6
5.3



水素の真の脱離断面積と検出限界

• 中エネルギーイオン刺激脱離が電子刺激脱離
(ESD)の類似の現象であることから

• 中エネルギーヘリウムイオン刺激脱離もESDと同
様に脱離イオンの割合が脱離粒子の1%以下であ
ると考えられる！？

• 真の脱離断面積 :二桁大きく（1.0×107 [b]）
• 中性粒子をイオン化して検出できた場合の
検出限界: 二桁小さい（0.00005 [ML]）

                         ２万分の1 [ML]



中エネルギーイオン刺激脱離を用いた数nm以下の
空間分解能を持つ軽元素分析顕微鏡の開発

十分に大きい脱離断面積と
ヘリウムイオンビーム：0.5nm以下に

収束技術が確立

全固体リチウムイオン電池
あるいは燃料電池等

二次電子検出器

脱離イオン
検出器

ポストイオン化

Positive electrode

Negative electrode

All solid-state electrolyte
(~100 nm)

入射イオンビーム



実用化に向けた課題

現状

• アメリカ製の中エネルギーヘリウムイオンビームを収束・走査し入射でき装置は市
販されている
　　　　　↓
できれば国産化

課題（中エネルギーヘリウムイオンビーム銃を調達した場合）

• 脱離イオン・脱離中性粒子の質量分析するシステムの構築

• 質量分析した脱離収量をマッピング（可視化）するハードウエア・ソフトウエアの構築

• 脱離中性粒子のポストイオン化機構の構築
　　　　　↑
課題の1つ1つ技術は既存である！　統合化が残された課題！



企業への期待

課題を共同して克服（中エネルギーヘリウムイオンビーム銃を調達した場
合）

• 脱離イオン・脱離中性粒子の質量分析するシステムの構築

• 質量分析した脱離収量のマッピング（可視化）するハードウエア・ソフトウエ
アの構築

• 脱離中性粒子のポストイオン化機構の構築

脱離ポストイオン化には光子（レーザー）を用いるか、電子衝撃を用いるか
の2方式が考えられる

ポストイオン化ができれば更に2桁（100倍）感度が上がる！
表面ばかりか内部の分布状況をも知り得る→3次元計測の可能！



企業への期待

• 全固体リチウムイオン電池を共同開発

• 燃料電池の共同開発

企業への期待：どれか１つでも一緒に開発できれば幸い！

• イオン銃の開発

• 分析システムの開発

• 分析試料の開発
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入射ヘリウムイオンビーム

リチウム

入射ヘリウムイオンビームの
表面への入射位置の軌跡

脱離リチウムの軌跡

正極 固体電解質 負極

充放電中のリチウムイオン電池の断面

正極
固体電解質

負極

中エネルギーイオン刺激脱離を用いた
軽元素分析の技術

空間分解能: 5nm以下


