
放射光施設利用による産業振興 

～放射光施設の概要～ 

秋田県産業技術センター 

先端機能素子開発部 

近藤 祐治 

放射光施設産業利用セミナー （2016. 2. 19） 



アウトライン 

 

１．放射光源 

 

２．光輸送部 

 

３．実験ステーション 



放射光施設 

放射光施設 ・・・ 強力な電磁波を発生させて，その電磁波を利用して材料や 

            デバイスなどを評価する施設． 

            入射器，蓄積リング（放射光源），ビームライン（光輸送部， 

            実験ステーション）から構成される 

光源部 

光輸送部 



放射光源 



放射光（シンクロトロン放射光）とは？ 

シンクロトン放射光はほぼ光の速さで円運動や蛇行運動をする電子が，その 

運動方向に放出する光（電磁波）の名称である． 

（放射光科学入門，東北大学出版会，渡辺誠，佐藤繁 編） 

SPring-8のHPから引用 

電場と磁場が直角に振動しあって空間を進む波   

  電磁波 



放射光（シンクロトロン放射光）の特徴  

 

・ 非常に幅広い波長帯域の連続スペクトル（白色）である 

    赤外，可視光，紫外，真空紫外，軟X線，硬X線 

 

・ 輝度が高い 

 

  ・ 光源の断面積が小さい 

 

  ・ 指向性が高い（レーザーに匹敵する） 
 

・ 軌道面内で直線偏光である 

 

・ 短パルス光である 

    フラッシュのような光 



放射光（シンクロトロン放射光）の指向性 

放射光科学入門，渡辺，佐藤著，東北大学出版会 

直線加速度運動による放射光の角度分布 

非相対論的な場合 

相対論的な場合 

円運動による放射光の角度分布 

電子エネルギー：8GeV 

1/=6.4 x 10-5 rad 

    =0.0037 deg 

例えば，無限小の光が 

10 m進んでも，0.65 mm 

にしか拡がらない． 

非相対論的な場合 相対論的な場合 



放射光の波長帯域 

NASAのHPから引用 

放射光がカバーする波長域 

（特にVUV光、X線領域が強い） 

Wavelength 

(nm) 
1012 107 104 500 10 0.1 10-3 

Visible 



波長と光子エネルギーについて（特にVUV光～硬X線） 

軟X線・VUV光 硬X線 

光子エネルギーと波長の変換  𝐸 [𝑒𝑉] =
1240

𝜆 [𝑛𝑚]
 

波長(nm) 光子エネル
ギー(keV) 

空気の吸収 

VUV光 200~10 0.01～0.1 大 

軟X線 10～1 0.1～2 

 

中～大 

硬X線 1～0.01 2～100 小～中 

VUV光～軟X線領域は相互作用が強いため，吸収される割合が大きい 



光と物質の相互作用 

中村，日本磁気学会誌 Vol.1, No.3 (2006) p.108 

放射光を用いると，ほとんどの物質の解析が可能 

入射光 

透過光 

光電子放出 

蛍光（発光） 

回折 

K殻  1s軌道 

L殻 
2s軌道 
2p軌道 

M殻 

3s軌道 
3p軌道 

3d軌道 

空準位 

物質 

K吸収 

L1吸収 L2吸収 L3吸収 

入射光 



放射光源の種類 

偏向磁石光源：  
  円形加速器に設置されている偏向部から発生．鉛直方向は指向性があるが， 

  水平方向には指向性はない．発生する放射光の波長帯域は赤外線～X線ま 

  で幅広い． 

SPring-8のHPから引用 

アンジュレータ光源：  
  交互に周期的に並べられた磁石配列中を電子が蛇行運動しながら，蛇行する 

  度に発生した光を干渉することで指向性の高い，高輝度放射光を発生できる． 

  発生する放射光の波長は準単色光である． 

SPring-8のHPから引用 



放射光強度 

加速器内に蓄えられた電流が1秒間に放出する光子数で表わされる． 

光束 (flux)： 1秒間あたりに放出する光子数．ただし，0.1%バンド幅あたりで表わす． 

 

  単位  photons / s / 0.1%bw 

 

 

輝度 (brilliance)： 光束を水平，鉛直方向の角度広がり，および，断面積で割ったもの 

 

  単位  photons / s / mrad2 / mm2 / 0.1%bw 

指向性の高い光，断面積の小さな光ほど高輝度 

エミッタンス(ε)： (電子ビームサイズ) × (電子ビームの発散角) 

エミッタンスが小さい光源からは輝度の高い光が得られる 

𝐵 ∝
1

𝜀2 



SPring-8の光源スペクトル 

・赤外線～硬X線まで幅広い 

  波長域を発生 

 

・実験室光源10億倍以上の 

  輝度を持つ 

SPring-8のHPから引用 



日本の放射光施設 次世代放射光施設検討ワーキンググループ資料より引用 



日本の放射光施設の加速エネルギーと輝度 

SPring-8 

SLiT-J 

PF-AR 

PF 

SAGA-LS 

AichiSR 
NewSUBARU 

UVSOR-III 

HiSOR 

Rits SR 

硬X線 軟X線 VUV光 

第2.5世代 

第3世代 



放射光施設の変遷 

当初，素粒子実験用の電子シンクロトロンでエネルギー損失とともに放射光を観測 

 

第1世代光源 

 高エネルギー物理の研究に用いていた加速器から発生する放射光を寄生的利用 

 （東京大学原子核研究所など） 
 

第2世代光源 

 放射光実験専用に設計された加速器（ほとんどが偏向磁石光源） 
   ・1974年 世界初の放射光専用加速器としてSOR-RINGが完成 

   ・1982年 Photon Factoryが完成 

   ・1883年 UVSORが完成 

 

第3世代光源 

 蓄積リング内の直線部に設置した挿入光源から高い輝度が得られる 

   ・1997年 SPring-8が完成 



世界の放射光施設の加速エネルギーと輝度 

硬X線 軟X線 VUV光 

世界中で第3世代中型光源が稼働中もしくは建設中  Slit-Jに期待 

SLiT-J 



光輸送部 



光輸送部の概略 

Saga-LS BL13の例 

佐賀大学のHPより引用 

偏向、集光、分光、偏光させるための光学素子で構築される 



光の吸収 

厚さ1μmのSiO2における光の透過率 

不透明領域 

軟X線～VUV光 

VUV光、軟X線領域のほとんどが不透明領域  

    透過型の光学素子を利用できない 

       反射型の光学素子を利用する必要がある    



屈折率 

SiO2の屈折率 

軟X線、硬X線領域では屈折率がほぼ1である  

    屈折型の光学素子は利用できない  

屈折しない 



各光学素子の対応波長領域 

0.01 0.1 1 10 100 1000 10000 

波長(nm) 

透過素子 

反射素子 

分光素子 

回折格子 

結晶 

窓 レンズ 

ミラー 



反射材 

単一物質による反射率 

VUV光、軟X線、硬X線 

領域では直入射反射率 

が低い 

VUV光、軟X線、硬X線領域では一般に 

単一物質の斜入射（全反射）ミラーが主に使われている 



反射材 

多層膜による反射率 

～ 

物質A 

物質B 

基板 

各界面からの反射波面の位相を揃え 

強め合いの条件になるように設計 

Mo/Si多層膜の反射率 

単一物質では1%以下だった反射率を 

40%以上に高めることができる 

（VUV光、軟X線用に開発が進められ 

ている） 



集光ミラー 

主に用いられる斜入射ミラーの形状 

(a) 円筒面ミラー (b) 楕円面ミラー 

(c) 放物面ミラー (d) トロイダルミラー 

「シンクロトロン放射光の基礎」，大柳編，丸善 



高精度集光（結像）光学素子 

マイクロビームやナノビーム、イメージング用に用いられる光学素子 

(a) Kirkpatrick-Baez-ミラー (b) Wolterミラー 

(c) Schwarzschildミラー (d) Freznel Zone Plate 

「シンクロトロン放射光の基礎」，大柳編，丸善 



分光素子 

分光された光 

プリズム 

白色光 

可視光の分光 

可視光の場合は屈折型分光素子を使うこと 

ができる。（吸収が小さく、屈折が大きい材料 

が存在するため） 
  放射光の場合には透過しないので 

   屈折型分光素子は使えない。 

放射光の分光 

VUV光、軟X線： 反射型回折格子 

硬X線： 分光結晶 

B 
B 

 d 

ブラッグ条件  Bsin2d

  

d 

回折条件  md  )sin(sin



回折格子分光器 

もっとも基本的な分光器 

  回折格子とスリットを 

   組み合わせる 

スリットの位置を変えるか 

回折格子を回転させると 

任意の波長の光を取り出す 

ことができる 

理論分解能 

𝑅 =
𝜆

∆𝜆
=𝑚𝑁 ここで，Nは溝の総本数 

 

 

実際のビームラインでは，凹面ミラーと平面回折格子を 

組み合わせたり，凹面回折格子が使われている． 



実験ステーション 



放射光測定で分かること 

回折法 

結晶内部の原子配列が 

分かる 

入射放射光 

<特徴> 

・白色光 

・高輝度（高強度） 
・偏光 

・短パルス 

透過光 

回折光 

光電子放出 

蛍光 

物質 

分光法 

物質内部の電子構造が 

分かる 

イメージング法 

物質内部の空間的 

微細構造が分かる 

（形状，元素分布など） 

時分割法 

環境下での反応や 

デバイスの動作状態が 

分かる 



X線回折法 

B 
B 

 d 

ブラッグ条件  Bsin2d

X線回折測定で分かること 

・回折角度，ピーク強度  定性分析 

・ピークシフト量  残留応力 

・ピーク幅  結晶子サイズ，格子歪 

・ピーク強度比  定量分析 

放射光を用いたX線回折測定のメリット 

高輝度（高強度） 
短時間測定 

微量分析 

顕微分析 

エネルギー分解能が高い 角度分解能の高い高精度な測定が可能 

白色（単色化） 材料に適した波長を選べる 



X線吸収スペクトルの吸収端付近に現れる固有の構造で，そのスペクトル構造から 

吸収原子の電子状態や隣接原子の配列などの局所構造が分かる． 

   X線エネルギーを可変する必要があるため，放射光が必須である． 

X線吸収微細構造(XAFS) 
吸
収
強
度

 

X線エネルギー 

XANES EXAFS 

XANES：内殻準位から空準位に遷移する 

     ときのエネルギーに相当する． 

   吸収原子の電子構造を知ることができる 

内殻準位 

空準位 

XANES 



X線吸収微細構造(XAFS) 
吸
収
強
度

 

X線エネルギー 

XANES 

EXAFS 

入射光 

吸収原子 散乱原子 

光電子波 散乱波 

内殻準位 

空準位 

EXAFS 

EXAFS：X線吸収原子から放出された 

     光電子が隣接する原子により 

     散乱され、光電子とその散乱波 

     との干渉により、内殻電子の励 

     起確率、すなわちX線吸収係数 

     が変化する． 

   隣接原子間距離や配位数が分かる 



光電子分光法 

結合エネルギーは次式で表される 

  𝐸𝐵 = ℎ𝜈 − 𝐸𝐾 − 𝜙 

入射光 h 

光電子 EK 

価電子帯 

内殻準位 

フェルミ準位 

真空準位 

E 

EV 

EF=0 

EB 

EK 

N(E) 

N(E) 

E 

Sample 

Spectum 

入射エネルギーh 

仕事関数 

光電子分光 

固体にVUV光，軟X線，硬X線などの光を 

照射し，光電効果によって放出された電子 

（光電子とよばれる）のエネルギーを測定し， 

固体の電子状態を調べる方法 



実験室光源と放射光を用いた光電子分光法の違い 

光電子の運動エネルギーと脱出深さの関係 

0.1

1

10

100

1 10 100 1000 10000 100000

E
s
c
a
p
e
 d

e
p
th

 (
n
m

) 

Electron energy (eV) 

1原子層 

VUV光・軟X線 硬X線 

実験室光源：Al K  h=1.5 keV 2 nm以下の深さからの情報のみを検出 

放射光源：励起エネルギーは自由に選べる  h=8 keV (SPring-8の場合) 

10 nm程度の深さからの情報のみを検出 

硬Ｘ線 VUV光・軟Ｘ線 

脱出深さ > 数 nm 

     バルクの情報 

脱出深さ < 数 nm 

     表面の情報 



光電子分光法による検出深さが深いことのメリット 

・表面の汚染の影響が小さい 

    前処理（表面処理）やcap層が不要 

 

・埋もれた界面や層の情報が得られる。 

    多層構造やデバイスの評価が可能 

汚染物質 

（ガス，酸化物， 

窒化物など） 

調べたい材料 

Ek小 

光電子の運動エネルギーが小さい場合 

Ek小 

光電子の運動エネルギーが大きい場合 

表面処理 

汚染物質 

（ガス，酸化物， 

窒化物など） 

調べたい材料 

Ek大 

イオン銃 

イオンで表面の汚染物質を除去してから 

測定を行う． 

処理を施すことなく，直接測定ができる 



放射光を用いた深さ分解光電子分光法 

硬Ｘ線 

深さ解析の方法 

 

実験室装置：Arイオンによるエッチングをしながら繰り返し光電子分光を行う． 

エッチングした領域の選択スパッタリング，表面損傷（ミキシング，アモルファス化）， 

表面粗さの増大などの問題点がある． 

放射光：深さ分解光電子分光 
硬Ｘ線 

試料と光電子放出角を変えることで 

光電子の深さ方向の寄与率を変える 

ことができる． 

   深さ方向の非破壊計測が可能 

深い領域からの 

情報が多い 
浅い領域からの 

情報が多い 



X線イメージング法 

光子エネルギー 

波長 

1 m 100 nm 10 nm 1 nm 0.1 nm 

1 eV 10 eV 100 eV 1 keV 10 keV 

赤外線 

可視光 

紫外線 

真空紫外線 軟X線 

硬X線 

SiL 

EUV光 

CK 

OK 
SiK 

我々が普段目にしている可視光と比べて 

１．光子エネルギーが大きい（元素特有の内殻電子と相互作用する） 
   元素ごとのコントラスト像が得られる．（元素ごとに色づいて見える） 
    特に軟X線では，軽元素（C，N，O，Siなど）が見える． 

２．波長が短い 

   nmスケールの構造を見ることができる． 



X線顕微鏡の種類 

走査型 

X線 

集光光学系 

測定試料 

X線検出器 

結像型 

得られる顕微鏡像 

X線 

測定試料 

結像光学系 

CCDカメラ 

得られる顕微鏡像 

1点1点測定し，画素データを 

空間情報として再構築する． 

一括で視野内の像を取り込む． 



2. Azimuth Rotation Cell 軟X線イメージングの事例 その1 (走査型イメージング) 

• 高い空間分解能 (30 nm~) 

 

• 高い透過率 

• 非破壊観察 

• 低い照射ダメージ 

• 空気中や水中での観察 

 

• 軟X線領域における吸収端 

• 対象：軽元素や遷移金属 

• 元素マッピング 

• 化学状態解析 

• Near Edge X-ray Absorption Fine Structure (NEXAFS) 

UVSOR-III BL4U 走査型軟X線顕微鏡 



41 

• A Fresnel zone plate is used as a focusing optical device 

• The images are obtained by detecting transmitted X-rays with scanning the sample 2-

dimensionally 

• Acquiring images with changing the energies of the incident X-rays, 2-dimensional 

spectroscopy can be performed 

• Working distance (i.e. distance between the OSA and the sample) is relatively large 

Fresnel Zone Plate 

Central Stopper 

Order Select Aperture 

(Pinhole) 

•Photo Diode 

•CCD 

• Photomultiplier Tube 

Channeltron e- 

Sample 

X-ray 

41 

FZP 

Detector 

OSA 

Sample 

軟X線イメージングの事例 その1（走査型イメージング） 
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• UVSOR Synchrotron (Okazaki, Japan) 

– 750 MeV, 300 mA 

– Top-up operation, 12 hour 

• Source 

– In-vacuum undulator  

• Monochromator (TOYAMA) 

– Varied line spacing plane grating 

–  Monk-Gillieson mount 

– Available Energy: 130 - (770) eV  

– Energy Resolving Power (E/ΔE): > 5,000  

• STXM (Research Instruments ex. Bruker ASC) 

– Spatial Resolution: ~30 nm 

- Photon Flux: 1.4×107 [Photons/s] at sample, slit: 50×50 
µm, 400 eV  

– Field of View： 22×8 mm2 (Coarse) 

–  ： 150×150 µm2 (Fine) 

• Environment：1×10-6〜1,000 mbar; Air and He 

Be B C N O F 

Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe 

Li 

Co 

  STXM Beamline; BL4U at UVSOR-III 
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Schematic Image of the System  

• Humidity is controlled by flowing 

ratio of dry and humid helium gas 

– humidity: 8.5~82% @RT 

– Temperature: RT~333K 

43 

Development of Humidity Control Cell 

• SHT7x humidity and temperature sensor 
(Sensirion AG) 

• Sealed by O-rings 
• Si3N4 membranes are used as windows 

Front Inside 

SiN window 

For gas flow 

To feedthrough 

Temperature and 

humidity sensor 

SiN window 

Sample 
10 mm 

Design of Humidity Control Cell 

T. Ohigashi, et al., accepted 

（データ提供：分子科学研究所 大東琢治助教） 
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500 nm 

27.12℃ 

8.4% 

27.12℃ 

82.6% 

OD images, 285.5 eV, 10 msec 

Dry Condition Wet Condition Histogram 

• Histogram in the wet condition 

shifts to high OD 

• The polymer swelled by 

humidity 

Optical Density 

In-situ Observation of a Fuel Cell 

照射X線量が少ないため，電子線を使った観察では 
壊れてしまうポリマーのオペランド観察ができる 

（データ提供：分子科学研究所 大東琢治助教） 



軟X線イメージングの事例 その2 (結像型イメージング)  

 半導体ロードマップを  
実現する光技術  
（データ提供：東北大学 豊田光紀助教） 

次世代リソグラフィマスクを非破壊評価するEUV顕微鏡を開発 
13.5 nm，6.7 nmの3次元プロセス技術支援をEUVミラー開発で目指す 

新考案の多層膜ミラー光学系により 

広い視野（直径160 m）で30 nm分解能を達成 

EUV顕微鏡 

（波長13.5 nm） 



軟X線イメージングの事例 その2  

◎軽元素の元素コントラスト：エネルギー域：30-600 eV 

    生体試料：C, O, N 

    Li電池：Si, C, O, Li 

    燃料電池：Mg, Al, H2（ガス雰囲気） 

透過型電子顕微鏡用マイクログリッドの透過軟X線イメージング像 

 マクログリッド内では電子顕微鏡では観察できない軽元素の像が得られている． 

 露光時間10 nsで0.2 mmの視野を一括で観察できる 

（データ提供：東北大学 豊田光紀助教） 



ご清聴ありがとうございました。 


