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NEDO事業によるSPICA設置

300 Wh/kgのエネルギー密度を⾒通す⾰新型蓄電池の研究開発等
RISING  FY2009-15  ⾰新型蓄電池先端科学基礎研究事業

RISING2 FY2016-20 ⾰新型蓄電池実⽤化促進基盤技術開発

RISING3 FY2021-25 電気⾃動⾞⽤⾰新型蓄電池開発

500 Wh/kgを検証する⾰新型蓄電池の研究開発等

蓄電池研究の推進を⽬的とした世界初のビームラインSPICA

中性⼦を利⽤した⾼度解析とその技術開発

2Ah級セルにおいて充放電効率90%以上、500W/kg以上、1kWh/L以上、
100サイクルで容量劣化10%以下を実証する⾰新型蓄電池の研究開発等



特殊環境中性⼦回折計SPICA

充放電下で出現する多数の相を⾒分けられる  ⾼分解能

時間スケールを短くできる  ⼤強度
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蓄電池研究開発に適した付帯実験設備

付帯設備を利用した一連の実験が可能：
（オフビーム充放電＋オンビーム充放電）

実電池を使用した長期計画実験

オフビーム充放電装置

専用の化学実験室



① 試料周辺環境の整備（温度、ガス雰囲気）
② operando測定技術の⾼度化
③ ⾼強度かつ⾼分解能、マルチスケール構造解析技術の⾼度化
④ 解析⼿法の開拓と解析ソフトウェアZ-Codeの整備

主テーマ：RISING3推進と特殊環境回折装置の開発と活⽤
技術開発

2019S10 機能性材料の機能性と反応の構造学研究

先導研究：SPICAの装置性能を最⼤限に⽣かした研究
動作中の実電池の中性⼦回折/イメージング測定による反応解析
多様な温度環境における、機能性材料の⾼精度な結晶構造解析
⇒特殊環境における機能性材料の構造物性相関を解明する。



Stage1 001 (LiC6 )

Stage2 002 (LiC12)

Time (min.)

Time (min.)

0.1C discharge

Stage3L

1C discharge

Step-by-step transition 

Phase coexistence

Stage4L

オペランド測定技術開発
デバイス(蓄電池)内における機能性材料の機能解明

Yonemura et al., Battery symposium in Japan (2013)、H. Arai et al., ECS (2013)

higher rate discharging  more inhomogeneous

Low rate:  Step-by-step transition 
High rate:  Two-phases coexist 

 regions of slow de-intercalation exist (imhomogeneous reaction)

Stage1 (LiC6) Stage2 (LiC12) Stage3 (LiC18)
C
Li

Much higher rate (2C) 
discharging

Taminato et al, Scientific Reports 6 28843 (2016)

②
①

LiC6/LiC12
LiC12/LiC18 coexist

Stage 4L

Stage 4L

① Direct transition emerged ：Stage2(LiC12)Stage4(LiC24)
②Relaxation process discovered ：Stage4(LiC24)  Stage3(LiC18)

 Different Staging transitions

商⽤リチウムイオン電池の
充放電反応を解析



蓄電池の⾮破壊充放電イメージング技術開発

RISING 標準電池を使った
ブラッグエッジイメージング

産総研 ⽊野、KEK⽶村ら

(1)discharged (3)charged

⾮破壊で，電池内のリチウムイオン濃度，電解質，電解液の分布が観測可能

透過像であるイメージングに加え、ブラッグエッジを観測
することで、定性・定量解析ができる。



RISINGにおける⾰新型蓄電池研究

Operando Neutron Diffraction :  
商用18650型リチウムイオン電池
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slow discharge 0.1C

⾰新型蓄電池の研究に利⽤できる技術開発

リチウムイオン電池で
オペランド測定技術を
開発

NEDO

2011
2016

Li10GeP2S12  

Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0 .3

BL20

BL08

2020

Ba0.6La0.4F2.4 BL09

亜鉛空気電池
フッ化物イオン電池固体電解質材料



ヒドリド伝導体の構造科学

La2LiHO3のLaをSrで置き換えると，Ｈ－濃度と結晶
内の配位環境を制御できることを見いだした。

Ｈ－伝導体(LaSr)LiHO3の開発に成功

“Pure H– conduction in oxyhydrides” G. Kobayashi, et al., Science, 351(6279), (2016), 1314–1317

新たな電荷担体を伝導種とする電極や固体電解質材料の出現

ヒドリド（Ｈ− ）：酸化還元電位が−2.25Vと大きく、電荷担体として魅力的

全固体電池を作製して正の起電力を示し、プロトン
ではなくヒドリドの伝導であることを確認。

ヒドリド伝導であることを確認

分⼦研 ⼩林 他

• ヒドリド伝導体の物質探索が継続中

• デバイス化の検討が進行中



３次元分布測定技術開発(〜2018）

ビーム進⾏（奥⾏き）⽅向の検出器視野を制限
して奥⾏⽅向の位置分解能性を発⽣させるため、
新たにラジアルコリメータを開発した。

25 mm to ‒ 25 mm with 1mm steps

中性⼦ビーム

Gauge 
volume

4象限スリット

ラジアルコリメータ
検出器



⼩⾓散乱バンク整備（〜2018）

SPICAでは結晶構造領域、さらに原⼦間の局所構造を調べる
全散乱測定と観測構造領域を広げてきた。
積層⽋陥等の⻑周期構造に測定領域の拡張する。

標準物質Sliver Behenateの測定結果

シルバーベヘネートから
得られた円環平均領域。

検出器を真空槽の外側に設置⇒多重散乱の影響が⼤きかった
⇒設計変更し、検出器を真空槽の中へ移動。検出器も新規購⼊。
基礎データ等から⼩⾓プロファイル作成へと発展させる。

達成済み



試料環境装置の整備状況（2019~）

Cryostat
コミッショニング
⾃動測定化（3K-300K）

Cryofurance
2020年度に新規サンプルロッド製作
⾃動測定化（25K-700K）

試料環境装置：到達温度、温度精度などの様々な問題に対処

新サンプルロッド



試料環境装置の整備状況（2019~）

バナジウム炉（〜1000℃） 全固体電池フッ化物電池標準セル
本体は2018年度までに製作済み。
サンプルロッドを2020年度に作成。

オペランド測定⽤セル。室温〜180℃。
2019年度から開発中。



BL09試料周辺環境

• ⾃動試料交換機 (室温、40試料)
• Cryofurnace (21-700K )
• 4K-Cryostat (4K-300K )
• 5軸回折計/ 7軸回折計
• イメージング⽤2次元検出器（nGEM, μPIC）
• operando測定⽤充放電装置
• オフビーム⽤充放電装置
• オフビーム⽤SEM
• 専⽤化学実験室（Glove Box有）
• バナジウム炉（⽴ち上げ中）

専⽤化学実験室

2019年度以降、試料環境装置の開発・整備を
重点的に⾏った。



⿑藤⾼志

BL09 SPICA装置グループ

課題代表

装置責任者

装置副責任者

その他職員

技術⽀援
（業務委託、⼈材派遣）

~FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

⽶村雅雄

⽯川喜久
（助教）

⽶村雅雄

神⼭崇

塩家正広

南波薫

⿑藤⾼志
（准教授）

神⼭崇

神⼭崇

⿃居周輝
(BL08)

神⼭崇

⿑藤⾼志

神⼭崇

塩家正広

南波薫

⿃居周輝
(BL08装置責任者)

⿑藤⾼志

塩家正広

南波薫

塩家正広

南波薫

Teguh Panca
(2020. 1〜3⽉)ポスドク

岩瀬 健

南條和彦
(BL098 & BL09)

南條和彦
(BL09 & BL09)

清⽔勝美
(BL098 & BL09)

清⽔勝美
(BL098 & BL09)

（実質3.5⼈）



2019S10 機能性材料の機能性と反応の構造学研究

装置グループ：
KEK（スタッフ）：⿑藤⾼志（実験代表者、装置責任者）、⿃居周輝（副装置責任者）、神⼭崇
KEK（技術⽀援）：南波薫、塩家正広、南條和彦
JAEA ：萩原雅⼈
産総研 ：⽊野幸⼀
CROSS ：⽯川喜久

利⽤グループ：
RISING3（京⼤） ： 森⼀広、福永俊晴
RISING3（京⼤） ： ⾼⾒剛、村上美和、⾼⽊繁治、森⽥将史、
RISING3（産総研）： 栄部⽐夏⾥、⿅野 昌弘、⽵内友成、宮崎武志、梅村勇輝、神⽥北⽃、⽮野亮、河野⼀重
RISING3（茨城⼤） ：佐藤成男
RISING3（名古屋⼯業⼤学） ：林好⼀、⽊村耕治
KEK（学⽣）： Nur Ika Puji Ayu (D1)、Seungyub Song (M2)
京⼤・内本グループ： 内本喜晴、松永利之
東⼯⼤・菅野グループ： 菅野了次，平⼭雅章，鈴⽊耕太，堀智，松井直喜他
東⼯⼤・荒井グループ： 荒井創，池澤篤憲他
東理⼤・井⼿本グループ： 井⼿本康，北村尚⽃，⽯⽥直哉
分⼦研・⼩林グループ： ⼩林⽞器，⽵⼊史隆他
京⼤・陰⼭グループ： 陰⼭洋，⼭本隆⽂
⼤⼯⼤： 松⽥泰明
横浜国⽴⼤： 藪内直明，綿貫⻯太，佐藤琢郎
東京電機⼤： ⽵⽥奈々美，澤村美穂
⽴命館⼤学： 折笠有基

2009S10 2014S10 2019S10



2019S10の実施状況
• 2018年度（2014S10）にスタッフの退職に伴ってメンバーが⼤幅に変更
• 2019年度〜2020年度は試料環境装置の整備、⾼度化（⾃動化を含む）

を重点的に実施
• 2020年度からコロナ感染症拡⼤のため外部ユーザー実験が⼤幅に減少

（⼀部は代⾏実験）
• 2021年度開始時の2か⽉間、RISING3の予算⼿続きの都合で技術⽀援ス

タッフに⽋員が⽣じた。
• 2021年度前半は外部ユーザー実験、装置グループ（総研⼤学⽣含む）

実験を多く実施。



ユーザに対する⽀援体制

⽀援内容
• 測定前

試料周辺環境の整備、実験実施戦略と結果予想の確認

• 測定中
試料周辺環境装置の設置、装置制御とデータ処理ソフトの利⽤⽅法の説明、測定条件
に関わるアドバイス、装置トラブル等への対応、試料交換（スタッフの⼈員不⾜のた
め、週末、夜間の試料交換⽀援は原則⾏わない。）
※⾃動試料交換機を⽤いた測定はメールインで対応

• 測定後
解析ソフトの利⽤⽅法説明，構造解析⽀援、解析結果をもとに議論、アドバイス

装置責任者 ⿑藤⾼志（兼 2019S10実験責任者）
装置副責任者 ⿃居周輝（兼 BL08装置責任者） 緊急時の対応等
技術⽀援 南波薫 （実験⽀援、装置整備⽀援）

塩家正広（計算環境整備⽀援）
南條和彦（MLF業務委託、BL08 & BL09）



主なS１型課題

• フッ化物電池の研究開発（RISING3）
• リチウムイオン導電体（東⼯⼤ 菅野Gr）
• リチウム・ナトリウムインサーション材料創成 (横国⼤ 藪内Gr)
• ヒドリドイオン導電性酸⽔素化物の構造科学 (分⼦研・⼩林Gr
• PDFを⽤いた局所構造解析(東理⼤・井⼿本・北村Gr)
• 窒素ドープしたLi含有⿊鉛の結晶構造（京⼤・内本・松永Gr）
• イメージング法を⽤いた蓄電池反応解析 (産総研・⽊野Gr)
• 異常⾼原⼦価化合物（KEK・⿑藤）



2019年度以降に発表された成果
査読論⽂11件

Kazuhiro Mori, et al., J. Phys. Chem. C, 125, 12568-12577 (2021).
Hioki Ubukata, et al., Science Advances, 7, eabf7883 (2021)※1
Yoshihisa Kosugi, et al., Adv. Funct. Mater., 31, 2009476/1-7 (2021)※2
Nami Matsubara, et al., Sci. Rep., 10, 18305/1-13 (2020).
Kazuhiro Mori, et al., J. Phys. Chem. C, 124, 18452-18461 (2020).
Tsuyoshi Takami, et al., APL Materials, 8, 051103 (2020). 
PengWu, et al., New J. Phys., 22 083083 (2020). 
Kazuhiro Mori, et al., ACS Applied Energy Materials, 3, 2873-2880 (2020). ※3
Matsunaga Toshiyuki, et al., Carbon, 142, 513-517 (2019). 
Yuta Yasui, et al., Inorg. Chem., 58, 9460-9468 (2019). 
Wenze Huang, et al., J. Solid State Chem., 270, 487-492 (2019). 
(その他、投稿中が5件/内4件がS型課題)

プレスリリース 3件
※1 2021年6⽉3⽇：https://j-parc.jp/c/press-release/2021/06/03000694.html

H‒イオンの低温⾼速伝導を実現
※2 2021年3⽉23⽇：https://j-parc.jp/c/press-release/2021/03/25000670.html

巨⼤圧⼒熱量効果 による熱制御の実証
― 環境に優しい⾼効率冷却システムを実現する新酸化物エネルギー材料の発⾒ ―

※3 2020年3⽉12⽇：http://j-parc.jp/c/press-release/2020/03/16000492.html
フッ化物イオン導電性固体電解質のイオン伝導メカニズムを解明
̶ リチウムイオン電池の性能を凌駕する⾰新型蓄電池の創⽣を⽬指して ̶

S型課題 ⼀般課題



主な技術開発

SPICA機器整備、試料周辺環境の整備

試料環境装置の⾼度化
Cryo-stat、Cryo-furnaceの温度制御ソフトウェアの整備
Vanadium furnaceの整備

Operando測定技術の⾼度化
全固体フッ化物電池標準セル
ラミネート電池⽤ステージ

構造解析ソフトウェア（Z-Code）の保守・整備



まとめ

ʻ装置性能を最⼤限に引き出す先導的実験⼿法・解析⽅法の開拓ʼ
として、

① 基本的な試料環境場（低温、⾼温）の⾼度化（信頼性）
② 試料環境場の⾼速化、⾃動化

この成果を活⽤しʻ先導的プロジェクト研究ʼとして

③ エネルギー関連材料（蓄電池、イオン導電体、熱電材料） の
機能性材料の構造物性研究を展開する。

2019S10 機能性材料の機能性と反応の構造学研究


