
1 はじめに

入射した X 線に対し、出てくる X 線を分析する
ことで様々な解析が可能となる。分析機器解説シ
リーズではこれまで X 線の分光、回折および蛍光を
利用した分析について解説している。ここでは放射
光を利用した X 線吸収分光法について実際の測定を
含めて紹介する。

2 XAFSの原理１）２）

図１に示すように X 線のエネルギーを連続的に変
えながら試料透過前後の X 線強度 Io および I を測
定すると、吸収端と呼ばれる X 線強度が急激に変化
する領域が観測される。これは内殻電子が非占有軌
道、準連続帯および連続帯へ遷移されるエネルギー
を示しており、吸収端のエネルギーは各元素固有で
ある。X 線のエネルギーを横軸に、吸光度 μt = ln (Io/
I) を縦軸にプロットすると図２のような X 線吸収微

細構造（XAFS：X-ray absorption fine structure）
スペクトルが得られる。XAFS はスペクトル領
域 により X 線 吸 収 端 近 傍 構 造（XANES：X-ray 
absorption near edge structure）と広域 X 線吸
収微細構造（EXAFS：Extended X-ray absorption 
fine structure）に大別される。XANES は内殻電
子の非占有軌道への遷移に起因するため、これを解
析すると電子状態の情報を引き出すことができる。
EXAFS は光電吸収で放出された光電子が周囲の原
子によって散乱される電子と干渉する現象が生じ、
これを解析すると原子間距離を決定することができ
る。以下に XAFS の特徴を示す。

XAFSの特徴
・ 特定原子の周りの局所情報が得られる
 （原子間距離、配位数、配位原子種など）
・ 任意の試料形状に適用可能である
 （固相、液相、気相、薄膜、非晶質など）
・  表面敏感な測定法により、数原子層以下の表層の
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測定が可能である
・ 非破壊測定である

3 放射光の発生

XAFS 測定にはエネルギー可変の X 線源を必要
とする。そこで一般的な XAFS 測定の光源として
シンクロトロン放射光を用いる。シンクロトロン放
射光は光速近くまで加速された荷電粒子が外部磁場
により軌道を曲げられたときに発生する赤外線から
硬 X 線までの広い波長範囲を有する白色光である。
シンクロトロン放射光の特徴として、高強度、高指
向性、連続スペクトル、パルス光であることが挙げ
られる。

放射光実験施設として、九州大学は佐賀県鳥栖市
にある佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター

（SAGA-LS）にビームライン（BL）を有している。
SAGA-LS では学術研究用の BL として九大 BL と
佐賀大 BL が稼働している。九大 BL では硬 X 線
領域（2.1-23 keV）、佐賀大 BL では軟 X 線領域

（36-800 eV）のエネルギー範囲の測定を行うこと
ができ、それぞれの BL で得られる情報や測定手法
が異なる。九大 BL では K 吸収端で P ～ Ru、L 吸

収端で Zr 以上の X 線吸収分光（XAFS）法と X 線
小角散乱（SAXS）法による測定が可能である。図
３には九大 BL の実験ハッチの様子を示す。この実
験ハッチは鉛を用いて構成されており、放射線を遮
蔽することで実験操作の安全性を確保している。

4 XAFSスペクトルの取得について

XAFS スペクトルの取得には、そのシグナルの検
出方法によっていくつかの実験手法がある。最も一
般的な透過法は、入射光強度 Io と透過光 I の強度比
の対数である吸収係数μに比例した物理量を、入射
X 線に対してプロットすることでスペクトルが得ら
れる。しかしながら、ある程度の厚みを持った材料
では、透過法では十分な強度の透過光を得ることが
難しい。その際には物質に X 線を照射したときに放
出される二次電子、オージェ電子および特性 X 線を
検出することで X 線吸収スペクトルを取得すること
ができる。前者は電子収量法、後者は蛍光 X 線収量
法と呼ばれる。これらの検出法は入射したＸ線吸収
強度に対し、放出される電子および特性 X 線の強度

図１　入射前と透過後のX線強度
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図３　九大BL実験ハッチ

図４　九大BL実験ハッチ内部
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が変化する現象を利用し、電流強度もしくは特性Ｘ
線を波長に対してプロットすることで、X 線吸収ス
ペクトルと等価なスペクトルを得ることができる。

5 測定手順

XAFS に限らず、どのような実験においても試
料作製と実験条件の最適化は非常に重要である。今
回は、粉末試料の一般的な透過法による測定と希薄
試料における蛍光収量法による測定について紹介す
る。

透過法では適切な試料厚さの試料を調製する必要
がある。吸収端前後で試料全体の質量吸収係数を算
出し、エッジジャンプが１となるような試料厚さを
算出する。粉末試料の濃度と厚さが均一になるよう
に、乳鉢でよく混合し、一軸加圧成型を行うことで
ペレットを作製する。試料濃度の調整には X 線に透
明な窒化ホウ素などを混合し、成形する。得られた
ペレットをポリエチレン製の袋に密閉する。作製し
た試料は図５に示す通りになる。光路中に試料を自
立させ、試料前後にイオンチャンバーを配置する。

試料の濃度が希薄の場合、蛍光収量法により測
定を行う。表面の凹凸をなくすために、試料を一軸
加圧成型し、得られたペレットをカーボンテープに
よりセルに貼り付ける。試料を図６のようにセット
した後に、試料を実験ハッチ内の試料チャンバーに
セットする。

実験ハッチ内への放射光の導入や調整は実験ハッ
チ外の PC により操作することができ、目的とする
元素の吸収端に設定し、測定を開始する。

セルを工夫することによって、測定雰囲気や測定
対象の形状の変更が可能となる。例えば、試料が溶
液の場合には、計算された光路長となるようにセル
を作製することで XAFS 測定が可能となる。

6 シンクロトロン光を利用した金属酸化物
触媒の機能解析

Pt や Pd などの貴金属は、自動車排ガスの浄化
や揮発性有機化合物の燃焼などの化学反応に高い活
性を示すため、触媒の活性点として多く用いられて
いる。資源制約が厳しい貴金属は、貴金属成分を有
効的に活用することを目的とし、担体に分散担持し
て用いられる。そのため、高表面積を有する担体を
用いることが望まれる。担持貴金属触媒における担
体の役割は、貴金属粒子を高分散に維持するだけで
なく、貴金属と担体との間に相互作用が働くことで、
貴金属粒子の電子状態や構造が変化し、触媒活性に
大きな影響を与えることが知られている。

筆者らは図７のような高表面積を有する担体の細
孔内外に貴金属と酸化物を精緻に配置した触媒を開
発した３）。貴金属と酸化物を細孔内に担持した触媒
は、貴金属が細孔内に単独で存在する触媒よりも活
性が向上した。この結果は、貴金属と酸化物が近接
することで相互作用が生じることを示している。貴
金属と酸化物の近接による相互作用は、触媒表面の
反応物や吸着種の挙動により解明されつつある一方
で、触媒自身の挙動は明らかにされていない。そこ
で、アルミナ細孔内外に酸化物が存在するときの貴
金属の局所構造を系統的に解析し、貴金属と酸化物
の相互作用について構造解析を基に検討した。

担体には 850℃で予備焼成した γ-Al2O3（JRC-
ALO 8）を用いた。細孔内担持には IW（incipient 
wetness）法、細 孔 外 担 持には RHP 法により
調製した水酸化物前駆体を担持する方法（I–RHP
法）を用いた。担体細孔内に Pd が存在する Pd/
Al2O3、担体細孔内に Pd と酸化物が共存する Pd/
LaMnO3/Al2O3、Pd/La2O3/Al2O3 お よ び Pd/
MnOx/Al2O3、担体細孔内に Pd、担体細孔外に
LaMnO3 が存在する LaMnO3out/Pd/Al2O3 を調
製した。焼成は大気中 650℃まで昇温し、Pd 担
持量は 1wt%、共存する酸化物の担持量は 410 
μmol/g とした。

図５　透過法で用いる試料の例

図６　蛍光収量法で用いるセルに設置した試料の例
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Pd-L 端（3.17 keV ～）XAFS は SAGA-LS の
九大ビームライン BL06 において二結晶分光器 Si

（111）で単色化し、測定した。すべての実験は Si
ドリフト検出器を用いた蛍光収量法で計測し、室温、
He 中で行った。

図８に今回測定した触媒の Pd L3 吸収端 XAFS
測定結果を示す。Pd の L3 吸収端では 2p3/2 電子
の 4d 軌道への遷移に対応するホワイトラインがみ
られ、その強度が価数に応じて変化するため、Pd
の酸化状態の評価に利用されている。今回測定した
すべての触媒においてホワイトライン強度は標準試
料の PdO とほぼ一致していた。この結果は、近接
した酸化物の種類や有無にかかわらず、２価の Pd
であることを示している。

Pd/Al2O3、Pd/MnOx/Al2O3 お よ び LaMnO3 

out/Pd/Al2O3 のスペクトル形状は標準試料の
PdO と一致した。これらの結果は、細孔内で近接
する MnOx、細孔外の LaMnO3 が細孔内の Pd の
局所構造に変化を及ぼさないことを示している。一
方、Pd/LaOx/Al2O3 お よ び Pd/LaMnO3/Al2O3

のスペクトル形状は 3178 eV 付近で標準試料の
PdO とわずかに異なった（図９）。これらの結果は、
La を含んだ酸化物が近接することで Pd の局所構
造を変化させることを示している。La を含んだ酸
化物が近接した Pd は NO-CO 反応および CO-O2

反応の活性が向上すること、酸素昇温脱離測定では
PdO が安定化することを明らかにしており、La を
含んだ酸化物の近接による Pd の局所構造の変化が
触媒特性の変化に反映していると考えられる。

7 おわりに

本稿では放射光を利用した X 線吸収微細構造解
析について解説し、触媒などの特定原子が希薄、表
面に局在化している試料に対して、蛍光収量法によ
る XAFS スペクトルの取得ができる事例を紹介し
た。放射光を利用した XAFS 測定は、セルや雰囲
気を工夫することにより、多様な分析が可能である
ので、無機材料だけでなく、様々な材料や反応の分
析において活用して頂きたい。
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図７　貴金属と酸化物を細孔内外に担持した触媒

図８　細孔内外にPdと酸化物を担持した触媒の
Pd L3吸収端XANES

図９　Laが近接したときのPd L3吸収端XANES
スペクトル形状の変化
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1 STEM-EELS法の基礎

物質中の電子状態を局所的に分析する手法とし
て、走査型透過電子顕微鏡法（STEM）と組み合わ
せた電子エネルギー損失分光法（EELS）が広く普
及しつつある。STEM-EELS 法の概要を Figure 1 
b に示す。STEM 装置内では、試料上に集束され
た電子線を走査させる。STEM 像取得と EELS 分
析を同時に行うために、高角度に散乱された電子を
円環上検出器で取り込み、円環状検出器内側を抜け
てきた電子を磁界型分光器に取り込む。高角度に散
乱された電子をシグナルとした STEM 像は円環状
暗視野（ADF）像（Figure 1c）と呼ばれる。入射
電子の高角度散乱が主に試料内原子核との相互作用
に起因することから、ADF 像のコントラストには
主に入射電子の経路に沿った試料厚さ、密度、及び
原子番号が反映される。一方、低角度には主に試料
内電子と相互作用した入射電子が散乱される。試料
内電子の励起によりエネルギーを損失した電子を、
磁界型分光器によりエネルギー損失量に応じて電
子分光することにより、EELS スペクトルが得られ
る。ADF 像と EELS スペクトルを同時に取得する
ことにより、構造と電子状態の対応が明確になる。
EELS スペクトルには、試料内の内殻電子や価電子
の遷移が情報として含まれる。STEM における原
子分解能プローブを用いた EELS 分析は、原子分解
能での元素マッピング［１］、さらには結合状態マッ

ピング［２］を実現してきた。これらは EELS スペ
クトルにおける内殻電子励起スペクトルを応用した
ものである。

2 モノクロメータを用いた高エネルギー
分解能EELS分析

一方、価電子励起スペクトルを用いたマッピング
も近年注目されてきている。その背景には高輝度電
子銃の開発と高速電子用モノクロメータ［３］の開
発による目覚しいエネルギー分解能の向上がある。
高輝度電子銃として一般に普及しつつある電界放射
型電子銃（FEG）は、1 eV（冷陰極 FEG では 0.5 
eV）以下の入射電子線のエネルギー幅を実現す
る。そのエネルギー幅内に分布する入射電子の１部
を、予め電子分光により選択し、試料に照射できる
ようにする装置がモノクロメータである。モノクロ
メータ搭載 STEM-EELS 装置（STEM 装置は FEI
社製 Titan3 G2 （Figure 1a）、EELS 用分光器は
Gatan 社製 GIF Quantum）により得られる EELS
スペクトルの１例を Figure 1d に示す。このスペ
クトルはカーボン薄膜上の銀ナノロッド（Fig. 1c）
の１端すれすれ箇所に 300 keV の電子線を照射し
て取得したものである。Fig. 1d 上段には 0 eV に
１つピークが観察されるのみである。このピークは
ゼロロスピーク（ZLP）と呼ばれるもので、エネル
ギー損失を伴わず（またはフォノン励起に起因する

微小なエネルギー損失を伴い）試料を透
過してきた電子を検出したピークである。
試料が十分に薄い場合、EELS スペクト
ル強度の大半は ZLP が占める。ZLP の
半値全幅から測定されるエネルギー分解
能は 0.15 eV であり、モノクロメータ
が可視光領域（1.6 ～ 3.2 eV）の分析
を強力に支援してくれることが分かる。
Figure 1d 下段は、上段のスペクトルを
縦軸方向に 117 倍拡大したものである

九州大学中央分析センター　斉藤　　光

モノクロメータ搭載STEM-EELS装置による
表面プラズモンモード分析

Figure 1 (a)モノクロメータ搭載STEM装置Titan3 G2. (b)STEM-EELSの概要図. 
(c)銀ナノロッドのADF像. (d)銀ナノロッドの1端から得られたEELSスペクトル.
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が、ZLP の裾上、近赤外領域に２つのピークが検出
されていることが分かる。このようにモノクロメー
タによるエネルギー分解能の向上は、STEM-EELS
による局所状態分析の適用可能領域を赤外領域にま
で拡大しつつある。この２つのピークは金属表面自
由電子の集団振動励起によるものである。このよう
な集団電子振動は局在表面プラズモン共鳴（LSPR）
と呼ばれ、ナノ構造体特有の光学現象の一つである。
以下、本稿では STEM-EELS による LSPR の分析
について説明する。余談ではあるが、Krivanek ら
は 20 meV 以下のエネルギー分解能を実現するモ
ノクロメータ搭載 STEM-EELS 装置を開発し、遠
赤外領域に位置するフォノン励起のピークを検出し
ている［４］。

3 高速電子線による表面プラズモンEELSマップ

Fig. 1c の銀ナノロッド全体から得られる EELS
スペクトルから ZLP 及びカーボン支持膜による
バックグラウンドを差し引いたものが Figure 2d
である。２つの LSPR のピークをローレンツ関数
でフィッティングし、スペクトル強度の空間分布を
表示したマップが Figure 2b 及び 2c である。な

お、マップ上の各点の強度はそれぞれの点におけ
る ZLP 強度に対する比になっており、損失確率が
表示されている。低エネルギー側のピーク（Mode 
1）には銀ナノロッドの両端付近に極大点がある一
方、高エネルギー側のピーク（Mode 2）には、銀
ナノロッドの中央に極大点が、両端にはやや強度の
低い極大点がある。概ねこれらの EELS マップは
LSPR の定在波の分布に対応している。Mode 1 は
銀ナノロッド両端に電荷が分極する双極子モードで
あり、プラズモン波長が半分になった Mode 2 で
は両端に加え銀ナノロッド中央にも電荷が分布す
る。条件によっては Mode 3 以上の高次のピーク
も明瞭に観察され、Mode 10 までのピークが観察
されたという報告もある［５］。

LSPR のような電磁場と結合した電子状態の
EELS マップのコントラストは、入射電子の進行方
向の電磁局所状態密度（EMLDOS）［６］と関係が
あると考えられている。今、入射電子の進行方向が
z 軸と平行であるとすると、zEMLDOS は次のよう
に表現される。
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,  は角振動数 iω  で振動するモード
の電場の z 成分である。また、García de Abajo と
Kociak は損失確率が z 軸に沿って ( )ωρ ,rz
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ここで zq  は入射電子の散乱ベクトルの z 成分で
あり、 vω  に等しい（v は入射電子の速さ）。式（１）
と（２）から、あるモードの EELS マップのコント

ラストは  ( )
t

zz qyxE
2

,,~
 に比例すると言える。

すなわち、 zq  のフーリエ係数であるという点を無
視すれば、EELS マップは入射電子の進行方向に関
して、モードの電場強度を経路に沿って積分し、さ
らに時間平均を取ったものであるという直観的な解
釈ができる。このような解釈が成り立つのは、 zq  
を波長に変換した zqπ2  に比べて ( )rEz


 の分布

が十分に狭い場合である［８］。加速電圧の高い
STEM は zqπ2  を長くするという点で有利であ

Figure 2 (a) 銀ナノロッドのADF像. (b)Mode1のEELSマップ. 
(c) Mode2のEELSマップ. (d)銀ナノロッド全体の平均EELSス
ペクトル.
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る。加速電圧 300 kV の場合、 zqπ2 は光波長の
約 80% の長さになる。例えば、共鳴エネルギー 1 
eV（ 光 波 長 で 1240 nm） の LSPR の 場 合、

zqπ2  は 1000 nm 程度ということになる。した
がって、Fig. 2b 及び 2c のマップは z 方向に積分

された ( )
t

z yxE 2,  に比例すると近似的に解釈

してよい。
銀ナノロッドが概ね円柱状の形状を持ち、Mode 

1 や Mode 2 もまた軸対称性をもつことから（カー
ボン支持膜を無視すれば）、電場を円柱軸（x 軸）成
分 ( )rEx


 と動径成分 ( )rEr


 とに分けて考えると

見通しがよい。Fig. 2b 及び 2c のマップが z 方向

に積分された ( )
t

z yxE 2,  を見ているとすると、

( )rEx


 
の情報は得られていないことになる。Ex に

関する情報を抽出する単純な方法は銀ナノロッドを
傾けて EELS マップを測定することである。

4 表面プラズモンEELSマップの入射角依存性

Figure 3c は Fig.1 及び 2 とは別の銀ナノロッ
ドの Mode 1 の EELS マップである。これを y 軸
周りに 60°試料傾斜させて取得した EELS マップ
が Figure 3d である。x 軸に沿った極大点の間隔
が狭くなったことと全体的に損失確率が低下したこ
とを除いて、一見して大きな変化は見つからない。
EELSマップを x軸方向に積分し y軸方向のプロファ
イルを比較したものを Figure 4 に示す。傾斜 0°と

傾斜 60°のプロファイルには全体の強度変化の他、
減衰の仕方にも変化がある。これが Ex の寄与に由
来するものかどうかを判別するため、

( )zx EEE 2132 60 −= ° という関係から傾斜

90°におけるプロファイルを見積もったものが黒の
プロファイルである。抽出された Ex 成分が有意な
ものかどうかは今後シミュレーションと比較し検討
する必要があるが、この時点で明確に示されたこと
は、銀ナノロッドの LSPR の電場エネルギーのうち、
支配的な成分はナノロッド動径成分であるというこ
とである。

一方、銀ナノロッドのようなナノ粒子の裏返しの
構造、すなわちナノポア［９］についても同様の分
析を行った。Figure 5d の EELS スペクトルは厚
さ 30 nm の銀薄膜に形成された直径 140 nm の
ナノポアから取得されたものである。傾斜 0°につ
いては銀ナノポアを含む 250 nm × 250 nm の
領域のスペクトルを平均し、傾斜 60°については
対応する 125 nm × 250 nm の領域を平均した。
いずれも ZLP で規格化し、ZLP を差し引いた。1 
eV から 3.5 eV にかけてブロードな強度分布が観

Figure 3 (a) 銀ナノロッドのADF像(0°). (b) 銀ナノロッドのADF像(60°). (c) Mode1のEELSマップ(0°). 
(d) Mode2のEELSマップ (60°). (e) 銀ナノロッド全体の平均EELSスペクトル.

Figure 4 　y軸方向のプロファイル(赤)0°(青) 60°(黒)90°.
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察されているが、この強度分布には銀ナノポアの淵
に局在化する表面プラズモンの励起強度が含まれる

（Figure ５c）。銀ナノロッドとは反対に、銀ナノポ
アでは傾斜により表面プラズモンの励起確率が上昇
することが分かる。この結果は、銀ナノポアの淵に
励起される表面プラズモンの電場については、面外
成分よりも面内成分が優勢であることを示唆してい
る。

5 まとめと今後の展望

近年 STEM-EELS の高い空間分解能を生かした
ナノ光学材料の研究が活発に行われ、その有用性が
示されてきたが、本稿ではさらに、銀ナノロッドと
銀ナノポアの表面プラズモンを例として、電場の異

方性に関する情報が引き出せる可能性を示した。今
後はどの程度の定量性を期待できるかを見積もるこ
と、また向上させる方法について検討していきたい。
プラズモンナノ材料は、電場増強効果を利用したセ
ンサー応用が検討されているが、感度の異方性を活
用した高感度センサーの研究に役立てたい。
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Figure 5 (a)銀ナノポアのADF像(0°). (b) 銀ナノポアのADF像
(60°). (c)1.5-3 eVのスペクトル強度も用いたEELSマップ. 
(d) 0°(赤)と60°(青)におけるEELSスペクトルの比較.
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