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第 337 回材料科学談話会 
九州大学超顕微解析研究センター、微細構造解析プラットフォーム「ナノマテリアル開発のため

の超顕微解析共用拠点」 

第 221 回ＨＶＥＭ研究会 
のお知らせ 

平成 30年 7月 26日 
 

カールツァイス株式会社の Dr.Vignesh Viswanathan 氏、古賀一石 氏ならびに群馬大学
の鈴木 宏輔 博士をお招きし、下記のご講演をいただきます。皆様、奮ってご参加下さい。 

 
【日  時】平成 30年 8月 2日（木） 15時 00分 ～ 17時 30分 

【会  場】九州大学 筑紫キャンパス 総理工第３講義室 
      （〒816-8580 福岡県春日市春日公園６−１） 
 
 
【講演１】古賀 一石（カールツァイス株式会社 ストラテジックマーケティング） 

高い解像力で非破壊内部構造観察を可能とするX線顕微鏡 
 
 
【講演２】 Dr. Vignesh Viswanathan（Carl Zeiss Pte. Ltd.） 

Beyond Electrochemical Analysis: 2D to 4D Correlation of 
Structure and Chemistry in Li-ion Batteries 

 
 
【講演３】 鈴木 宏輔（群馬大学大学院理工学府電子情報部門 助教） 

コンプトン散乱で明らかにするリチウムイオン電池 
 

********************************************************************* 
 

交通手段の詳細や当研究会についてのお問い合わせは、下記の連絡先にお願いいたします。 
各講演の概要と会場へのアクセスを次ページ以降に示します。 
材料科学談話会世話人：波多 聰 
ＨＶＥＭ研究会世話人：安田和弘・佐藤幸生・波多 聰 
連    絡    先：波多 聰（九州大学 大学院総合理工学研究院 物質科学部門） 
           Tel & Fax: 092-583-7580 E-mail: hata.satoshi.207@m.kyushu-u.ac.jp 

  



講演概要 
 
【講演１】古賀 一石（カールツァイス株式会社 ストラテジックマーケティング） 

高い解像力で非破壊内部構造観察を可能とするX線顕微鏡 
非破壊でサブミクロンオーダーのイメージングによる詳細な構造解析を実現するX線顕微
鏡。ZEISS Xradia 520 Versaは革新的なコントラストと画像取得技術によって、0.7 µmの空
間分解能を実現しています。これまでに見たことがないものを自由に探し出し、解析効率を
大幅に高めることが可能です。 
 
【講演２】 Dr. Vignesh Viswanathan（Carl Zeiss Pte. Ltd.） 

Beyond Electrochemical Analysis: 2D to 4D Correlation of 
Structure and Chemistry in Li-ion Batteries 

Li-ion batteries are complex systems, microscopy can contribute to modern battery 
research with a range of information: localized electrochemical analysis, 3D structure models 
visualization from real-world specimens, and 4D evolution study for performance optimization 
and failure analysis. In addition, the multi-scale nature of Li-ion batteries requires a multi-scale, 
multi-modal, correlative imaging approach for thorough characterization. The ZEISS suite of 
light-, electron-, and X-ray microscopes addresses these requirements and provides valuable 
insight into the battery materials, to address research challenges and enhance product 
development, in a seamless correlative microscopy workflow. 

And ZEISS is extending the boundaries of non-destructive 3D X-ray imaging with the 
release of diffraction contrast tomography platform, LabDCT, previously available only at a 
limited number of synchrotron X-ray facilities. The unique ZEISS Xradia Versa architecture 
and synchrotron-caliber optics make it the only lab-system able to deliver diffraction contrast 
tomography. LabDCT obtains 3D crystallographic information from polycrystalline 
samples, such as metals and alloys. Combining grain orientation and distribution information 
with microstructural features such as cracks, porosity, and inclusions, opens new possibilities 
for characterizing damage, deformation and growth phenomena in 3D materials science.  
 
【講演３】 鈴木 宏輔（群馬大学大学院理工学府電子情報部門 助教） 

コンプトン散乱で明らかにするリチウムイオン電池 
コンプトン散乱は高校の物理の教科書でも取り上げられる物理現象であるのに対し、実験
手法としてはあまり耳馴染みがないのではないかと思われる。しかし、実験手法としてコン
プトン散乱を用いることで、化学結合の形を可視化することや、動作下にある実デバイス内
部の反応を非破壊で測定することが可能となる。本講演では、コンプトン散乱法がどのよう
な測定手法であり、どのような特徴を持つのか、また、実験からどのような情報が得られる
のかについて、現在我々が行なっているリチウムイオン電池正極材料の酸化還元軌道の直接
観測、ならびに、実用リチウムイオン電池の非破壊反応分布イメージングを例に紹介する。 
  



九州大学へのアクセスマップ。会場は筑紫キャンパスにあります。 

 
 

筑紫キャンパスマップ。会場は⑲と⑳を結ぶ廊下沿いにあります。 

 
 


