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O-01

SPring-8 サイトの現状と将来
理化学研究所放射光科学総合研究センター
石川哲也
SPring-8 は今年で共用開始後 20 年を迎える。5 年前にSACLA を共用開始し、世界で唯一の第三世代放射
光と X 線自由電子レーザーが同一サイトにある施設として、ある程度の独自性を発揮してきたが、今後とも世
界の第一線で活躍を続けるためには、かなり抜本的な構造改革が必要であろう。一方で、サイトには兵庫県立
大が運営するニュースバル放射光施設が存在するが、3GeV 高輝度放射光の計画が進む中ニュースバルも含め
た戦略的展開を考える必要がある。
SPring-8 のアップグレード計画は、検討が続けられてきたが一つの隘路は日本に他の第三世代放射光施設
が存在しない状況で SPring-8 シャットダウンを伴うアップグレードが実行できるかということだった。しか
し、これは 3GeV 高輝度光源計画が量子技術研究開発機構の主導のもとに建設されようとしており、周辺環境
は整いつつある。放射光関連で大型予算を立て続けに獲ることは困難だという議論はあるが、それを乗り越え
ていく工夫が求められる。加速器関連のアップグレード計画は着々と進んでいるので、ビームラインや実験ス
テーション関連の次世代対応を進めていくやり方を考えたい。この点に関して SPRUC や登録機関である
JASRI との議論を始めているが、陳腐化防止ではない本当の意味での次世代対応高度化対策を早急に策定す
ることが求められている。
SACLA は SCSS の移転や 2 レーザーライン同時運転などにより、世界で最初の複数 FEL 同時稼働施設と
なり、また個々のラインでもマルチカラー運転などによって、先進的な成果を生み出している。来年度には、
SACLA 線形加速器から SPring-8 への入射試験を開始する予定であり、これが定常化すればライナック・シ
ンクロに係る相当の運転コストを削減することが可能となり、他方で第二特高受電施設の大幅な縮小もしくは
廃止が可能になることから、その改修に必要となる多額の資金が不要となる。しかしながら、現状のライナッ
クを完全に止めるとニュースバルへの入射に支障をきたすので、その対策を考えておく必要がある。
SPring-8 の運転時間増大は長年の懸案であったが、加速器スタディ時間の逓減と全体運転時間の漸増とに
よってかつてのユーザー運転 4000 時間から 4500 時間程度まで増やすことが可能になってきた。今後さらに
全体運転時間の増大に努め、ユーザー運転 5000 時間を確保したい。運転時間を増やす議論をすると、必ず問
題のなるのがビームラインスタッフの労働強化問題であるが、AI やロボティクスの導入によりこれを解決し
ていく道を探る。
3GeV 放射光計画が、やっと走り出そうとしているところで、SPring-8-II 計画を持ち出すことには、相当な
困難があるが、徹底的な省エネルギー先端施設を目指すものとして、なるべく早く進むよう押し出していきた
い。具体的には永久磁石による偏向磁石、ビームライン真空系の省エネルギー化・低振動化、ビームライン光
学素子冷却系の省エネルギー化などをすすめ、前述の SACLA 入射と合わせて、2010 年度の 50％程度の電力
消費量に抑えることにより、将来のエネルギーコスト高騰に備える。
SPring-8-II ではビームラインや実験ステーションの考え方も今とは異なっていよう。特に、最近の成果面
からの検討により専用施設ビームラインの考え方を整理する必要があることが指摘されており、また 3GeV 施
設で検討されている「コウリション・システム」に対応して、それと相補的な形で SPring-8 としての利用シ
ステムを確立する必要があろう。ビームライン・実験ステーションは、ハイスループットタイプ、ハイクォリ
ティタイプ、レボリューショナリータイプに大別され、その比率は 3:6:1 くらいに落ち着くのではないかと考
えているが、この点に関しては今後の議論が必要になる。また場合によっては、共用促進法も新しい情勢に合
致したものに作り変えていく必要も生じよう。
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O-02

共用ビームラインの現状と方向性
高輝度光科学研究センター
櫻井 吉晴
1997 年 10 月に供用開始して以来、SPring-8 は多くのユーザーに利用され、物質科学、生命科学、産業な
どの分野の課題解決に貢献してきた。HAXPES（硬 X 線光電子分光）の先導的研究、SPring-8 – J-PARC –京
の連携による産業貢献、超高圧など試料環境を制御した特色ある実験研究、タンパク質結晶構造解析など、質
の高い研究が行われるとともに、日本発の総論文数の1%強にあたる 1000 報の論文が毎年 SPring-8 から発信
されている。SPring-8 の成果を質・量ともに支えるのは共同ビームラインであり、その実験ステーションを常
に最善な状態に保つことは、SPring-8 の成果最大化を目指す上で重要な課題になっている。
2017 年度には、SPring-8 運転時間の増加が認められたことを受けて、ユーザー運転時間が 4,000 時間から
4,500 時間に増加した。この運転時間増は、課題申請が集中するビームライン、特に軟X 線ビームライン、の
採択状況を改善している。一方で、この増加分を将来に向けた投資と認識することも重要であり、次期光源に
向けた装置の開発や新しい利用制度の試みなどを、SPRUC-JASRI-RIKEN の連携のもとで、進める必要があ
ると考えている。
新分野創成利用における研究グループの活動も順調に進んでいる。本システムは、既存の研究分野の枠を超
えた複合・融合領域等における未踏分野の開拓・創成およびそれに伴う利用の裾野を拡大することを目的とし
て、2015B 期にスタートした。現在、
「固液界面構造解明と可視化および構成物質間のダイナミクス」
（代表責
任者：高尾正敏（元大阪大学/元パナソニック）
）と「ナノスケール実スピンデバイス開発に向けた新しい放射
光利用」
（同：小野輝男（京都大学）
）の 2 課題が進行している。
共用ビームライン 26 本の実験ステーションを最善な状態に保つために、高性能化を実施している。その実
施にあたっては、ユーザーの要望を反映すべく、SPRUC から毎年提出される「SPring-8 の利活用促進および
成果創出の最大化に資する利用者の動向等調査」
などを検討し、
(i) In-situ/オペランド計測、
(ii) 複合同時計測、
(iii) 顕微・極微小試料計測、(iv) 極限状態計測、の高性能化項目のもとで進めている。また、計測データの大
容量化に対処するために、ユーザーが、計測データを持ち帰ることなく、SPring-8 外からデータにアクセスし
て解析できる利用環境を試験的に整備している。
SPring-8 では次期光源の計画が進んでいる。共用ビームラインにおいては、次期光源の特長である「極低エ
ミッタンス・高エネルギーX 線光源」を活用することを高性能化の方向性として、計測技術の整備を進めてい
る。最新の X 線集光技術を導入した 100 ナノ以下の空間分解能を有する安定したイメージング技術、高エネ
ルギーX 線の物質透過能を活用した反応セルや製品内部の材料挙動を評価する計測システム、生体試料を高精
細に観察する技術、などの開発と導入を行っている。
最後に、SPring-8 の共用ビームラインは、実験ステーションを最善な状態に保ちつつ、次期光源に向けて、
高性能化のモーメンタムを合わせる時期に来ている。高性能化以外にも、利用支援体制など再検討すべきこと
が多い。今後、SPRUC-JASRI-RIKEN の三者間のさらなる密な連携が必要になっている。
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O-03

SPring-8-Ⅱに向けた加速器システム開発
-日本の光源ポートフォリオにおける硬 X 線先端光源に相応しい性能の実現回折限界光源設計検討グループ、先端光源開発研究部門、理研放射光科学総合研究センター
田中均、アップグレードプロジェクトを代表して
SPring-8 シンポジウムでは、これまでも光源開発に関して何度か報告してきた。昨年は、(i) 低エミッタンスと安
定性両立の重要性、(ii) バンチ電流制限と時分割研究に於ける SACLA との棲み分け（短パルス化はしない）、(iii)
電力消費の大幅削減を達成する蓄積ビームエネルギーの 8 から 6 GeV への低減、(iv) 短周期アンジュレータによ
る現スペクトル領域の確保について説明を行った。今回も引き続き利用者の目線で、SPring-8 から SPring-8-II へ
の光源性能のジャンプと、実験ユーザーが光源性能を使い切るために必要な「安定性」と「信頼性」をどう両立させ
るかにフォーカスし、私達の取り組みを解説する。
挿入光源に最適化したリング設計： 高輝度特性を追求するため、エミッタンスを 0.1 nm・rad まで下げるだけでな
く、アンジュレータを設置する直線部のベータトロン関数を水平と垂直で各々5.5【31.2*】 m と 2.2【5*】 m まで低減し
た。これにより、利用運転時に水平 20 ミクロン、垂直 5 ミクロンのシャープなビームサイズ、並びにアンジュレータ
放射輝度の理想値の約 50【10**】 %を達成することが可能になった。一方で、アンジュレータの輝度向上を優先した
結果、リングを１回対称として電子ビーム入射部を設置する事となり、非線形磁場の最適化 [1] と入射振幅の低減
が、安定なビーム入射を実現する上でのチャレンジになった。
*

現在SPring-8 でのベータトロン関数値、*＊現在SPring-8 のベータトロン関数値で得られるアップグレード後の輝度

光軸の再現性と長期間の維持：ユーザーが利用する光源のサイズは 5〜20 ミクロンと小さく、多くのビームライ
ンでピンホールフリーの光学系が利用される。このようなビームラインで精密実験をする場合、光源の位置と角度
の再現性と安定性がこれまでに比べ格段に重要となる。よって、(a) 長期停止期間におけるマシン収納部内の磁
石の定期的なアライメントとビームライン位置の調整、(b) ユーザー利用状態に於ける光軸コアの計測と実験中の
インラインモニタリングが必要になる。現 SPring-8 では実現していないが、X 線自由電子レーザーSACLA では、
既に実用化されている。SPring-8-II の光源性能を使い尽くすには SACLA 並の光軸の再現性と安定化の達成が必
須と考え、準備を進めている。
安定な Top-up 入射： SPring-8-II の動的安定口径は、現状に比べ格段に狭く、入射が難しくなる上、電子ビーム
の高密度化に伴うビーム寿命の低下により入射頻度が高くなる。電子ビームを高効率で安定に入射するため、
SACLA の高品質電子ビームを入射ビームとする、真空窓を持たない小振幅・無摂動真空封止オフアクシス入射シ
ステム [2] を開発する。さらに、継ぎ足し入射（Top-up 入射）要求に対応するため、パルス毎に電子ビームの時間
構造と輸送ルートを変えて自在に出射できる革新的線型加速器制御システムの構築を進める。
電子ビームの安定化： SPring-8-II のビームは、特に水平方向がシャープになるので、ビーム入射による蓄積
ビームの水平振動は、現状に比べ大幅に低減しなければならない。また、電子ビームを揺らすソースである真空
チェンバーの振動、電磁石電源のリップルや挿入光源の独立チューニングによる摂動も、充分に抑制する必要が
ある。そこで、 (a) 線形πバンプと半導体電源駆動ツインキッカーによる無摂動ビーム入射（小振幅・無摂動真空封
止オフアクシス入射）の採用、(b) フルデジタル制御実装の磁石電源群の導入、 (c) 真空チェンバー材質の適正化
による渦電流（誘導磁場）の低減、(d) 挿入光源の高精度の透明化により、蓄積ビーム振動の大幅な抑制を目指す。
参考文献
1) K. Soutome et. al., Proc. of IPAC2017, Copenhagen, Denmark (2017) pp. 3091-3094.
2) 文部科学省の競争的資金「次世代加速器要素技術開発プログラム」からの委託事業として実施。
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SACLA の利用研究の歩み
高輝度光科学研究センター XFEL 利用研究推進室
登野健介
SACLA が 2012 年 3 月に供用を開始して以来、X 線自由電子レーザー（XFEL）を利用した重要な研究成
果が多く生み出されてきた。現在では年間 4000 時間を超えるビームタイムを供給し、学術界から産業界に
至るまで幅広い分野のユーザーに利用されている。かつてない特性を備えた XFEL の利用法を開拓し、
SACLA の利用研究を軌道に乗せるまでには、ユーザーの果たす役割が非常に大きかった。
XFEL を有効に利用するための基盤装置や実験手法は、供用開始に先立って開発・整備が進められた。基
盤装置の整備は施設側が中心となり、ビームライン光学・診断系、検出器、データ取得システム、同期光学
レーザーなどのシステムが構築された。
利用実験手法については、
「Ｘ線自由電子レーザー利用推進研究課題」
、
「SACLA 利用装置提案課題」といった事業からの支援も受け、施設内外の研究グループが共同して開発を
進めた。このように入念な準備が行われたことにより、施設の完成後速やかに供用が開始され、利用実験成
果が生みだされた。なお、同一サイト内の SPring-8 および SCSS 試験加速器を有効に活用できたことも、
成功に至る大きな鍵のひとつとなった。
供用初期には手法開発的要素の強い実験内容が多く、施設とユーザーが二人三脚で実験手法を確立してい
った。代表的な例として、シリアルフェムト秒結晶構造解析やコヒーレント回折イメージングなどが挙げら
れる。
これらの手法については実験手順の標準化が進み、
利便性の高い実験プラットフォームが整備された。
一方で、SACLA の特色を活かした挑戦的な実験も多く実施され、二色発振XFEL を利用したコヒーレント
X 線フォトニクス、ナノメートル集光ビームを使った非線形 X 線光学といった新しい分野で世界をリードし
てきたことも注目に値する。
本格利用の段階に入ってからも、SACLA 施設としては､ 利用の裾野を拡大するための試みを継続してい
る。そのひとつが、
「SACLA 産学連携プログラム」であった（後に「SACLA 産業利用推進プログラム」へ
と引き継がれる）
。これは、学術界のユーザーの協力を得て、産業界のユーザーが XFEL 利用の経験を積む
とともに、施設側が産業利用推進のための体制作りを整えることを目的としていた。このプログラムが功を
奏して産業界からの利用が増加し、成果専有課題の実施にもつながった。他にも、若手研究者の育成を目的
として「SACLA 大学院生研究支援プログラム」を実施している。SACLA の現場を体験することで若手自
身の成長が大きく促されるとともに､ 所属する大学の研究室との連携の強化や､ 施設スタッフへの刺激など､
極めて大きなメリットがあった。
本講演では、SACLA の供用開始から約 5 年が経過した節目の時期に、これまでの利用研究の歩みを振り
返る。新たな XFEL 施設が世界で次々と生まれている現在、あらためて SACLA の利用研究について考え、
今後の方向性を議論する必要がある。また、SACLA の利用研究の立ち上げに SPring-8 での経験が大きく活
かされたように、SACLA で培われた経験は SPring-8-II へと引き継がれるであろう。特に、ユーザーとの
協力体制や既存光源の有効活用などの経験は、世界各地で計画が進む次世代光源の利用研究を開拓する上で
も大きなヒントを与えるものである。引き続きユーザーの皆様からの支援をお願いしたい。
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海外施設の動向と国際戦略
高輝度光科学研究センター
矢橋 牧名
本講演では､ 海外の放射光･XFEL 施設の動向を紹介しながら､ SPring-8/SACLA の今後の国際戦略につい
て議論したい｡
海外施設の例として､ ESRF (大型第 3 世代放射光施設)､ Swiss Light Source (SLS) @PSI (中型第 3 世代放
射光施設)､ LCLS@SLAC (XFEL 施設) をとりあげる｡ ESRF は､ 1994 年に､ 最初の大型第 3 世代光源とし
て利用を開始した｡ メンバー国 13 ヶ国 (+アソシエイト国 8 ヶ国) が出資を行ない､ Director General (所長)
と Council (評議会) のもと運営が行なわれている｡ ESRF は､ 利用開始直後よりいくつかのパイオニア的な
業績をあげてきたが､ 後発の施設群が台頭する中で､ 2009 年より､ 現所長の Francesco Sette の指揮のもと､
組織改編と施設の高度化を精力的に実施している｡ 特に､ Council の諮問機関である SAC (サイエンス･アド
バイザリー･コミティ) の勧告を受けながら､ ビームラインのスクラップ&ビルドを計画的に実施し､ 国際競
争力の保持と向上に努めている｡ さらに､ 世界ではじめての超低エミッタンスリング (150 pm.rad) へのア
ップグレードに挑んでおり､ 1 年間のシャットダウンを経て､ 2020 年から新リングの運用を開始する予定で
ある｡
SLS は､ 日本発の真空封止アンジュレータの技術をいち早くとりいれた中型第3 世代放射光の嚆矢であり､
2.4 GeV という低エネルギーながら硬 X 線までカバーしている｡ 大きな特徴として､ ターゲット･マーケット
を明確に定めた戦略的な運営があげられる｡ また､ スイス･アールガウ州の産業イノベーションの拠点として､
産業との連携も極めて密に行なわれている｡ さらに最近､ PSI キャンパス内に､ SACLA 方式のコンパクト
XFEL コンセプトに基づくSwissFEL が建設された｡ 超高速光化学･光物性を中心とした先端分野の開拓が加
速されるであろう｡
LCLS は､ 最初のXFEL 施設として､ 2009 年より利用を開始した｡ これまで順調に成果を創出してきてい
いるが､ SACLA の運用の成功や European XFEL の利用開始を控えて､ 早くも LCLS-II というアップグレ
ードプロジェクトを計画し､ 実施している｡ 一つの柱として､ 超伝導ライナック (4 GeV) を新規に整備し､
最大 1 MHz の高繰り返しの軟 X 線 FEL の実現を目指している｡ このマシンは､ 2020 年に利用を開始する
予定であるが､ さらに超伝導モジュールを追加して､ 高繰り返しの硬 X 線 FEL につなげるという計画
(LCLS-II-HE) も真剣に検討されている｡
このように､ 激しい国際競争のもと世界の情勢は目まぐるしく変わっている｡ SPring-8 は､ 我が国の社会
的要請に将来にわたって応え続けていくことが求められている。 アップグレードの検討にあたっては､ 国際
的な動向をきちんと把握し､ 狙いをしっかり定め、計画を立案し、準備していくことが極めて重要である｡こ
のための素材を提供しながら､ SPRUC 会員の皆様とともに議論を深めていきたい｡
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X 線磁気円二色性分光による電圧制御型スピントロニクスデバイスの研究
大阪大学大学院基礎工学研究科
三輪真嗣
電子の電荷とスピン自由度を利用するスピントロニクスには期待が寄せられている。期待の一部は強磁性金
属と非磁性絶縁膜の積層膜から構成される磁気トンネル接合の不揮発性メモリーに向けられている。磁気トン
ネル接合を不揮発性メモリーに応用するには強磁性体の磁化反転手法確立が必須である。直径数十 nm の強磁
性金属磁化反転にはスピン流磁化反転 1)が用いられてきたが、磁化反転に Landauer 限界の 107 以上ものエネ
ルギーを必要とする。そこで電流を流さず電圧のみにより磁化を操作する電圧スピントルク

2,3)の研究が注目

されている。
スピン流磁化反転には修正Landau-Lifshitz-Gilbert 方程式 4)を用いた半古典的考察が有効だが、
電圧スピントルクは界面垂直磁気異方性の電圧変調

5,6)であるため材料開発には界面電子状態の研究が重要と

なる。
なお、
報告されている電圧スピントルクは異方性エネルギーに換算すると100 fJ/m2/(V/m)程度であり 、
熱安定性を担保した強磁性体の磁化反転には 10 倍以上の電圧スピントルクが必要である。
界面垂直磁気異方性は軌道磁気モーメントと関係がある 7)。従って電圧スピントルクも軌道磁気モーメント
の評価が重要と考え、我々は 2011 年から X 線磁気円二色性(XMCD)分光を用いた研究を大型放射光施設
SPring-8 で始めた。まずは測定に耐えうる高品質デバイスの作製から始め 8)、多層膜の初期酸化状態により電
圧誘起酸化還元反応が生じ得ることを FeOx/MgO 接合に対する Fe 吸収端の XMCD 分光により示した 9)。こ
の電圧誘起酸化還元反応は磁気異方性変化増大につながることがわかったが、熱活性過程が必要であるため応
答速度がサブミリ秒と遅く磁気メモリー応用は困難である。
そこで我々は高品質な V/Fe/MgO 接合を開発し、
この接合では電圧誘起酸化還元反応は起きず、電圧スピントルクは純粋に磁性体表面の電子増減や再配列によ
ること示した 10) 。次に我々は Fe/MgO 界面に Pt を 1 原子層挟んだ Fe/Pt/MgO 接合を開発し、Fe/MgO 接
合より数倍大きな 140 fJ/Vm の電圧誘起磁気異方性変化を得た。さらに Pt 吸収端の XMCD 分光により
Fe/Pt/MgO 系での界面垂直磁気異方性及び電圧誘起磁気異方性変化は軌道磁気モーメントに加えて磁気双極
子モーメント(Tz 項)及びその電圧誘起と密接な関係があることを見出した 11,12)。金属/絶縁体界面における電界
誘起 Tz 項はスピン反転励起を通じて磁気異方性を変化させる 13)。今後はこの Tz 項誘起機構をより大きく取り
出し、巨大電圧スピントルクを示す材料の開発が期待される。
本研究の一部は革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)及び科研費新学術領域研究ナノスピン変換科学の
支援により行われた。本研究は大阪大学の Frédéric Bonell 氏、松田健彰氏、塚原拓也氏、河辺健志氏、鈴木
義茂氏、縄岡孝平氏、後藤穣氏、産業技術総合研究所の野崎隆行氏、塩田陽一氏、湯浅新治氏、高輝度光科学
研究センターの中村哲也氏、鈴木基寛氏、小谷佳範氏、豊木研太郎氏らとの共同研究成果である。
参考文献
1) J. A. Katine et al., PRL 84, 3149 (2000).

2) Y. Shiota et al., Nat. Mater. 11, 39 (2012).

3) T. Nozaki、SM et al., Nat. Phys. 8, 491 (2012). 4) J. C. Slonczweski, 159, L1 (1996).
5) M. Weishet et al., Science 315, 349 (2007).
7) P. Bruno, PRB 39, 865 (1989).

6) T. Maruyama et al., Nat. Nano. 4, 158 (2009).
8) F. Bonell, SM et al., Surf. Sci. 616, 125 (2013).

9) F. Bonell, SM et al., APL 102, 152401 (2013). 10) S. Miwa et al., APL 107, 162402 (2015).
11) S. Miwa et al., Nat. Commun. 8, 15848 (2017). 12) M. Suzuki, SM et al., APEX 10, 063006 (2017)
13) G. van der Laan, J. Phys.: Condens. Matter 10, 3239 (1998).
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放射光 X 線で探る地球深部：地球の核組成の制約に向けて
東北大学大学院理学研究科地学専攻
坂巻竜也
地球内部構造は表層から岩石質の地殻とマン
トル、そして金属の核と分類されており、さらに核
は液体である外核と固体である内核に分けられ
る。地球最深部に位置している核から直接試料
を入手することは不可能であるため、地震波観
測などの地球物理学的探査によって地球核を調
べるようとする試みがなされてきた（図１）。地球
核の組成を決定するためには、観測された地球
核の物性と合致する物質を見つけ出す必要があ
る。そこで地球深部環境を模擬した高温高圧条
件下で地球核を構成している鉄や鉄合金の物性
を測定し、比較することが重要となる。

図 1． 地震波速度観測に基づく地球内部の密度・速度分布．

図２．BL35XU ハッチ内の測定装置．
地球核条件を再現するためには高温高圧発生装置として
レーザー加熱式ダイアモンドアンビルセルを用いる必要が
ある。ただし、その試料サイズは十数μm 程度と極めて小さ
いため、物性測定には放射光 X 線の利用が不可欠である。
本研究では BL35XU（図２）で X 線非弾性散乱・X 線回折を利
用し、鉄や鉄合金の音速(縦波速度)・密度測定に成功した（図
３）。実験で得られた結果を地震波観測データと直接比較す
ると、鉄は縦波速度と密度が共に、実際の地球の内核より高
い値を示すことが明らかになった。つまり、内核中に含まれ
ている鉄以外の元素は、鉄の縦波速度と密度を共に減少さ
せる必要がある。これは地球内核の組成に制約を与える上
で極めて重要な研究成果である。地球化学的な知見と組み
合わせることで、地球内核に含まれる軽元素としては、水

図３． X 線非弾性散乱スペクトルの例．

素・珪素・硫黄である可能性が高いことを突き止めた。

7

セッションⅤ SPRUC YSA 受賞講演

SPring-8シンポジウム2017

O-08

SPRUC ナノデバイス科学グループに関する目標と進捗状況
京都大学化学研究所
小野輝男
Peter Grünberg と Albert Fert がノーベル賞を受賞した巨大磁気抵抗効果の発見以降、スピンと電荷の 2
つの自由度を利用する「スピントロニクス」の研究が急速に発展してきた。巨大磁気抵抗効果がハードディ
スクの読み取りヘッドに利用され、
トンネル磁気抵抗効果を利用した不揮発性磁気メモリが開発されるなど、
スピントロニクスは基礎現象の発見と理解がイノベーションに直結する産学共創の研究分野と位置づけられ
る。この分野は現在でも急速に発展しており、強磁性/非磁性界面におけるジャロンシンスキー守谷相互作用
の発現、ジャロンシンスキー守谷相互作用によるスカーミオンなどのトポロジカルスピン構造の創製、強磁
性/非磁性界面におけるスピン軌道トルクの利用、電場による磁性制御など、基礎科学的かつ工学的にも重要
な数々の進展が見られる。これらの近年の発見は、超省電力不揮発性磁気メモリやマイクロ波発振器の実現
へ直結すると期待されているが、基本的なメカニズムは多くの部分で未解明であり、デバイス実現へ向けて
は、構造・電荷・スピンのミクロな観点からの現象解明が不可欠である。
このミクロな観点からの現象解明には SPring-8 に代表される放射光施設の利用が極めて有用と考えられ
るが、これまでは個々の研究者が研究者自身の専門性に限定された独立した研究を行ってきたといえる。こ
の場合、SPring-8 の貴重なビームタイムを利用して得た実験事実は、半年以上を経過してから学会の場で断
片的な情報として知ることも少なくない。しかし、この情報の遅延が、激化する国際競争においては深刻な
問題となり、より先端的な材料やデバイスの計測計画において SPring-8 の利用を阻んでいる。材料開発、
物性研究、デバイス開発が同時並行的に行われることが特徴のスピントロニクス分野においては、このよう
な利用における制度上の課題を解決するために、これまでの個人研究の枠組みを超えて、複数のチームで包
括的に先端材料や先端デバイスを解析してゆく放射光利用の新分野を創成することが必須である。
SPring-8 の利用により発展が見込まれる新たな学際領域・境界領域を開拓することを目的としてを創成さ
れた SPRUC の「分野融合型研究ナノデバイス科学グループ」は、上述の複数のチームで包括的に先端材料
や先端デバイスを解析してゆく放射光利用の新分野を創成するという課題に取り組むための枠組みとして最
適である。この課題を解決するためのプロジェクトとして、2015B 期より新分野創成利用「ナノスケール実
スピンデバイス開発に向けた新しい放射光利用（代表責任者：大野英男（東北大学）
）
」が実施されている。
本プロジェクトによって、効率的研究が行われるとともに、研究者相互の触発によるシナジー効果により、
新しい視点での研究が展開され、複数のチームで包括的に先端材料や先端デバイスを解析してゆく放射光利
用の新分野創成のための基盤が構築された。講演では本プロジェクトで得られた主な成果を示し、ナノデバ
イス科学グループの今後の展望を議論する。
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SPring-8 の目指す将来
SPRUC 分野融合研究（実用）グループの取り組み
「固液界面構造解明と可視化および構成物質間のダイナミクス」
新分野創成利用課題として
代表 高尾正敏

SPring-8 は 1997 年10 月の供用開始後、
今年で 20 年を迎える。
ユーザー組織も建設
期、供用初期においては利用者懇談会が、
５年前からは、SPRUC へと進化変遷して
きた。利用懇時代から継続した利用に関す
る測定要素技術を核とする、あるいは研究
領域のコミュニティを基とする研究会組織
が活動しユーザー相互の研究連携を推進し
てきた。一方その間求められる利用成果の
質も変化している。測定手段や研究者コミ
ュニティ中心に加えて、手段・伝統的学術
領域を跨がって総合的にサイエンス・エン
ジニアリングを理解するために、SPring-8 の複数 BL を使い倒すことが期待されるようになってきた。その
ためには分野・要素技術間の共同作業が必要となる。従って、在来の研究会組織と異なる体制を構築し、分野
融合研究推進することがが求められた。
本実用グループは、上記目的のために実験的な取り組みとして、環境エネルギー関連の物質系の国家プロジ
ェクトの中で共通の課題となっている固液界面に注目し、それ中で、特に現実の実用･応用の現場ニーズから
のバックキャストを意識して、液体側の構造と物性に特化して課題解決を目指すこととした。そのための
SPRUC 内研究実行体制と施設側の新分野創成利用支援体制を工夫した。
固液界面付近の物理・化学現象は非常に多く存在するが、プログラムとしては、図右側に示す実用途に注目
し、それらの液体側の現象・物性解明に放射光を活用する。固体側はすでに方法論が確立していることが多く、
研究がなされている。液体側はマクロな熱力学とミクロな構造特性の紐付けが十分でなく、SPring-8 の複数
のの X 線装置の利活用が、新たなサイエンスとしての紐付けを推進することを期待して活動することとした。
2016B 期に新分野創成利用制度に応募し、2018A 期までの利用が採択され、実験を継続中である。途上で
あるので、報告する纏まった成果はないが、順次報告していく予定である。研究テーマは到底２年で完遂でき
るほど生やさしいものではないが、SPRUC あるいは SPring-8 全体でリスクを取って推進すべきテーマであ
る。すなわち、分野融合に適したものである。現在は、代表者が協力者にお願いして、研究チームを編成して
いるが、SPRUC の事業であるので、分野融合の為にも全ての会員に参画が開かれていることは勿論であるが、
新たなニーズとシーズを有する新規ユーザーに参画していただけるような運営に心がけていることを確認し
ておく。その姿勢が SPring-8-Ⅱへにも繋がると考えている。
注）固液界面が重要である例：高性能二次電池、燃料電池、不均一系化学反応触媒、メッキ、金属・合金構
造材の腐食 等々
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先端エネルギー材料研究と放射光
広島大学大学院工学研究科
市川貴之
フランスで開催された COP21 における「パリ協定」を背景に，日本政府は 2013 年度比で 2030 年までに
26%，2050 年までに 80%の温室効果ガス削減目標を掲げている。多少の二酸化炭素排出オフセット取引があ
るにせよ，これはとりもなおさず，日本国内で消費されている一次エネルギーを，化石燃料から原子力あるい
は再生可能エネルギーに大きく転換することを意味する。福島事故を受けて，原子力の利用は技術的な問題と
いうよりは政治的判断にゆだねるフェーズにあるため予断を許さない。このため，地域地域によって条件が異
なるだけでなく，日々や季節の周期的変化を伴い，かつエネルギー密度の著しく低い再生可能エネルギーを，
現実的なコストで利用できる技術を早急に開発することが上記目標を達成可能な解としてとらえられている。
水素は，様々な一次エネルギーから比較的高効率で変換可能であり，二次電池と異なって，その輸送や長期
貯蔵が可能である。一方で二次電池は充電放電に伴うエネルギーのロスが水素を介する場合と比べて小さく，
現在においても多くのモバイル機器や電気自動車に利用されている。こうした中で，水素ガスは体積当たりの
エネルギー密度が著しく小さいため，材料を用いた水素貯蔵の方法が期待されており，一方で高容量リチウム
イオン二次電池といえど，電気自動車を 100km 走行させるのに，約 10kWh という電力を必要とするために，
100 ㎏程度の二次電池が必要である。このため，水素貯蔵材料および二次電池材料のエネルギー密度の向上が
強く求められている。
我々のグループでは様々な物質に焦点を当て，次世代型の水素貯蔵材料および二次電池の研究開発を進めて
きた。その中でも水素化マグネシウムは，水素貯蔵材料および二次電池材料の双方で高く期待されている物質
であるため，本講演ではこのこの材料の能力および開発の経緯について，ご紹介させていただきたい。
そもそも水素化マグネシウムは，重量比で７％以上の水素貯蔵量を示す。水素キャリアとして現在注目され
ているメチルシクロヘキサンのそれが６％程度であるため，非常に高い水素貯蔵量を示すことが分かる。しか
しながら，マグネシウム自体，水素に対して安定な表面を持つことから，水素分子と金属マグネシウムの反応
性は乏しく，一般的に 400 ℃以上の高温にさらさないと水素化反応が進行しないことが知られている。ここ
に，反応速度を向上する触媒となる物質を微量添加することにより，反応性が著しく向上し，室温以下でも急
速に水素化反応が進行することを報告してきた[1-5] 。この触媒として，五酸化二ニオブが最適との報告をし
てきており[1-3]，放射光を用いた X 線吸収分光によるキャラクタリゼーションも行ってきた[2]が，最近にな
って，酸化物だけでなく各種塩化物も同様の性能を示すことがわかってきており[4,5]，その触媒作用のメカニ
ズム解明に迫りつつある。一方，水素化マグネシウムは，2Li + MgH2 ↔ 2LiH + Mg の反応によって，リチ
ウムイオン二次電池の負極特性を示すことも報告され[6]，その後，全固体化と高いサイクル特性を示すこと等
を我々のグループから報告してきた[7]が，その反応の詳細は未だに明らかになっていない。講演ではこうした
開発の経緯や，最新の結果あるいは放射光への期待について紹介したい。
参考文献
1) Hanada, et al., J. Alloys Compd. 420, 46-49, 2006, 2) Hanada, et al., J. Phys. Chem. C, 113,
13450-13455, 2009, 3) Kimura, et al., Int. J. Hydrogen Energy, 38, 13728-13733, 2013, 4) Kumar, et
al., Int. J. Hydrogen Energy, 42, 6152-6159, 2017, 5) Jain, et al., J. Mat. Chem. A, 5, 15405–
15986, 2017, 6) Oumellal, et al., NATURE Mat. 7, 916-921, 2008, 7) Zeng, et al., ACS Appl. Mat.
Interfaces, 9, 2261-2266, 2017
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次世代シリコンナノエレクトロニクスのための
マイクロ回折法による局所ひずみ構造の分析
1

名古屋大学大学院工学研究科、2 高輝度光科学研究センター、3 名古屋大学未来材料・システム研究所
中塚 理 1, 3、池 進一 1、竹内 和歌奈 1、今井 康彦 2、木村 滋 2、財満 鎭明,3

次世代シリコンナノエレクトロニクス技術において、結晶中の局所ひずみを用いたエネルギーバンド構造の
制御に基づく、キャリア移動度の向上や光電子特性の改善などが活発に検討されている。ひずみゲルマニウム
（Ge）は、局所的なひずみ印加によって、従来のひずみシリコンを越える電子、正孔移動度の向上が期待でき、
省電力あるいは高速トランジスタ実現のための有望な候補材料の一つである[1]。我々は、微細加工した Ge 表
面にゲルマニウム錫（Ge1–xSnx）混晶を形成し、両者の格子定数差を利用して Ge に局所的なひずみ印加を試
みた。さらに、この微細構造に生じる局所ひずみの放射光マイクロ回折法による詳細分析を行った[2,3]。
Ge(001)基板上に形成した SiO2 層を、電子線リソグラフィも用いてパターニングし、さらに異方性ドライエ
ッチングを施して、幅30～100 nm、間隔 500 nm の極微細線構造を作製した。細線はGe 基板の[11� 0]方向に

沿って形成した。試料表面を清浄化後、有機金属化学気相成長（MOCVD）法を用いて設計 Sn 組成 3%およ
び 6%の Ge1–xSnx 混晶層を形成した。MOCVD 法の詳細については、参考文献も参照されたい[4,5]。

作製した試料に対して SPring-8 のビームライン BL13XU においてマイクロ回折測定を実施した。結晶モ
ノクロメータによりエネルギー8 keV（波長0.155 nm）に単色化した放射光を、フレネルゾーンプレートおよ
びピンホールを用いてビーム径 0.16×0.20 μm2 に集光し、試料表面に照射した。回折光を CCD カメラによっ
て計測し、マイクロビーム照射領域における２次元逆格子空間マップ（2DRSM）を取得した。
本測定においては、Ge 細線の長軸方向に対して垂直方向からマイクロビームを照射し、Ge1� 1� 3非対称面の
Bragg 反射付近の 2DRSM を測定した。パターニングを施さない Ge 平面上に Ge1–xSnx 層を形成した試料、

および微細加工された Ge 細線を Ge1–xSnx 層で挟んだ試料から得られた 2DRSM をそれぞれ図 1(a)および
1(b)に示す。平面の Ge1–xSnx 層/Ge 試料からはpseudomorphic に成長したひずみ Ge1–xSnx エピタキシャル層

および Ge 基板に起因する回折ピークが明瞭に観測される。一方、微細加工 Ge1–xSnx 層/Ge 試料においては、
これら 2 つのピークの中間にひずみ Ge 細線に起因する弱い回折ピークを観測できる。これは、Ge1–xSnx 層に
挟まれた Ge 細線における一軸性の圧縮ひずみの発生を示している。異なる Sn 組成、細線幅の試料について
測定を行った結果、Sn 組成の増大、細線幅の減少に伴うひずみ量の増大が明らかとなり、キャリア移動度向
上に有望な最大 1.2 GPa の圧縮応力の印加が実証された。

(a)

謝辞

GeSn
Ge基板

本研究の一部は、JSPS 科研費・基盤研究 S（課題番号

行われた。また、マイクロ回折測定は BL13XU において実
施された。
（課題番号2015A1874 および 2015B1813）
参考文献
1) S. Zaima et al. Sci. Technol. Adv. Mater. 16, 043502 (2015).
2) S. Ike et al., Appl. Phys. Lett. 106, 182104 (2015).

Sn5.4%

逆格子, Qy//[001] (1/nm)

ア技術開発』の支援の下、産業技術総合研究所の協力により

GeSn
(b) Ge基板

Sn5.6%

26220605）の支援を受けて実施された。試料作製の一部は、
FIRST プログラム『グリーン・ナノエレクトロニクスのコ

(b)

逆格子, Qx//[110] (1/nm)

3) S. Ike et al., ECS Trans. 75, 769 (2016).
4) Y. Inuzuka et al., ECS Solid State Lett. 4, P59 (2015).

5) Y. Inuzuka et al., Thin Solid Films 602, 7 (2016).
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図1 (a) Ge1–xSnx層/Ge基板試料および (b) 微
細加工した Ge1–xSnx 層/Ge 試料における
Ge1� 1� 3 Bragg 反射付近の 2DRSM 測定結果。
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次世代エンジン開発における X 線噴霧計測技法の活用と課題
国立研究開発法人産業技術総合研究所
文 石洙
脱石油化、温暖化の抑制は世界共通の課題であり、従来エンジンの超高効率化による低炭素・グリーン社
会の実現が急務である．これまでのエンジン開発には、運転時に想定される全ての条件を実験的方法で解析
することは非効率的・非現実的であることから、理論モデルに基づく噴霧・燃焼数値計算が併用されてきた．
燃料噴霧の物理現象をモデル化し数値解析に適用するためには、ノズル内部および近傍の噴霧基部に関する
情報が最も重要であるが、これまでのレーザ光学に基づく計測技法では噴霧基部の超高速・高密度流動の正
確な情報を得ることが困難であった．
本研究グループは、X 線を用いたノズル内部および近傍流動の高度解析による噴霧形成メカニズムの解明
と理論モデルの構築、更には次世代クリーン・高効率エンジン開発への貢献を目標とし、SPring-8 および
APS の高輝度 X 線源を用いて研究を行ってきた．これまでの研究より、ノズル内部および近傍流動の定量
解析を可能とする新たな計測技法（図 1 参照）を開発しつつ 1)、燃料噴霧の形成を支配する物理因子に関す
る新たな知見と予測モデルを研究社会に提示してきた 2,3)．これまでの研究の独自性と成果は、自動車研究社
会にて大きく認められているが、まだ解析できていない様々な物理因子の計測が今後の重要な課題となって
おり、それに関する持続的な研究が必要である．
本発表では、これまで構築してきた代表的な X 線噴霧計測技法と、評価可能なノズル内部および近傍流動
の計測項目について紹介する．また，X 線噴霧計測技法から生み出した研究成果と産業技術開発への貢献に
ついて紹介する．最後には、今後進めていくべきの X 線噴霧計測の課題について議論する．
<③噴流分裂、 ④初期粒子解析>

単一露光
100ps

165.2 ns
周期

3重露光

<①内部針弁挙動、 ②内部流動構造解析>
針弁
[Hole
sac1]
δ

ノズル

<⑤噴流ダイナミクス解析>

Cavitation
Thickness (δ)

図 1． X 線を用いたノズル内部および近傍流動の解析技術
参考文献
1) S. Moon et al., Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 68, pp. 68-81, 2015.
2) T. Li et al., Fuel, Vol. 190, pp. 292-302, 2017.
3) S. Moon et al., Energy, Vol. 127, pp. 89-100, 2017.
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高エネルギーX 線全散乱による
非晶質材料の動的構造変化計測の実現へ
（公財）高輝度光科学研究センター・利用研究促進部門
尾原 幸治
高エネルギーX 線を用いた全散乱計測・Pair Distribution function (PDF) 解析は、ガラスや液体など平均
構造が乱れた非晶質材料から、歪みや積層欠陥などを含む結晶材料の構造解析まで適用範囲は広い。そのよう
な解析を定常的に実施可能にするために、SPring-8 の共用ビームライン BL04B2 は非晶質材料をメインター
ゲットとし、高強度・高エネルギーX 線を活かした全散乱計測環境を整備している。しかし、非晶質材料の弱
い散乱を広い波数領域で検出することを目的として強度重視の（ミラーを入れない）光学系を採用しているた
め、PDF 解析を行う際はエネルギー分解可能なポイント型検出器により、高次光の除去が不可欠であった。
そのため、これらの計測は現状、数時間の測定時間を要し、
それ以下の時間スケールに対する、非晶質材料の構造と物
性を関連づける解析技術が望まれていた。
本講演では、このような非晶質材料の時分割構造解析に
関する課題を踏まえ、全散乱計測の検出器をポイント型検
出器から大面積 2 次元検出器に更新し、検討した結果につ
いて紹介する。2016 年上期は BL04B2 にて 61keV の高
エネルギーX 線を使用し、Dectris 社より 貸し出された
CdTe 2 次元検出器：Pilatus3 CdTe-300K にて、シリカガ
ラスの構造因子 S(Q)を取り出すことに成功している。図1
へ PDF 解析した結果を示す。Si-O、O-O、Si-Si 相関とも
に Si-O ガラス特有の局所構造情報を取り出せた。したが
って 2 次元検出器による測定により、高い Q 領域での統

図 1． 2 次元検出器を用いた SiO2 ガラスの PDF
解析（赤線：Pilatsu 3 CdTe-300K の結果。青丸：
既存 0 次元検出器による 8 時間測定の結果）

計精度が分オーダーで十分であることを確認した。さら
に、2016 年下期には BL10XU にて 60keV の高エネルギ
ーX 線を使用し、PDF 解析の時間分解能を評価したとこ
ろ、図 2 へ示すように50 ミリ秒でも十分な統計精度の構
造因子を取得できる結果を得た。したがって、SPring-8 に
おいて ID ビームライン & 2 次元検出器を用いた全散乱
計測環境を整備することにより、非晶質材料の秒オーダー
の動的構造変化観察が確実に可能となる。
現状、非晶質材料の時分割全散乱計測・PDF 解析は
SPring-8 において始まったばかりである。この整備の完
成により、これまで推測していた非晶質材料の構造変化を
秒・分オーダーで直接観測できるようになり、基礎研究か
ら産業応用へも波及効果を与える。講演では、2017 年上
期における本整備の状況と、全固体電池用非晶質（ガラス）
電解質の合成過程を観察した結果について紹介する。
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図 2． BL10XU において、2 次元検出器を用い
て測定した SiO2 ガラスの構造因子の測定時間依
存性。
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マイクロ X 線ビームを使った硫化水素の高温超伝導相の結晶構造解析
大阪大学 基礎工学研究科 附属極限科学センター
清水 克哉
硫化水素を 150 万気圧以上に圧縮することで、200 K の高温超伝導体が生成できることが、2014 年 12 月
に Eremets らによって airXiv に報告された 1)。高圧力下ではあるものの、20 年間以上停滞していた超伝導転
移温度の最高温度の記録を大幅に更新した衝撃的な結果は、瞬く間に世界の当該研究者に注目された。しかし、
同時にこの硫化水素の加圧によってえられた超伝導の ①正体は何なのか、②そもそも本物なのか、を明らか
にする実験が求められてきた。我々は、いち早く Eremets らと協力し、以下の 3 つの実験を行った。
（1）
Eremets らがセットした試料の入った高圧装置を、阪大の冷凍機および電気抵抗測定装置を用いて電気抵抗
の温度依存性を測定して、airXiv と同じ結果を得た。
（2）このEremets らの試料を用いて、SPring-8 におい
て結晶構造を明らかにした。
（3）我々が独自にセットした試料において超伝導転移をほぼ再現した。このうち、
（2）の SPring-8 におけるマイクロ X 線ビームを用いた結晶構造解析実験が、①および②に対して決定的な
こたえを出した。
X 線回折実験のために、Eremets はドイツで 4 つの試料（圧力の異なる DAC でうち2 つは硫化重水素）を
準備してそれぞれが超伝導を示すことを確認した上で、SPring-8 に持ち込んだ。図 1 は SPring-8 で行われ
た、X 線回折実験のセットアップを示す。まず、冷凍機で冷却して超伝導転移を確認し、その温度前後におい
て構造解析を同時に行った。超伝導転移温度前後における結晶構造は同じであり、Cui らの理論計算から予測
された結晶構造 2)を再現しており、硫黄原子が体心立方で配置する構造であることが分かった 3)。マイクロ X
線ビームを用いて試料中をスキャンすると、H2S が分子解離して生成した H3S と単体硫黄の試料内分布が明
らかになり、その回折パターンを解析することで、H3S の構造を特定することにつながった。

図１．低温高圧力下X 線回折実験の
概要
マイクロ X 線ビームは右から入射
し、真鍮色の高圧力発生装置（DAC）
中の試料の任意の位置に照射でき
る。回折像は左のフラットパネル検
出機により収集される、
（実際の回
折線を写真上に重ねて表示した）
。

参考文献
1) A. Drozdov et al., arXiv:1412.0460 (2014), arXiv:1506.08190 (2015), Nature 525, 73 (2015).
2) Y. Li et al., J. Chem. Phys. 140, 040901 (2014). D. Duan et al., Sci. Reports 4, 6968 (2014).
3) M. Einaga et al., arXiv:1509.03156v1 (2015), Nature Physics (2016) doi:10.1038/nphys3760.
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超高分解能 X 線構造解析によるタンパク質価電子の可視化
京都大学大学院理学研究科
竹田一旗
タンパク質の構造情報は基礎的な生化学研究のみならず、
薬剤や新素材の開発においても利用されている。
これまでに決定されたタンパク質の構造は、人類の共通資産としてデータベース（Protein Data Bank）に
登録されている。これらのほとんどは X 線結晶解析法により決定されたものである。登録件数は、現在まで
に 10 万件以上にのぼる。しかしながら、タンパク質の X 線構造解析では分解能が高くても 1.5 Å 程度にと
どまっているため、機能に密接に関与している原子の化学状態を電子密度から直接判別することは不可能で
ある。このため、基礎データとしての有用性にも限界が生じている。しかしながら、近年の放射光施設の高
度化により、このような状況が改善されつつある。放射光からの高輝度な高エネルギーX 線は、高精度かつ
高分解能な回折データの測定を可能にする。0.8 Å 以上の高分解能な X 線回折データを測定することができ
れば、タンパク質中におけるペプチド結合や補因子の結合電子や非共有電子対、金属中心の d 電子など、価
電子の分布を実験的に決定することが可能である（図 1）
。さらには、電子密度のトポロジー解析をおこなう
ことで結合エネルギーや結合次数、水素結合の性質についての情報を得ることも可能である。したがって、
通常の分解能の場合とは異なり、低分子から予想される化学状態とは異なる箇所を検出することができる。
講演では、SPring-8 における回折データ収集や電荷密度解析の方法、そこから得られるさまざまな知見に
ついて、われわれの最近の成果（1，2）を中心に紹介し、電荷密度解析が今後のタンパク質科学にもたらす
インパクトについて議論する予定である。

図 1．タンパク質中での価電子の分布を表すStatic deformation マップ（∆𝜌𝜌(r) = ∑𝑗𝑗 �𝜌𝜌MAM �r-r𝒋𝒋 � − 𝜌𝜌ISAM �r-rj ��）。

（文献1）
。
（A）高電位鉄イオウタンパク質（HiPIP）のFe4S4 クラスター近傍（0.48 Å 分解能）
（文献2）
。
（B）NADH-シトクロム b5 還元酵素（b5R）のFAD 近傍（0.78 Å 分解能）

参考文献
1）Y. Hirano, K. Takeda, & K. Miki, Nature, 534, 281−284 (2016).
2）K. Takaba, K. Takeda, M. Kosugi, T. Tamada, & K. Miki, Sci. Rep., 7, 43162 (2017).
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