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マイクロ・ナノイメージングと生体機能研究会メンバーのアクティビティ 
1東海大・工学部、2東北大・多元研 

1伊藤 敦、2百生 敦 

1. 活動目的： 
本研究会は、主に生体の高次機能解明のための構造観察を目的として、マイクロ・ナノイメージングをキーワード

に、位相コントラストイメージング、3次元観察のためのX線トモグラフィ、回折顕微法、特定元素の分布を明ら

かにする高分解能蛍光X線分析など、イメージング技術の開発、整備、生体試料観察への活用を目的としている。 
2. 研究分野と成果： 
メンバーは、用いるイメージング手法、研究対象によって非常に幅広い分野にわたっている。ここでは、以下のイ

メージング手法分野について、この1年間の研究成果をサーベイする。 
1) 吸収イメージング：厚い試料の微細構造を高分解能で3次元観察する手法は、様々な生体試料に適用されて

いる。例えば、脳組織の神経回路網の3次元構造解析はその特徴を最も生かした対象の一つである。水谷ら

は、染色なしの凍結乾燥試料において軸索がX線吸収係数の違いから描出できることを見いだした。これは

軸索を構成するミエリンに含まれる脂質によるものと考えられた。 
峰雪らは、BL20B2のマイクロCTによる種子吸水過程の観察から、細胞は新たな生合成なしに吸水初期

の急激な体積増大に伴う細胞表面積の増大を可能にしていることを明らかにしてきたが、今回、その原因に

ついて、BL47XUを使って調べた結果、乾燥種子胚を構成する細胞の細胞壁に折りたたまれていると思われ

る構造を発見した。 
2) 位相イメージング：生体は軽元素から構成される軟組織のため、その微小な構造変化は、吸収より位相に敏

感に反映する。松尾らにより、タルボ位相イメージング法を用いた骨組織がBL20XUにおいて行われてきた

が、今回はBL37XUを利用してマウス耳小骨において、軟骨が骨に置換されていく過程を画像化することが

できた。その際に、特殊な骨芽細胞が働いていることも示唆された。また、BL37XUでは20XUに比べて分

解能の向上、広視野化により生命科学の要求にさらに近づくことが実感された。この研究に関連して、位相

計測を基盤とした高度イメージング技術によって生命科学研究に貢献する百生量子ビーム位相イメージン

グプロジェクト（ERATO）についても紹介する。 
BL47XUではゼルニケ法により細胞内小器官の立体構造観察も行われた（八田ら）。クマムシは水分をほ

とんど失っても生存できる極限環境耐性生物であり、その乾眠状態の内部構造は多くの研究者の関心を引い

てきた。本研究では乾眠状態にある筋肉、表皮、腸、神経節などの内部組織、および体腔細胞内の細胞内小

器官である脂肪滴の立体画像化に成功した。 
その他、骨組織の画像化に関連して、SPring-8での成果ではないが、将来的にSPring-8でも実験が可能

になることを期待して、軟骨と骨の生化学的な違いをCa-K吸収端でのXAFSを用いて検討した研究につい

ても紹介する。 
3) 蛍光X線マッピング：銅の吸収障害が特徴的な難病であるメンケス病の治療に関連して、銅投与の効果を調

べるために銅の蓄積部位を蛍光X線マッピングにより調べた（松浦ら）。結果として、腎近位尿細管上皮、

消化管吸収上皮、肝、血管において有意な銅の蓄積・増加を認めた。本研究によって、銅投与治療のプロト

コールにおいて、銅の組織分布がはじめて評価することができた。また、治療中にみられる腎機能不全が近

位尿細管への銅沈着によることも判明した。 
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X線トポグラフィ研究会の活動と研究紹介 

X線トポグラフィ研究会 

梶原堅太郎、志村考功 

JASRI、大阪大 

 

X線トポグラフィは結晶中の高次構造、構造不均一の実空間分布をX線の回折・散乱によってコントラストをつけて可

視化しようとするイメージング手法である。結晶性物質内には単位胞から結晶の外形に至るまでの種々の階層レベルの

空間スケールにおいて様々の高次構造が存在することが知られており、それらがその物質の示す特性・機能と深く係っ

ている。高次構造の中でも特に、電子密度分布の差が小さく、X線に大きな位相変化をもたらすような構造変化（例えば転

位や積層欠陥のようなもの）を高いコントラスト比で且つ非破壊で可視化するときに威力を発揮する。 

X 線トポグラフィ研究会は SPring-8 立ち上げ時の X 線トポグラフィビームラインサブグループを引き継いだ形で設立さ

れ、SPRUCへの改編後も継続して活動を続けている[1]。本研究会の活動目的は X 線回折・散乱を用いたイメージング技

術の開発・改良とその利活用に関する科学・関連工学を探求することである。先端的 X 線トポグラフィ技術の開発におい

ては SPring-8 シンクロトロン放射光の大強度、高輝度、高エネルギー、高干渉性などの特徴を十分に生かし、空間分解

能、コントラスト比の飛躍的向上を目指し、また、材料中の欠陥や格子歪み分布の非破壊三次元可視化技術の開発を行っ

ている。また、その適用範囲を従来観察評価が困難であった有機結晶、極厚や極薄結晶(t>10mm,、100nm>t)、大面積ウェ

ーハ(∼300mmφ)、多結晶材料などにも広げている。 

研究会の具体的な活動としては、X線トポグラフィ及び関連技術に関する最新情報の交換と新規アイデアの醸成を目的

とした研究会全体会合を年１回のペースで開催している[2]。インフォーマルな会合として、新しい検出器の使用報告や国

際会議報告から最新の研究成果報告まで忌憚のない意見交換を行っている。また、この会合は Photon Factoryの X線ト

ポグラフィーユーザーグループと共同で開催しており、これらの施設だけでなく、九州シンクロトロン光研究センターも含

め国内の X 線トポグラフィに関する情報交換を行いその活性化に努めている。さらに、新規ユーザー向けの講習会の開

催や日本結晶学会誌の特集号「X線トポグラフィの進展」[3]にも協力し、その普及に貢献している。 

SPring-8におけるX線トポグラフィ実験は、主にBL08B2、BL16B2、BL20B2、BL20XU、BL24XUおよびBL28B2で実施

されている。ポスター発表では、最近の研究成果として白色X線マイクロビームを用いたMg-Zn-Y合金の変形挙動の観

察（図１）[4]や多波回折条件下におけるX線トポグラフィ観察技術の開発[5]についても紹介する。 

 

1)  飯田 敏、志村考功、梶原堅太郎、SPring-8 利用者情報、13, 50-55 (2008).  

2)  X線トポグラフィ研究会ホームページ http://www-asf.mls.eng.osaka-u.ac.jp/Xtopo/wiki/index.php 

3)  「特集 X線トポグラフィの進展」、日本結晶学会誌、54, 1-58 (2012). 
4)  S. Kimura, K. Kajiwara, and T. Shimura, Jpn. J. Appl. Phys. 55, 038002 (2016). 

5)  Y. Tsusaka et al., Rev. Sci. Instrum. 87, 023701 (2016). 
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放射光顕微分光による先端ナノ材料解析 

顕微ナノ材料科学研究会 

小嗣真人（代表：東京理科大）、渡辺義夫（副代表：AichiSR） 

大河内拓雄、木下豊彦（JASRI）、朝倉清高(北海道大学)、大門寛（NAIST） 

 
本研究会の目的は、顕微ナノ材料科学に関連する SPring-8 のビームラインに設置された装置群を十分に活用し、

微小領域の物性を直接明らかにすることで、豊穣な研究を展開することである。これまで本研究会では、オーソドッ

クスな光電子顕微鏡などの手法に加え、新しい光電子顕微鏡の開発も含めて、局所的な分光情報を得ることを大きな

目的として研究会を運営してきた。また赤外顕微鏡の研究者とも連携しながら様々な研究を進めてきた。 

 BL17SU においてはエネルギー分析型光電子顕微鏡（SPELEEM）を活用し、高い空間分解能（到

達空間分解能 22nm）と多様な分光モードを用いた解析が行われている。本装置を用いて、ナノ材料

をはじめとする物質研究から隕石などの惑星科学の分野まで多彩な研究が展開されている。最近で

は Ni/グラフェンの界面状態における PEEM 解析を行い、Ni がグラフェン層の下方に内部拡散して

いることを確認すると共に、グラフェンの層数に応じて Ni の拡散挙動に差異が生じていることを確

認できた [1]。 

 BL25SU の光電子顕微鏡（PEEM）装置では、Nd-Fe-B 薄膜における磁区構造および元素分布の同

視野観察により、Nd 添加に対する磁区構造評価の成果が報告された[2]。本装置はこの他、外場印加

や時間分解測定などの目的に特化した装置として運用されていたが、経年劣化による分解能低下や

絶縁不良等のトラブルが問題となっているため、2018A 期をもって供用を終了する予定である。並

行して、BL17SU の b ブランチにて高分解能の後継機種の導入が進められている。詳細は追って公

開する（進捗状況については BL17SU のポスターにて紹介の予定である）。 

 BL07LSU においては、回転楕円面メッシュ二次元表示型光電子分光装置（DELMA）の開発を行っ

てきている。この分析器は、光電子顕微鏡（PEEM）の機能を持つだけでなく、高エネルギー分解能

で 2 次元光電子放出角度分布を 1keV 程度でも測定できる機能が付加されている。最近、試料を冷却

できるようにマニピュレータを改造した。また、レンズを短くして全体をコンパクトにし、HAX-PES
のビームラインでも測定できるように改造を行った。 

 BL43IR では、赤外放射光の高輝度性を活かした広帯域顕微分光を行っている。波数は、近赤外から

遠赤外まで（10000〜100 cm-1、波長 1〜100 μm）をカバーする。従来、物理系の利用・成果が多く

報告されているが、最近では医学系、化学系、産業利用などの成果も報告され、利用が拡大している

[3][4]。 

また、本研究会は今年度も日本表面科学会放射光表面科学研究部会と合同でシンポジウムを開催する。

開催地は東京大学物性研究所（柏）の予定である。 

[1] M. Hasegawa et al. Appl. Phys. Lett. 109 (2016) 111604. 
[2] M. Goto et al. Journal of the Magnetics Society of Japan 40 (2016) 87. 
[3] M. Igisu et al. Geochemical Journal, Vol. 51, 2017 in press. 
[4] I. Terasaki et al, Jounal of Physics; Condendensed Matter, Vol. 29 (2017) 235802. 
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X線スペクトロスコピー利用研究会の活動と最近の研究成果 

工学院大・東大 

奥村和、山添誠司 

 
１．放射光を利用したX線スペクトロスコピー（X線吸収分光法、蛍光X線分光法など）は、固体物性、材料・デ

バイス開発、触媒科学、環境科学、地球科学などの非常に幅広い分野における汎用性の高い研究分析ツールとして、

産学界の多くの研究者に利用されている。他の放射光計測技術と同様にX線スペクトロスコピーでも高い時間・空間

分解能をもつ計測法や他の計測技術と組み合わせた新しい同時計測法の開発が進められており、先端的な研究利用が

進められている。しかし、それら計測技術や解析技術の利用者への普及は十分ではないのが現状である。本研究会は、

最新計測技術を含むX 線スペクトロスコピーを用いた高度利用研究の推進を図るとともに、SPring-8 からの優れた

成果の輩出に貢献することを目的とすしている。さらに、SPring-8 II をはじめとする次期放射光光源で期待するビ

ームライン性能やそこで展開する新しいサイエンスの提言を行うことにより、次期光源計画の推進に貢献することを

目的とする。この実現に向けて、以下の活動を行っている。 
（１） X 線スペクトロスコピーの先端計測技術および解析手法のノウハウや得られた研究成果について、本研究

会や学会等を通じて利用者および潜在的利用者に提供し、更なる利用研究の展開と利用者の拡大に貢献する。 
（２） 利用者サイドからの協力・提案や共同研究を積極的に行うことにより先端的X線スペクトロスコピー計測

手法開発の加速に貢献する。 
（３） X 線スペクトロスコピーのデータ解析においては、理論計算や相補的な分析研究手法により得られる情報

を統合して解析することが極めて有効である。本研究会で、これらの研究に携わる研究者との研究交流・連携を行う

場を設け、より深化した利用研究や境界領域研究の発展に貢献する。 
（４） 日本XAFS研究会等と連携し、X線スペクトロスコピー関連ビームラインおよび次期放射光光源・ビーム

ラインへの利用者の要望や新しい利用研究の提言を取りまとめ、施設側への働きかけを行う。  
２．本シンポジウムでは研究会参加研究グループにより行われた代表的な成果を報告する。蓄電池研究への時間空

間分解XAFSの適用（東北大）、低温XAFSによるPdAuクラスターの物性測定（東大）、担持Pd-Au合金ナノ粒子

触媒によるヒドロシリル化の活性とAu-Pd合金ナノ粒子の局所構造の相関（首都大）、溶液中のバナジウム錯体の構

造解析（首都大）、空間分解XAFS法による触媒材料の化学状態イメージング（名大）などについて報告する。 
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SPring-8を活用した表面界面構造科学の目指す将来 
1高輝度光科学研究センター、２量子科学技術研究開発機構 

田尻寛男 1、高橋正光 2 

 

１．SPRUC表面界面・薄膜ナノ構造研究会のアクティビティ 

本研究会は、固体表面界面や、そこに生成する低次元物質の構造や物性を研究対象としている。よく規定された金属、

半導体結晶および、酸化物結晶、有機結晶、触媒の表面層やその上に成長した薄膜、ナノスケール・デバイス材料など

がこれにあたる。このような研究対象に対して、X線の回折・散乱現象を利用してその構造を原子レベルの分解能で評

価・解析するSPring-8利用者からなる研究会である。主たる利用ビームラインはBL13XU（表面界面構造解析ビームラ

イン）、BL09XU、BL11XU、BL15XUである。 

現SPring-8からSPring-8次期計画までをつなぐ中期的な視点に立って、当該研究分野の発展に寄与していくことが重

要であると認識している。第1期、2期研究会では、研究会開催による研究成果に対する議論や情報交換に加え、ワイド

バンド分光器の導入（BL13XU）による利用ビームの高フラックス化を実現した。さらに、 SPring-8次期計画光源におけ

る表面回折・散乱実験のために必要な硬X線ビームラインの性能について、今後のたたき台となる試案作成などの活

動を行った 1)。 SPring-8次期計画光源では、 コヒーレント光やナノ集光ビームおよび、フェムト・ピコ秒ビーム等多彩な

ビームが高輝度で利用できる。これらの諸ビーム性能を、どのように表面回折分野で利用していくか議論し、意見をまと

めると共に、次期光源へと繋がる現光源を活用した先駆的な研究を支援していく。上記試案作成から約5年を経過した

今、より具体的なビームライン計画の提案ができればと考えている。 

 

２．利用ビームラインの高性能化と研究成果例 

ビームラインBL13XUでは、光軸が保たれるインライン型の集光レンズのR&D2)を通じて、大口径集光レンズを導入し

表面回折の測定時間を短縮する高密度光利用環境が整備された。分光器上流のアンジュレータ光を直接モニターする

ビームモニターシステムのR&D3)など、光源性能を可能な限り活用していくための基盤技術開発にも積極的に参画する

よう努めている。 

異常散乱Ｘ線回折（AXRD）といった放射光の波長選択性を活用する実験を支援する光学系整備も進んだ。注目元素

のX線吸収端近傍における原子散乱因子の異常散乱項を利用したAXRDでは、実用磁性材料として期待されるホイス

ラー合金薄膜のアンチサイト評価など特徴的な解析も可能である。ホイスラー合金の原子規則性は、スピン依存伝導、

熱電性能など多様な特性を決定する重要要素であり放射光XRDが提供する構造情報は非常に有用である。測定例を

挙げれば、厚さ 50 nmのCo2Mn(Ge0.75Ga0.25) (CMGG)ホイスラー合金薄膜のCo K吸収端(7709 eV)近傍におけるAXRD

スペクトルから、ハーフメタル性を阻害すると考えられるCoアンチサイト量について定量性の高い解析を行うことがで

きた 4)。Coアンチサイト無しの試料ではわずかな反射ピークであったものが、Coアンチサイトが増大するに従いAXRD

スペクトルが敏感に変化する。これらの挙動は計算シミュレーションと良い一致を示し、当該試料ではCoアンチサイト

の割合は 10%であると見積もられた。酸化物界面の表面Ｘ線回折 5)や固液界面の時間分解表面Ｘ線回折 6)など既存の設

備を活用した研究も着実に成果を挙げている。 

 

１） SPring-8の利用促進に資する利用者の動向調査報告書 （平成25年度） 

   URL: http://www.spring8.or.jp/ext/ja/spruc/WG_report_201402.pdf 

２） V. Nazmov, Appl. Opt., 55. 7138-7141 (2016). 

３） S. Takahashi, Rev. Sci. Instrum., 87, 083111-(1-6) (2016). 

４） S. Li et al., Appl. Phys. Lett., 108, 122404-(1-5) (2016) . 

５） D. Kan et al., Phys. Rev. B, 94, 024112-(1-6) (2016). 

６） M. Nakamura, Sci. Rept, 7, 914 (2017). 
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結晶化学研究会リニューアル 

理研CEMS  

橋爪 大輔 

 
 

  結晶化学研究会は、SPring-8 の共用開始直後から始まった研究会である。昨年11月に代表・副代表が交代した。

これを機に、これまでの研究会の実績を踏まえ、かつ、今後の化学研究のトレンドを取り入れた研究会運営を目指す。

研究会の目指す方向は、(1) 高分解能構造解析、(2) 物理的摂動による極限状態の構造解析、(3) 結晶相化学反応のそ

の場観察、(4) 構造と物性の相関、(5) 極微小単結晶および粉末構造解析、と、これまでと大きく変わることはないが、

最近の化学系研究者のSPring-8利用課題のトレンドが、化学反応や構造-物性相関から、微小単結晶の構造解析、電子

密度分布解析、ソフトマテリアルに移行していることに鑑み、これらの研究者の研究会参加を促進する。 
 
  利用のトレンドが変われば、必要とされる装置も自ずと変化する。これらの研究で要求される装置は、高性能な

高速標準型単結晶回折装置である。不安定な化合物のハンドリングも増えることから、グローブボックスや、真空ラ

インなどの試料ハンドリング環境の充実も必要となる。BL02B1 ビームラインを中心に試料ハンドリング環境整備と

装置高性能化が進みつつある。この状況は、SPring-8 利用を研究サイクルに含めた化学研究が、今後活発に推進され

ることを予感させる。本シンポジウムでは、現在の関連ビームラインの現状と、SPring-8 で測定したデータを用いた

電子密度分布解析における結果と問題点について報告する。 
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Ｘ線反射・全反射XAFS法によるソフト界面膜の構造研究の現状と展開 

ソフト界面科学研究会   

代表・瀧上隆智、副代表・矢野陽子 

 

気／液、液／液などのソフトな界面は①変形と振動を受けやすい、②常に熱揺らぎ（表面波）状態にある、③界面とバ

ルク間の分子の移動と濃度勾配を伴うなど、ハード（固体）界面とは異なっている点が多く特異的な場であると言える。そ

こに形成される膜構造は生体膜などの複雑なソフトマターの基本骨格をなしており、その構造と高度な機能との相関解明

や、機能を再現する新規マテリアルの創製を目指すためには、ソフト界面膜の構造研究が必要不可欠である。 

本研究会は、SPring-8 の高輝度放射光を利用した X 線反射（XR）・回折（GIXD）・吸収（XAFS）の手法を駆使し、ソフトな

界面とそこに形成されるソフトな界面分子膜の構造と挙動を、あるがままの時空間でナノレベルでの計測・解析を可能と

する基盤を構築し、それらを発展させてソフトな界面が関与する系の先端学問を創造することを目指している。 
 

測定装置 

１．溶液界面反射・回折計（BL37XU） 

図１は、BL37XU に設置の溶液反射・回折計の模式図である。実験ハッチに

導入された X 線は、Ge(111)結晶の煽りにより入射角を調製され、試料セルの

前に置かれたN2gasイオンチェンバーにより入射光強度が計測される。試料セ

ル後方に置かれたスリットは、溶媒からの散乱光を除去するために用いられ

ている。界面からの反射光は、Cu-Al の減衰板を通して２次元ピクセル検出器

（PILATUS）により検出される。 
 
２．液／液界面全反射XAFS測定装置（BL39XU） 

 図２に装置概略図が示されている。入射 X 線はダイヤモンド移相子により偏

光面を調整され、シリコンの全反射ミラーにより下方へ振り下ろされる。X 線の

入射角度は試料セル後方に設置された CCD による位置センサーを用いて正

確に決定され、1mrad 以下の入射角に設定される。試料界面への X 線の照射

により生じた蛍光X線の強度は、７素子のSDDにより計測される。 
 

成果の概要と今後の展開 

油／水界面における不均一膜のXR法による構造研究では、①ハイドロカーボン（HC）－フルオロカーボン（FC）ハイブ

リッド鎖を有するアルコールが、FC アルコールの凝縮膜ドメインの境界線に吸着（界線吸着）し、ドメインサイズの低下や

ドメイン被覆率を上昇させること [1]、②一本鎖リン脂質（テトラデシルホスホコリン：C14PC）とコレステロール（Chol）の混

合吸着膜では、staggered 配置した C14PC 分子の疎水鎖間に Chol 分子が貫入し密充填した凝縮膜ドメイン形成と線張力

との関連が明らかとなり [2]、生体膜ラフトの形成原理を‟界線科学“的な観点から解明する研究が進められている。 

気／液界面においては、タンパク質の界面変性のダイナミクスやリン脂質の自己組織化ダイナミクスについての研究

が行われている。これまで，タンパク質が気／液界面に吸着する際には、界面に広がるように構造変化を起こすことを報

告してきたが，最近では，塩添加によって再び折り畳み構造をとることを明らかにした [3]。 

今後もセミナーやシンポジウムの開催などによる知識・情報の交換を活発に行い、計測の高速化や微小領域測定技術

の開発などに取り組みながら、ユーザーの拡大および学-学、産-学の共同研究の展開を推し進める予定です。 
 
参考文献 
1)  K. Mitani, T. Uruga, T. Takiue, et al., J. Phys. Chem. B, 119, 12436-12445 (2015) 
2)  S. Hiraki, T. Uruga, T. Takiue, et al., Langmuir, submitted (2017) 

3） YF Yano, Y Kobayashi, T Ina, K Nitta, T Uruga, Langmuir，32, 9892-9898（2016） 
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図２ 全反射XAFS概略図（BL39XU） 
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小角散乱研究会の活動 

京都大学１, 理研 2 

竹中幹人 1,2、杉山正明 1 

 

小角散乱研究会は、タンパク質の溶液中の構造やその集合体構造、ミセル系、高分子をはじめとする各種ソフトマ

ターの構造と機能、金属・半導体材料のナノ構造を、小角散乱法を用いて解析する研究者の情報交換の場としての役

割を担っている。現在のところメンバーの数はおよそ670名に上っている。メンバーの研究分野は大学や公的研究機

関の研究者ばかりでなく、産業界の研究者も多くメンバーに入っており、この研究会は異分野融合による新領域の創

出、産官学による協力体制の一助になっていると考えている。また、メンバーの中には小角中性子散乱法による構造

解析を行っている研究者の方もおられ、X線小角散乱と中性子小角散乱の相補的利用によって、いままで明らかにす

る事の出来なかった多成分系の構造や組成の位置決定などもこのグループにとって大きな目標の一つと考えられる。

特にASAXS法や、コントラスト変調小角中性子散乱法などの相補利用などはこれからの有力な多成分系の構造解析の

ツールになると考えられる。さらに、XPCSなどのダイナミックスに関するツールも準弾性中性子散乱などとの相補利

用による時空間階層構造の解明への有効な手段となることが考えられる。 

2017年度の活動として、高分子構造科学研究会との共催で第二回合同研究会を開催した。研究会においては、東北

大学多元物質科学研究所教授高田昌樹先生に「東北放射光施設Slit-J建設計画～ソフトマテリアル研究の新展開に向

けて～」というタイトルで特別講演をはじめとして、ビームラインの最新テクニカル情報として、為則雄祐氏（高輝

度光科学研究センター）から、「高輝度軟 X 線を利用した先端分光の動向とソフトマター研究への展開」というタイ

トルでの講演、関口博史氏（高輝度光科学研究センター）から、「BL40XUにおけるダイナミクス計測」というタイト

ルでそれぞれご講演していただいた。さらに、研究紹介として３件の講演があった。妹尾政宣氏（住友ベークライト

株式会社）から、「In-situ USAXS/SAXS法を用いた透明高引裂きシリコーンゴム開発」、猿山晴夫教授（京都工芸繊維

大学）から、「温度変調X線回折法の開発と結晶性高分子への応用」、櫻井伸一教授（京都工芸繊維大学）から、「２次

元小角 X線散乱/応力ひずみ曲線の同時測定による熱可塑性エラストマーの Mullins効果の原因究明」というタイト

ルでそれぞれご講演をしていただいた。 

フロンティアソフトマター開発産学連合ビームライン、高分子構造科学研究会との共催で「X線散乱と振動分光の同

時測定」というタイトルでワークショップを開催し、豊田工業大学特任教授田代孝二先生に以下の様なスケジュール

で広角X線回折に関する連続講義を行っていただいている（写真）。 

第12回FSBL研究連絡協議会ワークショップ 

第1回 「結晶の対称性」 

日時：平成29年6月23日（金） 
場所：名古屋工業大学23号館1階2311講義室 
第13回FSBL研究連絡協議会ワークショップ  

第2回 「広角Ｘ線回折(理論、実験)」 

時間：平成29年8月31日（木） 

場所：名古屋工業大学2号館C棟1階0211室 
今回のSPring-8シンポジウムでは、研究会のメ

ンバーによる最近の研究成果について報告する

予定である。 
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SPring-8における材料強度評価 

―現在と将来― 
残留応力と強度評価研究会 

横浜国立大学 秋庭 義明，日本原子力研究開発機構 菖蒲 敬久 

 
安全・安心な社会の構築には，機械構造物の合理的な設計が要求される．そのためには，要素部材内の応力・ひずみ

の分布を把握することが重要である．本研究会の目的は，複雑な構造要素内部の応力・ひずみを高精度かつ非破壊的に

測定する技術を開発することであり，実働部材中の欠陥や変形損傷の評価を行うことである．これらの技術は構造物や新

素材を設計法の開発に寄与するものであり，本研究会は産業界に対して，技術支援，広報活動を行っている．そして現在，

以下のビームライン（BL）で材料強度評価に関する研究が実施されている． 

 

    偏向電磁石 挿入光源  白色 

 一般共用BL  BL02B1    BL28B2 

 産業利用BL  BL16B2  BL46XU 

 JAEA専用BL    BL22XU  BL14B1 

 SUNBL   BL16B2  BL16XU 

 豊田BL     BL33XU 

 

現在、一般共用，及び産業利用 BL では，その場や時分割測定など，実環境を想定した応力評価が主に実施されてお

り，SUNBL，及び豊田BLでは，構造物の健全性を中心とした残留応力評価が主に実施されている．そしてJAEA専用BL

ではその両方，かつより難しい計測技術開発，その応用が展開している． 

将来、この状況がどのように変わるか？ SPring-8 に限らず、放射光はコヒーレントな光、より高輝度な光、そして

SPriing-8 に限れば、SPring-8Ⅱは 6GeV 運転が予定されていることからも高エネルギーX 線は強度が下がることが予想

される。そのため、オペランド計測や微小領域の研究が増加すると思われるが、これまでに利用してきた研究者とはまた

別の人種が集まってくると予想される。つまり、これまでに SPring-8 では実材料を模擬した試験片だからこそ存在する残

留応力が知りたい、実環境下で発生する応力が知りたいなどの産学官からの研究者でにぎわっていたが、これらの研究

者が使いにくい放射光X 線となった場合には、おそらく J-PARCに人が流れると思われる。その代わりにさらに難しい研

究を引っさげて新しい研究者の参入が期待される。 

当日は、ここ最近の研究成果とともに、将来期待される研究についても触れる予定である。 
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キラル磁性・マルチフェロイックス研究会の活動 

キラル磁性・マルチフェロイックス研究会 

井上克也（広島大学）、大隅寛幸（理研） 

 
物質が示す旋光性は、光が横波であることに起因する極めて直接的・基礎的な偏光現象である。ふつう単に旋光

性と言う場合はキラリティ―に由来する光学活性を指すが、ファラデー効果等の磁場または磁化によって生じる旋

光性も知られている。両者の違いは、空間反転対称性の破れと時間反転対称性の破れの違いとして理解される。近

年、空間反転対称性と時間反転対称性が共に破れた系で期待される、電気的性質と磁気的性質が結びついた新しい

物質機能に大きな関心が集まっているが、その発現機構の理解には原子と磁気モーメント双方の絶対配列の情報が

不可欠である。当研究会は、放射光の優れた偏光特性がキラリティ―と磁気モーメントの極めて強力なプローブと

なることに着目し、関連する実験技術や利用研究成果の情報交換を通して、新規放射光利用分野を開拓することを

目的として活動している。 

放射光を利用した磁気物性測定技術としては、元素選択的な情報が得られる磁気分光実験や磁性電子の運動量密

度分布の情報が得られる磁気コンプトン散乱実験等があるが、本研究会は偏光Ｘ線回折を主たる実験手法として、

下記の研究分野の実験・研究を行う研究者・大学院生の参加により運営されている。 

（１）キラル磁性体 

結晶構造または磁気構造あるいは両者がキラルな磁性体の研究 

（２）電気磁気効果 

キラル磁性体・マルチフェロイックス物質の誘電性と磁性の交差相関により発現する電気磁気物性の研

究、磁気キラル光学活性や非相反的方向二色性等の光学的電気磁気効果の研究 

（３）多重秩序の結合とダイナミクス 

低対称な結晶における、誘電性・磁性・弾性という物質の基本３機能（多重秩序パラメーター）の結合

とダイナミクスの研究 

（４）測定技術 

上記研究を発展させるための偏光Ｘ線を用いた回折実験技術の開発研究 

本研究会は、上記のサイエンス・実験技術に関心を持つ、物理・化学、理論・実験の研究者が分野横断的に連携

体制を築いている点が特徴であり、SPring-8におけるキラル磁性・マルチフェロイックス研究分野の中心的役割を

担うべく、ユーザーの利用動向調査、測定装置に関する提言、研究会の定期的な開催、関連学会での情報発信等を

行っている。 

 

今回のSPring-8シンポジウムでは、円偏光共鳴Ｘ線回折実験と走査型顕微測定を組み合わせたＸ線顕微鏡 1)を利

用して、B20型結晶構造をもつ化合物Fe1-xCoxSiのキラリティードメイン分布の観察を試みた、最近の利用研究に

ついて紹介する予定である。 

 

参考文献 

1) 大隅寛幸，有馬孝尚，日本放射光学会誌, 29, 143-149 (2016). 
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 SPring-8 の偏光特性を利用した磁気特性解明 

機能磁性材料分光研究会 

中村哲也、竹田幸治、鈴木基寬、河村直己、松田 巌、木村昭夫 
 

磁性材料は代表的な機能性材料であり、スピン状態やナノスケールの磁気相互作用に起因してその機能

が創出される。既存磁性材料の特性を飛躍的に向上させるため、さらには、これまでに無かった革新的な新

材料を見出すためには機能の起源を明らかにすることが不可欠である。放射光の優れた偏光特性を活かし

たＸ線磁気光学効果は極めて強力で直接的な磁気プローブとして活用されており、本研究会では放射光によ

る磁性体の研究に関する実験と解析の両面から情報交換や研究協力を促進し、SPring-8 を利用した研究成

果の質・量の向上を図ることを活動目的とする。平成 27年度までの第 2期を終え、平成 28年度より第 3期の

活動となっている。 

 

【活動報告】 

① 2017 年 2 月 1 日、東京・田町のキャンパスイノベーションセンターにて、キラル磁性・マルチフェロイックス

研究会、光・磁性新素材産学連携研究会と合同でミーティングを開催し、20 名の参加者を得た。このミーティ

ングでは、磁性材料研究においてＸＭＣＤをはじめとした放射光計測技術が、研究室レベルでは解明できない

界面磁性や微弱磁性の解析ツールとして磁性研究分野に広く普及している状況を踏まえ、共用ビームライン

における磁性研究の動向を紹介するとともに、先端磁性研究に発展させるための要望等について議論を行っ

た。プログラムは以下のとおり。 

13:00-13:30 「スピン分解光電子分光によるスピントロニクス材料の研究と展望」 木村 昭夫 

13:30-14:00 「BL39XUにおけるXMCD研究の動向と今後の整備計画」 鈴木 基寛 

14:00-14:30 「BL25SUにおける軟X線MCD研究の動向と今後の整備計画」 中村 哲也 

14:50-15:20 「キラル磁性体に誘起されるトポロジカルソリトンの直接観察に向けた挑戦と放射光への期待」美藤 正樹 

15:20-15:50 「ホイスラー合金を利用したスピンデバイス開発の現状 : 放射光利用と今後への期待」桜庭 裕弥 

15:50-16:20 「時間分解軟X線回折・分光とSPring-8 BL07LSUでの展望」 和達 大樹 

16:20-17:00 討論（主に高性能化に関する議論）  

【研究会での議論と要望】  
 緊急性などは未精査であるが、議論において意見のあった項目を列記した。 

① 磁性研究分野における新領域を開拓するための試料環境の拡充に関する要望 
[1] 軟Ｘ線走査型 MCD 顕微分光測定：低温（< 10 K）、高温（> 500 K）に拡張。 

低温側：微小介在物質に着目した局所分光による新物性探索などの新研究分野の開拓 
高温側：永久磁石材料の使用環境下でのナノ磁気観察 

[2] 硬Ｘ線 MCD 測定：磁場増強が必要。 
汎用測定時：15 T 以上 （※現在は 7 T、ESRF では 17 T） 
高圧実験時：2 T 以上 （現在は 0.6 T） 

 ② 新規または未導入計測技術の開発に関する要望 
[1] 光電子分光実験：外部磁場の導入技術 （困難だがニーズは非常に高い） 
[2] 硬・軟Ｘ線併用ビームライン 
[3] SACLA の利用も念頭に置き、１ピコ秒以下の時間分解測定 
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運動量空間におけるスピン・電子密度科学研究会の活動 

運動量空間におけるスピン・電子密度科学研究会 

代表：櫻井浩（群馬大）、副代表：松田和博（京都大） 

 
本研究会は、スピン・電子の運動量密度分布の知見に基づき、物質中の量子状態の解明や、量子状態の理解を基に

物質機能を制御する研究の発展と支援に関わる活動を行う。 
1) 研究対象物質を広く求め、他の実験手法や理論研究とも協力することにより、これまで本研究会で進展させて

 きた運動量空間を通した量子状態の解明と物質機能の発現解明などの基礎的研究の進展 
2) 高エネルギーX線の高透過特性とコンプトン散乱の特性を生かした社会が求める新しい計測技術の開発 

の２つの視点で広範な研究者を糾合し、将来研究に向けて基盤技術を開発すべく協同する。これを実行するにあたり、

以下のようなテーマを設定した。 
 
１．量子状態イメージング： 強相関電子系、高温超伝導、電気化学現象などにおけるフェルミ面、スピン・軌道

状態などを視覚化し、その機能発現を研究する。 
・重い電子系化合物 YbT2Si2 (T= Co, Rh, Ir) における量子臨界現象とSDWモデル・KBDモデル 
（A. Koizumi et al., 国際共同研究） 

・CoFeB/MgO 多層膜の（スピン・軌道・磁気）量子数選択的磁化測定 
（Yamazoe Masatoshi et al., J. Phys.: Condens. Matter 28, 436001 (2016).） 
・超流動ヘリウムのX線コンプトン散乱測定に向けた極低温システムの開発 
（Tanaka Hiroyuki et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A, 861, 23-27 (2017).） 
・カーボンナノチューブに閉じ込められた水の特異な状態 
（Reiter George et al., J. Phys. Chem. Lett. 7, 4433-4437 (2016)，国際共同研究） 
・Liイオン2次電池内部のLiイオン濃度分布のオペランドな測定 
（K. Suzuki et al, J. Appl. Phys. 119, 025103 (2016)., & Suzuki Kosukeリチウムイオン二次電池の長期信頼性と

性能の確保 (2016). K. Suzuki, Isotope news, 26 (2017). 国際共同研究） 
・Liイオン2次電池の電極反応に寄与する電子軌道 
（Barbiellini B. Appl. Phys. Lett. 109, 073102 (2016) 国際共同研究）    など 
 

２．極限状態観察： 超臨界状態、高エネルギー密度状態、非平衡状態にある物質の特性を解明し、極限状態を利

用したプロセス応用に発展させる。 
・燃焼気体の密度と温度計測 
（H. Sakurai et al., J. Synchrotron Rad. 23, 617-621 (2016), 2016年2月19日プレス発表 
・流体金属の電子状態（X線コンプトン散乱による不均質価電子分布の観測） 
（K. Matsuda et al., Europhys. Lett., 117, 17004 (2017). & K. Matsuda and M. Inui, in "Advanced Applications 
of Supercritical Fluids in Energy Systems", 102-134 (2017).)     など 
 

３．基盤技術開発： 次世代高エネルギーＸ線分光技術を支える高分解能Ｘ線検出器の開発や磁性研究に不可欠な

高エネルギー円偏光Ｘ線生成デバイスの検討を行う。 
・スピン選択磁化曲線・軌道選択磁化曲線とメスバウアー効果の磁場依存性の比較 
（A. Agui et al., JMMM 408, 41-45(2016)） 

・コンプトン散乱における多重散乱シミュレーションプログラムMUSCATの開発 
（M. Brancewicz et al., J. Synchrotron Rad. 23, 244-252 (2016)）    など 
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構造物性研究会： 最近の研究成果の紹介 

広島大学、高輝度光科学研究センター1 

黒岩 芳弘、木村 滋 1 

 
構造物性研究会は、物理学、物質科学・材料科学、化学、地球・惑星科学、環境科学に係わる様々な物質群、また、

それらによって形作られるナノ・メゾ構造および複合材料の産み出す新規な物性現象の機構解明を実現するための研

究者集団であり、SPring-8 ユーザー共同体において継続して設置が承認された。SPring-8 における構造物性研究の

コアとなることを目指して第二期においても活動を行っている。本研究会の主な活動内容は、 
１）SPring-8のパルス特性を利用した外場と同期した時分割測定による構造ダイナミクスの研究 
２）単結晶構造物性・粉末構造物性研究 
３）低エミッタンスを利用した薄膜化した材料の構造物性研究 
４）光照射下やデバイス化した材料の動作環境下での物性同時測定 
５）高圧・極低温下での物質探索を目指した構造物性研究 
６）測定・解析法のルーチン化による、物質開拓を目指したユーザーの取り込み 
などである。構造物性研究を必要とするサイエンスとそれに最も適合した実験手法を議論し、それらを SPring-8 の

高度化への要望として提言していきたい。また、SPring-8 次期計画にある高品質ビームを使った新しい構造物性研

究の可能性についても議論していきたい。 
 上記のような本研究会の活発的な活動により、先導的な構造物性研究を実現し、様々な材料・物質群の構造物性の

普遍的な研究技術基盤を創り出すことにより、研究分野や材料の異質性を解消し、分野の横断的融合を目指している。

今回のポスター講演では、以下の最近の研究成果に焦点を当てて紹介する。  
名古屋大学の研究グループ（伊丹健一郎、尾崎仁亮、坂本裕俊ら）は、ベンゼン環を環状につなげたカーボンナノ

リング分子、シクロパラフェニレン（CPP）の空間内にヨウ素を閉じ込めた複合体を合成し、この複合体に電気刺激

を加えることで、電子伝導性および白色発光という、従来の有機材料では得ることが難しかった２つの機能を同時に

発現させることに成功した。電気刺激前後で「中身」のヨウ素のみが変化し、「入れ物」であるCPPの集積構造はほ

ぼ変化せずに、多孔性構造を保っていることを粉末回折測定により明らかにし、CPP のホスト化合物としての汎用

性の高さを示した。 
東京工業大学、神奈川科学技術アカデミー、大阪府立大学等の研究グループ（東正樹、酒井雄樹、山田幾也ら）は、

12万気圧・1200℃の超高圧高温条件で合成された新規ペロブスカイト型酸化物PbCoO3において、鉛とコバルトの

両方が電荷秩序を持った、｢Pb2+0.25Pb4+0.75Co2+0.5Co3+0.5O3｣という他に例のない電荷分布が実現していることを発見

した。鉛と 3d 遷移金属を含むペロブスカイト型酸化物では、Ti→V→Cr→Co→Ni と、元素周期表を右に進むにつ

れて、鉛の価数が2→3→3.5→4と増加し、遷移金属の価数が4→3→2.5→2と減少する傾向が明らかになった。 
参考文献 
1)  “Electro-Activated Conductivity and White Light Emission of a Hydrocarbon Nanoring-Iodine Assembly”, N. 

Ozaki, H. Sakamoto, T. Nishihara, T. Fujimori, Y. Hijikata, R. Kimura, S. Irle, and K. Itami, Angewantde 
Chemie International Edition, in press (2017), (DOI: 10.1002/anie.201703648). 

2)  “A-site and B-site charge orderings in an s-d level controlled perovskite oxide PbCoO3”, Y. Sakai, 
J. Yang, R. Yu, H. Hojo, I. Yamada, P. Miao, S. Lee, S. Torii, T. Kamiyama, M. Ležaić, G. Bihlm
ayer, M. Mizumaki, J. Komiyama, T. Mizokawa, H. Yamamoto, T. Nishikubo, Y. Hattori, K. Oka, 
Y. Yin, J. Dai, W. Li, S. Ueda, A. Aimi, D. Mori, Y. Inaguma, Z. Hu, T. Uozumi, C-Q. Jin, Y-W. 

Long and M. Azuma, Journal of the American Chemical Society, 139, 4574 (2017). 

P-013 

SPring-8シンポジウム2017

SPRUC研究会13



 

固体分光の進展と新たな試み 

固体分光研究会 

関山 明、今田 真、曽田 一雄 

 
固体分光研究会では、SPring-8 としては比較的低エネルギー領域に属する赤外から真空紫外線・軟Ｘ線を経て硬Ｘ線

までの高輝度光を利用した新しい固体スペクトロスコピーを開拓することを目的としている。特に、赤外から硬X線

までの広い範囲の光子エネルギーを利用する研究、SPring-8から発生する放射光の高輝度性を利用した時間分解分光・

微小領域分光分析、および、自由電子レーザーのコヒーレンス利用につながる研究も積極的に推し進め、また、この

最先端固体分光法を利用して物性評価・機能性材料創製を推進することを目的として掲げている。 
 
固体分光法のなかでも、光電子分光法は固体の電子状態を直接的に明らかにする重要な手法である。これまでに

SPring-8において世界的にも最先端の軟X線・硬X線光電子分光研究が行われてきており、本シンポジウムでそのい

くつかの事例を紹介してきた。今年度は、これまでに引き続き、多彩な物性を示してその起源の解明が望まれる強相

関電子系・重い電子系の電子構造に対する研究事例（高いバルク敏感性のために近年利用が盛んな硬X線光電子分光

による価電子帯電子構造の解明、高分解能軟X線角度分解光電子分光による電子構造・相互作用の解明、内殻準位光

電子放出と内殻吸収の線二色性を利用した電子状態の解明）とともに、次期計画に向けた新しい実験装置や実験手法

の検討の様子について紹介する。 
 
 
 
サテライト研究会「軟X線スピン分解ARPES検討会」開催 
主催：固体分光研究会 
共催：顕微ナノ材料科学研究会, 機能磁性材料分光研究会, 原子分解能ホログラフィー研究会,  

光・磁性新素材産学連携研究会 
日時：2017年9月3日（日）１３：３０～１８：００ 
場所：広島大学 東千田キャンパス 東千田未来創生センター 2階 M２０３講義室 
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不規則系物質先端科学研究会 

広大院総合科、高輝度光科学研究センターA 

梶原行夫、尾原幸治A 
 

＜概要＞ 

本研究会は、液体や非晶質／ガラスなど「構造が不規則な物質」を研究対象として集まったグループであり、現

在（2017年7月）の会員数は約240名である。基礎的／学問的な問題意識の研究から、結晶ではない機能性材料

の特性評価、性能向上という応用研究に至るまで、ターゲットは多岐にわたっている。また実際の実験手法として

も、Ｘ線回折（BL04B2、BL08W）、Ｘ線小角散乱（BL04B2）、Ｘ線異常散乱（BL13XU）など通常の構造解析手法から、

コンプトン散乱（BL08W）による電子状態測定、あるいは、非弾性Ｘ線散乱による格子（BL35XU、BL43LXU、

BL07LSU）／電子（BL12XU）のダイナミクス測定と多くの方法が用いられている。これらSPring-8内の研究手法に

対する測定環境の充実、測定手法の技術やスループットの向上を目指している。またJ-PARCなどの中性子利用

手法、あるいは電子顕微鏡、NMR や Raman 散乱手法などとの組み合わせにより、構造と物性の相関性を多面的

に調べるための議論を進めている。 

近年の重点活動としては、①液体／非晶質へのダイナミクス測定手法の活用、②原子二体分布関数（PDF）を

用いた局所構造解析手法の時間分割展開、を２本の柱として行っている。 

本シンポジウムでは最近の研究成果を 2件紹介する。 

 

＜紹介する研究内容＞ 

【硫化物ガラス電解質のガラス・結晶構造分離】 （JASRI・尾原ら、BL04B2） 

 車載用の次世代電池として、高出力・高エネルギー密度を実現可能な全固体電池の実現は熱望されている。そ

のため、固体電解質の構造と高いイオン伝導率の相関解明は、新規電解質設計を行う上で極めて重要となる。 

Li2S-P2S5 系硫化物ガラスはアニールし結晶化を進めることで、有機電解液に匹敵するイオン伝導性を示し、その

イオン伝導メカニズム解明が期待されるキーマテリアルとして注目されている。この系の特徴として、

70Li2S-30P2S5は結晶化により飛躍的にイオン伝導率が向上するのに対し、75Li2S-25P2S5は低下する。しかしなが

ら、75Li2S-25P2S5は、アニール温度180度を極大としてイオン伝導率が増減することが近年分かってきた。これは、

結晶構造が高速イオン伝導の支配要因ではなく、結晶とガラスが混在する構造中の高速イオン伝導のメカニズム

理解が重要であることを示唆している。本研究はPDF解析法よりその解明を試み、硫化物ガラスの結晶化過程に

おけるガラス・結晶の混在構造を分離し、イオン伝導率が向上する要因を議論した。 

 

【コンプトン散乱を用いた電子不均一性の観測】 （京都大・松田ら、BL08W） 

本研究では、14族元素であるゲルマニウム(Ge)とスズ(Sn)を対象に、固体・液体状態においてX線コンプトン散

乱実験を実施した。14 族元素は液体状態において、共有結合の残存に起因する電子密度分布の不均一性がある

ことが示唆されてきたが、これまで系統的な研究はなされてこなかった。実験で得られたGeのコンプトンプロファ

イル(CP)には融解に伴う半導体-金属転移が反映されていた。他方、Snにおいても、融解に伴いCPの形状がより

金属的になることが観測された。Sn は固体・液体でともに金属であるが、融解に伴い電子の局在性に変化が現れ

たことが示唆される。また、液体Ge、SnのCPから見積もったフェルミ運動量は、これまで研究してきた液体Siと

同様、電子ガスモデルの予測値よりも高くなる傾向を示し、14 族元素の液体状態における電子系の空間不均質性

を強く示唆する結果を得ている。これらの結果から、液体状態の 14 族元素の電子状態に共通する特徴を系統的

に議論した。 

 

研究会活動の詳細はHP参照 http://home.hiroshima-u.ac.jp/dismat/index-j.html 
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高圧物質科学研究の現状 

高圧物質科学研究会 

綿貫徹(代表・量子科学技術研究開発機構)、松岡岳洋(副代表・岐阜大学) 

 
物質科学において構造物性研究は欠くことができない．現在の放射光を用いた様々な測定技術，特に高圧発生とそ

の下での測定技術の向上は，物質科学研究の舞台を温度・圧力条件において拡大してきたがそれにとどまらず，観

察可能な物理現象の範囲を拡大したといえる．これらは，この分野に興味を持つ研究者の裾野を広げることにも成

功した．つまり，これまで高圧力を用いなかった様々な分野から多くのユーザーを迎え入れてきた．ここで，放射

光や高圧を用いた研究を行っているユーザー間において，最先端の研究成果やその技術情報の共有が必要となって

きた．  
本研究会は、メンバー間および研究会間の技術共有に対して中心的な役割を果たすことを主目的としている．

本研究会を通じて，高圧物質科学研究の高度化と新分野の開拓，新しい放射光測定技術および高圧発生技術の開発

の可能性を探っていき，メンバーによってSPring-8を中心に推進される高圧物質科学の最先端研究に資することを

目指す． 
高密度状態における物性現象には未踏な領域が多く残されている．最近発見された硫化水素の“超”高温超伝導

は更なる超伝導転移温度の向上と実用可能な超伝導体の設計指針を得る期待から，その高い超伝導転移温度の起源

について盛んに議論が行われている。それ以外でも、圧力の印加による新たな物性発現とその解明を目指すツール

としての高圧技術に加えて，たとえば鉄系超伝導体の圧力効果に見られるように，圧力を物質内の原子間距離を変

化し電子状態を制御するツールとして注目されている．また高温と組み合わせることで，常圧では水素化しないい

わゆる難水素化材料の水素化を可能にし，例えば水素分子を内包する金属水素化物などの常圧では得られない化学

組成をもつ材料の合成を可能にするなど，物質科学の新しいフィールドを拓くのにも有効である。 
このような背景から，本研究会においては，高圧物質科学研究に対してX線回折による静的結晶構造解析を基

盤とし，吸収，発光，非弾性散乱，核共鳴散乱などによる様々な電子状態，磁気構造，格子振動などの測定技術へ

の適応に注力してきた．また，高圧物質科学研究会はメンバーの一部外部資金を投入して，上記の研究の遂行のた

めに複合的な分光測定装置の開発，試料取り扱い装置の整備と技術提供実験室装置の支援等，それらを利用するた

めのビームライン横断的な支援活動や複数のビームラインを同時に利用するような実験体系の検討を進めている． 
高圧物質科学研究会(本研究会)は地球惑星科学研究会との共催で継続的に合同研究発表会を開催してきた．ビ

ームラインの現状・整備計画，進展した最新技術による成果，将来研究の方向性等に関する報告や提案を通して，

活発な意見交換を行っておりSPring-8で展開されている高圧科学現状の共通理解と今後の展開について多くの役割

を果たしている．本年度は、新たに計算科学的手法にも目を向けつつSPring-8シンポジウムのサテライトミーティ

ングとして開催する．  
 ポスター発表では，BL10XUにおける低振動型冷凍機の導入（2台目）の進捗と測定機器類のアップデートによ

る実験効率の向上について報告する。またこれに合わせて，最近特に盛んに行われている高温高圧下新奇水素化物

合成（BL10XU），SACLAを利用した高圧研究の進展（SACLA）を紹介する。 
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核共鳴散乱研究会  ― 核共鳴散乱を用いた研究成果と今後の展望 ― 

代表（量子科学技術研究開発機構）、副代表（高輝度光科学研究センター） 

三井 隆也、筒井 智嗣 
 

放射光核共鳴現象を用いた研究は、大強度放射光で物質中の原子核を励起して、その後に散乱されるγ線の同位体

選択性や neV レベルの超単色性といった通常のＸ線の散乱にない性質を利用して物質状態を探ることができる極め

てユニークな手法である。得られる物性知見は、表1に示すように多岐に渡るため、新現象の探査や物質現象解明の

ための強力なツールとなっている。現在では、JASRI共用ビームラインBL09XU、QST専用ビームラインBL11XU
を中心として、BL35XU、BL19LXU、BL10XU など、SPring-8の複数のビームラインで研究の目的に合わせた研

究が展開されている。 
 
測定法 得られる知見 
核共鳴前方散乱、放射光メスバウアー吸収分光 Fe,Sn,Eu,Sm等の様々な元素周辺の電子·磁気状態 
核共鳴非弾性散乱 物質中の元素を特定した局所振動状態 
核共鳴散乱の超単色性を活かした準弾性散乱 液晶、高分子などのneV領域のスローダイナミクス 
57Fe核ブラッグ分光器による超単色X線利用研究 鉄系物質の不均一な電子·磁気構造解析、化学分析など 

表１．放射光核共鳴散乱を用いた代表的な計測法と得られる物性知見 
 
核共鳴散乱を用いた応用研究は、スピントロニクス、水素吸蔵合金、超伝導体、高分子、生体物質から地球科学な

どの広範な科学分野に渡っている。ここ数年で進展した分野として、核共鳴散乱法が元素選択的かつ局所的な電子状

態の測定に威力を発揮するため、薄膜·多層膜の界面磁性やナノ材料の磁性研究に積極的に利用されるようになった。

他の測定手段からは磁性に関する有効な情報が得られにくい磁気モーメントの大きさと向きが同時に決められる特

性から、最近、スピントロニクス素子の要素としてのニーズが高い垂直磁気モーメント反強磁性薄膜の研究開発に有

効活用されている。これら応用研究に加えて、高速検出器などの測定要素技術を含めた核共鳴散乱測定法の高度化研

究も行われており、物性研究と測定手法開発研究を両輪として研究が活発に行われている。 
本発表では、応用研究の中から最近の特筆すべき幾つかの成果を紹介する。更に、今後の核共鳴散乱研究の高度化

に不可欠な計測技術開発として、多チャンネル·ピクセルリニアアレイSi-APDなどの先端高速検出器の開発や最近、

活発になってきた SPring-8 のトレイン·バンチ運転を利用した高効率の放射光メスバウアー吸収実験の現状につい

ても報告する。 
核共鳴散乱研究会のメンバー数、新規ユーザー数は順調に増加しており、定例の研究会への参加者も大学の物性·

物質科学研究者、企業の物質分析・応用研究者、国立研究所の計測系研究者、大学の素粒子·原子核物理学研究者など

多岐に渡るようになり、今後も増加が見込まれている。高圧科学やＸ線非弾性散乱などの SPring-8 の他分野のビー

ムラインとの横断的な共同研究開発も活発に研究展開できる環境が整いつつある。成果の創出という観点では、イン

パクトファクターの高い国際学術誌への論文掲載やプレスリリースの件数も増加している。これらの事実は、核共鳴

散乱法という実験手法が物質・物性研究の実用的な手段として定着してきたことを示すとともに、今後より広い研究

分野に拡がることを期待させる。本発表では、SPring-8 次期光源までを視野に入れた核共鳴散乱研究の将来展望に

ついても議論したい。 
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量子ビームと計算物質科学 

兵庫県立大学・物質理学研究科・フロンティア機能物質創製センター 

量子科学技術研究開発機構(QST)・量子ビーム科学研究部門・関西光科学研究所・放射光科学研究センター・量子シ

ミュレーション研究グループ(SPring-8) 

坂井徹 

東京理科大学理学部 

遠山貴己 

 

 

理論研究会は、物性理論を中心として、強相関電子系・表面物性・低次元物性・分子性導体・量子スピン系・磁性・

ナノサイエンスなどさまざまな分野にまたがるメンバーから構成され、これまでは主に各分野の実験研究グループの

研究会などに参加して、個々にコミュニケーションをとって共同研究を進めてきた。しかし、神戸に「京」コンピュ

ーターが建設されて以来、同じ兵庫県にある SPring-8 の理論グループとしては、大規模計算科学と量子ビーム科学

の連携という形で、東海のJ-PARCも含めて、国内の大規模科学研究のひとつのコミュニティ形成を進める機運が高

まり、実験・理論の連携・協力体制は、今まで以上に重要となっている。また近年では、ひとつの物質の理論解析に

も、第一原理電子状態計算と量子モンテカルロシミュレーション、テンソル・ネットワーク法、エンタングルメント

繰り込み群法などを併用するなど、理論研究だけを取っても、手法や研究グループを超えた共同作業も増えてきてい

る。このような背景のもと、我 S々Pring-8周辺の理論グループでは、理論研究会の世話人として、手法を越えたグル

ープ間の情報交換や、理論と実験のコミュニケーションを重要視する研究活動を展開している。そこで、今後さらに

多くの研究グループとの新しい連携・協力体制を推進する目的からも、このシンポジウムの場を借りて、現在の理論

グループの研究内容を紹介し、少しでも多くの方々に知っていただくとともに、共同研究のご提案をいただけたら幸

いである。 
本発表では、SPring-8 の日本原子力研究開発機構・量子シミュレーション研究グループ、兵庫県立大学・物質理学研究

科および東京理科大学理学部で進められている、理論研究のうち、以下のような成果について報告する。 

 

[1] 電子化物C12A7中のヒドリドの第一原理分子動力学シミュレーション 

[2] 銅酸化物高温超伝導体における銅L端LIXSのクラスター計算 

[3] 共鳴非弾性X線散乱における２マグノン励起の遍歴模型による記述 

[4] フラストレーション系の数値対角化による研究 

 

参考文献 

1) T. Ikeda, J. Chem. Phys. 146 (2017) 204503. 
2) K. Tsutsui and T. Tohyama, Phys. Rev. B 94 (2016) 085144. 
3)  T. Nomura, arXiv: 1701.05684. . 
4)  H. Nakano and T. Sakai, J. Phys. Soc. Jpn. 86 (2017) 063702. 
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量子科学技術研究開発機構・放射光科学研究センター・量子シミュレーション研究グループ/SPring-8内 

TEL: 0791-58-0151（兵庫県立大）0791-58-2638（SPring-8） 

E-mail: sakai@spring8.or.jp 

URL: http://cmt.spring8.or.jp/ 
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放射光が切り拓く地球惑星科学研究 

地球惑星科学研究会 

芳野極*（岡山大学）、瀬戸雄介*（神戸大学）ほか (講演者) 

 

 本研究会は、高圧地球科学・地球外物質科学・岩石鉱物科学・地球化学などの研究分野に属するメンバーから構成され

ており、地球惑星科学分野における諸現象を解明するために、放射光を利用した研究が行われている。例えば高圧地球

科学分野では、大型マルチアンビルプレスやレーザー加熱ダイヤモンドアンビルセルといった高圧力発生装置を駆使し

て地球深部の高温高圧条件を実験的に再現し、同時に放射光X 線をプローブとしたその場観察をすることによって、極限

状況における多様な物性測定が行われている。また高圧実験試料だけでなく、地球起源の天然試料や隕石・宇宙塵とい

った地球外の貴重・希少な極微細試料に対しても、SPring-8 における放射光 X 線を用いた測定が必要不可欠な手段とな

っており、X 線回折やラジオグラフィー・トモグラフィー測定、蛍光分析などの極微解析手法を用いた研究が行われている。 

地球および太陽系物質の起源・構造・進化を解明するため、近年では高圧条件でのアコースティック・エミッション測定、

変形実験や振動実験などの手法が導入され、極限環境での複合物性測定が成果をあげている。さらに X 線ラマン散乱法、

高分解能 X 線非弾性散乱、X 線発光分析、X 線メスバウアー分光法を地球深部物質に応用する試みも始まっており、

SPring-8 の研究をベースとした地球惑星科学研究の新展開が大いに期待されている。本発表では SPring-8 を用いた最

近の研究成果から、以下のトピックを取り上げて紹介する。 

(1) 300GPa以上の超高圧における変形実験を目指した回転DACの開発 

 近年のダイヤモンドアンビルセル(DAC)技術の発展によって、静水圧力実験では地球の内核の圧力(約360GPa)まで達

成可能となった。その一方で、変形実験については技術的に困難な点が多く、再現できる圧力は未だ限定的である。本発

表では回転DACを開発することにより変形実験装置の圧力範囲を下部マントル最下部の135GPaまで拡大し、さらに

SPring-8 (BL47XU)におけるX線ラミノグラフィー技術と組み合わせることで、変形させたサンプルの歪についても3次元的

なその場観察を可能とした。 

(2) 微粒子の表面構造に記録された小惑星イトカワのレゴリス活動 

 小惑星イトカワのレゴリス(砂の層)から回収した微粒子表面の詳細を３次元的に初めて観察した。粒子は、走査型電子

顕微鏡(SEM)と SPring-8 (BL47XU)の X 線トモグラフィーを用いて観察した。結果、微粒子の表面模様は、（１）天体衝突に

よるレゴリス形成時にできたもの、（２）レゴリスの流動時にできたもの、（３）太陽風により作られたもの、（４）イトカワの母

天体時代にできたものに大別された。これらの模様から、イトカワ表面では現在に至るまでレゴリスの形成・流動が起き、

この作用に影響されて宇宙風化(天体の色が変化する現象)が進行することが分かった。 

(3)地球コアの伝導度：高いのか？低いのか？ 

 地球のコアは地球深部2900〜6400 kmに及ぶ人類未踏の領域であり、そのコアの電気・熱伝導率は地球内部の熱輸送

やダイナミクスを大きく左右する物性値である。近年、理論計算や高温高圧実験によって地球コア条件下における鉄合金

の電気・熱伝導率の推定がなされているが、結果は一致していない。そこで、地球コア内部の熱移動を実験的手法により

解明することを最終的な目標とし、ダイヤモンドアンビルセル装置とSpring-8 (BL10XU)の微小部X線回折装置を組み合わ

せた高温高圧実験によるコア条件下での鉄合金の電気・熱伝導率測定を行った。本発表では最新の研究成果について紹

介する。 

(4) ブリッジマナイトの結晶選択配向から推測されるマントル・ダイナミクス 

 地球物理学的観測によって、スラブ周辺の下部マントルにおいて、S波の地震波速度の異方性が観測されており、ブリッ

ジマナイトのせん断変形による結晶選択配向が候補として考えられている。本研究では、下部マントル上部の温度圧力条

件（25万気圧、1600℃）でせん断変形実験を行い、SPring-8(BL04B1)で取得したX線回折の２次元パターンの解析により世

界で初めて変形に伴うブリッジマナイトの結晶選択配向を明らかにした。下部マントルのスラブ近傍で観測されている地

震波速度異方性がスラブに沿った変形によって説明できることを明示した。 
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原子分解能ホログラフィー：原子サイト局所構造と機能 

原子分解能ホログラフィー研究会 

八方直久、木村耕治、細川伸也、林好一、松井文彦、松下智裕、田口宗孝、松田博之、大門寛 

 
原子分解能ホログラフィー研究会では無機・有機からバイオの広範な研究分野に対して、試料作製からホログラフィー測

定・理論解析と、網羅的な研究体制を構築してきた。その成果として２６年度から、顕微ナノ材料科学研究会と連携し、文部

科学省・科学研究費助成事業の新学術領域研究「３Ｄ活性サイト科学（代表：大門寛）」を立ち上げ、SPring-8 に共通基盤装

置を建設・運営して高度な実験環境を整え、領域研究を推進している。デバイスの低損失化で重要なSi中のAsドーパント

の局所原子構造と電子状態を明らかにする成果やバイオ系試料のホログラフィー測定に初めて成功するなど進展がある。

今回のポスター講演では、最近の蛍光Ｘ線ホログラフィーと光電子ホログラフィーの最新成果について報告する。 
● ある元素近傍の原子配列を可視化できる

蛍光X線ホログラフィーをチタン合金にお

ける脆化の原因であるω相に適用したとこ

ろ、添加レアメタル原子の周りの原子配列

が従来説と異なることを発見した。チタン合

金の更なる高強度化とコストダウン化に大

きな貢献が期待でき、またチタン合金の用

途の広がりや複数の特徴を有するチタン

合金の開発の糸口にもなる研究である 1)。 
● 蛍光 X 線ホログラフィーの測定において避けては通れない照射損傷について、研究の進展があった。第一原理計算

を用いて、有機超伝導体κ－(BEDT－TTF)2Cu[N(CN)2]BrのX線照射損傷のメカニズムを解明した 2)。 
● L1-Reguarized Linear Regression を用いた新しい原子分解能ホログラフィー構造再構成アルゴリズムが開発され、表面

科学(日本表面科学会会誌) 9月号のFocus on e-JSSNTに選ばれた 3)。 
● 光電子ホログラフィーを用いて、黒鉛を超伝導にするカリウム原子の並ぶ様子を可視化に成功した。黒鉛にカリウムや

カルシウムを挿入するとそれぞれ約 0.14 K、11.5 K で超伝導状態になる。カリウム・カルシウム合金の場合、組成によ

って超伝導転移温度が連続的に変化する。光電子ホログラフィー法と第一原理計算法を用いて最表面数原子層の領

域にあるカリウム原子周りの局所構造の可視化と精密な構造決定に

成功し、カリウムとカルシウムの分布が揺らいでいることを見出した。

カルシウム原子はカリウム原子よりも強く黒鉛格子と結びつき、そのた

め化合物結晶を割ったとき、カリウム原子だけが挿入されている結合

の弱い層が選択的に新しい表面として露出する、と考えられる 4)。 
● 円偏光励起二次元光電子回折法にて、ZnO系ガスセンサーのガス感

度とそのドーパント周りの局所構造との関連を解明した。熱処理ととも

に表層下にWが析出し、特異な構造が形成されていく過程を元素選

択的な局所構造解析法としての特徴を生かしながら明らかにした 5)。 
参考文献 
1)  T. Yamamoto, et al. Acta Materialia 131 (2017) 534-542. 
2)  Lijing Kang, et al. Phys. Rev. B. 95 (2016) 214106. 
3)  T. Matsushita, e-JSSNT 15 (2016) 158-160. 
4)  F. Matsui, et al., Scientific Reports 6 (2016) 36258. 

5)  S. Fukami, et al. Phys. Rev. Appl. 7 (2017) 064029. 
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図2． 光電子ホログラムと再生された黒

鉛層間化合物超伝導体の原子配列像 

 
図1． (a) 一般的なβ相 (b) ニオブ原子近傍のω相 (c) 一般的なω

相の原子配列。(c)の原子配列をとるべきω相中にもかかわらずニオ

ブ原子近傍では原子配列がβ相に近いことが明らかになった。 
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放射光 X線分析の文化財分析への応用 

文化財研究会 

中井 泉・阿部善也（東理大）・田鶴寿弥子・杉山淳司（京大）・田中眞奈子（昭和女子大） 

                         

１．はじめに 

116keVの高エネルギー放射光を励起光とする蛍光X線分析は、Uまでの重元素をすべてK線で励起できることか

ら、文化財の産地判別等の起源分析に有用である。特に、蛍光X線スペクトルの30～60keVの領域はバックグラウ

ンドが低く、起源分析に有用な数ppmの希土類元素が定量でき、貴重なガラス容器や焼き物などの非破壊高感度分

析が可能である。一方、X線を使って文化財の内部を観察することは、古くから行われている。このとき、X線に平

行性の良い放射光を用いると、極めて高分解能の透過画像を得ることができるので、木造彫刻の樹種判定が可能と

なる。また、SPring-8の高エネルギー放射光を用いると、その高い透過力を利用して、金属器の内部までも高精細

に観察できる。以下に、文化財研究会メンバーによるこれらの手法による最近の成果を紹介する。 

２．高エネルギー放射光蛍光Ｘ線分析によるサーサーン朝カットガラスの起源解明 

古代ガラスの化学組成には原料の種類や採取地、製法等が反映されることから、その起源（生産地）を推定する

うえで有効な指標となる。特に原料の地質的特徴を反映しやすい希土類元素などの微量重元素を高感度かつ非破壊

で検出・定量できる手法として、高エネルギー放射光X線を励起光とする蛍光X線分析が有効である。このたび天

理大学附属天理参考館の協力のもと、同館所蔵のガラス容器5点をSPring-8のBL08Wへと持ち込み、116 keVのX

線を励起光とする非破壊の蛍光X線分析を実施した。これらのガラス容器には特徴的なカット装飾が施されており、

3～7世紀のイラン高原およびメソポタミアに繁栄したサーサーン朝起源だと考えられる。分析の結果、3点につい

てBaなどの重元素が一般的なサーサーン朝のガラスより有意に高濃度であることが明らかとなった。主成分元素か

らもサーサーン朝のガラスとの違いが見いだされ、同時代の東地中海沿岸で作られた「ローマ・ガラス」を素材と

して、サーサーン朝内の工房で後彫りのカット装飾が施されたものである可能性が示された。(阿部 善也（東理大・

理)） 

３．放射光Ｘ線マイクロＣＴを用いた神像群の樹種調査 

神像彫刻に使用されている樹種を明らかにすることは、神仏習合などの影響を考える上でも重要な知見となりう

る。本研究では、多くの神像が現存している京都府京都市松尾大社の神像群を対象として樹種調査を行った。その

結果、目視によりケヤキやクスノキの使用が推定されてきた神像群について、サクラ属、カヤ、ケヤキの使用が確

認され、その他2樹種の使用が示唆された。松尾大社の神像は、仏教との接触が比較的弱い地主神・祖先神であり、

神仏習合の影響を多く受けた神像群との差を見る上でも、樹種の情報は重要な意味を持つ可能性が推察される。カ

ヤと識別された女神像４は、女神像３（カヤ）と同様、造像に関すると思われる銘文が像底に記載され、1143年と

記されている。今回の調査により神像の樹種と年代に関して重要な知見が蓄積されたと考えられる。今後も放射光

を活用し、神像の系統と樹種について調査を進めていく。(田鶴（水野）寿弥子、杉山淳司（京大・生存研）) 

４．放射光X線CTを用いた自在海老置物の制作技術の解明 

  自在置物は鉄や銅、銀などの金属を用いて細密かつ写実的につくられた海老、蟹、龍、などの動物の置物で、

手足や関節を本物と同じように動かすこと出来るのが特徴である。江戸の太平の時代になり、鎧甲冑師達が彼らの

持つ高度な金工技術を応用して自在置物をつくり始めたと言われている。自在置物の内部構造は外観からは知るこ

とが出来ないため、その制作技術をはじめ不明な点が多い。自在置物の具体的な制作技術解明にむけた研究の第一

歩として、鉄製自在海老置物（原田一敏氏所蔵）の放射光Ｘ線CT撮影をSPring-8 のBL28B2（200keV）とBL20B2

（72keV）で実施した。分析の結果、鉄製の自在海老置物の接合方法として蝋付け、リベット、嵌め込み／巻きつけ

/かしめの3種類の方法が用いられていることなど、具体的な制作技術や内部構造の詳細を明らかにすることが出来

た。今後分析対象を増やし、自在置物の制作技術の全体像の解明に取り組んでいく。（田中眞奈子（昭和女子大）・

相原健作・原田一敏・宮廻正明（東京藝大）・星野真人・上杉健太郎・八木直人(JASRI)) 
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放射光構造生物学研究会の活動  

放射光構造生物学研究会 

栗栖源嗣, 熊坂崇, 田中良和, 宮武秀行, 西澤知宏, 沼本修孝, 竹下浩平, 梅名泰史, 水島恒裕, 中村照也 

 

研究会概要： 
構造生物学は、生体高分子やそれらが集合した超分子複合体の立体構造を原子レベルの解像度で明らかにし、そ

の情報から生命現象を解明する研究分野である。使われる構造解析手段のなかでも、放射光Ｘ線結晶解析は解像度

や対応できる分子サイズにおいて他と比べても優れた手法であり、多くの解析に貢献してきた。しかし一方で、対

象となる分子の種類は膨大であり、画一的な手続きだけでは解明が難しい。現に、進化により生命は多様性であり、

ヒトのタンパク質だけで 10 万種類とも言われる。そのタンパク質一つ一つはその形も性状も異なっており、分子

構造と機能を解析して生命の全貌を精密に描き出すために、解析手段の正常な進化も大切である。 
そこで本研究会は、設立時の研究概要にもある通り、SPring-8と構造生物学研究者を繋ぐ役割を担い、放射光構

造生物学のさらなる発展を目指すことを目的としている。参加メンバーの特徴として、他施設はもちろん、SPring-8
内でもJASRI (BL41XU, BL38B1)、理研 (BL32XU, BL26B1, BL26B2)、阪大蛋白研 (BL44XU)そして台湾ビー

ムライン(BL12B2)と、設置主体の異なる複数のビームラインに利用が分散し、また産業界からも活発な利用があ

るなど、多岐にわたっている。こうした状況を踏まえて相互の情報交換を行いつつ、溶液散乱法 (BL45XU) も対

象に、結晶回折法以外で活用できる放射光利用法も紹介している。 
 

活動内容： 
１） 構造生物学関連のビームラインを活用して得られた研究成果の情報発信 

SPring-8のHPを通じトピックスとして以下のような発信を行った。 
「味を感知する受容体のセンサー領域の立体構造を初めて解明」「初めて解像された膜蛋白質と燐脂質の相互作用のダイ

ナミクス」「細菌によるコンドロイチン分解・吸収機構の実体解明 -感染症に対する予防や治療薬の開発に期待-」「世界初・

染色体の新しい構造ユニットの特殊な立体構造を解明 癌をターゲットとした創薬研究に重要な基盤情報を提供」「タンパ

ク質カゴの中で踊る金原子を観る －タンパク質結晶を使った金属イオン集積過程の観察－」「タンパク質用いて細胞内分

子フィルターを開発 －細胞内の解毒、細胞内在分子の構造解析への応用に期待－」「多糖キチンを細胞表層で分解する細

菌由来マルチモジュラー型キチナーゼの立体構造を解明」「病原菌が鉄を細胞内に取り込む仕組み －細胞膜で働くヘム輸

送体タンパク質の立体構造を解明－」「ウイルス由来のRNA を感知し自然免疫受容体 Toll 様受容体 7（TLR7）が活性

化する機構を解明 ～TLR7 標的のアレルギー治療薬設計等に期待～」「小さなRNAが生殖細胞を守るメカニズムの一端

を解明」「植物青色光受容タンパク質の形と光受容変化 －植物の青色光受容における分子機構の一端を解明－」「離れた

細胞間の物質輸送やシグナル伝達を担う-脂質膜ナノチューブの形成を誘導する仕組み-」「血管収縮因子エンドセリンの受

容体初期活性化機構を解明」「幾何学の定理を活用したものづくり ～３０の頂点を持つアルキメデスの多面体（二十・十

二面体）の化学分子合成～」 
2) 情報提供や意見交換の場としての研究会会合の実施 
第6回会合は昨年の本シンポジウムに合わせて関西学院大 (三田市) で実施、今年は8月3日に大阪大 (吹田市)

にて第7回となる研究会を開催する。また本シンポジウムでも第8回会合を予定している。第6回会合では、新た

に研究会幹事として選任された方々から６件の話題提供、PF-UA 研究会との連携、次期計画案などの状況報告を

受け、活発な議論が行われた。また、溶液散乱ビームライン BL45XU について、新たに本研究会の対象とするこ

とで合意が得られた。第 7 回ではSPring-8 次期計画に関する新しい情報の紹介と、それに基づいた議論を行う予

定である。 
今後も継続して、学会年会やシンポジウムに合わせて研究会を開催し、SPring-8とユーザーとの情報交換を密に

する機会を提供しつつ、SPring-8-II計画や光源性能を活用した新分野創生に関する議論を継続していく。 
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機能性材料ナノスケール原子相関研究会 

機能性材料ナノスケール原子相関研究会 

小原真司 (物質・材料研究機構)、北村尚斗 (東京理科大学)  

 

機能性材料ナノスケール原子相関研究会は、機能性材料（ガラス、融体、ナノ粒子、ナノ構造材料等）を研究対象とし、

ブラッグピークの有無に依存しない原子レベルの相関からナノスケールまでの構造解析によって、材料の機能と構造を

結びつける新しいサイエンスを創出・展開することを目的として２０１２年９月に発足した。今年度の４月より代表、副代

表は、脇原 徹（東京大学）、小野寺 陽平（京都大学）から小原、北村に交代となった。 

研究手法は、BL04B2を利用した高エネルギーX線全散乱を主体としており、これに基づく二体分布関数（PDF）解析お

よび実験で得られた構造因子を再現する構造モデルの構築を行う。また、研究対象によっては、Ｊ−ＰＡＲＣや海外中性

子施設を利用した中性子全散乱、XAFS(BL01B1)、X 線異常散乱（AXS）(BL13XU)等を併用し、さらに近年では、これらの

実験手法と大規模理論計算や数学に基づいたトポロジカル解析を組み合わせることにより、材料の機能発現メカニズ

ムを原子・電子レベルで解明するための研究を本研究会のメンバーが中心となって推進している。 

本研究会は、研究講演会や解析技術講習会などを定期的に実施し、機能性材料研究の分野における SPring-8 利用

の促進と実験・解析手法の高度化および普及を目的とした活動も行なっている。また、他の SPRUC 研究会との技術交

流、研究会メンバー間の研究協力、産学間の相互交流をより活性化させることで、本研究会メンバーが中心となって新

規な機能性材料とそれに関連した新しい方向性のサイエンスを展開することも目的としている。加えて今年度からは、

国際交流に力を入れ、傑出した研究成果を世界に先駆けて創出していくことを目指す。 

 本研究会の最近の研究会活動は以下のとおりである。 

 

・ 2016/8/28 SPring-8シンポジウム サテライト研究会（原子分解能ホログラフィー研究会との合同開催） 

 SPring-8シンポジウム2016に併催する形で、原子分解能ホログラフィー研究会と機能性材料ナノスケール原子

相関研究会の２つの研究会による合同研究会を開催し、各研究会間の相互理解と実験技術の相補利用について

議論を行った。 

 

・ 2016/9/7 日本セラミックス協会第２９回秋季シンポジウム 特定セッション「ナノスケール原子相関」 

 本研究会のメンバーが中心となり、日本セラミックス協会の第２９回秋季シンポジウムにおいて特定セッション

“ナノスケール原子相関 -不規則性に潜む構造のマルチプローブ解析-”を開催した。当日は 3 名の講演者を招

き、J-PARC の全散乱装置の紹介、ガラス・セラミックス材料研究へのデータ科学の導入、極限環境下の第一原

理MD計算に関する講演を行って頂き、活発な議論を行った。さらに、SPring-8、J-PARCをはじめとした量子ビー

ム実験施設等を利用したマルチプローブ実験とデータ科学や数学に基づいたトポロジカル解析等、種々のデー

タ解析手法を主題とした全１６件の講演を実施し、ガラス・非晶質材料や結晶の格子欠陥に見られる不規則な原

子配列に潜む構造と機能との関連について討論を行った。 

 

ポスター発表では、上記に示す本研究会の活動実績および研究会メンバーが主に利用する実験ステーション設備の

詳細に加えて、これらを利用した最近の成果を紹介する。 
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放射光赤外研究会の活動 

放射光赤外研究会 

池本夕佳(JASRI)、中野秀之(豊田中研)、岡村英一（徳島大）、森脇太郎（JASRI）、木下豊彦(JASRI) 

 

 SPring-8は、硬X線、軟X線、赤外と幅広いエネルギー領域をカバーしており、多様な測定手法を提供している。放射光

赤外研究会では、赤外物性ビームライン（BL43IR）の活性化と成果の増大を図るため、様々な学会・研究会で成果・現状報

告を行うほか、様々なSPRUC研究会や、加速器ベースの他の赤外光源研究者などとも連携して、ワークショップの開催、

情報交換を行っている。 

 SPing-8、BL43IRは赤外分光を行うビームラインで、主として赤外放射光の高輝度性を利用した顕微分光を行っている。 

BL43IRで利用できる放射光は、近赤外から遠赤外（10000〜100 cm-1、1.2〜0.012 eV）の広い帯域をカバーする。図1はビ

ームラインの様子である。ビームラインでは特徴の異なる３つの顕微分光ステーションが稼働している。高い倍率の対物

鏡を搭載した高空間分解能顕微鏡、ダイヤモンドアンビルセルなど種々のアタッチメントを搭載可能な長作動距離顕微鏡、

14Tまでの超電導磁石と組み合わせた磁気光学顕微鏡である。このほか、ナノメートルオーダーの空間分解能を達成す

る近接場分光装置の開発も行っている。利用分野は物理系が多いが、近年、医学、生物、化学、産業利用、文化財など幅

広い領域の研究に利用されている。放射光の赤外線が持つ高輝度特性は、微小領域を測定する顕微分光にで活かされ

る。さらに、高圧・低温・磁場・偏光・低波数・加湿雰囲気などの付加的な環境下の測定においては、窓材などによる赤外光

の強度損失などがあるため、放射光利用の優位性が強調される。BL43IRでは、このような様々な条件で顕微分光を行う

ための環境整備を行なっている。磁場下で顕微分光を行う顕微分光ステーションについては、パートナーユーザーの東

北大学・佐々木孝彦教授、井口敏准教授の協力のもとで再整備を行なった。超電導磁石のメンテナンスを行い、クライオ

スタットは、液体ヘリウムの消費が少なく、試料交換や窓材の交換がしやすい形式のものに変更した。現在の磁気高額ス

テーションは、温度範囲は4Kから室温、磁場は±14Tまでかけることが可能で、波数領域は従来よりも遠赤外に拡張し

200〜10000cm-1まで測定可能となった。2017A期からパートナーユーザー以外のユーザー利用も開始している。 

 SPRUC放射光赤外研究会においては、中・長期的な展望に関する議論も行なっている。次期放射光計画として検討され

ている低エミッタンスリングにおいては、赤外光の活用は問題がある。蓄積リングのチャンバー径が小さいため、十分な

フラックスの赤外光を取り出せないことが考えられる。このことは、国内外を問わず、赤外放射光を利用するコミュニティ

全体の問題である。SPRUC放射光赤外研究会においても、現在稼働している施設の利用や、低エネルギーリングの活用、

他の高輝度・高強度赤外光源との住み分けなど、様々な可能性の検討を行なっている。 

  

 

 

 
図1 BL43IR 
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SPring-8 企業利用者の動向 

SPRUC 企業利用研究会 

巽修平、 佐藤眞直 

 

本研究会では、2016 年度にアンケート調査を行い、集計結果に基づき全体会合にて以下の意見や要望を集約した。 

＜JASRI が利用促進のために実施する研究開発に関する意見＞  

 計測技術開発に対する具体的な要望をアンケート調査した結果を、技術要素で要望件数の多さを整理したところ、

図１に示す結果となった。（総回答数３５件） 

 その他として高エネルギー利用技術開発や、利用技術の汎用化・自動化の促進に対する要望があった。 

＜研究開発成果の展開に関する意見＞ 

 利用例、実験技術に関する技術情報の公開の促進について、研究会、講習会の開催のみならず WEB 等の電子媒

体での情報発信を促進して、情報を得る機会を増やしてほしいとの意見が見られた。 

 データ解析技術に関する情報提供の促進について、解析技術に関する情報提供だけでなく解析ツールの開発・配

布・普及の促進に努めてほしいとの意見が多くみられた 

＜SPring-8-II に関する意見＞ 

 SPring-8シンポジウムにおける施設側からの報告講演において示された、「SPring-8 IIで高性能化された光源性能

を活かしたSPring-8 IIでしかできない研究を考えて欲しい」というメッセージに対する意見として、従来活用してきた

技術による研究の継続性とのバランスが重要とする意見が出された。この SPring-8 II においても引き続き活用した

い計測技術について調査を行った結果を図２に示す（回答数20 件／複数回答可）。この既存技術の維持に関して、

現状のSPring-8 IIのCDRをもとにした計画案は上述の既存技術に対する影響は少ないだろうとみる意見も少なか

らずあった。ただし、偏向電磁石光源についてはビーム軌道がずれる可能性があるとされている点について懸念

する声もあった。 

 現在計画中の３GeV リングと SPring-8 II との利用技術の住み分けについて、施設側の考えをもう少し具体的に知り

たい、との意見があった。 

 SPring-8 次期計画のスケジュールについて、特に専用ビームラインを運用しているユーザーからそろそろもっと具

体的な情報（着工時期、完成時期、停止期間、等）を出してほしいという意見が強く出された。 
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図２．SPring-8 II でも引き続き活用したい既存計測

技術についてのアンケート結果。（総回答数20件） 
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図１．JASRIによる利用促進のための計測技術開

発に対する要望についてのアンケート結果。（総回

答数35件） 
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Fig. 1 L-PGDS の多量体化 

生体内輸送蛋白質の多量体化による腫瘍特異的ドラッグデリバリーシステムの開発 

Development of tumor-specific drug delivery system by multimerization of intravital transporter protein 

下地 真広1, 中辻 匡俊1 2，秋山 佳範1，乾 隆1 

1. 大阪府大・院・生命環境 / Grad. Sch. of Life & Envi. Sic., Osaka Pref. Univ. 

2. 日本学術振興会特別研究員 / JSPS Research Fellow 

 

 これまでに我々は，生体内輸送蛋白質であるリポカリン型プロスタグランジンD合成酵素（L-PGDS）が難水

溶性抗癌剤SN-38の薬剤キャリアとして有用であることを報告してきた[1]。一方，L-PGDSは静脈内投与後，

腎臓より速やかに排泄されることを報告しており，L-PGDSを用いた腫瘍特異的なドラッグデリバリーシステ

ム（DDS）の実現には血中滞留性の改善が必要不可欠である。一般に，腎排泄を受ける蛋白質の血中滞

留性の改善法として分子サイズの増大が挙げられ

る。また，分子サイズの増大により，腫瘍組織特有の

粗 悪 な 血 管 構 造 を 利 用 し た EPR （ Enhanced 

Permeability and Retention）効果による薬剤キャリア

の腫瘍集積性の向上が期待できる。そこで本研究で

は，L-PGDSにbiotinを付加し（Bio-L-PGDS），biotinと

streptavidin（SA）との強固な相互作用を利用したSA-

[Bio-L-PGDS]4（四量体L-PGDS）を作製し，分子サイズ

の増大を試みた（Fig. 1）。 

Bio-L-PGDS，およびSAは大腸菌に発現させ，各種クロマトグラフィーにより精製した。Bio-L-PGDS：SAのモル

比が4:1となるように混和し，室温で15分静置後，ゲル濾過クロマトグラフィーに供したところ，四量体L-

PGDSの推定分子量である140 kDa付近にピークが確認でき，L-PGDSの多量体化に成功した。次に，500 

µM 四量体L-PGDS存在下におけるSN-38濃度を調べたところ1.4 mMとなり，PBS中（1.5 µM）と比較して約

930倍上昇した。さらに，四量体L-PGDSのX線小角散乱実験を行った結果，四量体L-PGDSは単分散であり，

楕円体構造を有していることが明らかとなった。また，四量体L-PGDSの最大長径（Dmax）は107 Åであり，単

量体L-PGDS（48 Å）と比較して約2倍に増大していた。この分子サイズはEPR効果による腫瘍集積性向上が

期待できる大きさであった。 

以上より，L-PGDSの多量体化による分子サイズの増大に成功し，作製した四量体L-PGDSはSN-38を用いた

腫瘍特異的DDSにおける薬剤キャリアとして応用できることが示唆された。現在，SN-38/四量体L-PGDS複

合体の抗腫瘍活性を評価している。 

 

参考文献 

[1] PLOS ONE 10, e0142206 (2015) 
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光・磁性新素材産学連携研究会の活動 

光・磁性新素材産学連携研究会 

代表：井上 光輝 (豊橋技術科学大学)、副代表：松原 英一郎（京都大学） 
 

光や磁性を示す物質は、エレクトロニクス、メモリー、センサーなど様々な先進材料として利用され、新しい工業

部素材を生み出す重要な役割を担っている。この光・磁性新素材開発における産業界の課題について、産学が一

緒になって議論し、解決の糸口を見いだすために、（独）日本学術振興会産学協力研究委員会の第147委員会アモ

ルファス・ナノ材料が設立され、2013年10月から５年間の計画で委員会が活動している。この委員会は、産学の約

100名の研究者・技術者で構成され、磁石材料、電磁機能材料・デバイス、光電機能材料の基礎物性から材料プロ

セスまで幅広い研究領域を網羅している。ここで議論される課題の解決には、Ｘ線ナノビームを用いた新しい分

光・回折・イメージング技術が開発されているSPring-8の活用が極めて有効であるが、本研究会が発足した平成

26年4月当時、147委員会の研究者の多くはその利用経験のないポテンシャルユーザーに留まっていた。そこで、

SPRUCの研究会としてはこれまでにない試みとして、主にSPring-8の利用経験がない産学の研究者や技術者で

構成される本委員会が、「光・磁性新素材産学連携研究会」をSPRUCの研究会として創設した。その後、本委員会

の会員によるSPring-8の利用も増加傾向にあり、一定の普及啓発効果が得られている。2017年8月現在の会員

数は 118名であり、このうち約3割が企業等からの会員となっている。この１年間で本研究会が主催しての会合を

行うには至っていないが、共催、または、後援として本研究会の会員が、以下の会合における企画や参加者として

貢献し、今後も数件の研究会への積極的な参加を予定している。 

 

  【共催した研究会（予定含む）】 

① 2017年2月1日（水）： SPring-8における磁性研究の動向と今後の計測技術開発 （東京・田町） 

② 2017年3月21日（火）： 第１回 SPring-8におけるスペクトロスコピー将来検討会 （大阪大学） 

③ 2017年3月23日（木）： 第４回 実用スピントロニクス新分野創成研究会 （名古屋工業大学） 

④ 2017年8月18日（金）： 第５回 実用スピントロニクス新分野創成研究会 （東京） 

⑤ 2017年9月3日（日）： 軟X線スピン分解ARPES検討会 （広島大学）   予定 
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高分子構造科学研究会のこれから 

高分子構造科学研究会 

佐々木園（世話役代表）、岸本浩通（副代表） 

 
高分子構造科学研究会は、第１･２期高分子科学研究

会および高分子薄膜・表面研究会が担ってきた活動を大き

く発展させるために、両研究会を統合し2016 年4 月に第

3期研究会として発足しました。本研究会の目的は、有機･

高分子科学分野の学術と産業界の基礎・応用研究で重要な

SPring-8 の先端的利用法を発展させるための情報交換と

議論を行うことです。具体的には、① SPring-8 次期計画

で創成される新しい光源を利用した実験法、② 階層構造

のダイナミクス/キネティクス研究のための実験技術、③ 
表面・界面と薄膜に対する新しい実験・データ解析技術、

④ 複数のビームラインを相補的に使う実験法、⑤ 高分子

複雑系に対する構造解析法、⑥ イメージング技術などに

関わる最先端ノウハウの情報収集から、従来にはない新た

な概念創成のためのディスカッションまで、次世代の高分

子構造科学の展開を見据えた活動を行なって参ります。 
  
    “Research Group on Polymer Structure Science” is established by integrating positively the preceding 

“Polymer Science Research Group” and “Research Group on Polymer Surfaces and Thin Films” for enhancement 
of their activities at SPring-8.  The goal of this group is to exchange information and discussion on the advanced 
utilization of SPring-8 in polymer structure science.  The important subjects this group will focus on for academic 
and industrial researches with organic and polymeric materials are as follows: ① New experimental methods 
utilizing a new light source of SPring-8-II, ② Experimental technique for researches on hierarchical structure 
dynamics / kinetics, ③ New experimental and data-analysis technique for researches on surface/interface and 
thin films, ④ Advanced measurement and data analysis methods for complimentary utilization of several 
beamlines, ⑤ Structure analyses for complex polymer systems and ⑥ X-ray imaging technique.  

 
対象となる試料： 合成高分子、天然高分子、バイオベースマテリアル、ポリマーブレンド、高分子複合材料、 

ブロック共重合体、有機分子組織体、高分子溶液、高分子ミセル、高分子ゲル等 
関連するビームライン：BL02B1, BL02B2, BL04B2, BL03XU, BL13XU, BL19B2, BL20XU, BL40B2, BL40XU,  

BL43IR, BL44B2, BL45XU, BL46XU, BL47XU 
問い合わせ先： 佐々木園（京都工芸繊維大学）sono@kit.ac.jp 

岸本 浩通（住友ゴム工業（株））h-kishimoto.az@srigroup.co.jp 
 
Expected samples： Synthetic polymers, Natural polymers, Biobased materials, Polymer blends,  

Polymer complexes, Block copolymers, Organic molecular assemblies, Polymer solutions,  
Polymer micelles, Polymer gels and networks 

Related beamlines： BL02B1, BL02B2, BL04B2, BL03XU, BL13XU, BL19B2, BL20XU, BL40B2, BL40XU,  
BL43IR, BL44B2, BL45XU, BL46XU, BL47XU 

Corresponding persons： Sono SASAKI (Kyoto Institute of Technology) sono@kit.ac.jp,  
Hiromichi KISHIMOTO (Sumitomo Rubber Industry) h-kishimoto.az@srigroup.co.jp 
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放射光を用いたその場計測研究会の活動状況 

放射光を用いたその場計測研究会 (研究会No. 48) 

代表：高谷 光 (京都大学・化学研究所) 

副代表・事務担当：為則 雄祐 (JASRI/SPring-8) 

 

 

化学プロセスが進行する中間経路を直接観察することは，化学者にとっては，古くから試行錯誤が続いてきた長年

の課題である。反応の途中過程が明らかになることで，目的に合致した反応経路を論理的に組み立て，新しい機能

をもつ材料物質を作り出す事ができる。放射光は，この課題の解決につながる可能性を持った有力な分析手段の一

つであり，in-situ や operando 解析と呼ばれる「その場観察実験」は，近年の放射光科学の主要な研究課題の一つ

になっている。一方で，その場観察に取り組んでいる研究者間の情報交換は十分とは言えず，各研究者が個別に技

術開発を進めている状況である。このような課題に対して，科学と技術の両方の視点から，放射光を用いたその場観

察や時分割観察を進めいている一線の研究者が集い，現在の分析技術の到達点と今後の課題について議論を行う

とともに，研究者間の情報交換および放射光利用の普及啓発を進めることを目的として活動を続けている。 

 

 第二期研究会の体制下では，｢革新的分子集積マテリアル研究会｣ならびに｢軟X 線による実環境下反応その場計

測研究会｣が連携し，有機合成化学，触媒科学，電気化学などの利用分野を中心として，放射光その場観察の現状と

技術的課題について議論を重ねてきた。今期は，両研究会を統合し、新たに｢放射光を用いたその場計測研究会｣と

して活動を続けている。試料環境技術の議論を中心に活動した第二期研究会に加えて、時分割測定や放射線分析

などを新たに検討要素として加え，ビームラインや計測手法を広く横断し，その場観察研究をSPring-8の汎用的な手

法として波及させてゆくことを目指している。また、XAFS 法を中心として測定結果を高い精度で解析しより多くの情報

を引き出すため、計算科学との融合も新たな課題として議論を重ねている。 

 

 シンポジウムでは、現在の研究会の活動状況に加えて、電気化学・触媒科学などの分野で実施された in-situ・ 

operando 解析の研究事例を交えながら、研究会参加者の最近の研究成果について発表する。 
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コヒーレント X 線物質科学研究会 

岡山大学 1、量子科学技術研究開発機構 2 

池田直 1、大和田謙二 2 

第３世代放射光源の登場以降、実験遂行上十分な空間・時間コヒーレンスを持つＸ線の利用が可能となり、

測定技術・解析手法の開発が急ピッチで行われてきました。その結果、一般の物質科学領域の放射光ユーザー

にとってもコヒーレンス利用が手の届く所まで来ているように思われます。しかしながら、そのユーザー間で

最先端コヒーレンス利用の研究成果やそのための技術情報の共有は十分にはなされてはいないようにも思われ

ます。 

 本研究会は、コヒーレンス利用によって期待される磁気・分極ドメインやスキルミオン等の（動的・静的）

高次構造の観測から物質内の大域的－局所的性質の相関の解明につなげ次世代物質科学の一翼を担い、また、

構成員間でコヒーレンス利用に関する情報・技術・新規アイディア等を研究会等を通じて収集・共有し、SPring-

8 アップグレードに並行するビームライン高度化へ向けた具体的な研究構想実現の仕掛けとなる事を主目的と

して2016年度（第3期）に新設（認可）されました。 

本研究会活動を通じ、物質科学研究の高度化、コヒーレンス利用を軸とした他研究分野との連携、新しい放

射光利用技術の開発による新規研究分野の開拓の可能性や要望を探り、もってSPring-8における物質科学研究

の最先端研究に寄与したいと考えています。また、これらの活動は他のSPring-8ユーザー共同体研究会や関連

学会との連携の下で進めて行きたいと考えております。 

2016 年度は関連する研究会を 2 回開催し、新分野・新領域に関する研究開発ニーズ、研究開発成果の展開、

SPring-8次期計画に関する事項等を議論しました。新分野・新領域に関する研究開発ニーズに関しては、コヒ

ーレンス利用（波面制御）で実現される軌道角運動量を運ぶ量子ビーム（渦ビーム）の利用に関し、量子ビー

ム（Ｘ線、可視光、VUV、電子線、中性子線）、加速器、理論など各方面からの識者を交えて実現可能性を含め

た議論がなされたほか、渦素子を利用した新規イメージングに関しての提案や理論計算の結果などが紹介され

ました。渦ビームと対象物質（ドメイン、原子、電子等各階層）との相互作用・光学過程の理解は重要であり、

ひとつひとつ順を追って解明してゆくことが肝要です。現在、各方面で渦ビーム利用研究が進められていると

ころです。 

2016年度に開催した研究会 

①研究会名：表面界面・薄膜ナノ構造研究会、コヒーレントＸ線物質科学研究会合同研究会 

日  時：2016年8月29日（月）10:00-12:00 

場  所：関西学院大学三田キャンパスVII号館102教室 

②研究会名：渦波面量子ビーム研究会 ―渦ビーム利用の現状と課題―

共  催：コヒーレントＸ線物質科学研究会、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

日  時：2017年3月16日（木） 13:00-17:00 

場  所：関西学院大学梅田キャンパス 1408（定員42名）号室 
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構造物性 Iグループの概要と活動状況 

（公財）高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 構造物性 Iグループ 

大石泰生、今井康彦、田尻寛男、尾原幸治、Bagaughin Bagaudhinov、梶原堅太郎、増永啓康、 

杉本邦久、河口省吾、加部泰三、平尾直久、肥後祐司、丹下慶範、河口沙織 

構造物性Ⅰグループでは、物質の性質・機能の起源となる構造的特徴を明らかにするために、SPring-8の優れた

光源特性を最大限に活用したX線回折・散乱装置・手法を提供してのユーザー支援を行いつつ、極端条件を含む試

料環境制御技術やオペランド計測技術の開発、精密構造解析技術等に関する高性能化を推進している。同グループ

は３つのチームで構成され、極限構造チーム（BL04B1, BL10XU）では超高圧・高温・低温の極限状態での構造物性

研究を、動的構造チーム（BL02B1, BL02B2）では相転移等の物質のダイナミクスや物性起源の電子密度レベルでの

解明を、ナノ構造物性チーム（BL04B2, BL13XU）では非晶質や表面・界面などのナノ構造体における物性起源の解

明を、遂行することを任務としている。また、高エネルギーX 線ナノビーム光学系形成や高機能検出器利用を含め

た時分割測定技術の開発及びコヒーレント特性の利用検討等にフォーカスして、次期光源に向けたアプローチをグ

ループ内ビームライン横断的な検討を進めている。以下に、ビームラインの概要と最近の測定器系の改造・整備及

び高性能化の取り組みを示す。 

BL02B1（単結晶構造解析ビームライン）：大型湾曲 IPカメラ、CCDカメラ及び多軸回折計により、単結晶精密構造

解析、時分割測定による構造ダイナミクス研究を行う実験ステーションである。パートナーユーザー課題や長期

利用課題などと連携し、時分割計測や単結晶高圧回折実験などの整備を行った。 

BL02B2（粉末構造解析ビームライン）：ヘリウムガス吹付装置を新調し、低温での回折実験環境を整備した。また、

2θギャップレスな多連装半導体 2 次元検出器システムを導入することによって、50msec の読み出し速度でガス

圧力・回折データ同期したリモートガス・溶媒雰囲気下でのその場・時間分解粉末回折実験などの整備を行った。 

BL04B1（高温高圧ビームライン）：白色 X 線及び高エネルギー単色 X 線回折やラジオグラフィー法を用い、マルチ

アンヴィルプレスによる高温高圧環境下での結晶構造変化や物性を測定して、新機能材料開発や地球内部構造を

研究する実験ステーションである。X 線回折角自動スキャン測定による精密構造解析可能にし、機器操作を簡便

化するために、高圧プレス用ステージ及びゴニオステージの自動制御システムを整備した。 

BL04B2（高エネルギーX線回折ビームライン）：高エネルギーX線を用いた広いQ領域の回折データ取得から、ガラ

ス・液体などの非晶質物質の高精度構造解析を行う実験ステーションである。検出器受光スリットシステムを自

動化し、利便性を向上させた。また有機ポリマーのような比較的融点の低い材料の非平衡状態を計測するため、

音波浮遊装置を整備した。 

BL10XU（高圧構造物性ビームライン）：高輝度・高エネルギー放射光を利用した単色X線回折により、ダイヤモンド

アンヴィルセルを用いた高圧及び低温・高温発生での極限環境下における物質の精密構造解析が可能な実験ステ

ーションである。高エネルギーX 線マイクロビームを利用した高圧・低温 X 線回折計測環境を整えるため、低振

動型4K-GM冷凍機および冷凍機搭載用高耐荷重･高安定架台を整備した。 

BL13XU（表面界面構造解析ビームライン）：X線回折・散乱を利用して結晶表面や界面、ナノ物質の構造物性研究を

原子レベル分解能で可能とする実験ステーションである。表面回折データの最小自乗法解析プログラムのユーザ

配布を開始した。ナノビームＸ線回折実験用に移相子用ゴニオメータを整備し、従来はπ偏光のため測定が困難

であった2θが90°近傍の回折もσ偏光として利用できるようにした。 
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X線非弾性散乱を利用した原子・電子ダイナミクスを通じた物質機能の解明 

（構造物性Ⅱグループ） 

（公財）高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 構造物性 IIグループ 

石川 大介、櫻井 吉晴、辻 成希、筒井 智嗣、内山 裕士、依田 芳卓 

構造物性Ⅰグループでは、構造物性Ⅱグループでは世界を先導する3つのビームライン（BL08W, BL09XU，BL35XU）

を運営し、非弾性散乱及び核共鳴散乱の実験設備をユーザーに供している。実施課題は、基礎科学から機能性材料、

構造材料まで多岐にわたっている。ポスターでは、この1年間に行ったビームライン高性能化及び成果の一部につ

いて示す。 

BL08W：高エネルギー非弾性散乱 

BL08Wは主に高エネルギー非弾性散乱（コンプトン散乱）実験のためのビームラインである。高エネルギーX線の

高い透過能を利用した金属ケースのリチウム電池の充放電過程を評価する非破壊的手法開発やコンプトン散乱を用

いたカーボンナノチューブ中の水流の促進機構に関する研究、スピンだけに感受率を有する磁気コンプトン散乱の

特徴を生かしたスピン・軌道磁化測定法を利用した磁気薄膜の研究などが行なわれている1-3)。このほかに高輝度

の高エネルギーX線を利用した回折実験や蛍光分析などの実験も行われている。 

BL09XU：核共鳴散乱 

BL09XUでは主に核共鳴散乱を利用した物性科学やX線光学、原子核物理などに関する実験が行われている。近年

は生物系分野での利用が増えており、元素を特定した格子振動・電子状態に関する知見が得られる核共鳴非弾性散

乱・エネルギー領域放射光メスバウアー分光を用いた酵素活性機構をはじめとする生化学機能に関する成果が得ら

れている4-6)。また、液体ヘリウム消費量の削減や計測系の高効率化にも取り組んでおり、今年度は循環型低振動

冷凍機の導入によって核共鳴非弾性散乱でのヘリウム使用量ゼロを実現し、平行化レンズの導入により核共鳴非弾

性散乱実験での信号強度を15％向上させることができた。 

BL35XU：高分解能非弾性散乱 

BL35XUでは1Åより短い波長のX線を利用して、格子振動をmeVレベルで調べることが可能である。格子振動を

調べる手段としては、動的構造因子が測定可能な中性子非弾性散乱と相補的手段である。この1年間では、液体ベ

ンゼンのダイナミクスやIII-V族量子井戸中のフォノン分散測定やMg-Zn-Y合金の弾性率測定のような中性子散乱

が苦手とする測定条件での成果が得られた7-9)。昨年度末に、JT冷凍機（最低到達温度：~2 K）を導入し、今年度

中にはユーザーに供する環境整備を完了する予定である。 
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バイオ・ソフトマテリアルグループの現状

(公財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 バイオ・ソフトマテリアルグループ 

上杉健太朗、関口博史、星野真人 

非結晶回折散乱チームはBL40XUおよびBL40B2にて、生体高分子、合成高分子、界面活性剤、コロイドなどのソフトマ

テリアルからの散乱・回折実験および動的計測を支援する。対象とするサンプルは、分子、分子集合体、システムレ

ベルと階層構造を有すことが多く、それぞれの階層での知見とともに階層横断的な知見をシームレスに得ることは重

要である。BL40XUではその高輝度性を生かし、径5μmまでのピンホールスリットによるマイクロビームを用いた小角

散乱・回折実験のシステム構築に取り組み、マッピング計測およびX線１分子追跡法などへ応用した。BL40B2では蛋

白質溶液や脂質のような非晶質生体物質についてX線散乱・回折法を用いて構造解析を行った。様々な高度化により、

高い小角分解能(最大小角分解能6000Å)と広い測定領域(広角測定限界数 Å)における測定を実現しており、高空間分

解能で静的な散乱パターンの測定が可能となった。微小角斜入射X線小角・広角散乱法による高分子薄膜等の解析も

可能である。 

微細構造計測チームでは、イメージング技術（Ｘ線集光結像光学系、検出器、計測手法）の開発と応用を行っている。

硬Ｘ線マイクロビーム応用では100nm径プローブによる走査型顕微鏡、マイクロビームＸ線回折、蛍光Ｘ線分析等が

ルーチンで利用可能になっている。投影・結像イメージングでは、CTやラミノグラフィーによる三次元計測の利用が

多い。標準的な条件（視野1mm、空間分解能1μｍ、12keV、(2048) 3^画素）での三次元像計測時間は約3分である。よ

り高分解能を得るためにはフレネルゾーンプレートを対物レンズとする結像顕微鏡が使われている。典型的な条件で

は、視野50umで3次元像として空間分解能140nmが達成されている。この場合の計測時間は約20分である。また、吸収

コントラストだけでなく、ゼルニケ法/屈折コントラスト法/タルボ干渉計/走査型微分位相等の手法を用いた位相計

測も可能である。最近では高速CT撮影技術を利用した、4D計測が可能となってきた。限定的な条件下では、時間分解

能１０秒以下での撮影が可能で、物体の変形や結晶成長などの様子を観察することが出来るようになった。 

放射光位相イメージングチームは、百生ERATOプロジェクト(量子ビーム位相イメージング)の受け皿として発足し、

今年で3年目を迎える。主に、透過型回折格子を用いたX線位相イメージング・位相トモグラフィの開発や、それらを

用いた応用利用研究への展開を目的としている。ピンクビームを用いた4D位相イメージングをはじめ、微小試料の高

感度・高分解能計測へ向けた顕微位相イメージングの開発を行っている。白色偏向電磁石ビームラインBL28B2では、

多層膜ミラーおよびチャンバーを設置し、中心エネルギー25keV、バンド幅10%のピンクビームが利用できる環境を構

築した。ピンクビームを用いた4D位相イメージングの応用例としてポリマーのレーザーアブレーション過程の4D位相

イメージングへの展開を始めている。 

上記以外にも、4D-位相CTの開発・高エネルギー結像CT

装置の開発などの高性能化を行っている。また、BL40B4

にはDECTRIS社のPilatus 6Mを今年度導入予定である。 

図  II 型シャペロニンタンパク質の構造変化についての X

線１分子計測。タンパク質分子に金ナノ結晶を標識に、分

子の運動に連動したナノ結晶の方位変化を時分解回折像

から解析する。 
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分光物性 Iグループの活動、2016-2017 

JASRI利用研究促進部門 分光物性Ⅰグループ 

宇留賀朋哉（GL），鈴木基寛(TL)，寺田靖子(TL) 

水牧仁一朗，河村直己，加藤和男，新田清文，伊奈稔哲、早川慎二郎、西脇 芳典 

分光物性 I グループは、XAFS・分析チームと MCD チームから構成され、硬 X 線領域の吸収・発光現象に関連する実

験手法の開発及び、ユーザー利用支援を行っている。主として担当している BLは以下の 5本である。分光物性 Iグルー

プのこの 1年の活動状況と高度化について報告する。 

・ BL01B1（広エネルギーXAFS）：

BL01B1では、広エネルギー領域にわたる希薄・薄膜試料のXAFS測定や in-situ時間分解クイックXAFS測定などが主

に行われている。反応過程下の測定試料に対する同一条件・同一視野での放射光複合計測の実現の一環として、透過

測定が可能なペレット試料に対し試料環境（温度、ガス雰囲気）制御下で in-situ 透過法 XAFS/XRD 同時計測が可能な

システムの構築およびデータ解析法の検討を進めた。また、XAFS と IR の同時計測を可能とするマルチプローブその

場化学反応計測基盤の整備を進め、透過XAFS-拡散反射 IRの同時計測可能な in-situ加熱セルの開発を行った。

・ BL05SS（加速器診断） 蛍光X線分析ステーション：

BL05XUでは、2016年度より一般共用利用が開始され、1～2 µｍの集光ビームを利用した顕微蛍光X線分析とXAFS測

定が実施されている。冬季停止期間中に実施された新規アンジュレータ光源の導入に伴い、光源パラメーター取得、光

軸調整等を行った。また、4素子SDDおよび高係数率DSPの導入、制御ソフトの整備を行い、最高計測周波数：100 Hz

での蛍光X線マッピングを実現した。

・ BL28B2（白色X線回折） DXAFSステーション：

本ステーションでは、エネルギー分散 XAFS（DXAFS）法を用いて、時間分解能：十数ミリ秒～数秒で時間分解その場

XAFS 測定が行われている。現状、触媒や酸素貯蔵材料に対して、試料雰囲気環境（ガス、温度等）を高速にスイッチし

た際の反応過程のその場計測が主に行われている。この 1年は、より広い計測エネルギー幅と高エネルギー分解能を

併せ持つDXAFS用ビームモニタ検出器の開発を進めた。

・ BL37XU（蛍光X線分析）：

BL37XU では、硬 X 線顕微法を用いた元素分布・化学状態イメージングを主体とした利用が行なわれている。現状、走

査型（最高空間分解能：100 nm）と全視野型（最高空間分解能：50 nm）のX線顕微実験が可能となっている。この 1年は

主に、走査型2次元XAFS計測法の迅速化、2次元検出器を用いた 2次元イメージングXAFS法の整備、高効率2次元

検出器を用いた結像型XAFSイメージング法の迅速化等を進めた。

・ BL39XU（磁性材料）：

BL39XU では、X 線磁気円二色性 (XMCD) 、X 線吸収/X 線発光分光 (XES) による磁性体・強相関電子系物質の研究が

主に行われている。複合環境分光ステーションでは、XES装置にマクロ物性計測装置と XRD検出器を組み込んだマルチ

プローブ型高エネルギー分解能 XAFS 測定システムの開発を進めた。また、ナノ分光計測ステーションでは、XMCD トモ

グラフィー法による 3次元磁気イメージング法の開発を開始し、スピンデバイスに対するテスト計測を実施した。  
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分光物性 IIグループの活動と計測技術の高性能化等実施状況・計画 

利用研究促進部門分光物性 IIグループ 

中村哲也、池本夕佳、室隆桂之、為則雄祐、森脇太郎、大河内拓雄、小谷佳範、保井晃、

鶴田一樹、Billington David、豊木研太郎、岡﨑宏之 

分光物性IIグループでは、幅広い波長領域（赤外線領域～軟Ｘ線～硬Ｘ線）の放射光分光研究に関する利用研究支援、

計測技術の高性能化、分野開拓などに取り組んでいる。当グループは、軟Ｘ線・赤外チーム、光電子分光チーム、材料電

子状態解析チームの３チームで構成され、BL25SU、BL27SU、BL43IR の主担当として、また、BL09XU, BL47XU にお

ける硬 X 線光電子分光のほか、BL17SU（理研ビームライン）の一部ビームタイムにおいて光電子顕微鏡の利用実験支

援を行っている。なお、昨年度まで硬 X 線光電子分光を担当した応用分光物性グループを、本年度より当グループに統

合したことで、より幅広い波長領域の分光研究を推進する体制が整った。

幅広い利用ニーズに応えるために、各ビームラインにおける計測技術は発展的に多様化しているが、波長横断的な共

通テーマとして「顕微分光」を推進している。BL43IR では赤外放射光の回折限界と同等の空間分解能（<10μm）を有する

赤外顕微分光実験が中心的に利用されているほか、近接場効果を利用した赤外分光技術開発も行なっており、約200 nm
の高空間分解能を達成している。また、BL25SU においては、ナノ集光ビーム走査方式の軟Ｘ線 MCD 顕微分光装置が

永久磁石材料の磁区観察等に活用されており、本年度は試料温度可変機構に関する高性能化を予定している。さらに、

二次元角度分解光電子アナライザ（DA30）を利用した軟 X 線光電子分光実験に関しては、今後、入射軟 X 線のマイクロ

ビーム化を計画している。BL27SU では、集光・結像型の軟 X 線顕微分光技術の開発を行っており、特に、ビームライン

の特徴を活かす高エネルギーの軟 X 線（2.1～
3 .3 keV）における化学状態分布解析が期待され

る。さらに、深さ分解測定と組み合わせた三次元

ナノ分光測定の実現を目標に、蛍光軟Ｘ線の角度

分解検出による深さ分解化学状態解析技術の開

発に取り組んでいる。一方、BL47XU、BL09XU
における硬X線光電子分光実験では、既にマイク

ロビームの利用による局所電子状態解析が確立

しており、これと光電子放出角度依存性解析によ

る深さ分解測定やオペランド計測との複合化が進

んでいる。BL17SU（理研ビームライン）における

共用の一般課題では、高空間分解能の光電子顕

微鏡が利用されており、最高空間分解能が約 22 
nm の顕微分光イメージングが可能である。この

ように、顕微分光技術の高性能化を各ビームライ

ンで並行して推進しているが、さらなる高分解能

化や調整・測定時間の短縮などが継続的かつ共通の技術課題である。右表に主に顕微分光技術に関する各ビームライン

の現状と展望を示す。

一方、より高性能な装置の導入により使用を終了した旧装置の他、故障頻度が高く老朽化した装置や性能比較におけ

る国際的な位置づけの顕著な低下により使用終了を予定する装置なども一部で発生している。たとえば、BL25SU にお

いて、従来の光電子分光装置の利用を既に終了した他、光電子顕微鏡（PEEMSPECTOR）の運用を 2018A 期をもって

終了する予定である。新たな放射光先端計測の開拓を目指す新規装置導入に伴うスペース確保という必要性からも、今

後も利用終了となる装置が発生することが予想される。新しい計測技術の導入と、主要かつ確立した既存技術の維持を

天秤にかける際には、SPRUCを中心とした利用者からの意見集約が極めて重要であると考えている。
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ナノテクノロジー利用研究推進グループの活動 

利用研究促進部門 ナノテクノロジー利用研究推進グループ 

木村 滋 他 グループメンバー 一同 

ナノテクノロジー利用研究推進グループは，2007 年 9 月に利用研究促進部門に発足したグループで，その役割は

SPring-8 放射光の特徴を最大限に活かした測定手法を開発し，ナノテクノロジー研究を推進することである．2016
年4 月からは，ナノ先端計測支援チーム1 チーム体制で運営している．ナノ先端計測支援チームの主な業務内容は，

(1) ナノビーム開発によるナノテクノロジー利用研究の推進, (2) 時分割計測技術開発によるナノテクノロジー利用研

究の推進，である．

ナノ先端計測支援チームの研究活動 

・ナノビーム計測技術開発によるナノテクノロジー利用研究の推進 

SPring-8のアンジュレータ光を集光することにより，100 nmから数ミクロンのビームを利用する回折計の開発や

その利用技術の開発を進めている．1-5)  

本シンポジウムでは，H29年度にBL40XUに導入予定のEIGER 1M検出器による新規測定技術開発計画，高エネルギ

ー放射光集光用石英製レンズの開発状況，レーザートラップによるナノ粒子非接触保持機構の開発状況，を報告する． 

・時分割計測技術開発によるナノテクノロジー利用研究の推進 

SPring-8 放射光のパルス性を利用するポンプ・プローブ法を中心とした時分割計測技術の開発やその応用研究を

進めている．6-9) 

本シンポジウムでは，ポンプ・プローブ測定用高繰り返しチョッパーの開発状況について報告する． 

参考文献
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grain", J. Synchrotron Rad. 16, 352-357, (2009).

2) Y. Imai et al., "High-Angular-Resolution Microbeam X-ray Diffraction with CCD Detector", AIP Conf. Proc. 
1212, 30-33, (2010).

3) Y. Fukuyama et al., "Anomalous Lattice Shrink of a Single CeO2 Sub-micrometer Particle in an Optical Trap 
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4) S. Kimura and Y. Imai, “Parabolic refractive X-ray lenses made of quartz glass for high-energy X-ray focusing”, 
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5) N. Yasuda and S. Kimura, “Measurement of Thermal Expansion Coefficient of 18R-Synchronized Long-
Period Stacking Ordered Magnesium Alloy”, Mat． Trans. 57, 1010-1013 (2016).

6) Y. Fukuyama et al., "Ultra-high-precision time control system over any long time delay for laser pump and
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7) N. Yasuda et al., "System of laser pump and synchrotron radiation probe microdiffraction to investigate
optical recording process", Rev. Sci. Inst. . 84, 063902 (2013).

8) H. Osawa et al., "Development of high-repetition-rate X-ray chopper system for time-resolved measurements 
with synchrotron radiation", Jpn. J. Appl. Phys. 56, 048001 (2017).

9) H. Osawa et al., "Development of optical choppers for time-resolved measurements at soft X-raysynchrotron
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未踏研究領域開拓グループの現状 

利用研究促進部門、未踏研究領域開拓グループ 

為則 雄祐 

 SPring-8 は共用開始から 20 年近くが経過した。利用者数の増加にともなって研究分野も拡大し、各課題で

必要とされる分析手法も多様化している。また、複数のビームラインや分析手法を横断するユーザー利用の常

態化など、SPring-8の利用形態も大きく変化しつつあるとともに、次期計画など将来計画の議論も進行してい

る。そこで、既存の形態にとらわれない新たな利用研究を活性化し、未踏の研究領域の開拓を支援することを

目的として、2015年4月から利用研究促進部門内に未踏研究領域開拓グループが発足した。 

 未踏研究領域開拓グループは、他のグループとはことなり、原則として専属の研究員やビームラインを持っ

ていない。個別の課題に応じて、部門内のグループを横断して適任者やビームラインを選定し、活動を続けて

いる。既存のグループやビームラインを横断し、自在に組織を形成して活動することにより、既存の利用の枠

組みを超えた柔軟な利用支援活動を展開している。部門の運営戦略に沿って、新たな利用分野の開拓からビー

ムラインン利用技術の高性能化に至るまで、SPring-8の利用研究に関わる幅広い課題に機動力を持って対応す

ることを目指して活動を行っている。 

 グループの活動を開始した2015年度は、"次世代光源の利用に関するワーキンググループ"を編成し、SPring-

8次期計画を中心として将来光源の利用に関する議論や、情報収集を中心に活動を行った。二年目からは、SPRUC

分野融合と連携した新分野創成課題の支援活動なども進めている。また、グループの活動が利用者に周知され

てきたことにより、外部プロジェクトへの応募に関する支援依頼への対応など、活動の幅を広げつつある。一

方で、社会文化利用など、SPring-8の萌芽的な研究分野の活性化も視野に入れて活動を進めている。シンポジ

ウムでは、これまでの活動内容、ならびに現在進めている活動の状況について報告する。 
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技術支援グループの活動 

JASRI利用研究促進部門 技術支援グループ 

宇留賀朋哉（GL），小口拓世（TL），福居知樹，小林俊幸，入江崇起，竹本道教， 

東山将弘，植良啓，花田実，川瀬守弘，淡路晃弘，津田奈美，吹譯潔 

技術支援グループは、技術支援チーム1チームから構成される。技術支援グループの概要と活動状況について報告

する。 

 グループの概要 

技術支援グループが担当している主な業務は、以下である。 

 共用ビームラインの設備・機器の保守・管理 

 共用ビームラインにおける利用支援・高性能化に関わる技術支援 

 共用共通物品の保守・管理 

上記業務に対して、ビームライン担当者等と密接に連携・協力して当たっている。 

 ビームライン高性能化に関わる開発支援 

この 1年に実施したビームライン高性能化を目的とした開発支援の事例を以下に挙げる。 

 粉末X線結晶構造解析用高温装置の制御システム開発（BL02B2）（図1）

室温～1200℃での粉末結晶 XRD 計測を実現するため、高温装置の温調制御ソフトウェアを開発し、既存のデー

タ収集ソフトウェアと連動したXRD測定システムを整備した。

 高圧実験試料位置スキャンXRD計測用のソフトウェア開発（BL10XU）

パルスモーターステージを用いて高圧実験試料の位置スキャンを行いながら、フラットパネル検出器を用いた

XRD計測を行う制御ソフトウェアの開発を行った。

 光学顕微鏡周辺機器配置のコンパクトスペース化（BL38B2）（図２）

光学顕微鏡に使用する定格電圧の異なる機器に対する電源一元化整備や、周辺機器配置用のブラケットの製作

等によりコンパクトスペース化を行った。

 ２系統入力信号の自動切り替え器の製作（BL39XU）

A・B ２系統の信号の入力がある計測において、信号Bの入力中に、同時に信号Aの入力があった場合、信号A

のみを選択的に出力し、信号Aの入力がない場合には、信号Bの出力を行うよう自動的に切り替えを行う回路の

設計・製作を行った。
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産業利用ビームラインの整備状況 
― 硬X線光電子分光装置の高性能化 ― 

JASRI 産業利用推進室 産業利用支援グループ 

安野 聡、小金澤 智之、石丸 哲、佐藤 真直 他 

産業利用推進室が担当している共用ビームラインである産業利用ビームライン（I：BL19B2、II：BL14B2、III：BL46XU）で

は近年、SPring-8 の特徴を活かした利用技術の高性能化を重点目標とした機器整備を行っている。ここではその中でも

2016 年度に特に重点的に投資した BL46XU の硬X 線光電子分光（HAXPES）装置の高性能化を目指した機器整備状況

について報告する。 

HAXPESはSPring-8の特徴である高輝度なアンジュレーター光源を活かすことで実用化された、SPring-8ならではの放

射光利用技術である。BL46XUではVGシェンタ製のHAXPES用光電子アナライザー R-4000がユーザー利用で稼働

中である。この装置について、2016 年は特に装置の機能拡張性を確保することを目的として、分析チャンバーおよびそ

の周辺機器について大幅に更新を行った。図に更新した分析チャンバー周りの写真を示す。本更新において変更した

分析チャンバーの仕様の主な改良点は以下の通りである。 

（１） 分析チャンバー内の測定中の試料に対し、帯電中和や表面清浄などの処理を行うためのオプション機器等を取り

付けるためのポート数を増やした。

（２） 試料に加熱や成膜等の前処理を行うための前処理チャンバーを取り付け、前処理を行った試料を大気非暴露で分

析チャンバーに導入することを可能にするためのサブチャンバーを設けた。

（１）については、増やしたポートを用いて新たにArイオンスパッタ銃と内部X線を導入した。前者は高フラック

スの光源を用いるために問題になりやすい試料の帯電対策で、既設の電子銃と組み合わせることで多様な試料への

対応を可能にすることを目的としている。後者については、AlとAgのデュアルアノードX線源を導入しており、

これを用いた軟X線励起による表面敏感な光電子分光と、プローブ深さが深いことを特徴とするHAXPESを組み合わ

せた試料の組成深さ分布評価を可能にすることを目的としている。（２）については、ユーザーからの要望に多かっ

た試料のプロセス依存性評価に必須となる前処理チャンバーの導入に対応したものである。前処理チャンバーにつ

いては、基本的にはユーザーが持ち込むことを想定しているが、今後ユーザーの共通ニーズが見込めるものについ

ては、ビームラインでも整備していくことを検討している。 

詳細については、当日報告する。 
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タンパク質結晶回折ビームラインの現状と今後 

(公財)高輝度光科学研究センター タンパク質結晶解析推進室 

長谷川和也, 馬場清喜, 水野伸宏, 奥村英夫, 河村高志,  

Nipawan Nuemket, 村上博則, 仲村勇樹, 八木直人, 熊坂崇 

 
【概要】JASRIタンパク質結晶解析推進室では、BL41XUとBL38B1の2本の共同利用ビームラインについて維持

管理とその利用者支援（理研BL26B1の共用枠を含む）を行うとともに、利用者のニーズに対応する高度化・高性能

化研究として、(1)ビームラインでの実験の自動化も含めた構造決定の迅速化と、(2)従来では解析困難であった領域

(微小結晶測定や超高分解能構造決定など)への解析可能範囲の拡大を行い、さらに高度化・高性能化研究に資するタ

ンパク質の結晶構造解析も行っている。 
 
【ビームライン】当推進室で維持管理・高性能化を行っている2本のビームラインについて、以下に述べる。 
・BL41XU (構造生物学Iビームライン)：(1) 巨大分子微小結晶に対応した高強度微小ビーム系と高速測定システム

の構築：順調に整備を進め、超分子複合体やLCP 法で析出した膜タンパク質結晶測定などの高難度試料の構造決定

に利用されている。(2) サンプル交換時間の短縮：さらなる効率的な運用を目的としてサンプルチェンジャーSPACE
の高速化を行い、サンプル交換に要する時間を13秒にまで短縮した。(3) 高エネルギーモードの高性能化： 20-35 
keV の X 線を利用する高エネルギーモードについては、通常モードからの切り替え時間の短縮と試料周辺装置の高

エネルギーモードへの最適化を目的として新しい回折計の導入を進めており、2018A 期よりユーザ利用に提供する

予定である。(4) 自動測定システムおよび遠隔実験システム：特に成果専有課題ユーザーから要望の多いこれらのシ

ステムの整備を行い、基本的な実験にはほぼ対応できるようにした。 
・BL38B1 (構造生物学 III ビームライン)： (1) ビームの高強度化と測定の高速化：従来対象としてきた50 μmよ

りも微小な結晶や膜タンパク質・巨大分子など回折能の低い結晶にさらに対応するため、分光器に非対称反射を利用

する改良を実施した。その結果、波長 1.0 Å で強度を約2 倍とすることに成功し、2017A 期からユーザー利用を開

始した。さらに、高速・高精度ゴニオメータと6 Hz 読み出しの高速CMOS 検出器を組み合わせた高速データ収集

システムを構築し、利用を開始した。(2) 室温測定環境の整備：試料雰囲気の湿度調整装置を改良し、制御可能な温

度範囲を4～20 ℃まで拡大した。温度依存的な構造変化も捉えつつあるほか、室温では不安定な低温 (4 ℃) で結晶

化された試料でもキャピラリーレスマウントが可能となった。この技術はSACLAでの実験にも応用し、チトクロム

酸化酵素の時分割構造解析に成功した (1)。従来型の湿度調整装置は BL26B1 にも導入して、室温測定環境を拡大し

ている。(3) 結晶化プレート回折ステージ：結晶化プレート内のタンパク質結晶をそのままX線回折測定可能とする

機器の運用をBL26B1にて開始した。2016年度第3四半期に導入されたEIGER 4Mとの組み合わせにより効率的

な結晶評価とデータ測定が可能である。(4) X 線トポグラフィー測定環境の整備：大型結晶の品質評価を迅速に行え

る環境が整備でき、測定系の評価実験を終えることができた。 
【ビームラインおよび付帯機器等の運用】2015A 期から実施しているビームタイム配分のための新ルールでの運用

は順調に進んでいる。年4回の希望調査に沿ってきめ細かい配分を行っており、以前より配分課題数が増加した。理

研 BL26B1 の共用枠拡大によりトータルの利用可能時間数が増え、課題採択者の随時利用件数も伸びている。一昨

年末に導入した結晶試料調製環境（微量分注可能な結晶化ロボット＋観察装置）については、課題採択者等の利用を

始めている。 
 
引用文献 
(1) Shimada, A., et al., Sci Adv. (2017), 3, e1603042. 
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SACLA の現状 

 
理研放射光科学総合研究センター 先端光源開発研究部門 

高輝度光科学研究センター XFEL 利用研究推進室 
 

X 線自由電子レーザー（XFEL）施設 SACLA が 2012 年 3 月に供用を開始して約 5 年が経過した。毎

年 90％を超える高い利用率が維持され、最先端の研究領域において着実に成果を生み出している[1]。

高強度かつ超短パルスの X 線レーザーの利用は､ 無損傷構造解析、フェムト秒領域のダイナミクス研

究、X 線非線形光学といった、様々な領域に及んでいる。 

その一方で、SACLA を含む世界の XFEL 施設が抱える共通の課題として､ シングルユーザーマシン

故の利用機会の寡少性が指摘されていた｡ 利用サイドからの高まる要求に応えるために､ SACLAでは､ 

世界に先駆けて、BL2 と BL3 の 2 本のビームラインで独立の波長選択が可能な XFEL のパルス切り替

え運転を導入した。 

また､ EUV から軟 X 線領域のレーザーを提供するため、SCSS 試験加速器を BL1 の専用加速器

（SCSS+）として移設し、レーザー調整に取り組んだ。再現性良くレーザー増幅可能なオペレーションを

2016年 5月までに確立し、2016年の 7月から波長 30〜60 nm（最大電子ビームエネルギー約 500 MeV）

の領域で利用実験を開始した｡ 2016 年夏には C-band加速ユニット 2つを増設し、電子ビームの最大エ

ネルギーが 800 MeV まで増強された。効率的なビーム調整により、2016 年秋には、短波長側に拡張さ

れたスペクトル領域を活用した本格的な BL1 のユーザー利用が開始された。現状では、波長 12 nm(100 

eV)において、パルスエネルギー約 100μJ のレーザーが定常的に利用できる。 

稼働中の BL3 では、運転開始以来の継続的な高度化に加え、利用実験の中で見えてきた課題を解

決して新しい研究の可能性を開拓するための開発が進められている。パルスエネルギーが 10 keV にお

いて約 700μJ まで増強されるとともに、60Hz の定格繰り返しによる利用実験が部分的に 2016 年秋から

開始された。 

喫緊の高度化案件として、BL2 と BL3 のパルス切替運転におけるレーザーの高性能化が挙げられる。

これまでのパルス切替運転では、提供する XFEL の性能が制限されていたため、実験に利用されること

は少なかった。この状況を改善するため、現在 BL3 単独で提供されている高出力 XFEL（レーザーパル

ス幅が 10 fs 以下、XFELピーク出力 50 GW以上）を、BL2 と BL3 のパルス切替運転においても提供する

ための高度化を行った。ビーム切替システム並びに加速器終端から BL2 までのビーム輸送路の改修を

2016 年の冬期停止期間に実施し、2017 年１月末からのビーム調整を経て、パルス切替運転で高出力

XFEL を提供できる目処がついた。このフル性能 BL2/BL3 パルス切替運転は、2017 年秋のユーザー運

転から導入される。 

この他、セルフシード型XFELの実用化、ペタワット級大出力レーザーの整備、「SACLA産業利用推進

プログラム」 による早期の産業利用の振興等にも継続的に取り組み､ 各国の XFEL 施設との差別化を

図りながら、最前線のサイエンスの開拓に引き続き貢献していく｡  

 

参考文献 

 [1] http://xfel.riken.jp/research/indexnn.html 
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SPring-8利用実験者向けデータ収集・計測システム支援の現状と計画 

高輝度光科学研究センター 情報処理推進室 

 

複雑化する実験計測システムや、実験データの所外からのデータアクセスなど、情報処理基盤をSPring-8ユーザーが

活用でき、高性能・高信頼で実験を遂行するための支援を行うことを目的として、今年度JASRI情報処理推進室が発

足した。本発表では、情報処理推進室内で推進している以下プロジェクトの現状と今後の計画について報告する。 
■ 実験データ計測用ソフトウェアフレームワーク DARUMA 

DARUMA (Data collection And control system for X-Ray stations Using MADOCA) とは、SPring-8加速器制御で活用

されている分散制御フレームワーク MADOCA[1]を実験データ計測向けに適応させたソフトウェアの枠組みで

ある(図1)。DARUMAを活用することで、機器制御のプログラムと、ユーザーインターフェースプログラムを分

離して開発できるようになる。これにより、利用実験における検出器計測システムの高性能化と同時に管理コス

ト(複数の計測機器の組み換え、プログラムの再利用など)の低減が実現できる。現在 BL03XU の他、BL14B2、
BL08W等複数実験ステーションで利用の要望があり、対応を進めている。 

■ SPring-8実験データレポジトリ 
SPring-8実験データレポジトリとは、オープンデータ/オープンサイエンスの基盤としてSPring-8外からのデータ

アクセスを提供するシステム[2]であり、BL14B2でそのサービスを提供している。実験データをメタ情報(課題番

号、利用ビームライン、実験条件など)とともにデータベース化し、ユーザーID によりアクセス制限することに

より、Webからのセキュアなデータアクセスを実現する(図2)。 現在、実験データ投入・検索をより柔軟に行い、

データ解析ファームとの連携も考慮した次期実験データレポジトリの整備を進めている。 
■ 2次元検出器利用 

開発されたCdTe検出器は20～150keVの広エネルギーレンジのX線を高検出効率で測定できる[3]。現在、BL04B2
の多連装回折計での利用を進めると共に、BL13XU での多波長回折測定、Bl14B1 での白色ラウエにより結晶粒

結晶粒界3次元イメージングへの利用を図っている。 

【参考文献】 

1)  T. Matsumoto et al. “Next-Generation MADOCA for the SPring-8 Control framework”, Proceedings of ICALEPCS 2013, 
p.944-947 

2)  H. Sakai et al., “Development of SPring-8 experimental data repository system for management and delivery of experimental 
data”, Proceedings of ICALEPCS 2013, p.577-579 

3)  H. Toyokawa et al., Journal of Physics: Conference Series 425, 62014 (2013) 
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図1． DARUMA (BL03XU) 

 
図2． 実験データレポジトリにおける                 

Webポータルサイト画面 (BL14B2) 
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SPring-8の利用制度等について 

公益財団法人高輝度光科学研究センター 利用推進部 共用推進課 

 

Ａ 2018A期以降のSPring-8の利用制度『産業利用分野』の変更点 

１．「放射光施設横断産業利用課題」の設定 

  2018A期より領域指定型重点研究課題として「放射光施設横断産業利用課題」を設定する。 

  近年、産業界の利用を目的とした放射光施設が複数設置され、産業界の放射光利用機会が大き  

 く拡大している。各施設は、性能や利用制度等においてそれぞれに特徴を有していることから、 

 SPring-8と各放射光施設を横断的に利用することにより、産業利用ユーザーの本質的な課題解決 

 と新たな課題の発掘を推進する。 

 ◆実施ＢＬ：共用ビームラインBL14B2、BL19B2、BL46XU（全ユーザータイムの16％以内） 

 ◆募集対象：SPring-8以外の国内放射光施設での実験結果を踏まえ、SPring-8での測定によって 

       有用な知見が得られることが期待される産業分野の課題 

２．産業利用ビームラインの期３回（年６回）募集の実施 

  産業分野の利用に特化した共用ＢＬ３本は、課題申請から実験実施までの期間短縮とより多く 

 の利用機会提供を目的として、利用期ごとに２回の課題募集を行ってきた。放射光産業利用の普 

 及に伴い、適時利用への要望が一層高まっていることから、応募機会（課題募集）を利用期ごと 

 に３回、年6回に拡大する。 

 ◆利用時期：Ａ1期 4〜5月 Ａ2期6〜7月前半、Ａ3期7月後半 

       Ｂ1期10〜11月 Ｂ2期12月 Ｂ3期1〜2月 

 ◆募集時期：Ａ1期、Ｂ1期 他の共用ビームラインのＡ期、Ｂ期と同時に募集 

       Ａ2期、Ｂ2期 ＡＢ各第2期の実験開始日の概ね８週間前に応募締切を設定 

       Ａ3期、Ｂ3期 ＡＢ各第3期の実験開始日の概ね８週間前に応募締切を設定 

 

Ｂ 成果公開制度の概要 

１．成果の定義とその公開期限 

  SPring-8及びSACLAにおける利用研究課題のうち、成果非専有課題では、実験責任者は利用期 

 の終了後3年以内に成果を次の論文または報告書に公開し、当該成果をSPring-8/SACLAの研究成 

 果データベースに登録することが求められる。 

  a)査読付き科学・技術雑誌の論文（博士論文を含む） 

    b)JASRIが刊行するSPring-8/SACLA利用研究成果集 

    c)JASRIが認定した、企業などで独自に査読編集される公開技術報告書 

２．成果公開期限の延期について 

  投稿した論文が受理されたが公開されていない場合、または再実験、新たな解析等により、論  

 文等の成果公開が見込める場合等は、成果公開期限を延期することを可能としている。なお、延 

 期の期限は、課題実施利用期の終了から７年間とされており、7年以内に成果の公表ができない 

 場合は、必ずSPring-8/SACLA利用研究成果集に投稿し、研究情報を公表することが求められる。 

  本件については、SPring-8/SACLA利用者情報Volume23(2017)[8月号]に掲載の 

 『 SPring-8/SACLA成果委員会委員長より 〜 放射光科学はBig Science！〜 』をご覧くださ

い。 

 

■次回 2018A期の SPring-8課題公募開始は 11月頃、募集締切は 12月頃を予定■ 
http://www.spring8.or.jp/ja/users/proposals/call_for/ 
■同 SACLA課題公募開始は 10月頃、募集締切は 11月頃を予定■ 
http://sacla.xfel.jp/?p=10944 
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登録施設利用促進機関JASRIにおける普及啓発活動 

（公財）高輝度光科学研究センター 利用推進部 普及情報課 

 
登録機関JASRIでは、SPring-8の利用拡大と利用研究成果の最大化を目的として、イベント、ウェブ、刊行物など

のツールを活用して、普及啓発活動を行っている。 

 

 

1．新分野の開拓、新規利用者の発掘 

（1）大学院生向け：大学院生提案型課題、夏の学校 

大学院生提案型課題では、博士後期課程在籍の大学院生が主体（実

験責任者）となって応募可能な課題で、学生でも無理なく課題を実

施できるように、旅費及び消耗品実費負担費等を支援する。 

SPring-8夏の学校では、大学院生が座学と実習を通じて放射光利

用実験に必要な知識と経験を習得できる。 

 

図1．夏の学校の実習風景 

 

（2）研究者向け：学会展示、セミナー、ワークショップ 

放射光利用者の発掘が期待できる関連する学会に対して、イベ

ント出展やセミナーの開催により、学会員向けに放射光利用の有 

用性や活用事例を紹介している。また、今後の放射光ユーザーが 

見込める学会を対象にしたワークショップ等の会合を開催し、新 

規利用者の発掘を行っている。特に社会・文化利用については 

年2回以上のワークショップを開催し情報を発信している。 

 

 

（3）技術習得希望者向け：研修会、講習会 

粉末回折測定研修会やXAFSデータ解析講習会などの研修会・

講習会では、講義・実習を通して実験の方法や特徴を学ぶととも

に測定技術の習得が可能。また、SPring-8で得られた測定データの解析法も習得することができる。 

 
2．成果の発信 

JASRIでは、プレスリリース、コンファレンス、報告会、ホームページ、パンフレット、冊子など、いろいろなツ

ールを通じてSPring-8利用成果を情報発信している。また、SPring-8が寄与した受賞情報をホームページに掲載し

ている。さらに、SPring-8利用者・利用成果がメティアや機関誌等で取り上げられる場合には、SPring-8での取材・

撮影を積極的に受け入れている。 

 

3．その他 

 利用制度や課題募集などに関する情報を発信している。また、これに関連して、課題募集や報告書の作成・提出

作業がスムーズに行えるよう、利用者のニーズに沿ってシステムを改良し、利用者の利便性向上に努めている。 

また、SPRUCと連携してSPring-8の利用に係る情報を発信している。 

 

 
図2．日本文化財科学会での 

ワークショップ風景 

P-044 

SPring-8シンポジウム2017

共用ビームライン44



ソフトマテリアル材料の階層構造評価のための整備状況

FSBL産学連合体 代表 石井 孝浩 
運営委員会委員長 金谷利治、副委員長 岩田忠久、田中啓二 

BL03XUは我が国初のソフトマター専用ビームラインである。日本の代表的化学・繊維企業と大学等の学術研究

者で構成される19研究グループにより構成されたコンソーシアム「フロンティアソフトマター開発産学連合ビーム

ライン(FSBL)[1] 」が管理・運営している。本ビームラインは、繊維・高分子材料を中心としたソフトマテリアル材

料における階層構造を評価することを目的とし、透過型小角/広角X線散乱(SAXS/WAXS)測定システム及び微小角

斜入射小角/広角X線散乱(GISAXS/WAXS)測定システムが整備されている。以下に近年の整備・高度化の状況を示

す。 
BL03XUでは高分子・ソフトマテリアル材料のサブナノメートルから数百ナノメートルもの階層構造を同

時に観測するために、試料の数m下流に小角散乱用検出器が配置され、試料の数十mm下流で且つ小角散乱

を阻害しない場所に広角用検出器が配置されている。小角散乱測定用検出器として汎用的にはPilatus3S 1M
が整備されており、最高で25Hzでの時間分割測定が可能である。一方、広角散乱用検出器としてFlat Panel 
Detector (FPD)が整備されている。FPDは最高フレームレートは3 Hzであるために、SAXS/WAXS同時測

定の最高フレームレートは3 Hzに留まっている。そこで、高フレームレートのSAXS/WAXS同時測定を達

成するために検出器の導入整備を行った。BL03XU における WAXS 用検出器に要求される仕様としては、

FPD検出器と同様に小角散乱像を阻害しない受光面を配置することができる、大気下に配置することができ

る、25Hz以上のフレームレートを有することである。この仕様を満たす検出器として、理化学研究所が開発

したSOPHIAS 検出器のセンサーモジュールを筐体ギリギリに配置させた検出器を設計しそれを導入した。

図１にSAXS/WAXS同時測定の模式図及びSOPHIAS、PILATUS検出器によって測定したポリプロピレン

繊維の散乱像を示す。試料と検出器との距離はそれぞれ、40mm、1600mm である。SAXS 像とWAXS 像

の同時取得が最高25 Hzで可能となった。短いWAXS カメラ距離であるが、SOPHIAS 検出器のピクセル

サイズは30 x 30 μm2であり、検出面におけるビームサイズよりも小さいためにソフトマテリアル材料の散

乱測定に十分な角度分解能を有している。他、SOPHIAS 検出器を小角散乱測定用カメラとして利用した高

分解能小角散乱の結果についても報告する。

P-045 

図1  BL03XUにおけるSAXS/WAXS散乱測定レイアウト及び写真;(a)、SOPHIAS及びPilatus検出器で

同時に測定したポリプロピレン繊維のWAXS像;(b)、SAXS像;(c)。繊維軸は子午線軸から45°傾いている。 

繊維軸 
小角検出器 

広角検出器 
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分割型クロス・アンジュレータによる新しい測定技術の開発 

東京大学放射光連携研究機構、東京大学物性研究所 

松田巌、原田慈久、和達大樹 

 
SPring-8 BL07LSUには8 台の水平／垂直偏光型8 の字アンジュレータセグメントを

組み合わせた偏光制御型軟アンジュレータが設置されている。そして本光源を活用した

先端的実験装置（時間分解分光実験装置、軟Ｘ線発光分光実験装置、3 次元ナノビーム

光電子解析装置）が常設されて全国共同利用実験が実施されていると共に、フリーポー

トステーションにおいても軟X線回折や雰囲気光電子分光などの実験が行われている。 

 

このクロス・アンジュレータは最近海外の X 線自由電子レーザー施設でも導入され始

めているが、蓄積リング型のものでは本ビームラインのものが世界唯一であり、また分

割型を採用しているため偏光制御型アンジュレータとしても世界最先端である。このた

び JASRI と理研に協力いただき、直線偏光から円偏光の切り替えが連続的、かつ 13 Hz

で偏光スイッチングが制御できるようになった。この連続的な偏光変調を活用すること

で、軟 X 線領域で初めて光学遅延変調法による磁気光学測定に成功した。本ポスターで

はその光源及び制御のシステムを解説すると共に、光学遅延変調法をはじめとする本高

速スイッチングを活かした物性実験の結果を紹介する。 

 

 

参考文献 

1)  New soft X-ray beamline BL07LSU at SPring-8, S.  Yamamoto et al., J.Syn.Rad. 21, 

352-365 (2014). 

2)  Developing an electromagnet phase shifter using a pair of cut-core coil for a cross 

undulator, I. Matsuda, A. Kuroda, J. Miyawaki, Y. Kosegawa, S. Yamamoto, T. Seike, T. Bizen, 

Y. Harada, T. Tanaka, and H. Kitamura, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research A 767, 

296–299 (2014). 

 
図 1． SPring-8 BL07LSU 高速の偏光制御が可能な分割クロス・アンジュレータ 
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放射光分析によるガラス固化技術の高度化研究開発 
1（国研）日本原子力研究開発機構、2㈱IHI 

岡本芳浩 1、塩飽秀啓 1、永井崇之 1、小林秀和 1、捧 賢一 1、川島英典 2、柿原敏明 2 

 
使用済み燃料の再処理工程で発生する高放射性廃液は、ホウケイ酸ガラスと溶融混合し、ガラス固化体として保管

廃棄される計画になっている。このガラス固化体には、より多くの廃棄物成分を閉じ込めること、より高い閉じ込め

性能を保つことが要求される。ガラス固化体は、ホウケイ酸ガラスをマトリックスとして、30以上もの廃棄物成分元

素が含まれる多成分系試料であり、元素選択性があり微量成分へも適用可能な放射光 XAFS 分析法の利用が効果的

である。我々は、2010年よりJAEA内外の機関・部署と協力し、JAEA専用ビームラインを利用して、数多くのガ

ラス固化試料の放射光XAFS 分析を行い、ガラス中における廃棄物成分の性質把握を進めてきた 1)。SPring-8 にお

ける高輝度・高エネルギーXAFSは、ガラス固化試料の典型的なケースである「軽元素からなるマトリックス中の重

元素の分析」に威力を発揮する 2)。こうしたメリットのもと、固化体発生量低減のカギを握る高充填化、安全性の向

上を目指したガラスマトリックスの改良などの研究に、放射光XAFS分析を活用している。 
ガラス固化体に閉じ込めるべき対象元素の化学状態は、ガラス中に安定に溶解するもの、ガラスの骨格構造として

振る舞うもの、ほとんど溶け込まないもの、凝集体を形成するものなど様々である。また、これらの性質は、ガラス

の組成や作製条件によっても変化することがある。多くの元素は、ホウケイ酸ガラス中に安定に閉じこまれるが、Ru
やRhのような白金族元素は、ガラスにほとんど溶けないことが分かっている。また、モリブデンは、結晶性のモリ

ブデン酸塩として析出することがある（イエローフェーズ）。これらは、不溶解残渣と呼ばれ、ガラス固化体を製造す

るメルターの運転を阻害したり、製造された固化体の健全性を損なう原因となる。固化体に多くの廃棄物成分を閉じ

込めようとすると、これらの元素も増えるので、高充填化を目指す上で、これらの元素の化学状態を詳細に把握する

必要がある。図1に、ガラス中に廃棄物成分への溶解を促進する目的で、溶融時においてバブリング操作を施した高

充填化試料のRh 元素Ｋ吸収端EXAFS 関数を示す。この試料における廃棄物成分量は、現行の約 22wt%よりも高

い30.1wt%である。Rhの化学形を評価した結果、バブリングによって金属の割合が高くなることが分かった。この

ように、様々な作製条件の試料に対して系統的に放射光分析を行い、得られた情報を、最適なガラス固化条件の探索

へフィードバックしている。 
現行のホウケイ酸ガラスをベースにした高充填化と並行して、マトリッ

クスの改良として、最大36wt%の充填率を目標として、結晶化抑止効果が

高いとされるバナジウム添加ホウケイ酸ガラスの評価を進めている。また、

ホウケイ酸ガラスの代替マトリックスとして、鉄リン酸ガラスについても

試験を進めている。このようなガラス固化技術の高度化に関する研究開発

において、JAEAは、SPring-8の専用ビームラインにおける放射光XAFS
分析を通して、今後も積極的に貢献していく予定である。 
本研究は、経済産業省資源エネルギー庁「平成 28 年度次世代再処理ガラス固化技術基

盤研究事業」の成果の一部である。放射光実験は、大型放射光施設SPring-8利用実験課題

2016A3504および2016B3504において実施された。 

 
参考文献 

1)  Y.Okamoto, H.Shiwaku, M.Nakada, S.Komamine, E.Ochi, M.Akabori, 
J.Nucl.Mater., 471(2016)110-115. 

2)  Y.Okamoto, T.Osugi, M.Akabori, T.Kobayashi, H.Shiwaku, 

J.Mol.Liq., 232(2017)285-289. 
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図1． 模擬廃液含有ガラス試料のRh

元素EXAFS関数と線形結合解析によ

る化学状態の評価 
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量子科学技術研究開発機構専用ビームライン 

量子科学技術研究開発機構 放射光科学研究センター 

片山芳則、綿貫徹、三井隆也、齋藤寛之、小西啓之 

 
平成28年4月1日に発足した国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（量研/QST）の量子ビーム科学研究部門

では、高崎量子応用研究所と関西光科学研究所*)を活動の拠点とし、荷電粒子・放射性同位元素（RI）、中性子、光量

子、放射光などの様々な量子ビームの発生・制御やこれらを用いた高精度な加工や観察などに係る最先端の技術開発

を行うことを目標としている。この中でも放射光は、量子ビームの観察すなわち「観る」機能の中核を担うものであ

る。同部門の放射光科学研究センターでは、大型放射光施設SPring-8にある2本の放射光ビームライン（BL11XU, 
BL14B1）と原子力機構ビームライン（BL22XU, BL23SU）における複数の実験装置を用いて、放射光科学研究を

推進している。 
QST極限量子ダイナミクスビームラインI（BL11XU）

では、先端的放射光利用技術の開発を運用方針としてい

る。放射光メスバウアー分光装置では、エネルギー幅が

neV の超単色 X 線を生成し、その線質（バンド幅・偏光

等）を制御することにより、一原子層レベルの局所磁性探

査を可能としている。それを利用して、磁性材料やスピン

トロニクスデバイスなどの機能性材料研究を推進してい

る。最近の利用例では、電圧制御磁気メモリの候補材料で

あるα-Fe2O3の 20 nm 薄膜について磁性を観測し、実用

上重要な膜面垂直磁性がイリジウム（Ir）添加によって

100℃以上でも保持され、デバイスとして必要な高温耐性

がIr添加で向上することを明らかにした1)。 
 もう一つのビームラインであるQST極限量子ダイナミクスビームラインII（BL14B1）では、物質・材料開発を運用方

針としている。BL14B1は白色X線光源の特色を活かした時分割・オペランド測定に特長を持つ。高温高圧プレス装置で

は、圧力温度13 GPa, 2500℃に至る極限環境下での反応による結晶構造変化を時分割その場X線回折実験でリアルタイム

に観察しながら高温高圧合成を行うことが可能である。高温高圧合成法は、特に蒸気圧の高い元素を含む物質の新規化合

物合成に威力を発揮する。その特長を活かして、水素貯蔵材料を主とした新規環境・エネルギー材料の探索を行ってい

る。その過程で開発された高温高圧技術を利用して、最近、水素と結合することが難しいと言われているモリブデンに対

して、水素配位数が9個と非常に多い新規錯体水素化物Li5MoH11の合成に成功した（図２）2)。 

また、QST 放射光科学研究センターは、文科省委託事

業「ナノテクノロジープラットフォーム」のうちの微細構

造解析プラットフォームの実施機関として、SPring-8 に

専用ビームラインを持つもう一つの実施機関である原子

力機構と協力して産官学の研究開発の支援を行ってい

る。 
*) 量研機構・関西光科学研究所HP:  

http://www.kansai.qst.go.jp/index.html 
 
参考文献 

1)  T. Mitsui, K. Mibu, M. Seto, M. Kurokuzu, S. P. Pati, T. Nozaki, M. Sahashi, J. Phys. Soc. Jpn. 85, 063601 (2016). 
2)  S. Takagi, Y. Iijima, T. Sato, H. Saitoh, K. Ikeda, T. Otomo, K. Miwa, T. Ikeshoji, S. Orimo, Sci. Rep. 7, 44253 (2017). 
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図2． 9個もの水素が配位した構造をとる新規錯体

水素化物Li5MoH11の結晶構造． 

 

図１．基板上の 20nm薄膜部分の磁性を観測（左

図）昇温時の鉄スピンの向き変化を観測（右図）． 
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SPring-8台湾ビームラインの現状 

国家同歩輻射研究中心（台湾）／National Synchrotron Radiation Research Center, TW 

平岡望、廖彦發、吉村政人、石井啓文、崔古鼎 

 
SPring-8 BL12XU・B2はNational Synchrotron Radiation Research Center (台湾)が運営している契約ビームライ

ンである。契約は十年毎に審査・更新されるが、今年は二期目の七年目にあたる。XUは挿入光源をもち、高輝度性

をいかした非弾性散乱（発光分光も含む）及び硬X線光電子分光が主に行われている。一方B2は汎用ビームライン

として、粉末X線回折・共鳴（異常）散乱・X線吸収・タンパク質構造解析等が行われている。ポスターではビーム

ラインの現状を紹介する。 
本ビームライン建設当初、台湾では1.5GeVの低エネルギーリングのみが稼働しており、SP8台湾ビームラインは

硬X線領域を補う役割を担ってきた。現在、台湾には3GeVの新型リング（Taiwan Photon Source / TPS）が建設

され、すでに幾つかのビームラインでユーザー実験が行われている。それに伴い、SPring-8台湾ビームラインの役割

も変移してきており、今はその移行期であるといえる。 
 

P-049 

SPring-8シンポジウム2017

理研・専用ビームライン49



図2 平成28 年度実施課題の分野別内訳 

 

物質・材料研究機構ビームライン BL15XU の現状 
1 国立研究開発法人物質・材料研究機構、 2スプリングエイトサービス（株） 

勝矢良雄1、小原真司1、田中雅彦1、上田茂典1、嶋田恵朋2、橋本道廣2、 

Chulho Song1、Loku Singgappulige Rosantha Kumara1、Yanna Chen 1、Okkyun Seo1、坂田修身1 

 

 国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)のビームライ

ン BL15XU では、1） NIMS ナノ材料科学環境拠点（GREEN）

電池分野等の内部課題、2）ナノテクノロジープラットフォーム

事業、元素戦略プロジェクト［拠点形成型］電子材料領域（東

工大元素戦略副拠点）を通じての外部連携による実験課題を

遂行している。また、3）先端機能物質・材料の開発・合成に

欠かせない基本的な知見である結晶、ナノ粒子、薄膜、アモ

ルファス材料の原子構造や電子構造の解析手法を開発し、

材料の評価に用いている。 

平成28年度もこれまでに引き続き、新規測定手法・装置の開

発や、周辺装置の整備等のビームライン基盤技術の拡充を

行った。新規測定手法・装置としては、粉末X線回折用広角(2

θ=72°)一次元検出器型回折計（図１）の開発 1)および昨年に

引き続いて行った粉末 X 線回折計を用いた X 線全散乱計測

システムの開発について報告を行う。 

 平成28 年度の実施課題の分野別内訳を図2 に示す。昨年

度に比べ、表面界面物性の研究の割合が増加したことに加

え、ランダム系物質が新たに加わった。実験手法としては硬

X 線光電子分光法が 54.3％、薄膜 X 線回折法が 25.3％で、

残りの20.4％が高分解能粉末X線回折（X線全散乱法を含む）

法であった。実施課題数は、NIMS内部が27、NIMS外部が共

同研究を含めて 37 となり、昨年度に比べると NIMS 外部から

の課題が増加した。 

 本シンポジウムではこれらの報告に加え、高分解能粉末 X

線回折法を用いた MnO 系酸化物の研究成果 2),および、硬 X

線光電子分光法を用いた L10-ＦｅＰｔ薄膜の研究成果３)につい

て紹介する。 
 

参考文献 

1) Y. Katsuya, C. Song, M. Tanaka, K. Ito, Y. Kubo, and O. Sakata, Rev. Sci. Inst. 87, 016106 (2016). 

2) A. A. Belik, Y. S. Glazlove, Y. Katsuya, M. Tanaka, A. V. Sobolev, and I. A. Presniakov, J. Phys. Chem. C 120, 8278 (2016). 

3) S. Ueda, M. Mizuguchi, Y. Miura, J. G. Kang, M. Shirai, and K. Takanashi, Appl. Phys. Lett. 109, 042404 (2016). 
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図1 粉末回折用広角一次元検出器型回折計 
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サンビーム（BL16XU・BL16B2）の現状 

サンビーム共同体（三菱電機株式会社） 

本谷宗、河瀬和雅 

 
≪サンビームについて≫ 
産業用専用ビームライン建設利用共同体（サンビーム共同体）は、SPring-8稼働前の1996年に発足して以来、約

20 年にわたって、産業界が直面した様々な技術的課題の解決に放射光利用分析技術を利活用してきた。サンビーム

を構成する 13 企業グループは『権利と義務を平等に分配する』基本原則に基づくことで、今日までの活動を続ける

ことが出来ている。 
代表幹事会社は単年任期の交代制とし

ているが、共同体として新技術を獲得す

る、新設備を導入するといった重要な事

項は全企業グループで議論を重ねながら

決定し、各社の特性を考慮して役割を分

担しながら共同で実験環境の整備を推進

している。サンビームの構成概要を図1に
示す。1998年の契約締結（第Ⅰ期）以来、

契約期の節目でガス設備、多軸回折計、19
素子Ge半導体検出器、PILATUS検出器

及びHAXPES装置などの産業界のニーズに合致した大型設備を時宜に即して着実に導入することで、『世界最高 
水準の汎用測定ビームライン』としての役割を果たし続けている。 

 
≪サンビームの近況≫ 
2017年度は現行契約の成果を総括し、次期契約締結に向かう契約期の節目であるため、次の10年間を見据えた議

論を重ねている。産業用ニーズに即した将来技術として①埋もれた特定領域からの情報取得、②極々微量成分情報の

高感度検出及び③外部環境印加条件下でのその場動的観察といった技術カテゴリーに注目している。次期計画では、

今後導入を目指す新技術の特色を産業界の極限的な分析ニーズに合致させ、様々な技術課題の解決を加速させること

を掲げる予定である。 
また、高度な科学技術を産業基盤技術として継続的に活用

できる人材育成も重要な課題である。共同体では発足以来、

主要技術や主要設備を管轄するサブグループ（SG）を設置

し、担当責任者を任期制として参画企業で共有することで、

企業間の情報交換や技術伝承を達成してきた。また近年で

は、マイクロビーム研究会、HAXPES 研究会、反射率解析

ソフト講習会など共同体関係者以外も参加する技術交流会

の開催や、兵庫県立大・放射光ナノテクセンター殿に御指導

賜り、X線ラミノグラフィ実験環境を整備する（イメージン

グSG活動、図2）など、共同体外と積極的に交流を深め、技術力の向上に取り組んでいる。サンビームの汎用性を

最大限活かすことで、幅広い技術カテゴリーにまたがる産業上有用な放射光利用分析技術を高度化し、これらの性能

を最大限に活用できる企業人材育成の場とすることで、持続的に社会に貢献し続けることを目指している。 
 

[謝辞]兵庫県立大 篭島先生及び放射光ナノテクセンター 漆畑様の御指導に心より御礼申し上げます。 
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図1. BL16XU・BL16B2の構成概要 
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図2. カード型記憶媒体内部の3次元再構成像 
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京都大学BL28XU における革新型蓄電池技術開発 
京都大学産官学連携本部RISING2プロジェクト 

松原英一郎、木内久雄、森田将史 

 

地球温暖化を抑制し、持続的な社会を実現するために、世界中で様々な取り組みがなされている。電気自動車（EV）や

プラグインハイブリッド(PHEV)などに代表される次世代自動車の研究開発もその一つである。この次世代自動車に共通

するコア技術が蓄電池技術であり、蓄電池技術の優劣が次世代自動車の市場競争力を左右すると考えられる。そこで、

我々は現状のリチウムイオン蓄電池（LIB）を遥かに超えるエネルギー密度を持ち、LIB 並みの耐久性や寿命を有するポ

ストLIBの研究開発を目的に、NEDOの受託研究として2016年から革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発（RISING2）

事業を行っている。この RISING2 は、革新型蓄電池先端科学基礎研究事業（RISING）事業の後継事業と位置付けられ、

RISING で得られた革新型蓄電池の知見を活用し、ナノ界面制御蓄電池や硫化物蓄電池、亜鉛空気蓄電池などの４つの

革新型蓄電池を選択して、2030年の車載用蓄電池としての実用化を目指して研究を行っている。RISINGでは、蓄電池内

部の反応を直接観察するための技術開発のために、SPring-8のBL28XUに革新型蓄電池研究専用のビームラインを建

設し研究を推進してきた。そして、高エネルギー分散型共焦点回折技術による実電池反応解析や X 線回折分光解析によ

る活物質内部の格子位置毎の蓄電池反応観察に基づく蓄電池劣化解析や硬 X 線光電子分光による電極表面測定による

電極表面被覆被膜の役割解析などの技術開発を行ってきた。ここでの成果に基づいて、RISING2 では、図１に示すよう

な時間と空間の中で、（１）反応分布発生要因解明、（２）活物質反応解析と非平衡挙動解明、（３）電極/電解質界面現象解

明の３つの蓄電池研究課題に整理し、これらの課題解決に向けた位置分解能の向上と測定効率の向上による測定時間

の改善のための技術開発を進めている。これらの RISING の技術の高度化に加えて、RISING2 では、新たに、（４）電解

液、電解質、これらの物質と電極界面の非晶質界面層などのランダム系物質形成機構解明と、（５）蓄電池内部で発生す

る熱力的あるいは物理的不安定化現象解明のための技術開発に取り組んでいる。 

ビームラインの運用においては、革新型蓄電池研究開発のための基盤的知見構築による車載用革新型蓄電池研究加

速と、産業界の蓄電池開発現場の課題解決による産業力強化を両立するために、RISING2 の 4 種類の革新型蓄電池研

究に取り組む研究グループの研究者と密接に連携し、解決すべき課題を共有して、その課題解決に必要な放射光解析技

術開発に取り組むと共に、参

画する企業とも緊密な意見交

換を行い、実用蓄電池の課題

を解決するための解析技術開

発を行っている。このように、

このビームラインの特徴は、

他にはない新しい蓄電池反応

解析技術の開発だけでなく、

蓄電池課題解決に基づいた

解析技術開発という、これま

での多くの解析技術開発とは

逆の発想で技術開発を実施し

ている点である。 
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図１ RISING2で取組むBL28XUでの技術開発課題。 
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BL33, 31ビームラインにおける高エネルギーγ線を用いたハドロン研究 

BL33LEP、 BL3１LEP 大阪大学核物理研究センター  佐田 優太 

 

我々LEPS実験グループはBL33, 31両ビームラインにて、

高エネルギーγ線を用いたハドロンの光生成の研究を行っ

ています。ハドロンとはクォークが強い相互作用で結合し

た物質の総称であり、代表的なものとして陽子、中性子やπ
中間子があります。このハドロンの光生成のためには

Spring-8で一般に使用されている制動放射光（<1MeV）
ではエネルギーが足りないため、リング内の周回電子にレ

ーザー光を照射し逆コンプトン散乱で電子よりエネルギーを受け

取った最大3GeVの高エネルギーγ線を利用しています(図１)。 
このエネルギーのγ線を使用することで通常の原子核などにあるu, dクォークより重い sクォークを含むハドロンを

生成することができます。BL33LEPSはこれまでに、sクォークでと反sクォークからなるφ中間子の生成断面積の測

定や sクォークを含む３つのクォークからなるΛ(1405)、Σ(1385)の生成断面積の測定、反sクォークとuクォークから

なるK中間子と原子核の束縛状態の探索、世界で初めて発見した５つのクォークからなるペンタクォークの発見など

の成果を上げてきました。 
しかしながら、BL33ビームラインではスペースの問題で検出器を前方にしか置くことができず観測できる粒子の

立体角が限られていました。そのため反応に関わる粒子を測定し切ることができず解析に不確定性が残ってしまうこ

とがありました。そのため外部に新たに実験棟を作り、大立体角を覆うことができる大型検出器の設置が可能な

LEPS2ビームライン(BL31)を新しく建設しました。LEPS2では2014年度より、高エネルギー分解能でのガンマ線

の測定が可能なBGOeggカロリメータ(図２)を用いたBGOegg実験が稼働しました。BGOegg実験ではγ線に崩壊

するη中間子やη’ 中間子を高分解能で測定し、媒質中での性質を調べる実験を行いました。また、2016 年度から、

荷電粒子およびγ線の両方を大立体角で測定可能なLEPS2スペクトロメーター(図３)の建設が本格的に始まってい

ます。本発表ではこれまでのLEPS, LEPS2実験の成果と建設中のLEPS2スペクトロメータの状況について報告

します。 

 

γ線 

レーザー 

蓄積リング内 
８GeV電子 

P-053 

図１ 逆コンプトンガンマ線の生成 

図2 BGOegg カロリメータ 図３ LEPS2 スペクトロメータ 
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豊田ビームライン（BL33XU）の現状 

(株) 豊田中央研究所 

堂前 和彦 

 

豊田ビームライン（BL33XU）は高速X線吸収微細構造（XAFS）測定と３次元Ｘ線回折（３DXRD）顕微鏡の実現を主目的

として建設され、2009 年から稼働している。本ビームラインは上記の２つの手法は光学系に求められる特性が大きく異

なるため、それぞれに異なる分光結晶を配置した２つの光学系を有することを特徴としている（図１）。第１の光学系は

高速なエネルギー掃引を可能とするため、新規に開発した Si のチャネルカット結晶を用いた液体窒素冷却コンパクト分

光器により高速XAFS測定を可能としている1)。また、第１ミラー（M1）から第４ミラー（M4）までの4枚の全反射ミラーを配

置することで、縦・横両方向の可変ビームサイズを実現している。最速での XAFS 測定は 10 msec 毎で、ビームサイズ

は縦方向0.1～数mm、横方向0.1～18 mm を実現している 1)。XAFS 測定に必要なエネルギーバンド幅を確保するため

に、SPring-8では初となるテーパー付アンジュレーターを導入した。第2の光学系はSPring-8で標準的な液体窒素冷却

２結晶分光器のみの構成で、高次光除去が必要な場合は M4, 5 を挿入する。第３実験ハッチには平均入射角 1.3 

mrad(垂直方向)／1.2 mrad（水平方向）、長さ 400mm の KB ミラーを設置し、50keV の X 線で約1μm のマイクロビームを

実現している。現在は、上記の測定手法に加えて、小角X 線散乱（SAXS）、ゴニオメーターと独自に開発した回転スパイ

ラルスリットを用いた微小部応力解析、マイクロビームを用いた XAFS，回折測定および X 線CT やラミノグラフィ等の多

彩な測定手法を実現している。 

  ポスターでは 2016 年度の主な成果として、１） 次世代パワーモジュール用接合材料の 3 次元内部形態計測として、

高温用接合材料として用いられる銅ナノ粒子の接合部分をラミノグラフィ観察した結果2)、および、２）ハイスループット複

合解析として、コンビケミ的に作成した試料の XRD-XRF 高速測定システムを構築した事例を紹介する。 

 

 

 

参考文献 

1)  T. Nonaka et al, Rev. of Sci. Instrum. 83  (2012)  083112. 

2)  M. Usui, Microelectron. Reliab. 63 (2016) 152-158. 
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図1．豊田ビームラインの光学系構成 
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先端触媒構造反応リアルタイム計測ビームライン BL36XUの現状 

電通大燃料電池セ A, JASRI B, 分子研C, 名大物質国際セ D 

坂田智裕A、関澤央輝A, B、東晃太朗A、宇留賀朋哉A, B、高木康多C、唯美津木D、横山利彦C、岩澤康裕A  

 
先端触媒構造反応リアルタイム計測ビームラインBL36XUでは、固体高分子形燃料電池(PEFC)の動作下におけ

る電極触媒のナノスケールでの構造変化および化学状態変化について高空間・時間分解能をもつ計測群を用いて in 
situ観測し、PEFCにおける劣化メカニズムの原因の解明およびPEFCの高耐久化への貢献を目指している1)。本

研究は、NEDOプログラム「固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発／普及拡大化基盤技術開発／触媒・電解質・

膜/電極接合体(MEA)内部現象の高度に連成した解析、セル評価／サブテーマ「MEA 劣化機構解明」」に支援され

ている。この1年間の研究開発状況を報告する。 
実 PEFC を用いた電位過渡応答過程に対す

る100 ms時間分解XAFS計測により、カーボ

ン担体種により異なる Pt/C カソード触媒の活

性および耐久性の発現のキーとなる反応素過程

を明らかにした 2)。また、Pt3Co/C カソード触

媒が高耐久性能をもつ要因を反応素過程の観点

から解明した 3)。時間分解 XAFS/XRD 同時計

測（図 1）により、電位過渡応答過程における

Pt/C カソード触媒粒子表面層への酸素吸着に

よる結晶粒サイズと電子状態等の変化を同時計

測することに成功した4)。 
実 PEFC セルを用いた in-situ 投影型

CT-XAFSイメージング計測によりPEFC加速

劣化試験に伴うPt の溶出過程の 3 次元可視化

に成功した6)。また、in-situ結像型CT計測システムを用い、PEFC動作条件下での空間分解能：100 nmの3次

元イメージング計測を開始した7)。 
雰囲気制御型HAPES測定により、加湿環境下でのPEFCに対する in-situ HAXPES計測に成功し8)、30 μm

径アパーチャーの開発により大気圧下でのHAXPES測定に初めて成功した9)。 
 BL36XU で得られた知見に基づき、新規湾曲型正八面体 PtNix/C 電極触媒を開発し、次世代燃料電池触媒の開

発設計指針の具体化に成功した10)。 
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図 1 in-situ XAFS/XRD同時計測システム 

P-055 

SPring-8シンポジウム2017

理研・専用ビームライン55



 

生体超分子複合体構造解析ビームライン BL44XU の現状 

大阪大学・蛋白質研究所 

山下栄樹、東浦彰史、高木賢治、中川敦史 

 

 生体内の高度に制御された反応には複数の蛋白質や核酸からなる超分子複合体が多様な機構で関与していることが

知られている．生体超分子複合体構造解析ビームライン（BL44XU）は，生体超分子複合体の立体構造をＸ線結晶構造解

析法で決定し，生体内の組織化された機能を解明することを目的として，大阪大学蛋白質研究所が設置・運営している．

本ビームラインは，学術振興会未来開拓事業，科学技術振興事業団（現 科学技術振興機構）および文部省（現 文部科

学省）補正予算より援助を受けて，平成 1996 年度より建設を始め，1999 年秋から正式に利用を開始した．その後も，研

究所予算，大阪大学総長裁量経費の他，補正予算，タンパク 3000 プロジェクト，ターゲットタンパク研究プログラム，創

薬等支援技術基盤プラットフォームや JAXA との共同研究などの外部資金により，検出器や光学系，光学ベンチなどの

高度化を進めてきた． 

 生体超分子複合体の結晶は，通常の蛋白質結晶に比べて結晶格子が大きく，回折強度が非常に弱い．本ビームライ

ンは微弱な回折強度データを高精度に測定するために，高輝度・低発散角のアンジュレータ光を利用している．光学素

子としては液体窒素で冷却された Si(111)結晶と水平, 垂直方向それぞれの集光型Rh コートミラーを用い，波長0.9Åに

おけるビームサイズ（FWHM）及び Photon Flux はそれぞれ 0.6mm(W)×0.5mm(H)，1.0×1013 photonｓ/sec である．また，

ミラーにより水平方向, 垂直方向のビームサイズをそれぞれ 0.05mm まで集光できる．この時，0.05mm(W)×0.27mm(H)

のスリット後の Photon Flux は 8.4×1012 photons/sec である．また、試料直前に設置されたピンホールにより結晶に適し

たビーム形の選択が可能である．微小結晶の回折強度測定を行うために偏心精度が 1m 以下の高精度高速ゴニオメ

ータを使用し，微小結晶の観察用に同軸望遠鏡が利用できる．ゴニオメータには通常のφ軸に加えて垂直軸周りの自由

度（ω軸）を持っている．検出器には300×300mm2の有効面積を持つ高感度CCD検出器（Rayonix MX300HE）が使用でき

る．結晶自動マウント装置SPACE を大容量化し、8 個の Uni-puck カセットを同時にセットできるようになり、12 時間以上

の連続利用が可能となった。 

蛋白質研究所は，共同利用・共同研究拠点として本ビームライ

ンの利用に関して全国の研究者からの共同利用実験を受け入

れる体制をとっており，年１回１２月締切で課題募集をおこなっ

ているほか，緊急課題を随時受け入れており，毎年 50 件以上

の課題が有効となっている．また，台湾国立放射光科学研究セ

ンターとの研究協定に基づいたビームタイムの相互利用を進

めている． 

 また，「創薬等支援技術基盤プラットフォーム」の解析領域分

担として参画し，同プロジェクトに貢献している 
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兵庫県 BM ビームライン(BL08B2)の現状 

(公大)兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 放射光ナノテクセンター 

李雷、桑本滋生、漆原良昌、野瀬惣一、横山和司、松井純爾、篭島靖 

 

兵庫県BM ビームライン BL08B2 は、Ｘ線吸収微細構造、Ｘ線トポグラフィ、イメージング・CT、粉末Ｘ線回折、小角Ｘ

線散乱の実験ステーションを備えており、さまざまな産業分野の研究開発に活用されている。特にユーザニーズに応

えて、XAFS/SAXS/WAXS、XAFS/2D-XRD の同時利用や、2D-XAFS などの高度測定機能も整備してきた。材料設計

において有用な構造情報を引き出すことを意識し、その場観察向けの測定環境も充実させている。具体的には反応

性ガスの供給・排気装置を共用設備として備え、蓄電池、各種触媒分野での気相・固相反応の構造評価が実行可能で

ある。他に、高温加熱炉や、せん断流場下での測定を可能とするレオメータセル等の共用ユーティリティーを充実さ

せている。将来的に、放射光によるマテリアルズインフォマティクスの取り組みに対応すべく、多試料を連続的に自動

測定するためのサンプルチェンジャーも導入した。2016 年度の主な整備内容を以下に記する。 

(1) SAXS 機能整備：光子エネルギーとして 6～25.5 keV の幅広い範囲を提供可能とした。高エネルギー領域でも利用

可能な PILATUS-300K を導入した。材料に応じた測定方法として、異常分散利用SAXS 等への応用が可能である。 

(2) XAFS 実験ステーション：光学調整の自動調整機能の整備を進めた。XAFS 実験で使用する主要な光学系コンポー

ネントは、シリコン二結晶分光器と、その上流および下流に配置しているコリメーション用前置ミラーおよび集光用後

置ミラーである。ミラーによる光軸偏向に対して、傾斜昇降架台により、各光学系機器ならびにハッチ間を接続する真

空配管の高さ位置を調整する。これらの光学系機器を対象として、測定条件を変更する際の機器自動調整用プログラ

ムを作製している。吸収端位置に応じて、前置ミラーと後置ミラーの視斜角度、二結晶分光素子のチューニング、傾斜

昇降架台の位置、スリット位置や実験機器の位置調整などが自動的に実行可能である。図に自動調整プログラムの

GUI 操作画面を示す。LabVIEW 上で製作したものである。(3) 2D-XAFS 実験ステーション：透過法による XAFS 測定を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供している。現状の観察視野は、鉛直方向が 3 mm、

水平方向が 5 mm の大きさである。二次元強度分布の

検出には CMOS タイプのカメラを採用している。カメラ

センサ部の素子サイズは 6.5 ミクロン、レンズ部の倍率

は最大 4 倍である。画像データの解析用ソフトウェアの

製作を進めている。画像上で指定する位置あるいは領

域のスペクトル抽出、スペクトルデータの自動処理化に

ついても進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          図１ XAFS光学系自動調整用GUI 画面 
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兵庫県 ID ビームライン（BL24XU）の現状 

(公大)兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 放射光ナノテクセンター 

高山裕貴、横山和司、漆原良昌、桑本滋生、津坂佳幸、篭島靖、松井純爾 

 

 兵庫県 ID ビームラインBL24XU では、硬X線アンジュレーターの高輝度光を活かした高空間分解、高角度分解、高時

間分解、高エネルギー分解に特化した特徴あるステーション群を整備することで、マクロ構造から電子状態に亘るマル

チ空間スケールでの構造解析法を産業利用へと展開している。各ステーションはタンデムハッチ構成の 2 本のブランチ

に配されており、両ブランチは分岐分光器により同時に利用可能である。以下に各ステーションの現状を報告する。 

・ブランチ A ステーション (Aブランチ ハッチ A1・A2) 

 斜入射X線回折、Bonse-Hart型USAXS、マイクロビームSAXSを整備し、ユーザー共用している。斜入射X線回折で

は、試料の表面・界面の結晶構造評価が可能である。回折計に加熱炉を搭載することで半導体試料等の反応過程も観

察できる。Bonse-Hart型USAXSでは、通常SAXS光学系では測定困難な数ミクロンから数十ナノメートルの周期構造を

観察可能である。試料の経時変化も追跡でき、約90 秒の時分割測定を実現している。マイクロビームSAXS では、屈折

レンズを利用した集光光学系による2～5 μmのマイクロビームが利用可能である。SAXSカメラ長は0.5～2 mの範囲を

選択でき、WAXS との同時測定も可能である。毛髪、細繊維、電線材料、自動車材料の局所構造分析へ応用している。 

・XAFS ステーション (B ブランチ ハッチ B2) 

XAFS ステーションでは、1～2ミクロンサイズに整形したX線ビームを利用し、微小領域の構造評価法を提供している。

主には、第一遷移金属の化学状態を調べる目的である。応用分野はリチウムイオン二次電池、固体燃料電池、陶磁器

釉薬の構造評価である。いずれも第一遷移金属を中心とした酸素の配位構造を探りたいとするニーズによる。さらに同

一ステーション上で局所構造および結晶構造の両評価を実現する目的で、Pilatus 100K を利用した二次元粉末X線回折

機能も搭載している。今後、NewSUBARU における軟 X 線吸収分光法、スペクトルの理論計算法と併せて、統合構造評

価ステーションのひとつとしての活用の可能性を探る。 

・マイクロイメージングステーション (B ブランチ ハッチ B2) 

 X線集光ビーム、X線顕微鏡を利用した、サブミクロン～ミクロンの空間分解能と高い時間分解能を有するイメージング

装置の利用研究を展開している。マイクロ・サブミクロン集光ビームによる広角回折と蛍光 X 線分析の同時測定や、全

視野イメージングでは投影 CT、ラミノグラフィ、大視野高空間分解結像 CT が利用可能である。また、ナノスケール構造

の可視化に向けてコヒーレント回折イメージング法の開発に着手し、電子顕微鏡では内部観察が困難なミクロンサイズ

粒子の内部空隙などを空間分解能30 nm以下で可視化できている。本学物質理学研究科X線光学講座による学術研究

も展開しており、新規X線光学素子の開発評価、X線イメージング技術の高度化が進められている。 

・高平行度マイクロビームステーション (B ブランチ ハッチ B1) 

 半導体結晶の微小領域高感度歪み計測を目的に、微小領域回折実験を行っている。ユーザーは、光学系１ (ビーム

サイズ 0.8 μm × 1.7 μm、発散角 25 μrad)、光学系2 (0.4 μm × 1.0 μm、発散角 50 μrad)、光学系3 (35 μm × 35 μm、

発散角 3.5 μrad)から選択して実験できる。焦点にはθ－2θ回折計が設置され、ロッキングカーブ測定や逆格子空間マッ

ピングが可能である。また、多波回折条件下での前方透過ビームを用いた X 線トポグラフ（明視野トポグラフ）も利用で

きる。検出器にCMOSカメラを用いるため、現像の必要がなく、高位置分解能のX線トポグラフ像が取得できる。多波回

折条件近傍では、回折ベクトルを容易に変更できるため、速やかなバーガースベクトルの決定が可能である。シリコン

結晶のほか、SiC や GaN など六方晶の多波近似条件近傍での明視野トポグラフィへの応用を始めている。 

・HAXPES ステーション (B ブランチ ハッチ B1) 

 BL24XU 産業利用の新たな活動として、マツダ株式会社と当大学は次世代自動車材料の開発を目的とした共同研究を

開始した。排ガス浄化用触媒や軽量化向けのカーボン・樹脂複合材料等を研究テーマとして据え、共同研究専用として

雰囲気制御型硬X 線分光装置を整備した。気相雰囲気、高温加熱条件における反応過程のその場観察技術や、複合材

料の界面における電子状態の評価技術等を確立し、高機能材料のモデルベース開発を目指した材料研究を進める。 
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理研・物理科学ビームラインⅢ BL17SUの現状 

理研・ビームライン基盤研究部 1、JASRI・利用研究促進部門・分光物性Ⅱグループ 2 

大浦正樹 1、大河内拓雄 1, 2 

 

BL17SU は可変偏光型挿入光源を擁する軟Ｘ線ビームラインで、切替方式のブランチＡとブランチＢから構成される。ブ

ランチＡには光電子分光実験装置、分光型光電子顕微鏡と高効率軟Ｘ線発光分光実験装置がタンデムで配置され、高

分解能光電子分析器や光電子顕微鏡を用いた先端物質科学の研究、各種液体試料の電子状態観察のための軟Ｘ線吸

収・発光分光実験等が行われている。一方、ブランチＢでは、主要装置として軟Ｘ線回折実験装置があり、長周期秩序物

質の電子状態直接観察等が行われている他、出射スリットの直下流部では、ユーザー持込み装置として、電子・イオン

運動量多重同時計測装置が設置され、分子やクラスターを標的とした軟Ｘ線光化学の研究が進められている。また、新

たな実験ステーションとして、大気圧下にある物質表面での化学反応を観察する軟Ｘ線顕微分光システムや、静電レン

ズ型の光電子顕微鏡（PEEM）がキャリーインステーションに導入され、現在これらの装置の立ち上げ作業が鋭意進めら

れている。特に後者については、BL25SUの汎用型PEEM装置の後継機種となるもので、レーザーや電気的外場などを

用いた時間分解測定ができるよう軟Ｘ線チョッパーも併せて導入されている。ブランチＢの最下流では、多元的な電子

構造可視化を目指す、高立体角・高エネルギー分解能光電子分光ステーションの利用研究が昨年度より始まっている。 

 

【 電子・イオン運動量多重同時計測装置 】 ネオン原子とクリプトン原子から構成される Ne-Kr混合クラスターを標的とし

た電子・イオン３次元運動量同時計測実験を行い、複数の Kr 原子を含んだ混合クラスター内に２価の Ne イオンが存在

する場合、本来なら安定なはずの２価のNeイオンによって、周囲にあるKr原子から電子１個を奪って、更に別のKr原

子から低エネルギー電子を放出する、電子移動型電子緩和（Electron Transfer Mediated Decay, ETMD）という現象の観

察に成功している [1]。これは今から 15 年以上も前に理論的に予測されていた機構 [2] で、今回の実験では、先述のよ

うにして生成された合計３個のイオンと低エネルギー電子の運動量を同時に計測することで初めて実験的に観測するこ

とに成功している。 

 

【 静電レンズ型光電子顕微鏡 】 レーザーや電気的外場を用いた時分割観察ができるよう新たに導入された光電子顕

微鏡である。ポンプ・プローブ実験が行えるよう、本装置の上流部に軟Ｘ線チョッパーが併せて導入されている。空間分

解能については、水銀ランプによる標準サンプルの観察では38nmを切ることを確認しており、軟Ｘ線放射光を用いた場

合でも 100nm 以下の分解能が期待される。ブランチＡの分光型光電子顕微鏡とは相補的な利用が想定されており、分

光型光電子顕微鏡では高空間分解能（22nm以下）で静的な測定を、静電レンズ型光電子顕微鏡では80～100nm程度の

分解能で時分割観察をするような利用研究が進められる予定である。2018A期から供用装置として公開する方向で準備

が進められている。 

 

発表当日は、ビームラインの特徴、上記の２つの装置の現状と利用研究例の紹介、将来計画などについて紹介する予

定である。 
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2)  J. Zobeley, R. Santra and L. S. Cederbaum, J. Chem. Phys. 115, 5076-5088 (2001). 
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理研物理科学ビームライン II BL19LXUの現状と将来計画 

理研・ビームライン基盤研究部 

玉作 賢治、大浦 正樹 

 

BL19LXUは2000年に次世代放射光施設での強力なX線利用研究に向けたR&Dのために、理化学研究所の専用ビームラ

インとして建設された。このためにアンジュレータは27 mという異例の長さを持ち、試料位置で1014 photons/secを超える

強力な単色ビームが使える。また、様々なセットアップに対応できるように実験ハッチ1と3には常設の装置は置かず、代

わりに汎用の定盤を用意してある。このような特徴を活かして、これまで、X線強度相関測定、フェムト秒の同期レーザー

を用いたX線時分割測定、硬X線光電子分光、X線非線形光学実験、構造物性実験、素粒子実験、核共鳴実験など様々な

研究が世界に先駆けて行われてきた。 

これらの研究は、BL19LXUの強力なX線だけでなく、2000年代に飛躍的に発展したX線光学素子・技術にも支えられてい

る。例えば、X線集光ミラー、同期レーザー、X線チョッパー、高分解能分光器、偏光素子などである。このような機器は、

ビームライン建設当時には考慮されなかったので、光学ハッチに収めることはできず、一部は実験ごとにハッチ内に搬入

してその都度調整して利用している。この負担がBL19LXUでの実験を非効率なものにしている。また、要望が増えてきて

いる時分割測定や高光子エネルギー分解能測定では、少しでも強いX線が必要である。空気による吸収を減らすため

に、各種装置の真空対応化が必要になる。 

今後もBL19LXUにて最先端の研究を円滑に推進していくために、より付加価値の高いX線をユーザーの負担なしに安定

して供する必要がある。このために、2014〜16年度に以下に述べる整備を行った。 

・実験ハッチ3にKBミラーシステムの設置。 

・10 kHzの高繰り返しチタンサファイアレーザーシステムへのアップグレード。 

・実験ハッチ2から3に同期レーザー専用トランスポートの設置。 

・粗排気ポンプを各ハッチの天井に常設。 

・ダイヤモンド薄膜を用いた真空スクリーンモニタ・強度モニタの開発。 

・真空対応の簡易型偏光解析装置の開発。 

・精密空調の更新、自動扉電動化。 

発表では、ビームラインの現状および今後の整備計画とともに、BL19LXUで得られた最近の研究成果も紹介する。 
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理研構造ゲノムビームライン I&II 

理研・ビームライン基盤研究部・生命系放射光利用システム開発ユニット 

上野剛、引間孝明、平田邦生、河野能顕、山下恵太郎、吾郷日出夫、山本雅貴 

 

理研構造ゲノムビームライン I & II（BL26B1 & BL26B2）は、広範なエネルギー領域で安定したX線ビームが利用可能

な偏向電磁石光源および標準光学系のビームライン構成と、大量の結晶試料のスクリーニングおよび回折データ収集

の効率化に特化した実験ステーションからなる、タンパク質結晶解析データ収集用ビームラインである。 

利用者は SPring-8 構造生物学ビームラインで共通して導入されている自動サンプルチェンジャーSPACE1)、およびビ

ームラインと実験ステーション装置を一括制御するソフトウェア BSS2)により、X 線の波長変更から検出器の設定、回折

データ収集まで一貫した自動化による効率的な実験を行うことができる。また遠隔地からWebインターフェースを備えた

試料情報データベースD-Cha3)を介して実施するメールイン・データ収集システムや、さらに研究室からインターネットを

介してビデオストリーミングを観ながら、結晶センタリングや結晶交換等の操作が可能な遠隔実験システム 4)の利用に

より、SPring-8 を訪れることなく回折データセットの取得を行うこともできる。自動サンプルチェンジャーSPACE は、

Uni-Puck の場合最大 128 個の凍結結晶を設置可能な大容量ストレージを備えている。ロボットアームのアタッチメント

の交換により、従来より実施している専用ネジ式ピンを利用した、ビームラインオペレータの介助による自動データ収集

への対応も可能であり（最大試料数306個）、ユーザの希望に応じて随時モードを切替えて運用している。 

両ビームラインでは利用支援の拡大や微小結晶を含む試料スクリーニングのさらなる効率化を目指し、ビームライン

機器や測定システムの高度化を継続して行ってきた。その一環として 2016 年度には、二次元検出器の更新を行った。

BL26B1では、EIGER X ４M （DECTRIS）を導入し、自動切り替えステージにより大型 IP検出器RAXIS V（RIGAKU）ま

たは高感度CCD検出器MX225HE（RAYONIX）との併用が可能である。またBL26B2にはMX225HS（RAYONIX）を導入

した。いずれも外部トリガー信号による高フレームレートの撮像が可能であり、結晶探索のためのラスタースキャンや

データ収集の高速化に貢献している。 

今年度は BL26B1 にて高速検出器および従来より開発を進めてきた結晶化プレートのスキャン装置を組み合わせた

In-situ データ測定システムを利用に供するとともに、結晶化プレートの自動交換装置の開発をすすめ、さらなる効率化

を目指す。その他、結晶試料凍結条件の探索や常温回折データ収集に向けたオンライン試料調湿装置 5)や、紫外吸収、

ラマン分光測定への対応も可能なオンライン分光装置等、新規実験手法の提供によるユーザ支援と利用の拡大を図っ

ている。また遠隔実験において膨大な回折データの転送を不要とする、自動データ処理パイプラインの開発も進めてい

る。 

 

 

 

 

 

参考文献 

1) Murakami, H., et al., (2012). J. Appl. Cryst. 45, 234-238. 
2) Ueno, G., et al., (2006). J. Struct. Funct. Genomics. 7, 15-22. 
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理研物理科学ビームライン BL29XUL の現状 
理研・基盤研究部・放射光イメージング利用システム開発ユニット 

香村芳樹 
 

理研物理科学ビームラインBL29XULは、4.5m長のアンジュレーターを光源とし、長さ 1 kmのビームラインを持ちま

す。液体窒素冷却二結晶分光器を経て試料位置に到達したＸ線強度は 10keVで 6×1013photons/s程度です。主としてＸ線

回折顕微鏡、Ｘ線極限集光、医学利用などを研究対象とした走査型X線顕微鏡、X線光学の基礎実験が行われていま

す。また、Ｘ線自由電子レーザー利用推進研究の機器の較正実験が進められています。  
近年、BL29XULでは、最先端コヒーレントX線イメージング実験、X線光学の分野で多くの成果が出ています。幾つか

ご紹介します。①大阪大学山内研松山グループが、全反射鏡を利用し、50nmの空間分解能を有する色収差のない結像顕

微鏡を開発しました [1]。X線を4回反射させる結像光学系を構築することで、色収差のない結像顕微鏡を実現しました。結

像面に、エネルギー弁別ができるX線画像検出器を置き、スペクトル情報と画像を同時に取得しました。実用性を確認す

るために、XAFSイメージングを実施し、成果の論文発表を行いました[1]。このような観察手法は特に触媒や電池開発に

威力を発揮します。②国際医療研究センターのグループが、脂肪酸への臭素の1元素ラベルとBL29XUの走査型蛍光X線

顕微鏡による細胞内脂質イメージングにより、世界で初めて細胞内脂質の高分解イメージングに成功しました[2]。細胞内

脂質をオルガネラレベルの分解能で観察することにより、生命現象や疾患に新しい展開を示しました。③放射光イメージ

ング利用システム開発ユニットのグループが、X線横滑り現象を利用した高速スイッチング機能の実現に成功しました。

現状では500Hzでのスイッチングに成功しています[3]。X線横滑り現象の特徴として、X線ビームの位置はミリメートルか

ら、サブミリメートル程度移動しますが、ビームは入射光の向きと低角度発散を保存する事も示されました[3]。今後、回転

式チョッパーの上限周波数である0.2MHz(20万Hz) を大幅に上回る周波数を目指し、さらなる高速化が進められています。   
さらに先端的な研究を可能にすべく、BL29XU の高度化が着実に進められています。生きたマウスの肺胞の実時間

CT 計測を行うため、実験ハッチ 3 横のクリーンブース内に簡易手術室の整備が進められました。実験手順を見直し、人

が躓く事故を防止するため磁石で保持されたマウス返しが製作され、安全性向上がなされました。また、BL29XU で実施

されている X 線光子相関分光法(XPCS)計測において、X 線の試料照射密度を上げるために、焦点距離が 1m の一次元

集光全反射鏡が導入されました。輸送チャンネルのTCスリットを仮想光源とし、約50m下流の実験ハッチ3にミラーを入

れ、このハッチで集光ビームを使って実験を行う仕様としました。集光実験により、試料面で予定通りの半値全幅 0.3 ミク

ロン程度の集光ビームが得られることが確認されました。その他、二結晶分光器の冷却に用いられる液体窒素が配管内

を循環する際の結晶振動を低減するため、片方の結晶用のティルトステージをブロックと交換し、また、第二結晶側の配

管の径を半分とする改造を行いました。これらの改造によって、分光器結晶由来の振動は 2/3 に減少したと考えられます。

その他、真空パイプ設置のための支柱に車輪を付け可搬性を与える改造、実験ハッチ1、3内のモーターケーブル中継盤

の新設によりモーターケーブルコネクタ部の老朽化対策を施しました。これら、様々な高度化、老朽化対策を進めました。

シンポジウムでは、BL29XULの現状についてご報告します。 
 

参考文献 
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理研ターゲットタンパクビームライン BL32XUの現状 

理化学研究所 放射光科学総合研究センター ビームライン基盤研究部 

生命系放射光利用システム開発ユニット 

 

平田邦生、河野能顕、山下恵太郎、上野剛、長谷川和也、熊坂崇、山本雅貴 

 

 

 理研ターゲットタンパクビームラインBL32XUはSPring-8ハイブリッドアンジュレータ光源、大阪大学

で開発されたEEM（Elastic Emission Machining）ミラーを用いて1 µmから10 µm角の高フラックス微

小ビームが利用できるタンパク質結晶構造解析専用ビームラインである。 
 本ビームラインは 10 μm 以下のタンパク質結晶からも高精度回折データを収集することを設計コンセプ

トとしており、現在も開発・高度化を継続している。開発当初（2009年）1 µm角あたり6 × 1010 光子/秒
であったフラックスは現在 2 × 1012光子/秒で利用することが可能である。検出器には 2016 年度より光子

計数型のDECTRIS 社製EIGER X 9M が導入され，200 Hz を超えるフレームレートでの撮像が可能にな

ったほか、ストリーミングモードを利用した高速なイメージ処理も行えるようになった。 
 高フラックス微小ビームの利用は微小結晶を用いたタンパク質の構造決定に非常に有効であるため、その

性能を最大限に活用するためのシステム開発を行ってきた。ビームラインにおける全自動データ収集システ

ム（ZOO システム）は現時点で想定される回折データ測定を全て無人で行うことを実現した。ZOO システ

ムはSPring-8におけるタンパク質結晶用ビームライン標準のデータ収集ソフトウェアBSSの制御に加え、

画像認識によって自動ループセンタリングを行うINOCC、回折スキャンから結晶探索を行うSHIKA、放射

線損傷の度合いを予測し露光条件を設定する KUMA、自動データ処理システム KAMO から構成されてい

る。KAMOは収集したデータを順次自動認識し、指数付け・積分を実行、さらに複数回折データをクラスタ

リングしてマージするソフトウェアであり、この開発により収集した大量のデータを迅速かつ適切に処理で

きるようになった。これらの開発により特に高難度結晶試料からのデータ収集・解析効率を劇的に高めるこ

とに成功した。発表ではZOOの各データ収集モード（機能）について実現した高難度タンパク質の構造決定

を交えて紹介し、さらに ZOO を用いたスクリーニングの自動化により得られた実例を紹介しつつ、今後の

展開について紹介したい。 
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BL43LXU: Next Generation Beamline for Inelastic X-Ray Scattering 

SPring-8シンポジウム 2017プログラム委員会 

RIKEN SPring-8 Center 

 

 Beamline 43LXU takes advantage of SPring-8's strengths (8 GeV energy, flexible electron 
lattice, long straight sections, small-gap in-vacuum insertion devices, long experience with high-heat-load 
and high-performance beamline components and sophisticated optics) to create a uniquely powerful 
instrument for non-resonant inelastic x-ray scattering.  The goal of this beamline is meV-resolution 
access to both electronic and atomic dynamics (the complete electronic S(Q,ω)) and correlations there-of 
on over atomic length scales.  It has two spectrometers, one high-resolution spectrometer operating with 
resolution between 0.75 meV and 3 meV and a medium resolution spectrometer with 25 meV resolution 
and large-solid-angle analyzers.  See the figure below, and [1][2].   
 Notable points of recent progress include (1) installation of a multilayer KB setup on the 
high-resolution spectrometer giving a 5x5 μm2 spot at 17.793 keV with 2.8 meV resolution and 60% 
throughput [3] (2) further commissioning of the Medium–Resolution Spectrometer and a first full 
experiment[4] (3) first tests of a combined Temperature-Gradient/Dispersion Compensation setup for the 
Medium-Resolution Spectrometer to improve the resolution [4] (4) development of an electron orbit 
correction protocol with the machine operation division (5) re-leveling of the granite for the 
High-Resolution Spectrometer.   The greatest part of the beamtime was used by experimental 
proposals. 
[1] "Status of the RIKEN Quantum NanoDynamics Beamline (BL43LXU)" A.Q.R. Baron, SPring-8 Information Newsletter, 15 

(2010) 14. http://user.spring8.or.jp/sp8info/?p=3138.   [2] "Introduction to High-Resolution Inelastic X-ray Scattering", A.Q.R. Baron, 

arXiv 1504.01098.  [3] Baron & Ishikawa, to be published.   [5] Ishikawa & Baron, to be published.  

 
 

Figure:  Layout of the RIKEN Quantum NanoDynamics Beamline, BL43LXU 
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理研・物質科学ビームライン BL44B2 

理化学研究所 放射光科学総合研究センター 

加藤 健一 

 

粉末回折データや全散乱データを解析して得られる構造パラメーターの精度（Precision）は、データの統計に大

きく左右される。その統計を高めるには、X線強度が一定であれば測定時間を長くするほかない。原理的には、計数

光子が増えればデータの誤差はPoisson分布に従って減少するはずであるが、実際には検出器のダイナミックレンジ

内でも、あるカウントを境にPoisson分布からの逸脱が無視できなくなることが一般に知られている。これは、一定

時間を超えて測定しても精度の向上は見込めないことを意味しており、検出器由来のさまざまな系統誤差が主な原因

となっている。国内外の粉末回折ビームラインで多用されている一次元半導体検出器モジュールMYTHEN（スイス

DECTRIS 製）を例にあげると、104カウントを超えたあたりから、既存の系統誤差補正法である Flat Filed（FF）

を適用してもPoisson分布（図1の黒破線）からの逸脱が著しくなる（図1の赤丸）。強度と標準偏差（S.D.）との

比は数万カウントでほぼ飽和するため、いくら測定時間を長くしても 1%の誤差を下回ることはない。これは、高分

解能と大面積を両立させるために多素子化が進んだ半導体検出器にとって必然とも言える結果である。 

BL44B2では、全散乱データをもとにナノスケールの短距離秩序からサブミクロンスケールの長距離秩序の構造

情報を一度の測定で得るためのマルチスケール構造計測システムの開発を行ってきた。その過程で、半導体検出器特

有の系統誤差の問題により数百万カウントのデータを使っても 0.1%の誤差に相当する解析結果が得られないことが

わかった。そのため、我々はさまざまな試行実験を繰り返し、既存のFF補正に代わる近似を一切使わない系統誤差

補正法を確立した（Kato, to be submitted）。この方法によれば、106カウントを超えてもほぼPoisson分布に則った

全散乱データが得ることができる（図1の青丸）。この補正パラメーターを標準試料のSiに適用すると、111反射に

対して5桁近く弱いQ~24 Å-1（d~0.25 Å）のBraggピークが明瞭に観測された（図2）。低次の強いピークに関して

も積分強度の精度が一桁近く向上するため、それらをもとに得られる電子密度分布の精度と分解能がともに向上する

と見込んでいる。また、全散乱構造関数のフーリエ変換であるAtomic Pair Distribution Function（PDF）は構造モ

デルに依存しない実空間情報であることから、より直接的な効果が期待できる。当日は、その具体的な補正スキーム

とPDFに及ぼす効果について発表する。 

 

 
 

図1 標準偏差比の強度依存性               図2 Siの補正効果 
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理研構造生物学ビームライン I（BL45XU） 

理研・ビームライン基盤研究部・生命系放射光利用システム開発ユニット 

引間孝明、吾郷日出夫、河野能顕、上野剛、平田邦生、山下恵太郎、山本雅貴 

 
理研構造生物学ビームライン I (BL45XU)は垂直偏光アンジュレータ２基を光源として、ダイヤモンド結晶にて分岐･分光

された X 線を２つの実験ステーションで同時に利用できるブランチビームラインです。1997 年よりユーザー運転を行って

おり、高度化を進めつつ現在は２つの実験ステーションをそれぞれ X 線小角散乱（SAXS）用と X 線中広角散乱（SWAXS）

用として運用しています。 

 

SAXS ステーションでは、オンライン FPLCと真空封入型のキャピラリーフローセル（図１)による SEC-SAXSによるタン

パク質複合体の低分解能構造解析、試料位置で 2 x 1012 photons/secの高フラックスビームを活かしたストップトフロー装

置等での時分割構造解析やX線繊維回折測定など構造生物学研究のほか、X線小角･広角同時測定、GI-SAXSによる表

面構造解析、フィルム/ファイバー試料用サンプルチェンジャー(図２)を用いたハイスループット測定といった材料科学研

究など、構造機能相関・構造物性などナノスケールでの研究を行っています。検出器は PILATUS3X 2M をメイン検出器と

して最大500Hzで広い角度範囲での高精度な散乱･回折測定が可能であり、広角同時測定用にサンプル直下流にフラット

パネルセンサーの設置や、従来の 6 インチ X 線イメージインテンシファイアー検出器の利用も可能です。カメラ長を変更

することによりタンパク質溶液散乱測定では 0.004Å-1から 2.5Å-1の広い q レンジのデータを数秒の露光時間で得ること

ができます。オンラインFPLCシステムではこれまで安定性が低く測定困難だったタンパク質やその複合体試料の溶液散

乱測定が測定可能となり、タンパク質の溶液中の構造解析にいっそうの躍進が期待できます。この真空封入型キャピラリ

ーフローセルでは最低20μLの試料量からの解析も可能となりました。本システムでは測定と同時に自動で吸光度測定と

ギニエ解析を行なえる GUI プログラム DataProcess も開発し、タンパク質溶液散乱でのユーザーフレンドリーな実験環境

の構築も進めています。さらに、自動溶液サンプルローダーを導入することによって、タンパク質溶液散乱実験における

高精度ハイスループット測定の環境整備を進めています。 

SWAXSステーションでは、SAXSステーション向けに開発した測定システムDataCollectorとサンプルチェンジャーを導

入し、新たにWAXS/D測定のハイスループット化に向けた再整備を進めています。 

 

SAXS 実験ステーションのビームタイムは、理研プロジェクト利用の他、SPring-8 の共同利用と創薬等ライフサイエンス

研究支援事業での利用支援に供出しています。 
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図1． オンラインFPLCシステム 

 

図2． フィルム/ファイバー用サンプルチェンジャー 
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光源加速器の現状と SPring-8-IIに向けた光源開発進捗 

理研放射光科学総合研究センター 先端光源開発研究部門 

高輝度光科学研究センター 光源基盤部門 

現在SPring-8では、安定なユーザー運転を堅持しつつ、2020 年代初旬を目処にメジャーアップグレードすることを目

指したSPring-8-II計画を策定中である。そこで、(i) 現SPring-8の運転・維持管理、および、(ii) SPring-8-IIに向けた光源

開発について、最新の状況を報告する。 

(i) 光源の安定性を示す１つ指標となる利用率（実際に利用運転に供された時間を元々予定されていた利用時間で割

った値）は、近年、99%以上を安定に保っており、2016年度も99.4%と高い値を維持できた。一方で、0.6%分のダウンタイム

を引き起こしたことになるが、2016 年度は、(a) 電磁石用冷却水ホースからの漏水やゲートバルブの圧空漏れといった

経年劣化、(b) 地震や瞬時電圧低下といった外的要因、(c) 高周波機器（特にサーキュレータと呼ばれるハイパワー高

周波装置）や電磁石電源等の機器異常、といったことが主な要因であった。冷却水ホースの劣化、サーキュレータの異

常（放電インターロックによるビームアボート）等、極力再発を抑えるべく、原因・実態の調査、および対応策の策定を重

点的に行っている。 

2016 年度は、A モード（203 バンチモード）において蓄積電子ビームの不安定性が発生し、急きょ 406 バンチモードで

利用実験が行われた。その後の調査に基づき、不安定性抑制装置（Bunch-by-bunch feedback system）を調整し、2016

年度後半以降、通常の 203 バンチモードによる利用運転に戻った。また、建設以来、挿入光源の数が増え、ギャップが

徐々に狭くなっていっていることは、不安定性や入射効率の視点から言うと、定性的には厳しい方向に向かっている。

また、特定の挿入光源用キッカー電磁石が蓄積ビームを揺らし、これが他の挿入光源における光軸の揺れとして観測

されるケースも確認されている。現在、これら挿入光源がビームの安定性に与える影響について重点的に調査しており、

適宜、各挿入光源の運営指針の確認等、対処を進めている。 

(ii) SPring-8-II計画は、高コヒーレンス、SACLAとのインテグレーション、高効率をその基本目標とし、現在の蓄積リン

グにおける実効エミッタンス 2.8 nm・radをSPring-8-IIによって 100 pm・rad程度（挿入光源が閉められた運転時）まで低

減する方針を掲げ、ラティスからハードウェアに至るトータルな詳細設計を進めている（昨年度の要旨参照） [1]。今年

度も、高コヒーレンス放射光リングのラティス設計およびビームダイナクミス解析 [2]、並びにラティスを実現するための

主要構成機器（磁石、真空、モニタ、高周波機器）の開発・試験を引き続き行っている [3]。SACLA とのインテグレーショ

ンについては、SACLA の線型加速器で生成される高品質な電子ビームを蓄積リングに入射し、同時に、サイト全体とし

て高効率な（消費電力が少なくインフラを有効活用した）加速器複合体の構築を目指し、その準備を進めている。具体的

には、タイミング系、入射部電磁石電源の改造等を現在行っており、段階的にビーム入射試験へと移行していく。 

参考文献 

[1] H. Tanaka et al., Proceedings of IPAC2016, Busan, Korea, p. 2867.

[2] K. Soutome and H. Tanaka, PRAB 20, 064001 (2017).

[3] 例えば、T. Watanabe, T. Taniuchi, S. Takano, T. Aoki, and K. Fukami, PRAB, in press.
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SPring-8光源・光学系の現状と高度化 

理研放射光科学総合研究センター 先端光源開発研究部門 

高輝度光科学研究センター 光源基盤部門 

 

SPring-8の光源・光学系 (ビームラインの基盤部分) の現状と高度化に関していくつかのトピックスを報告する． 

1．全般 

 SPring-8 においては，現状で 57 本のビームラインが稼働中である．最近のアップグレードの事例としては，加速器診

断ビームラインBL05SSにおいて ImPACTタフポリマー研究のために光学系と実験ステーションの改造が行われ，小角

散乱を主とした利用実験が進められている．今年度から名称も理研施設診断ビームライン BL05XU と改められた．また，

理研ビームラインの一つBL32B2においてRISING IIプロジェクトのために実験ハッチ 2が増設され，XAFSおよび粉末

X線回折装置が導入された．この機会に分光器およびミラー光学系の改造も合わせて行われ，利用が開始された． 

2．挿入光源 

稼働中の挿入光源に関して定期的な維持管理を行うと共に，長期間にわたって運用されている機器の老朽化対策を

実施している．キッカー電磁石による軌道切替に基づく偏光切替を行う BL23SU 及び BL25SU においては，運転条件に

よって誘起される軌道変動が異なる．より効率的な補正手段を確立するため，軌道変動の各種要因や諸条件について

系統的な検証を実施している． 

 次期計画を見据え，磁石吸引力相殺型のアンジュレータ磁石列駆動機構を開発中であり，これにより狭小ギャップで

の運転を容易にするとともに，小型化，低コスト化を目指している．2017 年度末にプロトタイプをセル 34 に導入し，リン

グ運転条件下での影響評価試験を計画している．問題なければ，ビームラインへの移設・利用も計画されている． 

 また，上記のBL05XUにはかつてBL35XUにて使用していた標準真空封止アンジュレータを 4.5 mから 3 mに短く改

造したものを試験的に導入した．これは次期計画における挿入光源改造の一つのオプションである．なお，利用実験で

は所定の性能が得られていることを確認している． 

3．光学系 

 重点項目のひとつとして特に分光器の老朽化更新を進めてきたが，BL20XU 用の二結晶分光器を更新することにより，

一通りの老朽化更新が完了したことになる．これと合わせて，液体窒素循環に伴う結晶の角度振動の低減を大きなテー

マとしてフレキシブルチューブの改造，交換，ステージの剛性向上などを進めてきた．目標レベルである 0.1 µrad (rms)

以下を実現しつつある． 

真空チェンバー内の不純物 (カーボン等) による光学素子の光照射後の表面汚染と，それに伴う反射ビームの質の

劣化が問題になっていたが，真空内の材料と機構の配置などを工夫することにより，汚染のレートを大幅に低減する方

策に目途がたった．軟X線ビームラインで効果が実証され，今後硬X線ビームラインでも同様の方式が試される． 

先に述べた二結晶分光器の低振動化は，次期計画に向けても重要な方向性であるが，別の安定化の解としてチャン

ネルカット結晶をタンデムに並べたDouble Channel-Cut Monochromator (DCCM) のアイデアが提案された．チャンネル

カット結晶内側反射面に対するスペックルフリーの結晶表面加工など基本的なR&Dが開始された． 

次期計画においては，低エミッタンス化によりアンジュレータのスペクトルが低エネルギー側に裾を引かない，対称

的な1%バンド幅のスペクトルが得られる． アプリケーションによっては，分光器を介さず，この1%幅のスペクトルを高フ

ラックスにて直接利用することが期待される．このため，利用する基本波ピークもしくは高次光ピークのみをプリズムで

分散して取り出すアイデアに基づいて，テストが開始された．二結晶分光器を利用する従来の使い方に加え，今後のあ

らたな利用への解となるべくR&Dを進めている． 
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金属材料の3D/4Dイメージベース解析 
平山恭介1，戸田裕之1，上杉健太朗2，竹内晃久2  

1 九州大学， 2JASRI 

 

マイクロトモグラフィーイメージングとその応用  
我々は、シンクロトロン放射光マイクロトモグラ

フィーによる3D/4Dイメージング（4D＝3D＋時間軸）
で得られる情報が非常にInformation-richな点に着眼し
ている。これまで、力学的な弾性および塑性歪み
[1]、き裂進展駆動力[2]、合金元素濃度、多結晶材料
の結晶粒の形態や結晶方位等を材料内部で材料内部
で高密度にマッピングする3D/4Dイメージベース解析
を開拓してきた。これらの技術では、外部負荷等の
外乱下で構造材料を3D連続観察し、得られる4D画像
に写る膨大な数の粒子の軌跡を追跡する。これによ
り、図1に示す歪やき裂進展の駆動力の3D/4Dマッピ
ングが初めて可能になった[3]。さらに、これに特殊
なX線回折を援用し、図2に示す結晶方位3D/4Dマッ
ピングを実現した[4]。 

SPring-8 BL20XUのPUとしての業務では、これらの
開発、および応用に必要な環境整備を進めている。こ
れらのアプローチにより、アルミニウムや鉄鋼など
の構造材料で従来の解釈から逸脱する現実の材料の
不均一、不規則で確率的な挙動を解明し、強度や疲
労特性等に優れる構造材料の創製指針を提示しつつ
ある。例として、実用材料として広く用いられてい
るアルミニウム合金ダイカスト材でこれまで知られ
ていなかった表面直下の高密度な欠陥を発見し、こ
の欠陥が疲労破壊をもたらす事を解明した産業利用
例がある。他にも、アルミニウムの真の破壊機構を
解明し、大幅な力学特性向上が可能であることを実
証する成果も得ている[5]。 
 
3D/4D画像の産業応用 
最近では、3D/4Dイメージベース解析を産業技術に展開

し、リバース4D材料エンジニアリングと称する新しい技
術を創成しつつある。これは、「材料設計→評価→材料創
出」という従来の構造材料の開発プロセス（図3上側）と時
間的に逆行するアプローチ（同図下側）により、迅速かつ
高精度に高性能材料を開発できる新概念である。3D/4Dイ
メージベース解析により、二次元(2D)観察を基礎として発
展してきたこれまでの学術から飛躍し、複雑現象の解明や
最適組織設計にダイナミックかつ最短距離でアプローチで
きるものと期待される。これにより、物質の4D構造を評
価する確度の高い実証性と、それと体系的に整合するイメ
ージベースの論理的推論を実施することができ、3D/4D構
造材料サイエンスという独自の学術方法論を確立すること
が期待される。 
 
参考文献 
[1] Kobayashi, Toda, et al., Acta Materialia, 56(2008), 2167-2181 
[2] Toda, Sinclair, et al, Acta Materialia, 52(2004), 1305-1317   
[3] Qian, Toda, et al, Physical Review Letters,100(2008),115505      
[4] Toda, Ohkawa, et al., Acta Materialia, 61(2013), 5535–5548 
[5] Toda, Hidaka, et al., Acta Materialia, 57(2009), 2277–2290 
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図2 結晶3Dマッピング例（アルミニウム） 

図1 歪み3Dマッピング例（いずれもアルミニウム） 

図3 リバース4D材料ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞの概念 
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強相関電子系分子性物質の赤外顕微イメージング分光による 

電荷ダイナミクスの研究  
東北大学金属材料研究所 1，SPring-8/JASRI 2 

佐々木孝彦 1,佐々木智 1,橋本顕一郎 1,小林亮太 1,井口敏 1,伊藤桂介 1,大藏聖 1,池本夕佳 2,森脇太郎 2 

 

本パートナーユーザー（PU）課題では，赤外物性ビームライン BL43IR において，強相関電子系分子性導体に

おける電荷ダイナミクス研究を進展させるために，（I）赤外顕微ステーションにおける微小領域赤外分光の2次元

走査測定による電子状態空間イメージングの高分解能・高精度化，および，(II) 磁気光学ステーションの再整備・

利用標準化と低エネルギー領域への分光領域拡張を行うことを目的としている． (I)，(II)の高度化により PU 課題

である強相関電子系分子性物質に発現する隣接電子秩序相間の境界領域で誘起される電荷・スピン自由度によ

る非自明な量子状態 －量子スピン液体・電荷液体，電荷ガラス状態－ に対する低エネルギー赤外分光測定

による電荷ダイナミクス研究を実施する．また，本高度化は，低エネルギー赤外分光・微小領域・空間分布・磁場

印加をキーワードとする有機・無機物質，物性研究・材料評価を問わず赤外物性ビームライン全体のユーザー拡

大・実験内容の高度化に資するものである．  

本 PU 課題は 2016A 期より開始したが，(I)に関しては，電荷秩序絶縁体である分子性導体θm-(BEDT-TTF)2 

TlZn(SCN)4 の冷却速度に依存した電荷ガラス－電荷秩序絶縁体転移における秩序形成過程の赤外分光測定を

行っている．図 1 は，転移点近傍の冷却過程に依存した電荷量敏感な分子振動モードの温度変化である．冷却

速度に依存して高温の電荷液体（金属）から低温の電荷固体（電荷秩序絶縁体）状態への転移において非平衡状

態である電荷ガラス状態が現れる．この電荷液体－電荷固体－電荷ガラスの相違とその電子状態変化を赤外分

子振動により捉えることに成功した[1]． (II)に関しては，長期休止状態にあった磁気光学ステーションの再整備を

行い，14 テスラの磁場発生を確認した．また専用クライオスタットの設計・製作を行い，これまでよりも容易にま

た短時間で試料交換，マグネット内顕微鏡への設置，試料位置調整が可能となり，実験効率が格段に向上した．

放射光赤外光の導入テストの結果，顕微鏡上流の光学路の変更，縮小光学系の新造と調整（図２）を行った結果，

容易な光学調整と赤外光の高強度化が可能となった．このような再整備の進展と並行して，磁場中赤外分光利用

ユーザーの開拓を行い 2017A期から利用支援を行う予定である．（本発表要旨提出時点で未実施，7月以降に 3

グループ予定）さらなる高度化として，遠赤外領域への分光測定範囲の拡張を計画し，2017B 期での低温磁場中

遠赤外分光測定の本格実施に向けてビームライン担当者と利用ユーザーの拡大，ターゲット試料などの調査を

行っている． 

参考文献 [1] S. Sasaki, K. Hashimoto, TS et al.  (submitted),  arXiv: 1612.01804 
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図2．再整備完了したBL43IR磁気光学ステーションの

新造した縮小光学系（パージボックス内） 

 
図１．赤外分子振動測定による電荷ガラス状態 

電荷液体

電荷秩序

電荷ガラス

ν27モード(赤外活性)

(a) (b)
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粉末・多粒子Ｘ線回折によるその場計測基盤の構築 

広島大学理学研究科 1、筑波大学数理物質系 2、大阪府立大学理学系研究科 3 

森吉 千佳子 1、西堀 英治 2、久保田 佳基 3 

 
粉末構造解析ビームラインであるBL02B2では、2015A期より、イメージングプレートIPを検出器とした

大型デバイシェラーカメラとオンラインでデータ読み出しが可能な半導体検出器 MYTHEN 測定システムを

組み合わせ、広角データ測定と高速測定とを一つの回折計で両立した実験ステーションの構築を行ってきた。

このアップグレードにより既存ユーザーの研究のさらなる発展と新規ユーザーの開拓が進められている。本

PU課題は、高度化の支援、新しい測定システムを活用した利用研究の拡大、ユーザー支援を行うことを目的

として 2015A 期よりスタートした。無機材料からタンパク質のような巨大分子までの広い分野をカバーし、

かつ多彩な外場下で物質の三次元構造決定を可能とする計測基盤を構築することを目指している。 
１．高度化の状況 : 2016B期までにビームライン担当者により大型デバイシェラーカメラの改造が行われ、６

連装のMYTHEN半導体検出器が既存のIP検出器と共存する形で設置された。検出器、高温・低温窒素ガス

吹付装置などがリモート制御化され、ユーザーフレンドリーなシステムが構築された。 
２．支援課題実施の状況 : 2015AB期には20課題、2016AB期には15課題、2017A期には8課題の支援課

題が実施された。各種学会や研究会等で研究成果や測定システムを紹介し、新規ユーザーの参加を促している。 
３．利用研究例 : PUグループおよびPUが支援するグループによる最近の研究例を紹介する。 
(a) チタン酸バリウムの強誘電性に関する元素置換効果1) 
チタン酸バリウムBaTiO3はTC = 400 Kで立方晶相から正方晶相へ相転移する強誘電体である。積層セラ

ミックコンデンサの主材料として利用されており、絶縁性の向上や TC制御の観点から元素置換効果が盛んに

研究されている。(Ba1-xRx)(Ti1-x/2Mgx/2)O3 (R = Gd, Dy, x ≤ 0.3)の精密構造解析により、Mg置換はTCを低下さ

せること、R は立方晶相では<100>方向の六つのオフセンターサイトに存在し正方晶相では[001]の一つのサ

イトを占めることがわかった。R置換によりBaTiO3と比較して5%程度の自発電気分極の向上が見込まれる。 
(b) 超精密電子密度解析による伝導π電子の可視化 

SPring-8 を利用した高エネルギーX 線を用いた電子密度研究は、実験からの観測量として最大級の情報を

与えうる。d > 0.22 Åの超高分解能粉末X線回折データを利用して、同じ構造を持ちながら金属・半導体の物

性をそれぞれ示す金属６ホウ素化LaB6、BaB6について、電子密度を精密に明らかにするとともに、金属伝導

を示すLaB6の伝導を担う電子の空間分布を観測することに成功した 2)。今回用いられた多極子展開解析を応

用する手法は、元素置換による物性変化の解明に幅広く利用されることが期待できる。 
(c) ペロブスカイト型コバルト酸化物の結晶構造解析とガス導入その場測定システムの構築 

Sr3YCo4O10+δの高分解能粉末回折データの測定、結晶構造解析を行った。220～280 Kにヒステリシスを観

測し、2相共存状態を経ながら一次相転移していることが分かった。そして、250 K近傍の磁化の急激な減少

はCoのスピン転移に由来し、Coのスピン状態の変化と構造相転移が密接に関係していると考えられる。 
ガス導入その場測定システムの共用化を目指し、BL 担当者と協力して立ち上げを行った。テスト測定とし

て多孔性配位高分子のガス吸着・脱着過程を測定時間500 ms／点で自動・連続測定することに成功した。 
 
参考文献 
1)  “Off-centering of rare-earth ion in (Ba,R)(Ti,Mg)O3 (R = Gd, Dy)”, S. Takeda, S. Yasuda, C. Moriyoshi, Y. 

Kuroiwa, A. Honda, N. Inoue, S. Higai, and A. Ando, Jpn. J. Appl. Phys. 55, 10TC08 (2016). 
2)  “Spatial distribution of electrons near the Fermi level in the metallic LaB6 through accurate X-ray 

charge density study.” H. Kasai, and E. Nishibori, Sci. Rep. 7, 41375 (2017) 
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Activities at BL02B1 in PU Project 0078 
 

Bo Brummerstedt Iversen1, Jacob Overgaard1, Yoshihiro Kuroiwa2, Eiji Nishibori3 
1Aarhus Univeristy, 2Hiroshima University, 3University of Tsukuba 

 

1) Electron density studies of layered transition metal dichalcogenides. 

We have focused on the determination of electron densities (ED) in materials, which have interesting physical 

properties using high-resolution diffraction data obtained at BL02B1. Based on Bader’s Quantum theory of Atoms in 

Molecules, chemical bonding interactions are evaluated from the EDs and related to the physical properties. One of our 

studies is quantitative evaluation of weak interlayer interaction in layered transition metal dichalcogenides, which have 

unique properties such as electrode materials for ion batteries, thermoelectric materials, topological insulators etc. The weak 

interlayer interaction, which is often referred as a van der Waals (vdW) gap, seems a key for their properties. Our 

experimental evaluation of the vdW gap will be a benchmark for current theory, in which it is challenging to model the 

long-range electron correlation, and will help elucidate the origin of the properties. In addition, we revealed anharmonic 

thermal vibration [1] and disorder structure [2] using high-resolution diffraction data measured at BL02B1. 

 

2) Electron density studies of single molecule magnets.  

We have also used the ED approach to study the magnetic properties in single molecule magnets (SMM). Two of 

the most promising candidate types for functional SMMs are mononuclear Dy-compounds and linearly coordinated 

transition metal complexes. For the Dy-compound, we have successfully described the 4f valence density and fitted the size 

and orientation of an ellipsoidal surface to this, with strong relevance for the magnetic properties. We have also determined 

the ED in a linear Fe-compound, and from that derived the d-orbital populations. In transition metal complexes the orbital 

angular momentum is usually quenched by the ligand field, but in certain geometries this is not so, for instance linear Fe 

systems, and this leads to magnetic anisotropy. The study shows a fully populated 3dz2 orbital, confirming the same 

surprising result from theoretical calculations. 

 

3) Atomic motion of langasite during resonant vibration under alternating electric field 

The transient crystal structure of langasite (La3Ga5SiO14) resonantly vibrating at 28 MHz under an alternating 

electric field was revealed by time-resolved X-ray diffraction (XRD) at BL02B1 to understand the microscopic mechanism 

of piezoelectricity. High-energy and short-pulse X-rays with a wavelength of 0.33 Å and a pulse width of 50 ps were used 

to obtain transient XRD patterns during resonant vibration. The thickness-shear lattice strain was resonantly amplified by 

>1000 times larger than that under a static electric field. The lattice vibration involves the rotation and deformation of 

Ga(Si)O4 tetrahedra accompanied by displacements of specific oxygen atoms along the electric field. Since SiO4 tetrahedra 

of a resonantly vibrating quartz crystal only show the rotation without any deformation, the deformation of GaO4 tetrahedra 

of langasite enhances the piezoelectricity, and therefore the piezoelectric constant of langasite is larger than that of quartz. 

This study was done as the collaboration work with Prof. S. Aoyagi from Nagoya City University. 

 

  

[1] M. Sist, K.F.F. Fischer, H. Kasai & B.B. Iversen, Angew. Chem. Int. Ed. 56, 3625 (2017). [2] M. Sist et al., IUCrJ 3, 

377 (2016). [3] M. K. Thomsen, J. Overgaard, et al., Manuscript submitted. [4] S. Aoyagi, H. Osawa, K. Sugimoto, S. 

Takeda, C. Moriyoshi, and Y. Kuroiwa, Time-resolved crystal structure analysis of resonantly vibrating langasite oscillator. 

Jpn. J. Appl. Phys. 55, 10TC05 (2016). 
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スピントロニクスデバイスを基盤としたナノ計測技術の開発と物質・材料研究への展開 

1大阪大学大学院工学研究科，2名古屋大学大学院工学研究科，3大阪大学基礎工学研究科 

4産業技術総合研究所，5島根大学総合理工学部，6高輝度光科学研究センター 

白土 優 1，加藤剛志 2，鈴木義茂 3，三輪真嗣 3，野崎隆行 4，荒河一渡 5，小谷佳範 6，中村哲也 6 

 

本パートナーユーザー（以下，PU）課題は，2014年度の開始されたものであり，SPring-8 BL25SU（軟X線固体分光ビー

ムライン）における軟X 線ナノビームを用いたナノ磁気計測技術の開発と共に，軟X 線ナノビームを用いた先導的成果

創出を主な目的としている．特に，軟X線に適した 3d 遷移金属が主たる機能を担い，また，ナノサイズの素子が主体と

なるスピントロニクス材料を主なターゲットとして，軟X線ナノビームを用いたナノ磁気計測技術の開発を行っている．こ

うした目的の基，前期2年間のPU課題では，2014年Ａ期においてφ100 nm径の軟X線ナノビーム化が完了し，2014Ｂ

期以降，低温，磁場下での磁気イメージング，ならびに，微細加工素子に対する XMCD イメージング技術の開発などを

進め，2016年度より2年間の延長課題が開始された．軟X線ナノビームを用いたナノ磁気解析は，これまで国外に限ら

れてきたが，本高度化により，特に，高い輝度を誇る SPring-8 において実施可能なナノ磁気解析計測基盤が整備され

つつある． 本シンポジウムでは，2016年度～2017A期に得られた主な成果の一つである，低温でのXMCDイメージン

グに基づく，垂直交換バイアスの電界誘起反転過程の観察結果を中心に，最近の成果について報告する． 

図１に，PU 代表者が中心的に研究を進めている Cr2O3薄膜を用いた垂直交換バイアス薄膜の電気磁気効果に基づく

磁化反転過程を示す．図には例として，ホール素子形状に微細加工した素子に対して，交換バイアスの極性が負から

正に反転する過程を示した．図に示した結果は，左右円偏光を固定して試料からの軟 X 線吸収強度の空間分布を測定

し，両円偏光の差分によって画像化した XMCD の空間分布である．（2014 年度開発技術．測定方法の詳細は，Y. 

Shiratsuchi et al., AIMS Materials Science, 2, 484 (2015).を参照） 測定前の初期状態は，試料を 310 Kから 280 Kまで＋6 

kOe の磁場中冷却によって定義したため，負の交換バイアス状態にある．（画像ではすべてが青の状態）+40 kOe と

+1200 kV/cm の電場を同時に印加することにより，ゼロ磁場・ゼロ電場状態において，ホール素子のエッジ部分から正

の交換バイアス領域が生成していることがわかる．また，電界強度の上昇とともに，赤色で示した交換バイアスの反転

領域が増加する．交換バイアスの極性反転は，＋40 kOe の磁場のみでは生じないことから，磁場と電場の同時印加に

よって生じるものであり，本研究では磁場強度を固定しているため，電界によって誘起されたものである．また，交換バ

イアスの極性は界面非補償反強磁性スピンの向きによって決まるため，図 1 に示した結果は，電場と磁場の同時印加

によって反強磁性スピンが反転した様子を観察したことに対応している． 

 

 

図1 Pt/Co/Au/Cr2O3/Pt垂直交換バイアス薄膜の電界による磁化反転過程．観察は，+40 kOeの磁場と図中に示した
電場を同時に印加した後，ゼロ磁場・ゼロ電場状態で行い，検出方法は全電子収量法とした．入射したフォトンエネ
ルギーは，Co L3吸収端とした．測定温度は 280 Kとした． 
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大容量高圧装置を活用した地球および関連物質の高温高圧物性研究の推進 

愛媛大学・地球深部ダイナミクス研究センター 

入舩徹男、西原遊、大内智博、西真之、グレオ・スティーブ、國本健広 

 
本パートナーユーザー課題では、マルチアンビル装置と放射光 X 線を組み合わせた実験に基づく高温高圧

下での鉱物の密度・弾性・粘性などの物性研究の推進、およびこの技術を用いた地球深部物質とその関連物質

の物性測定を目的としている。2015年度以降BL04B1に設置の超音波測定システムや単色X線光学系等の高

度化を推進してきた（以下に詳述）とともに、国内外の一般ユーザーへの支援を多数行ってきた。 
 従来の BL04B1 における超音波測定システムでは、ハッチ内に設置されているマルチアンビル装置内にて

得られた超音波信号を、全長 20m 程度の長いケーブルを用いてハッチ外に設置の当システムまで送信してい

た。その長いケーブルは電気的ノイズの影響を受けやすく、得られる超音波信号の波形に悪影響を与えていた。

2016B期には、当システムをハッチ内に設置できるようにシステムを改造した。その結果、ハッチ内にて超音

波信号の波形を取得できるようになり、得られる波形の質が向上した。 
 従来のBL04B1 における高エネルギー単色X 線を用い

た X 線ラジオグラフ像及び２次元X 線回折パターンの撮

影では、それぞれの撮影に必要なX線カメラ及びX線CCD
が同一光学系に共存できない設計となっており、変形中の

試料の歪と応力をモニタリングするためには、X線カメラ

とX線CCDを交互に光学系から出し入れする必要があっ

た。そこで2016A 期では、同一光学系においてX線カメ

ラとX線CCDが共存できるように光学系の高度化を行っ

た（図１）。その結果、装置の移動を一切行わずに、ラジオ

グラフ像の撮影と２次元回折パターンの撮影をほぼ同時

に行うことが可能となり、データ取得のために必要な時間 
を従来の1/3以下に大幅短縮することに成功した。本光学系は、破壊のような非常に短時間の間に進行する現

象にも対応できる特徴のため、導入後の高圧変形実験の研究対象やユーザーの拡大に大きく貢献しつつある。 
川井型マルチアンビル装置によるこれまでの圧力発生

の世界最高記録は、109 GPa である（Yamazaki et al., 
2014）。しかしこれには非常に高いプレス荷重（10MN程

度）を要するため、アンビル等の素材の損耗が激しい（す

なわちランニングコストの高騰）ことが課題となっていた。

そこで当センターが開発した、ナノ多結晶体ダイアモンド

（NPD）製アンビルを用いた圧力発生技術の開発を行って

きた（図２）。その結果、本方式によって最大88 GPaまで

の圧力発生に成功した。これは世界記録には及ばないもの

の、川井式マルチアンビル装置による一般的な圧力発生の

上限（60 GPa）を大きく超えるものであり、なおかつその 
ような超高圧がわずか3.4 MNのプレス荷重で達成することに成功した。これは、アンビル等の素材の損耗を

抑えつつも100GPaに迫る超高圧を再現可能であることを意味しており、大変意義が大きい。 
  
参考文献 

1)  D. Yamazaki, et al. (2014) Phys Earth Planet Inter 228, 262-267. 
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図１：BL04B1に新たに設置した単色 X線透過像

撮影システム 

 
図２: NPD製アンビル 
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地球コアの解明に向けて 
１東京工業大学・２東京大学・３JASRI  

廣瀬敬１、2、増野いづみ２、新名良介２、大石泰生３ 

はじめに 

 われわれのグループは「超高圧高温ダイヤモンドセル実験の新展開」と題したパートナーユーザ

ー課題を BL10XU にて遂行中である。これまでわれわれは、レーザー加熱式ダイヤモンドセルを用

いた超高圧・超高温の発生とその場エックス線回折測定に力を入れてきた。その技術開発の成果は、

地球のマントル最下部に相当する120万気圧以上におけるMgSiO3ポストペロフスカイト相の発見な

どの成果に結びついて来た。2010 年には 377 万気圧・5700 ケルビンまでのエックス線回折実験に

成功し、地球中心の超高圧・超高温条件を超える環境での実験が可能になっている。しかしながら、

レーザー加熱では大きな温度勾配に起因するさまざまな問題点が指摘されている。そこでわれわれ

は、本パートナーユーザー課題において、 

 実験試料を回収し、それを高分解能の電子顕微鏡で観察することにより、高圧高温下での試料

の状態を正確に理解すること

 内部抵抗加熱式のダイヤモンドセルの開発を進め、より信頼性の高い実験を行うこと

に取り組んでいる。

 本発表では、現在われわれが超高圧下で行いつつある、１）Fe-C系の融解相関係および共融点組成

の決定と、２）Feの融解曲線の決定、について報告する。これらの実験は、放射光X線を用いた回折デ

ータと、微小な回収試料の収束イオンビーム装置と電子顕微鏡を使った組織観察・微小領域化学組成デ

ータを用いて行われている。 

結果 

１）Fe-C系の融解相関係および共融点組成の決定 

 炭素は地球コアに含まれている可能性がある軽元素の１つである。固体コアの密度を説明するに

は、液体コア（外核）から結晶化する固体相はカーバイドではなく鉄である必要があることから、

Fe-C系の融解相関係および共融点組成の決定は、コア中の炭素の最大量を制約する重要なテーマで

ある。過去の超高圧実験はエックス線のみを用いて行われており、われわれはそれに加えて電子顕

微鏡観察まで合わせて行うことにより、より正確な状態図の作成を目指している。実験は 200万気圧を

大きく超える圧力まで行い、共融点組成の炭素量が圧力と共に減少すること、共融点の炭素側では

Fe7C3がリキダス相として出現することを明らかにした。 

２）鉄の融解曲線の決定 

 固体コアと液体コアが接する、内核・外核境界（330万気圧）における鉄の融点は、コアの温度

を制約する上できわめて重要である。過去にレーザー加熱式ダイヤモンドセルを用いて繰り返し実

験が行われてきたが、今回われわれは内部抵抗加熱式ダイヤモンドセルを用いて、290万気圧まで

純鉄の融解温度の決定に成功した。われわれの結果は広く引用されているAnzellini et al. (2013)

の結果に比べ、内核・外核境界において融点が700ケルビンも低い。このことはコアが比較的低温

であること、最下部マントルが全球規模で溶融していないことと整合的である。 
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硬X線領域における共鳴光電子分光測定技術の進展と現状 

大阪府立大学 工学研究科 1、JASRI/SPring-8 2、名古屋大学 未来材料・システム研究所 3、 

広島大学 放射光科学研究センター 4、九州大学 理学研究院 5、名古屋工業大学 工学研究科 6 

三村功次郎 1、保井 晃 2、池永英司 2, 3、河村直己 2、水牧仁一朗 2、筒井智嗣 2、 

佐藤 仁 4、魚住孝幸 1、光田暁弘 5、大原繁男 6 

硬X線光電子分光 (HAXPES) は、そのバルク敏感性を所以として希土類・遷移金属化合物における価数状

態や電子相関の解明に威力を発揮している 1, 2)。また近年では、積層回路の深さ方向に依存したHAXPES観測

はもとより 3)、デバイスの実動作下におけるHAXPES 観測も精力的に行われており 4)、今やHAXPES は物質

科学や産業分野の垣根を越えた実験ツールとして遺憾なくその威力を発揮している。これらの HAXPES 計測

は、主にSi 333, Si 444, Si 555に対応したそれぞれ6, 8, 10 keVの固定された励起エネルギー (hν) を用いて行わ

れてきた。一方で、特定元素の内殻吸収領域における共鳴現象、すなわち共鳴硬X 線光電子分光 (rHAXPES) 
の実現は、電子状態研究の裾野を大きく拡げることに繋がると考えられる。本講演では、BL09XUにて構築し

た rHAXPES測定技術の現状・課題を紹介する。 
rHAXPESの実現にはhνの掃引が必要不可欠である。HAXPESにおいてhν掃引が困難であった最大の要因

として、入射X 線のエネルギー分解能を向上させるための高エネルギー分解能 Si nnn チャンネルカットの存

在が挙げられる。二結晶一次分光器の下流側にチャンネルカット結晶 (Si 444) を組み込むことで (図1)、入射

X線のエネルギー分解能が1 eVから80 meV @ hν = 8 keVへ向上する。しかしhν掃引を行う場合、hνと共に

試料位置でのビーム高さが変化するため、また光電子検出効率が hν 毎に変わり、強度補正が著しく困難とな

る。本研究では、チャンネルカット結晶のギャップを41 mmから 5 mmに縮小し、下流の縦集光ミラーと組

み合わせることによって、ビーム高さの変化を rHAXPES測定における光電子検出効率に影響が及ばない程度

に抑制した。現在、新規ユーザーの取り込みを目指して、rHAXPESスペクトルのhν依存性データ取得の自動

計測化に向けた高度化を行うとともに、希土類・遷移金属元素全般の rHAXPES 測定が行えるよう hν ~5 keV 
までの励起光を取り出す検討を行っている。また、新たにHAXPES装置の解析槽に単素子蛍光X線検出器を

組み込み、最終的には rHAXPES, 蛍光収量XASの複合計測を可能とする測定系の確立を目指している。 
講演では、温度によりEuイオンが価数転移を示すEuNi2(Si1–xGex)2に対するrHAXPES実験の結果も紹介し、

今後の rHAXPES測定技術の展望について報告する。 

参考文献 

1) H. Sato et al., Phys. Rev. Lett. 93, 246404 (2004).
2) K. Ichiki, K. Mimura et al., Phys. Rev. B, in press.
3) E. Ikenaga et al., J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 190, 180 (2013).
4) T. Masuda et al., Appl. Phys. Lett. 103, 111605 (2013).
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普遍元素を用いる高機能触媒の創製： 

先端放射光技術の包括的利用に立脚した触媒元素戦略の実現 

1京都大学化学研究所，2大阪大学基礎工学研究科，3東京工科大学工学部，4九州大学先導物質化学研究所，5CREST 
1高谷 光，1磯崎 勝弘，1,5岩本 貴寛，1中村 正治，2満留 敬人，3原 賢二，4,5永島 英夫 

 

近年，Pd, Pt, Rh, Ru等の希少・貴金属触媒を利用する現行の化学プロセスを，地殻含有量の大きなFe, Mn, Co, Ni, 

Cu等の 3d金属元素で代替する「元素戦略」に適合する触媒技術の開発が重要な課題となっている。本研究課題では，

SPring-8の先端放射光技術の多角的かつ集約的な利用によって，元素戦略を実現するための革新的な触媒開発を目

的とした研究を行っている。 

触媒元素戦略において重要性の高い 3d金属元素から合成された錯体触媒は，酸素や水分，熱に対して不安定で

あるだけでなく，一般に常磁性を示すため溶液NMR等の従来の分光学的手法による分子構造解析は極めて困難であ

る。申請者らは3d金属の中でも特に普遍性の高いFeを利用し触媒開発に注力した研究を進めてきた。その過程におい

て，１）常磁性のために従来の溶液NMRでは困難な反応溶液中の触媒中間体の同定と構造研究にBL14B2における溶

液XAFSが極めて有効な手法となること，２）BL02B1およびBL40XUにおける微小結晶の迅速単結晶Ｘ線構造解析が単

離した不安定Fe触媒中間体の精密分子構造の決定に有効な手段となりうること，３）上記溶液XAFSのノウハウを活用

することで，BL27SUを利用した溶液軟Ｘ線XASによるFe触媒中間体のL-edge XAFSに基づくFe触媒中間体の 3d電

子状態解析が可能であることを明らかとした。そこで，本長期課題ではBL14B2での溶液XAFSによる触媒中間体の同

定・構造推決定基軸として，BL02B1，BL40XUでの迅速微小単結晶解析およびBL27SUでの軟X線XAFSによるd電子

状態解析というビームライン横断型の包括的放射光利用に立脚した研究を行った。これによって，Feをはじめとする常

磁性3d金属の錯体触媒および触媒中間体に関する構造・物性研究ならびに反応機構研究の飛躍的な推進を成し遂げ，

触媒設計に必要な基礎的知見を産学両分野に提供できると考えている。尚，有機溶媒中に溶解した金属錯体の構造決

定を基軸として，錯体分子そのものの電子状態や反応性を包括的かつ定量的に解き明かすことのできる本手法は，3d

金属に限らず遷移金属全般に有効な普遍的手法である。従って，本手法を応用することで既存の貴金属触媒反応（Pd, 

Pt, Rh, Ru）における未解決の諸問題についても一気に解決されるなどの波及効果が期待され，実際に本課題において

Pd, Ru, V触媒を用いる触媒反応の機構決定に成功した。 
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SPring-8メガバール超高圧物質科学の展開 

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 

 
 本研究は、メガバール（＝1 Mbar は、106 気圧＝100 万気圧）を超える圧力領域の物質科学を新展開させると同

時に、これまで為し得なかった物質創造に挑戦する、科学研究費補助金（特定領域研究）「超高圧力下の新物質科学:
メガバールケミストリーの開拓」（H26〜30）の研究推進に不可欠な超高圧力下の構造科学の推進を目的とする。 
 これまで発展させてきた高圧力下の物質研究を強化して、超高圧の世界に隠されている新奇物性を解き明かし、新

現象や新物質を創成し、革新的な材料開発につながる新しい固体物理の構築につなげる。我々は圧力下において非金

属体が金属化する圧力誘起金属化や、非超伝導体が超伝導体化するなどの効果を明らかにしてきた。しかし、メガバ

ール領域では典型的な金属と考えられるリチウムが絶縁体化する （T. Matsuoka and K. Shimizu, Nature 458, 
(2009) 186） などの発見を通じて、メガバールの超高圧力は、もはや単純に原子間距離を縮めるだけの効果ではな

く、電子軌道を変化させ、原子のネットワークを組み替え操作する「超高圧化学」すなわち、メガバールケミストリ

ーの領域に入ろうとしていると着眼して本研究課題を立案した。本研究課題では、特別推進研究の実施計画に基づき、

シンプルなシステムと機能性物質に焦点をしぼり、以下の３項目を目的とする。 
項目A「水素をはじめとしたシンプルなシステムの超高圧物性」 
 （１）液体水素の金属相の探索、（２）リチウムの再超伝導化の検証、（３）軽ハロゲンの超伝導探索、 
 （４）超高圧下構造物性の理論的解明 
項目B「超高圧合成による機能性物質のフロンティア」 
 （１）炭素の金属化探査、（２）ダイヤモンドフィルムの作成 
項目C「革新的な高圧実験技術および理論計算手法の開拓」 
 （１）4メガバールを超える超高圧技術開発、（２）高温高圧力下のX線、電気抵抗、及びラマン分光の 
    同時計測の開発、（３）第一原理電子状態計算を用いたコンピュータ・シミュレーション開発 

 
2014年12 月にEremets らが報告した200 Kの高温超伝導 1) は、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。この硫化水素の加圧によってえられた超伝導物質を明らか

にすべく、再現実験を行った。また一方で、理論計算2) がこの発見当初より非常に盛んであり、様々な候補物質／構

造が提案されてきた。 
 我々は、これまでに再現実験を行い、まず文献 1 とほぼ同じ結果を得た。Eremets らの封入した試料を入手し

SPring-8において結晶構造を測定したところ、超伝導転移温度前後における結晶構造は、理論計算から予測された3)

結晶構造を再現しており、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 4)。我々は独自にセットした試

料、および、単体硫黄と水素からの合成手法にも取り組んだ。独自セット試料からはややブロードながら約180 Kの

オンセットをもつ超伝導転移が確認された。合成はいまだ進行中でありその現状も報告したい。 
 
参考文献 
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Crystallographic Characterization of Fine-grained Astromaterials by Energy-Scanning X-
ray Diffraction. 
Kenji Hagiya1, Takashi Mikouchi2, Kazumasa Ohsumi3, Yasuko Terada3, Naoto Yagi3, Mutsumi 
Komatsu4, Hikaru Ozawa1, Yuta Taki1, Yuta Yamatsuta1, Atsushi Takenouchi2, Hikari Hasegawa2,
Haruka Ono2, Kotaro Higashi2, Michael E. Zolensky5 (Principal Investigator). 1Graduate School 
of Life Science, Univ. of Hyogo (Japan); 2School of Science, Univ. of Tokyo (Japan); 3JASRI 
(Japan); 4SOKENDAI (Japan); 5NASA-JSC (USA)
Introduction: We have continued our long-term project using X-ray diffraction to characterize a 
wide range of extraterrestrial samples. The stationary sample method with polychromatic X-rays 
is advantageous because the irradiated area of the sample is always same and fixed, meaning that 
all diffraction spots occur from the same area of the sample, however, unit cell parameters cannot 
be directly obtained by this method though they are very important for identification of mineral 
and for determination of crystal structures.  In order to obtain the cell parameters even in the case 
of the sample stationary method, we apply energy scanning of a micro-beam of monochromatic 
SR at SPring-8, beamline 37XU.
Results: The following is a brief summary of a few of our research topics. C-Complex Asteroid
Samples: We have been analyzing the crystal structures of secondary minerals in brecciated 
meteorites from C-complex asteroids, including Jbilet Winselwan, Sutter’s Mill and most recently 
the Kaidun breccia of (principally) C and E chondrites [1,2]. The latter meteorite contains the best
samples we have of hydrous, very reduced astromaterials, giving us a unique ability to determine 
the physico-chemical conditions of aqueous alteration on primitive asteroids. This material is the 
best available match to probable building blocks of the terrestrial planets, a preview of material 
that will be returned from Asteroid Ryugu by the Hayabusa2 Spacecraft and Asteroid Bennu by 
the OSIRIS-Rex Mission. We also collected crystallographic data on the mineral tochilinite, a 
coherently interstratified iron-nickel-magnesium sulfide hydroxide, which should be a common 
phase on Ryugu. Tochilinite has an incommensurate structure and is a useful cosmothermometer. 
Samples of early solar system, post-aqueous alteration metamorphism: Crystal structures of 
neoformed minerals resulting from the late-stage high-temperature phase of aqueous alteration are 
common as small cognate clasts in otherwise hydrous meteorites, and inform us about the end-
stages of C-complex asteroid metamorphism. These analyses are critical to understanding the 
results of the Missions to asteroids Ceres, Bennu, and Ryugu. Hayabusa Mission Samples: We are 
trying to determine peak thermal metamorphic equilibration temperatures for Itokawa’s parent 
asteroid using the low-calcium pyroxene structure, and albite structures. Also, we are determining 
the shock state of the dust-sized returned samples, to better understand asteroid-asteroid 
interactions. The results from our study of Itokawa samples will permit shock effects to be 
understood from similarly micron-sized grains which will soon be returned from asteroids Ryugu 
and Bennu [3,4]. Ordinary Chondrite Meteorites: The Itokawa samples returned by the Hayabusa 
Spacecraft are almost identical to the LL ordinary chondrite meteorites. We are examining the 
impact shock records of key LL chondrite meteorites Semarkona, Chelyabinsk, Kilabo, and 
Chainpur. In these particular meteorites, the shocked phases have witnessed repeated parent body 
shock metamorphic events whose timings have been measured by several radiogenic methods.
Thus our work is critical to understand what the dates actually represent.
References: [1] Zolensky et al. (2016) 47th Lunar Planet. Sci. Conf. Abstracts; [2] Higashi et al.
(2017) 48th Lunar and Planetary Science Conference. Abstracts.; [3] Zolensky et al. (2016) 
Hayabusa 2016 Abstracts; [4] Hagiya et al. (2016) Abstracts, 79th Annual Meeting of the 
Meteoritical Society.
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Elevated airway liquid volumes at birth: a potential cause of transient tachypnea of the newborn 
 
McGillick EV1,2, Lee K4, Yamaoka S1,2, te Pas AB3, Crossley KJ1,2, Wallace MJ1,2, Kitchen MJ4, Lewis R5, 
Kerr LT1,2, DeKoninck P1,2, Dekker J3, Thio M6, Hooper SB1,2 
 
1 The Ritchie Centre, Hudson Institute of Medical Research, Melbourne, Victoria, Australia 
2 The Department of Obstetrics and Gynecology, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia. 
3Department of Pediatrics, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands 
4School of Physics, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia 
5Department of Medical Imaging, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada 
6 Newborn Research, The Royal Women’s Hospital, Melbourne, Victoria, Australia 
 
Background: The rate of preterm birth and non-labour caesarean delivery has substantially increased, 
which delays lung liquid clearance and increases the risk of neonatal respiratory complications. Retention of 
liquid in airways and/or lung tissue is thought to underpin the respiratory morbidity associated with transient 
tachypnea of the newborn (TTN). TTN results in rapid and laboured breathing immediately after birth or in 
the hours following delivery, that often requires respiratory support. However, its effects on lung aeration and 
respiratory function following birth are unknown. Objective: To investigate the effect of elevated airway liquid 
volumes on respiratory function in the immediate newborn period. Methods: Pregnant New Zealand White 
rabbits underwent surgery to deliver preterm rabbit kittens by caesarean section at 30 days of gestation 
(term, ~32 days). Kittens either had lung liquid drained (Control, n=7) or liquid added (LA) to the lungs (30 
mL/kg saline; TTN, n=7). Kittens were positioned inside a plethysmograph and were mechanically ventilated. 
Phase contrast X-ray images were obtained at the SPring-8 Synchrotron (24keV; 10Hz frame rate; 20ms 
exposures; 2m propagation distance). Imaging analysis was undertaken to determine regional lung gas 
volumes, airway dimensions and chest and lung measurements. Results: The maximum peak inspiratory 
pressure required to recruit a tidal volume of 8 mL/kg was significantly greater in LA compared to Control 
kittens (35.0 ± 0.7 vs 26.8 ± 0.4 cmH2O; P<0.05). LA kittens required greater time to achieve lung aeration 
(106 ± 14 vs. 60 ± 2 inflations; P<0.05) and had expanded chest walls as evidenced by an increased total 
chest area (32±9%; P<0.0001), lung height (17 ± 6%; P=0.02) and curvature of the diaphragm (19 ± 8%; 
P=0.04). LA kittens had lower functional residual capacity during step-wise changes in positive end 
expiratory pressures (PEEP; 5, 3, 0, 5 cmH20) applied to the lung. This indicates liquid re-entry into the 
airways and provides evidence for decreased respiratory function. Conclusion: Elevated lung liquid volumes 
had marked adverse effects on lung structure and function in the immediate neonatal period. This reduced 
the ability of the lung to aerate efficiently and maybe the cause of TTN in near term babies after birth.  
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グリーンナノエレクトロニクスのための材料・プロセスインテグレーション  

－ 超低消費電力次世代トランジスタ開発 － 
研究代表者： 名古屋大学 大学院工学研究科 宮崎 誠一 

共同実験者： 大田 晃生、牧原 克典、黒澤 昌志、竹内 和歌奈、坂下 満男、中塚 理、財満 鎭明 (名古屋大学)、澤野 憲太郎、

野平 博司 （東京都市大学）、村上 秀樹 （久留米高専）、池永 英司 （高輝度光科学研究センター （現、名古屋大学））  

スマートフォンやタブレット等の携帯情報端末の普及、クラウドコンピューティングやソーシャルメディアに代表される新

たな ICT技術の浸透・高度化に伴って、より安全で快適なネットワーク社会への進化が強く求められている。その一方で、

ICT 機器・インフラの拡充による消費電力の激増が大きな社会問題となっている。これを抜本的に打開するには、ICT 機

器の主要構成部品である大規模集積回路（LSI）の消費電力および発熱量を低減する技術の確立が急務である。とりわけ、

LSI の基本素子である金属/絶縁膜/半導体電界効果トランジスタ（MISFETs）の開発では、低消費電力化と高性能化の両

立が強く求められている。従来の幾何学的な微細化スケーリング（素子サイズの縮小）の推進では MISFETs の性能向上

が極めて困難で、材料固有の物性が性能限界を決定する主要因となっている。そこで、更なる高集積化・高性能化を図る

ために、新たな電子材料・技術を導入した等価スケーリングや立体構造トランジスタの開発・実用化が進められている。 
新材料・新構造導入による超低消費電力・高電流駆動力を最大限に引き出すためには、デバイスを構成する電子材料

固有の物性の本質的な理解と、異種材料界面で生じる化学反応の精密制御技術を確立する必要がある。本長期利用課題

では、MISFET の低消費電力化・高性能化の要となる新規チャネル候補である Ge 系半導体が主な評価対象であり、次

世代の材料プロセス技術の開発に指針を与える各種物性メカニズムの解明を目的とし、BL47XU に設置されている硬 X
線光電子分光(HAXPES)を活用し、多層構造や微細構造における化学結合および電子状態の精密評価を推進し、以下の

成果が得られた。 

● 金属／Ge コンタクトでは、フェルミレベルピニング現象により、ショットキー障壁高さを任意に制御できないことが課題

である。HAXPES 分析の深い分析深度を活用し、金属層越しに、Ge 表面電位を評価した。Al/n-Ge 試料に比べて、

Al/Si0.15Ge0.70Sn0.15/n-Ge 試料では、Ge2p3/2 信号が~0.28 eV 高結合エネルギー側に観測されることより、

Si0.15Ge0.70Sn0.15層の挿入によりショットキー障壁高さを低減できることが分かった。 

● 高輝度硬X線による微量元素の定量を活用し、Sbがドープされた非晶質Ge0.98Sn0.02膜において、水中レーザアニー

ル後の不純物活性化率を Sb3d3/2 スペクトルから評価した。その結果、64%の高い活性化率が得られることを見出した。

（関連成果を第64回応用物理学会春季学術講演会(2017年3月＠パシフィコ横浜)で発表） 

● 選択的なイオン注入によって作製された 3~20μm の幅のストライプ形状を持つ一軸性歪み Ge 試料（Ge(10nm)／
Si0.25Ge0.75(60-100nm)／Ge 構造）における化学結合状態を、K-B ミラーを用いた HAXPES により高空間分解能分析し

た結果、Ge2pの結合エネルギー変化は、ストライプ周期と一致し、歪みが Ge2p の結合エネルギーに影響を及ぼすこと

を明らかにした。 

● Ge と共晶反応を示す Ag を、Ge(111)基板上にヘテロエピタキシャル成長し、共晶点以下の温度で熱処理することで、

Ag表面にGeを析出できることを微量元素の定量ができるHAXPESにより明らかにした。また、熱処理温度や時間を調

整することで、その析出量を制御可能であることが分かった。特に、450ºC で熱処理したAg/Ge 構造では、原子レベルで

平坦な Ag 表面上に、0.7nm 程度の Ge 層の析出することを明らかにし、TEM 分析においても二次元結晶に相当する 2
原子層の周期的な Ge 原子の配列を観察した。（関連成果を第 64 回応用物理学会春季学術講演会(2017 年 3 月＠パシ

フィコ横浜)で発表）  

● Au/熱酸化SiO2/p-Si(100)の MOS ダイオードにおいて、電圧印加した状態で HAXPES 分析を行い、電位分布および

界面化学結合状態の分析を行った。 電圧印加による SiO2のピークシフトは、理想的な MOS ダイオードから予測される

電位変化とおおまかに一致し、負電圧印時には、酸化膜電圧が小さくなる傾向が認められた。また、フラットバンド電圧付

近にでは、SiO2 信号の半値幅が最小なることを観測した。Au/SiO2 界面の化学結合状態を、内殻光電子信号の印加電圧

依存性と深さ方向プロファイルから評価し、Au-O-Si 結合からなる界面遷移層の形成を明らかにした。（関連成果を、

INFOS2017 (2017年6月＠ポツダム)で発表） 

謝辞＞本発表は、長期利用課題(BL47XU, 課題番号 2014A0109 – 2016B0109)で得られた成果であり、各グループの

教員・学生諸子に深く感謝致します。 
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P型 ATPaseの結晶構造解析 

東京大学 分子細胞生物学研究所 高難度蛋白質立体構造解析センター 
椛島 佳樹、乗松 良行、小川 治夫、金井 隆太、豊島 近 

 

筋小胞体カルシウムポンプは分子量 11 万の大型の膜蛋白質であり、筋収縮に際し筋細胞中に放出された

Ca2+を小胞体中にくみ出し、筋肉の弛緩をもたらす。我々は、天然のカルシウムポンプ（SERCA1a)について、10

を超える中間状態の構造を決定し、カルシウムポンプは Ca2+の輸送過程で大きく構造が変化することを明らか

にしてきた。本長期課題では、さらに、①カルシウムポンプと生体膜との相互作用、②調節蛋白質によるカル

シウムポンプの活性制御メカニズムの解明を目指している。 

構造変化や機能発現に直接影響を与えるはずの生体膜と膜蛋白質との詳細な相互作用の解析は、生体膜を構

成する個々の燐脂質を解像できるレベルで生体膜を可視化する技術が存在しなかったために、不可能であった。

そこで、脂質二重膜を可視化するために「X線溶媒コントラスト変調法」という手法を開発し、BL41XUビーム

ラインで実験を行った。蛋白質1分子あたり40個以上あるはずの燐脂質を従来のX線結晶構造解析では、1, 2

個しか解像できなかったが、開発した技術をカルシウムポンプの４つの中間状態の結晶に適用したところ、ポ

ンプ蛋白質を取り囲む燐脂質をすべて解像することに成功した。その結果、カルシウムポンプには「錨」とし

て燐脂質と連動して動くアミノ酸と膜に浮かぶための「浮き」の役割を果たすアミノ酸が精妙に配置されてお

り、両者の間で緊密な連携があること、脂質二重膜もイオン能動輸送のメカニズムの一部として組み込まれて

いることが見出された。以上の成果はNature誌に掲載され、表紙に採用された 1)。 

カルシウムポンプの調節蛋白質に関しては、心筋における phospholamban（PLN）が特に重要である。PLNは

βアドレナリンシグナルを介して、心臓のポンプ機能を直接的に制御しているため、心不全治療のターゲット

としても注目されている。まずSERCA1aを対象とし、PLN結合状態の結晶化条件を探索した。その結果、良質の

結晶を得ることができたので BL41XU でデータ収集を行ったところ、SERCA1a の 3 本の膜貫通ヘリックス

(TM2,6,9)の間に PLNを解像することができた。この位置は我々が以前に報告した sarcolipin(PLNとの相同蛋

白質で骨格筋での主要な調節蛋白質)の結合位置と同じであった 2)。以上の結果から、カルシウムポンプの活性

制御に関する重要な知見が得られた。 

 

参考文献 

1)  Norimatsu Y, Hasegawa K, Shimizu N, Toyoshima C. (2017) Protein-phospholipid interplay revealed with 
crystals of a calcium pump. Nature 545, 193-198 

2)  Toyoshima C, Iwasawa S, Ogawa H, Hirata A, Tsueda J, Inesi G. (2013) Crystal structures of the calcium 
pump and sarcolipin in the Mg2+-bound E1 state. Nature. 495, 260-264  
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革新的機能性ゼオライトの設計を目的とした生成メカニズムの時分割原子・ナ

ノスケール解析 

（Time resolved analysis of zeolite formation mechanism at atomic and nano 
scales: Towards the design of novel functional zeolites） 

 

脇原徹（実験責任者：東京大学）、飯田剛之（東京大学）、山田大貴（東京大学）、

堀川裕史（東京大学）助永壮平（東北大学）、稲垣怜史（横浜国立大学） 

 

 

ゼオライトは持続的社会の形成のために大きく貢献するキーマテリアルといっても

過言ではなく、今日では年間 200 万トン以上製造されている。さらに、ゼオライトの

特性が触媒プロセス、工業プラントの性能・サイズなどを決定しており、その波及効果

は極めて大きい。ゼオライトは主に構造規定剤含有アルミノシリケート非晶質を水熱条

件下での加熱による結晶化により得られるが、出発物質が非晶質であることから、その

生成過程は十分に解明されておらず、経験則に基づいたトライアルアンドエラー的なア

プローチにより新規材料合成が試みられてきた。今後、こういった材料開発において日

本が世界を先導する立場をとるためには、その生成過程を原子・ナノスケールで調べる

ことにより、構造規定剤や構成元素の役割を明確にし、得られた情報に基づいた設計を

試みる必要がある。以上の目的を達成するためには、回折パターンのブラッグピークの

有無にかからず、原子・ナノスケールにおける構造情報が直接観測できる、X 線二体

分布関数(PDF)解析および、その情報に基づいた構造モデリングによる３次元構造解析

を時分割で行う必要がある。SPring-8 の特徴である 60keV 以上の高エネルギーX 線を

用いれば、世界最高レベルの PDF データを取得することができるため、これを最大限

に生かした長期課題を行うこととなった。 
 本長期課題では、放射光高エネルギーX 線全散乱測定を軸としたゼオライト合成原料

（非晶質）の結晶化過程を時分割測定により理解することを第一の目的とする。また、

第二の目的として既往の合成手法に加え、セラミックプロセッシングを応用したプレ及

びポスト処理を行うことにより、

今までに報告例のない新しい組

成をもつゼオライトを創造し、新

規反応を実現するゼオライト、高

触媒活性・高耐熱水蒸気性を併せ

持つゼオライトを自在設計する

ための基盤技術を創出すること

にある。ポスターではこれまで得

られた成果について発表する。 
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量子ビーム実験・理論計算とデータ科学の融合による 

非晶質物質の体系的な理解 

小原真司（国立研究開発法人物質･材料研究機構） 

 

 放射光や中性子といった量子ビームを用いた実験技術の進化および計算機シミュレーションの発達により、非晶質物

質の構造・物性研究もまた進歩しつつある。量子ビーム実験技術の進化は、BL04B2のX線全散乱実験に代表される高

い実空間分解能を持った二体分布関数の導出やBL01B1のXAFS実験に代表される元素選択性と言った「不規則」を体

系化するために不可欠な実験情報を与える。更に、これらの実験データを基にした逆モンテカルロ(RMC)法による構造

モデリングを行うことにより、非晶質物質のより詳細な構造情報を得ることができる。それに加え、計算機の速度の向上

により大規模な第一原理計算、第一原理分子動力学(MD)シミュレーションが可能となり、これらの実験的・理論的手法を

組み合わせることによって、ガラスや液体の構造が原子・電子レベルで記述できるようになってきた 1)。 

 本長期利用課題では、ガラス・液体・アモルファス物質といった不規則系物質およびナノ物質に注目し、高温･高圧、薄

膜、ナノ粒子と言った様々な環境下におけるふるまいを量子ビーム実験と理論計算により原子・電子レベルで解明する

ことを第一目的とする。 

 そして、得られた実験データ、構造情報（原子間距離、配位数と言った短範囲構造の情報、多面体の共有の仕方（頂

点･稜・面）、多面体が繋がってできるリング･チェーン構造、電子構造）、さらには物性データをデータベース化し、体系

的に理解することが第二の目的である。 

 最終的には、得られた情報を「データ科学」の援用を受けて、実験データと構造情報の相関を探り、新たな構造モデリ

ング法を提案することを目標とする。 

 昨年度は、回折データに現れるピークの系統的な理解を試みた。たとえば、ガラス形成物質であるシリカ(SiO2)ガラス

の中性子の構造因子S(Q)にはQの低いところから、Q1（First Sharp Diffraction Peak, FSDP）, Q2 (Principal Peak, PP), 

Q3 の３つの特徴的なピークが現れることが知られている 2)。この定義を他の非晶質物質に適用し、これらのピークの発

現の起源について調査中である。さらに、近年、平岡らにより提案されているトポロジカル解析法 3)をシミュレーションや

モデリングから得られた３次元構造モデルに適用し、さらに前述の回折データを併用しつつ、非晶質物質の体系的な理

解を試みている。当日は、本長期利用課題の概要と、得られた成果について報告を行う。 

 本提案は、JST さきがけ研究「理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的マテリアルズインフォマティ

クスのための基盤技術の構築」（研究総括：常行真司）における申請者の課題「機能性不規則系物質の原子・電子レベ

ル構造解析基盤の構築」および、JST-ACCEL「元素間融合を基軸とする物質開発と応用展開」（研究代表者：北川 宏、

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾏﾈｰｼﾞｬｰ：岡部晃博）における坂田修身グループの課題「放射光科学を基盤とした新規ナノ合金の原子配列・電

子構造の分析」の一環として行われる。 

  

参考文献 

1) Y. Onodera S. Kohara, H. Masai, A. Koreeda, S. Okamura, and T. Ohkubo, Nat. Commun., 8, 15449 (2017). 

2) A. Zeidler and P. S. Salmon, Phys. Rev. B, 93, 214204 (2016). 

3) Y. Hiraoka, T. Nakamura, A. Hirata, E. G. Escolar, K. Matsue, and Y. Nishiura, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 113, 7035 (2016). 
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Microscopic Origin of Dzyaloshinskii-Moriya Interaction at the Co/Pt interface 
 

Sanghoon Kim1, Kohei Ueda1,2, Gyungchoon Go3, Peong-Hwa Jang3, Kyung-Jin Lee3,4, Abderrezak 

Belabbes5, Aurelien Manchon5, Motohiro Suzuki6, Yoshinori Kotani6, Tetsuya Nakamura6, Kohji Nakamura7, 

Tomohiro Koyama8, Daichi Chiba8, Kihiro T. Yamada1, Duck-Ho Kim1, Takahiro Moriyama1, Kab-Jin Kim1,9 

& Teruo Ono1★  
1Institute for Chemical Research, Kyoto University, Uji, 611-0011, Japan 

2Department of Materials Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, 
Massachusetts 02139, USA 

3Department of Materials Science & Engineering, Korea University, Seoul 02841, Korea 
4KU-KIST Graduate School of Converging Science and Technology, Korea University, Seoul 02841, 

Korea 
5Physical Science and Engineering Division, King Abdullah University of Science and Technology 

(KAUST), Thuwal 23955-6900, Saudi Arabia 
6Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI), Hyogo 679-5198, Japan 

7Department of Physics Engineering, Mie University, Mie 514-8507, Japan 
8Department of Applied Physics, Faculty of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo 113-8656, Japan 

★ Correspondence to: ono@scl.kyoto-u.ac.jp 

Recent intensive studies on the formation of chiral domain wall (DW) and skyrmion, and their 
current-driven dynamics are closely related to the Dzyaloshinskii-Moriya interaction (DMI) in the 
systems with the inversion symmetry breaking (ISB) [1-3]. In spite of many progresses to 
understand and utilize DMI, the microscopic origin of DMI has remain controversial [4,5]. In this 
presentation, we show results of our experimental and theoretical studies to examine the 
microscopic origin of the DMI. Firstly, we demonstrate that DMI in the Co/Pt bilayer shows strong 
temperature dependence. To find correlation between electron orbital structure and the temperature 
dependence of DMI, the x-ray magnetic circular dichroism analysis results are mainly discussed. 
We find that the perpendicular orbital moment and the dipole moment increase at low temperature 
while the in-plane orbital moment is almost temperature-independent. The theoretical investigation 
based on the tight-binding model qualitatively reproduces the anisotropic change of the orbital 
moment, showing that orbital-to-orbital electron hopping with the ISB is related to the temperature 
dependence of DMI. In addition, the density functional theory calculation exhibits that the orbital 
anisotropy and the dipole moment have clear correlation with DMI.  
Reference 

[1] Dzyaloshinskii, I. E. Sov. Phys. JETP 5, 1259 (1957). 
[2] Moriya, T. Phys. Rev. 120, 91–98 (1960). 
[3] Fert, A., Cros, V. & Sampaio, J. Nat. Nanotech. 8, 152-156 (2013). 
[4] Emori, S., Bauer, U., Ahn, S.-M., Martinez, E. & Beach, G. S. D. Nat. Mater. 12, 611–616 (2013). 
[5] Yang, H. et al. Phys. Rev. Lett. 115, 267210 (2015). 
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クリーン・⾼効率次世代エンジン開発への X 線光学技法の適⽤： 
超⾼速燃料噴霧の形成メカニズム解明及び理論モデル構築 

国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 省エネルギー研究部⾨ 
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理解が重要であるが、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・⾼密度領域の正確な情報を得ることが困難であった．そのため、既存の理論噴霧モデルの妥当性の検証が⼗分でな
く、実験で得た噴霧形状に合わせて初期⼊⼒値とモデルの定
数を任意に調整する、いわゆる合わせ込み⼀般的に⾏われて
きた． 

 本研究では、噴霧形成メカニズムの解明および理論モデル
の構築を⽬指し、次世代燃料の物性および様々な噴射条
件が燃料噴霧の形成に及ぼす影響に関する X 線計測を⾏
う．X 線噴霧計測には位相コントラスト画像法が⽤いられ
(図１参照)、得られた単⼀露光および多重露光 X 線画像
を⽤いて噴霧基部の流動構造およびダイナミクスを解析する
(図 2 参照)．X 線の短い波⻑は噴霧基部の⾼密度領域に
おける散乱・吸収を避け、噴霧内部の情報を検出器まで伝
えることを可能とする．⼀⽅、X 線のナノ秒以下の短いパルス
は噴霧基部の超⾼速流動における⾼時間分解能を持つ解
析を可能とする．  

 これまで、3年間の⻑期利⽤課題で得られた研究結果をエ
ンジン数値解析に貴重な検証データとして活⽤することで⾃
動⾞メーカーのエンジン開発に⼤きく貢献してきた．また、これ
まで構築した研究データベースを活⽤して様々な新燃料の物
性および噴射戦略における噴霧構造の変化を予測する新た
な噴霧モデルを研究社会に提⽰してきた2,3)．上述の研究
成果は研究社会から⾼く評価されている． 

 
参考⽂献  
1．Moon et al., Experimental Thermal and Fluid 
Science, Vol. 68, pp. 68-81, 2015. 
2. Li et al., Fuel, Vol. 190, pp. 292-302, 2017. 
3. Moon et al., Vol. 127, pp. 89-100, 2017 

 
図１．X 線位相コントラスト画像法の実験装置 

＠BL40XU1) 

 
図 2. X 線位相コントラスト画像を⽤いた噴霧解析技法 1) 

P-086 

SPring-8シンポジウム2017

長期利用課題86



 

分子の集合と多面体：自己集合の幾何学的制御 

（ 1東大院工 ・ 2JSTさきがけ ・ 3東北大AIMR ・4JASRI） 

藤田大士 1,2 ・ 上田善弘 1 ・ 佐藤宗太 3 ・ 水野伸宏 4 ・ 熊坂崇 4 ・ 藤田誠 1 

 
 折れ曲がり角度を有するビピリジル二座配位子(L)と、平面四配位をとるPd2+イオン(M)と混合すると、MnL2n組成

の中空球状錯体が自己集合する。 自己集合生成物として、対称性の高い正多面体、半正多面体型錯体が安定に生成す

ると仮定すると、とり得るnの値は n = 6, 12, 24, 30, 60に限定される。実際これまでに、n = 6, 12, 24の錯体の構

築を報告してきた。今回、これまでで最大の折れ曲がり角度を有するセレノフェンを中心骨格とする配位子（152°）
を合成し、n ≥ 30のより大きな球状錯体の合成を試みた。しかし単結晶X線回折による分析の結果、このセレノフェ

ン配位子に由来する自己集合生成物は組成こそ M30L60 であるものの、予想とはまったく異なる立体構造を有するこ

とが確認された。このM30L60錯体は、ねじれた平面を有するため厳密な意味での「多面体」ではない。またその構造

はキラルであり、右手型と左手型が存在する特徴がある。そこで本研究では、このキラル M30L60 錯体の生成を合理

的に説明する数学的考察を試みた。 
 化学の要請から以下の三点を仮定した。１）多面体を構成する面は四角形または三角形を取る．２）４つの面が一

つの頂点で交わる．３）正六面体の対称性を持つ．そしてF(h, k)（h, k =自然数）という指数と、 その代表値として

Q値（Q = h2+k2）を定義した。すると、F(h, k)指数により新たに定義された多面体系列は、我々が対象としてきた

MnL2n錯体の自己集合を明確に説明できる事がわかった。Q値は、その定義から、Q = 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10…と非連続

的な値をとる。そしてこれらQ値の一つずつが、それぞれ一つの多面体に対応する。我々がこれまでに報告してきた

錯体は、Q = 1 (M6L12)、Q = 2 (M12L24)、Q = 4 (M24L48)であり、今回得たM30L60錯体がQ = 5 (M30L60)となる。本研

究ではさらに、先の考察に基づきQ = 8 (M48L96)の実験的観測を試みた。同様の自己集合の手法によりM48L96組成の

錯体の合成に成功し、さらにはその単結晶を得ることもできた。X 線構造解析の結果、得られた M48L96錯体は上述

した議論で予想した通りの立体構造を持つことが示された。今回示した数学的考察は、単に自己集合生成物の規則性

の説明となるだけではなく、これまで議論されていない新たな多面体群を規定するため（Q ≥ 5に関して）、数学的見

地からも興味深い。 

 

 
参考文献 

1)  D. Fujita, Y. Ueda, S. Sato, N. Mizuno, T. Kumasaka, M. Fujita Nature 2016, 540, 563. 
2)  D. Fujita, Y. Ueda, S. Sato, H. Yokoyama, N. Mizuno, T. Kumasaka, M. Fujita Chem 2016, 1, 91. 
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ナノ X 線顕微分光法を利用した分子環境地球化学的 

アプローチによるサステナブル科学の推進 

東京大 1、JAMSTEC2、広島大学 3、JASRI/SPring-83 

高橋嘉夫 1、秦海波 1、栗栖美菜子 1、渡辺勇輔 1、柏原輝彦 2、渡辺勇輔 1、

伊藤理彩 1、坂田昂平 3、寺田靖子 4、関沢央輝 4、新田清文 4、宇留賀朋哉 4 

 

 持続可能な（サステナブル）社会の実現は全人類にとって必須の課題であり、そのため

に地球・環境科学においては、現状の地球環境問題の実態解明・対策や新たな資源開発に

よるエネルギー・資源の長期的利用への貢献が重要である。我々のグループでは、化学素

過程の解明を基に地球表層で起きている物質循環・元素の挙動に関する研究を進めてきて

いる。こうした化学素過程の解明は、有害元素の挙動（環境問題）、有用元素の濃集現象

（資源科学）、地球温暖化問題などの多くの問題の理解・解決の基盤となる。我々は、天

然試料の分析や室内模擬実験などの様々な系に対して種々の XAFS 法を利活用することで、

地球表層で起きる化学素過程の解明に基づく環境化学・物質循環・資源化学の研究を進め、

このような分野を分子環境地球化学と呼んで精力的に研究を進めている。本長期利用課題

では、分子環境地球化学的に重要な研究対象に対して、SPring-8の先端ナノ X線顕微分光

法を中心とした計測により化学素過程の解明を実現し、これを通してサステナブル科学の

進展に寄与することを目的とする。具体的テーマとして以下の 3つを挙げたが、本研究で

特に重要な点は、様々な実試料への応用を進めることで最先端のナノ X 線顕微分光法を最

大限に活用し、実試料へ適用する際の種々の課題をクリアし最適化を進めることにある。 

＜1. エアロゾル中の元素の化学種解明：ナノ X線顕微鏡＞ 

 本研究では、エアロゾル粒子中の様々な元素の 1 粒子ごとの化学種を 100 nm 集光 X 線

を用いた XAFS (XANES＋EXAFS)により調べた。その一環として、北太平洋などの HNLC海域

で植物プランクトンの増殖を制限している鉄の化学種解明によりエアロゾル中の鉄の水溶

性を調べ、植物プランクトンの増殖と二酸化炭素吸収に与える鉄の影響を調べた。本研究

では、特にサブミクロンの粒子に人為起源の酸化鉄（ヘマタイト、フェリハイドライト）

が存在することが分かり、一方室内実験からこれらが非常に溶解し易い鉄であることが分

かった。別途、鉄の安定同位体比を測定したところ、地殻物質によりも著しく低い同位体

比を示し、鉄の安定同位体比が人為起源の鉄の指標となることが分かった。 

＜2. 有用元素の濃集過程の解明：蛍光分光 XAFS法＞ 

 サステナブル社会構築のためにも重要なハイテク産業の展開には、レアメタル・レアア

ースの利用が不可欠であるが、資源の希少性や偏在性ゆえに多くの問題が起きている。こ

れらの有用金属資源の生成メカニズムを明らかにすることは、類似の金属資源を探索する

上で重要な指針を与える。モリブデン（Mo）やタングステン（W）などのレアメタル資源と

して、中国のカンブリアン紀の黒色頁岩が有力である。そこで、これらのレアメタルの濃

集過程を蛍光分光 XAFS法で調べた。その結果、Moは硫化物として存在するが、Wは酸素配

位の化合物で存在しており、Moと Wの化学的性質の違いが明確になった。 

＜3. 鉱床周辺土壌のテルルの化学状態分析＞ 

 テルルは、最も毒性の高い元素のひとつであり、その放射性同位体は福島第一原発事故

の際にも環境中に放出された。一方で、テルルは先端産業に欠かせないレアメタルであり、

その濃集過程の解明は、テルル資源の開発とも関連する。しかし、これまで地球表層での

テルルの化学状態に関する知見は皆無に等しかった。そこで、テルルの土壌中での化学状

態を、μ-XRF-XAFS-XRD により決定した。その結果、テルルは土壌中で酸化鉄粒子と共有

結合した状態（内圏錯体）で強く吸着されることが分かり、テルルの環境中での移行を支

配する因子が明らかになった。これは、結合が弱い外圏錯体を形成するセレン（テルルと

同族）の水溶性が高いこととは大きく異なり、テルルが土壌中で水に溶けにくく、動きに

くいことを示す。環境中のテルルの分子レベルでの化学状態を明らかにしたのは本研究が

初めてであり、テルルの環境挙動を支配する因子の情報は、環境科学と資源科学のいずれ

においても重要であり、今後のテルルの環境研究の基盤となるものである。 
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Magnetic Compton scattering and Fermiology studies in high magnetic fields:  
Long term project 

 
J. A. Duffy1, S.B. Dugdale2, S.R. Giblin3 and J.W. Taylor4 

1Department of Physics, University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, U.K. 
2H.H. Wills Physics Laboratory, University of Bristol, Bristol, BS8 1TL, U.K.  

3Cardiff School of Physics and Astronomy, Cardiff University, Cardiff CF24 3AA, U.K. 
4DMSC - European Spallation Source, 2100 Universitetsparken 1, Copenhagen, Denmark 
 
 
In this poster, we report on our current long term project to develop high-field magnetic 
Compton scattering measurements on BL08W. We present details about our current progress, 
and our latest results obtained using the magnet. We have collected data for several systems, 
including the magnetoelectric ferrimagnet GaFeO3, the quantum critical system Sr3Ru2O7, the 
high entropy alloy system NiFeCoCrPd and magnetic iridate compounds. In the poster, we 
will show a selection of our results obtained during the long term project so far. 
 
Our experiments permit the study of the spin-resolved electron momentum density in ferro- 
and ferri-magnetic systems, and comprise the measurement of the so-called magnetic 
Compton profile. This is a one-dimensional projection of the electron momentum distribution 
of only those electrons that contribute to the spin moment of a sample.  This profile is 
obtained via the inelastic “Compton” scattering of high energy X-rays.  The beamline 
BL08W is set up for these experiments, with the necessary hard (typically 175 keV) 
circularly polarised X-rays produced by the helical wiggler.  
 
Magnetic Compton scattering can reveal unique information concerning the electronic 
structure underlying magnetic materials.  Since electrons originating from different atomic 
orbitals have specific momentum densities, it is often possible to determine the origin of the 
magnetism present.  Typically, interpretation requires the use of electronic structure 
calculations using molecular orbital and band structure approaches.  By using both theoretical 
methods in combination, a considerable amount of information can be obtained from the 
experimental profiles.   
 
For this project, an Oxford Instruments Spectromag cryomagnet has been shipped from the 
UK and commissioned for use on BL08W.  This magnet, with its variable temperature insert, 
can provide a sample environment with applied magnetic fields up to 9 Tesla (horizontally), 
at temperatures from 1.3K to 300K.  With our own micro-furnace, temperatures up to 700 K 
can be attained. 
 
 
We would like to thank the EPSRC in the UK for funding, and to SPring-8 for providing the 
long term projects 2012B0045 and 2016A0131 and the support to enable us to perform our 
research on beamline BL08W. We thank Y. Sakurai-san, M. Itou-san and N. Tsuji-san for 
their significant help and contribution to our experiments. 
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サイト選択原子イメージングを基盤技術とした 

蛍光Ｘ線・光電子ホログラフィーの相乗利用研究領域の開拓・創成 

名古屋工業大学、奈良先端科学技術大学 

林 好一、大門 寛、松井文彦 

 
蛍光Ｘ線ホログラフィーや光電子ホログラフィーは、ドーパントなど材料が機能を発現するための原子サイト、す

なわち「活性サイト」1)の構造解明に非常に有力な手法である。本長期利用課題では、従来、個別に進められてきた

両手法を相乗的に利用することと、サイト選択機能を特化させることを目標に掲げ、研究を進めている。また、本目

的を進める上で、装置の整備も進めており、新型蛍光Ｘ線ホログラフィー装置については、10 µm程度の微結晶やタ

ンパク質の測定も可能である。光電子ホログラフィーでは嫌気性試料を取り扱う工夫や20 µmの収束ビームを利用し

た走査顕微測定による不均一試料表面への対応が進み、応用への幅が拡がっている。 
 現在、トポロジカル絶縁体材料であるBi2Se3に不純物ドープした系を対象に測定を進めている。トポロジカル絶縁

体はバルクは絶縁体であるのに対し表面では伝導性を示す。不純物ドープによる物性変化は通常の金属や絶縁体とは

大きく異なり新規デバイスへの応用が期待されている。ドープ効果の理解にはバルクと表面双方の寄与を考慮する必

要があるため、バルク及び表面に敏感である蛍

光 X 線及び光電子ホログラフィーの併用が有

効である。 
 Fig. 1(a)に Inを18 % ドープしたBi2Se3の蛍

光 X 線ホログラムを示す。バックグラウンド

の少ない良好なパターンが得られている。別途

行ったシミュレーションとパターンが類似し

ていることも確認した。Fig. 1(b)にバートン法

で得られた原子像を示す。Inが置換型でドープ

された場合の面内原子位置を丸で示す。第一

近接位置の像強度がより遠方の原子位置と比

較して弱いことが分かる。In ドープによって

近接する原子の位置に何らかの揺らぎが発生

している考えられる。 
また、In MNN オージェ電子ホログラフィ

ーからは In を 16%ドープした試料で In はBi
を置換していることを示唆する結果を得た。

Bi4f光電子ホログラムを解析したところ、Bi-Bi
層間距離が全体で 2.4%縮んでいることが分か

った。In2Se3の格子定数がBi2Se3よりも4.6%小

さいことを考慮すると、局所的に Inが同じ層に

入りやすいことを示唆している。従来の電子状

態計算で In がランダムに置換されるとされて

きた描像と異なる新たな知見である。 

1)  http://www.3d-activesite.jp/ 

Fig. 1. (a) In 18 % ドープBi2Se3単結晶の蛍光X線ホログラム。

入射X線エネルギーは35.0 keV。InのKα線を記録。(b) バー

トン法によるIn周りの原子像。置換型の場合に想定される原子

位置を実線の丸で表示。(c) In 16%ドープBi2Se3単結晶のBi4f
光電子ホログラム。(d) Bi からの第２近接原子(Bi ないしは In)
原子方向の前方収束と回折リング強度プロファイル。ノンドー

プ試料と比較すると In をドープすることで原子間距離が平均

で2.4%縮んでいることが分かった。 
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NRVS of mononuclear and binuclear non-heme iron enzyme intermediates and related model complexes

Ariel B. Jacobs, Kyle D. Sutherlin, Jeff T. Babicz, Lars H. Böttger, Yoshitaka Yoda, Makoto Seto, and 
Edward I. Solomon

Non-heme iron centers are present in numerous enzymes that catalyze biological transformations involving 
dioxygen. Elucidating the chemistries of these systems requires a thorough understanding of trappable 
intermediates. Often intermediates are inaccessible to resonance Raman spectroscopy, and therefore an alternative 
approach must be taken to define geometric structure. Nuclear resonance vibrational spectroscopy (NRVS) is an 
ideal method as it probes all vibrational modes involving iron displacement, providing direct structural 
information on the catalytic site. We have developed a methodology involving NRVS coupled with density 
functional theory (DFT), calibrated with model studies, to define the electronic and geometric structures of 
unknown intermediates. First, NRVS data are collected on model complexes with known structures. Then DFT 
calculations are used to simulate their NRVS data, varying the basis set and functional until calculations replicate 
experimental data. Insight gained from the NRVS/DFT study on the models is then applied to enzyme 
intermediates allowing detailed spectroscopic and structure assignment.

In the area of mononuclear non-heme Fe enzymes, we have applied our NRVS/DFT methodology to two major 
classes of O2 intermediates: Fe(III)-(hydro)peroxy and Fe(IV)-oxo. For Fe(III)-(hydro)peroxy intermediates, we 
have used NRVS to define the structure of the low-spin Fe(III)-OOH intermediate in the anticancer drug 
bleomycin and used this to understand fundamental differences in non-heme and heme chemistry. We have 
extended this to two high-spin Fe(III) model complexes, a side-on Fe(III)-O2

2- and an end-on FeIII-OOH-, to 
understand the influence O2 binding mode and protonation state have on their NRVS spectra. This model study 
has been extended to the (hydro)peroxy intermediate in the Rieske dioxygenase benzoate 1,2-dioxygenase 
(BZDO), BZDOp, where we have used NRVS to define the structure of this intermediate. We are now using the 
NRVS-defined structure of BZDOp to understand the native catalysis of the enzyme. In the Fe(IV)-oxo
intermediates, we have used NRVS to define the structure of the S=2 Fe(IV)-oxo intermediate in the halogenase 
SyrB2 and, with coupling to a magnetic circular dichroism study, have defined the frontier molecular orbitals of 
the intermediate and gained insight into how these govern its halogenation vs. hydroxylation reactivity. We are 
now extending this to the S=2 Fe(IV)-oxo intermediate in taurine dioxygenase, which has facial triad ligation 
where the halide of the halogenase is replaced by a carboxylate. We will use this to understand the hydroxylation, 
desaturation, and electrophilic aromatic substitution reactions performed by Fe(IV)-oxo intermediates with facial 
triad ligation. 

We have also extended our methodology to a number of binuclear non-heme iron enzyme intermediates and their
model complexes. These classes of enzyme intermediates include electrophilic Fe(III)2 peroxides (found in 4-
aminobenzoate N-oxygenase (AurF), the arylamine oxygenase CmlI and toluene o-xylene monooxygenase 
(ToMO)), as well as high valent intermediates (Q in soluble methane monooxygenase (sMMO) and X in 
ribonucleotide reductase (RnR)) that perform H-atom abstraction on nearby substrates. NRVS spectroscopy on 

-1,2 hydroperoxide-bridged Fe(III)2 motif. 
Using the NRVS-derived geometric structure, we studied the reaction coordinate of P’ using DFT and determined 
that protonation of the peroxide lowers the barrier towards oxygenation by ~ 8 kcal/mol compared to a non-
protonated form. Electrophilic oxygenation by P’ was also compared to mononuclear Fe(III) hydroperoxide 
species and found to be more exergonic, due to the stability of the bridging oxo product in the binuclear site.  We 
are now using NRVS to characterize the P’ intermediate of CmlI, 1- 2 peroxide Fe(III)2

rather than hydroperoxide bridging motif. Unlike CmlI and AurF, the ToMOH P’ intermediate selectively 
performs electrophilic aromatic substitution chemistry; thus we are utilizing NRVS to define the 
geometric/electronic structure of ToMOH P’ to understand how it relates to the hydroperoxide intermediate in 
AurF. We have also used NRVS to geometrically/electronically define the high-valent Fe(IV)2 oxo intermediate Q
in sMMO, and to understand its enhanced reactivity towards H-atom abstraction compared to the Fe(IV) oxo
mononuclear iron intermediates studied above. These NRVS studies are also being extended to intermediate X in 
RnR to elucidate how changes in the geometry of the high-valent active site influence its chemistry.
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Nuclear Resonant Vibrational Spectroscopy on the Fe-H/D Structures of
Reaction Intermediates in Hydrogenases and Nitrogenases

Yoshitaka Yoda [2], Cindy Pham [1], Hongxin Wang [1], Nakul Mishra [1], 
Kenji Tamasaku [3], Tom Rauchfuss [4], Vladimir Pelmenschikov [5],

Wolfgang Lubitz [6], and Stephen P. Cramer [1, *]

[1] Department of Chemistry, University of California, Davis, CA 95616, USA
[2] JASRI / SPring-8, 1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5198, Japan
[3] RIKEN / SPring-8, 1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo, 679-5198, Japan
[4] Department of Chemistry, University of Illinois, Urbana, IL 61801, USA 
[5] Technische Universitat Berlin, Germany
[6] Max Planck Institute for CEC, Germany
[*] Principal Investigator

Nuclear resonant vibrational spectroscopy (NRVS) has several distinguished advantages 
in studying complicated systems, such as hydrogenases (H2ases) and nitrogenases (N2ases). 
This pin-point spectroscopic method is particularly useful in revealing the structural 
information for some critical reaction intermediates, which cannot be crystalized so far. 

At BL09XU and BL19LXU, we have successfully observed the Fe-H related vibrational 
modes inside H2ases and N2ases via NRVS, while density function theory (DFT)
calculations revealed the enzymes’ intermediate structures based on the NRVS 
observations.

For example, we have examined the active site vibrational properties of Chlamydomonas 
reinhardtii (CrHydA1) and Desulfovibrio desulfuricans (DdHydAB) [FeFe] H2ases using 
57Fe NRVS and DFT analysis. The H/D exchange experiments allowed the identification 
of the Fe-H bending modes of the terminal hydride at the distal iron atom of the binuclear 
[2Fe]H catalytic site. DFT calculations explained the detailed Fe-H spectral features and 
provided mechanistic insights into the reaction coordinate for H2 production by these 
highly active enzymes.

In addition to H2ases, we also examined the V70I variant of the Azotobacter vinelandii (Av)
N2ase in its so-called Janus intermediate state (E4) by NRVS and DFT.
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Crystal structure of Campylobacter jejuni Cas9 

reveals unexpected diversity in the CRISPR-Cas9 systems 

 

○Mari Yamada1, Hiroshi Nishimasu1,2,Ryuichiro Ishitani1, Osamu Nureki1 

（1Univ.of Tokyo・2JST PRESTO）

 

The RNA-guided DNA endonuclease Cas9 from the microbial CRISRP-Cas system binds 

to dual guide RNA, a crRNA (CRISPR RNA) and tracrRNA (trans-activating crRNA), or 

a single-guide RNA (sgRNA), and cleavages the target DNA. DNA recognition by Cas9 

requires a PAM (protospacer adjacent motif), which consists of several 

nucleotides adjacent to the target sequence and varies among Cas9 orthologs. 

Here, we report the crystal structures of CjCas9, one of the smallest Cas9 

orthologs, in complex with a sgRNA and its target DNA, containing either the 5′-

AGAAACA-3′ PAM (2.3 Å resolution) or the 5′-AGAAACC-3′ PAM (2.4 Å resolution)

（Fig 1）. These structures provided structural insights into a minimal 

functional Cas9 scaffold and an unexpected diversity of the CRISPR-Cas9 systems. 

The structures revealed that, unlike other known Cas9s, CjCas9 recognizes not 

only the non-target DNA strand but also the target DNA strand as a PAM. 

Furthermore, the tracrRNA scaffold has an unanticipated pseudoknot structure, 

which is structurally distinct from known RNA pseudoknots. These structural 

findings highlighted the diversity of the CRISPR-Cas9 systems and enhanced our 

understanding of the RNA-guided DNA targeting mechanism by Cas9. 

 

 

Fig 1 : Crystal structure of  CjCas9 in complex with guide RNA and target DNA  
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有機鉛ペロブスカイト結晶形成過程のリアルタイム解析 

産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 

宮寺哲彦 

 
2017年度～2018年度において長期利用課題に採択していただき、BL46XUにおいてGIWAXS法を使って、有機

鉛ペロブスカイト太陽電池、有機薄膜太陽電池を対象とした製膜過程の詳細な解析を行っている。本シンポジウムで

はこれらの取り組みの中で、有機鉛ペロブスカイト結晶形成過程のリアルタイム解析に関する研究を紹介する。 
有機鉛ペロブスカイト太陽電池に関する研究が近年活発化している一方で、再現性良く高い効率を発現させること

が難しく、様々な製膜手法が報告されているものの、製膜プロセスに関する基礎メカニズムは研究途上となっている。

ペロブスカイト結晶の形成過程を詳細に観察することにより、作製プロセス開発における重要な知見を得ることが可

能となると考えられる。我々はこれまで、SPring-8における斜入射X線回折（GIXD）によりペロブスカイト結晶形

成過程をリアルタイム観察する実験に取り組んできている 1)。本手法により原料溶液からペロブスカイト結晶が形成

されていくダイナミクスを解析することが可能となる。 
PbCl2とCH3NH3PbI3の混合溶液を基板(glass/FTO/compact TiO2/porous TiO2)上にスピンコートし、BL46XU測

定ステージ（加熱機構つき）にセットした。リアルタイムGIXD測定を開始し、70℃まで昇温させた。測定開始直後

のGIXD像（図１(a)）から、反応プリカーサ、劣化生成物であるPbI2と、ペロブスカイト結晶を構成するCH3NH3PbI3

とCH3NH3PbCl3が観察された。原料にPbCl2とCH3NH3PbI3を用いた系ではCH3NH3Cl が蒸発し、最終的には

CH3NH3PbI3 のみが生成することが知られているが、本研究では結晶形成初期過程においては CH3NH3PbCl3 も存

在し、次第にCH3NH3PbI3に変化していくことを見出した。また、PbI2を原料としてCH3NH3PbI3を直接生成させ

る反応よりも、PbCl2を原料としてCH3NH3PbCl3を経由して生成させる反応の方が大気に対する安定性が高いこと

を見出した。以上のことから、ペロブスカイト結晶形成ダイナミクスを解析することで、結晶形成メカニズムに関す

る基礎的な知見が得られるだけでなく、劣化耐性のような応用上重要な知見も得られることが示された。 
 

 

図１： (a) 有機鉛ペロブスカイト形成過程のGIWAXS像。 (b) 回折像の時間発展。座標rはPILATUS検出器上のダイレク

トX線からの距離（単位：ピクセル）。 

 

参考文献 

1)  T. Miyadera et al., Nano Lett., 2015, 15 (8), pp 5630-5634. 
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燃料電池用実用触媒の in-situ 電気化学HAXPES 測定の試み 

山梨大学 1、日産アーク 2、JASRI3 

西川穂奈美1、須田耕平1、犬飼潤治1、今井英人2、渡辺 剛3、安野 聡 3、廣沢一郎3 

燃料電池とは、水素をはじめとする燃料を電気化学的に反応させることにより、反応

に伴うエネルギー変化を直接電気エネルギーに変換するシステムである。クリーンで高

効率であることから、次世代のエネルギー源として有望視されている。燃料電池の中で

も固体高分子形燃料電池（PEFC）は、家庭用燃料電池であるエネファームや燃料電池

車に利用されている。PEFCのさらなる普及には、発電性能と耐久性の向上が不可欠で

ある。 
PEFC用実用触媒のTEM画像を、図1に示す。粒径2～3 nmの白金合金ナノ粒子が、

大きさ100 nm程度のカーボン担体上に担持されている。この触媒表面がイオン導電性

高分子で被覆され、触媒層として電解質膜の両側に構築される。PEFCに組み込んで発

電性能・劣化耐性の評価を行う前に、合成された触媒は、まず電解質溶液中において活

性や耐久性が広範な条件で詳細に測定される。図 1 のような電子顕微鏡などによる電

気化学評価前後の ex-situ 評価とともに、XRD やXAFS1)、NMR2)、IR3)などによる電気

化学環境下での触媒の in-situ評価が始まっている。 
XPSは、様々な材料の電子状態を把握するために、広く用いられている。燃料電池触

媒においては、水溶液中電気化学環境下にある触媒を大気に触れることなく超高真空中

に持ち込みXPS 測定をすることで、溶液中における触媒の電子状態を把握しようとす

る研究が行われている 4)。さらに、真空中に小型の密閉型電気化学セルを導入し、電気

化学環境下で HAXPES 測定を行う試みも始まった 5)。しかしながら、水溶液中におけ

るPEFC用触媒の in-situ HAXPES観察の例はほとんどない。 
本申請では、超薄セラミクスウィンドウ上に固定された PEFC 用実用触媒の、in-situ 

電気化学HAXPES測定の実現を目的とする。ビームラインはBL46XUを利用し、14 keV
という高いエネルギーの放射光を用いることによって、図２に示す測定を可能とする。

現在は、セルの耐久性評価を進め、水溶液中での PEFC 用実用触媒の HAXPES 測定が

可能な条件を探索している。。 

謝辞 本研究は、NEDOのSPer-FCプロジェクトのもと進行中である。HAXPES測定は、課題番号: 2017A0138のも

と、Spring-8 BL46XUを用いて行われる計画である。。 

参考文献 
1) H. Imai, K. Izumi, M. Matsumoto, Y. Kubo, K. Kato, Y. Imai, J. Am. Chem. Soc., 131, 6293 (2009)..
2) H. Yano, J. Inukai, H. Uchida, M. Watanabe, P. K. Babu, T. Kobayashi, J. Ho Chung, E. Oldfield, A. Wieckowski, Phys. Chem. 

Chem. Phys., 8, 4932 (2006). 
3) H. Hanawa, K. Kunimatsu, M. Watanabe, H. Uchida, J. Phys. Chem. C, 116, 40, 21401 (2012). 
4) M. Watanabe, D. A. Tryk, M. Wakisaka, H. Yano, H. Uchida, Electrochim. Acta, 84, 187 (2012). 
5) T. Masuda, H. Yoshikawa, H. Noguchi, T. Kawasaki, M. Kobata, K. Kobayashi, K. Uosaki, Appl. Phys. Lett., 103, 111605

(2013). 
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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 
1東北大学電気通信研究所 / CSIS / CSRN / WPI-AIMR 

2名古屋工業大学大学院工学研究科 
3東京大学大学院工学系研究科 

大野英男 1 (研究代表者)、壬生攻 2 (分担責任者)、千葉大地 3 (分担責任者) 

 
スピンと電荷の自由度を物質の多様な機能として活かすナノスピンデバイスの研究は、巨大磁気抵抗の発見

とその磁気ヘッドへの応用に端を発し、不揮発性磁気メモリやマイクロ波発振器など多様な製品を産み出す学

術基盤として日本が世界をリードしている。これらの研究では、最先端の計測技術を用いたナノ構造と機能の

可視化が開発の進展を担う重要な要素である。本分野では先端計測基盤技術であるSPring-8の利活用について

も多数の実績があるが、これまでは各大学・研究機関における小規模かつ個別の研究に限定され、ナノスピン

デバイス分野が求める計測基盤技術としての役割が不明瞭であった。本新分野創成利用課題「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）」では、新しい試みとして共通の物質

やデバイスに対して、磁気コンプトン解析(BL08W)、核共鳴散乱解析(BL09XU)、表面・界面Ｘ線回折(BL13XU)、
オペランドナノ磁気状態解析(BL25SU, BL39XU)、光電子顕微鏡(BL17SU)、光電子分光（BL17SU、BL47XU）
など、多岐にわたるビームラインを活用し、構造・電荷・スピンを捉える種々の先端放射光ツールを駆使した

包括的な解析アプローチを行ってきた。個別の研究では実現しえない情報の共有やノウハウの蓄積によるシナ

ジー効果の創出は、「放射光による物質デザイン・ナノデバイス創成」という新分野と位置づけられ、サステナ

ブル社会の実現に対応する新奇高性能機能性材料及びデバイスの開発を実現するものである。本課題では、

2015B期からの約2年間、「ナノスピンデバイスマテリアル研究（分担責任者：壬生攻）」と「ナノスピンデバ

イス物性科学研究（分担責任者：千葉大地）」の 2 つの視点から研究を進め、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を構築してきた。ポスター講演では、

課題の概要と、これまでの成果を報告する。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
図１：新分野創成利用

課題「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

用における研究推進イ

メージ。 
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新分野創成利用課題（2016B～2018A） 
「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」

SPRUC 分野融合研究（実用）グループ

代表 高尾正敏 

SPRUC では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SPring-8 は1997 年10 月の供用

開始後、今年で20年を迎える。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

中心から、総合的にサイエンスを理解するた

めに、SPring-8のBLを使い倒すことが期て

待されるようになってきた。そのためには学

術分野にとらわれずに分野間の共同作業が必

要となる。従って、在来の研究会組織と異なる

体制、分野融合研究推進が求められた。本実用

グループは、その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、それも、特に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

支援体制について上の図に構成を示す。分野融合研究はSPRUCの活動プログラムであり、新分野創成利用は

SPring-8を利用する仕組みである。 

固液界面の物理・化学現象は非常に多く存在するが、プログラムとしては、下図右側に示す用途に注目し、

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開かれていること

を確認しておく。
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