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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、2017年度の研究成果について紹介したい。 

1) 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。X線の高い透過率と組み合わせて、厚い試料全体での構成要素の相互作用、ネットワーク

解析に特に有効である。例えば、峰雪、唐原らは宇宙ステーションでのシロイヌナズナの根の生育の仕方

についての手法開発を目的として、屈折コントラストイメージングにより、細かい繊維状構造も含む根全

体の可視化を試みた。また、屈折コントラストイメージングは新生児の呼吸開始に関する肺のイメージン

グにも活用されている。McGillickらは呼吸開始をサポートする治療（持続的気道陽圧法；continuous

positive airway pressure）を妨げている原因として、咽頭が閉じていることを示し、さらに酸素化がそれ

を改善することを咽頭のイメージングから明らかにした。 

一方、松尾らはタルボ位相イメージング法を用いて骨科学への応用を試みている。BL37XUにてサブミ

クロン分解能の装置を新たに構築し、位相イメージングの特徴を生かして、骨そのものばかりでなく、骨

の吸収・形成過程に関わる細胞群をも可視化することを目指した。発生の過程で軟骨が骨に置換される内

軟骨性骨化において、軟骨基質を吸収する「破軟骨細胞」と、骨基質の素材であるコラーゲンやリン酸カ

ルシウムを分泌する「骨芽細胞」などの細胞群の時空間的な配置をあきらかにした。さらに、成長の過程

で骨が吸収、形成される「骨リノベーション」の様子も可視化することができた。 

2) 吸収イメージング：高速イメージングと組み合わせたライブイメージングが行われた。八田らはアロワ

ナの摂食過程でのイメージングを行った。アロワナは、口顎、咽頭顎にくわえて舌にも歯をもっている

が、アロワナが小魚を丸呑みにする時、これらが3つの顎として働いている（第1の顎でつかみ、第2

の顎でつかみ直し、第3の顎で飲み込む）様子を明らかにした。高速イメージングは肺高血圧症での血

管機能をヨード造影によって観察するマイクロアンギオグラフィーにも適用された（Pearsonら）。血

管の粗鬆化と収縮が検出された。 

3) 蛍光X線マッピング：銅の蓄積が特徴的なウィルソン病について、ウィルソン病と非ウィルソン病の銅

蓄積の違いについてBL37XUの蛍光X線マッピングにより明らかにした（松浦ら）。ウィルソン病以外

に銅が蓄積する病態（状態）が知られているが、ウィルソン病とは、蓄積する銅の量だけでなく、銅の

組織での局在が異なることを見出した。この結果は放射光による銅マッピングによる診断の可能性、お

よび銅の蓄積機構が異なることを示唆している。 
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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).
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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）、大河内拓雄（副代表：JASRI） 

木下豊彦（JASRI）、渡辺義夫（AichiSR）、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。 

 BL25SU の光電子顕微鏡装置（ELMITEC PEEMSPECTOR）は、経年劣化による分解能低下や絶

縁不良等のトラブルが近年発生していたため、PEEM入門機として15年近くの役割を全うし、2018A
期をもって供用を終了する。後継機として BL17SU の b ブランチにて高分解能の汎用型 PEEM 装

置が 2018A 期より供用を開始した。水銀ランプ像にて 40 nm 以下の空間分解能が確認されている。

試料グラウンド型・低レンズ電圧という汎用性を活かして外場印加環境や時間分解測定など付加価

値をもった観測による研究の展開が期待される。 

 BL17SU a ブランチのエネルギー分析型光電子顕微鏡（SPELEEM）では、高い空間分解能（到達

空間分解能 22nm）と多様な観測モードを活用した研究が行われている。最近の成果として、福島土

壌中の放射性セシウムの除染に寄与することを目的とし、非放射性セシウムを模擬的に吸着させた

粘土鉱物の PEEM 解析に成功し、セシウム吸着のメカニズム解明に向けた分析技術を着実に進展さ

せている[1]。また、大規模顕微分光データからのデータマイニングを行うため、機械学習によるクラ

スタリング手法を XAS-PEEM データに適用する試みを進めている。その結果、XAS スペクトルの

分類と空間情報のセグメンテーションを自動的かつ高効率に実施できることが明らかになってきた。 

 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±50°の広い立体角で測定できる。試料は 100Ｋ程

度まで冷却できる。最近の成果として、ボロンドープダイヤモンドのボロンサイトの決定[2]とマグ

ネタイトの価数ごとのサイト・電子状態解析の成功がある。 

 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。14T までの超伝導磁石と組み合

わせた磁気光学顕微鏡について近年 PU と整備を進め、波数領域を遠赤外に拡張して利用を開始し

ている。この他、従来の顕微鏡ステーションにおいても、湿度調整セル、溶液セル、低温・高温ステ

ージなど多様な条件で赤外顕微分光測定ができる環境が整っている。 

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およびプローブ顕微鏡研究部会と合

同でシンポジウムを開催する。開催地はつくば市の予定である。 

[1] A. Yoshigoe et al. Appl. Phys. Lett. 112, 021603 (2018). 
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X線スペクトロスコピー研究会の活動と最近の研究成果 

首都大・立命館大 

山添誠司、折笠有基 

 
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。高いエネルギー・時間・空間分解能計測法や他の計測技術と組み合わせた新

しい同時計測法といった計測技術の開発や、膨大なデータを高速処理可能な新しい解析技術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と拡大を図るととも

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る。さらに、SPring-8 IIを初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を提言し、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、以下の活動を行う。 
（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） 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。 
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る。 
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。自動車排ガス浄化触媒の

動的挙動観察（京都大）、構造規整表面上に固定化した金属錯体の構造解析（東京工科大）、SMSIを利用したAuク

ラスター助触媒の酸化クロムコーティングによる高活性水分解光触媒の創製（東京理科大）、リチウムイオン電池等

の溶液を含むデバイスにおける軟X線オペランド計測（京都大、立命館大）などについて報告する。 
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SPring-8が解く表面界面構造科学 
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。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。今後、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、大口径集光レンズの導入により表面回折の測定時間を短縮する高密度光利用環境が

整備されている。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、逆空間

の広域アクセス、関心領域アクセスのために、それぞれ大面積型、ポータブル型の二次元検出器（HyPix-9000およ

びHyPix-400）を導入したところである。 
重要な発光デバイス材であるGaNのMOVPE成長基板として有望なScAlMgO4酸化物の劈開面表面構造解析1)

や高BドープSi(111)半導体上でエピタキシャル成長するAg金属界面の超構造の構造解析2)など既存のその場観察

設備を活用した研究は着実に成果を挙げている。固液界面の時間分解表面Ｘ線回折を効果的にもちい、電解メッキ

初期過程における電極近傍イオン種をリアルタイム観察することで、金属イオンからの水和水脱離が金属析出速度

の支配因子であることを明らかにした研究3)や有機太陽電池の立体ナノ構造構築が可能な、細孔の形状とサイズがナ

ノスケールで揃った多孔質ナノシートの薄膜X線回折による構造解析4)など、応用を目指した研究も進んでいる。 
応用を目指した研究をよりいっそう後押しすべく、放射光の波長選択性を活用する異常散乱Ｘ線回折（AXRD）

のための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分散項を利用した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。例えば、応用上重要な多結晶薄膜状態のCo2(Mn0.6Fe0.4) Geホイスラー合金の

Co K吸収端(7709 eV)近傍におけるAXRDスペクトルから、そのB2規則度を明らかにしている5)。 
 
参考文献 
１） T. Hanada, H. Tajiri, O. Sakata, T. Fukuda, T. Matsuoka, J. Appl. Phys., 123, 205305-(1-8) (2018). 
２） Y. Yoshiike, H. Tajiri, S. Yamazaki, K. Nakatsuji, H. Hirayama, Jpn. J. Appl. Phys., 57, 075701-(1-8) (2018). 
３） M. Nakamura, T. Banzai, Y. Maehata, O. Endo, H. Tajiri, O. Sakata, N. Hoshi, Sci. Rep., 7, 914-(1-9) (2017). 
４） R. Makiura, K. Tsuchiyama, O. Sakata, H. Tajiri, O. Konovalov et al., ACS Nano, 11, 10875-10882 (2017). 
５） S. Li, T. Nakatani, Y. Sakuraba, H. Tajiri, Y. Miura, K. Hono et al., Acta Meter., 142, 49-57 (2018) . 
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結晶化学研究会 

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り、化学研究のトレンドを取り入れた研究

会運営を目指している。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、(6) 低分解能データ

からの構造解析である。特に、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。 
本シンポジウムでは、低分解能データからの構造解析との例として、BL46XUでのGI薄膜回折測定と実験室系

out-of-plane測定を組み合わせた、フラーレン誘導体薄膜の構造解析 1について報告する。 
 
参考文献 
1) S. Izawa, K. Nakano, K. Suzuki, Y. Chen, T. Kikitsu, D. Hashizume, T. Koganezawa. T. Q. Nguyen, and K. Tajima, 

“Crystallization and polymorphism of organic semiconductor in thin film induced by surface segregated monolayers”, Sci. Rep. 
2018, 8, 481. 
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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 

ソフト界面科学研究会   

代表・矢野陽子、副代表・谷田肇 

 

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／水表面における不均一膜のXR法による構造研究では、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

膜や、膨張膜におけるドメイン形成が明らかとなり、生体膜ラフトの形成原理解明に向けた研究が展開されている [1]。 

気／液界面においては、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、融点

より高温で表面だけ規則構造を形成するという Surface freezing 現象を観測した [2]。また、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も行われている。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，この巻き戻りは添加塩のホフマイスター系列に依存す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ある。 
 
参考文献 
1)  K. Mitani, T. Uruga, T. Takiue, et al., J. Phys. Chem. B, 119, 12436-12445 (2015) 
2)  M. Tsuura, H. Tanida, K. Nitta, T. Uruga, T. Takiue, et al., Colloids and Surfaces A, 525, 31-37 (2017) 

3） YF Yano, Y Kobayashi, T Ina, K Nitta, T Uruga, Langmuir，32, 9892-9898（2016） 

図１ 反射・回折計概略図（BL37XU） 

 

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。 

2018年度の活動として、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た（写真）。 

第14回FSBL研究連絡協議会ワークショップ 

第3回 「広角Ｘ線回折(実験、解析、応用)」 

日時：平成29年10月24日（火） 
場所：名古屋工業大学52号館5211室 

第15回FSBL研究連絡協議会ワークショップ  

第 4 回 「振動分光法の基礎と高分子構造解析

への応用」 

時間：平成29年12月1日（金） 

場所：名古屋工業大学2号館C棟3階0231室 

第16回FSBL研究連絡協議会ワークショップ  

第5回 「X線散乱と振動分光の同時測定 応用

編」 

時間：平成30年3月5日（月） 

場所：名古屋工業大学2号館C棟3階0221室 

 また、このシンポジウム会期中に高分子構造科学研究会との共催でサテライト研究会を開催する。岸本浩通氏（住

友ゴム工業株式会社）「軟X線とX線の相補活用によるゴム材料開発」と竹中「軟X線と高エネルギX線散乱測定に

よる高分子材料の構造解析について」の２つの講演とパネルディスカッションを予定している。 

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 

―次世代応力評価技術開発― 
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 及び

QST専用BLではその両方，かつより難しい計測技術開発，その応用を２つ展開している． 

１．2次元検出器を利用した応力測定の高速化 

2.，白色X線と高感度型X線画像（エネルギー分離型）2次元検出を組合せたひずみ評価 

１．に関しては最速 10msec，２．に関してはラウエ斑点からひずみの導出に成功している．図は，2 次元検出器で測定

したαFe211回折リングであり，右図は時間分解能を変化させた際に得られた応力と誤差である．10msecまでは誤差が小

さい精度の良い応力が得られている． 

当日は，これらの研究開発状況について紹介する． 
 

   

図 回折リング（左）と時間分解能に対する応力値と誤差（右） 
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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。 

 

ポスター発表では、偏光Ｘ線回折実験と走査型顕微測定を組み合わせたＸ線顕微鏡によるCsCuCl3大型単結晶のホ

モカイラリティの検証[1]や、軟Ｘ線MCDにより捉えた微細加工されたCrNb3S6中でのトポロジカル磁気ソリトン安

定化現象[2]など、最近の利用研究成果についても紹介する予定である。 

 

参考文献 

[1] Y. Kousaka etal., Phys. Rev. Mater. 1, 071402(R) (2017). 

[2] M. Mito et al., Phys. Rev. B 97, 024408 (2018). 
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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 

木村昭夫、中村哲也、河村直己 
 

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 29年度までの第 3期を終え、平成 30年度より第 4期の

活動となっている。本発表では、顕著な成果について２、３紹介する。 

 

【活動報告 1】 光照射によって「巨大な」磁気の波を発生 

（対象論文） T. Ohkochi, H. Fujiwara, M. Kotsugi, H. Takahashi, R. Adam, A. Sekiyama, T. Nakamura, A. 
Tsukamoto, C. M. Schneider, H. Kuroda, E. F. Arguelles, M. Sakaue, H. Kasai, M. Tsunoda, S. Suga, T. 
Kinoshita, “Optical control of magnetization dynamics in Gd–Fe–Co films with different compositions,” Appl. 
Phys. Express 10, 103002 (2017). 
JASRI、阪大院基礎工、東北大、阪大院、日本大、愛知医大の共同研究グループが、光パルスを用いた「超

高速のスピン反転」を引き起こす媒体として注目されている Gd–Fe–Co 磁性薄膜を試料として、パルスレーザ

ー光で励起された薄膜におけるスピンの空間・時間的振る舞いを、軟 X 線固体分光ビームライン BL25SU に

て光電子顕微鏡装置を用いて調べた。その結果、スピンが同心円状に整列しながら半径方向に沿って変調

するというこれまでの 10 倍以上の振幅をもつスピン波伝搬現象が観測された。今回の現象の発見が、スピン

波を利用した光–磁気スイッチング素子や高速磁気通信の実用化に繋がると期待される。 

 

【活動報告 2】 原子磁石どうしが捻れて並ぶ現象のミクロな起源を解明 

（対象論文）S. Kim, K. Ueda, G. C. Go, P.-H Jang, K.-J. Lee, A. Belabbes, A. Manchon, M. Suzuki, Y. Kotani, T. 
Nakamura, K. Nakamura, T. Koyama, D. Chiba, K. Yamada, D.-H. Kim, Ta. Moriyama, K.-J. Kim, T. Ono, 
“Correlation of the Dzyaloshinskii-Moriya Interaction with Heisenberg Exchange and Orbital Asphericity,” Nat. 
Commun. 9, 1648 (2018). 
京大化研、JASRI、東大院工、高麗大、韓国科技院、アブデュラ王立工科大の共同研究グループは、磁気カ

イラリティと呼ばれる原子磁石どうしの捻れ現象のミクロな起源を、SPring-8 の X 線磁気円二色性測定技術

を用いて実験的に解明した。Co/Pt 薄膜のミクロな磁気特性を、BL25SU（軟 X 線）と BL39XU（硬 X 線）にて X

線磁気円二色性（XMCD）測定を行い、試料のスピンモーメント、双極子モーメント、軌道モーメントの温度依

存性を詳細に調べた。その結果、Co/Pt 薄膜面に垂直な方向（面直）に Co の双極子モーメントと軌道モーメ

ントに大きな温度依存性が観測された。この２つのパラメーターは、ともに特別な電子密度分布に関係するが、

CoとPtの界面では、CoとPtの双方の原子核の周りにある電子密度が面直方向には非等方に分布し、その

分布が温度によって大きく変化することを示している。このような非等方な電子分布は Co と Ptの軌道混成効

果によって生じることを理論的に考察した。本成果は磁気カイラリティの物理に関する基礎的な理解に重要で

あるだけでなく、将来の高いエネルギー効率を有するスピントロニクス素子や、磁気カイラリティを用いた新し

い磁気記録材料の開発につながることが期待される。 
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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、第3期に引き続き第4期においてもスピン・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こととした。 
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。 
・URu2Si2 における電子構造の温度変化：コンプトン散乱二次元再構成実験 
（A. Koizumi et al., J. Phys. Soc. Jpn., 87 (2018) 064703） 

・高エネルギーＸ線散乱を用いた新たなリチウムイオン電池評価法を確立 
2018年8月30日 プレス発表 

(H. Hafiz et al., Sci. Adv. 3 (2017) e1700971, 国際共同研究) 
・正・負極内のリチウム組成変化を電池の動作下で同時に測定することに成功 

2018年8月2日 プレス発表 
（K. Suzuki et al,  J. Synchrotron Rad. 24 (2017) 1006-1011,  国際共同研究） 
・他多数の国際共同研究があった。 
 

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。 
・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. Kimura et al., J. Phys. Soc. Jpn, 86 (2017), 124703, K. Matsuda et al., Europhys. Lett., 117(2017) 17004 . 
& K. Matsuda and M. Inui, in "Advanced Applications of Supercritical Fluids in Energy Systems", (2017)102-
134.)  
・Warm Dense Matterのコンプトンプロファイル 
(H. Yoneda and S. Nishio, Plasma and Fusion Research, 12 (2017) 1301046 ) 
 

３．新しい計測基盤技術開発： 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。 
・TbCoアモルファス垂直磁化膜のスピン選択磁化曲線・軌道選択磁化曲線 
（A. Agui et al., Materials Research Express, 4 (2017) 106108） 

  
など 
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構造物性研究会： 最近の研究成果の紹介 

大阪府立大学、高輝度光科学研究センター1 

久保田 佳基、河口 彰吾 1 

 
SPring-8 における構造物性研究は、SPring-8 の高性能ビームにより得られた高精度の原子、分子、電子の空間分

布の情報に基づき、物質の機能や物性を解明してきた。当研究会はその対象物質や関連分野が幅広く、メンバーの要

望やアイデアを活かしながらBL 担当者の協力の下、BL の高度化に貢献している。その結果、基本的な構造解析の

汎用化と平行して、温度、光、圧力、電場、ガス雰囲気などの外場応答観測の研究も大きく進展しており、これまで

多数の研究成果を輩出してきた。一方で、回折・散乱だけでなく、分光、イメージングなどの手法を組み合わせた多

角的な計測の重要性を認識し、複数のビームラインを横断的に利用するメンバーも増えつつある。構造物性研究会は、

幅広い分野に関わる様々な物質群が持つ新規機能・物性の機構解明を目的とし、SPring-8 における構造物性研究の

コアとなることを目指す。本研究会の主な活動内容は以下のとおりである。 
１）高精度ビームを利用した単結晶・粉末回折法による構造物性研究 
２）温度、光、圧力、電場、ガス雰囲気などの外場応答その場測定による構造物性研究 
３）外場と同期した時分割測定による構造ダイナミクス研究 
４）計測や解析の自動化・汎用化 
５）新規物質開拓や物性・機能解明を目指す潜在的ユーザーの取り込み 

世界中で多数の放射光施設が稼動している現在、SPring-8 次期計画を念頭に置き、SPring-8 の高性能ビームの利

用により可能となる研究を研究会メンバーで精査して議論していく必要がある。そして、構造物性研究が目指すサイ

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。 
 上記のような本研究会活動により、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、研究分野や対象材料・物質群の枠を超えた分野の横断的融合を目指している。今

回のポスター発表では、以下の2件の最近の研究成果を紹介する。 
１）名古屋大学の研究グループ（谷口博基、若松徹、寺崎一郎ら）は、AlO4酸素四面体の三次元的なネットワークに

よって形成された[AlO2]12フレームワークと、その空隙に充填されたアルカリ土類金属陽イオンおよび MO4四

面体型陰イオンからなる充填アルミネートゼオライト系化合物Ae8[AlO2]12(MO4)2において、優れた焦電発電性

能を有する新しい間接型強誘電体物質群を見出した。さらに本系の間接型強誘電性相転移が、[AlO2]12フレーム

ワークの空隙中における複数の等価な配向間で揺らぐMO4四面体の凍結によって誘起されることを、粉末X線

回折測定および最大エントロピー法による電子分布密度解析によって明らかにした。1,2) 

２）京都大学の研究グループ（北川宏、草田康平、張権ら）は、バルクでは液相まで固溶しないAu–Ru合金系にお

いて、固溶体ナノ粒子を作製することに成功し、且つ、金属塩の還元速度を精密に制御することで、Au:Ru=1:3
の金属組成を変えることなく、fcc構造とhcp構造の固溶体ナノ粒子を選択的に作り分けることに成功した。合

金の構造は fccとhcpで異なるが、どちらも同じ金属組成から成ることを、粉末回折測定のデータをリートベル

ト解析することで明らかにした。3) 
参考文献 
1)  “Improper ferroelectricity in stuffed aluminate sodalities for pyroelectric energy harvesting”, Y. Maeda, et al., 

Physical Review Applied 7, 034012 (2017), (DOI:10.1103/PhysRevApplied.7.034012). 
2)  “Improper ferroelectrics as high-efficiency energy conversion materials”, T. Wakamatsu, et al., physica status 

solidi RRL-Rapid Research Letters, 1700009 (2017), (DOI:10.1002/pssr.201800009). 
3)  “Selective control of fcc and hcp crystal structures in Au–Ru solid-solution alloy nanoparticles”, Q. Zhang, et 

al., Nature Communications 9, 510, (2018), (DOI:10.1038/s41467-018-02933-6). 
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固体分光の成果と試み 

固体分光研究会 

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、光電子分光を用いた研究事例とともに、次期

計画に向けたスピン偏極光電子分光等の新しい実験装置や実験手法の検討について紹介する。 
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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

（2018 年 7 月）の会員数は約 270 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。重点活動として、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＞ 

【時分割PDF解析を用いた硫化物ガラス電解質のアニール過程観測】 （JASRI・尾原ら、BL08W & BL04B2） 

 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が熱望されている。それに向けて、

固体電解質の構造と高いイオン伝導率の相関解明が、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すことから、そのイオ

ン伝導メカニズム解明が期待されている。さらに興味深いことに、昇温速度の違いにより、得られる結晶相のイオン

伝導率が異なる。しかしながら、そのイオン伝導率と構造変化の相関性は未だ解明されていない。これはガラスか

ら結晶へ相転移する過程を直接追随して観察できないことに起因する。本グループは大面積 2 次元検出器を用い

たガラス（非晶質）構造の時分割 PDF 解析装置開発を進め、硫化物固体電解質のガラスから結晶へ相転移する（ア

ニール）過程の構造変化について直接観察を試み、昇温速度の違いによるイオン伝導率が向上する構造的要因を

議論した。 

 

【高速２次元検出器を利用した過冷却液体テルルの小角X線散乱測定】 （広島大・梶原ら、BL04B2） 

液体テルルは、融点直上における密度の極大や（超音波）音速の正の温度係数など、水とよく似た熱力学異常を

示すことが古くから知られており、「異常液体」と呼ばれることもある。これらの異常については、過冷却域に存在す

る液体－液体相転移（LLT）のゆらぎの影響を考慮することで統一的な解釈が可能になると考えられているが、両系

とも LLT の直接的な実験証拠がないのが現状である。我々はこれまでにも、テルルとセレンあるいはゲルマニウ

ムとの混合系に対して小角Ｘ線散乱（SAXS）測定を行い、LLTに由来した密度不均質性が存在することを立証してき

たが、テルル単体については過冷却域の測定が不可能なことから、立証には至っていなかった。 

この状況のなか、昨年末に BL04B2 に高速測定が可能な２次元検出器が導入され、１分程度の露光時間での高

エネルギー（62keV）SAXS測定が可能になった。この測定システムを用い、液体テルルの冷却過程における時分割

SAXS測定を行うことで、９００度から２５０度まで、約２００度の過冷却域を含む広い温度範囲のSAXS測定に成功し

た。また過冷却域ではSAXS強度は極大を示しており、LLTの存在を強く示唆する結果となった。 

 

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 2018   

高圧物質科学研究会  

石松直樹 (代表・広島大学) ，町田晃彦 (副代表・量子科学技術研究開発機構)  

 

近年の高圧発生技術の進展により物質科学研究の舞台は温度・圧力条件において拡大している。それと並行して放

射光による多様な測定技術も発達したことで，観察可能な物理現象も多様となってきた。このことは新奇の高圧物性

を数多く見い出せると同時に，高圧物質科学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，分野の発展に努めてきた。一方で，高圧発

生技術や高圧下の測定技術は精密さを増してきており，ユーザー間で最先端の研究成果やその技術情報を共有する場

の重要性も増している。   
高圧物質科学研究会は，最先端の研究成果やその技術情報をメンバー間で共有する中心的な役割を担う。本研究会

の活動は，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，SPring-8 を中心にメンバー間で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している。

高圧下の高密度状態における物性現象には，未踏な領域が数多く残されている。最近発見された硫化水素の“超”高

温超伝導は，未踏の圧力領域で予測される高密度水素の室温超伝導に直接繋がる成果として世界的に注目された。現

在，この成果を端緒に水素を多く含む分子の超高圧下での合成およびその超伝導転移探索が最近のトレンドとなって

いる。一方で，水素が媒介する高い超伝導転移温度の起源についても議論が活発である。それ以外の成果においても，

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は活用されている。例えば，鉄系超伝

導体の圧力効果に見られるように，圧力は物質内の原子間距離を変化させて電子状態や超伝導転移温度を制御するツ

ールとしても注目されている。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。高圧下の実験は引き続きX線回折による静的結

晶構造解析を基盤としているが，一方で，X線吸収，発光，非弾性散乱，核共鳴散乱などによる電子状態，磁気構造，

格子振動などの測定技術へも利用されている。本研究会では，メンバーの外部資金を投入して整備された複合的な分

光測定装置の開発，試料取り扱い装置の整備などの情報を提供する場としても機能しており，それらを利用するため

のビームライン横断的な利用の支援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も進めている。  
これまで本研究会は，同じく高圧を主たる実験手法としている地球惑星科学研究会との共催で研究会を開催し情報

交換と議論を進めてきた。今年度はこの活動を継続すると同時に，研究会間での新たな連携と次期光源を見据えた具

体的な将来展開を議論のために，コヒーレント X 線物質科学研究会を招いた 3 研究会の合同研究会を企画した。最

新の高圧科学とコヒーレント光を利用した精密な X 線光学技術の講演を通じて，参加者間で密接な技術合流を行う

予定である。この研究会を通じて，研究分野の課題を新たな測定技術で解決し，新しい科学分野の創成を目指してい

る。なお，シンポジウムのポスター発表では，これらの研究会の活動と合わせて，高圧に関連するビームラインの測

定環境の状況，高圧下での代表的な研究成果を紹介する予定である。  
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核共鳴散乱研究会  ― 核共鳴散乱を用いた物質研究と将来展望 ― 

 

三井 隆也（量研）、筒井 智嗣（JASRI）、瀬戸 誠（京大）、増田 亮（京大）、齋藤 真器名（京大）、 

壬生 攻（名工大）、吉見 彰洋（岡山大）、岸本 俊二（KEK） 

 
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に示す様に多岐に渡り、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。 
本年度の報告では、応用研究の中からスピントロニクス関連材料および高分子スローダイナミクス研究に関する最

新の特筆すべき成果を紹介する。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として開発が進められて

いる超高真空・高温・低温条件下の金属薄膜にも応用可能な全反射メスバウアー分析装置、高エネルギー核共鳴散乱

実験の計測効率を格段に向上させる時間検出器に加え、超高精度な核時計を実現できる229Th核共鳴散乱の最新の結

果と将来展望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る。高圧科学やＸ線非弾性散乱などの SPring-8 の他のビームライン

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も整いつつある。成果の創出という観点からは、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 の量子科学技術研究開発機構・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] グラフェンにおけるコンプトン散乱スペクトルのモデル計算 

[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)  N. Hiraoka and T. Nomura, Sci. Reports (2017). 7565. 
4)  H. Nakano and T. Sakai, J. Phys. Soc. Jpn. 87 (2018) 063706. 
5)  Y. Hasegawa, H. Nakano and T. Sakai, to appear in Phys. Rev. B. 
 

連絡先： 坂井徹 

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・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 

SPRUC地球惑星科学研究会 

芳野極、 太田健二 他講演者 

 

 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、大容量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を用いた隕石に関する最近の研究成果、超高温高圧発生技術開発、さらに新たな研究分野の開拓を目指して工学系

の研究を加えた以下のトピックについて紹介する。 

(1) 臼井寛裕 （JAXA）XAFS法による硫黄の化学種解析に基づく火星表層環境史の研究 

今後の惑星科学における最も重要な科学目標の一つが、生命の存在条件に支配的な影響を及ぼす惑星表層環境の解

明である。海をたたえる地球、寒冷で砂漠化した火星、氷が表層を覆う木星衛星ガニメデ・エウロパのように多様な

表層環境を保持する太陽系天体において、表層進化の物理的本質は「宇宙空間への水素散逸に伴う不可逆的な酸化の

歴史である」。様々な形成年代（２―41億年）をもつ火星隕石に含まれる酸化還元敏感元素である硫黄の化学種（S2- 

→ S6+）の変化の決定から、火星形成後の初期5億年で表層環境の急激な酸化が進行したことが示唆される。  

(2) 鹿山雅裕（東北大学） 月隕石中の水 

 衛星観測により月極域に大量の氷の存在が指摘されているものの、観測できない深さ約1 m以深の地下に存在す

るかは不明であった。13種類の月隕石を対象に放射光X線回折分析並びに電子顕微鏡観察を行い、ハンレイ岩・玄

武岩質角礫岩のNWA 2727からモガナイトを発見した。炭素質コンドライトの衝突により月面に水が供給され、太陽

光による水の蒸発でモガナイトが沈殿し、低温の地下では水は氷として現存することが示唆された。 

(3) 新名良介 （東京大学）290 GPaまでの純鉄の融点測定 

地球内部は最大360 GPa, 6000 Kに達する超高温高圧の世界であり、その構造や進化を理解するためには高温高圧

実験技術の開発が欠かせない。内部抵抗加熱式ダイヤモンドアンビルセル(IHDAC)と呼ばれる比較的新しい実験装置

をBL10XUにおいて構築し、地球核の主成分である鉄の融点を290 GPa, 5360 Kまで決定を行ったところ、地球核の

温度は低温であり、マントル最下部における大規模融解現象は少なくとも過去１5億年間は起きなかったものと推定

される。 

(4) 堀田善治 （九州大学）高圧巨大ひずみ加工による材料改質 

 形状不変加工（いわゆる巨大ひずみ加工）を高圧下で実施し、大量ひずみを導入することで、金属材料をはじめ脆

性的な金属間化合物、セラミックス、半導体などの物質で結晶粒をナノサイズまで超微細化することができる。また、

高圧相を常圧下で安定化させることが可能となる。これより、各材料の特性向上や新規創製につなげることができる。

HPT (High-Pressure Torsion)法や、HPS (High-Pressure Sliding)法を用いて、1 GPa級超高強度アルミニウム合金

の開発、高成形性Ni基耐熱超合金の開発、水素貯蔵合金の高性能化、SiやGeなど半導体でのフォトルミネッセンス

の発現などを報告する。 
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原子分解能ホログラフィー研究会の活動及び最近の成果  

原子分解能ホログラフィー研究会 

細川伸也、木村耕治、八方直久、松下智裕、林好一、大門寛 

 

原子分解能ホログラフィー研究会では、蛍光X 線・光電子ホログラフィーという 3 次元構造解析技術を、無機から生体試

料に至る広範な物質群に対して適用してきた。最近では、FeNi インバー合金の元素別 3 次元局所構造の観測や As ドー
プシリコンのAsサイトの決定など成果が得られた。装置開発に関しても、軽元素蛍光X線ホログラム測定用の分光結晶、2
次元検出器を用いた短時間測定、光電子ホログラフィーのエネルギー分解能向上などを行った。現在、10K まで冷却可能

な冷凍機も準備を進めている。以下、得られた成果の概要を述べる。 
● 負の熱膨張を示すインバー合金Fe65Ni35に蛍光X 線ホ

ログラフィーを適用し、Fe 及びNi まわりの 3 次元局

所構造の温度依存性を調べた（図１）。100 Kでは、両

元素とも fcc構造を示す一方、300 KではFeまわりで

bcc構造の特徴が初めて観測された。インバー効果の起

源解明や新たな合金開発の糸口になる研究である。1) 
● 従来の円筒型の分光結晶に代わり、C型の分光結晶を開

発し、これまで測定ができなかった K や Ca などの軽

元素の蛍光Ｘ線ホログラフィー実験が可能となった。2) 
● 2 次元検出器を用いた蛍光Ｘ線ホログラフィー測定技

術の開発を行った。一度にある範囲の立体角をカバーで

きるため測定時間が短縮できる上、試料を回転させる必

要がないことから、微小単結晶や結晶粒なども測定可能

となる。この手法をマグネタイト単結晶に適用し良質な

ホログラムを得ることに成功している。3) 

● 光電子ホログラフィーを用いてSiにドープされたAs原子周辺の構

造を決定した(図 2)。内殻光電子のエネルギー準位シフト(ケミカル

シフト)から3つの価数状態が示唆され、それぞれの光電子ホログラ

ムから原子配列の再生を行い、それぞれ異なる構造が得られた。4) 

● ガスセンサーに使われるAl2O3上のWドープZnO薄膜に対して光

電子回折の測定を行いW 原子のサイトの特定を行った。W 原子は

主に表面から第二層のZn原子と置換していることが分かった。5) 
● 光電子ホログラフィーを測定するための新たな装置が開発した。従

来の LEED と似た構造の装置であるが、電極配置を工夫すること

によりエネルギー分解能は、従来の E/ΔE=200 から、E/Δ
E=1100(実測)と大幅に向上した。6) 

参考文献 
1)  J. R. Stellhorn et al., Surf. Interface Anal. (in printing).  
2)  N. Happo et al., Jpn. J. Appl. Phys. 57, 058006 (2018).  
3)  A. K. R. Ang et al., Phys. Status Solidi B (in printing). 
4)  K. Tsutsui et al., Nano Lett., 17, 7533 (2017). 
5)  S. Fukami et al., Phys. Rev. Applied, 7, 064029 (2017). 
6)  T. Muro, et al., Rev. Sci. Instrum., 88, 123106 (2017). 
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図1． Fe65Ni35インバー合金における 

Fe及びＮｉまわりの 3次元原子像の温度変化 

 
図2． Si中のAsドーパントの構造 
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放射光 X線を用いた文化財研究 

文化財研究会 

田中眞奈子（昭和女子大）・四角隆二（岡山市立オリエント美術館）・阿部善也（東理大）・中井 泉（東理大） 

                         

１．はじめに 
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が、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。特に、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。本研究では X線 CTにより日本刀や古代バイメタ
ル剣の内部構造を観察した。一方、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、古代のガラス容器や焼
き物などの非破壊高感度分析が可能である。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新の成果を
紹介する。（中井 泉（東京理科大学）） 

 
２．放射光X線CTを用いた日本刀の非破壊分析―制作技術の解明にむけて－ 
  日本古来の鉄（和鉄）には光学顕微鏡スケールで観察できる非金属介在物が多く含まれている。鋼中の非金属介
在物は、折り返し鍛錬や鍛接などの加工の影響を強く受けるため、介在物の配列を調べることで、その文化財がどの
ように加工・制作されたか推定することが可能である。今回、SPring-8の放射光X線を用いて非破壊でどこまで鋼中
の微小な非金属介在物を観察できるか、現状得られるベストのCT像を確認することを目的にBL20B2の72keVの放射
光X線を用いて勝村徳勝作日本刀断片（井戸誠嗣氏所蔵）など、内部構造が明らかな日本刀断片のCT測定を行った。
更に、BL20B2で得られたチャンピンデータを参考に、実際の日本刀を非破壊で分析する際に用いるBL28B2の200keV
の放射光 X線を用いて同一試料の CT測定を行った。BL28B2での密度分解能や空間分解能の調整を通して CT像が劇
的に改善するとともに、複数の断層像を積算したり平均化することが、介在物の配列を確認する上で非常に有効であ
ることがわかった。アーチファクトなどまだ解決すべき課題はあるが、今回の実験を通して、BL28B2で日本刀内部の
非金属介在物の配列を非破壊で観察するための最適撮影条件を決定することが出来た。今後、作者や時代、地域の変
遷に焦点を当て、日本の代表的な鉄鋼文化財である日本刀の非破壊での体系的な研究に取り組んでいく。（田中眞奈
子（昭和女子大）・水谷予志生（岐阜県工業技術研究所）、星野真人、上杉健太朗、八木直人(JASRI)） 

 
３．イラン鉄器時代移行期のバイメタル剣の放射光X線CTイメージング研究 
 当研究グループによる先行研究により、紀元前 13 世紀頃、新たに導入された鉄製利器は蝋型鋳造と鋳ぐるみを伴
う高度な鋳銅技術の枠組みの中に、取り込まれる形で普及・拡散する姿を捉えた。このうち、細身の剣身と大型の把
頭飾を組み合わせた耳形柄頭剣は、広範な分布と製作技法の点で他のバイメタル剣とは異なる様相を示す。17A・B期
では、鉄製剣身に注意を払いながら、バイメタル剣の CT 画像撮影を行い、コーカサス地域の青銅器に型式学的起源
を持つ剣と、イラン起源と見られる耳形柄頭剣との差異を検討した。柄の製作技術の観点から整理すると、鉄剣の茎
が延長される一群と、延長されない一群に区別できる。先行期の銅剣は短茎で穿孔を持つ。これらが有機物の柄を装
着していたと考えられること、茎の延長は青銅柄を鋳造する必要性に起因するらしいことを考慮すると、茎の長短に
は、時間差を想定することができそうである。また、短茎の鉄剣は広形有樋で、先行期のコーカサス地方に見られる
青銅剣と類似する。2千年紀にさかのぼる鉄製品の報告が相次ぐ地中海やアナトリア方面とは異なる鉄器文化の存在
を、肯定する大きな成果を得られたのではないか。（四角隆二（岡山市立オリエント美術館））、八木直人、上杉健太
朗、星野真人(JASRI)、中井泉、阿部善也（東京理科大学）、野島永（広島大学）、増渕麻里耶（東京文化財研究所）） 

 
４．高エネルギー放射光蛍光Ｘ線分析によるアケメネス朝のガラス生産および流通に関する研究 
アケメネス朝（前550年～前330年）は古代オリエントを統一した大帝国である。発表者らはアケメネス朝のガラ

ス製品に対して可搬型装置を用いた非破壊の蛍光X線分析を実施し、その組成はソーダ石灰ガラスであり、融剤とし
てソーダ鉱物を用いた「ナトロンガラス」と、植物を燃やした灰を用いた「植物灰ガラス」の2種類が混在すること
を解明した。ナトロンガラスについては地中海沿岸起源と推定されたが、植物灰ガラスについては生産地や原料採取
地が不明であった。そこでアケメネス朝の植物灰ガラス製品に対し、BL08Wにおいて116 keVの高エネルギー放射光
X線を励起光とする蛍光X線分析を非破壊で適用し、微量重元素組成を分析した。その結果、イラン北部より特徴的
に見つかっている「コホル瓶」と呼ばれる容器については、シリカ源（ケイ砂または石英礫）由来の希土類元素の組
成的特徴がサーサーン朝（後 3～7 世紀）にメソポタミアで作られたガラス製品と一致した。ただし微量重元素であ
る Ba を含め、植物灰や着色剤に由来する元素については、アケメネス朝のガラスとサーサーン朝のガラスで一致し
なかった。一方で、アケメネス朝より古い鉄器時代のイラン北部で特徴的に見つかっているガラスビーズについては、
希土類元素も含めてアケメネス朝のガラスとは組成的特徴が一致しなかった。以上より、鉄器時代のガラスビーズ類
とアケメネス朝のガラス製品には技術的連続性がないこと、アケメネス朝のガラス製品に使用されたシリカ源につい
てはメソポタミア内で採取されたものであった可能性が化学的に示された。(阿部善也、吉田健太郎（東京理科大学）、
四角隆二（岡山市立オリエント美術館）） 
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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。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いる。対象となる分子の種類は膨大であり、個々の事例に即した

結晶構造解析法の進化と、相補的な周辺技術の開発も大切である。 
本研究会は、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。会員構

成は大学等の研究機関から産業界まで多岐にわたり、また利用BLは、SPring-8内でもJASRI (BL41XU, BL38B1)、理

研 (BL32XU, BL26B1, BL26B2)、阪大蛋白研 (BL44XU)そして台湾BL (BL12B2)と、設置主体の異なる複数のBL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円滑に行い、溶液散乱法 (BL45XU) など結晶回折法以外

の放射光利用法との連携も積極的に推進している。 
 

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発信を行った。 
「活性型ビタミンB12がラジカル酵素反応を制御する仕組みを世界で初めて発見」「微小タンパク質結晶から迅速に

構造決定」「てんかんの原因タンパク質が神経細胞間の橋渡しをする仕組みを解明」「膜タンパク質のダイナミック

な構造変化を解明」「土壌中の酸素濃度を感知して植物に窒素栄養を供給するタンパク質の全体像を解明」「光合成

細菌光捕集タンパク質複合体の正確な三次元原子構造を解明」「胃酸分泌を担う胃プロトンポンプの構造を解明」

「微生物のDNAを感知する自然免疫受容体Toll様受容体9（TLR9）が2種類のDNAによって活性化する機構を解

明」「細菌べん毛モーターが回る鍵、 固定子を“固定”するしくみを解明！」「タンパク質結晶における動力学的回

折現象の観察に成功」「病原菌における抗菌ガス分解酵素の新機能」「細胞接着分子が神経細胞同士を適切につなぐ

仕組み」「DNA２本鎖が切断された場所に修復タンパク質が集まる仕組み」「安定なC–H結合を室温で水酸化できる 
人工酵素の活性メカニズムを解明」「葉緑体から光合成産物を運び出すメカニズムを解明」「不良ミトコンドリアの

目印を除去する仕組みを解明」「NAD⁺還元[NiFe]ヒドロゲナーゼのレドックススイッチ機構の構造基盤の解明」「合

成酵素と分解酵素の協演」「脂質分子LPAを受容する膜受容体の構造を解明」「世界初！細菌べん毛 III型輸送装置が

できるしくみを解明」「転写中のRNAポリメラーゼ IIの構造を解明」 
 
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9 回会合を6 月28 日に朱鷺メッセ（新潟市）で開催した。クライオ電顕と結晶構造解析とを組み合わせた最新

の研究成果について２件の話題提供があり、今後の研究動向について活発な議論が行われた。また、第10回会合を8
月10日に大阪大 (吹田市)にて開催予定である。 

 
３）SPring-8 秋の学校、およびSPring-8 研修会への講師派遣 
潜在的な新規ユーザーへのアプローチ、および新しい解析手法の普及を目的として講師を派遣した。 
 
今後も継続して、学会年会やSPring-8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。 

P-022 

SPring-8シンポジウム2018

SPRUC研究会22



 

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。 

研究手法は、BL04B2 を利用した高エネルギーX 線回折を主体としており、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回折、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、二体相関に潜んだ秩序を解析することを目的とし

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。加えて国際交流にも力を入れ、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。 

 

・ 2017/9/19 日本セラミックス協会第30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 ―不規則性に

潜む構造のマルチプローブ解析―」 

 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30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 2 名の若手講演者を招

き、固体電解質・ナノ粒子といった先端材料の研究成果についてご講演いただいた。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 13 件の講演を実施し、ガラス・非晶質材料や界面構造の解析、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等、幅広い研究分野にまたがっ

た討論を行った。 

 

・ 2018/3/15 日本セラミックス協会 2018 年年会 サテライト研究会「第 1 回量子ビーム実験・理論・データ科学による

セラミックス構造・物性研究会」 

本研究会のメンバーによって日本セラミックス協会 2018 年 年会においてサテライト研究会 “第 1 回量子ビーム実

験・理論・データ科学によるセラミックス構造・物性研究会”を開催した。海外から 3 名の研究者を招聘し基調講演を行

って頂き、そののちに2名の卓越した成果を創出している日本人研究者による講演が行われた。実験手法としては、

放射光 X 線、中性子、電子線回折を、構造モデリングとしては、逆モンテカルロ法と分子動力学法とのハイブリッド化

を用い、結晶から非晶質、液体まで幅広い講演と活発な議論を行うことができた。 

 

・  2018/6/2 原子分解能ホログラフィー研究会との合同研究会開催 

“非周期系物質の構造・物性研究の進化と深化”を主題とし、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。 

 

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 

岡村英一（徳島大）、池本夕佳(JASRI)、森脇太郎（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目標と

する赤外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磁気光学顕微鏡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が行われた。すなわち、クライオスタットやビ

ーム輸送光学系などが改良された結果、従来より液体ヘリウムの消費が少なく、光学調整がより簡便で、かつ従来の中

赤外に加えて遠赤外の実験も可能になった。現状では最低温度4 K、最高磁場14 T、波数範囲200〜10000 cm-1での測定

が可能であり、すでに一般ユーザーにも利用されている。 

 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 

佐藤眞直 

 

本研究会では、2017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17件） 

 その他としてデータ-サイエンスを活用した解析技術の開発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＞ 

 例年通り利用例、実験技術に関する技術情報の公開の促進への要望があり、分野ごとに分けた紹介が効果的など

の提案があった。また、産官学間等のユーザー間の共同研究を促す研究会等のイベント開催を要望する提案も見

られ、フランクな意見交換のできる小規模な座談会のようなイベントが効果的ではないかとする意見があった。 

 新規技術やこれまで使ったことのない技術を使った新しい研究へのトライを促すお試し実験の機会の提供を希望

する提案もあった。 

＜SPring-8-II に関する意見＞ 

 この点について、例年本研究会の動向調査で継続して示される「従来活用してきた利用技術による研究の継続性」

を重視する意見を踏まえて、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 16 件／複数回答可）。このような継続性を重視する意見の中にも、進行する３GeV リング計画を踏

まえ、SRコミュニティ全体として各施設の役割分担を議論し、最先端と汎用のバランスをとって利用技術の継続性を

検討するべきとする意見も見られた。さらにその一環として、「他の放射光施設（Aichi や SAGA など）では実施でき

ない高エネルギー硬Ｘ線利用技術（SPring-8 でしか実施できない分野）の高度化についても取り組んで欲しい。」と

いう意見もあった。 
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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16件） 

 
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17件） 
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放射光を用いた薬物輸送と体内動態に関する研究会 

北九州市立大学 国際環境工学部  

櫻井 和朗 

 

薬物運搬システム（DDS）の溶液中における内部構造や集合状態を、正確に知ることは、材料設計や医薬品としての審査

において極めて重要である。また、DDS の生体内での分布や動態、薬物の放出機構を知ることも重要である。従来から、

さまざまな方法が用いられてきたが、定量的な解析が可能になっているとは言いがたい。高分子医薬やナノキャリヤー

などの極めて複雑な系が DDS として開発が進む現状や、薬物に対する高い安全性がますます求められるようになって

いることから、定量的な解析方法を開発することは、社会的に大きなニーズがある。下に示したのは、医薬の CMC に関

する重要性を示した図であるが、CMCの中で精密分析は大きな部分を占めている。 

 

放射光を用いて上記のことを正確に観測し、その物性や構造から薬物の薬理活性や体内動態を定量化できる可能性が高

いことが、さまざまな分野の放射光のユーザーによって明らかにされつつある。放射光を利用して研究しているグループ

は、さまざまな分野（小角散乱、蛍光分析、X 線イメージング）に属しており、新しい分野であるため研究者の数もすくなく、

横断的な交流が少ない。そこで、SPring-8 を中心として、製薬や薬剤の研究に携わっている企業の研究者や、ナノ科学の

分野の基礎研究者を対象にした研究会を立ち上げた。 

 

今年度は、長崎で開かれた第3４回日本DDS 学会、徳島で開かれた薬剤学懇談会において、我々の活動を紹介し、会員

の募集をした。また、来年度には、海外から講師をまねいた国際会議をしたい。 

Center for Drug Evaluation and Research (CDER）
低分子医薬的な発想での、高分子系＆超分子系医薬の審査

Center for Biologics Evaluation and Research (CBER)
タンパク製剤： 徹底した副作用の検証

New chemical entities (NCEs, or NMEs）

Chemistry, Manufacturing and Control (CMC)
原薬，製剤の化学，製造およびその分析法
成分の分画を含めた精密な分析

３回の異なるロットでの試験
＊同じ物性、構造、薬理効果

同じ物質でなければならない

低分子医薬では“同じもの”は容易
しかし、高分子医薬では？
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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。2018年8月1日現在の

会員数は 157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、147委員会とJASRIの共催で開催した 

「学振147委員会第141回研究会 / 第20回SPring-8先端利用技術ワークショップ（～先端計測から見るフォノン

と熱伝導～）」では、本研究会の会員が多く参加し、また、企画に貢献した。ワークショップには 53 名の参加があり、

このうち６割は産業界からの参加者であった。 

また、147委員会はH30年9月末をもって第７期を終了し、現在、第８期（H30年10月～ ５年間）に向けた申請を

行っている。第８期活動においても、放射光を最大限に活用した産学連携を推進していく予定である。 

  

 

 
本研究会の会員の所属構成（2018年8月1日時点） 
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高輝度硬・軟Ｘ線放射光光源の利用による高分子構造科学研究のこれから  

高分子構造科学研究会 

増永 啓康、岸本 浩通、佐々木 園 

 
高分子構造科学研究会は、SPring-8 供用開始から有機･高分子科学分野における SPring-8 の先端的ユーザー利用

に関する技術的情報交換や将来計画・展望について議論を行ってきました。前身の高分子科学研究会と高分子薄膜・表

面研究会の頃より、① SPring-8 II 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等を継続して行っています。一方で、近年高輝度軟

Ｘ線光源を有する新規放射光施設の建設計画が本格化し、高輝度硬 ・軟Ｘ線と中性子線等の量子ビームを併用する

手法が益々発展すると思われます。主に軽元素で構成される有機･高分子材料の構造物性研究には量子ビームの合

わせ技は有用なため、この分野での放射光利用技術開発や学問の発展に新たな展開が期待されます。 
以上の背景を踏まえて、SPring-8 シンポジウム 2018 では、最近の研究成果をポスター発表で紹介するとともにサテ

ライト研究会を開催し、「高輝度硬 ・軟Ｘ線光源の利用による高分子構造科学研究のこれから」について情報交換と議論

を行います。本サテライト研究会は小角散乱研究会との合同開催です。奮ってご参加下さいますようお願いいたします。 

 
① 高分子構造科学研究会ポスター発表 「最近の研究紹介」 
 秋葉 勇 （北九州市立大学） 

「SAXS、ASAXSによる高分子ミセルのキャラクタリゼーション」  

  小角X 線散乱および異常小角X 線散乱法により、薬物送達システム(DDS)のキャリアーとして検討されている高分子ミ

セルの形状、サイズ、内部の組成分布および会合数の詳細な分析を可能にした。特に、異常小角 X 線散乱法では、高分子

ミセルに内包された物質の空間分布を可視化することに成功している。この成果は、DDS 粒子のキャラクタリゼーションの

新しい手法を提供する。 

 小川 紘樹 （京都大学 化学研究所） 
「GISAXS-CT法による金微粒子及び高分子ブロック薄膜パターンの可視化」 

本研究では、斜入射小角X線散乱法とコンピュータトモグラフィ法を組み合わせたGISAXS-CT法を構築し、高分子材料

と無機材料の表面・界面の可視化を目的とした。測定試料として、シリコン基板上において金をパターンに蒸着した上に、

高分子ブロック薄膜を2つの円上に塗布した。金及び高分子薄膜のX線波長0.1nmにおける全反射臨界角は、それぞれ

0.1°と0.4°と大きく異なる。そのため、2つの入射角においてGISAXS測定を行い、得られた散乱像からCT像を再構成す

ると、金及び高分子ブロック薄膜のパターンが別々に再構成することに成功した。 

 佐々木 園 （京都工芸繊維大学） 
「放射光X線回折データとマキシマムエントロピー法による線状高分子パラクリスタル構造の電子密度マッピング」 

本研究では、X 線粉末回折データとマキシマムエントロピー法 (MEM) を用いて線状高分子が形成するパラクリスタル

構造の電子密度分布を可視化する手法を検討した。結晶構造が既知な線状高分子を試料に用いて BL44B2（RIKEN）で測

定した粉末回折データを用いてMEM解析を実施した。詳細は当日発表する。 
 

② サテライト研究会 （小角散乱研究会との合同開催）  

＊ランチミーティングです。お弁当は各自でご持参ください。＊ 

日時：2018年8月25日（土）10:30-12:30 、場所：姫路市市民会館（予定） 

講演1  竹中 幹人（京都大学 化学研究所） 

「軟X線と高エネルギX線散乱測定による高分子材料の構造解析について」 

講演2   岸本 浩通（住友ゴム工業株式会社） 

         「軟X線とX線の相補活用によるゴム材料開発」 
パネルディスカッション (司会： 増永 啓康 (JASRI）) 
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コヒーレント X 線物質科学研究会 

量子科学技術研究開発機構 1、JASRI 2 

大和田謙二 1、水牧仁一朗 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、2018年度（第４期）に継続申請して認可されました。 

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。 

 

2017年度は関連する研究会を開催し、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。

SPring-8においても硬Ｘ線領域の渦ビーム利用に関連した実験が開始されており、シンポジウムにてその一端

を紹介できればと思います。 

 

 

2017年度に開催した研究会 

研究会名：自然科学研究機構分野融合型共同研究事業「光渦が拓く新しい自然科学」SPring-8ユーザー協同体

（SPRUC）コヒーレントＸ線物質科学研究会 HiSOR 合同研究会「光渦と原子分子・物質系の相互作用」 

日  時：2017年12月1日（金）13:25 - 12月2日（土）13:00 

場  所：広島大学放射光科学研究センター２階セミナー室 
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レーザー電子光ビームを用いた素粒子・原子核科学研究会  

大阪大学核物理研究センター 

與曽井 優 

 

レーザー電子光ビームは、FeenbergとPrimakoff による

理論的考察[1]を元に、Milburn[2] や Arutyunian と

Tumanian [3] が 1963 年に提案した方法であり、加速され

た電子ビームにレーザー光を入射し、反対方向に逆コンプト

ン散乱させて生成される高エネルギーの光ビームです。

SPring-8の8 GeV電子に例えば266 nmの深紫外レーザー

を衝突させた場合には、図1で示すように最大約3 GeVまで

のエネルギーの光ビームが得られます。レーザー電子光ビー

ムには以下のような特徴があります。 
・小さなビーム拡がり。（γ を電子ビームのLorentzファク

ターとして、~1/γ rad。） 
・コンプトン端を最大値とした比較的平坦なエネルギー分布。（制動放射光ビームに比べて、低エネルギー光子に

よるバックグラウンド反応が大きく抑えられる。） 
・高偏光ビーム。（レーザーの偏光がレーザー電子光ビームに移行するため、比較的広いエネルギー範囲で高い偏

極度が得られ、また、偏光方向の制御が容易である。） 
・逆コンプトン散乱後の反跳電子を検出することによる、生成された個々の光子のエネルギー標識化。 
SPring-8 の他のほとんどのビームラインで用いられる X 線とは非常に異なる特殊なビームであり、その波長が

典型的なハドロン（陽子やπ中間子の仲間）の大きさ（～1 fm）より短くなるため、そのサブ構造であるクォーク

の世界までの探求に利用可能となります。第2レーザー電子光ビームラインの本格的な利用開始[4]を契機に、本研

究会は、 
1. レーザー電子光ビームを用いた光－核子反応、光－原子核反応によるハドロン核物理研究において得られた

先端実験技術や研究成果の積極的な公表 
2. GeVガンマ線から対生成された電子または陽電子ビームを用いた検出器の試験・較正など、レーザー電子光

ビームの多様な利用の推進 
を主要な活動とし、利用者間の情報共有、利用者の拡大、及び今後の利用の進展を図ることを目的として新たに発

足しました。GeV領域のレーザー電子光ビームは現在SPring-8のみで可能であり、世界の放射光施設の中でユニ

ークな素粒子・原子核科学研究の場として、ビーム増強や測定器の更新により新たな研究を展開していくことを目

指します。 
 

参考文献 
1)  E. Feenberg and H. Primakoff, Phys. Rev. 73, (1948) 449. 
2)  R.H. Milburn, Phys. Rev. Lett. 10, (1963) 75. 
3)  F.R. Arutyunian and V.A. Tumanian, Phys. Lett. 4, (1963) 176. 
4)  村松憲仁, 新山雅之, 與曽井優,  原子核研究 Vol. 59, No. 2, (2015)75. 
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回折・散乱 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 回折・散乱 Iグループ 

回折・散乱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。本グループは３つの

チームで構成され、極限構造物性チーム（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、結晶構造解析チーム（BL02B1, BL02B2, BL40XU）は超微小結晶構造解析、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、動的機能構造チーム（BL40B2, BL40XU）ではバイオソフトマテリアルを

対象とした階層構造の動的解析を任務としている。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）：高エネルギーX線対応のハイブリッド型半導体検出器、大型湾曲IPカメ

ラ及び多軸回折計により、超微小単結晶構造解析、精密構造解析、時分割測定による構造ダイナミクス研究などを

行う実験ステーションである。パートナーユーザー課題などと連携し、シャッターレスによる高速計測システム、

時分割計測、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）：多様な外場下で微量粉末試料の高分解能回折データを迅速に測定し、結晶構

造を電子密度レベルで解析できる実験ステーションである。一次元半導体検出器および低温・高温窒素吹付装置と

連携した新型自動試料交換ロボットの導入、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システムを整備し、ユーザーフレンドリーかつ高効率な粉末構造評価環境を整備した。

BL04B1（高温高圧ビームライン）：大型高圧プレスと白色X線または高エネルギー単色X線を使った回折測定やラ

ジオグラフィー観察により、高温高圧下の結晶構造変化や物性変化を研究する実験ステーションである。エネルギ

ー分散型XRD測定による時分割測定を可能にするため、高計数率Ge-SSD及びアナライザーを整備した。 
BL10XU（高圧構造物性ビームライン）：高エネルギー単色X線回折により、高圧及び低温・高温の極限環境下にお

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 線集光ビーム利用拡張し，高空間分解

能および広域逆格子空間計測を可能にするため、30keV 用サブミクロン集光光学系および 14–62 keV 用ミクロン

集光X線屈折レンズシステムを整備した。 
BL40XU（高フラックスビームライン）：高フラックス・準単色性を活かし、バイオソフトマテリアルを対象とした

散乱・回折実験の動的計測を行う実験ステーションである。ピンホールスリットを用いたマイクロビーム・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高時間分解の回折実験などへ応用した。また、高フラ

ックスX線をゾーンプレート集光したマイクロビームや、X線チョッパーによるシングルバンチX線を利用し、主

に化学試料を対象にしたマイクロ～ナノサイズの微小単結晶構造解析やデバイス中のドメイン構造のマッピング測

定の他に、高速現象のイメージング、フェムト秒レーザーを利用した分光実験も行われる。今年度はフォトンカウ

ンティング検出器による高速回折強度測定システムの整備を進めている。

BL40B2（構造生物学IIビームライン）：本ビームラインは、ソフトマテリアルを対象とした主にX線小角散乱法が

利用できる実験ステーションである。我々は、医薬品や高分子の機能性材料の開発における階層構造の解析を高精

度なまま時間発展計測ができる環境を整えるため、大面積フォトンカウンティングＸ線検出器を整備した。
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回折・散乱Ⅱグループの活動  

回折・散乱Ⅱグループ 

メンバー一同 

 

利用研究促進部門 回折・散乱Ⅱグループは，2018年4月より，旧構造物性Ⅱグループと旧構造物性Ⅰグループの

ナノ構造物性チームが一つになる形で発足しました．本グループは，SPring-8 の特徴である高輝度Ｘ線や高エネル

ギーＸ線を用いて，強い回折が得られない表面やナノ構造等の低次元構造や非晶質などの非周期構造の研究を推進す

る低次元・非周期構造チームと非弾性散乱により物質中の原子や電子のダイナミクスに関する研究を推進する量子状

態解析チームで構成されています． 
低次元・非周期構造チームは，BL04B2, BL13XU, BL28B2 の3本のビームラインを主に放射光利用実験の支援，

実験装置の高度化，新しい実験手法の研究開発などを行っています． 
BL04B2は，38-113 keVの高エネルギーX線を用いた全散乱測定，小角散乱測定，ダイヤモンドアンビルセル（DAC

を利用した高圧下の粉末X線回折測定が可能なビームラインです．二軸回折計ではキャピラリーX線回折測定，ガス

浮遊や音波浮遊による無容器X線回折測定が実施されています． 
BL13XUは固体表面や埋もれた界面，低次元物質・ナノ物質の構造をＸ線回折・散乱を使って原子レベルで解析で

きるビームラインです．実験ハッチ１では，主に高精度Ｘ線回折装置を用いた薄膜，固体液体界面，ナノ物質の解析

実験，実験ハッチ３では，大型表面Ｘ線回折装置による固体表面のその場観察実験，新設の実験ハッチ４では，数百

nmサイズビームを生成できるマイクロビームＸ線回折装置によるデバイス材等の局所構造解析実験が行われていま

す． 
BL28B2 は汎用ビームラインであり，白色放射光を用いた実験が行われています．白色 X 線が利用できる環境を

活用し，白色X線に対する光学素子設計の自由度を最大限に利用することで, 適切なエネルギーバンド幅, ビームサ

イズ, エネルギーを組み合わせたX 線(白色，準単色，単色)を提供し，X 線回折実験において他のBL では実験が困

難であるユーザ課題の解決に取り組んでいます． 
量子状態解析チームでは，BL08W，BL09XU，BL35XUの3本のビームラインを主に放射光を用いた非弾性散乱

実験における研究支援や新たな利用分野の開拓を目指して機器の高度化や研究開発を進めています． 
BL08Wは，SPring-8唯一のウィグラーを光源として，直線偏光または楕円偏光の100 ～ 300 keVという高エネ

ルギーＸ線を使用することができるビームラインです．主な利用研究は高エネルギー非弾性散乱（コンプトン散乱）

測定による物性研究です．他にも高エネルギーX線を利用した蛍光X線分析，X線回折測定，イメージングなどが実

験可能です． 
BL09XUは，高輝度・高エネルギー分解能Ｘ線を利用して，放射光メスバウアー分光，核共鳴非弾性散乱や硬Ｘ線

光電子分光(HAXPES)を行なうビームラインです．標準アンジュレータからのＸ線はビームラインモノクロメータを

経た後，実験ハッチ 1 で各種実験に対応した高分解能モノクロメータにより，meV 程度のエネルギー幅に単色化さ

れます．実験ハッチ2に設置される検出系では，通常の電子による散乱と区別するための時間分解核共鳴散乱計測が

行われています． 
BL35XUは，硬X線領域で高分解能非弾性散乱を行うビームラインです．14 ～ 26 keVを基本波として供給でき

る短周期アンジュレータを光源として，meV 分解能の分光を用いた物質のダイナミクスを調べるための分光器が設

置されています．高分解能モノクロメータとして背面反射光学系を使用するため，実験に使用するX線波長は選択す

るエネルギー分解能で決まります．通常80×80 ミクロンのビームサイズですが，KB ミラーを使用して 20×15 ミ

クロンのビームサイズでの実験も可能です． 
ポスターでは，メンバーが実施している最近の研究開発の状況ついて説明します． 
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イメージンググループの現状 

(公財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 イメージンググループ 

上杉健太朗、 

 

当グループは「X線顕微鏡チーム」と「放射光位相画像計測チーム」から構成されている。 

X線顕微鏡チームでは、主にBL20XU, BL20B2, BL28B2, BL47XUにおいてＸ線イメージング技術（Ｘ線集光結像光学系、

画像検出器、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100nm-200nmが達成され

ている。この場合の計測時間は約20-40分である。エネルギーは8keV付近あるいは20keVと30keVに対応している。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。最近では高速撮影技術を利用した4D-CT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、材料試験器と電気炉を組み合わせる事で、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。 

複合計測システムの開発も進めており、走査と結像の複合あるいは、投影と結像の複合型CTのほか、標準的なCTデー

タに加え回折データも試料やセットアップの変更なく取得できるような開発が進められている。回折データに関して

は、試料のサイズや種類に応じて複数の手法(3D-XRD, Diffraction CT, CT-XRDなど)から選択可能である。3D-XRDの

解析ソフトに関しては、デンマーク工科大学 S. Schmidt教授らの全面的な協力を受けている。 

画像計測技術は年々進歩しており、特に画像検出器の高性能化が進んだことで、データ取得速度が著しく向上した。

この結果１ＢＬあたりの取得データ量は１期で50TBを越え、画像処理やバックアップのためのデータ転送時間が問題

となる。これを解消するために、2017年度にはBL20XUとBL20B2のBL-USER-LANをすべて10Gbps化した。ユーザーが持ち

帰ったデータに不備があった場合や処理方法が分からない場合には、都度データの受け渡しが必要となる事が多いが、

１計測あたりのデータ量が10-20GB程度になると、その受け渡しにも時間がかかる。そこで大容量のファイルサーバ

ーを準備し、データバックアップの半自動化とSPring-8内外へのデータ転送をネットワークを介して行える設備を試

験的に整えた。 

放射光位相画像計測チームは、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4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。 

 

図  画像検出器の評価例。可視光変換型検

出器で用いている粉末蛍光面（P43）と単結晶

蛍光面（GAGG）による変換係数の違い。 
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分光解析 Iグループの活動状況  

（公財）高輝度光科学研究センター・利用研究促進部門・分光解析 Iグループ 

為則雄祐、 池本夕佳、 新田清文、 関澤央輝、 加藤和男、 伊奈稔哲、 鶴田一樹、 森脇太郎 

 

 

分光解析Iグループは、吸収や発光などの分光実験を中心とした利用者支援を行うとともに、ビームラインを汎用

性・利便性の高い先端計測装置として提供するための改良・高性能化や、分光計測を基盤とした新たな先端計測法

の開発を進めている。中心となる計測手法ならびに担当ビームラインは、赤外分光(BL43IR)、軟 X 線(BL27SU)およ

び硬X線(BL01B1, BL28B2, BL37XU)領域の吸収分光、軟X線(BL27SU)および硬X線(BL05XU, BL37XU)領域の蛍光X

線分光や発光分光である。これらのビームラインは、主として、触媒・電池・高分子などの化学的試料や、地球環境

物質、生物試料などを対象に、元素組成や化学組成・微量元素の化学状態・化学反応解析などの測定を得意としてい

る。多様な試料系を扱うことから、様々な環境下でのその場計測法の開発を進めているほか、このような測定対象

が持つ空間的な不均一性、時間的な状態変化を理解することを目的として、顕微分光計測、複合放射光計測、時間分

解計測などの開発も進めている。また、空間分解能や測定精度のさらなる向上を目指して、コヒーレンスを利用し

た新しい計測法の開発などにも力を入れて取り組んでいる。 

 

グループは、「コヒーレントX線分光チーム」と「複合分光チーム」から構成されている。それぞれ、赤外から硬X

線に至る広範なエネルギー域の利用や、多様な分光計測の利用に対応するための専門スタッフが在籍している。各

チームの活動状況は以下の通りである。 

 

コヒーレントＸ線分光チーム：為則 雄祐 (TL)、 新田 清文、 関澤 央輝 

コヒーレントX線分光チームは、BL05XU(供用利用分), BL27SU, BL37XUを担当し、X線吸収分光・蛍光X線分

析ならびに、それらのイメージング測定に関する利用支援を行っている。特に、近年ではCTによる三次元計測

のほか、コヒーレントX線回折・タイコグラフィーといった、SPring-8の高コヒーレンス性を取り入れた新し

い分光計測技術の開発と導入を進めている。 

 

複合分光チーム：池本 夕佳 (TL)、加藤 和男、 伊奈 稔哲、 鶴田 一樹、 森脇 太郎 

複合分光チームはBL01B1, BL27SU, BL28B2, BL43IRを担当し、X線吸収分光や赤外分光を中心とした、分光測

定に関する利用研究の支援を行っている。これらのビームラインを複合的に横断利用することで、赤外線から

硬 X 線までの幅広い波長域の光を供給できることが特徴である。他にも、低温・強磁場・高圧といった複合試

料環境下での計測、放射光分光に赤外分光・質量分析などを組み合わせた複合分光計測など、様々な形態を対

象とした放射光の複合利用法の開発と普及に取り組んでいる。 

 

 発表では、上述したビームラインの現状と高性能化の取り組みを中心として、グループの活動状況について報告

する。 
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分光解析Ⅱグループの紹介と担当BLの状況 

JASRI・利用研究促進部門・分光解析Ⅱグループ 

中村哲也、鈴木基寛、室隆桂之、水牧仁一朗、河村直己、大沢仁志、高木康多、大河内拓雄、小谷佳範、保井晃、 

岡﨑宏之、石上啓介、豊木研太郎、David Billington、雀部矩正 

 

【分光解析Ⅱグループの紹介】 http://rud.spring8.or.jp/group/spectro2_g.html 
分光解析 IIグループは、JASRI・利用研究促進部門内のグループ再編によりH30年度からスタートした。H30年6

月現在で10 名の研究員と5 名の博士研究員で構成されている。なお、このうち博士研究員4 名については、文部科

学省・元素戦略プロジェクト、および、JST・産学共創基礎基盤研究プログラムを推進している。当グループで利用支

援・維持管理を担当する共用ビームラインは、BL25SU、BL39XU のすべて、および、BL09XU、BL47XU の一部で

ある。また、BL17SU（理研ビームライン）に設置された光電子顕微鏡（SPELEEM）も含む。これらのビームライン

における主な実験手法は、光電子分光（軟X 線、硬X 線）、磁気円二色性分光（軟X線、硬X線）、X線発光分光、

光電子顕微鏡などである。また、試料への外場（磁場、熱、電圧）や試料雰囲気（真空、大気圧、溶液中）など、多

様な測定対象に対応するための技術開発や、ダイナミクスを解明するための時分割測定技術の開発にも幅広く取り組

んでいる。特に、多くの計測技術で共通し、「顕微分光」の開発とその利用研究を推進している。顕微分光で達成され

る空間分解能は、波長、計測手法、測定条件等によって異なるが、現状でおよそ、φ20 nm～φ100 μmの範囲とな

っている。これを用い、一例として材料内の物質の分布や、その結果もたらされる局所物性の不均一分布が、どのよ

うに巨視的な材料機能に発展するのか？という材料科学の本質に迫るマルチスケール解析へ取り組んでいる。また、

希土類元素の価数揺動現象の解明など、基礎的な物性研究に関する解析支援にも力を入れている。 
 

【最近の計測技術開発と機器整備から】 
BL25SU における軟 X 線光電子分光装置については、JST・光量子プロジェクトの支援により、最新の機能を備

えたシエンタオミクロン製アナライザー（DA30）が導入され、老朽化した旧装置の運用終了をもって実質的な機器

更新となった。また、光電子回折・ホログラフィーを目的とした高分解能阻止電場型分析器（RFA）を備えた実験ス

テーションを新たに構築した。一方、BL39XU ではX 線発光分光実験におけるアナライザー結晶のマルチアレイ化

を進めており、現状では強相関電子系物質で興味が持たれるCe, Eu, Uを対象としたエネルギー領域に対する検出感

度が5倍に向上した。これにより、温度・磁場・圧力による価数転移やスピン転移、触媒の研究等で成果が出始めて

ている。さらに、磁性材料の磁区を三次元的に可視化する手法として、硬X線MCDによる磁気トモグラフィー法を

開発している。直径7 ミクロンのGdFeCo ディスク試料について、内部の磁区構造を360 nmの空間分解能で再構

成することに成功した。今後は、焼結磁石等の実用材料への適用を目指し利用拡大を進めていく。 
 

【課題、今後の計画、将来展望】 
 過去数年間を振り返り、長期利用休止を伴うレベルの機器トラブルは発生していないが、性能低下や老朽化により

修理や更新を要する機器が生じていることも事実である。特に、BL09XU で運用中の硬X 線光電子分光装置では、

老朽化によりアナライザーの故障頻度が増しているが根本的な修理は難しく、対症療法による継続利用となっている。

今後、アクティビティや動向を注視しつつ、何らかの具体的な対応を図る必要がある。光電子分光分野において、世

界的には、Momentum Microscope と呼ばれる光電子アナライザーシステムが俄に注目されており、新たな特徴を盛

り込む前提でのキャッチアップを検討している。一方、故障が頻発していた BL25SU の光電子顕微鏡について、利

用者への周知開始から１年半を経て2018A期で運用を終了した。 
 
当日のポスター発表では、利用動向などを含む利用と成果の詳細を示し、将来計画についてシンポジウム参加者と活

発な議論を行いたい。 
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技術グループの活動 

JASRI利用研究促進部門 技術グループ 

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，大北正勝，甲斐智也 

 

技術グループは、技術支援チーム 1 チームから構成される。技術グループの概要と、この 1 年間の活動状況につ

いて報告する。 

 グループの概要 

技術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。 

 タンパク質結晶構造解析回折実験用小型ゴニオメーターヘッドの開発（BL38B2） 

蛋白結晶試料をビームに対して位置・角度調整を行うゴニオメーターヘッドには、試料からの回折線を妨げ

ないようするため、小型化が求められる。本件では、ロータリーピエゾステージ（SmartAct 製）を組み合わせ

た省スペースなゴニオメーターヘッドの設計・開発を行った。 

 

 測量器自動位置調整用XYZステージの設計・製作（BL27SU） 

実験機器を所定位置に設置する際に用いる測量器を、光軸ラインに設置する際に併進位置の調整を行うモ

ーター駆動自動 XYZ ステージの設計・製作を行った。これにより、測量機設置作業の大幅な迅速化・省力化

が実現された。 

 

 X線イメージ検出器可視光変換ユニットの設計・製作（BL20XU, BL20B2, BL47XU））（写真１） 

イメージング実験では、蛍光板とレンズ系により透過 X 線像を可視光像に拡大変換し、CMOS カメラで計測

する可視光変換型 X 線イメージ検出器が用いられている。近年利用頻度の高い複合イメージング計測にお

いて、X 線イメージ検出器の占めるスペースを抑えることにより、より自由度の高い計測系を構築することが

求められている。本件では、レンズ系の焦点調整用に小型パルスモーターを導入し、コンパクトな可視光変

換ユニットの設計・製作を行った。 

 

 小角X線溶液散乱キャピラリセル用溶液試料容器オートチェンジャーの開発（BL40XU, BL40B2） 

小角X線溶液散乱実験では、バックグラウンド散乱の低減のため、真空チェンバー内に設置した密閉キャピ

ラリセルに試料を装填し、計測を行っている。従来は、試料交換をおこなう際に、真空チェンバーの真空破断

を行い、キャピラリセルの交換作業を行う必要があり、作業に長時間要していた。そこで両 BL では、真空チ

ャンバー内のキャピラリセルに、シリンジポンプを用い溶液を導入し、真空破断することなく試料交換を行う

システムの整備を進めている。本件では、利用者が用意した溶液試料容器を自動ステージを用いて切り替

え、順次、溶液試料をシリンジポンプでキャピラリセルに送出するオートチャンジャ―の設計・製作を行った。 
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産業利用ビームライン 2019A以降の利用制度と機器整備状況 

JASRI 産業利用推進室 産業利用支援グループ 

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 I（BL19B2）、産業利用 II（BL14B2）、及び産業利用 III

（BL46XU）では、ビームタイムの有効活用と適時の利用の実現に向けて、高能率で再現性の高い測定のための自動化を

中心とした機器整備と測定代行に代表される利用制度の整備を行っている。以下に 2018 年度より開始した重点課題及び

2019A より実施予定の新たな時期指定成果専有課題と、2017 年度の機器整備に基づいて 2018 年度より本格的な供用を

行っている装置の整備状況について報告する。 

  

【産業利用ビームラインの利用制度】 

産業分野での国内放射光施設の横断的利用促進を目的

とした放射光施設横断産業利用課題を2018A期より実施し

ている。この課題は、SPring-8での実験とSPring-8以外で

の放射光施設での実験から得られる知見の両方を活用す

ることにより、より高い成果を創出することを目的としてい

るため、同じテーマで他施設での実験経験を有する場合に

のみ申請を受け付けている。 

2019A期より、１時間単位で 2時間を上限とする成果専

有課題の産業利用準備課題の実施を予定している。産業

利用準備課題は、測定代行と同様に課題申請は随時受付

で、利用者の来所を必須としていないが、3本の産業利用

ビームラインで実施できるのであれば利用する機器や技

術を制限していない。本格的な課題申請に先立って、測定

の可否や測定条件の検討などに是非ご活用いただきた

い。なお、利用料の時間単価は測定代行と同じで 1時間9

万円、2時間18万円である。 

【産業利用ビームラインの機器整備状況】 

2017年度の前半までBL14B2で実施していた多目的ハイ

スループット回折装置（愛称 Polaris）の立上げ調整作業が完

了したため、図1に示すように同装置をBL19B2の第一ハッ

チに移設して粉末X線回折装置として運用を行っている。図2

は従来装置（IPを用いた大型デバイシェラーカメラ）と本装置

を用いて測定した標準試料CeO2の測定データの比較であ

る。青で示す本装置の測定データの方が従来装置よりも分解

能が高いことを図2から読み取ることができる。本装置はオ

ンライン一次元検出器で回折パターンを測定するため、試料

交換、試料位置調整、測定までの一連の実験手順を全自動で

行うことができる。なお、本装置の移設にともなって、これまで

BL19B2で実施していたイメージングはBL14B2で実施してい

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, 増永拓也, 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：2018A期より100 Hz以上で読出し可能なピクセル検出器EIGER X 16Mを導入し、高強度微小ビーム

と組み合わせた更なる測定の高速化を進めており超分子複合体結晶や LCP 法で析出した膜タンパク質結晶などの

高難度試料の構造決定に利用されている。(2) 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、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行った。2018A期にX線を用いた調整を完了し、ユーザー利用を開始した。(3)
 高輝度微小ビームを用いた室温データ測定を行うためにHAG法を利用するための環境を構築した。(4) SPACEに

よるサンプル交換のシーケンスを改良し、交換時間のさらなる短縮を進めた。 
・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対応するため、X線分光結晶に非対称反射を利

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2018A期より設置した大面積ピクセル検出器PILATUS3 6M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も利用された。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測定システム：結晶化プレート内のタンパク質

結晶を用いてX線回折測定できる専用ステージ、結晶化プレートマウント用多軸ロボット、結晶化プレート保管供

給装置の試験運用をBL26B1にて開始した。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) ゴニオメータの開発：独自のデザインに基づく多軸ゴニオメータの開発を進めている。(5) 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を整備し、測定系の評価も行った(1)。今後の

公開については検討と準備を進めている。 
 
【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

は定着し、年4 回の希望調査に沿ってきめ細かい配分を行っている。来春に共用PX-BL化予定のBL45XU の運用

開始に併せ、同様の運用ルールを成果専有利用にも拡張することを検討中である。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）はLCPにも対応し、課題採択者等の利用を進めている。 
 
引用文献 
(1) Suzuki, R. et al., Proc Natl Acad Sci USA. 115, 3634-3639 (2018). 
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SACLA の現状 

 
理研放射光科学研究センター XFEL 研究開発部門 

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 6年が経過した。90％

を超える高い利用率を維持しながら、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、非弾性散乱実験といった、様々な領域に及んでいる。 また､利用運転と並行して､ 加

速器、ビームライン、検出器を含む実験技術の継続的な開発･高度化を進めている｡ 

BL2/BL3 で提供される硬 X線 FELは、光子エネルギー範囲 4〜15 keV、パルスエネルギーは 0.5 mJ

以上（ピーク性能として 10 keV において、約 0.9mJ）である。レーザーの最大繰り返しレートは 60Hz であ

り、標準的には水平偏光で用いられるが、円偏光での利用も可能である。スペクトル幅は XFEL を直接

利用する場合で0.4%程度であるが、2結晶分光器を用いてスペクトル幅を0.01%程度に絞ることもできる。 

BL2 では、開発が完了した技術を様々なサンプルに対し効率的に適用し、実験データが得られる実験

プラットフォームの構築が進められている。一方で、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。 

BL1 で提供される軟 X 線 FEL は、光子エネルギー範囲 20〜100 eV、パルスエネルギーは数 10〜

100µJである。レーザーの最大繰り返しレートは60Hzであり、現状は水平偏光でのみ利用が可能である。

スペクトル幅は XFEL を直接利用する場合で 2%程度であるが、回折格子を用いてスペクトル幅を狭めて

利用する事も可能である。 

2017 年秋から、60Hz の定格繰り返しによる BL2/BL3 のパルス振り分け運転が利用実験の標準運転

モードとして導入され、現在では BL1、BL2、BL3の３本の BLで、独立の実験が平行して実施可能になっ

ている。 

この他、セルフシード型 XFELの実用化、BL1のレーザー短パルス化によるピークパワーの増大、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 

 

 
図１：Schematic drawing of the SACLA facility 
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SPring-8 利用実験向けデータ収集・計測システムの支援の現状  

(公財) 高輝度光科学研究センター 

情報処理推進室 

 

情報処理推進室では、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ユーザーが活用し、高性能・高信頼で実験を遂行するための支援を行っている。本発表では、情報処理推進室内

で推進しているいくつかのプロジェクトの現状について報告する。 

■ 実験データ計測用ソフトウェア DARUMA 
DARUMA (Data collection And control system for X-Ray stations Using MADOCA) は、実験計測向けのソフトウェ

アパッケージ群を提供しており、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を基盤と

している。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り、実験セットアップ時の装置の組み替えに柔軟に対応できる。DARUMAはビームラインで使わ

れている多くの機器に対応する汎用の機器制御プログラムを提供しており、画像処理プログラムとも容易に連携するこ

ともできる。現在、常設でないものも含めれば BL01B1、BL02B1、BL03XU、BL04B2、BL08W、BL10XU、

BL13XU、BL14B2、BL19B2、BL36XU、BL37XU、BL46XUにおいて実験計測に活用されている。 
■ 実験データレポジトリシステム BENTEN 

BENTEN (Beamline ExperimeNTal stationsoriENted data transfer system) とはインターネットからの実験データ

アクセスを提供するシステムである。オープンデータ/オープンサイエンスの基盤としても利用可能である。旧来の実

験データリポジトリと異なり、REST API と呼ばれるWeb技術に立脚した統一したインターフェースが提供されてい

るのが特徴となる。これにより、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、全文検索による柔軟なデータアクセスが可能となる。またユーザーID によるアクセス制限を含めた、

Webからのセキュアなデータアクセスも実現している。現在、BL14B2 の標準試料データベースや遠隔実験用システ

ムで用いられている旧リポジトリシステムの置き換えと共に、BL28XU や BL32B2でも導入が検討されている。 
■ CdTe二次元検出器利用 

市販のCdTe二次元検出器が下限エネルギー閾値のみの設定のため、BL04B2のような高次光が含まれるビーム条件では利

用できないのに対し、自主開発したCdTe検出器は上下エネルギーを制限する計数回路を３系統搭載しており、高次光を

除去するだけではなく弁別して同時計測することも可能で、61.4keVと122.8keVの散乱像の同時測定などの次世代実験

への提供を開始している。また、白色ラウエ回折によるエネルギー分散型X線回折実験では、ひずみ、結晶方位などの

材料強度評価に必須とされる情報を結晶粒サイズレベルで測定することが可能である。現在、ユーザー利用の更なる普

及を図るため、制御・電源系の周辺機器の簡素化を検討している。 
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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 

 

【SPring-8】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【SACLA】 
 
 
 
 
 
※4施設(SPring-8、SACLA、J-PARC/MLF、「京」)連携利用対象課題 

 
 
SPring-8シンポジウムでは、2019A期以降の利用制度についてご紹介します。 
 
 
 
■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、SPring-8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して

いる。 

SPring-8夏の学校（図1）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。 

 

(2)大学生・社会人向け：SPring-8秋の学校 

 SPring-8 ユーザー協同体（SPRUC）と共同でSPring-8 秋の

学校を開催している。こちらは夏の学校と異なり、座学とオフラインでの講習を行うことで、広い窓口とした放射光

利用の足掛かりの機会を提供している。 

 

（3）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。特にワークショップについては

SPRUC研究会と共同で、関係する学会大会内で開催し（図2）、
効率的なユーザー獲得に努めている。 

 

（4）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、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 の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 の利用者・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。 
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図2．SPRUC研究会と共催で行った 
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多様な構造を有する高分子材料の構造評価 

FSBL産学連合体 代表 中瀬古広三郎 

運営委員会委員長 田中敬二、副委員長 竹中幹人、岩田忠久 

BL03XUはソフトマター専用ビームラインであり、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18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)」
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。ビームラインにおける近年の整備・高度化の状況を以下

に示す。 
BL03XU ではφ数μmの局所領域におけるナノメートルスケールの構造を評価するμBeam X線小角X線散乱

測定（μSAXS）システムが整備されている。昨年度までは、フレネルゾーンプレートを用いてX 線を集光する、

または微小ピンホールを利用して微小な光を切り出す方法にてμSAXS 測定を実施していた。いずれの手法におい

ても、試料近傍に寄生散乱を除去するための微小ピンホールを設置する必要があり、試料環境を制御する装置の設

置は比較的小さなものに限られていた。また、X線強度は標準的なSAXS/WAXS測定の1/100程度であり、散乱測

定に多くの時間を要していた。本年度は、試料周りのワーキング距離の確保、X線強度の増大を目的とし、屈折レ

ンズを用いた集光ビーム小角散乱光学系の構築を行った。その結果、標準的なSAXS/WAXSと同じ光軸を保ったま

までμSAXS測定における性能向上を達成した。 
試料の920 mm上流にエポキシ製の屈折レンズ（カールスルーエ技術研究所）、スリットを配置し、試料直上に寄

生散乱除去のためのガードピンホールを配置した。スリット開口は100 x 100 μm、屈折レンズのアパーチャーサイ

ズはφ150 μm、ガードピンホールサイズはφ0.8 mmである。X線の減衰を防ぐため、屈折レンズとガードピンホ

ールの間には真空パイプを設置した。試料から1.5 m下流にPilatus検出器を設置し空気散乱及び標準試料であるコ

ラーゲンの散乱測定を行った。X線のエネルギーは10 keV（0.124 nm）である。図1にワイヤースキャン法により

評価した試料位置におけるX線プロファイルを示す。Horizontal及びVertical方向のX線サイズはそれぞれ、半値幅

で3.1 μm、2.2 μmであり、イオンチャンバーで評価したX線強度は9.3 x 1010 ph/secであった。また、寄生散乱

除去のためのガードピンホールを試料の数十mm上流に設置することが可能となり、試料周りのワーキング距離を

確保することができた。Pilatus 検出器により測定した空気及びコラーゲン散乱像においては、ビームストップ周り

に寄生散乱は強く観測されず、コラーゲンの64 nm の周期構造を示す1 次ピークを分解能良くはっきり確認した。

発表では、集光距離の屈折レンズを利用した数百 nm ビームによる結果やμビームを利用した極小角領域の解析に

ついても報告を行う。 

図１ 試料位置におけるX線プロファイル。丸は測定値で実線はガウス分布によるフィッティングである。 
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分割型クロス・アンジュレータによる磁気光学測定法の開発 

東京大学放射光分野融合国際卓越拠点、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。 
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原子力機構専用ビームライン（BL22XU, BL23SU）の現状と将来計画 

日本原子力研究開発機構 物質科学研究センター 放射光エネルギー材料研究ディビジョン 

矢板 毅、西畑保雄、岡根哲夫 

 

ビームラインの経緯と現状 
平成 28 年（2016 年）に原子力機構の業務の一部が量子科学技術研究開発機構（QST）に移管統合された。その

際、当初、原子力機構が有していた 4 本のビームラインのうち、BL11XU 及び BL14B1 の 2 本のビームラインが

QSTに移管され、RI実験棟に延びる2本のビームラインBL22XU及びBL23SUが原子力機構に残された。原子力

機構の専用ビームラインの利用目的として、（１）原子力材料の高度化・開発に資する先端物質材料科学研究、（２）

アクチノイド基礎科学研究、（３）SPring-8 とJRR-3, J-PARC との相補的な利用を通じた物質科学研究、が挙げら

れる。更に、原子力機構の使命である福島1F事故への対応、原子力施設の安全技術、省エネ技術の開発に反映させ、

原子力分野における先端的材料科学研究を担う人材育成を目指している。 
現在、QSTとの装置の入れ子状態の解消を進めており、ビームタイムの占有率についても、それぞれの運営主体の

ビームタイム占有率が増加傾向にあるように漸次調整している。これまで、アクチノイド化学で実施していたXAFS
測定装置一式をBL11XUからBL22XUに移設することにより、BL11XUの入れ子は解消した。また、BL22XUの

分光器を今夏、新規に交換し、QXAFSによるXAFS測定の利便性向上を図る予定である。 
 
平成27年度の主たる成果 
（１）超ウラン元素であるEsの放射光実験を世界で初めて行い、その水和構造を明らかにした。（論文準備中） 
（２）放射光で得られた粘土鉱物の構造情報を元に、低コストなCs脱離法の可能性を示した。（論文準備中） 
（３）鋳型錯体形成を利用した、アクチノイドやランタノイドの新しい分離法を開発。（NEDO プロジェクト採択） 
（４）焼却可能な環境負荷の小さい（二次廃棄物の低減）Cs抽出剤の開発に成功した。（J. Nucl. Sci. Technol.） 
（５）高時間分解能二次元検出器の導入により、レーザー加工中の金属粉末粒子の溶融過程の直接観察に成功。 
（６）イメージングXAFSにより、ガラス中の元素分布と局所構造の相関を解明。（日本原子力学会和文論文誌） 
（７）軟X線放射光角度分解光電子分光（ARPES）により、URu2Si2の5f電子の遍歴性を解明。（Phys. Rev. B） 
（８）高精度XMCDにより、強磁性CeFe2の価数揺動4f電子の特異な温度及び磁場依存性を発見。（Phys. Rev. B） 
（９）硬X線光電子分光（HAXPES）により、ステンレス鋼表面へのCs吸着挙動を解明。（J. Nucl. Mater.） 
 
将来計画 
放射光エネルギー材料研究ディビジョンの研究を（１）アクチノイド基礎科学、（２）環境・エネルギー材料科学、

（３）福島事故回復に資する研究（廃炉研究を含む）の3本柱に集約し、それら研究を支えるための、RI実験棟及び

2本のビームラインの高度化を計画している。本年6月1日付で「高度分光分析応用検討チーム」を立ち上げ、原子

力機構内での放射光と廃炉国際共同研究センターの組織的な協力体制を作った。これにより、福島環境回復に資する

高度分析技術の開発と集積・統合化に取り組み、最終的には、世界における原子力研究のCOE化を目指す。 
具体的には、本年（平成30年）夏にBL22XUの分光器を交換、秋以降の調整を経て、XAFS測定の利便性の向上

を図る。また、BL23SUでは、走査型透過X線顕微鏡（STXM）を完成させ、ARPES、XMCD等の既存の装置の

再配置も含めて、来年度中には設置を完了する。一方、BL22XUでは、μ-XAFSの開発を行い、これも、既存の装

置の再配置も含めて検討し、設置する予定である。別途、CT技術やその他の既存技術も合わせ、RI実験棟全般のイ

メージング技術の高度化を実施し、都市鉱山からの資源回収、Cs汚染土壌の減容化、1F 由来不溶性Cs 粒子、デブ

リ等の研究に対応する。 
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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。一昨年度のメスバウアー分光用の超高真空製膜装置の導入に続き、新たにX線集光ミラ

ーの高度化を行った。ビームの縦方向成分を15μmにまで集光可能となり、薄膜試料を全反射配置で計測する際に、試料

面内にビームのフットプリントが収まるようになり、従来より格段に統計性の高い測定が可能となった。今年度中に横集光の

高度化も行う予定であり、これが達成されると鋼材の表面や腐食部、溶接部などを顕微分析（局所部分の鉄の価数や原子

配列、磁性、それらを通じた相同定）することが可能となる。 
 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。現在は、軽量で安価な新規水素吸蔵合金を目指して、アルミニウム系合金での探索に注力している。特に、アルミニウ

ムと3d遷移金属の合金については、単体では難水素化物の両者であるものの、合金化することによって水素化物がしば

しば形成されることを見出している。 
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、同じく SPring-8に専用ビームラインを持つ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・関西光科学研究所HP:  http://www.kansai.qst.go.jp/index.html 

**)JAEA & QST微細構造解析プラットフォームHP:  http://www.kansai.qst.go.jp/nano/ 
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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、石井啓文、吉村政人、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、今年は二期目の八年目にあたる。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。 
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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、小西繁輝 2、水野勇 2、 

Chulho Song1、Yanna Chen 1、Okkyun Seo1、Jaemyung Kim、Akhil Tayal、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 29 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、薄膜・ナノ構造用精密回折計の試料加熱装置およ

び二次元検出器の整備について報告を行う。 

平成29年度の実施課題の分野別内訳を図に示す。

昨年度に比べて大きな変化は見られなかった。実験

手法としては硬X線光電子分光法が45.5％、薄膜X線

回折法が 31.0％で、残りの 23.5％が高分解能粉末 X

線回折法であった。実施課題数は、NIMS 内部が 29、

NIMS 外部が共同研究を含めて 40 となり、2 年連続で

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、偏光依存

硬X線光電子分光による3d遷移金属の研究成果 1)や

電化秩序構造を持つ CeCuMn6O12 の放射光粉末結晶

構造解析結果 2) 等について紹介する。 

 

参考文献 

1) S. Ueda and I. Hamada, J. Phys. Soc. Jpn. 86, 124706 (2017). 

2) L. Zhang et al, J. Phys.: Condens.. Matter 30, 074003(2018). 
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サンビーム（BL16XU・BL16B2）の現状  

産業用専用ビームライン建設利用共同体 （株式会社東芝） 

吉木 昌彦 

 

産業用専用ビームライン建設利用共同体（略称：サンビーム共同体）は企業12社と1グループからなる任意団体

で、放射光分析技術の産業利用を目的として、2本の専用ビームラインBL16XUおよびBL16B2を建設、運用して

いる。共同体はSPring-8稼働前の1996年に発足し、1998年に専用BL 設置契約を締結、2018年4月には2回目

の契約更新を行って第Ⅲ期利用を開始した。各BLは産業界の幅広いニーズに応えるため複数の実験手法に対応して

おり、BL 建設以降も中間評価や再契約などの節目に大型設備投資を行って、最新の技術と装置を産業利用に適した

仕様で導入してきた。図1は現在の装置構成で、今年度は新たに25素子Ge-SSDや共焦点X線顕微鏡など最新設備

の導入を進めている。 

 
図1． BL16XUおよびBL16B2の装置構成． 

 
 サンビーム共同体では導入設備の仕様検討から立ち上げ、技術開発まで共同で行い、メンバー間の技術継承やレベ

ルアップを図っている。2017年度は、BL16XUのHAXPES装置を利用した技術開発として、チャンネルカット結

晶分光器を退避させ二結晶分光器の定位置出射ビームを利用するエネルギー掃引HAXPESを検討した。図2は試料

電流法で測定したNi 試料のNi-K XANESスペクトル、図3はそのグラフ中の各矢印の励起エネルギーで測定した

Ni-KLL オージェスペクトルで、文献 1)と同様に励起エネルギーに依存して形状が変化することを確認できた。今後

はオージェ電子収量法を用いた状態分別XAFSなどへの応用を検討している。 

   
 図2． Ni試料のNi-K XANES． 図3． Ni-KLLオージェスペクトルの励起エネルギー依存． 
 
参考文献 
1) L. Kövér et al., Phys. Rev. B 73, 195101 (2006). 
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革新型蓄電池技術研究開発専用ビームライン 京大ビームライン（BL28XU）  

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で取り組むBL28XUでの技術開発課題． 
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レーザー電子光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 

水谷 圭吾 

 

BL33LEP（LEPS）、BL31LEP（LEPS2）
両ビームラインでは、1.5 – 3 GeVのガンマ線

ビームを用いたハドロン光生成研究を行ってい

ます。ハドロンとは、素粒子であるクォークが

強い相互作用で結合した複合粒子の総称であり、

代表的なものとしては陽子、中性子、π中間子

などが挙げられます。SPring-8で一般に使用さ

れている制動放射光（＜ 1 MeV）は、ハドロ

ン光生成のためには波長が長く適していません。そこで我々は蓄積リング内の周回電子に（深）紫外レーザー光を

照射し、逆コンプトン散乱により電子からエネルギーを受け取った高エネルギーガンマ線をビームとして使用して

います（レーザー電子光、図1）。 
我々の身近な粒子である陽子や中性子はu クォークとd クォークが結合してできています。LEPS、LEPS2 で

はより重いsクォークを含むハドロンを生成することが可能で、多彩なハドロンの性質を調べることができます。

LEPSはこれまでにsクォークを含むハドロンであるK中間子と原子核との束縛状態の探索や、同じくsクォーク

を含むΛ(1405)、Σ(1385)の生成断面積測定、5 つのクォークから構成されるペンタクォークΘ+の発見など、ハド

ロン構造やその生成機構の理解に重要な意味を持つ様々な成果を発表してきました。特に最近ではsクォークと反

s クォークからなるφ中間子の光生成研究を行い、φ中間子光生成機構を解明する上で重要な結果を発表していま

す1,2)。 
BL33LEP（LEPS）ビームラインでは、実験ハッチの空間的制約から前方に検出器を集中して置いています（図

2 左）。LEPS のさらなる大型化・ビーム強度の高度化を狙って新たに建設された BL31LEP（LEPS2）ビームラ

インでは蓄積リング棟外部に専用実験棟を作り、大立体角を覆う大型検出器が設置されているところです（図2右）。 
本発表ではLEPS実験の最近の成果および、建設中のLEPS2スペクトロメータの現状について報告します。 

 
図2. 左: BL33LEPにおけるLEPSスペクトロメータ、右: BL31LEPにおけるLEPS2スペクトロメータ 

 
参考文献 
1)  K. Mizutani et al. (LEPS Collaboration), Phys. Rev. C 96, 062201(R) (2017). 
2)  T. Hiraiwa et al. (LEPS Collaboration), Phys. Rev. C 97, 035208 (2018). 
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図1． 逆コンプトン散乱によるレーザー電子光（ガンマ線）の生成 
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豊田ビームライン（BL33XU）の現状 

(株) 豊田中央研究所 

野中 敬正，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。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。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。2017年度には、結像光学系を用いて 100nm以下の分解能を実現できるCT観察システム（ナノCT）を導入した。 

  2017年度の技術的進展として、上記のナノCTに加えて、軽元素のオペランド測定を可能とするX線ラマン散乱測定手

法を技術開発した。また、ビームライン建設時より技術開発を続けてきている走査型 3DXRD 顕微鏡の最新状況等を紹介

する。 

 

 

 

 
 

P-052 

 
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、東晃太朗A、関澤央輝A, B、高木康多C、唯美津木D、横山利彦C、宇留賀朋哉A, B、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 は、動作下にある固体高分子形燃料電池（PEFC：

Polymer Electrolyte Fuel Cell）の膜/電極接合体（MEA）内にある電極触媒粒子の原子レベルでの構造変化および

化学状態変化について、時間分解 XAFS/XRD 法、空間分解 XAFS/XRD イメージング法、発光分光法、雰囲気

HAXPES 法等の放射光分析手法群を用いて、その場リアルタイム計測することにより、電極触媒の活性発現や劣

化のメカニズムを解明し、PEFC電極触媒の高性能化および高耐久性を実現するために必要な基盤情報を提供する

ことを目的としている1)。本報告では、BL36XUのこの1年間の主な研究成果について報告する。 
in-situ時間分解XAFS/XRD同時計測システム（時間分解能: 60 ms）を用いて、PEFC電極触媒Pt/Cの電極電

位過渡応答過程の反応素過程の解明に成功した 2)。XAFSデータからはPt酸化度およびPt-Pt結合・Pt-O結合配

位数、XRDデータからはPt粒子のコア結晶子粒径に対する時間変化の情報が得られた。これらから、電極電位過

渡応答過程には、8つの反応素過程があることが分かり、それらの速度定数が決定された（図1）。 
100 ms時間分解XAFS計測を用いて、PEFCカソードのPt/C触媒とPt3Co/C触媒に対し、10% O2雰囲気下で

の電極電位過渡応答過程における両者の反応素過程の違いを研究し、触媒活性と劣化耐性に関わる要因の一つが明

らかにされた3)。また、100 ms時間分解XAFS計測を用いて、PEFCの起動・停止を想定したアノード極への供

給ガス切り替えサイクルによるPt/Cカソード電極触媒の劣化過程に対する解明を行った4)。 
 ラウエ型湾曲結晶アナライザ（BCLA）を用いた背面入射XAFS法により、HOPGに極微量のPt-Au合金触媒

を担持したモデル電極に対する in-situ XAFS 計測に

成功した5)。 

また、BL36XUで開発した燃料電池の電極反応が起

こる雰囲気ガス圧力下で動作可能な「雰囲気制御型硬 
X 線光電子分光装置（NAP-HAXPES）」を用い、

PEFC電極電位に依存したPt、O、F等のスペクトル

の観察に成功した6,7)。 

本研究開発は、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」の支援を受けている。 
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図 1 in-situ 時間分解 XAFS/XRD 同時計測による

PEFC電極触媒Pt/Cの電位過渡応答過程の反応素過程 
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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，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，補正予算の他，科研費，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，創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム，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．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3.2×1012 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 1μm 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．8個の Uni-puckカセットを同時にセットできる結晶自動マウント装置SPACEを設置しており、12時間

以上の連続利用が可能である．2017年度末に、311×328mm2の有効面積を持つ光子検出型二次元検出器（Dectris社製 

Eiger 16M）を導入した．この検出器はシンチレーターによる PSF の悪化がないことから，弱い反射や，より格子定数の

大きな結晶からの反射の測定精度の向上が期待でき，データ収集にかかる時間が大幅に短縮できる． 

 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，「創薬等先

端技術支援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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2017年度ビームタイム配分実績 

 
BL44XUを利用した論文数 

 
生体超分子複合体構造解析ビームライン（BL44XU） 
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兵庫県ビームライン BL08B2の高度化と 

金属材料向け新拠点整備 

公立大学法人兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 放射光ナノテクセンター 

 

 

兵庫県BM ビームラインBL08B2 では、産業界においてスタンダードな分析法として活用されているＸ線吸収微

細構造（XAFS）、小角Ｘ線散乱（SAXS）、Ｘ線トポグラフィ、イメージング・CTの分析手法を提供している。これ

までに、光学系や測定系の自動化による実験の高効率化や様々な実験ユーティリティの整備を行い、ユーザーが使い

易い実験環境の整備を計画的に進めてきた。産業分野の利用ニーズに対し様々な角度から物性と構造情報を検討でき

るよう、XAFS、SAXS、イメージング等の手法の複合化も行っている。 
2017 年度は、産業界におけるマテリアルズ・インフォマティクスの活用と材料開発の加速化を目的とした取り組

みに着手した（図1）。この中で蓄電池材料を対象とし、XAFSとXRDの同時その場計測で得られたデータの解析、

整理を試み、材料情報のデータベース化におけるポイントを把握した。またビームラインでのデータ収集効率を上げ

るため、測定・データ処理・解析の一連の作業を自動化するシステム構築や、多検体サンプルチェンジャーの導入を

進めている。 
2018 年度は、国の地方創生拠点整備交付金を活用して金属材料向けの実験ステーションの整備を進めている。鉄

系、アルミ系金属分野や、マルチマテリアル分野に向けた分析拠点を形成する。従来は各実験ステーションとも、ソ

フトマター等の比較的軽元素から成る材料を対象とし、光子エネルギーが15 keV以下に最適化された光学系、検出

器の実験装置を供用してきた。新たに金属材料向けの分析機能を整えるために、高エネルギーに対応したＸ線回折ス

テーションを整備する。既存の実験装置であるSAXS、X線イメージング・CTも高エネルギーX線への対応化を図

る。またin-situ/operando実験向けとして、高温加熱装置、引張・圧縮装置、加湿雰囲気の制御装置や、試料調整機

器の充実も検討している。反応性ガスを利用するシステムも、高機能化の改造を進めている（図2）。 
BL08B2高度化の整備は、産業界ユーザーの協力を得て、企業側のニーズを反映させながら進めている。マテリア

ルズ・インフォマティクスの取り組みと、分析拠点の整備事業を通じて、特定産業分野にターゲットを絞り、産学が

協力して共通課題を解決するためのコンソーシアム体制の構築と成果の創出を目指す。 
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図2  BL08B2の反応性ガス測定システム 図１  データサイエンスとの融合化イメージ図 
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兵庫県ビームライン BL24XUの高度化と 

産業利用コンソーシアム構想 

公立大学法人兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 放射光ナノテクセンター 

大学院物質理学研究科エックス線光学分野 

 

兵庫県IDビームラインBL24XUは、８の字アンジュレーターを光源とする硬X線ビームラインであり、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。特にアンジュレーター光

の高輝度性を活かした微小領域の構造評価技術を整備し、バルク特性の評価が可能な BL08B2 と相補的な構造情報

を提供する。BL24XU では、分岐分光器の採用により 2 本のブランチでの同時実験が可能であり、不均一試料の構

造解析に向けて分岐ブランチA にSAXS、メインブランチB にイメージング・X 線顕微鏡・コヒーレント回折およ

びXAFS、HAXPES、半導体材料の高感度歪み計測を目的としてブランチBに精密X線回折・トポグラフィの各ス

テーションを整備している。 
BL24XU では、内閣府地方創生拠点整備事業として、2017 年度 1～3 月にブランチB 輸送部光学系の高度化整

備を実施し、2018年度4月にコミッショニングを行った。これまで、ブランチBでは直接水冷・水平分散方式のSi 
(111)二結晶分光器を採用していたが、余剰熱負荷に起因する結晶湾曲により、水平方向への大きなビーム発散やそれ

による強度の低下、分光器直上流数m位置での仮想光源生成、コヒーレンスの低下などが問題となっていた。今回、

SPring-8標準型の間接液体窒素冷却・垂直分散方式Si (111)二結晶分光器を新たに整備すると共に、効果的なコヒー

レンス制御に向けて、分光器は従前の約18 m上流に設置、スリット光学系もその近傍に配置した。本高度化により、

ビーム強度は 2～3 倍に向上し、ロッキングカーブ形状や集光光学系性能の改善も確認できている。向上したビーム

特性を最大限に活かすべく、高速高分解能光子計数型検出器EIGER 1Mや試料放射線ダメージ低減装置を導入した。 
さらに、より高度な産業支援に向けた取り組みとして、産業界・アカデミアの異分野融合コンソーシアムの構築

を開始した。先端放射光計測とマテリアルズインフォマティクスの融合によりプロセス・材料機能メカニズムモデル

を構築し、これを基に、データ駆動科学によるプロセス最適化・新奇機能デザインを行う革新的なものづくりスキー

ムの提供を目指す。コンソーシアム活動は、企業群とアカデミアの協力により共通基盤技術を開発する「協調フェー

ズ」と、開発技術を利用して各企業がものづくりを進める「競争フェーズ」から成り、先端デバイスや食農産業、複

合材料などの分野毎に推進する計画である。 
本会議では、更新されたBL24XUの現状とコンソーシアム構想について報告する。 

 

   

図1． 高度化後のブランチB輸送部。数値は光源からの距離． 図2． 放射光・インフォマティクスコンソーシアム． 
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理研・物理科学ビームラインⅢ BL17SUの現状と将来計画 

北大院地球環境科学 1、理研 物理・化学系ビームライン基盤グループ 2 

石原知子 1, 2、大浦正樹 2, 1 

 

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、高効率軟Ｘ線発光分光実験装置などがタンデムで

配置され、高分解能光電子分析器や光電子顕微鏡による先端物質科学の研究、固液界面や各種液体試料の電子状態観

察のための軟Ｘ線吸収・発光分光実験などが行われている。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などが行われている他、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、2017 年度には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）がレールによる切換え式のキャリ

ーインステーションに導入され、現在これらの装置の調整及び最適化が進められている。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、2018A期より共同利用課題にも公開される。ブランチＢの最下流では、高

立体角・高エネルギー分解能光電子分光ステーションによる先端物質の多元的な電子構造可視化を目指した研究が進

められている。 
 
【 電気化学セル 】高効率軟Ｘ線発光分光実験装置にて電気化学測定を行うため専用の電気化学セルを開発した[1]。
高効率軟Ｘ線発光分光実験装置では、これまで真空と大気をSi3N4やSiCなどの薄膜窓によって仕切られた溶液セル

によって、大気圧下や溶液中における分子の電子状態の研究が進められてきた。新しく開発された電気化学セルは、

SiC 窓に蒸着されたPt を作用極とするもので、標準の三電極式電気化学セルに基づいて設計されている。作用極で

あるPtの表面を軟X線分光測定することで、酢酸鉛の電気メッキの観測や、水の電気分解反応中の酸素種の吸着脱

離の観測に成功している。 
 
【 大気圧Heパス顕微XAFS 】大気圧Heガス雰囲気下での固体または液体試料表面の電子状態観察を行う装置で

ある。フレネルゾーンプレートによる集光軟X線ビーム（ビーム径200～300 nmφ）を用い、二次元の高精度試料

ステージと組み合わせることで、二次元顕微分光による電子状態マッピングを実現し、微小領域の詳細な化学状態分

析や、試料表面の分子イメージングなどを行う予定である。必要に応じてHeガスへ他の反応性ガスを混合させたり、

試料の温度を変化させて化学反応に関する知見を得ることも目指している。 
 
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。 
 
謝辞 
本研究の一部は新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）の委託により実施されました. 関係各位に感謝いたし

ます。 
 
参考文献 
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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。そこで、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、2014〜17年度に以下に述べる整備を行った。 

・TCミラーの更新。 

・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。 

・鉄のK吸収端を測定できるようアンジュレータの最小ギャップ変更。 

さらに、2018年度は、 

・ダイヤモンド移相子を用いた真空対応の偏光制御装置の常設化。 

・10 kHz対応真空X線チョッパの整備。 

を進めている。 

発表では、ビームラインの現状および今後の整備計画の詳細とともに、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・生物系ビームライン基盤グループ・生命系放射光利用システム開発チーム 

上野剛、伊藤翔、引間孝明、平田邦生、河野能顕、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。 

両ビームラインでは利用支援の拡大や創薬研究等における複合体構造解析等大規模なスクリーニング実験の実施を

見据えたデータ収集効率化を目指し、高速二次元検出器の導入等、ビームライン機器や測定システムの高度化を継続し

て行っている。今年度は X 線の高輝度化を目指して二結晶分光器への非対称反射分光結晶導入、およびキャピラリーレ

ンズを利用した高集光光学系の構築を進めている。これにより、先立って同光学系導入を進めてきたBL38B1での実績か

ら、試料位置での総フラックスが最大 2.5 倍程度（エネルギーに依存）、80µm 以下の微小結晶を対象とした微小ビームに

ついては高集光系の利用により 7倍程度の輝度の向上を見込んでいる。 

さらに BL26B1 にて開発を進めてきた、結晶化プレートのスキャン装置およびプレート自動交換装置について、制御系

インターフェース開発を進めており、2018B 期よりユーザ利用に供する予定である。BL26B2 では凍結結晶の交換時間を

大幅に短縮するツインヘッド型SPACE の導入を予定している。またビームラインでの回折データ収集に加え、タンパク質

の結晶化から構造解析までを含めた、オンサイト支援の拡大を目指した装置の整備や高度化を進めている。そのため現

在、利用者が膨大な試料情報と解析データを含む一連の実験のフローにサイト外からネットワークを通じてアクセスする

環境を整えるため、D-Chaの機能を拡張した新規Webデータベースシステムの開発や、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。 

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。 

 

 

 

 

参考文献 

1) Murakami, H., et al., (2012). J. Appl. Cryst. 45, 234-238. 
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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チーム 

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高輝度光科学研究センター湯本博勝研究員らがSPring-8で高精度楕円面鏡による世界最小の2次元

X線100nm集光ビームを達成しました。今まで2次元X線集光ビームを生成するには、2枚の鏡が必要でしたが、こ

れを1枚の鏡で実現しました [1]。楕円面鏡による集光は、SPring-8やSACLAで利用される様々な先端X線顕微鏡を

支える高効率ナノビームや光学系の安定性の向上に役立つものと期待されます。② GIST大学、Pohang大学などの共

同研究チームは、切片化や、染色などが施されていない、マウスの胎児から採取されたミトコンドリア細胞を用い、回折顕

微鏡による分析を行いました。試料の回転角を 26通り変えて取得した回折像の解析から、ほぼ 60ナノメートルの解像度

で細胞内部の三次元の電子密度を計算で求めることに成功しました[2]。この実験に加え、ミトコンドリア細胞に 100ナノメ

ートル強の大きさを有する金の参照物体を近接して設置した実験も行った所、回折強度を上げることができ、解像度を 14

ナノメートル程度に向上させることができました[2]。③ 理研RSCセンター構造可視化チーム・高橋幸生チームと元素可

視化研究チーム・唯美津木チームの共同研究で、X線タイコグラフィー法を用いて試料のX線吸収微細構造(EXAFS)を
取得する「タイコグラフィー- EXAFS法」が開発され、酸素吸蔵・放出材料の酸素拡散分布を可視化することに成功しまし

た[3]。今後、 タイコグラフィー- EXAFS法は、様々な先端機能材料のナノ構造・化学状態分析へ応用されると期待されて

います。 
BL29XU の高度化が着実に進められています。二結晶分光チェンバー内のアウトガスがクライオ冷却結晶に付着し、

ブラッグ反射する X 線ビームを汚すと考えられたので、輸送チャンネルセクション全体をイオンポンプ排気系に置き換え

ました。液体窒素配管によるステージ冷却とモーター動作不良を防ぐためにヒーターが用いられていますが、潤滑剤の蒸

気圧を最小、結晶の汚染を最小限とするため、ヒーター温度を従来の 25度から 10度に下げ運用しています。 
次に、物性試料や、マウスの全脳の計測が可能な、等倍なら最大視野10 ミリ強での観察を可能にする高速CT 計測装

置をリング棟や、長尺棟に組み上げました。On-the-fly 形式で、高速回転する主軸周りに回転し続け、1000 投影分の試料

透過像を 0.18 度刻みという細かいステップで、各ステップ 30 ミリ秒程度の露光時間で計測します。十分細かい刻み角間

の画像の変化分は無視でき、10分以下で一周する高速計測が可能になりました。 
最後に、単一粒子を対象とした回折顕微鏡実験では、高次光除去用X 線反射鏡の反射後のビームに、ピンホールを置

くことで、干渉性の良い領域を選んだ後、粒子のみに高輝度高干渉性の X 線を照射する光学系が組まれています。ピン

ホールを実験ハッチ２に置くユーザーにとって、ピンホール位置でのミラー等によるスペックルパターンが時間変動する

ことが大問題でした。この問題の解決を目指し、ピンホール上流に、場所敏感性を有する電離箱を設置し、1 日のオーダ

ーでの垂直方向の X 線軌道のドリフトを計測しました。今の所、熱負荷の変化によりドリフトが増大した際、必要に応じて

手動でフィードバックをかける方法を取っていますが、MOSTAB(MOnochromator STABilizer)装置の制御パラメーターの

最適化を行うなど、自動化に向けたデータ取りが進んでいます。シンポジウムでは、BL29XUL の高度化についてもご報

告します。 
参考文献 

1)  H. Yumoto, et.al. S. Rep. 7, 16408 (2017). 
2)  Y. Kim, et.al. S. Rep. 7, 1850 (2017). 
3)  M. Hirose, et al., Angewandte Chemie International Edition, 57, 1474 (2018). 
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 BL32XUにおけるタンパク質微小結晶構造解析の最先端 

理化学研究所 放射光科学研究センター 

 

平田邦生、山下恵太郎、河野能顕、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。 
 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完了することを実現した。中でも

KAMOは収集したデータを順次自動認識し、指数付・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劇的に特に高難度結晶試料からのデータ収集・解析効率を高めることに成

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 201８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, and [1][2][3].   
 Notable points of recent progress include (1) Installation/integration of diamond beam position 
monitors to improve stability [4] (2) commissioning and first work with a 0.8 meV user setup [5] (3) 
installation of a Soller slit and analyzer masks for efficient operation at small Q, 0.5 nm-1 [4] (4) 
installation/commissioning of a Soller screen to reduce backgrounds when used with diamond anvil cells 
[4] (5) installation an optics to reduce the power on the backscattering crystals and stabilize the 
resolution [6], (6) continued operation 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 [4].   The greatest 
part of the beamtime was used by experimental proposals. 
[1] "Status of the RIKEN Quantum NanoDynamics Beamline (BL43LXU)" 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", Baron, arXiv 

1504.01098 [3] Ishikawa, et al, JPSJL ,86 (2017) 93706. [4] Baron, Ishikawa, Fukui, Nakajima, arXiv:1807.03620 , submitted to the 

proceedings of SRI2018.  [5] Ishikawa et al., JSR 22 (2015). [6] Ishikawa & Baron, unpublished. 

 
 

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 放射光科学研究センター 

加藤 健一 

 

これまで、短距離秩序構造を反映した散漫散乱だけでなく中長距離秩序を反映したブラッグ反射も同時に高い精度

と確度で測定する、マルチスケール全散乱法に向けた計測システムの開発を行ってきた（図1）。このシステムを使え

ば、散乱ベクトルQ が30 Å-1までの全散乱データが、世界標準となっているRA-PDF法 1)に対して約100 倍のQ 分

解能（10-4 A-1）で得られる。そのような高分解能化には検出器の感度ばらつき等に起因する系統誤差の問題がつきま

とうが、従来のフラットフィールド較正法に代わる近似を一切用いない統計学的手法を確立した 2)。その結果、これ

まで104光子前後で頭打ちになっていた統計精度が106光子に相当する相対誤差0.1%台に到達し、パルス型検出器本

来の特性を最大限活用することが可能になった。唯一の課題であった補正係数用データの取得にかかる時間（3~4日）

も、ベイズ推定を導入することで 10 分の 1 程度に短縮する目処がついた。その結果、閾値エネルギーの変更や検出

器特性の経年変化に迅速に対応した補正テーブルを作成できるようになり、常に最高品質の全散乱データを提供でき

る環境が整った。これにより、20年近く精密構造解析に使われてきた積分型検出器イメージングプレートを全ての点

で凌駕することになったため、このシステムをBL44B2の回折計に常設し、2017B期の試用期間を経て2018A期より

10%の共用枠を含めた全ユーザーへの供用を開始した。 

 

 
図1 マルチスケール全散乱計測システム 

 

参考文献 

1) P. J. Chupas, K. W. Chapman and P. L. Lee, J. Appl. Cryst. 40, 463 (2007). 

2) K. Kato, Y. Tanaka, M. Yamauchi, K. Ohara and T. Hatsui, J. Synchrotron Rad., under review. 
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理研構造生物学 I  

理研・生物系ビームライン基盤グループ・生命系放射光利用システム開発チーム 

引間孝明、吾郷日出夫、河野能顕、上野剛、平田邦生、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つの指標となる利用率（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、2017 年度も 99.3%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、2017 年度は、(a) ビームラインの機器及びインターロックの故障、(b) 高周波機器（特にクラ

イストロンと呼ばれる高出力高周波発生装置）の異常、(c) 落雷による瞬時電圧低下といった外的要因が、主な要因であ 

った。極力機器の異常によるダウンタイムの再発を抑えるべく、原因・実態の調査、および老朽化対策を含む対応策の策

定を重点的に行っている。 

2017年度は、第5サイクルユーザー運転で、蓄積リングAステーションの高周波（RF）発生装置「クライストロン」が重故

障を起こし出力を停止したため、一旦ビームを廃棄して B、C、D３つの RF ステーションで運転する設定に切り替えた。切

り替え後、ビーム電流 100mA で運転を再開したが、RF 関連のトラブルによるビームアボートが発生したため、その後ビ 

ーム電流を70mAに下げて運転を継続した。運転を停止していたAステーションは、クライストロンを交換した後に立上げ

調整を実施し、通常通りの 4 ステーションのRF による 100mA の運転を復旧させた。 

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 2018 年度よりビーム入射試験を開始する予定である。 

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 et al., Proceedings of IPAC2018, Vancouver, Canada, THPMF061.
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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．利用動向などを考慮して，一部でビームライ

ン・実験ステーションの改廃が進められつつある．前回のSPring-8シンポジウム以降の展開として，アンジュレータ

ビームラインにおけるタンパク質結晶構造解析のアクティビティを増やすため，理研ビームライン BL45XU をタン

パク質微小結晶構造解析の共用ビームラインに転用することが決まった．現在，挿入光源及び光学系の改造を含む改

修の準備が進められており，2018年12月末から改修工事が行われる．2019年度前半にはタンパク質結晶構造解析ビ

ームラインとして，利用運転が再開される予定である． 

2．挿入光源 
BL23SU及びBL25SUにおいて，高速偏光切替を行うためにキッカー電磁石を励磁した際に生ずる軌道変動につい

て詳細な調査を行った結果，キッカー電磁石の真空槽として使用されているセラミックダクトに付随するコバールに

主たる要因があることが明らかとなってきた．より具体的には，強磁性体であるコバールの透磁率に僅かに存在する

温度依存性が問題となっている可能性があり，これに対応するための実効的な対策について検討を進めている． 
 継続的に開発を進めてきた磁場吸引力相殺型アンジュレータについては，蓄積リングでの運用を目指して実証機の

製作を行った．吸引力相殺による駆動架台の軽量化の他，従来の機械及び磁石構造を抜本的に見直した設計がなされ

ている．2018年2月に製作を完了した後，3月に蓄積リング収納部に設置し，4月に簡易的なビーム試験を行った．

5月に一旦収納部から搬出し，必要な改修及び改良作業を進めているところである．2018年8月に再設置し，10月以

降に本格的なビーム試験を行う予定である． 

3．光学系 
二結晶分光器の液体窒素循環に伴う結晶の角度振動を0.1 µrad (rms)オーダーに安定化した．駆動軸数の削減と高剛

性ステージへの更新，新たな流路と低振動フレキシブルチューブの導入が効果的であった．安定性向上に伴い，結晶

やミラーあるいはBe 窓などビームに直接触れる光学素子の品質や汚染に伴うビームイメージの劣化が顕在化した．

ミラーの表面形状誤差の高精度化や，適切な洗浄と作業環境の清浄化によるパーティクル除去あるいは付着防止対策

により，ビームイメージを改善した．液体窒素冷却分光器の結晶表面汚染部や残留ガスを分析したところフッ素が検

出されており，真空容器内で安易に多用されてきた潤滑材の除去・洗浄を進めるとともに，適切な温度管理と簡易シ

ールドにより，長期の汚染対策を図った．これまでのところ結晶起因の汚染進行は認められていない．なお，硬X線

ビームラインでは高真空利用を念頭に光学機器が導入されてきたが，改めて真空品質の評価と改善を進めており，先

行ビームラインでは溜め込み型ポンプへの置換え試験を進めている． 
次期計画では低エミッタンス化によりアンジュレータスペクトルが対称となるため，分光器を介さず，1%幅の高

フラックスの利用が可能となる．プリズムの分散を用いた新たな高フラックス光学系のR&Dを進めている．また，

Wolterミラーや回転体ミラーなど新たな集光素子の設計と開発を行い，ビームラインにおける評価を進めている． 
SPring-8 サイト内に点在していた光学系・輸送系の開発・維持管理拠点の整理統合を進め，新たなクリーンルーム

の整備を行い，機器の移動と立上げ調整を進めている．ビームラインで利用されるX線ミラーの洗浄やコーティング

を再開し，深いミラーの計測技術開発や，傾斜分布多層膜の成膜と反射率計測が着手されている． 

P-066 

SPring-8シンポジウム

施設66



金属材料の3D/4Dイメージベース解析 
清水一之1，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

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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放射光赤外顕微分光による強相関電子系分子性物質の 

電荷ダイナミクスの研究 
1東北大学金属材料研究所，2SPring-8/JASRI 

佐々木孝彦 1，井口敏 1，橋本顕一郎 1，伊藤桂介 1，小林亮太 1，佐々木智 1，池本夕佳 2，森脇太郎 2 

 

本パートナーユーザー（PU）課題は，2016－17年度に赤外物性ビームライン BL43IRの高度化として採択された PU課

題の継続として 2018－19 年度に採択され，[1]赤外顕微分光ステーションにおける微小試料に対する遠赤外光領域測定

の安定化・高精度化，および，[2]磁気光学ステーションの安定利用・標準化にむけた光学系の改修についてビームライン

担当者と進めている．あわせてこれらの高度化によって可能となる強相関電子系分子性物質に特徴的な電荷ダイナミク

ス解明を利用研究としてさらに進展させること，および磁気光学ステーション利用ユーザーの拡大と利用支援を行うことを

目的としている． 

 ビームラインの高度化として継続的に行っている磁気光学ステーションの再整備は，2018A 期においてほぼ完了する

予定である．最高 14 テスラの磁場発生と磁場中赤外スペクトル測定のテストを完了した，また，専用光学クライオスタット

の設計・製作を行った結果，これまでよりも容易にまた短時間での試料交換，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．さらに放射光赤外光の導入の効率化（ミラーの大口径化），赤外顕微鏡前

縮小光学系の更新，設置架台の光学定盤化などを進めた結果，ユーザーによる容易な光学調整と赤外光の高強度化を

達成した．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 期から利用支援を開

始した．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実施中で，2018A期中の完了を予定している． 

利用研究課題の実施として，電荷秩序絶縁体である分子性導体θm-(BEDT-TTF)2TlZn(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（図1）における秩序形成過程の赤外分光測定を行っている．図2 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．高温の電荷液体（金属）から低温の電荷結晶（電荷秩序

絶縁体）状態への転移において冷却過程・冷却速度により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－

電荷結晶－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)．電気抵抗測定による結

晶化過程，ガラス状態の検出と合わせて，構造ガラスなどでの結晶化・ガラス化過程で一般的に見られる核生成・核成長

プロセスが電荷ガラスにおいても同様に表れることが明らかになった．  

 

 

図１．分子性導体θm-(BEDT-TTF)2TlZn(SCN)4の電荷秩序絶縁体転移            図2．赤外分子振動測定による電荷ガラス状態の観測 

 

参考文献 
1)  S. Sasaki, K. Hashimoto, R. Kobayashi, K. Itoh, S. Iguchi, Y. Nishio, Y. Ikemoto, T. Moriwaki, N. Yoneyama,  

M. Watanabe, A. Ueda, H. Mori, K. Kobayashi, R. Kumai, Y. Murakami, J. Müller, and T. Sasaki. 
Crystallization and vitrification of electrons in a glass-forming charge liquid, Science 357, 1381-1385 (2017). 
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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。 
１．高度化の状況 : 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、高低

温窒素ガス吹付装置などのリモート制御化により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 : 各種学会や研究会等でビームラインを紹介し、新規ユーザーの開拓に努めている。2015A
～2018A期の支援課題数は、20 (2015AB)、15 (2016AB)、19 (2017AB)、9 (2018A)の計63課題である。 
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) 溶媒蒸気の識別が可能な新しい分子集合体デンドリマー結晶1) 
分子量が単一の巨大分子であるデンドリマーはアモルファスな凝集構造を形成することが多い。第３世代のデンド

ロンを有するπ共役デンドリマーの自己組織化について詳細に検討した結果、極めて多孔質な結晶を形成することを

見出し、溶媒 蒸気の曝露により蛍光強度が顕著に増大すると同時に大きな蛍光色変化を示すことを明らかにした。

溶媒蒸気や気体分子などを識別する新しい蛍光プローブとしての応用が期待される。 
(b) 高効率な熱電変換を可能にする新しいタイプの大振幅原子振動2) 
高い熱電性能を得るには高い電気伝導率と低い熱伝導率を併せ持つ物質合成が必要である。これらは一般に相反す

る性質で、両立させるには原子の大振幅振動（ラットリング）が鍵であることは知られていたが、カゴ状物質中でし

かラットリングは実現されないと考えられてきた。この研究では、カゴ状構造を持たないテトラヘドライトでもラッ

トリングが生じていることを発見し、平面配位構造がラットリングを誘起しうることや、その原因を明らかにした。

この成果は熱電材料探索の範囲を飛躍的に広げ、より高い熱電性能を持つ新材料の創製に資すると期待される。 
(c) Au-Ru合金ナノ粒子の結晶構造制御と触媒機能3) 
近年，合金ナノ粒子の合成において結晶構造を制御する技術が確立しつつある。AuRu3 合金ナノ粒子において、

hcp 構造のナノ粒子の方が fcc 構造のナノ粒子に比べて熱安定性および酸素放出反応ともに優れていることが分かっ

た。本成果により、結晶構造の制御も新規合金ナノ粒子触媒の設計指針の要素の一つとなり得ることが分かった。 
(d) 層状化合物(LaO)MAs (M = Mn, Fe, Ni, Zn)の構造と物性4) 

(LaO)FeAs の超伝導性が発見されて以来、LaO 層を有する層状化合物の電気特性に注目が集まっている。この研

究では、(LaO)MnAsと(LaO)ZnAsは半導体的で(LaO)FeAsと(LaO)NiAsが金属的であること、半導体的な結晶で

はMAs層内の軌道混成が希薄であることが見いだされ、物性と構造との関係が明確に示された。 
 
参考文献 
1)  S. Nakajima, K. Albrecht, S. Kushida, E. Nishibori, T. Kitao, T. Uemura, K. Yamomoto, U. H. F. Bunz, and Y. 

Yamamoto, Chem. Commun. 54, 2534-2537 (2018). 
2)  K. Suekuni, C.-H. Lee, H. I. Tanaka, E. Nishibori, A. Nakamura, H. Kasai, H. Mori, H. Usui, M. Ochi, T. 

Hasegawa, M. Nakamura, S. Ohira-Kawamura, T. Kikuchi, K. Kaneko, H. Nishiate, K. Hashikuni, Y. Kosaka, 
K. Kuroki, and T. Takabatake, Adv. Mater. 30, 1706230 (2018). 

3)  Q. Zhang, K. Kusada, D. Wu, T. Yamamoto, S. Kawaguchi, Y. Kubota, and H. Kitagawa, Chem. Lett. 47, 559-
561 (2018). 

4)  K. Takase, S. Hiramoto, T. Fukushima, K. Sato, C. Moriyoshi, and Y. Kuroiwa, Appl. Phys. Express 10, 123001 
(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 FeSi and a 1D MOF. 

Single crystal X-ray diffraction data for electron density modelling has been collected on Kondo insulator 

material FeSi at a temperature of 20 K at SPring-8 BL02B1. The structure has an interesting seven-fold coordination in 

cubic P213 symmetry, which challenges common chemical bonding concepts. The data are combined with high level 

theoretical calculations in order to understand chemical bonding in this system. We have also collected data at low 

temperature for electron density modelling on a one-dimensional metal-organic framework structure, which has shown an 

interesting pressure dependence of the different metal-ligand bond lengths. Data analysis is in progress for both compounds. 

 

2) Structural study of microporous rod-shaped crystalline dendrimer.  

A self-assembled crystalline microporous dendrimer exhibits novel fluorescence exposure to solvent vapors [1]. 

The structure was characterized by synchrotron radiation (SR) X-ray single crystal and powder diffraction. SR single X-ray 

diffraction of a single piece of fiber shaped crystal were carried out at SPring-8 BL02B1 and BL26B1 beamlines. The unit 

cell was determined as a=18.143(7) Å, b=26.33(10) Å, c=26.37(10) Å, α=89.04(3)º, β=86.82(2)º, γ=86.71(2)º. The crystal 

was twinned with several directions on the b-c plane since length of b is almost identical to that of c. The possible molecular 

packing was predicted from powder diffraction measured at BL02B2. The structure has one-dimensional nanometer-sized 

pores along a-axis. 

 

3) Upgrade of X-ray chopper system for time-resolved X-ray diffraction 

We have installed the upgraded X-ray chopper system for the H-mode operation at BL02B1 for time-resolved 

single crystal X-ray diffraction (TR-XRD) under variations in electric field and temperature. The rotating disk of the X-ray 

chopper is newly designed to use the full potential of X-rays from the single bunch in the H-mode operation, as the previous 

disk was mainly designed for the D- and F-mode operation. The chopping efficiency is improved up to about twice in the 

new system. In the new X-ray chopper system, the repetition frequencies 2.6, 34 and 68 kHz are available now. Using the 

new X-ray chopper system, we are doing TR-XRD experiments to investigate the instantaneous structural change in relaxor 

ferroelectrics. The new measurement system enables us to measure the TR-XRD data with the time-resolution of about 50 

ps with excellent counting statistics in shorter time. The structure analyses are now in progress. 

 

  

[1] S. Nakajima, K. Albrecht, S. Kushida, E. Nishibori, T. Kitao, T. Uemura, K. Yamamoto, U. H. F. Bunz, Y. Yamamoto. 

Chem. Comm. 54, 2534-2537, 2018.  
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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年度から 2017年度の 4年間にわたって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，および，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実施された．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

った．図 1 に，本ＰＵ課題で得られた成果の例を示す．2014A 期においてφ100 nm 径の軟 X 線ナノビームを生成し，さら

に，2016・2017 年度の延長期間には，高集光用 FZP を整備して約 60 nm 径のナノビーム利用を可能とした（図 1(a)），低

温，磁場下での磁気イメージングと局所磁化曲線計測（図 1(b)），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（図1(c)）などを達成した． 本シンポジウムでは，これらの成果と中心として，PU課題の 4 年間の成果を紹介す

る． 

 

図1 本PU課題出られた成果の例．(a) FZPによるφ100 nm径，φ60 nm径ナノビーム生成，(b) 軟X線ナノビームによ
る低温・元素選択磁気イメージングと局所磁化曲線測定，(c)微細加工素子に対する電界誘起磁化反転過程の静的・
準静的反転過程の可視化． 
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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、桑原秀治 

 
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、高圧環境下における微小破壊音（アコース

ティック・エミッション、以下AE）の測定において、ハッチ内外を結ぶ

同軸ケーブルを経由して信号を得る際に、環境由来のノイズがAE波形に

悪影響を与えることが問題となっていた。ノイズはAE波形から初動時刻

を決定する際に誤差を増大させるといった問題を引き起こすため、径数

mm 程度の試料から発生する微弱な AE の３次元震源位置を精密に決定

する上で、ノイズの影響を軽減することは技術的に重要な高度化となる。

このノイズ問題の対策として、AE測定と同時に環境由来のノイズのみを

測定するチャンネルを増設し、生のAE波形からノイズ波形を差し引く手

法が有効であることが明らかとなってきた。2018A期では、このノイズ測

定専用のチャンネル（同軸ケーブル）を増設し、その有効性について実験

的な実証を開始した（図１）。 
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。本課題では、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。昨年度では、6-8 型

加圧方式によって最大88 GPaまでの圧力発生に成功して

いる。本年度では、試料を上下一対のNPD製アンビルで

一軸圧縮する6-8-2型加圧方式による高温高圧発生試験を

行った。室温では100 GPaの圧力発生に成功したものの、

高温（1200 K）ではNPDの塑性変形により発生圧力が70 
GPaにまで低下した。今後は圧力発生用セルの断熱性を向

上させることにより、高温における圧力発生効率を向上さ 
せる予定である。以上の高度化のほか、高度化された実験技術を応用して１）マントル遷移層条件下及び下部

マントルの温度圧力条件下におけるワズレアイト・ブリッジマナイト・CaSiO3 ペロブスカイトの弾性波速度

精密測定や、２）高圧下における鉄の変形実験、３）沈み込むスラブ内の稍深発地震発生場の温度圧力条件下

における岩石変形・破壊実験を行っているほか、今年度からは４）高温高圧下における鉄―含水ケイ酸塩間の

反応による水素化鉄形成に関する実験を新規に開始した（図２）。 
 
参考文献 

1)  D. Yamazaki, et al. (2014) Phys Earth Planet Inter 228, 262-267. 
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図１：BL04B1に設置した、ハッチ内

外を結ぶ同軸ケーブルと AE 信号増

幅用プリアンプ。 

 

図２: 鉄‐含水玄武岩反応実験のXRDパターンの一例。

水素化鉄のピークが出現した。 
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超高圧高温ダイヤモンドセル実験の新展開 
１東京工業大学・２東京大学・3JASRI  

廣瀬敬１,２、新名良介２、桑山靖弘２、大石泰生３ 

 

 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。主にレーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセルを用いて、試料を高圧高温状態にし、X線回折測定法に

よって構造を決定するのと同時に、融解温度・電気抵抗・弾性波速度・圧縮率などの物性や価数などの化学情報を測定し

ようとするものである。本発表では、鉄の融解曲線の決定について報告する。 

 われわれは、従来のレーザー加熱に比べて時間安定性に圧倒的に優れた抵抗加熱式のダイヤモンドアンビルセル実

験の開発を精力的に進めている。試料に加えてダイヤモンドのアンビルも高温に加熱する外熱式は比較的広く行われて

いるが、高温の発生は一般に１５００K程度に限られる。他方、ヒーターも試料と一緒に高圧にする内熱式ではより高温の

発生が可能である。 

 今回われわれは、内熱式のダイヤモンドアンビルセルを用いて、２９０万気圧・５３６０Kまでの実験を行い、純鉄の融解

曲線を決定した。発表当日はその詳細について報告する。 
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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、水牧仁一朗 2、河村直己 2、池永英司 2, 3、保井 晃 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、バルク敏感性を所以として物質科学や産業分野の垣根を越えた測定ツールとし

て遺憾なくその威力を発揮している 1-4)。これらのHAXPES計測は、主にチャンネルカット結晶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 HAXPES 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。

特に我々は、希土類化合物の価数揺らぎに起因した新奇量子臨界現象 (非従来型超伝導や非フェルミ液体的振る舞い) 

に注目しており、その理解に直結するパラメータである 5d-4f 電子間のクーロン相互作用を実験的に評価する上で共

鳴HAXPESは唯一の手段である 5)。本講演では、BL09XUに構築した共鳴HAXPES測定技術の現状および今後の展

望を紹介する。 
共鳴HAXPES の実現には、高分解能を維持しつつも hν 掃

引に伴うビーム高さの変動を光電子検出効率に影響が及ばな

い程度にまで抑制することが不可欠である。我々は図 1 に示

すBL09XU光学系において、K-B配置させた高精度長尺楕円

ミラー (1 m) の高い集光特性の利用に加え、チャンネルカット

結晶のギャップを5 mmに縮小することで、5~10 keVにおけ

る特定元素の吸収端近傍のエネルギー範囲 (~100 eV) で共鳴

HAXPES計測を実現した。つまり、4f希土類元素全般 (LIII端) 
に加え、大半の3d遷移金属 (K端) に対する共鳴HAXPES計

測を可能にした。また、共鳴HAXPES, 全電子収量XASと蛍

光収量 XAS (単素子蛍光 X 線検出器を使用) の同時複合計測

を可能にする測定系を確立した。全ての測定は自動化されて

おり、新規ユーザーが利用しやすい環境を整えている。 
図2に価数揺動系Yb化合物であるYbCu2Si2のYb LIII端3d

共鳴HAXPESスペクトルを示す (T = 20 K)。Yb2+, Yb3+ 3d5/2成

分のhv 依存性を見ると、それぞれ ~8938, ~8945 eV で明瞭な

共鳴増大を示す。この共鳴領域においては価電子帯中のYb 4f
成分も共鳴増大を示す。この事実は、5d-4f電子間に相互作用

が効くことを明確に示している。 
講演では、他の希土類化合物の実験結果に加えて、光触媒

や鉄酸化膜界面の電子状態の理解に共鳴HAXPES計測が有用

であることを示し、基礎科学のみならず産業利用分野におけ

る共鳴HAXPESの研究展開について議論を行う予定である。 
 

参考文献 
1) H. Sato et al., PRL 93, 246404 (2004). 2) K. Ichiki, K. Mimura et al., PRB 96, 045106 (2017). 
3) E. Ikenaga et al., JESRP 190, 180 (2013). 4) T. Masuda et al., APL 103, 111605 (2013). 
5) S. Watanabe and K. Miyake, JP:CM 23, 094217 (2011). 
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図1．SPring-8 BL09XUのHAXPES計測システム． 

 

 

図 2．YbCu2Si2の Yb LIII端 3d 共鳴HAXPES スペクト

ル (T = 20 K)． 
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放射光で観る溶液中分子性触媒の構造と機能 

京都大 1・九州大 2・高輝度光科学研究セ 3・JST CREST4 

高谷 光 1，仲嶋 翔 1，岩本 貴寛 1,4，青木 雄真 1，縣 亮介 1，磯﨑 勝弘 1， 

砂田 祐輔 2，高垣 昌史 3，本間 徹生 3，為則 雄祐 3，永島 英夫 2,4，中村 正治 1 

【概要】 

元素戦略に適した鉄を触媒とする鉄クロスカップリング反応は，従来型のパラジウムやニッケル触媒では達成できな

い優れた反応特性を示す。そのため，従来までの貴金属触媒を，鉄やコバルト，銅等の資源性に優れた普遍金属へ置換

しようとする研究が活発に行われるようになった。しかしながら，これら3d金属錯体の多くが常磁性を示し，従来までの溶

液 NMR を主体とした機構研究が困難である。我々は，磁性に影響されずに，触媒中心金属の酸化数や分子構造の決定

が可能なＸＡＦＳに注目し，これを用いて鉄クロスカップリング反応等の有用な鉄触媒反応の機構研究を行っている 1。 

FeBr2(SciOPP)錯体は，マグネシウム反応剤とハロゲン化アルキルのクロスカップリング反応に高い触媒活性を示す。

触媒開始種となる FeBr2(SciOPP)錯体にマグネシウム反応剤MesMgBrを 1.0，2.0当量加えた反応溶液のXAFS測定を行

った。本反応では，図 1 示す様に Fe に結合した Br が段階的に Mes 基に置換した FeBrMes(SciOPP) 1 および

FeMes2(SciOPP) 2 種が生成していると想定され

た。得られた XANES スペクトルからいずれの当

量反応溶液においても鉄中心の酸化数が II を保

持していることが示され，また7109 eVおよび7112 

eVに観察されたpre-edgeピークから，想定された

触媒中間体種1および2が，それぞれ四面体およ

び平面四角型構造であると同定された。そこで，

想定中間体 1 および 2 について，DFT 計算

（UB3LYP/6-31G**）を行い，得られた安定構造の

原子座標からFEFFプログラムを用いて算出し      図１．溶液XAFSによる鉄触媒中間体の構造解析 

た理論EXAFSスペクトルを用いて，実測スペクトルに対してフィッティング解析を行ったところ高い一致度を示した。尚，こ

の結果は別途単離精製した中間体1および2の単結晶X線構造座標を用いるEXAFS解析によって裏付けられた。また，

本研究では，XAFSを用いて中間体2と基質となる 1-ブロモデカンとのクロスカップリング反応を直接観察し，反応進行に

伴う中間体1および触媒開始種FeBr2(SciOPP)の再生を確認した。 

尚，我々は最近，DFT計算とEXAFS解析の組合せが，均一系触媒反応の機構解明や単結晶X線構造解析が困難な

不安定な酵素の活性点の構造解析に対して極めて有効であることを見出し，様々な触媒反応の機構研究への応用を本

発表では，これらの成功例についても紹介したい。2-5 

【文献】
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Honma, T.; Takagi, M.; Sunada, Y.; Nagashima, H.; Hashizume, D.; Takahashi, O.; Nakamura, M. 
Bull. Chem. Soc. Jpn. 88, 410 (2015).

2. Mihara, N.; Yamada, Y.; Takaya, H.; Kitagawa, Y.; Aoyama, S.; Igawa, K.; Tomooka, K.; Tanaka, K. Chem. Eur. J. 23, 1
(2017).

3. Nomura, K.; Mitsudome, T.; Igarashi, A.; Nagai, G.; Tsutsumi, K.; Ina, T.; Omiya, T.; Takaya, H.; Yamazoe, S. 
Organometallics, 36, 530 (2017).

4. Nomura, K.; Oshima, M.; Mitsudome, T.; Harakawa, H.; Hao, P.; Tsutsumi, K.; Nagai, G.; Ina, T.; Takaya, H.; Sun, W.; 
Yamazoe, S. ACS Omega 2, 8660 (2017)
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メガバール超高圧化学の展開 

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 

前回の講演から今年度にかけて実施してきたなかで、１．上記A（１）の液体金属水素の探索、２．Eremetsらが

報告した200 Kの高温超伝導体1) の高温高圧合成、３．C（１）の２段式アンビルによる超高圧発生について講演を

行う予定である。そのなかで、１について以下に述べる。我々はこれまでに、硫化水素（H2S）を低温で150 GPaま

で加圧（低温加圧）すると200 Kを超える超伝導硫化水素（H3S）が合成されることを明らかにしたが、H3Sの合成

を硫黄（S）と水素（H2）から直接的に合成することにより、より高純度高結晶性のH3Sの生成が期待できる。硫黄

を水素中で150 GPaまで加圧し、レーザーによって加熱を行い、その過程を電気抵抗およびX線構造解析の同時測

定にて観測した。その結果、低温加圧で合成されたものと同じ、硫黄原子が体心立方位置に配置する高温超伝導相の

出現を確認した。期待したとおり、低温加圧の場合生じる硫黄の単体高圧相は含まれず、高結晶性を示すシャープな

X線回折ピークを観測した。その試料を冷却したところ、文献値と等しい200 Kの超伝導を観測した。 
 
参考文献 

 
1)  A. Drozdov et al., arXiv:1412.0460 (2014), arXiv:1506.08190 (2015), Nature 525, 73 (2015). 
2)  Y. Li et al., J. Chem. Phys. 140, 040901 (2014) , I. Errea et al., Phys. Rev. Lett. 114, 157004 (2015) など. 
3)  D. Duan et al., Sci. Reports 4, 6968 (2014). 
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Regulation of laryngeal function by oxygenation in spontaneously breathing premature newborns using phase contrast X-ray 

imaging 

Erin V McGillick1,2, Emily J Phillips1,2, Marcus J Kitchen3, Megan J Wallace1,2, Kelly J Crossley1,2, Katie L Lee3, Lauren T Kerr1,2, Arjan B te 

Pas4, Philip DeKoninck1,2, Marta Thio5, Janneke Dekker4, Jessica R Crawshaw1,2 and Stuart B Hooper1,2 

1 The Ritchie Centre, Hudson Institute of Medical Research, Melbourne, Australia 
2 The Department of Obstetrics and Gynaecology, Monash University, Melbourne, Australia  
3School of Physics and Astronomy, Monash University, Melbourne, Australia  
4Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands 
5Newborn Research, The Royal Women’s Hospital, Melbourne, Australia 

Background: Premature infants have difficulty aerating their lungs at birth, for which they often receive respiratory support. Historically, these 

newborns were given invasive respiratory support involving intubation and mechanical ventilation, which was associated with a high risk of 

lung and brain injury. More recently, clinical practice has moved towards a less invasive approach involving continuous positive airway 

pressure (CPAP) delivered via a face mask to support spontaneous breathing. However, CPAP has a high failure rate and is often unable to 

adequately support premature newborns to breathe independently. Using synchrotron based phase contrast X-ray imaging we recently 

identified upper airway obstruction by a closed larynx as a mechanism reducing the success of CPAP to ventilate the lung in premature 

newborns. Hence, there is urgent need to identify factors that regulate larynx function and switches it from a closed “fetal” state into the newborn 

state where it is predominantly open, enabling air to enter the lung to improve the success of CPAP in the delivery room for premature newborns. 

Objective: To determine the role of oxygenation on function of the larynx and breathing pattern in spontaneously breathing premature 

newborns receiving CPAP using phase contrast X-ray imaging. 

Methods: Premature rabbit pups were delivered at 29 days gestation (n=12; term ~32 days). An oesophageal tube was positioned to measure 

breathing pattern and a face mask was secured to mimic non-invasive respiratory support with CPAP similar to newborns clinically. Following 

delivery, pups were placed in hutch 3 of BL20B2 at the SPring-8 synchrotron. Using a sequence of gases to model (i) normoxic (21% oxygen), 

(ii) oxygen-rich (100% oxygen), (iii) hypoxic (nitrogen) environment and (iv) rescue with 100% oxygen, the function of the larynx (open or 

closed) during each phase was assessed using phase contrast X-ray imaging (24keV). Data were analysed for gas sequence and time using a 

two-way repeated measures ANOVA and Tukey’s multiple comparisons post hoc test (p<0.05).  

Results: Newborn breathing pattern was associated with oxygenation, demonstrating increased breathing rate during exposure to an oxygen-

rich environment (p<0.001) and significantly lower rate detected during hypoxia (p=0.016). Compared to room air, larynx function (open 15.0 

± 5.2% of time; Figure 1) increased over time during oxygen-rich conditions (open 51.2 ± 24.0% of time). Cessation of breathing during the 

hypoxia phase was associated with a closed larynx (open 8.0 ± 3.7% of time) immediately before breathing ceased and to completely closed 

when breathing ceased. The re-initiation of breathing during the final oxygen rescue phase required significant physical stimulation and 

coincided with the larynx remaining open (42.1 ± 13.5% of time) throughout the remainder of the ventilation period. 

Conclusion: Hypoxia is a potent inhibitor of spontaneous breathing and causes the larynx to return to a closed “fetal state”, whereas 

supplemental oxygen stimulates breathing and opens the larynx, allowing the lung to be ventilated. These results highlight oxygenation as a 

key regulator of laryngeal function to establish a stable breathing pattern and improve the success of non-invasive respiratory with CPAP in 

the delivery room for premature newborns. 
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イオンポンプの結晶構造解析 

東京大学 定量生命科学研究所 
椛島 佳樹、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、速筋由来のカルシウムポンプ（SERCA1a)につい

ては、10を超える中間状態の構造を決定し（図参照）、

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 Ca2+結合部位の形成過程の可視化、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。 

SERCA1a は 1分子の ATP あたり 2 個の Ca2+を輸送す

る。我々は2か所のCa2+結合部位（site I, site IIと

呼ぶ）の形成過程を調べるために、まずCa2+が結合する

直前の状態（図中、E1/E1·Mg2+）の結晶化条件の改良を行った。その結果、3Å分解能を超える結晶を安定的に

得ることができた。この結晶をCa2+を含む溶液に浸漬したところsite IのみにCa2+が結合していた。site Iは

1個目のCa2+が結合する部位であることが生化学的実験から結論されていたが、構造学的に初めて証明すること

ができた。一方でsite IIは部分的には形成されているもののCa2+の結合は見られなかった。さらにsite Iの

みに Ca2+が結合した状態の結晶を生理的濃度のイオンを含む溶液に浸漬したときに、K+が site II 付近に結合

していることが示唆されたため、K+の代わりに同族のRb+を含む溶液に浸漬した結晶を作製し、BL41XUビームラ

インにおいてデータ収集を行った。その結果、site II付近にRb+由来の異常分散シグナルを観察することがで

きた。 

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。我々は、既にSERCA1a-PLN複合体の構造決定に成功し、PLNはCa2+結合直前の状態を

安定化し抑制的に働くことを示した。本課題では、さらに PLNがどの段階で SERCA1aから解離し、SERCA1aの

抑制を解除するのかを浸漬実験により明らかにした。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。 

 

 

P-078 

SPring-8シンポジウム2018

長期利用課題79



ゼオライトの精密設計を目的とした非周期系原料及び結晶ゼオライトの 

原子・ナノスケール PDF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）、山田大貴（東京大学）、出口槙子（東京大学）、

引地直道（東京大学）助永壮平（東北大学） 

 

 

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目的とする。さらに、結晶

化過程の構造変化に関する知見

を生かして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の

創出を目指す。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・物性研究は大きな進歩を成し遂げた 1,2)。量子ビーム実験技術の進化は、BL04B2 の高エネルギーX 線回折実験

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いった

「不規則」を体系化するために不可欠な実験情報を与える。さらに、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。 

 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、

ナノ粒子とい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、配位数とい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。 

これまで、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 の低いところに、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 3)。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

源を明らかにした。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シリカガラスの解析結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) S. Kohara and P. S. Salmon, Adv. Phys. X, 1, 640 (2016). 

2) S. Kohara, J. Ceram. Soc. Jpn., 125, 799 (2017). 

3) 小原真司，小野寺陽平，田原周太，増野敦信，井上博之，土谷浩一，坂田修身, NEW GLASS, 33, 3 （2018）. 

4) 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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熱機関用超高速・マイクロスケール燃料噴霧の X線計測： 

新たな X線計測技法の開発による未解明の物理因子解析 

INHA大学 （韓国） 

文 石洙 

 

近年，脱石油化，温暖化の抑制による低炭素・

グリーン社会の実現が世界共通の課題となって

いる．熱機関は輸送用，分散型電源等の多様な分

野で利用されており，また中・長期的にも他の動

力源とは代替し難く，引き続きエネルギー変換

機として重要な位置を占めると予測されている

ことから，これらの高効率化及びクリーン化は

地球温暖化の抑制と環境問題の解決に大きい効

果をもたらす．熱機関の熱効率向上およびクリ

ーン化の実現には，燃焼室内に噴射される燃料

と空気を混合させる燃料噴射技術の高度化が非

常に重要である．しかしながら，燃料と周囲気体

との混合や噴霧の発達といった燃焼室内で生じる物理現象はそのメカニズムに未解明の部分が多くれ，燃焼制御技術

の実用化や製品化に際しては実験的な試行錯誤が数多くなさており，それがエンジン開発の効率性と的確性を落とす

主な原因であった． 
本研究グループは，ノズル近傍流動の現象解明によるエンジン数値解析の高度化，更には低炭素・グリーン

社会の早期実現に貢献することを目指し，2013年度からノズル近傍流動の可視化および解析を可能とするX線

位相コントラスト画像装置をSPring8のBL40XUに構築し研究を行ってきた．前回の長期利用課題（2014B0111）

では，ノズル形状，燃料物性，噴射・雰囲気条件などの噴霧形成を支配する代表的な因子を選定し，それらの

因子がノズル近傍流動の微粒化およびダイナミクス構造におよぼす影響を解析することで，噴霧形成を支配す

るメカニズムを明らかにすると同時に，従来エンジン数値解析の改善および新たな噴霧予測モデルの構築に取

り組んできた． 自動車業界は，X線計測から得られたデータベースと知見をエンジン数値解析の精度改善およ

び次世代エンジン開発に活用しており，当研究の有り難さが大きく評価されている． 

しかし，ノズル出口および近傍流動の現象解明とモデル化に重要な物理因子の中，まだ計測・解析できてい

ないものも多く存在する．特にノズル出口の初期流動特性を支配するノズル内部流(渦流，乱流，キャビテーシ

ョンなど)特性と，それが初期流動に及ぼす影響に関する理解が不十分である．前回の長期利用課題(2014B0111)

で構築した知見とモデルは初期流動条件を入力値とするものであり，実際にノズルの形状や噴射条件によって

変わる初期流動条件を理解しモデル化することまではまだできていなく，それらの計測・解析を可能とする新

たな手法の構築が急務である． 
以上の背景の上，今回の長期利用課題では，ノズル内部流とノズル出口の初期流動に関わる物理因子を解析

できる新たな計測技法を開発し，その結果を用いてノズル内部流特性と初期流動特性を相関させることを研究

の主な狙いとする． 今回の長期利用課題で注目する代表的な物理因子としては，｢ノズル内部のキャビテーシ

ョン構造｣，｢ノズル内部の流速と乱流エネルギー分布｣，｢ノズル内部流による初期流動の不安定性｣，｢ノズル

近傍の燃料密度および運動量分布｣を上げられ，現在それらの計測を可能とする新たな手法の構築に取り組んで

いる． 
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図1． 日本の科学技術を支えるSPring-8． 
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放射光X線を用いた巨大自己集合中空錯体の構造解析と機能創出  

（1東大院工・2京大 iCeMS） 

堂本悠也 1・鈴木亮人 1・藤田大士 2・藤田 誠 1 

 

我々はこれまで、折れ曲がり型の構造をもつ二座配位子(L)と平面 4 配位の金属イオン(M2+)との配位駆動自己集合

による、構造一義性のMnL2n型中空錯体の合成について検討してきた。例えばLの折れ曲がり角度θが120°程度の配

位子とPd2+イオンからはPd12L24錯体が構築でき、直径 3〜5 nm に達する内部空間の事前化学修飾に基づく、ナノ粒

子の粒径制御合成や反応場のサイト分離、さらにタンパク質の包接と性質制御といった様々な機能創出を行っている 
(Figure 1)。 
ここでPd12L24錯体は立方八面体の立体構造を有し、アルキメデスの多面体に分類される。Pd2+の平面4配位性を考

慮すると、同様の多面体として可能な組成はn = 6, 12, 24, 30, 60に限定されるが、実際これまでにθを段階的に拡大し

た配位子群を設計することで、二十・十二面体構造を有するPd30L60錯体 (θ = 149°)までの構築と構造決定に成功した 
(Figure 2, above)。そこで予想される最後の構造 (n = 60)を捉えるべく、θ = 152°を有するセレノフェンコア型配位子

について自己集合および単結晶作製を行い、放射光 (Spring-8 BL38B1/BL41XU)を用いたX 線構造解析を行った。し

かしながら、結果として得られたのは、予想とは全く異なる立体構造を有するPd30L60錯体 (Figure 2, below)であるこ

とがわかった。そこで我々は、新たにゴールドバーグの多面体に着目し、さらに3価（五角形と六角形から構成）か

ら4価（三角形と四角形から構成）へと概念の拡張を図ることで、これまでに発見された一連の多面体を含む系列化

が可能であるとの着想に至った。実際、これに沿った予想により、次なる可能な立体構造はn = 48であると考えられ

たが、同じ配位子を用いた自己集合について条件最適化を行うことで、Pd48L96錯体をも構築できることが、X線構造

解析により確認された。よって、以前考えられていたアルキメデス多面体から予想されるn = 60までに留まることな

く、無限に続く4価ゴールドバーグ多面体の系列に沿った、さらに構成成分数の大きな中空錯体の構築可能性が示さ

れた。このような構成成分数が100〜200を超えるような構造一義的分子の構築はこれまで知られていないことから、

新たなカテゴリーの物質として学術的に興味深いのみならず、巨大かつ超高度集積が可能なナノ空間が生み出す未踏

機能創出も期待される。ポスター発表では、本課題における最近の検討についても紹介する。 
 
 

 
 
           Figure 1.                                          Figure 2. 
 
参考文献 1) Chem 2016, 1, 91; 2) Nature 2016, 540, 563. 
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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、JASRI/SPring-83 

高橋嘉夫 1、板井啓明 1、柏原輝彦 2、関澤央輝 3、新田清文 3、伊奈稔哲 3、

宇留賀朋哉 3 

 

サステナブルな社会の実現は人類最大の課題であり、現代の科学者は、それぞれの専

門の立場からサステナブル科学（＝「サステナブル社会実現のための基礎科学」）を推進

することが期待される。特に地球・環境科学においては、地球環境問題の実態解明・対策

や新たな資源開発による資源の長期的利用への貢献が重要となる。我々のグループは、地

球表層の化学素過程解明に基づく環境化学・物質循環・資源化学の研究を進めている（分

子地球化学）。特に SPring-8では、広いエネルギー範囲（5～40 keV）での XAFS(BL01B1）

法による元素の化学種同定（スペシエーション）や顕微 XRF-XAFS 分析（BL37XU）による微

小領域のスペシエーション分析が実現されており、我々はこれらを活用した分子地球化学

研究で実績を挙げてきた。 

本課題では、技術的には以下の 3点に着目した研究を主に BL37XUで展開したい。 

(1) 3 次元（3D）投影型および結像型顕微イメージング（CT）をエネルギーを変えて測定

する XAFS-CT を環境試料に適用する。 

(2) 環境試料では、多元素を同時に分析する必要があるので、マイクロビームの利用が 15 

keV の上下でエネルギー範囲を区切る必要がなく連続的に計測できる実験法を開発する。 

(3) これまで開発してきた蛍光分光ナノ XAFS 法をさらに発展させ、2系統のシリコンドリ

フト検出器（SDD）を用い、一方では蛍光分光ナノ XAFS 法で微量元素を選択的に検出し

ながら、もう一方は通常のナノ XRF-XAFS に用い、全元素のマッピングを同時に得る手法

を開発する。これは、X線による試料損傷を低減することにも寄与する。 

これらの手法を利用して、本研究では、具体的に以下のようなテーマを展開する。 

＜1. 環境中の粒子状物質中の元素の分布と化学状態：XAFS-CT の利用＞ 

炭酸カルシウムを主成分とする有孔虫（大きさ 600-800 μm程度）は、中央太平洋な

どの環礁の堆積物（土壌）を構成する主要物質である。こうした環礁は、大陸から孤立し

ているため、大陸の大都市に比べて環境汚染の歴史が浅く、近代化による人為汚染がどの

元素に特徴的であるかや、一般的にみられる土壌酸性化の原因として何が有力かを単純化

して扱える。本研究では、マジュロ環礁の有孔虫堆積物を対象にして、酸性化による溶解

で増加した有孔虫の空隙構造を X線 CTで調べると共に、XAFS-CTで有孔虫内に含まれる重

金属の化学状態の 3次元マッピングを得て、新たな環境化学的知見を得る。 

＜2.国内のレアアース・イオン吸着型鉱床の生成機構：広エネルギーナノ XRF-XAFS-XRD＞ 

 サステナブル社会の構築には、レアメタルや希土類元素（レアアース、REE）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。本研究では、風

化花崗岩中の REEの化学種を解明し、どのような風化花崗岩が REEのイオン吸着型鉱床に

適しているかを調べる。本研究では、軽 REE（Laなど）から重 REE（Yなど）に渡るいくつ

かの REEについて、ナノ XRF-XAFS-XRD法でその濃集部位（XRF）とそこでの REEの化学状

態（XAFS）や REE を含む鉱物種（XRD）を決定する。このうち Laでは、Tiによる妨害が L

端で大きいため、K 端での測定が必要である。そのため本研究では、10 keV 以下から 40 

keV 近くまでの広いエネルギー範囲でのマイクロ XRF-XAFS-XRD実験を進める。 

＜3. 超微量水銀の化学種解析：蛍光分光ナノ XRF-XAFSと通常の XRF-XAFSの同時測定＞ 

 水銀は、環境中のあらゆる相に存在し、地球規模で循環している元素である一方、そ

の毒性は極めて強く、特に胎児・新生児・小児の神経系に有害である。本研究では、これ

まで開発してきた蛍光分光ナノ XRF-XAFS 法を、生体試料も含む様々な試料中の超微量水

銀に適用し、その分布状態と化学種を明らかにする。その際、水銀に選択的な蛍光分光測

定を行うと同時に、別系統の SDD で通常のナノ XRF-XAFS 測定を行うことで、他元素のマッ

ピングを同時に得る。これは、測定時間の短縮だけでなく、X 線損傷が問題となる生体試

料の分析において、X線照射量を著しく低減させる効果があり、今後の展開が期待される。 

P-084 

SPring-8シンポジウム2018

長期利用課題84



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 recently-completed long term project to develop high-field 
magnetic Compton scattering measurements on BL08W. We present details of 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 the iridate Nd2Ir2O7. In the poster, we will concentrate on our 
work on Nd2Ir2O7, and will also discuss the progress of our project and our plans for the future 
development of the technique. 
 
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 (182 keV) circularly polarised X-rays produced by the 
helical wiggler.  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 will demonstrate in the poster presentation that 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.  In particular, in this poster, we 
will show how the temperature dependence of the Nd 4f and Ir 5d moments can be inferred 
from the experimental measurements. 
 
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、松井文彦、木村耕治、大門 寛 

 
蛍光Ｘ線・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統

合的に利用することと、サイト選択性の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いる。蛍光Ｘ線ホログラフィーでは、新型の分光結晶を用いることで、これまで

測定が困難であったCa やKなど軽元素のホログラムを得ることができるようになった。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整備が完了

し、また化合物半導体界面や微結晶試料など様々な応用的試料へ研究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。 
  Ag を 5 % ドープしたAg0.05Bi0.95Se3の蛍光X
線ホログラムを Fig. 1(a)に示す。低バックグラウ

ンドの良好なパターンが得られている。Fig. 1(b)
にホログラムから再生した原子像を示す。Ag が

Bi に置換型でドープされた場合の面内原子位置

が丸で示されている。特に最近接の丸の位置に明

瞭に原子像が観測されることから、バルク領域に

おいて、AgはBiに置換することが分かった。2) 
またAg-Bi2Se3のAg 3d光電子ホログラムを測

定した。まず、大気中で劈開を行ったところ、Ag 
3dのホログラムはBi 4fと共通する模様の他、ベ

ンツのマークのような模様が見られた。これは

Bi置換型とSe-Se間のvan der Waals層間にAg
原子が存在するAg 層間型のシミュレーション結

果と似ており、Bi原子の位置のAg原子のほか、一

部van der Waalsギャップの層間に存在することを

示唆する。光電子分光(XPS)では一種類の価数のイ

オンのみが確認された。Ag-Bi2Se3結晶中、Bi3+と置

換しているAg+はホールドープに、van der Waals
ギャップの層間にあるAg+は電子ドープに寄与する。他方、真空中で劈開した場合のAg 3dのホログラムは、Bi 4f
とほぼ同様であった。Ag 層間型の少ない部分で劈開されていることを示唆する。価電子帯光電子分光により、真

空中劈開では、ホールドープでフェルミ準位が下がりディラック点付近に近づく様子が確認できた。 
1)  http://www.3d-activesite.jp/    2) T. He et al., Phys. Rev. B 97, 104503 (2018).  

Fig. 1. (a) Ag0.05Bi0.95Se3単結晶の蛍光X線ホログラム。

入射X線エネルギーは31.0 keV。AgのKα線を記録。

(b) バートン法による Ag 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) Ag-Bi2Se3
のAg 3d, Bi 4f, Se 3dの光電子ホログラム。 

(c) 
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NRVS of non-heme iron enzyme intermediates and related model complexes 
 
Ariel B. Jacobs, Jeff T. Babicz, Kyle D. Sutherlin, Lars H. Böttger, Yoshitaka Yoda, Makoto 
Seto, and Edward I. Solomon 
 
Iron enzymes activate O2 to perform a wide range of critical functions in metabolism, health and 
selective catalysis. This is accomplished by mononuclear and binuclear non-heme iron enzymes that 
exhibit major differences in the extent of O2 activation and the type of reactivity. The substrate-
reactive intermediates formed by O2 activation are experimentally challenging to study. Generally, the 
d-d transitions of the metal center have weak absorption extinction coefficients and thus cannot be 
studied by absorption spectroscopy, and photodegradation of the intermediates precludes the use of 
resonance Raman. Therefore, we have developed the use of nuclear resonance vibrational 
spectroscopy (NRVS) to experimentally probe the geometric and electronic structures of non-heme 
iron intermediates. We use NRVS to obtain the vibrational profile of the O2-activated intermediate, 
and simulate these data using density functional theory (DFT) to define its structure. This technique 
has been calibrated on a number of structurally-defined model complexes to optimize the level of 
theory used in the simulations. We are now adopting this technique to non-heme iron enzymes 
intermediates to correlate their structures to the exotic and diverse range of chemistries they perform. 
 
Within the mononuclear non-heme iron class, our NRVS studies have focused on Rieske dioxygenase 
and extradiol dioxygenase enzymes, as well as α-ketoglutarate dependent (αKG) enzymes and related 
model complexes. For the Rieske dioxygenase, our previous work focused on a series of high spin 
Fe(III)-(hydro)peroxy model complexes, calibrating our analysis of the intermediate in the peroxide 
shunt reaction of benzoate 1,2-dioxygenase (BZDO) as a side-on Fe(III)-hydroperoxy species. This 
assignment expanded the study to compare the BZDO native-O2 and peroxide shunt reaction 
coordinate calculations and showed that the two reactions proceed via different mechanisms, and that 
the peroxide shunt is not catalytically relevant.  In the extradiol dioxygenases, we have applied our 
NRVS/DFT methodology to define the active intermediates in homoprotocatechuate 2,3-dioxygenase 
(HPCD). Our analysis assigned the electronic and geometric structure of the O2 HPCD intermediate 
(trapped using an alternative slow substrate) as an end-on Fe(III)-superoxo catecholate species, in 
contrast to a previously invoked side-on Fe(II)-superoxo species.  In parallel, the Rieske and extradiol 
dioxygenase studies identify the key catalytically active species as an Fe(III)-superoxo intermediate 
and provide insight into the role it plays in non-heme iron enzyme chemistry. We have also studied 
the Fe(IV)=O intermediate in the αKG enzyme syringomycin biosynthesis enzyme 2 (SyrB2), which 
halogenates its native substrate L-threonine. Using NRVS we showed that substrate positioning is 
critical in determining the frontier molecular orbitals (FMOs) involved in halogenation vs. 
hydroxylation reactivity. We are now extending our NRVS studies to a series of model complexes, 
[Fe(TQA)(O)(X)]+ (X = Cl-/Br-, TQA = tris(2-quinolylmethyl)amine) which perform H-atom 
abstraction followed by cage-escape and halide-rebound using only the Fe(IV)=O unit (rather than 
rebound by the Fe(III)-OH unit as observed in SyrB2). This study will provide insight into the origin 
of cage escape in these Fe(IV)=O model complexes, as well as a differentiation the Fe(IV)=O FMOs 
that can perform H-atom abstraction vs. halide rebound. 
 
We are also extremely interested in the binuclear intermediate (intermediate Q) in soluble methane 
monooxygenase (sMMO), which selectively cleaves the unreactive C-H bond in methane and has 
therefore been the target of a number of experimental studies. Recent reports have argued for 
conflicting structures for intermediate Q, with ‘diamond core’ Fe(IV)-O2-Fe(IV) and ‘open core’ 
Fe(IV)-O-Fe(IV)=O motifs being suggested by resonance Raman and X-ray absorption spectroscopy, 
respectively. We have collected NRVS data on intermediate Q and are simulating these data with 
‘closed’ and ‘open’ motifs to resolve its geometric/electronic structure. To further gain insight into Q 
we will also collect NRVS data on intermediate P, the peroxo intermediate and precursor to 
intermediate Q. These data will be simulated with DFT to define its structure, which will be critical in 
assessing the nature of Q as P directly forms Q in a proton induced conversion. These studies will 
define Q, and the reason for its high reactivity towards the inert methane molecule. 
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Detailed Spectroscopic Investigations of Iron-Hydrides in Various [FeFe] 
Hydrogenases 
 
Nakul Mishra,1 Hongxin Wang,1 Yoshitaka Yoda,2 James Birrell,3 Giorgio Caserta,4 Vladimir Pelmentschikov,4 
and Stephen P. Cramer1,* 
 
1 Department of Chemistry, University of California, Davis, CA 95616, USA 
2 SPring-8, JASRI, Kouto, Hyogo 679-5198, Japan 
3 Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion, 45470 Mülheim an der Ruhr, Germany 
4 Technische Universität Berlin, 10623, Berlin, Germany 
 

[FeFe]-hydrogenases are superior hydrogen conversion catalysts. Their reaction center (H-cluster) has a [Fe4S4] 
cluster binding to a diiron subunit [2Fe]H with three carbon monoxide (CO) and two cyanide (CN-) ligands. Hydride 
(H-) and possible hydrogen (H2) binding at this subunit has been measured and analyzed using modern nuclear 
resonant vibrational spectroscopy (NRVS) with fruitful results. 57Fe labeled wild type (WT), as well as oxodithiolate 
(ODT), C169S, C178A variants, and the 13C and D labelled -CH2- in the bridging unit have been evaluated. The 
results have shined light on the detailed Fe-H- and possible Fe-H2 reaction intermediate structures and the catalysis 
mechanisms. 
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Crystal Structure of Cas9 from B. laterosporus  
○中根俊博 1、平野清一 1、山野峻 1、中根崇智 2、石谷隆一郎 1、西増弘志 1、濡木理 1 

（1東京大学大学院理学系研究科、2Cambridge Biomedical Campus） 

 

原核生物の CRISPR-Cas 獲得免疫機構に関与する RNA 依存性 DNA エンドヌクレアー

ゼ Cas9 は、ガイド鎖 RNA と複合体を形成し、ガイド鎖 RNA と相補な配列をもつ標

的 DNA を特異的に切断する。ガイド配列は任意の配列に変更可能であるため、Cas9

はさまざまな配列をもつ二本鎖 DNA を切断することができる。したがって、Cas9 は

効率的なゲノム編集ツールとして注目されている。Cas9 が標的 DNA を認識するため

には、ガイド鎖 RNA との配列相補性に加えて、標的配列の近傍に PAM（Protospacer 

Adjacent Motif）とよばれる特定の塩基配列が必要である。異なる細菌に由来する Cas9

は異なる配列を PAM として認識し、ゲノム編集に広く利用されている Streptococcus 

pyogenes 由来 Cas9 は 5′-NGG-3′（N は任意の塩基）を PAM として認識する。そのた

め、ゲノム編集の標的配列は PAM によって制限されるという問題が残されている。 

最近の研究から、Brevibacillus laterosporus 由来 Cas9（BlCas9）は他の Cas9 と異な

り、5′-NNNNCNDD-3′（D は C 以外の任意の塩基）を PAM として認識することが明

らかとなった。しかし、BlCas9 によるガイド鎖 RNA および PAM の認識機構は不明

であった。本研究では、BlCas9、ガイド鎖 RNA、標的 DNA からなる複合体の結晶構

造解析を行った。170 塩基長のガイド鎖 RNA の調製、および、Cas9−ガイド鎖 RNA−

標的 DNA 複合体の結晶化は困難を極めたが、結晶化コンストラクトを網羅的に検討

し、BlCas9−ガイド鎖 RNA−標的 DNA 複合体の結晶構造を 2.4 Å 分解能で決定するこ

とに成功した。結晶構造から、BlCas9 は C:G 塩基対と特異的に水素結合を形成する

ことにより、5′-NNNNCNDD-3′を PAM として認識していることが明らかとなった。

さらに、結晶構造から、ガイド鎖 RNA は三重塩基を含む予想外の立体構造をとり、

BlCas9 と複合体を形成していることが明らかになった。今回の結果は、CRISPR-Cas

系の深い理解に貢献するともに、新規のゲノム編集ツールの開発基盤としても重要で

ある。 

 

100 µm 
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有機鉛ペロブスカイトのレーザー蒸着過程リアルタイム X 線回折 
1産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター, 2埼玉大学, 3高輝度光科学研究センター, 

宮寺哲彦 1, 山本晃平 1, 阿内悠人 2, 小金澤智之 3 

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)。本手法により原料であるハロゲン化鉛とハロゲン化ア

ミン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。

2017 年より推進している SPring-8 長期課題において有機鉛ペロブスカイトを真空成膜する過程をリアルタイム

GIWAXS する実験に取り組んでいる。これまでに開発したIR レーザー照射による有機鉛ペロブスカイト成膜装置2)

をSPring-8 用に新たに構築し、BL46XUに持ち込んで成膜過程のリアルタイムGIWAXS 観察を行った。図１に装

置概要を示す。真空チャンバー内部に設置してある原料に IR レーザーを照射して材料を蒸発させ、基板に堆積させ

る装置で、ベリリウム窓を通して、入射X 線、回折X 線を通すことができ、成膜中の結晶性の変化を観察すること

が可能となっている。初めに PbI2 を製膜し、その後 CH3NH3I を堆積させることでペロブスカイト結晶構造を持つ

CH3NH3PbI3 が形成されていく様子をリアルタイムで観察することができた。今後様々な材料および条件で結晶成

長過程のダイナミクスを解析し、有機鉛ペロブスカイトの成膜過程のメカニズムを明らかにすることを目指す。

参考文献

1) T. Miyadera et al., Nano Lett. 15 , 5630-5634 (2015).
2) T. Miyadera et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 26013–26018 (2016).
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 Operando 電気化学反応速度―HAXPES測定の試み 

山梨大学 1、日産アーク 2、JASRI 3 

須田耕平 1、西川穂奈美 1、犬飼潤治 1、今井英人 2、渡辺剛 3、安野聡 3、小金澤智之 3、廣沢一郎 3 

 
電気化学とは、電極と電解質溶液との界面で生じる電子移動を伴った化学反応を扱う学問・技術分野である。燃料

電池、二次電池、光触媒、半導体デバイス、めっき、腐食・防食、生物電気化学、電気化学センサ、金属精錬、電解

合成など、電気化学反応を利用した技術は幅広く、現代の科学と産業の根幹を担っている。 
反応の定量的制御のためには、電気化学反応速度を精密に測定する必要がある。例えば、燃料電池では、電極触媒

に反応物を一定流量で供給した際の単位面積あたりの電気化学反応速度を定量的に測定することにより発電量が推

定でき、めっきにおいては、目標膜厚に到達する時間や金属イオンあるいは添加物の消費量を予測することも可能で

ある。一方、ミクロスコピックに見た場合、電気化学反応が進行する反応場では物質間での電子移動が原子レベルで

進行しており、それぞれの物質の電子状態の理解が必要である。マクロスコピックな反応速度とミクロスコピックな

電子状態を同時に測定する試みはほとんどなかったが、それぞれの情報を合わせることで、高性能な材料開発と、産

業プロセスの効率化に大きく寄与することが期待される。 
我々はビームライン BL46XU において、電気化学反

応速度を厳密に測定しながら、同時に電極の HAXPES
測定を可能とする新たなoperando 測定法の実現を目指

している。図 1 に、operando 電気化学反応速度－

HAXPES 測定の概念図を示す。超高真空チャンバー壁

に厚さ20 nm程度のSi3N4ウィンドウを取り付ける。超

高真空の逆側には、溶液を流通できる電気化学セル1, 2を

取り付け、セルの一部は上記のSi3N4ウィンドウとする。

Si3N4ウィンドウの溶液側には、厚さが数 μm 程度の測

定サンプルを位置させる。温度や濃度を制御した溶液を、

サンプル上へとポンプを用いて一定速度で流入させる。

流路高さは0.5 mm程度とし、層流条件が保たれるよう

にする。このような構成の装置を用いて、溶液側のサン

プルにおいて進行する各種電気化学の反応速度を測定し

ながら、真空側では硬X線を照射しサンプルのHAXPES
測定を同時に行う。 

2017 期に装置作製はおおよそ終了した。2018 期は燃料電池用触媒を使用し、operando 電気化学反応速度－

HAXPES測定に取り組んでいく。 
 
謝辞 本研究は、NEDO のSPer-FC プロジェクトのもとで実施した。また、放射光実験はSPring-8 の長期利用課

題（2017A0138、2017B0138、2018A0138）および一般課題（2017B1833）において実施した。 
 
参考文献  
1) H. Yano, T. Uematsu, J. Omura, M. Watanabe, H. Uchida, J. Electroanal. Chem. 747, 91 (2015). 
2) M. Chiwata, H. Yano, S. Ogawa, M. Watanabe, A. Iiyama, H. Uchida, Electrochemistry 84(3), 133 (2016). 
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図1. Operando 電気化学反応速度－ 
HAXPES測定の概念図. 
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新分野創成利用課題による SPRUC分野融合研究（実用） 

「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」の実践  
SPRUC分野融合研究（実用）グループ 

研究代表者 高尾正敏 

 

SPring-8ユーザー協同体（SPRUC）では、利用者懇談会時代から継続した利用に関する測定要素技術を核とする、

あるいは、研究領域のコミュニティを基とする研究会組織が活動し、ユーザー相互の研究連携を推進してきた。一方、

SPring-8は1997年10月の供用開始以来、20年以上が経過した。その間、求められる利用研究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の複数ビームライン（BL）を使い倒す

ことが期待されるようになってきた。そのためには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、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。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。 
固液界面付近の物理・化学現象は非常に多く存在するが、プログラムとしては、図１の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 の複数の計測装置の利

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。 
2016 年度、新分野創成利用制度に応募し、2016B 期から2018A 期までの4 期2 年間の課題が採択された。プロ

グラム実施に際しては、分野融合型研究の趣旨を踏まえ、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

はないものを設定し、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とした。2 年間の課題実

施中、代表者による研究チーム編成を通して、分野融合の芽生えを創出するに至った。特に、SPring-8の計測の専門

家グループが、実用課題を抱えるグループの要求、すなわち、ナノスケールで起こる現象の可視化に応え、可視化計

測手法が実測段階まで到達できたことは特筆に値する。2016B期から2018A期までの2年間の実績を基盤とし、実

用課題の可視化を目指し、若手化を図ったメンバーで2018B期から2020A期までの新分野創成利用課題を申請中で

ある。 
SPRUCの事業であるので、分野融合の為にも全ての会員に参画が開かれていることは勿論であるが、新たなニー

ズとシーズを有する新規ユーザーに参画していただけるような運営に心がけていることを確認しておく。その姿勢が

SPring-8の革新的利用研究成果の創出、SPrin-8施設の技術革新、高性能化にも繋がると考えている。 
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図1． SPRUC分野融合研究（実用）グループによる新分野創成課題活用の概要． 
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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  

新分野創成利用課題 (2017B-2019A期) 代表責任者・分担責任者 

小野輝男、壬生攻、千葉大地、岡本聡、水口将輝 

 

SPRUC分野融合型研究グループ「ナノデバイス科学」は、

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により、ナノスピンデバイス研

究において、個別の取り組み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を創出することを目標と

して活動を行っている。2017年より、京都大学の小野輝男教

授を代表責任者とした第 2 期 (2017B〜2019A) の体制に入

り、スピンナノデバイス研究におけるノウハウの蓄積と情報

共有によるシナジー効果の実現に向けた展開を進めている 
(図1および図2)。 
これまでに、2017B期および2018A期の2期間において、

BL01XU、BL08W、BL09XU、BL13XU、BL17SU、BL25SU、

BL37XU、BL39XUなどのビームラインを利用してスピント

ロニクス科学の課題解明実験を進め、いくつかの興味深い成

果が得られた。2017B期に実施された各実験課題の進捗報告

と、分野融合の観点から今後の研究展開の展望について話し

合うことを目的として、以下の研究会を開催した。 
研究会名：第6回実用スピントロニクス新分野創成研究会 
日  時：2018年3月6日（火）13:00-17:00 
場  所：SPring-8 放射光普及棟・中講堂 
主  催：SPRUC 分野融合「ナノデバイス科学」研究グル

ープ 
協  賛：SPRUC機能磁性分光研究会、光・磁性新素材産学

連携研究会、運動量空間におけるスピン・電子密度科学研究会、核共鳴散乱研究会 
出 席 者：計36名 
研究会では、研究成果についての闊達な討論が行われたのに加え、第1期で得られた成果および課題を整理し、第2
期の研究展開に繋げていくことが重要であることが確認された。また、スピントロニクス研究を分野融合の観点から

推し進める強力な基盤を構築し、新たなフラッグシップ研究会として立ち上げるために、「ナノデバイス科学」研究

会を会員登録制に移行することを評議員会に提案し、承認されたことが報告された。 
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図1． 本利用課題のイメージ図． 

 

図2． 本利用課題の研究体制図． 
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