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高速時分割 WAXS による天然ゴム伸長結晶化の観察
株式会社ブリヂストン

北村祐二、加賀紀彦、奥野憲一郎

はじめに： 天然ゴム（Natural Rubber; NR）は伸長結晶化（Strain Induced Crystallization; SIC）することが知られており、
広角 X 線散乱（Wide Angle X-ray Scattering; WAXS）により多くの研究が行われてきた。NR は SIC によりき裂進展を抑
制するため壊れにくいと考えられている。しかし、タイヤ用ゴム材料において想定される高速大変形での研究例は少
なかった。そこで我々は高速時分割 WAXS システムを開発し、タイヤの使用時に想定されるような高速大変形におけ
る NR の SIC 挙動を観察することとした。
実験： 自作の一軸引っ張り装置に、歪観察用の高速カメラと WAXS 観察用のイメージインテンシフィア付き高速カメラ
を組み合わせて、高速時分割 WAXS システムを構築した（Figure 1）。用いた X 線の波長は 0.08 nm、カメラ長は 115
mm とし、引張り開始と同時に 1 ms 毎に WAXS 測定を行って加硫 NR の SIC 挙動を観察した。伸長歪速度（𝜀̇）は 100
s-1（初期速度）、最大歪は 5 とした。二次元 WAXS 像の赤道方向を中心角 20°の扇型積分して得られた X 線散乱強
度の一次元プロファイルを、試料厚みの変化、カメラの熱雑音、空気散乱等について補正し、さらに非晶分を差し引い
て 200 反射の積分強度（IX）を得た。
結果： Figure 2 に歪（𝜀）および IX の時間発展と、対応する光学観察像および WAXS 像を示す。従来の NR の SIC 観
察は、数 10 s から数 min かけて低速で変形した場合の研究がほとんどだった。今回は 0.1 s と非常に短い時間で SIC
挙動を観察したが、結果は従来の報告と同様のものだった。その理由は、我々が既に報告したように「核生成速度 I
が𝜀̇に比例する（𝐼 ∝ 𝜀̇）」からに他ならない。今回の検討では、自作の高速時分割WAXS システムにより NR の SIC お
よびε
の時間発展を高速変形下で観察することが出来た。

Figure 1. The in-situ SIC observation system. Time resolved WAXS measurement with high speed video for
simultaneous strain evaluation.
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Figure 2. Time development of  (red) and IX (blue). Corresponding optical and WAXS images are shown on left
and right side, respectively.
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自動車用樹脂材料の構造解析と物性発現機構の解明
－エポキシ樹脂の硬化挙動解析－
デンソー

岡本泰志

【緒言】
本研究は自動車用接着剤として使用されるエポキシ樹脂の構造解析を行ない、物性との相関を明らかにすることを
目的とする。今回は材料組成および硬化条件の異なる 4 種類のエポキシ樹脂に対して、架橋の粗密の解析および原
料から硬化物への硬化挙動の解析を目的として、X 線光子相関分光(XPCS)法の適用可能性を検討した。
【実験】
触媒硬化系エポキシ樹脂(Catalyst, CAT)は、主剤 Bisphenol-A diglycidyl ether と触媒 1 - Cyanoethyl -2 - undecyl
imidazole を重量比 100/3 で、また、酸無水物硬化系エポキシ樹脂(Acid anhydride, AA)は主剤、硬化剤 4Methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic Anhydride、触媒 Dimethylbenzylamine を重量比 100/85/0.5 で混合した。散乱強度
向上を目的として、シリカゾル(40wt% SiO2/MEK)を SiO2 が 1vol%となるように加え、減圧下、溶媒留去および脱気を行
った。これを 1 ㎜厚の型枠に注型して通常(100℃2h+150℃5h)硬化または短時間(150℃5h)硬化した。得られた板状の
エポキシ硬化物を 5 ㎜角に切断して SAXS 測定および XPCS 測定に供した。SAXS 測定は Spring-8 BL19B2(Ｘ線エネ
ルギー18keV、カメラ長 40m)、BL03XU(8keV、8m)にて室温で行った。XPCS 測定は BL03XU(8keV、8m、ビーム径
20μ
m)にて、測定温度 200℃、測定時間 0.5s、測定間隔5s、フレーム数 120 で行った。
【結果および考察】
SAXS 測定により、調製したエポキシ硬化物中のシリカは、平均粒径 約 124nm で均一に分散していることを確認した。
XPCS 測定では測定温度をエポキシの Tg 以上として測定を行い、200℃で 4 つのサンプルの挙動が分離できること
を確認した。調製したエポキシ硬化物は、触媒系短時間硬化、通常硬化、酸無水物系短時間硬化、通常硬化の順に架
橋密度および Tg 等の物性が向上する。XPCS 測定による分子運動性もこの順に低下し、架橋が密に形成されること
による分子の拘束が強くなる傾向が確認された(Fig. 1)。次にエポキシ原料混合物を加熱しながら分子運動性の時間
変化を検討した。Fig. 2 に触媒硬化系エポキシを 100℃で加熱した際の緩和時間の変化を示した。硬化時間とともに緩
和時間は遅くなり、特に架橋が形成されるゲル化点で大きく変化した。
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産業利用推進室における X 線イメージング
(公財)高輝度光科学研究センター 産業利用推進室

梶原堅太郎

産業利用推進室では、産業利用ビームラインの BL14B2 と BL46XU および白色 X 線回折ビームラインの BL28B2
において光源の特徴を活かした X 線イメージング実験を行っている。本講演ではそれぞれのビームラインでのイメー
ジング実験の特徴および観察例を紹介する。
BL14B2 は偏向電磁石を光源としたビームラインであり、アンジュレータを光源とした BL46XU よりも断面積の大き
い X 線ビームを得られるため、BL14B2 では視野の広いイメージング実験を行っている。視野サイズは横幅11mm お
よび縦幅 3mm である。画素サイズは 2.9μm であり、X 線のエネルギーは 8–37keV の範囲内で選択して使用してい
る。産業利用推進室で開発した冷凍機を使い、冷凍食品の観察実験が多く行われている。白色 X 線を用いた実験室
系 X 線 CT 装置では X 線の吸収コントラストが小さいため、食材中の氷を識別することができなかったが、高輝度の
放射光単色 X 線を使うことで吸収コントラストを向上させ、また、屈折コントラストも併用することで食材と氷を識別す
ることが可能になった 1)。冷凍食品の食材の劣化のメカニズムを解明するために使用されている。
BL46XU は BL14B2 よりも輝度の高い X 線ビームが得られるため分解能の高いイメージング実験を行っている。そ
の空間分解能は 1μ
m 程度である。一方で視野サイズは BL14B2 よりも狭く、横幅 1mm 程度および縦幅 0.5mm 程度
である。使用可能な X 線のエネルギーは BL14B2 と同じである。BL46XU では電池材料や食品など様々な産業分野
の材料を対象として X 線イメージング実験を行っているが構造用の金属材料の評価が最も多い。牧野らは軸受け用
鋼材の剥離のメカニズムを明らかにするために放射光ラミノグラフィと転動疲労試験を繰り返し行い、微細な亀裂の
進展を観察した 2)。
BL28B2 では他のビームラインとは異なり白色 X 線を実験に使用
することができる。単色化されたX線と比べて桁違いに強度が高く、
また、アンジュレータ光源から得られる X 線と比べてビームの断面
積が大きいため時分割イメージング実験に適している。また、標準
のモノクロメータを使用している他のビームラインでは 37keV 以上
の X 線を得るためにはシリコン結晶の 311 や 511 回折を使うため X
線のエネルギー幅が狭くなり強度が低いが、BL28B2 では広いエネ
ルギー帯の X 線を提供できるため高エネルギー領域においても強
度が高い。BL28B2 で標準的に用いている測定系では視野サイズ
が横幅 10mm および縦幅 5mm である。画素サイズは 5μ
m、フレー
ムレートは 45fps である。安田らは Al-Cu 合金や球状黒鉛鋳鉄の凝
固過程の 4D 観察を測定時間 1 秒以下の CT 測定を連続して行うこ
とで達成した(図 1)3)。

図 1. Al-Cu 合金中のデンドライト組織

1) M. Sato, et al., 日本食品工学会誌 (Japan Journal of Food Engineering), 17, (2016) 83-88
2) T. Makino, et al, International Journal of Fatigue, 92, (2016) 507-516
3) 利用課題実験報告書 https://user.spring8.or.jp/apps/experimentreport/detail/22802/ja9
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数 keV 電子線を使用した硬 X 線光電子分光法における
帯電中和方法の検討
JASRI

安野 聡

はじめに： 硬 X 線光電子分光法(HAXPES)は従来の軟 X 線を用いる光電子分光法(XPS)に比べて深い分析深さを有
していることから試料深部(界面)の非破壊状態分析に優れ、近年産業界においてその有用性や認知度が広まってき
ている[1]。一方で、従来の XPS と同様に絶縁性の高い試料については、正電荷による試料帯電によってピークのエ
ネルギーシフトやピーク形状のブロードニングを引き起こすことがあり、正確な測定、データ解釈のためには試料帯
電を低減することが重要である。通常 XPS では電子中和銃(電子線のエネルギー数 eV 程度)によって試料表面の電
荷中和を行う方法が用いられている。しかしながら、HAXPES では従来の数 eV の電子線では試料帯電を上手く低減
する事ができず、ピークシフトやブロードニングが起こってしまう事があった。この要因の一つとして、低加速な電子
線では HAXPES で一般な運動エネルギー(6～10 keV)に対応した光電子の脱出深さ(数十 nm 程度)へ、十分な電子供
給ができていないためと推測される。このため、本報告では HAXPES で光電子の生じる深さに対応した電子供給を
行うため、エネルギー数 keV の電子線を用いた帯電中和方法を検討した結果について報告する。
実験方法： HAXPES 測定は SPring-8 の BL46XU にて実施した。電子アナライザーに ScientaOmicron 製 R400010keV を用い、X 線エネルギー7.94keV、試料法線に対して光電子の取り出し角 10°、入射角80°の条件にて各試料
を構成する元素の内殻スペクトルを測定した。測定対象には通常の測定では試料帯電により測定が困難な Al2O3 基
板等を用いた。帯電中和には加速電圧の異なる 2 種類の電子銃(～10 eV 及び～20 keV）を用いた。
実験結果： 図 1 に Al2O3 基板に対して電子線エネルギー3 eV と 5.5 keV により帯電中和処理を行った結果(Al1s 及び
Al2p ピーク)を示す。リファレンスとして Os コート処理を施した Al2O3 基板の結果も併せて示している[2]。3 eV ではリフ
ァレンスと比較して、各軌道のピーク位置が異なっており、また僅かなブロードニングが行っている。特にピーク位置
は運動エネルギーの異なる Al1s と Al2s でリファレンスに対してシフトする傾向が一致しないことから、深さ方向に試
料帯電の程度が異なっていることが示唆される。5.5 keV では、Al1s 及び Al2s ともにリファレンスとほぼ同じ位置にピ
ークが出現しており、ピーク幅も同程度であることから、試料帯電を低減できていると考えられる。
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図 1 Al2O3 基板における Al1s 及び Al2p スペクトルの電子線エネルギー依存性
[1] H. Oji, Y. –T. Cui, J. –Y. Son, T. Matsumoto, T. Koganezawa, and S. Yasuno, J. Surf. Anal. 21, 121 (2015)
[2] Y. Mori, J. Surf. Anal. 12, 113(2005).
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産業利用ビームライン I（BL19B2）の現状
JASRI 産業利用推進室 大坂 恵一
JASRI 産業利用ビームライン I（BL19B2）は，3 つの実験ハッチを利用して産業界の放射光ユーザのニーズに対応し
た様々な実験技術を提供してきたが，高効率化と高度化を追求するために，散乱・回折実験技術を中心に据えたビー
ムラインとしての整備を進めている．第 1 実験ハッチには，試料搬送ロボットと組み合わせてハイスループット粉末回
折測定に利用されている多目的ハイスループット回折計「Polaris」が設置されている．第2 実験ハッチには，0〜2 次元
の多種多様な検出器が利用できる「多軸回折計」が設置されている．さらに，第2 および第3 実験ハッチにまたがって
設置された「小角/極小角X 線散乱（SAXS/USAXS）装置」は，装置構成をシンプルにすることによって，実験切替時間
の短縮が図られている．これらに加え，測定高度化および高能率化を目指した新しい試料ステージや自動ロボットの
開発や，複数の実験技術を融合した新たな実験手法の開発（SAXS-XAS 同視野測定など）も並行して行なっている．
以下にその一例を紹介する．
「3 軸揺動ガンドルフィ試料ステージ」（Fig. 1）は，結晶子が粗大で，配向異方性が生じている固体試料，例えば，強
加工が施されている金属のような実用材料でも，試料中の多くの結晶子の情報を平均化し，精密な 1 次元回折プロフ
ァイルを測定できるアタッチメントである．この装置の特徴は，互いに直交するωおよびχ
軸に加えて，ω軸に平行に併
進揺動する z 軸を持つことである．これによって，回転運動によるだけの平均化に加えて，多数の結晶子を回折に寄
与させて，試料の結晶組織の平均的な情報を得ることができる．2018B 期には，このステージを多軸回折計に設置し
てその性能の検証実験が行い，2019A 期には Polaris の試料ステージとしても利用可能となった．
第 3 実験ハッチには，試料交換ロボット（HummingBird2）を新規導入した（Fig. 2）．BL19B2 では，カメラ長 0.7–3 m の
標準的な SAXS と，同 41 m の USAXS のセットアップがあるが，広い q 範囲の散乱強度分布を得るために，両セット
アップを切り替えてデータを収集する（と同時にロボットも移動させる）ケースは頻繁にある．これに対応するため，セ
ットアップごとに試料搬送ロボットを固定化し，装置切替作業の高能率化を図った．HummingBird2 は露光時間が比較
的短い SAXS 専用であり，搭載可能試料数を既存機よりも 30 個増の 120 個としただけでなく，将来的にはさらに倍増
できるように設計されている．なお，既存の HummingBird は USAXS 専用とし，ロボット移動時間および作業の軽減に
よって，スムーズなセットアップ変更が可能となった．
講演では，今後の BL19B2 における実験技術の展開についても紹介する．

Fig. 1 3 軸揺動ガンドルフィ試料ステージ

研究分野： （産業利用）その他

Fig. 2 SAXS 専用試料搬送ロボット HumimngBird2

技術分野： X 線回折，X 線散乱
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BL14B2

産業利用ビームライン II（BL14B2）の現状
高輝度光科学研究センター

本間徹生、大渕博宣、渡辺剛、高垣昌史、梶原堅太郎、佐藤眞直、松本崇博、松下智裕

産業利用ビームライン II（BL14B2）は、X 線吸収微細構造（XAFS）を対象として、利便性が高く高能率な測定を目指
して研究支援および機器開発を行っている。これまでに、ユーザの負担を軽減し、熟練していないユーザでかつ少人
数の場合でも円滑に実験を進められるように、測定吸収端に合わせた光学機器の調整が自動化されている。また、
試料自動搬送装置（Sample Catcher）およびそれを用いた自動 XAFS 測定システムを開発し、透過法および 19 素子
Ge 半導体検出器（19SSD）を用いた 45 度配置蛍光法が利用可能となっている。更に、冷凍能力の高い冷凍機を導入
し、最大 15 個の試料が約 10 K から室温までの温度範囲で自動測定が可能となっている。19SSD の計測系として当
初はアナログの計測系を利用していたが、2015 年度から X 線スペクトロスコピー用デジタルシグナルプロセッサ
（DSP）を導入した。デジタル化によって測定吸収端ごとに適切なゲインとそれに対応した ROI（Region Of Interest）お
よび数え落し補正の設定を自動化し、ユーザは、吸収端名（例えば、Cu-K）を指定するだけで 19SSD による蛍光
XAFS 測定が可能となっている。最近では、SPring-8 における実験をインターネット経由で可能にする遠隔XAFS 測定
システムの開発を行っている。本システムは、自動光学調整、Quick XAFS 測定、イオンチェンバおよび 19SSD の自
動調整、Sample Catcher の制御、およびこれらを統括する Auto XAFS から構成され、専用ソフトは必要とせずウェブ
ブラウザを用いて操作可能となっており、実験計画に基づいた光学調整や測定手順を記述した CSV ファイルをアップ
ロードすることで、完全自動で実験を遂行することが可能となっている。測定データは、データリポジトリに保存され、
随時ダウンロード可能である。既存ユーザが遠隔 XAFS 測定を利用しやすくするために、オンラインの自動測定にお
いても遠隔 XAFS 測定と同じ制御システムを採用するなどユーザの利便性向上に取り組んでいる。
一方で、自動車の排ガス処理触媒、燃料電池用電極触媒、有機合成用触媒などの反応条件下におけるその場測定
を実施するために必須となる反応性ガス供給排気装置を導入している。ガス設備に関する高度化として、蛍光法が必
要な希薄試料のその場測定に対応するために蛍光法用石英製高温セルを開発し、試料雰囲気の切替を迅速に行え
るようにするために、2 系統分の混合ガスを調整するためのガス流量制御装置およびガス切替器を導入している。更
に、反応性ガス雰囲気および温度条件を制御し、QXAFS 測定と連動させてその場 XAFS 測定が可能なシーケンス制
御プログラムを開発し、更なる省力化と高能率化を図っている。ユーザが触媒試料等の前処理を行うにあたって化学
薬品を使用する際および XAFS 測定用試料調整を行う際に、安全かつ効率的に操作が行えるようにするために、ドラ
フト、グローブボックス等の設備を BL14B2 測定準備室に導入している。また、反応後のガス成分を分析するために
オンラインで測定可能な質量分析装置を導入しているが、微量なガス成分の分析や定量が困難であることから、バリ
ア放電イオン化検出器を用いたガスクロマトグラフを測定準備室に
導入した。
ユーザ支援活動の一環として、標準試料の XAFS スペクトルデー
タを収集し、XAFS 標準試料データベースを構築している。本デー
タベースは、BL14B2 で測定した標準試料の XAFS スペクトルデー
タ、測定条件、試料情報が収録されている。本データベースを利用
することで標準試料の測定を省略できるなど利便性の向上が期待
される。また、2019 年 6 月から情報処理推進室が新規開発した実
験データ転送システム(BENTEN)のユーザ利用の試験運用を開始
した。測定データおよび標準試料データベースの XAFS スペクトル
データが、Web（図 1）から検索およびダウンロード可能となってい
る。
研究分野： 産業利用（その他）

図１ BENTEN の Web ページ
技術分野： X 線・軟 X 線吸収分光
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産業利用Ⅲビームライン（BL46XU）の現状
（公財）高輝度光科学研究センター 産業利用推進室 安野 聡、小金澤 智之、梶原 堅太郎、佐藤 眞直
JASRI 共用ビームラインの１つである産業利用Ⅲビームライン（BL46XU）は、産業界および産学連携による放射光
利用推進を目的とするビームラインであり、SPring-8 標準アンジュレータを光源とする高輝度 X 線を利用することが
できる。光学ハッチ内には液体窒素冷却型２結晶分光器、Si チャネルカットモノクロメータ、2 枚の横振り Rh コートミラ
ーが設置されており、利用できる X 線エネルギー範囲は 1 次光で 5～37 KeV である。実験ハッチは第１実験ハッチと
第２実験ハッチがあり、第１実験ハッチ上流側には HUBER 社多軸 X 線回折計が設置されており、ハッチ下流側はオ
ープンスペースとしている。このオープンスペースでは測定装置を搬入・組立を行うことで、X 線イメージングとマイク
ロビーム XRD を利用できるほか、ユーザー持込装置にも対応している。第２ハッチには 2 台の硬 X 線光電子分光装
置（HV-SCA と R4000）が設置されている。2018 年度の実施課題数は、回折・散乱が 41 課題、X 線イメージングが 14
課題、HAXPES が 26 課題であった。本報告会では BL46XU の現状と 2018 年度に実施した機器整備について報告す
る。
HUBER 社多軸 X 線回折計では高計数率を目的にシンチレーション検出器と信号処理機器を更新した。これまでの
検出系では 1 万 cps 以下で運用していたが、FMB Oxford 社の LaBr3 シンチレーション検出器と信号処理機器（C400）
の導入により数え落とし補正無しで数 10 万～100 万cps までダイナミックレンジが広がった。
第 2 ハッチに設置されている硬 X 線光電子分光(HAXPES)装置(VG Scienta 製)は、老朽化によるアナライザー本体
部分のリーク電流が発生したため高電圧を印加することができず、特に 8 keV 以上の高運動エネルギー領域での測
定に支障をきたしていた。このため、2018 年度に新しい HAXPES アナライザー(ScinetaOmicron 製 R4000-10kV)を導
入し、立上げを行った。2019A 期より供用を開始しており、現在は安定的に運用ができている。

図 1. BL46XU 第 2 ハッチの HAXPES 装置((ScinetaOmicron 製 R4000-10kV)の外観写真

研究分野： その他

技術分野： X 線回折、光電子分光、X 線イメージング
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同一視野 SAXS-XAS 測定による PtCo ナノ粒子触媒の評価
公益財団法人高輝度光科学研究センター1 山梨大学 2
渡辺 剛 1、 須田 耕平 2、 川本 鉄平 2、 広沢 一郎 1、 犬飼 潤治 2
はじめに：

固体高分子形燃料電池の普及に向けた課題として、白金合金触媒の耐久性向上が求められている。

白金触媒の耐久性は触媒粒子の平均粒径、粒径分布といった粒子形態や原子に結合する配位子や距離といった化
学結合状態との間に強い相関を持つ。そのために、これまで様々な計測手法によって耐久性と粒子形態・化学結合
状態との関係が調べられている。しかし、これまでの検討では計測手法によって実験機器やビームラインを使い分け
る必要があり、同一試料かつ同一視野のままで粒子形態と化学結合状態を複合的に検討することが困難であった。
そこで本研究は、同一視野その場 X 線小角散乱(SAXS), X 線吸収分光(XAS)測定計測手法の開発に取り組んだ。
実験： 本実験の概略図を図 1 に示す。SAXS-XAS 測定は SPring-8
BL19B2 にて行った。SAXS 測定では、カメラ長を 1 m とし、透過型の試
料配置で測定した。さらに我々は異常分散効果を用いた SAXS（ASAXS）
測定を適用し、元素選択的かつ高 S/B 比な SAXS 測定を試みた。
ASAXS測定時に用いたX線のエネルギーは Pt LⅢ 吸収端近傍の11.50,
11.55 keV とした。一方、XAS 測定では半導体検出器を使用した蛍光XAS
測定を実施した。測定は Pt LⅢ とし、Step 方式でスペクトルを取得した。
実験試料には、ナノカプセル法で合成しカーボンブラック上に担持した
PtCo 合金触媒を使用した。試料はカプトンテープ上に貼り付け密封し、

図 1. SAXS- XAS 測定の概要

大気中で測定した。
結 果：

10

図 2 には、ASAXS 測定によって得られた PtCo 合金触媒粒

観察された。得られたプロファイルをシュルツ分布型多分散性の球状モ
デルによって当てはめた。解析の結果、PtCo ナノ粒子合金の平均粒径
は 3.3 nm と見積もられた。今回の測定で見積もられた平均粒径は、透過
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10

子の X 線散乱プロファイルを示す。測定の結果、1.5 nm-1 近傍に凸部が
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とが分かった。図 3 には、同一視野で得られたＸ線吸収スペクトルを示

図 2. PtCo 合金触媒粒子のASAXS

す。この図に示すように、我々は明瞭なスペクトルを取得することができ

プロファイル

た。
団法人京都技術科学センターの助成を受けたものです。
参考文献： [1] M. Watanabe, H. Yano, D. A. Tryk, and H. Uchida, J.
Electrochem. Soc. 163 F455, (2016)..
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謝辞： 本研究は、池谷科学技術振興財団 (0311035-A)および公益財
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図 3. PtCo 合金触媒粒子の
Ｘ線吸収スペクトル

研究分野： 電気化学

技術分野：X 線散乱、X 線・軟Ｘ線吸収分光
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可搬型核ブラッグモノクロメーターによる放射光メスバウアー光源の開発
高輝度光科学研究センター

藤原 孝将

はじめに.： 量子科学技術研究開発機構の専用BL である BL11XU の第一ハッチにおいて 57FeBO3 単結晶を用いた核
ブラッグモノクロメーターにより単色光の 57Fe メスバウアー光源が作られており、このメスバウアー線源は放射性同
位体元素（RI） の光源よりも発散角が小さくビーム状のメスバウアー線源になっており、全反射条件で磁性薄膜の最
表面でのメスバウアースペクトルの取得などに利用されている。BL11XU の核ブラッグモノクロメーターはビームライ
ンに据え置きである。本研究は他の特色のあるビームラインで放射光メスバウアー光源を使用するための可搬型モ
ノクロメーターを開発している。
実験： 実験は共用 BL である BL09XU にて行っ
ている。光学系は図のようになっており、初段の
2 結晶分光器、次段の Si511,975 を用いた高分解
能分光器で 57Fe の第一核共鳴エネルギーである
11.4 keV 付近に調整し、更に 57FeBO3 の 111 ま
たは 333 反射を利用することで 57Fe の核共鳴光
のみを取り出している。この反射は 57Fe の核共
鳴は許容であるが電子散乱は禁制反射である。
また、結晶を磁気転移点直上まで加熱することで

図1.

15 neV まで分光された単色光を作り出している。

その評価のための光学系

57

FeBO3 単結晶を用いた放射光メスバウアー線源の生成と

57

分光器の性能を評価するために Fe を富化した
フォイルを利用し単色性能を評価した。
結果： 2018A 期の実験では温度表示で±0.02℃
で振動していたため磁気転移付近で結晶がひず
み、強度の低下が見られた。そのため温調器を
調整し、±0.01℃以内で安定するように調整した
が結果は大きく変わらなかった。そこで結晶の位
置による温度ムラがあると考え、2019A 期では
BL11XU で採用されているようなプレートヒータ

図2. (a) Néel 点近傍での 57FeBO3 のロッキングカーブ

ーを使用し、温度ムラが小さくなるよう小型の結

(b) 57Fe 箔 (90 % 富化 厚さ 2 μm)の吸収スペクトル

晶を利用し同様の測定を行ったところこのような
歪による強度減少は現れず、強度 20000 ｃｐｓ程度の自然線幅同等のエネルギー線幅を持つ放射光メスバウアー光
源の生成に成功した。
今後の展望：
2019B 期の課題では、大きな結晶でも同様な測定を行い、フットプリントの大きな 111 反射を利用し、大強度のメスバ
ウアー光源を生成させることを検討している。また結晶を振動させることで光源をドップラー変調させることが可能で
あるが、機械的な整合が取れておらず、異常なバッググラウンドが現れている。いくつか固定治具を設計し、整合が
取れるよう改善を行っていく予定である。
研究分野： 原子核物性

技術分野： その他

その他
ポスター発表
O-13 / P-114

SPring-8 企業利用者の動向
佐藤 眞直 （SPRUC 企業利用研究会）

O-15 / P-030

材料開発のための放射光を用いた固液界面研究
藤原 明比古 （SPRUC）

O-16 / P-078

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
水口 将輝 （SPRUC）
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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、2018 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 30 件）



その他としてデータ-サイエンスへの展開を目的とした大量サンプル測定のための測定高能率化や、大容量デ
ータへの対応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＞


例年通り利用事例、実験技術に関する技術情報の公開の促進（各種学会での PR、講習会開催、書籍等のメディ
アによる啓蒙、等）への要望があり、実習による研修会の教育機会の充実に対する希望も多くみられた。さらに、
提供される技術情報として、実験技術だけでなく、解析技術やデータベースのような基礎的データの提供につい
ても要望があった。また、昨年あった実験の技術的可能性を検討するトライアル的なビームタイムの提供に対
する希望も今年もあった。教育よりも測定委託を希望する意見もあり、測定代行等のタイムリーな利用制度の維
持を求める声もあった。技術情報に関する他の意見としては、開発技術の一般汎用装置への展開を希望する意
見があった。



人材交流に対する意見として、顕微鏡学会等他の分析技術関連の学会とのコラボによる分析技術の垣根を越え
た交流の提案や、産⇔学会の時限的な出向、派遣による人材交流の提案、等があった。

＜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 35 件／複数回答可）。



光源性能だけではなく、実験技術にかかわる周辺技術（検出器、解析及び制御ソフトウェア、データ管理、CRYO
－EM 等の関連施設、等）の性能・利便性向上を求める声も多々見られた。



運用についても、測定代行等の成果専有利用の産業利用にフレンドリーな運用制度の充実を求めることも多く、
これらの運用を支えるスタッフの待遇を見直して人材を充実させる等の提案もあった。
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図１．JASRI による利用促進のための計測技術

図２．SPring-8 II でも引き続き活用したい既存

開発に対する要望についてのアンケート結果。

計測技術についてのアンケート結果。
（総回答数
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材料開発のための放射光を用いた固液界面研究
分野融合研究（実用）グループ代表 高尾正敏
新分野創成利用課題代表責任者 藤原明比古（関西学院大学）
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（図 2）で 2018B 期から 2020A 期までの新分野創成利用課題を実施
中である。ポスターでは、固液界面の時間分割硬 X 線反射率測定、軟 X 線蛍光分光測定について紹介する。
SPRUC の分野融合の取り組みとして、会員である SPring-8 全利用者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の参画を歓迎している。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。

図 1． SPRUC 分野融合研究（実用）グループによる新

図 2． SPRUC 分野融合研究（実用）グループの多様な
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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
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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)。
これまでの 2 年間で、BL01B1、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。また、2018 年度
には、2018A 期および 2018B 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 7 回実用スピントロニクス新分野創成研究会
日

時：2018 年 9 月 6 日（木）10:00-18:00

場

所：関西学院 東京丸の内キャンパス

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32 名
研究会名：第 8 回実用スピントロニクス新分野創成研究会

図 1． 本利用課題のイメージ図．

日

時：2019 年 3 月 7 日（木）13:00-17:00

場

所：京都大学 化学研究所

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28 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 期で得られた成果が第 2 期の研究にど
のように繋げて進められているかなどが確認された。また、第 2 期開始から 1 年が経過した時点での分野融合の進
捗の確認や、残り 1 年の研究展開の展望について様々な議論がなされた。

研究分野： 磁気物性

技術分野： X 線・軟 X 線吸収分光

