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SPring-8 シンポジウム 2020 

 

X線自由電子レーザーのための新規結晶光学素子の開発と応用  

理化学研究所放射光科学研究センター 

大坂泰斗 

 

X線自由電子レーザー (XFEL)は、超高ピーク輝度、ほぼ完全な空間可干渉性、約10 fsの超短パルス幅といっ

た他に類を見ない光特性をもったX線光源であり、放射線損傷の限界を突破した無損傷構造解析や、外部刺激を起

因とした超高速現象過程の時間分解測定、非線形X線光学現象の観測など、様々な科学領域において新たな計測手

法を可能としてきた。しかし、未だXFELの持つポテンシャルを十分に発揮できているわけではない。特に時間分

解測定に関して、光学レーザー照射や磁場印加など、外部刺激を起因とした現象にターゲットが限定されており、

自発的な揺らぎの測定には至っていなかった。また、自己増幅自然放射 (SASE)という発振原理上、XFELはラン

ダムな数十の縦モードで構成されており、フーリエ限界光源と比べるとバンド幅も数十倍広く、分光測定等のため

にモノクロメータを利用すると大部分のフラックスを失っていた。 

XFELを利用した自発的な揺らぎの測定法として、光子相関分光法の応用が提案された。分割遅延光学系により

生成した、ある時間差を有する2つのレプリカXFELパルスを試料に照射し、各々のXFELから生じた‘スペッ

クル’像の和を2次元検出器により取得する。パルス間の時間差が揺らぎの緩和時間よりも大きい場合、検出され

る像は異なるスペックル像の和となるため、コントラストが低下する。検出像のコントラストの時間差依存性を評

価することで、揺らぎの緩和時間を測定することが出来る。本手法の肝は、いかにXFELの超短パルス特性、高い

空間可干渉性を崩すことなく高効率にXFELを分割・再結合させるか、そしていかに簡便かつ安定的にダブルパル

ス XFEL を供給するか、という点である。筆者らは、学生時代所属した大阪大学山内研究室の独自技術である

Plasma Chemical Vaporization Machining (PCVM)1を活用し、高品質X線ビームスプリッタ2、無歪チャネルカ

ット結晶といったキーデバイスの開発を行い、SACLA において分割遅延光学系の試作機を構築した。そして世界

で初めてXFELのコヒーレンス時間の測定に成功した 3。現在では、より安定性、操作性を高めた分割遅延光学系

を開発し、ユーザー実験に供用されるに至っている。 

筆者らはXFELの狭帯域化にも取り組んだ。そもそもXFELが多モードかつ広帯域となる理由は、アンジュレ

ータ序盤で発生した放射光が種光となって増幅されるためである。高強度かつ狭帯域なXFELを発生させる手法と

して、アンジュレータ区間の途中にモノクロメータを設置し、単色化したX線を種光として再度増幅させるセルフ

シード法が提案された。本手法では、モノクロメータによって生じた光学遅延と同じだけ電子ビームにも遅延を与

える必要がある。電磁石シケインによって電子ビームを迂回させるが、その際の遅延時間は数百 fsに制限される。

筆者らは一般的なチャネルカット結晶と比べギャップ幅が数十分の一となる約100 μmの‘マイクロチャネルカッ

ト結晶’4を開発し、SACLAにおいて平均バンド幅3 eV（SASEの場合、通常30 eV程度）のXFELを発生させ、

スペクトル輝度を約6倍向上した5。更にPCVMによる素子の高品質化を進め、ほぼフーリエ限界幅となる0.6 eV

のXFELの発生にも成功した6。 

本講演では、開発した分割遅延光学系やマイクロチャネルカット結晶を利用したセルフシード法の詳細を紹介す

る。また、これらの開発がもたらす将来展望に関しても簡単に触れたい。 

 

参考文献 

1) Y. Mori et al., Rev. Sci. Instrum. 71, 4627 (2000). 

2) T. Osaka et al., Opt. Express 21, 2823 (2013). 

3) T. Osaka et al., IUCrJ 4, 728 (2017). 

4) T. Osaka et al., J. Synchrotron Rad. 26, 1496 (2019). 

5) I. Inoue, T. Osaka et al., Nat. Photon. 13, 319 (2019). 

6) S. Matsumura, T. Osaka et al., Opt. Express (2020). Accepted. 
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SPring-8 symposium 2020 

Development of X ray transparent cell in large volume press towards silicate 
melt viscosity measurement in lower mantle conditions 

Longjian Xie, University of Bayreuth 

 

Abstract: 

High-pressure and high-temperature (HPHT) experiments are indispensable means to understand the 

Earth's interior. Kawai-type multi-anvil apparatus (KMA) can generate pressures in a much larger volume than 

that of the diamond anvil cell (DAC), and thus has been widely used in various X-ray measurements revealing 

physical and chemical properties of minerals under the Earth's mantle conditions. Development of X-ray 

transparent cell in KMA is, thus, essential. Although graphite is an ideal heating element in X-ray transparent 

cell below 10 GPa, it converts to diamond, which is an electrical insulator, and can’t be used as a heater over 

1000°C at higher pressures. X-ray transparent and refractory heating element for higher pressure has long been 

awaited.  

In this study, I developed boron-doped diamond (BDD) , which is both X-ray transparent and electrically 

conductive after doping of boron, as a heater in the KMA. I succeeded in generating temperature as high as 

4000 K at 15 GPa with this heater. Then, I tried to apply the BDD heating element to in-situ falling sphere 

viscometry, which is the best method to directly measure viscosity under high-pressure conditions. In this 

method, the viscosity of melt is evaluated from the velocity of the falling sphere, which is determined through 

sequential radiographic images (Fig.1a). Before my work, the pressure range of the viscometry was limited to 

~15 GPa (upper mantle) for more than 10 years due to the lack of X-ray transparent heating element (Fig. 1b). 

Owing to the ideal characteristics of BDD heater, I succeeded to measure viscosity of forsterite , enstatite and 

diopside liquids up to 30 GPa at SPring-8 (Japan) and Synchrotron SOLEIL (France). With the new viscosity 

data set, I constrained the crystallization processes of the magma ocean in the early Earth. I concluded that a 

bridgmanite-enriched layer should form at the top lower-mantle during the cooling of magma ocean.  
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Figure 1. (a) Clear radiographic image of a probe sphere falling in liquid forsterite using a BDD heater. (b) Radiographic image 

of a probe sphere in LaCrO3 heater (Reid et al. 2003). 
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SPring-8 シンポジウム 2020 

 

SPring-8/SACLA の近況  

理化学研究所放射光科学研究センター  

矢橋 牧名 

 

本講演では､「SPring-8 この1 年」のセッションの導入として､ SPring-8とSACLAの最近の状況を紹介する｡ 

2018年度､ 文科省によるSPring-8/SACLAの5年毎の中間評価が実施され､ 将来に向けた有益な提言を多数頂い

た1)｡ 特に､ 供用開始後20年が経過したSPring-8については､ 次々と変わっていくニーズに応え続けながら社会に

とって ｢なくてはならない｣ 施設となるために､ビームラインの再編･高度化や利用制度の見直しを含む､ 抜本的な

改革の検討を勧告された｡ このためには､ ｢ハードウェア (光源･装置)｣ と ｢ソフトウェア (利用の仕組み)｣ の両輪

をバランスよくアップデートしていくことが重要であり､ 2019 年度より､ 理研･JASRI が合同で､ 組織的な取り組

みを開始した｡ 

このような中で､ 今年に入って新型コロナ感染症への対応が求められることとなった｡ 対コロナ研究の推進によ

る直接的な貢献はもとより､ コロナ後の変容する社会のニーズにも機動的に対応していく必要があり､ DXによる自

動化･遠隔化を含む諸々の改革を一層加速する必要がある｡ 

中期的な高度化計画として SPring-8 は､ 老朽化した蓄積リングを一新して大幅な省エネを達成しながら､ 輝度･

強度を飛躍的に向上させる SPring-8-II 計画を策定している (渡部氏の講演参照)｡ 国内では､ 軟 X 線領域の輝度に

強みを持つ東北 3GeV 施設の建設がはじまったが､ SPring-8-II は､ 3GeV 施設ではカバーできない硬 X 線､ 特に

30keV以上の高エネルギー領域で､ 世界一の性能を目指す｡  

一方で､ ビームライン･エンドステーションも老朽化や固定化が進んでおり､ 新たな利用のニーズや SPring-8-II

も想定した再編･高度化の推進が喫緊の課題となっている｡ この第一弾として､ 我々は､ 硬 X 線光電子分光

（HAXPES）、核共鳴散乱・非弾性散乱、イメージングに関する 3 本の共用ビームライン（BL09XU、BL35XU、

BL20B2）の高度化に着手した 2)。SPRUC からも多くのフィードバックを頂きながら改修プランの策定を進め、今

年度末から来年度前半にかけて改修工事を実施する。性能向上に加えて､ ビームライン集約による利用支援体制の強

化も図る｡ さらに､ 理研ビームライン BL05XU においては､ 大強度の高エネルギー (~100keV) X 線を利用するた

めのテストベンチを建設し､ 今年度よりコミッショニングを進めている｡ 第二弾以降のビームライン再編の検討に

ついては､ 坂田氏の講演を参照されたい｡ 並行して､ 再編されたビームライン群を有効に活用するための､ 新たな

利用の仕組みの検討もはじまった｡  既存の（顕在的な）利用者とともに、今後の潜在的利用者のニーズも想定した

制度設計を目指している｡ 

これらの変革を進めるに当たり､ SPRUC と施設が､ 活発な議論を通して大きな目標を共有していくプロセスが

極めて重要となろう｡ 皆様から忌憚のないご意見､ ご提言を是非頂きたい｡ 

 

 

参考文献 

1)  https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/090/houkoku/1413947.htm 

2)  櫻井､矢橋､ SPring-8 利用者情報誌t 2020年夏号 259 (2020). 
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最近の研究成果と動向 

高輝度光科学研究センター 

櫻井 吉晴 

 

高輝度・高エネルギーX線の利用と利用開拓が着実に進んでいる。一方で、昨今の困難な状況はリモート化を推し

進め、放射光実験の遠隔測定への動きを加速させている。また、ポスト・コロナの経済対策として、各国はグリーン・

環境分野の研究開発を強力に推進しようとしている。このような背景のもと、本講演では最近の研究成果と動向に関

する話題を示し、ユーザーと研究の方向性について議論する端緒としたい。 

 

SPring-8/SACLAの研究成果を論文の被引用数で整理すると二つの事が見えてくる。一つは、環境・エネルギー分

野で注目される研究成果が多数でていることである。統計として出ている最新3年間（2016年～2018年）の各年の

引用数トップは、全て、環境・エネルギー関連の論文であった。また、各年のトップ３を見ると、他の分野として、

タンパク質結晶構造解析とナノグラフェンなどの新規材料の研究が入っている。もう一つは、海外ユーザーによる研

究成果が際立つということである。2018年のトップ3のうち2つの論文は海外ユーザーによる研究成果であった1)。

ポスト・コロナの利用形態として遠隔測定の普及が期待されているが、これは SPring-8/SACLA ユーザーの国際化

をさらに促すものと予想される。 

物質研究分野では、構造と機能の相関に関する研究が堅調に進んでいる。特に、試料環境を制御して新たな機能発

現を目指す研究が注目されている。例えば、水素化物で室温超伝導の発現を目指す研究が国際競争を繰り広げている。

SPring-8 では新奇水素化物の研究を推進するために、200MPa 高圧水素ガス充填装置を導入する。これにより、

SPring-8サイト内で水素化物の超高圧下合成が可能になり、研究の迅速化を後押しする。また、この装置は、地球・

惑星科学や高圧水素の研究にも広く利用されることが期待される。 

材料研究分野では、高輝度・高エネルギーX線の特長を活用したメゾスケール（ナノからミクロン）領域のモルフ

ォロジー観察やオペランド計測が進んでいる。最近の進展として、走査型３次元X線回折顕微鏡法が開発され、材料

中の個々の結晶粒内の応力・歪みを1µmボクセル分解能で決定することが可能となった 2)。本手法は、入射X線の

高エネルギー化且つナノビーム化を指向し、製品中の部品内部の劣化・損傷・疲労の非破壊直接観察や実用材料のマ

ルチスケールモデリングに向けた高エネルギーX線利用の方向性を提案している。 

タンパク質結晶解析分野では、自動計測が軌道に乗り、さらに遠隔測定のユーザー利用が始まった。ユーザーが研

究室で調製した凍結結晶試料をSPring-8へ送り、その試料をSPring-8スタッフがセッティングし、ユーザーは大学

等の研究室からビームラインのPC画面を目視操作する。この遠隔測定はBL45XUとBL41XU（準備中）において、

あらゆる課題種について利用可能になる。 

燃料電池研究分野では、新規の産学官連携プロジェクトがスタートした3)。これには、BL36XU（旧「先端触媒構

造反応リアルタイム計測ビームライン」）の研究活動の成果に負うところが大きい。このプロジェクトの中で構築す

る「PEFC（固体高分子形燃料電池）評価解析プラットフォーム」の中で、SPring-8/SACLAを活用する放射光計測

プラットフォームを担当し、PEFC材料の放射光計測評価に加えて、中性子実験、電子顕微鏡観察、電気化学計測と

データを共有したマテリアルインフィマティクスを目指すとともに、燃料電池セルのモデルベース開発の中核をなす

膜劣化・MEA（膜・電極接合体）性能予測シミュレータの開発を支援する。 

 

参考文献： 

1) SPring-8/SACLA利用者情報、25巻3号： https://user.spring8.or.jp/sp8info/?p=38310 

2) Y. Hayashi et al., Science 366, 1492-1496 (2019). 

3) NEDOホームページ： https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101351.html  
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SPring-8 シンポジウム 2020 

 

今後のビームライン再編についての現状  

高輝度光科学研究センター 放射光利用研究基盤センター 

坂田修身 

 

SPring-8シンポジウム2019ではBL再編に関し、施設とユーザーとの方向性を共有するためパネルディスカッシ

ョンがあった。ビームライン（BL）再編に関しては、BLの役割を再分類することもトピックスの一つであった。ま

た、2020年2月に開催されたSPRUC第２回BLsアップグレード検討ワークショップでは、分光・イメージングに

関するBLの再編計画、具体的には共用HAXPES装置の集約、核共鳴散乱装置のBL35XUへの移設、BL20B2に

多層膜モノクローメータの設置に関する計画が紹介された。現在はそれぞれの実行のワーキンググループ（WG）が

作業に取り組んで進めている。 

 

 引き続き、更なる再編案が現在検討されている 。ここでは、将来の SPring-8II を意識しながら、装置の集約、

役割分担した特徴的な装置の設置、さらに新しいユーザー開拓、などを実現することを目標としている。その検討の

中心を担っているのは、粉末・全散乱、汎用回折、小角散乱、構造材料の4サブWG(SWG)からなる回折・散乱WG

と顕微分光、XAFS、HAXPES、イメージングの 4 つの SWG を含む分光・イメージング WG である。それぞれ

SPring-8内のメンバーから構成されている。今回、前者のWGで検討されている状況を中心に報告する。 

 

 回折・散乱WGの各SWGには検討にあたり、事前に下記のような境界条件を設定した。 

1)この２年間の「SPring-8の利活用促進および成果創出の最大化に資する利用者の動向等調査」の内容を頭にいれ

た上で議論すること、 

2)測定の自動化やコロナ感染の生活状況ではますます望まれるであろう遠隔操作測定を意図した装置（報告ではハ

イプロダクション装置と呼ぶ）をまず検討すること、 

3)他施設の測定装置の現状や動向を把握した上で、ユーザーニーズを見据えた後追いではない独自の装置を提案す

ること。ただし、市販の装置を導入する可能性を排除しないので、導入する場合の利点、欠点も検討すること。 

 

 装置の集約案、ハイプロダクション装置案や ID-BL の性能や再編案を報告する。その中の一例として、上記の

調査では単結晶、粉末、全散乱で ID-BLが要望されていることを踏まえ、ID-BLに設置する回折ハイプロダクショ

ン装置を紹介する。 
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- 次世代放射光源開発に向けた世界の動向と SPring-8-II -  

理化学研究所放射光科学研究センター／高輝度光科学研究センター 

渡部貴宏、 後藤俊治、 田中均 

 

近年、各国で進められている次世代放射光源計画を取り巻く現状は、詳細において各計画に個性はありつつ、大き

な流れとしては、「現状よりも１〜２桁高いコヒーレンス、輝度」を目指した挑戦的なものとなっている。この流れの

代表例がESRF（European Synchrotron Radiation Facility）の次世代計画ESRF-EBS（Extremely Brilliant Source）

であり、2018年12月にESRFをシャットダウンして以来、2019年後半に新たな光源加速器の建設を終え、現在、

2020年8月25日の利用実験再開に向けた加速器・ビームライン調整が進められている。この間、2020年3月16日

〜5月11日の約２ヶ月にわたりLabが閉鎖されるなど、COVID-19による影響もあったが、6月2日、ESRFは世

界に向けWebinarを開催し、COVID-19の影響の中でも遅延なく計画を進めている旨、発信された。 

一方、日本国内においても、新たな3GeV放射光源を仙台に建設する計画が進められ1)、その光源開発においては、

SPring-8-II 2)を見据えて提案、開発されてきた要素が多数採用されている。例として、次世代放射光源では、狭い動

的安定領域へ「針の穴を通す」ような電子ビーム入射を行う必要があり、我々は、Off-axis入射と呼ばれる従来の入

射手法を新規要素開発によって刷新するシステムを提案し、数年にわたり開発を行ってきた 3)。また、蓄積電子ビー

ムが極小となる次世代放射光源では、周回電子ビームを廃棄する際、無策にこれを行うと、高密度電子ビームによっ

て真空チェンバに一瞬で穴をあけてしまう危険性に着目し、これを回避するビーム廃棄シナリオの策定を、詳細な数

値計算4)と要素開発に基づいて行ってきた。この他、磁石、真空、高周波、モニタ、制御等、あらゆる要素において、

SPring-8-IIを見据えた開発が、新3GeV放射光源加速器設計に反映されている。 

併行して、現在利用運転を継続している SPring-8においても、次世代を見据えた様々な高度化・試験を行ってい

る。SACLA線形加速器から蓄積リングに高品質電子ビームを入射するシステムの構築は SPring-8-IIにとって必須

であり、バンチ純度の確保という残された課題を除き、SACLA から現蓄積リングへの安定な高品質ビーム入射が概

ね完成してきている。また、次世代光源のビーム軌道安定性を確保するために開発されている新規ビームポジション

モニタ４台が現SPring-8に導入され、各種試験が行われているだけでなく、近年SPring-8の利用運転において課題

となっていたID23、25におけるキッカー起因のビーム軌道変動を、この新たなビームポジションモニタと新規に開

発したアルゴリズムを利用することで抑制するに至った。 

以上のように、SPring-8では、SPring-8-IIを見据えた開発、新3GeV光源開発、SPring-8高度化を包括的に捉え

た開発を進め、これらをシームレスに繋げることで、効率的且つ相乗的な次世代放射光源開発を進めている 5-7)。更

に、ESRF-EBSを中心とする世界の動向を鑑み、これまで以上に高コヒーレンス・高輝度を実現するSPring-8-II計

画のさらなる高性能化の検討を開始している。 

本発表では、ESRF-EBSを中心とする世界の次世代放射光源開発の動向、および、SPring-8-IIに向けた開発の現

況を紹介する。 
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