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左はSPring-8のビームラインBL28B2に取り付けられた高温・高圧用実験装置（黄色の装置）。
右は水銀を入れるサファイヤ製容器。

〜SPring-8で水銀が金属から絶縁体に変わる瞬間を観測〜

冨澤研究員が第3回日本加速器学会賞 学会奨励賞を受賞
日本物理学会第62回年次大会で４名が受賞

第１回アジアオセアニア放射光科学フォーラム 夏の学校
−ケイロンスクール2007−
第４回SPring-8産業利用報告会開催

SPring-８で水銀が金属から
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図1. 水銀の相図。数値が付記された３本の直線は、密度
が一定となる等密度線。密度９g/cm3の等密度線（赤い直
線）付近で、金属−絶縁体転移が起こる。

この記事は、京都大学大学院工学研究科材料工学教室の田村剛三郎教授にインタビューをして構成しました。

図2. 左はSPring-8のビームラインBL28B2に取り付けられた高温・高圧用実
験装置（黄色の装置）。右は水銀を入れるサファイヤ製容器。
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たまりながら広がる（右）。
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図5. 左は金属−絶縁体転移のある瞬間の原子分布。赤い原子が集
まったところは金属的、青は絶縁体的な領域をあらわす。右は液
体−気体臨界点付近のある瞬間の原子分布。どの部分も青い原子で
埋められ、絶縁体的である。

図4. X線回折から求めた二体分布関数。このグラフか
ら原子間の距離など、原子の並び方がわかる。上は金
属−絶縁体転移が起こるとき、下は常温のとき。
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用 語 解 説
●ランダウ
旧ソビエト連邦（現ロシア）の理論物理学者。多くの顕著な業績の中でも、ヘリウムの超流動の研究やフェルミ液体理論は有
名。1962年ノーベル物理学賞受賞。研究業績に加えて、ランダウとリフシッツにより執筆された理論物理学教程は、物理学
者のバイブルと言われている。

冨澤研究員が第３回日本加速器学会賞 学会奨励賞を受賞
（財）
高輝度光科学研究センター加速器部門の冨澤宏光副主幹研究員が、第３回日本加速
器学会にて学会奨励賞を受賞しました。この賞は、主として若手研究者を対象とし、特に
主体性、意欲が顕著な優れた研究に対して授与されるもので、同研究員の業績「フォトカ
ソードRF電子銃の高安定化・高性能化に関わる技術開発」が高く評価されました。
フォトカソードとは、光を照射すると電子を放出する陰極のことです。フォトカソード
RF電子銃は、ブラウン管用電子銃のように熱電子を放出する熱陰極を持たず、代わりに
金属などのフォトカソードにレーザ光を照射して電子を生成させ、その電子を高周波（RF）が作る強い電界
で加速します。この電子銃は、原理的に、レーザビームのように平行性の大変優れた大電流電子ビームを生成
できるのが特徴です。
実は、エネルギーの低い電子ビームは電子間のクーロン力（静電気力）による反発のために拡散するのです
が、電子ビームの拡散を均一にしつつ、強い高周波電界で一気に加速して拡散を最小に留めると、磁気レンズ
を用いて平行性のよい電子ビームを作ることができます。従って、技術的課題は二つ。まず、カソードから発
射された電子ビームの拡散が均一になるように電子ビームの形状と電子の分布を整えること、そして高周波電
界を出来るだけ強力にすることです。
冨澤研究員は、電子ビームパルスを整形するために、フォトカソードに照射するレーザパルスの形状と強度
分布を整える技術を開発し、ほぼ均一な強度分布を持つ円筒形状のレーザパルスを実現しました。さらに、大
強度レーザ源の安定化に努め、何ヶ月も無調整で安定に発振を続けさせること
に成功しました。
一方、強力な高周波を真空の空胴に投入すると、空胴内でしばしば放電を起
こします。冨澤研究員は、放電に伴う発光現象や空胴内壁表面の原子・分子の
分析から、銅表面付近に存在する不純物が放電原因の一つであると推測し、空
胴内壁を化学エッチングして清浄な表面を露出させました。その結果、容易に
は放電しなくなり、190MV/mというRF電子銃としては世界最強の電界強
度を達成したのです。
これらの技術開発により、電子ビームの平行性は大きく改善され、さらに大
強度レーザ源を実用的な加速器用機器として組み込む見通しも立ちました。そ
テラワット・フェムト秒レーザ環
の結果、将来の放射光光源などに求められる、超高品質電子ビーム源実現の可
境試験室
（マシン実験棟）
にて
能性は、大きく広がったといえるでしょう。

日本物理学会第62回年次大会で論文賞１名、若手奨励賞３名が受賞
9月21日〜24日に札幌で開催された日本物理学会第62回年次大会で、SPring-8を利用した研究が表彰
されました。
（独）
日本原子力研究開発機構から３名、
（財）
高輝度光科学研究センターから１名が表彰されました。
最後に若手奨励賞を受賞した鈴木研究員の研究を紹介します。
「第12回日本物理学会論文賞」
野村拓司 /（独）
日本原子力研究開発機構
論 文：「Perturbation Theory of Spin-Triplet
Superconductivity for Sr2RuO4」
「第1回日本物理学会若手奨励賞」
妹尾仁嗣 /（独）
日本原子力研究開発機構
テーマ：「分子性導体における電荷秩序の理論研究およびその物性の
系統的理解の探求」

論文賞：野村研究員

服部高典 /（独）
日本原子力研究開発機構
テーマ：「放射光を用いた高圧下におけるX線回折手法の開発および液
体・結晶の精密構造解析」
鈴木基寛 /（財）
高輝度光科学研究センター
テーマ：「X線円偏光変調法による磁気分光法の開発とナノスケール磁
性体への応用」
私たちの身の回りにある磁石（＝磁性体）は、含まれる元素によって性質や
用途が異なります。放射光X線による磁気分光測定は、磁性体を元素別に解析で
きる実験法です。しかし、信号自体がとても小さいため、強力な放射光を使っ
たとしてもノイズの少ないデータを得ることは困難でした。鈴木主幹研究員は、
可視光実験で使われている円偏光変調法をX線に対して初めて適用することで、
極めて高い精度の磁気分光法を開発しました。従来の方法では感度が不足した、
ナノサイズの微粒子や貴金属元素を含む磁性薄膜などの精密な観測を可能にし
ました。鈴木主幹研究員の手法は、SPring-8のBL39XU（磁性材料ビームラ
イン）で年間30以上の研究グループに利用されています。この手法の優秀さは
海外でも認められており、アメリカやフランスの放射光施設でも同等の装置が
導入されています。

若手奨励賞：妹尾研究員（左）、
服部研究員（右）

若手奨励賞：鈴木研究員（右）

第1回アジアオセアニア放射光科学フォーラム夏の学校
−ケイロンスクール2007−
9月10日〜20日アジア・オセアニア放射光科学フォーラム（AOFSRR：会長 雨宮
慶幸 東大教授）のサマースクールであるCheiron School（ケイロンスクール）が
SPring-8で開催されました。このスクールはAOFSRR、理化学研究所、KEK、JASRI
の共催により7か国50人の若手研究者、大学院生が参加しました。昨年11月に筑波にて
オーストラリア、中国、インド、韓国、シンガポール、台湾、タイ、日本の８か国により放射光科学分野での
研究協力、施設の高度化、人材養成を目的として発足したものです。
ケイロンとは、ギリシャ神話に出てくるケンタウロスの事で、あらゆる事をそれぞれの適材の神に教えたと
言う話が、このスクールの目的と一致する事からスクールの名称に使われる事になりました。開校式は、文部
科学省大型放射光施設利用推進室の林孝浩室長
らをお迎えして行いました。生徒は各国５名づ
つ選抜された英才です。内容は加盟各国とヨー
ロッパ、アメリカから迎えた講師陣による講義
とビームライン実習、 ミート・ザ・エキスパ
ート と銘打った懇談形式のクラスから構成さ
れ、姫路・京都への遠足も行われ、有意義な人
材育成・交流の10日間となりました。本スク
ールは、AOFSRRの基幹事業として毎年開催
される予定です。

第４回SPring-8産業利用報告会開催
９月11、12日の２日間にわたって、産業用専用ビームライン建設利用共同体（SUNBEAM
CONSORTIUM）、（財）
ひょうご科学技術協会（HSTA）及び（財）
高輝度光科学研究センター（JASRI）の
主催による第４回SPring-8産業利用報告会ならびに交流会が総評会館（東京都千代田区）で開催されました。
参加者は、２日間で347名でした。招待講演が２題、そして口頭発表として、産業用専用ビームライン建設利
用共同体から６題、高輝度光科学研究センターから６題、
ひょうご科学技術協会から４題の報告が行われました。
また、54題のポスター発表も行われました。産業分野に
おける放射光利用者相互の交流や情報交換を促進するた
めに、エレクトロニクス、金属・高分子素材、触媒やヘ
ルスケア製品など幅広い産業分野での放射光利用の成果
が口頭発表ならびにポスターで報告され、所属する組織
の枠を超えて活発な議論が行われました。９月11、12
日の両日とも雨天で天候に恵まれませんでしたが、多数
の参加者による多彩な発表と活発な議論のもと報告会は
盛会のうちに幕を閉じました。

お し ら せ
SPring-8のホームページに「キッズコーナー」がオープンしま
SPring-8
のホームページに「キッズコーナー」がオープンしま

以下

した。キッズコーナーでは「エイトハカセ」がSPring-8
した。キッズコーナーでは「エイトハカセ」が
SPring-8をわ
をわ
かりやすく説明してくれます。エイトハカセと一緒にSPring-8
。エイトハカセと一緒にSPring-8

室

室

を勉強してみよう！
http://www
http://www.spring8.or.jp/ja/for̲kids/
://www.spring8.or.jp/ja/for
spring8 or jp/ja/for ki
kids

URL:http://www.spring8.or.jp/ja/support/contact/site̲tour/

室
都

古紙配合率100％再生紙を使用しています

