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放射光は、物質の解析、分析などを行うための画期

的な手段として、材料科学、地球科学、生命科学、環

境科学及び医学など様々な分野で、学術研究・産業

応用に広く利用され、今後も更なる発展が期待され

ています。

SPring-8は、世界最高性能の放射光を発生するこ

とができる大型の研究施設で、1991年から建設を

開始し、約6年の歳月をかけて完成しました。

1997年3月に放射光の発生を確認し、1997年

10月から広く開かれた共同利用施設として供用が

開始されました。多くの利用者がここに集まり、

21世紀を担う最先端の研究が進められています。

SPring-8の運営は施設者である国立研究開発法人理化学研究所（理研）が行い、SPring-8の利用者選
定業務及び利用者支援業務（利用促進業務）を公益財団法人高輝度光科学研究センター（JASRI）が行っ
ています。

はじめに

SPring-8って何？
SPring-8は科学の光ともいえる「放射光」を利用して、科学の研究や技術の開発を行う
施設で、その性能は世界一です。民間企業・大学・官公庁など国内外の諸機関が様々な
研究開発に利用しています。

SPring-8という名前（愛称）は、Super Photon ring 8 GeV
（スーパー・フォトン・リング・8ジェブ）に由来しています。
Photon = 光子（光のつぶ）
GeV = ギガ電子ボルト（電子の運動エネルギーの単位）

名称の由来
SACLAの電子銃から発生した電子をSACLAの加速器によって
8 GeV（80億電子ボルト）まで加速します。この電子ビームを周
長約1,500 mの蓄積リングに導入し、8 GeVのエネルギーを維持
しながら偏向電磁石や挿入光源により放射光を発生させます。
発生した放射光は、ビームラインを通して、蓄積リング棟内外に設け
られた実験ステーションに導かれ、さまざまな実験に利用されます。

SPring-8の放射光発生概念図

「理化学研究所提供　2020年8月撮影」
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放射光で先端研究放射光で先端研究
放射光を利用すれば

Ｘ線と物質の相互作用

放射光は以下のような広範な分野で基礎研究から応用研究、さらに、産業利用に役立っています。

このような科学分野を基盤としたバイオテクノロジー、ナノテクノロジーなどの新技術は、新たなイノベーションへの先導となることが
期待されます。放射光はこれらの技術発展に大いに貢献しています。 

： タンパク質巨大分子の3次元構造解析、非結晶生体物質の溶液構造、薬剤設計、新薬開発など
： 先端材料の原子・電子の構造、極端条件下の材料物性、産業材料の評価、新物質創製と材料改質など
： 触媒反応の動的挙動、原子・分子分光、超微量元素分析及び化学状態、考古学的研究など
： 地球深部物質の構造と状態、極限環境下の物性、隕石・宇宙塵の構造など
： 生体試料中の環境汚染微量元素の分析、高性能電池材料の局所構造解析、環境浄化用触媒の分析など
： 微小血管造影法による微小血管の観察、ＣＴ、屈折コントラスト法による呼吸器系疾患の観察、位相差ＣＴによる軟組 
 織の観察など
： 半導体用新酸化物材料の評価、ナノ材料の評価、微量元素分析、材料の断層観察、材料の歪み分布解析など

生 命 科 学 
物 質 科 学 
化 学
地 球 科 学
環 境 科 学
医 学

産 業

物質の種類や構造、性質を詳しく知ることができます。
様々な環境下での物質の構造や性質、及びその時間変化の様子を詳しく知ることができます。

放射光を利用して行う研究

目　的 研究手段

原子配列・構造の解析 

機能の解析、状態・成分の分析

イメージング法による観察

研究対象例

生体分子結晶構造解析 

単結晶・粉末結晶構造解析

二体分布関数（PDF）計測

極端条件下X線回折

時分割X線回折

表面回折

小角散乱

X線光子相関法

XAFS

歪・二次組織解析

極微小タンパク質結晶・タンパク質複合体の原子構造

無機・有機結晶構造、電子密度分布解析

結晶・非結晶固体・液体・複合材料の平均構造

高圧・高温下での原子構造、地球深部物質構造

動的構造変化、相転移

表面・界面構造、表面化学反応

タンパク質分子の溶液構造、非結晶固体・液体・融体の局所構造

スペックル測定、不均一構造のゆらぎ

原子の局所構造

残留応力分布、結晶方位分布

光電子分光

磁気散乱・吸収

X線共鳴散乱

XAFS

X線非弾性散乱

蛍光X線分析

核共鳴散乱

軟X線発光分光

赤外線分光

高温超伝導体・磁性体・半導体などの電子状態

磁気物性、スピン構造

軌道秩序、電荷秩序

触媒作用、化学反応と中間体

素励起・電子状態、フォノン分散関係

微量元素分析、元素分布測定

超微細相互作用、局所フォノン密度

X線蛍光・ラマン散乱、電子状態

分子振動、電子状態

屈折・位相コントラスト法

X線マイクロトモグラフィ

X線顕微鏡

蛍光X線・X線トポグラフィ

コヒーレントX線回折顕微鏡

医学研究（がん、微小血管など）、高分子研究

生体組織・工業材料・文化財などの三次元観察

生体器官・細胞、材料・電子デバイスの観察

格子欠陥、二次組織、結晶成長

非結晶体の3次元可視化

材料の改質
照射効果

光化学反応

内殻励起分子解離、生物放射線効果

超微細加工
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生命科学

SPring-8での研究成果例SPring-8での研究成果例

　胎児は、母体の血液から胎盤越しにヘソの緒を通して酸素を取り込む形で呼吸
を行っており、肺は肺水で満たされています。出生の際には肺水で満たされた肺を
空気で満たし、肺呼吸を開始しますが、これはけっして簡単な作業ではありません。
これまでは、肺呼吸開始以降、時間の経過とともに何らかの仕かけで徐々に肺水が
減少し、空気と置き換わるのだろうと考えられてきましたが、あくまでも推測にすぎ
ませんでした。肺水が空気で置き換わる仕組みを調べるには、生まれたての肺の中
の空気を詳しく観察することが必要でした。本研究では、SPring-8で開発された

「屈折コントラストイメージング法」という手法を使いました。これは物質ごとのＸ線
のわずかな屈折率の違いを利用して、物質の輪郭の明暗が強調されたＸ線画像を
得る手法です（図1）。この手法によって、肺が空気で満たされているか、水で満たさ
れているかが明確に区別できるようになりました。
　この手法を使って、生まれてすぐのウサギ新生児の胸部Ｘ線画像を観察すると、
新生児が息を吸うと空気が肺に入り込み、そのまま肺を満たしていくことが分かり
ました（図2）。これは呼吸で入ってきた空気が、肺の中の肺水を除去するのに重要
な役割を果たしていることを示しています。
　出生後にも肺水が肺に残留すれば、赤ちゃんは呼吸困難に陥ることになります。
これを避けるために未熟児や呼吸障害のある新生児の場合には人工呼吸を施す
必要があります。未熟児や新生児に対してもこれまで大人と同様の人工呼吸法が施
されてきました。今回、新生児は呼吸によって肺の奥に肺水を押し出していること
が判明したことで、肺が肺水で満たされている未熟児の場合には、単に肺に空気を
出し入れするだけではいけないということが判明しました。今後の新生児に対する
人工呼吸法は大きく変わることになるでしょう。
BL20B2 モナッシュ大学　ロブ ルイス

Ｘ線（放射光）

吸収コントラスト法

屈折コントラスト法

図１.  屈折コントラストイメージングの概念図

図２.  ウサギ新生児の胸部屈折コントラスト画像
　　 （肺が途中まで空気で満たされている状態）

ウサギ新生児呼吸開始機構の解明

　近年、抗がん剤などの薬剤の有効性と安全性を高める方法として、高分子ミ
セルなどのナノキャリアを利用して薬剤をがん組織に選択的に送達するDDS
(Drug Delivery System)が注目を集めています。しかしながら、膵臓がんな
どに対して有効なDDSは未だ開発されていないのが現状でした。これは膵臓
がんに薬剤やDDSがうまく入り込めないためであると考えられています。そこ
で本研究では、100 nm以下の精密に粒径制御された白金錯体制がん剤内包
高分子ミセルを使用して、膵臓がんに対して有効な薬剤デリバリーを実現する
ための高分子ミセルのサイズの効果を明らかにしました。
　本研究では、BL37XUの蛍光X線分析（図1）によるPt元素のマッピングか
ら、50 nm以下の高分子ミセルを投与した場合に白金錯体制がん剤ががん
組織の深部にまで到達していることが明らかになりました（図2）。さらに、抗
がん活性の評価において、50 nm以上の高分子ミセルはヒト膵臓がんモデル
に対して有効ではありませんでしたが、30 nmの高分子ミセルは顕著な抗が
ん活性を示すことが確認されました。このように、ヒト膵臓がんモデルに対して
は50 nm以下の高分子ミセルが有効であることが明らかになりました。
　ナノキャリアを利用したがん標的治療の有効性は広く認められていますが、
そのサイズの効果は明らかにされていませんでした。本研究では、未だ有効な
治療法が確立されていない膵臓がんに対して、50 nm以下の高分子ミセルが
有効であることを世界で初めて明らかにしました。これらの研究成果は、“難治
がん中の難治がん”と言われる膵臓がんに対する画期的な治療法に繋がるも
のと期待されます。

BL37XU 東京大学　ホラシオ カブラル、片岡 一則

高分子ミセルのサイズ効果：精密粒径制御に基づく難治すい臓がん治療

医学応用 蛍光Ｘ線イメージング

図1.　Pt蛍光X線のキャリブレーション。Ptの蛍光X線ピークの
　　   高さから、その点における試料中のPtを定量できる。

生命科学 タンパク質溶液散乱

　カルモデュリンは、ほぼすべての真核生物の細胞に発現している分子量
17,000の小さなタンパク質で、細胞内情報伝達を行っています。細胞外から
の刺激によって細胞内のカルシウム濃度が上昇すると、カルモデュリンはカル
シウムを結合し、カルシウムを結合したカルモデュリンは酵素など他のタンパ
ク質と結合することによって、細胞に様々な変化を引き起こします。カルシウム
結合時にカルモデュリンは形を変えて他のタンパク質と結合できるようになり
ます。Ｘ線結晶構造解析から、カルシウムが無い時のカルモデュリンは延びた形
をしており、カルシウムを結合すると丸くなることが知られていましたが、この変
化はミリ秒という短い時間で起こるため、その詳細は不明でした。本研究では、
この構造変化の過程をBL40XUの強力なアンジュレータＸ線を用いた小角
散乱測定で明らかにしました。
　カルモデュリン分子を溶液中に分散し、レーザー照射によってカルシウムを
放出するキレート剤を用いてカルシウム濃度を急激に上昇させると、カルモ
デュリンの慣性半径（分子の大きさの目安）は10ミリ秒程度の間に25%ほど
減少しました（図1）。これは、カルモデュリンがカルシウムを結合して、よりコン
パクトになったことを示します。このとき溶液に結合相手となるペプチドを一
緒に入れておくと、この小さな形は安定化され、そのまま保存されます（図1　
白）。しかし、結合相手がないと、カルモデュリンは150ミリ秒ほどでもとの延
びた形に戻りました（図1　黒）。
　カルシウム結合直後のコンパクトな構造の存在（図2）は、これまで知られて
いませんでした。この構造はカルモデュリンが他のタンパク質に結合してカルシ
ウム信号を伝える際にもっとも重要な状態であり、細胞機能の解明だけでなく、
これを標的としたカルモデュリン結合薬などの開発も考えられます。　　　

BL40XU JASRI　山田 好輝、岩本 裕之、八木 直人

カルシウム結合によるカルモデュリン分子の構造変化

図1.　時間０にカルシウム濃度を上昇させた時の、カルモデュリンの
　　   慣性半径（Rg）の変化。

　ナトリウムやカルシウム等のイオンの濃度は細胞の内外で大きく異なってお
り、信号の伝達等に使われます。イオンの濃度差を作り出しているのは、イオン
ポンプと呼ばれるタンパク質群であり、生体膜を貫通して存在する膜タンパク
質の一種です。イオンの輸送のためにATPの化学工ネルギーを使うATP分解
酵素でもあります。図1に示した筋小胞体カルシウムポンプは、筋収縮のために
筋細胞中に放出された力ルシウムを筋小胞体中に再び取り込み、筋肉を弛緩
させる働きがあります。カルシウムは生体反応の制御に最も広く使われるイオ
ンであり、カルシウムポンプは心筋梗塞やがん、感染症の治療の点からも注目
されています。そのイオン輸送サイクルは4つの基本的状態からなり、細胞質側
と内腔側と二つあるゲートを正しいタイミングで開閉することによって、イオン
を運搬していると考えられていますが、この4つの状態すべての立体構造を
SPring-8を用いたX線結晶解析によって決定しました(図1)。この結果、イオ
ン輸送に当たっては、非常に大きな構造変化が起こること、特に重要なのはド
メインAで、その位置と向きを制御することによってゲートを開閉しているこ
と、そのためにATPや燐酸、Mg2+,Ca2+が使われていることが分かりました。
これによって、ATPの加水分解に伴う化学反応が、ゲートを遠隔制御して開閉
する機構が明らかになりました。濃度勾配に逆らったイオンの輸送(能動輸送)
は、生命活動を支える基本的なプロセスの一つですが、そのなぞが本研究に
よって解明されました。

BL41XU 東京大学　豊島　近

カルシウムポンプタンパク質によるイオンの運搬機構

医学応用 屈折イメージング

図2.　カルシウム結合に伴うカルモデュリンの構造変化

図1.　カルシウムポンプの4つの基本状態の構造。カルシウムポンプは
10本の膜貫通ヘリックス（M1-M10）と3つの細胞質ドメイン

（A,N,P）を持つ分子量11万の膜タンパク質である。膜内に結合
したCa²+は紫色の円で囲ってある。
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図2.　Ptの元素分布で明らかになった、ヒト膵臓がんモデルへの30 nm 
高分子ミセル（左）と70 nm高分子ミセル（右）の浸透の違い。





　マグネシウム二次電池は、高い理論エネルギー密度を持ち、資源量が豊富で、
安全性が高いという利点から、リチウムイオン二次電池を超える二次電池とし
て実用化が期待されています。しかし、二価のマグネシウムイオンは一価のリチ
ウムイオンと比較して、相互作用が強く、固相内で拡散しにくい、電極反応が極
端に遅いことが問題でした。また、マグネシウム金属を繰り返し溶解析出するこ
とが可能な、安定かつ安全に充電・放電を行うためのマグネシウム電解液が見
つかっていません。このため、マグネシウム二次電池の創製には、正極・電解液
それぞれの問題点を解決する必要がありました。
   本研究では、正極材料の結晶構造を精密に制御することにより、マグネシウム
イオンの拡散パスを確保したMgFeSiO4正極材料の作製に成功しました。こ
の材料を用いることで、既存の正極材料と比較して2倍のマグネシウムイオンを
挿入脱離することが可能となりました。この正極材料が、なぜ安定で、高容量の
反応が可能であるかについて、高輝度放射光X線を用いた、粉末X線回折測定、
X線吸収分光測定により、詳細に調査しました。その結果、マグネシウムイオン
挿入脱離過程においては、Si-OとFe-Oの3次元構造が骨格構造となり、その
結晶構造を保ったまま、マグネシウムイオンが挿入脱離する単相反応によって
反応が進行していることが判明しました（図１(a)）。また、マグネシウムイオンの
挿入脱離に伴いFeの価数が変化することで電荷補償がおこるメカニズムを解
明しました（図1(b)）。今回、この正極と新たに開発した電解液、マグネシウム金
属を負極として組み合わせることで、世界最高性能のマグネシウム二次電池が
実現しました（図２）。

BL01B1, BL02B2, BL28XU 京都大学　折笠 有基、内本 喜晴

高エネルギー密度・高安全性・低コスト二次電池の開発

図1． 充放電反応による正極材料の構造変化(a)と
 Feの価数変化に対応したXAFSスペクトル(b)

図２． 高エネルギー密度、高安全性マグネシウム二次電池（模式図）

　ガラスは、通常、原料を高温で融体（液体）にした後、急冷して製造します。し
かし、どんな物質でもガラスになるわけではなく、急冷してもガラスにならずに
結晶になってしまう物質も多いです。ここでは、物質のガラス形成を理解するた
めに、わずかな組成の違いでガラスを形成したり、形成しなくなるCaO-Al2O3

系（ガラスになりやすい組成：64 mol%CaO-36 mol%Al2O3、ガラスにな
りにくい組成：50 mol%CaO-50 mol%Al2O3）に注目しました。ガラスに
なりにくい組成をガラスにするために、無容器法（図1）を用い、融体を容器なし
で保持し、冷却することによりガラスを合成しました。得られたガラスの構造を
SPring-8の高エネルギーX線散乱、XAFSを併用して調べ（図2）、その解釈
にスーパーコンピューターを用いた大規模理論計算を援用し、その原子構造お
よび電子状態を調べました。その結果、ガラスになりやすい組成では、大きなか
ご状構造（図3）が成長しているのに対して、ガラスになりにくい組成では、その
ようなかご状構造が存在しないことが明らかになりました。また、このガラス化
しやすい組成のガラスでは、還元雰囲気下で酸素を引き抜くことで電子が溶け
出すことにより導電性（エレクトライド）ガラスとなることが最近報告されており
ました。大規模理論計算から、かご状構造の中に電子が溶け出すことがガラス
構造をエネルギー的に安定にすることを明らかにしました。

　　　　　　　　　　　　　 　    　  　　 

BL01B1, BL04B2 JASRI　小原 真司

ガラスの持つ大きなかご状構造の可視化と電子の“溶け出し”

図１.  高温で浮遊する酸化物融体（東京大学 増野敦信氏提供）

図２.  高エネルギーX線散乱実験(a)およびCa K吸収端で行ったXAFS実験(b)
　　   結果（青点、赤点）と大規模理論計算結果の比較（黒線）

XAFSエネルギー科学

　透明酸化物半導体InGaZnO:（IGZO 通称イグゾー）は、3.0 eV以上の広い
バンドギャップを持つので光学的に透明で、アモルファスシリコンよりも一桁
高い電子易動度を示す薄膜トランジスタ（TFT）を簡単に作製できること、ス
イッチング性能も高いことから、従来の半導体では実現困難であった高性能透
明フレキシブルトランジスタなどの次世代デバイスを実現した材料として広く
認知されています（図1）。近年、デバイス性能の改善、新たな材料の探索などの
研究・開発が活発に行われています。キャリア輸送特性に大きく影響を及ぼす
裾準位やin-gap状態などの電子状態解明は、最重要課題でした。
　一般的に、電子状態を直接観察する実験手法としてX線光電子分光法
(XPS)が有力な手法として知られています。しかし、軟X線を用いた通常の
XPSの場合、検出深さが数nm程度と非常に浅いため、データは表面の影響
を受け、実デバイスに用いる試料本来の電子状態を知ることは極めて困難で
した。近年、より深い領域（バルク）の電子状態分析を目的として、高エネル
ギーX線（6～10 keV）を励起光源とする硬Ｘ線光電子分光法（Hard X-ray 
PhotoEmission Spectroscopy: HAXPES）がSPring-8で開発されまし
た。X線のエネルギーを6 keV程度まであげると、光電子の検出深さは～20 nm
に達し、表面の影響はほとんど無視できます。このHAXPESでIGZOの伝導帯
端および価電子帯直上に存在する裾状態を調べたところ（図2）、この裾状態に
起因する余分な電子状態密度の存在が、p-チャネル動作を妨げたり、光照射や
負ゲート電圧印加時のしきい値シフトが生じさせたりする原因だと分かりまし
た。このように、HAXPESを用いたバルク本来の電子伝導特性の解明が、今日
実用化されているIGZO-TFTで駆動するディスプレイを搭載した携帯電話、タ
ブレット端末や55インチ大型有機EL-TVの開発に活かされています。

BL47XU 東京工業大学　細野 秀雄

透明酸化物半導体IGZOの薄膜トランジスタ特性の解明

HAXPES物質科学

高・低易動度およびアニール処理を施したIGZO膜のバンドギャップ
領域およびフェルミ準位（EF）近傍のHAXPESスペクトル

図2． 

高性能透明フレキシブルトランジスタ。
高易動度(̃10 cm2(vs)-1)、高ON/OFF比(̃1010))、
低s値( ̃ 0.1 V/dec.)、低駆動電圧 (<5 V)などの特徴
がある。

図1． 

物質科学 高エネルギーX線散乱、XAFS

図3.  ガラスになりやすい64 mol%CaO-36 mol%Al2O3ガラスの原子配列

　固体高分子形燃料電池は、次世代のエネルギー源の一つとして、自動車をはじ
めとする様々な分野で実用化が期待されています。水素を燃料とした燃料電池で
は、アノード（陰極）側で白金などの金属微粒子を触媒として用い、燃料である水
素をプロトン（H+イオン）に変換し、この時放出される電子（e-）は外部回路を流
れます。他方、カソード（陽極）表面で白金系触媒を介して酸素とプロトンが反応
し水を生成します（図1）。燃料電池の幅広い実用化には、カソード触媒の性能お
よび耐久性の向上が必要です。特に、白金の使用量を低減させ、その耐久性を向
上させることは、燃料電池車の実用化および広範な普及のカギとなっています。
　カソードに白金の平均粒子径が約3 nmの炭素担持白金触媒を塗布した
燃料電池の膜・電極接合体（MEA）について、触媒劣化操作前のMEAおよび
200回の電圧操作を繰り返して劣化させたMEAの2種類を作製しました。こ
れらを、X線ラミノグラフィーXAFSで測定しました。得られたX線ラミノグラ
フィー像から、MEAのカソード触媒層内部における白金触媒の分布と化学状
態を3次元的に可視化することに成功しました（図2）。触媒劣化操作前のカ
ソード触媒層では、図2（A）のように比較的均質に白金触媒が分散しているの
に対し、電圧操作の繰り返しによる劣化後は、白金触媒の分布が不均質にな
り、深さ方向に大きな割れ目が形成されていることが確認されました（図2

（B））。更にXANESスペクトルを解析することで、カソード触媒層内部の白金
の酸化状態についても可視化することができました。これらの知見は、燃料電
池使用時のMEA内部の電極触媒の劣化メカニズムの解明につながることが
期待され、より耐久性の優れたMEA開発のための基盤情報になることが期待
されます。

BL47XU 名古屋大学・分子科学研究所　唯　美津木

燃料電池の白金触媒の分布・化学状態を4次元可視化

図１． 水素を燃料とした燃料電池の模式図

図２． X線ラミノグラフィーXAFS測定から得られた燃料電池
　　  MEAカソード触媒層の白金触媒の３次元分布の様子

XAFS、イメージングエネルギー科学
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SPring-8での研究成果例SPring-8での研究成果例

　髪の悩みは35歳付近を境として、「髪の傷み」から「髪の衰え」へと変化しま
す。うねり、くせ、パサつきなどがその悩みの上位に挙げられ、髪質が変わったと
実感します。加齢による髪自体の変化としては、「うねり毛」の増加がよく知られ
ており、これまでに「うねり毛」の内部に存在するタンパク質の偏り状態につい
ては、様々な方法で研究されてきました。しかしながら、毛髪内部での脂質の分
布状態は、これまで明らかになっていませんでした。 今回、SPring-8の顕微IR
装置を利用してタンパク質と脂質の分布状態を可視化しました。顕微IR装置と
は、顕微鏡と赤外分光光度計を組み合わせ、特定の領域の成分分布を測定でき
る装置です。一般的な装置では、微細な領域の情報を得ることが難しく、毛髪横
断面の成分分布に関しては詳細なデータを得ることはできませんでした。
　毛髪横断面測定の結果、標準的な真円に近い毛髪では、タンパク質（アミド結
合）と脂質（CH結合）が横断面全体に均一に偏りなく分布しており、毛髪内部で
均一な組成分布となっていることを確認しました（図1）。一方、うねりを伴う毛
髪は、タンパク質が密な（アミド結合の値が高い）場所では脂質が疎（CH結合の
値が低い）であり、タンパク質が疎な場所では脂質が密であることを見出しまし
た（図2）。すなわち、タンパク質と脂質の分布に偏りが生じていました。
　本研究では、「うねり毛」内部でタンパク質と脂質などの成分が偏った状態に
なっていることをミクロレベルで確認、従来よりも詳細な毛髪成分の分布状況
の可視化に成功しました。これにより、「うねり毛」ではタンパク質と脂質の分布
が異なる状態、いわゆる『髪のゆがみ』が起こっていることを明らかにしました。
すなわち、「うねり毛」内部のタンパク質と脂質の偏りを是正することが、髪のう
ねり改善に繋がると考えています。
BL43IR クラシエホームプロダクツ株式会社　稲益 悟志

毛髪内部のタンパク質と脂質の分布状況可視化に成功

図1.  毛髪内部成分マッピング（真円毛）赤いほど成分が密であることを示す。

図2.  毛髪内部成分マッピング（うねり毛）

　ゴムにカーボンやシリカなどのナノ粒子を分散させると強度や繰り返し変形
時のエネルギーロスが増大する「補強効果」を示すことが知られています。この補
強効果により高耐久・高グリップなタイヤの開発が可能となっていますが、エネ
ルギーロスの増大により燃費性能が低下してしまう相反性を有しています。これ
ら補強効果の起源は、ゴム中に形成されたナノ粒子（シリカやカーボンブラック
など）による階層的な凝集構造（ネットワーク構造）およびゴムに変形が加えら
れた際の凝集構造変化が密接に関係していると考えられてきました。しかし、こ
れまで多くの研究がなされてきましたが、未解明な部分が数多く残っています。
　本研究では、BL20XUにおけるUSAXS（極小角X線散乱）測定と
BL03XUおよびBL40B2にて実施したSAXS（小角X線散乱）測定を融
合したデータ（図1）の解析により、数nm-5 µmまでの幅広いスケールにおける
高精度な構造情報を得ました（図2）。得られたUSAXS、SAXSデータを解析
した結果、ゴム中に配合されたシリカ粒子は階層的な構造を形成しており、こ
れがタイヤの転がり抵抗と密接に関係していることを初めて明らかにすること
ができました。
　さらに、SPring-8の解析結果とスーパーコンピュータによるシミュレーション
結果を比較検証しました。この結果、コンピュータ上で分子設計を行い反応や結
合およびそれに伴うナノ粒子の階層構造を予測することで開発をスピードアッ
プすることが可能となり、これまでにない低燃費用新ポリマー「両末端マルチ
変性ポリマー」の開発に成功しました。SPring-8およびスーパーコンピュータ
を活用した独自技術によって、高性能タイヤのさらなる進化を進めています。

BL03XU, BL20XU, BL40B2 住友ゴム工業株式会社　岸本 浩通

高性能・高品質タイヤの新材料開発技術を確立

図1.  2D-USAXSとSAXSを重ね合わせた一次元散乱プロファイル

図２.  幅広い空間スケールでの解析を可能とした
　　  マルチスケールシミュレーション

　メモリやハードディスクなど、現代社会は様々な磁気記録方式の恩恵を受け
ています。これらの磁気記録では、交換バイアスという現象を利用しており、今
後さらなる応用に向けてそのメカニズムの詳細な理解が必要です。例えば、反
強磁性体でできた基板の上に強磁性薄膜を作製し、基板との間で生じるスピ
ンの交換結合の様子を観察することが求められています。
　SPring-8のBL17SUやBL25SUでは、光電子顕微鏡(PEEM)とX線磁
気二色性(XMCDやXMLD)を組み合わせることで、様々な磁性物質の元素選
択的な磁区観察を行っています。図には、この実験手法の模式図を示してありま
す。試料の磁区内の磁化の向きと、入射Ｘ線の偏光ベクトルの向きに応じ、表面
から飛び出てくる電子の数に差が生じます。電子レンズで拡大し、イメージング
を行うと、多く飛び出してきた場所は明るくなり、少ない場所は暗くなります。
　ここでは、代表的な反強磁性体である酸化ニッケル（NiO）基板の上に鉄

（Fe）薄膜（厚さ～0.9 nm）を作製し、その磁気構造の解析を試みました。この
系を構成している各元素の吸収端における様々な磁気二色性を利用すること
で、NiO基板の反強磁性歪に由来する磁区(黄枠)、スピン秩序に由来する３種類
の磁区（S1～S3）、最上層Fe薄膜の強磁性磁区、界面（Fe、Ni、Oの混ざった状
態と考えられる）の強磁性磁区の情報が示されています。光の入射方向に対して
試料を回転し、その時のイメージのコントラスト変化からそれぞれの磁区内での
スピン方向を決定した結果を得られました。それらから、基板、最表面、界面の間
でスピンがどのように交換結合をしているかが初めて明らかになりました。
　これは、磁気記録だけでなく、インダクタ回路用新材料の開発にも応用でき
る計測技術と考えられます。SPring-8では、この手法を時間分解測定と組み
合わせ、磁区や磁壁の外場に対する運動の観察にも応用しています。
 
BL17SU, BL25SU JASRI　木下 豊彦

磁性薄膜界面の磁区構造の可視化

PEEMによる磁区観察の模式図(上)。Fe/NiO(100)における
反強磁性基板、Fe表面、界面における磁区観察結果(下)。矢印は
磁区内の磁化（スピン）の向き。

　スピントロニクスは、電子の電荷とスピンを同時に利用する学術分野であり、磁気記
録を始めとする分野で利用されています。スピンバルブ薄膜は、スピントロニクス素子
の一つであり、ハードディスクドライブの読出し用磁気ヘッドなどに利用されています

（図1）。スピンバルブ薄膜は、強磁性層／非磁性層／強磁性層／反強磁性層を基本構
成としています。この素子では、2つの強磁性層の磁化の相対的な向きにより電気抵抗
が変化し、磁化の相対的な向きを変化させるために、反強磁性層により一方の磁化を
固定します（交換バイアス）。交換バイアスは、反強磁性スピンが磁場に対してピン止
めされることで生じるとされてきましたが、詳細は明らかにされていませんでした。
　反強磁性体は内部でスピンが補償されるため、一般的な磁化測定では、反強磁性
スピンを検出することは困難です。X線磁気円二色性（XMCD）は、スピン偏極した
物質に円偏光X線を入射すると、左右円偏光に対する吸収強度が異なる現象であり、
入射X線のエネルギーを目的の元素の吸収端に合わせることで元素選択的にスピ
ン情報が得られます。本研究では、BL25SUにおいてXMCD測定を実施し、反強磁
性層と強磁性層との交換結合により生じる非補償反強磁性スピンを界面敏感な手
法で検出しました。反強磁性酸化クロム（Cr₂O₃）／強磁性コバルト（Co）積層膜中
のCrスピンに対する元素選択磁化曲線は、交換バイアスによる磁場軸方向のシフト
と共に縦方向のシフトも観測され（図2（A））、また、XMCDスペクトルが正負の磁
場に対して非対称になることが確認されました（図2（B））。これらの結果から、Crス
ピンが磁場に対してピン止めされており、Crスピンのピン止めが反強磁性層内での
スピンのねじれ構造によって生じることが分かりました（図2（C））。これらの知見
は、交換バイアスの起源解明と共に、スピントロニクスデバイス開発の基盤情報とな
ることが期待されます。
BL25SU 大阪大学　白土　優

スピントロニクスデバイスにおける反強磁性スピンの可視化

図1.  ハードディスクドライブ等のスピントロニクスデバイスにおける
　　 スピンバルブ薄膜

図2.  （A）XMCD測定による強磁性Coスピンと反強磁性Crスピンに対する
　　 元素選択磁化曲線、（B）CRのXMCDスペクトルおよび、（C）予測され
　　 る 界面スピン構造
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小角散乱産業活用磁性科学 光電子顕微鏡（PEEM）

Ｘ線磁気円二色性（XMCD）磁性科学 赤外分光イメージング産業活用



ビームライン名称 ビームラインNo. 光　源 Ｘ線エネルギー 代表的な研究手法・研究分野

ビームライン名称 ビームラインNo. 光　源 Ｘ線エネルギー 代表的な研究手法・研究分野

3.8 ～ 113 KeV
5 ～ 115 KeV
12 ～ 37 KeV
20 ～ 150 KeV
37.8 ～ 113.4 KeV
110 ～ 300 KeV
4.9 ～ 12 KeV
6 ～ 61 KeV
5 ～ 72 KeV
3.8 ～ 72 KeV
5 ～ 72 KeV
7.62 ～ 61 KeV
5.0 ～ 113.3 KeV
0.12 ～ 2 KeV
0.17 ～ 3.3 KeV
5 ～ 200 KeV
14.4 ～ 100 KeV
4.5 ～ 113 KeV
5 ～ 37 KeV
8 ～ 17 KeV
6.5 ～ 22 KeV
6.5 ～ 35 KeV
10 meV ～ 2 eV
6.5 ～ 16 KeV
6 ～ 37 KeV
5.2 ～ 37.7 KeV

偏向電磁石
偏向電磁石
偏向電磁石
偏向電磁石
偏向電磁石
ウィグラー
アンジュレータ
アンジュレータ
アンジュレータ
偏向電磁石
偏向電磁石
アンジュレータ
偏向電磁石
アンジュレータ
アンジュレータ
偏向電磁石
アンジュレータ
アンジュレータ
アンジュレータ
アンジュレータ
偏向電磁石
アンジュレータ
偏向電磁石
アンジュレータ
アンジュレータ
アンジュレータ

BL01B1
BL02B1
BL02B2
BL04B1
BL04B2
BL08W
BL09XU
BL10XU
BL13XU
BL14B2
BL19B2
BL20XU
BL20B2
BL25SU
BL27SU
BL28B2
BL35XU
BL37XU
BL39XU
BL40XU
BL40B2
BL41XU
BL43IR
BL45XU
BL46XU
BL47XU

XAFSⅠ
単結晶構造解析
粉末結晶構造解析
高温高圧
高エネルギーX線回折
高エネルギー非弾性散乱
HAXPESⅠ
高圧構造物性
X線回折・散乱Ⅰ
XAFSⅡ
X線回折・散乱Ⅱ
医学・イメージングⅡ
医学・イメージングⅠ
軟X線固体分光
軟X線光化学
白色X線回折
非弾性・核共鳴散乱
分光分析
磁性材料
高フラックス
SAXS BM
生体高分子結晶解析Ⅰ
赤外物性
生体高分子結晶解析Ⅱ
HAXPESⅡ
マイクロCT

6 ～ 35 KeV
0.25 ～ 2 KeV
4.6 ～ 70 keV
5 ～ 20 KeV
4.5 ～ 30 KeV
7 ～ 35 KeV
4.5 ～ 40 KeV
4.5 ～ 113 KeV
4 ～ 46 KeV
4 ～ 46 KeV
1.4 ～ 2.9 GeV
1.5 ～ 2.9 GeV
6.5 ～ 17.7 KeV
6 ～ 70 KeV
5 ～ 150 KeV
5 ～ 70 KeV
0.4 ～ 1.8 KeV
7 ～ 15 KeV

0.225 ～ 2.0 KeV
7.1 ～ 51 KeV
6 ～ 17 KeV
6 ～ 17 KeV
4.4 ～ 56 KeV
9～18 KeV

4.5 ～ 35 KeV
6.5 ～ 14 KeV

14.4 ～ 25 KeV
15.5 ～ 30.2 KeV

アンジュレータ
25mアンジュレータ
偏向電磁石
アンジュレータ
アンジュレータ
偏向電磁石
アンジュレータ
偏向電磁石
アンジュレータ
アンジュレータ
逆コンプトン散乱
逆コンプトン散乱
アンジュレータ
アンジュレータ
偏向電磁石
アンジュレータ
アンジュレータ
アンジュレータ
アンジュレータ
アンジュレータ
27ｍアンジュレータ
偏向電磁石
偏向電磁石
アンジュレータ
アンジュレータ
偏向電磁石
アンジュレータ
偏向電磁石
偏向電磁石
アンジュレータ
偏向電磁石

フロンティソフトマター開発産学連合
東京大学放射光アウトステーション物質科学
兵庫県BM
兵庫県ID
NSRRCID
NSRRCBM
サンビームID
サンビームBM
先端蓄電池基盤技術開発
豊田
レーザー電子光II
レーザー電子光
生体超分子複合体構造解析
QST極限量子ダイナミクスI
QST極限量子ダイナミクスII
JAEA重元素化学I
JAEA重元素化学II
施設開発 ID
理研　物質科学Ⅲ
理研　物理科学Ⅲ
理研　物理科学Ⅱ
理研　構造ゲノムⅠ
理研　構造ゲノムⅡ
理研　物理科学Ⅰ
理研　ターゲットタンパク
施設開発 BM
理研　物質科学Ⅱ
理研　構造生物学Ⅰ
施設診断ビームライン
理研　量子ナノダイナミクス
理研　物質科学Ⅰ

専用ビームライン、理研ビームライン（31本）

共用ビームライン（26本）

多様なビームラインで広範な研究活動多様なビームラインで広範な研究活動
ビームラインマップ

ビームラインの利用形態

研究に利用されているビームライン

ビームラインの名称、種類、その配置を下図に示します。ビームラインの長さは、通常は光源から最大80 ｍですが、他に250 ｍ、
1,000 ｍのものが設置されています。

SPring-8には、ビームライン62本の設置が可能であり、現在55本が
稼働しています。
ビームラインは利用形態によって次のように分類されます。　

各ビームラインには、それぞれの利用研究分野に適した光源、X線のエネルギー領域などが設定されています。
研究に利用されている共用、専用などのビームラインの概要は次の通りです。

実験ハッチ内には基本的な実験装置が設置されています。

共用ビームライン : 理研が建設し、国内外の研究者が共同で利用
専用ビームライン : 外部機関が自ら建設し、専有して利用
理研ビームライン : 理研が建設し、独自研究に利用

XAFS（希薄・薄膜試料、時分割、深さ分解、低温・高温）、XAFS/XRD同時計測、XAFS/IR同時計測
無機・有機単結晶のX線回折（構造物性研究、微小な構造変化測定、化学反応）
粉末結晶のX線回折（先端材料の精密電子密度分布、構造相転移）
大容量プレスと電気抵抗加熱による高温高圧下その場測定、エネルギー分散型粉末X線回折、高温高圧下での弾性波速度測定
ガラス・液体・アモルファス物質の構造研究
磁気コンプトン散乱測定、高分解能コンプトン散乱測定、コンプトン散乱イメージング、高エネルギーX線回折、高エネルギーX線蛍光分析（XRF）、時分割PDF解析
硬X線光電子分光
極端条件下（高圧・高温・極低温）のX線回折
X線回折及び反射率測定、高分解能粉末回折、高エネルギーX線回折、in-situ/operando環境下でのX線回折、ナノビームX線回折を用いた局所構造解析
X線イメージング、XAFS（希薄・薄膜試料の局所原子配置と電子構造の解析）
残留応力測定、 薄膜構造解析、表面、界面、粉末X線回折、X線トポグラフィ、小角X線散乱（極小角散乱）
マイクロビーム、X線顕微鏡、マイクロトモグラフィー、コヒーレントX線光学、極小角散乱
イメージング技術（マイクロトモグラフィ、屈折コントラスト法など）の開発とその医学研究への応用
光電子分光、光電子回折、磁気円二色性（電子状態、固体磁気特性）、光電子顕微鏡
部分蛍光収量法による希薄試料の軟Ｘ線吸収分光測定、深さ分解蛍光XAFS法による表面近傍の化学状態・電子状態分析
白色X線回折：X線トポグラフィ・エネルギー分散型ひずみ測定、高エネルギーX線マイクロCT、高速X線イメージング
X線非弾性散乱、核共鳴非弾性散乱、時間領域メスバウア分光
X線マイクロ・ナノビームを用いた分光分析、極微量元素分析、高エネルギー蛍光X線分析、投影型/結像型顕微XAFS
X線磁気円二色性分光 (XMCD)および元素選択的磁化測定、X線発光分光(XES)およびその磁気円二色性
高速時分割回折および散乱実験、X線光子相関分光法、蛍光X線分析、マイクロビームを用いた回折および散乱実験、微小単結晶構造解析
小角X線散乱（SAXS）
タンパク質結晶のX線構造解析（タンパク質結晶学、X線構造生物学）
赤外顕微分光、赤外磁気光学
タンパク質結晶のX線構造解析（タンパク質結晶学、X線構造生物学）
硬X線光電子分光
マイクロトモグラフィー走査型X線顕微鏡

微小角入射小角X線散乱、X線回折、X線反射率測定、透過型小角・広角X線散乱測定、時間分割小角・広角X線散乱同時測定
時間分解分光、ナノビーム光電子分光、超高分解能軟X線発光分光、オペランド分光
XAFS、X線小角散乱、トポグラフィ、イメージング、X線回折、X線反射率
X線マイクロビーム分析、X線イメージング、X線小角・広角散乱、トポグラフィ
高分解能X線非弾性散乱、高分解能X線共鳴非弾性・ラマン散乱、共鳴X線発光分光、高Q分解能X線散乱、X線物理学・光学
X線吸収分光、タンパク質結晶構造解析、高Q分解能X線散乱、粉末X線回折
X線回折、硬X線光電子分光、蛍光X線分析／各種産業用材料の評価
XAFS、トポグラフィ、反射率、蛍光X線分析、X線イメージング／各種産業用材料の評価
X線回折、XAFS、硬X線光電子分光／二次電池
時間分解XAFS、SAXS、イメージング、3DXRD顕微鏡／自動車関連材料の評価解析
レーザー逆コンプトン散乱、光一核子反応、光一原子核反応
光核反応、偏極ガンマ線ハドロン分光、ファイメソン検出
蛋白質X線結晶構造解析、生体巨大分子複合体X線結晶構造解析
メスバウア分光、XAFS、非弾性X線分光、表面解析
物質科学における構造解析（高圧・高温実験、表面・界面構造解析）
高圧発生装置を用いた高圧物性研究、共鳴X線回折実験、残留応力測定
放射性物質の軟X線分光、表面光化学、生物学的放射線効果、光電子分光（RI棟）、磁気円二色性（RI棟）
光源・光学系開発、放射光計測技術開発、小角・広角散乱
粉末X線回折、表面・界面のX線回折（薄膜構造、ナノ構造）、硬X線光電子分光
顕微分光観察、電子／磁気状態イメージングおよびその時間分解測定
当該高輝度光源を必要とするあらゆる分野
X線結晶解析法に基づいた構造生物学研究
X線結晶解析法に基づいた構造生物学研究
コヒーレントX線光学
生体高分子X線結晶構造解析、超微小タンパク質結晶構造解析
放射光計測技術開発、粉末X線回折、X線吸収分光
XAFS、100 nm集光ビーム、ラミノグラフィ、X線回折/燃料電池
生体試料の溶液散乱、非結晶材料の小角散乱
加速器科学、加速器ビーム診断、加速器コンポーネントのR&D
非共鳴X線非弾性散乱を用いたmeVエネルギースケールでの原子・電子ダイナミクス
全散乱による周期・非周期系の構造解析
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BL03XU
BL07LSU
BL08B2
BL24XU
BL12XU
BL12B2
BL16XU
BL16B2
BL28XU
BL33XU
BL31LEP
BL33LEP
BL44XU
BL11XU
BL14B1
BL22XU
BL23SU
BL05XU
BL15XU
BL17SU
BL19LXU
BL26B1
BL26B2
BL29XU
BL32XU
BL32B2
BL36XU
BL38B1
BL38B2
BL43LXU
BL44B2

区分

稼働中

合計共用 専用 理研

26 15 14 55

計画・調整／建設中 0 2 0 2

合計 26 17 14 57

2022.08

BL24XU

BL25SU

BL26B2

BL26B1

BL27SU

BL28XU

BL28B2

BL29XU

BL32XU

BL32B2

BL33XU

BL35XU

BL36XU

BL37XU

BL38B1

BL38B2

BL39XU

BL40XU

BL40B2

BL41XU

BL44XU

BL44B2

BL45XU

BL46XU

BL47XU

BL43IR

BL31LEP

BL33LEP

BL43LXU

兵庫県ID

軟Ｘ線固体分光

理研 構造ゲノムⅡ

理研 構造ゲノムⅠ

軟Ｘ線光化学

先端蓄電池基盤技術開発

（兵庫県） （日本原子力研究開発機構）

（産業用専用ビームライン建設利用共同体）

（産業用専用ビームライン建設利用共同体）

（量子科学技術研究開発機構）

（台湾NSRRC）

（台湾NSRRC）

（量子科学技術研究開発機構）

（兵庫県）

（国立大学法人東京大学）

（フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体）

（日本原子力研究開発機構）

（京都大学）

（大阪大学核物理研究センター）

（豊田中央研究所）

（大阪大学核物理研究センター）

（大阪大学蛋白質研究所）

白色Ｘ線回折

理研 物理科学Ⅰ

理研 ターゲットタンパク

施設開発BM

豊田

非弾性・核共鳴散乱

理研 物質科学Ⅱ

分光分析

理研 構造生物学Ⅰ

施設診断ビームライン

磁性材料

高フラックス

SAXS BM

生体高分子結晶解析Ⅰ

生体超分子複合体構造解析

理研 物質科学Ⅰ

生体高分子結晶解析Ⅱ

HAXPESⅡ

マイクロCT

赤外物性

レーザー電子光Ⅱ

レーザー電子光 ☆

理研 量子ナノダイナミクス

BL23SU

BL22XU

BL20B2

BL20XU

BL19B2

BL19LXU

BL17SU

BL16B2

BL15XU

BL14B2

BL14B1

BL12B2

BL12XU

BL11XU

BL10XU

BL09XU

BL08B2

B L 0 8 W

BL07LSU

BL05XU

BL03XU

BL02B2

BL02B1

BL01B1

BL04B2

BL16XU

BL13XU

BL04B1

JAEA 重元素科学 Ⅱ

JAEA 重元素科学 Ⅰ

医学・イメージングⅠ

医学・イメージングⅡ

X線回折・散乱Ⅱ

理研 物理科学Ⅱ

理研 物理科学Ⅲ

サンビームBM

理研 物質科学Ⅲ

XAFSⅡ

QST極限量子ダイナミクスⅡ

NSRRC BM

NSRRC ID

QST極限量子ダイナミクスⅠ

高圧構造物性

HAXPESⅠ

兵庫県BM

高エネルギー非弾性散乱

☆ 東京大学放射光アウトステーション物質科学

施設開発ID

フロンティアソフトマター開発産学連合

粉末結晶構造解析

単結晶構造解析

XAFSⅠ

高エネルギーＸ線回折

サンビームID

X線回折・散乱Ⅰ

高温高圧

☆ 計画・調整／建設中
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世界最高レベルのSPring-8放射光世界最高レベルのSPring-8放射光 SPring-8の利用SPring-8の利用

SPring-8の周辺地図

　共用ビームラインの利用のための研究課題の募集は、原則半年ごと（一部ビームラインでは半年に3回）に行われます。応募のあっ
た研究課題は、利用研究課題審査委員会において審査されます。選定された研究課題に対してビームタイムが配分されます。成果非
専有利用（成果を公開）で申請される課題は、ビーム使用料は免除されます。成果専有利用（成果を非公開）で申請される課題は、1シ
フト（8時間）あたり480,000円のビーム使用料が必要ですが、科学技術的価値の審査を受けず、社会通念等に対する妥当性、実験
に関する実施可能性及び安全性の審査を受けるのみとなります。成果公開優先利用（優先利用料を負担することにより、SPring-8
の必要性、実験に関する実施可能性及び安全性の審査のみで利用可能）の優先利用料は1シフト（8時間）あたり131,000円です。
なお、共用ビームラインの利用にあたっては、実験ハッチにて使用する消耗品の実費（定額分と従量分に分類）を全ての利用者に負担
していただきます。
　専用ビームラインは、設置者が自らの研究目的のために利用します。専用ビームラインの建設計画は常時受け付けています。応募さ
れた建設計画は、専用施設審査委員会において審査されます。

　SPring-8における産業利用は、多様な産業分野に普及しています。施設では、産業界の利用促進のため、コーディネータを中心と
した利用支援体制を整え、講習会や研修会の開催、利用に向けてのコンサルティング、課題申請書作成支援、測定代行など、様々な支援
を行っています。

利用の詳細については、SPring-8ホームページ http://www.spring8.or.jp/ja/をご覧ください。

ビームラインの利用等

産業界の利用

蓄積電流の変化

8 GeVに加速された電子ビームは、アンジュレータや偏向電磁石等
で曲げられて、放射光を発生します。発生した放射光は、基幹チャン
ネルを通って、実験ホールに設置された光学ハッチ、実験ハッチに
導かれ利用されます。

周期磁場を利用して電子ビームをうねらせて放射
光を発生させ利用します。SPring-8で開発された
挿入光源である真空封止型アンジュレータは、電子
ビームが通過する真空部に磁石列を封じ込めるこ
とで磁石間隙を狭くでき、波長が短く、強力な放射
光を発生できます。

SPring-8では、88台の偏向電磁石で一周の閉じ
た軌道を作り、464台の四極電磁石で電子ビーム
を収束させ、またこのほか292台の六極電磁石、
600台近くの軌道を修正させるためのステアリン
グ電磁石などがあります。電子が偏向電磁石で曲
げられた際に放射光を発生するのでその一部を取
り出して光源として利用します。

光源
挿入光源（4.5 m）ビームライン：  34本
長直線部挿入光源（25 m）ビームライン：  4本
偏向電磁石ビームライン：  24本

蓄積リング内に設置されたアンジュレータ 偏向電磁石

実験ステーション トップアップ運転

実験ホール内の実験ハッチ

偏向電磁石あるいは挿入光源で発生した放射光を
光学系で整形して実験ハッチまで導き、試料に照
射し、散乱・回折Ｘ線、透過Ｘ線、蛍光Ｘ線、2次電
子やイオン等を計測する様々な実験が行われてい
ます。

　放射光利用分野における人材育成のため、大学院生が主体的に立案・提案・遂行することを奨励する大学院生提案型課題の募集
が行われています。施設では、大学院生による実験遂行において、利用支援スタッフによる様々な支援を行っています。

大学院生の利用

蓄積電流値（青色）は、当初ビーム寿命により100 mAから
減少するなかで、1日2回の定時入射を行い75 mA程度か
ら100 mAに回復させるパターン（左）でしたが、2004年
よりトップアップ運転を行うことにより、ほぼ100 mAに
て安定的に保たれています（右）。

トップアップ運転開始前 トップアップ運転中
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