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2023年3月15日(水)

基調講演

基調講演 | 基調講演

開会・基調講演・挨拶
09:00 〜 12:00  基調講演 (メインホール)

開会挨拶

   09:00 〜    09:10

[3Main01-02-1add]

高次構造を発現するソフトマテリアルのサイエンス

*福島 孝典1 （1. Tokyo Institute of Technology）

   09:10 〜    10:10

[KN-1]

はやぶさ２サンプル分析から判明した C型小惑星

リュウグウの形成・ 進化・衝突破壊のプロセス

*中村 智樹1、はやぶさ２ 初期分析「石」チーム、はやぶさ

２ 初期分析チーム （1. Tohoku University）

   10:10 〜    11:10

[KN-2]

来賓・主催者代表挨拶

   11:10 〜    12:00

[3Main01-02-4add]

2023年3月13日(月)

オンライン

MLF シンポジウム | 口頭発表

開会・施設報告
座長:中村 龍也
09:30 〜 10:40  オンライン (Zoom)

開会挨拶

   09:30 〜    09:40

[1online01-04-1add]

MLF全体概要

*大友 季哉1,2 （1. 高エネルギー加速器研究機構 物質構造

科学研究所, 2. J-PARCセンター）

   09:40 〜    09:55

[MLF-1]

MLF中性子源の現状

*羽賀 勝洋1 （1. Japan Atomic Energy Agency, J-PARC

center, MLF division, Neutron source section）

   09:55 〜    10:10

[MLF-2]

中性子ビームラインの現状

Current Status of Neutron Beamlines

*川北 至信1 （1. J-PARC, JAEA）

   10:10 〜    10:25

[MLF-3]

MLF ミュオン実験施設（ MUSE）の現状

*河村 成肇1 （1. IMSS, KEK）

[MLF-4]

   10:25 〜    10:40

MLF シンポジウム | 口頭発表

施設トピック・写真撮影
座長:奥 隆之
10:50 〜 11:50  オンライン (Zoom)

中性子ターゲット容器寿命予測

*直江 崇1、粉川 広行1、涌井 隆1、羽賀 勝洋1 （1. J-PARC

Center, JAEA）

   10:50 〜    11:10

[MLF-5]

シンチレータ中性子検出器の大面積化

*中村 龍也1、藤 健太郎1、坂佐井 馨1、細谷 孝明1,2、鬼柳

亮嗣1、大原 高志1 （1. 日本原子力研究開発機構, 2. 茨城大

学）

   11:10 〜    11:30

[MLF-6]

H-line

*山崎 高幸1 （1. 高エネルギー加速器研究機構）

   11:30 〜    11:50

[MLF-7]

MLF シンポジウム | 口頭発表

MLF利用懇 総会
13:30 〜 15:00  オンライン (Zoom)

MLF利用者懇談会総会

   13:30 〜    15:00

[1online-1330-1add]

MLF シンポジウム | 口頭発表

将来計画・閉会
座長:柴山 充弘
15:15 〜 17:00  オンライン (Zoom)

MLF施設トピック2：将来計画　趣旨説明

*大友 季哉1,2 （1. High Energy Accelerator Research

Organization, 2. J-PARC center）

   15:15 〜    15:20

[MLF-8]

将来計画： MLF2030-neutron

*中村 充孝1 （1. Japan Atomic Energy Agency）

   15:20 〜    15:35

[MLF-9]

MLF2030-muon

*幸田 章宏1 （1. KEK-IMSS）

   15:35 〜    15:50

[MLF-10]

MLF-TS2の中性子性能

*原田 正英1 （1. JAEA）

   15:50 〜    16:05

[MLF-11]

量子ビーム施設統合マルチプローブ学術研究基盤

Multi-probe Research Infrastructure with

Integrated Quantum Beam Facilities

*小杉 信博1 （1. IMSS, KEK）

   16:05 〜    16:15

[MLF-12]
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中性子ビーム利用の中長期研究戦略　ー「中性子

ビーム利用、いつでもどこでも」ー

*加倉井 和久1 （1. Comprehensive Research

Organization for Science and Society, Neutron Science

and Technology Center (CROSS)）

   16:15 〜    16:25

[MLF-13]

中間子科学会の中長期計画

*久保 謙哉1 （1. 国際基督教大学）

   16:25 〜    16:35

[MLF-14]

閉会挨拶

   16:50 〜    17:00

[1online08-14-00add]

2023年3月14日(火)

PFシンポジウム

PF シンポジウム | 口頭発表

開会・ PF施設報告(I)
座長:北島 義典
09:45 〜 10:50  PFシンポジウム (中ホール 300)

開会挨拶

   09:45 〜    09:50

[2PF01-03-1add]

施設報告

*船守 展正1 （1. KEK IMSS PF）

   09:50 〜    10:10

[PF-1]

光源の報告

*小林 幸則1 （1. KEK Accelerator Laboratory）

   10:10 〜    10:30

[PF-2]

ビームライン報告

*清水 伸隆1 （1. KEK-IMSS-PF）

   10:30 〜    10:50

[PF-3]

PF シンポジウム | 口頭発表

PF施設報告(II)
座長:五十嵐 教之、船守 展正
11:00 〜 12:15  PFシンポジウム (中ホール 300)

測定器開発テストビームライン建設報告

*中村 勇1 （1. KEK IPNS）

   11:00 〜    11:15

[PF-4]

広波長域軟 X線ビームライン BL-12Aの建設

*大東 琢治1 （1. KEK IMSS）

   11:15 〜    11:30

[PF-5]

開発研究多機能ビームライン建設報告

*若林 大佑1 （1. KEK-IMSS-PF）

   11:30 〜    11:45

[PF-6]

PF-S課題報告

   11:45 〜    12:00

[2PF04-06-4add]

PF シンポジウム | 口頭発表

PF-UA・ PF同窓会
13:30 〜 15:30  PFシンポジウム (中ホール 300)

PF-UA総会

   13:30 〜    13:50

[2PF-1330-1add]

PF シンポジウム | 口頭発表

PF将来計画・閉会
座長:小林 幸則、船守 展正
15:40 〜 16:45  PFシンポジウム (中ホール 300)

PF-AR 5 GeV運転における真トップアップ入射のため

の改造

*東 直1 （1. KEK）

   15:40 〜    15:55

[PF-7]

PF-Ring における電子ビーム軌道安定化

*帯名 崇1 （1. Accelerator Division 6, KEK）

   15:55 〜    16:10

[PF-8]

長期計画報告

*船守 展正1 （1. KEK IMSS PF）

   16:10 〜    16:25

[PF-9]

閉会挨拶

   16:40 〜    16:45

[2PF07-09-5add]

SPF 施設報告 | 口頭発表

SPF施設報告
座長:雨宮 健太
16:45 〜 17:00  PFシンポジウム (中ホール 300)

開会挨拶

   16:45 〜    16:50

[2PF10-10-1add]

低速陽電子実験施設報告

*和田 健1、望月 出海1、AHMED Rezwan1、兵頭 俊夫1

（1. KEK IMSS）

   16:50 〜    17:00

[SPF-1]

2023年3月15日(水)

口頭発表 1

パラレル （A1） | 口頭発表

電池
座長:森 一広
14:45 〜 16:00  口頭発表 1 (中ホール 200)

量子ビームを用いた次世代蓄電池材料の反応機構解

析

*藪内 直明1 （1. Yokohama National University）

   14:45 〜    15:10

[OA1-1]

次世代太陽電池材料が高効率性を発揮するメカニズ

ムを解明－ ミュオンによる観測・評価法を活用、よ

[OA1-2]
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り高効率で低コストの材料開発へ期待－

*幸田 章宏1 （1. KEK-IMSS）

   15:10 〜    15:35

カーボンニュートラル実現に向けた水素・燃料電池

技術開発と中性子・放射光解析への期待

*今井 英人1 （1. FC-Cubic TRA）

   15:35 〜    16:00

[OA1-3]

口頭発表 2

パラレル （B1） | 口頭発表

生物
座長:中川 洋
14:45 〜 16:00  口頭発表 2 (中会議室 201)

どうして生物の24時間リズムは安定なのか？

*秋山 修志1,2 （1. CIMoS, IMS, NINS, 2. SOKENDAI）

   14:45 〜    15:10

[OB1-1]

時分割中性子散乱によるリン脂質の膜間移動の

エネルギー的・構造的洞察

*中野 実1 （1. 富山大学学術研究部 薬学・和漢系）

   15:10 〜    15:35

[OB1-2]

新型コロナウイルス変異株による受容体認識・中和

抗体逃避の構造基盤および創薬展開

*橋口 隆生1 （1. Institute for Life and Medical Sciences,

Kyoto University）

   15:35 〜    16:00

[OB1-3]

口頭発表 3

パラレル （C1） | 口頭発表

薄膜・表面界面
座長:熊井 玲児
14:45 〜 16:00  口頭発表 3 (中会議室 202)

強磁性層間交換結合を利用した広バンド幅中性子偏

極スーパーミラー

*丸山 龍治1 （1. J-PARC Center, Japan Atomic Energy

Agency）

   14:45 〜    15:10

[OC1-1]

マイクロ ARPESを用いた新規材料のバンド構造解

明

*佐藤 宇史1 （1. WPI-AIMR, Tohoku University）

   15:10 〜    15:35

[OC1-2]

グラフェン二次元物質/規則合金の異種結晶界面に

おける垂直磁気異方性

*永沼 博1 （1. Tohoku University）

   15:35 〜    16:00

[OC1-3]

口頭発表 1

パラレル （A2） | 口頭発表

材料
座長:Stefanus Harjo
16:15 〜 17:30  口頭発表 1 (中ホール 200)

その場中性子回折実験による高強度鉄鋼材料の変形

挙動解析

*土田 紀之1 （1. Graduate School of Engineering,

University of Hyogo）

   16:15 〜    16:40

[OA2-1]

金属が破壊する瞬間に発現する不思議な原子配列

*丹羽 尉博1、高橋 慧2、佐藤 篤志3、一柳 光平4、阿部

仁1、木村 正雄1 （1. 高エネルギー加速器研究機構 物質構

造科学研究所, 2. 計量計画研究所, 3. European XFEL, 4.

JASRI）

   16:40 〜    17:05

[OA2-2]

Mechanical behavior of metastable high-entropy

alloys

*魏 代修1 （1. Institute for Materials Research, Tohoku

University）

   17:05 〜    17:30

[OA2-3]

口頭発表 3

パラレル （C2） | 口頭発表

磁性・強相関
座長:佐賀山 基
16:15 〜 17:30  口頭発表 3 (中会議室 202)

La2-xSrxCuO4における格子・電荷ダイナミクスと結

合したスピン励起

*池内 和彦1、脇本 秀一2、藤田 全基3、福田 竜生4、梶本

亮一5、新井 正敏6 （1. CROSS, 2. JAEA, 3. Tohoku Univ.,

4. SPring-8/JAEA, 5. J-PARC/JAEA, 6. ESS）

   16:15 〜    16:40

[OC2-1]

酸化物二重量子井戸構造の共鳴トンネル効果による

モット転移制御

*組頭 広志1 （1. Institute of Multidisciplinary Research

for Advanced Materials (IMRAM), Tohoku University）

   16:40 〜    17:05

[OC2-2]

カペラサイト型量子カゴメ反強磁性体

CaCu3(OH)6Cl2･0.6H2Oの&micro;SRによる研究

*吉田 紘行1 （1. Faculty of Science, Hokkaido

University）

   17:05 〜    17:30

[OC2-3]
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口頭発表 2

パラレル （B2） | 口頭発表

食品科学
座長:瀬戸 秀紀
16:15 〜 17:30  口頭発表 2 (中会議室 201)

吸湿による乾燥微生物の再活性メカニズム

*川井 清司1、曽我部 知史1、中川 洋2、山田 武3、小関

成樹4 （1. 広島大学, 2. 日本原子力研究開発機構, 3.

（一財）総合科学研究機構中性子科学センター, 4. 北海道

大学）

   16:15 〜    16:40

[OB2-1]

牛乳のナノサイエンス 〜マルチ量子ビーム利用から

探る牛乳内カゼインミセル構造〜

*高木 秀彰1 （1. Institute of Materials Structure Science,

High Energy Accelerator Research Organization (KEK)）

   16:40 〜    17:05

[OB2-2]

小角散乱法による小麦タンパク質グリアジンおよび

グルテニンの構造解析

*佐藤 信浩1 （1. 京都大学複合原子力科学研究所）

   17:05 〜    17:30

[OB2-3]

ポスター会場

ポスターセッション | ポスター発表

ポスターセッション1
13:00 〜 13:45  ポスター会場 (多目的ホール & 大会議室 1,2)

加熱された二酸化炭素分子の真空紫外光電子分光

実験

*星野 正光1、要藤 明洋1、菱山 直樹1、小田切 丈1、足立

純一2 （1. 上智大学理工学部, 2. KEK-PF）

   13:00 〜    13:45

[P-001A]

動的磁気対密度関数解析法の開発

飯田 一樹1、樹神 克明2、稲村 泰弘3、中

村 充孝3、張 烈錚4、*社本 真一1,4,5 （1.

総合科学研究機構　中性子科学セ, 2.

日本原子力研究開発機構　物質科学セ, 3.

日本原子力研究開発機構　J-PARCセ, 4.

台湾成功大学物理学科, 5. 日本原子力研

究開発機構　先端基礎セ）

   13:00 〜    13:45

[P-003B(2021C0001)]

オペラント ARPESによる新原理

モットトランジスタの開発

*組頭 広志1 （1. Institute of

Multidisciplinary Research for

Advanced Materials (IMRAM), Tohoku

[P-005B(2021S2-002)]

University）

   13:00 〜    13:45

van der Waals化合物 CeTe3と CeTe2Seの 中性子

非弾性散乱実験による磁気異方性の研究

*植田 大地1,2、小林 理気3、澤田 拓希2、岩田 由規3、矢

野 真一郎4、國吉 慎吾3、藤澤 唯太2、益田 隆嗣5,1、岡田

佳憲2、伊藤 晋一1 （1. KEK中性子, 2. 沖縄科学技術大学

院大学, 3. 琉球大学, 4. NSRRC, 5. 東大物性研）

   13:00 〜    13:45

[P-007B]

マイクロ ARPESによる新奇トポロ

ジカル物質の特異電子状態の解明

*佐藤 宇史1 （1. WPI-AIMR, Tohoku

University）

   13:00 〜    13:45

[P-009B(2021S2-001)]

軟 X線領域のコヒーレンスを利用

したイメージング手法の技術開発

*中尾 裕則1 （1. KEK-IMSS-PF）

   13:00 〜    13:45

[P-011B(2021PF-S003)]

ミュオン周波数シフト測定による Na吸蔵ゼオライ

ト LSXの研究

*平石 雅俊1、宇津野 魁杜2、石原 未瑳樹2、中野 岳仁
1、大石 一城3、小嶋 健児4,5 （1. 茨城大学 理工学研究科,

2. 茨城大学 理学部, 3. CROSS, 4. TRIUMF, 5. UBC）

   13:00 〜    13:45

[P-013B]

SrTi1-xVxO3量子井戸構造における強相

関量子化状態の研究

*神田 龍彦1、志賀 大亮1、和田 亜里斗
1、長谷川 直人1、程 詳1、金 兌炫1、早坂

亮太朗1、北村 未歩2、吉松 公平1、組頭

広志1,2 （1. Tohoku Univ. IMRAM, 2. KEK

IMSS）

   13:00 〜    13:45

[P-015B(2022T001)]

励起子絶縁体候補物質

Pr0.5Ca0.5CoO3の非弾性中性子散乱

研究

*三宅 岳志1、浅井 晋一郎1、伊藤 晋一
2、益田 隆嗣1 （1. 東京大学, 2. 高エネル

ギー加速器研究機構）

   13:00 〜    13:45

[P-017B(2022S0102)]

Nd-Ru-Sn系における結晶構造と磁性

*黒澤 航海1、岩佐 和晃1、下田 愛海1、熊田 隆伸1、今関

啓雅1、鈴木 陽太郎1、桑原 慶太郎1、佐賀山 基2、奥山

大輔2、石角 元志3 （1. Ibaraki University, 2. KEK, 3.

CROSS）

   13:00 〜    13:45

[P-019B]

Aサイト秩序型ペロブスカイト CaCu3Ti4O12の電[P-021B]
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子構造の温度依存性

*島村 仁章1、任 皓駿 1、渡辺 孝夫1、野澤 俊介2、中島

伸夫3、岩住 俊明4、手塚 泰久1 （1. 弘前大学大学院理工

学研究科, 2. 物質構造科学研究所, 3. 広島大学大学院理学

研究科, 4. 大阪公立大学大学院工学研究科）

   13:00 〜    13:45

Ba(Ti1-xSnx)O3セラミックスの圧電特性向上に対す

る Sn置換効果

*中島 伸夫1、坂野 碩保1、手塚 泰久2、符 徳勝3 （1.

広島大院先進理工, 2. 弘前大院理工, 3. 静岡大院総科研）

   13:00 〜    13:45

[P-023C]

La3Co4Sn13-xInxにおける結晶構造相転移と超伝導

*今関 啓雅1、岩佐 和晃1、下田 愛海1、熊田 隆伸1、黒澤

航海1、鈴木 陽太郎1、桑原 慶太郎1、佐賀山 基2、中尾

裕則2、奥山 大輔2、石角 元志3 （1. Ibaraki Univ, 2.

KEK, 3. CROSS）

   13:00 〜    13:45

[P-025C]

TRHEPD法による銅基板上の大面積ホ

ウ素原子シート、ボロフェンの構造解

明

*辻川 夕貴1、張 小に1、堀尾 眞史1、中嶋

武2、安藤 康伸2、望月 出海3、和田

健3、兵頭 俊夫3、小森 文夫1、近藤 剛弘
4、松田 巌1 （1. 東大物性研, 2. 産総研

CD-FMat, 3. KEK-物構研 SPF, 4. 筑波大数

理）

   13:00 〜    13:45

[P-027C(2021T002)]

軟 X線照射におけるアラニンラジカル生成効率の

X線エネルギー依存性

*中川 清子1、横谷 明徳2、大原 麻希2、宇佐美 徳子3 （1.

Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research

Institute, 2. National Institutes for Quantum Science

and Technology, 3. High Energy Accelerator Research

Organization）

   13:00 〜    13:45

[P-029D]

光増感色素 BODIPYを配位子にもつコバロキシム

錯体の包接結晶作成の試み

*戸嶋 涼1、細谷 孝明1 （1. 茨城大学大学院理工学研究

科）

   13:00 〜    13:45

[P-031D]

機械学習を用いた金属錯体の

XANESスペクトルの予測と解析手法

開発

*福 健太郎1、吉田 健文2、佐藤 鉄1、井口

弘章3、高石 慎也1、坂本 良太1、阿部

仁4,5,6 （1. Tohoku Univ., 2. The Univ. of

[P-033D(2021T001)]

Electro-Communications, 3. Nagoya

Univ., 4. High Energy Accelerator

Research Organization (KEK), 5.

SOKENDAI , 6. Ibaraki Univ.）

   13:00 〜    13:45

新規イオン伝導体の中性子回折・散

乱を用いた構造科学

*藤井 孝太郎1、張 文鋭1、安井 雄太1、作

田 祐一1、斎藤 馨1、八島 正知1、鳥居

周輝2、齊藤 高志2、森 一広1,2、神山

崇2、池田 一貴2、大友 季哉2、大原 高志3

（1. 東京工業大学, 2. KEK IMSS, 3. JAEA

J-PARCセンター）

   13:00 〜    13:45

[P-035E(2020L0800)]

高強度全散乱装置 NOVAによる水素貯蔵合金のそ

の場中性子全散乱測定と局所構造解析

*池田 一貴1,2,3、大下 英敏1、大友 季哉1,2,3,4、榊 浩司
5、Kim Hyunjeong5、中村 優美子5、町田 晃彦6 （1.

高エネルギー加速器研究機構, 2. J-PARCセンター, 3.

総合研究大学院大学, 4. 茨城大学, 5. 産業技術総合研究所,

6. 量子科学技術研究開発機構）

   13:00 〜    13:45

[P-037E]

Operando low temperature deformation neutron

diffraction at TAKUMI

*Stefanus Harjo1, Takuro Kawasaki1, Wu Gong1, Wenqi

Mao1 （1. J-PARC Center, JAEA）

   13:00 〜    13:45

[P-039E]

BL15 大観を利用した硬化セメントペーストの中性

子小角散乱測定

*原 かおる1、大沼 正人1、依田 侑也2、廣井 孝介3 （1.

北海道大学, 2. 清水建設, 3. J-PARC）

   13:00 〜    13:45

[P-041E]

高強度中性子全散乱法による機能性材

料の規則−不規則構造解析

*本田 孝志1,2,3、池田 一貴1,2,3、大友 季哉
1,2,3,4、大下 英敏1,2、鈴谷 賢太郎2、川北

至信2、樹神 克明5、社本 真一6、小野寺

陽平7、森 一広1,2、福永 俊晴7、亀田 恭男
8、吉田 亨次9、山口 敏男9、Kim

Hyunjeong10、榊 浩司10、中村 優美子1

0、町田 晃彦11、伊藤 恵司12、角田 茉優4

（1. KEK物構研, 2. J-PARCセンター, 3. 総研

大高エネ, 4. 茨城大理工, 5. JAEA物質科学, 6.

CROSS, 7. 京大複合研, 8. 山形大理, 9. 福岡

大理, 10. 産総研エネルギープロセス, 11.

量研量子ビーム, 12. 岡山大教）

[P-043E(2019S06)]



©日本原子力研究開発機構 

 JAEA 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

   13:00 〜    13:45

オペランド XAFS測定による リチウム空気電池正

極触媒の構造変化追跡

*内藤 遥1、畠山 義清1、白石 壮志1 （1. 群馬大学大学院

理工学府）

   13:00 〜    13:45

[P-045E]

単層カーボンナノチューブ空気極を用いたリチウ

ム空気電池の放充電特性評価とオペランド構造解

析

*坂口 伊織1、畠山 義清1、白石 壮志1 （1. Graduate

School of Science and Technology, Gunma

University）

   13:00 〜    13:45

[P-047E]

ワイドバンドギャップ酸化物半導体 Bi2WO6におけ

る p型伝導性発現の起源

*鈴木 晴也1、簔原 誠人2、小澤 健一3、間瀬 一彦3、西尾

圭史1 （1. 東京理科大学, 2. 産総研, 3. KEK物構研）

   13:00 〜    13:45

[P-049E]

銀形ゼオライト Y型における PL発現時の Agイオン

の挙動

*目黒 晴輝1、冨岡 凌輔1、宮永 崇史1、鈴木 裕史1 （1.

Hirosaki University Graduate School of Science）

   13:00 〜    13:45

[P-051E]

包接ゲスト構造解析を指向した PCNの設計支援に

おけるホスト-ゲスト相互作用の体系的評価

*祝 伊穎1、Pavel Usov1、和田 雄貴1、河野 正規1 （1.

Tokyo Institude of Technology School of Science）

   13:00 〜    13:45

[P-053E]

中分子医薬品の包接を目的とした細孔性ネット

ワーク錯体の設計

*田上 優1、和田 雄貴1、Usov Pavel1、河野 正規1 （1.

東工大理）

   13:00 〜    13:45

[P-055E]

超高速プロトン伝導性を示す新物質の発見と構造

解析

*森川 里穂1、村上 泰斗1、藤井 孝太郎1、Maxim

Avdeev3、南部 雄亮2、池田 陽一2、八島 正知1 （1.

Tokyo Institute of Technology, 2. Tohoku Univ., 3.

ANSTO）

   13:00 〜    13:45

[P-057E]

その場中性子回折による Mg合金の

変形機構に及ぼす温度と負荷条件の

影響

*ゴン ウー1、川崎 卓郎1、相澤 一也1、ハ

ルヨ ステファヌス1 （1. 日本原子力研究

開発機構）

[P-059E(2022P0401)]

   13:00 〜    13:45

軟 X線深さ分解 XAFS/XMCD法に

よるスピントロニクス材料研究の夜

明け

*雨宮 健太1 （1. KEK物構研）

   13:00 〜    13:45

[P-061G(2019S2-003)]

顕微分光測定を用いたアナターゼ／ルチル界面の

光触媒活性と電子構造の評価

*廣森 慧太1、中島 伸夫1、下山 絢女1、長谷川 巧1、和田

真一1、高橋 修1、間瀬 一彦2,3、小澤 健一2,3 （1. 広島大,

2. KEK 物構研 PF, 3. 総研大）

   13:00 〜    13:45

[P-063G]

金ナノ粒子がセリア担持レニウム触媒表面の水素

スピルオーバーに与える効果

*大渕 みな美1、豊島 遼1、村野 由羽1、冨重 圭一2、近藤

寛1 （1. Keio Univ., 2. Tohoku Univ.）

   13:00 〜    13:45

[P-065G]

小惑星探査機「はやぶさ２」リ

ターンサンプルの放射光 X線回折実

験

*中村 智樹1、友貞 恵里加1、森田 朋代
1、湯澤 研斗1 （1. Tohoku University）

   13:00 〜    13:45

[P-067H(2020S2-002)]

熊本県美里町払川産 Os1-x-yRuxRhyS2固溶体鉱物と

関連白金族硫化物の結晶構造精密化

*吉朝 朗1、北原 銀河1、徳田 誠1、石丸 聡子1、浜根 大輔
2、杉山 和正3 （1. Kumamoto Univ., 2. Univ. Tokyo, 3.

Tohoku Univ.）

   13:00 〜    13:45

[P-069H]

水惑星学創成のための STXM 分析

拠点の形成と応用

*高橋 嘉夫1,2、河合 敬宏1、中村 智樹
3、薮田 ひかる4、癸生川 陽子5、榎戸

祐馬3、井上 皓介6、山下 翔平2、圦本

尚義7、野口 高明8、岡崎 隆司9、奈良岡

浩9、橘 省吾1、坂本 佳奈子10、渡邊

誠一郎11、津田 雄一10、武市 泰男
2,12、木村 正雄2、伊規須 素子13、若林

大祐2、諸野 祐樹13、浦本 豪一郎14、白

石 史人4、浅野 眞希15、蓑田 歩15、春間

俊克7、板井 啓明1、奥村 大河1、宮原

正明4、三宅 亮8、小澤 佳祐1、福士

圭介6、関根 康人16 （1. 東京大学, 2.

Photon Factory, 3. 東北大学, 4. 広島大

学, 5. 横浜国立大学, 6. 金沢大学, 7. 北海

道大学, 8. 京都大学, 9. 九州大学, 10.

[P-071H(2018S1-001)]
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JAXA, 11. 名古屋大学, 12. 大阪大学, 13.

JAMSTEC, 14. 高知大学, 15. 筑波大学,

16. 東京工業大学）

   13:00 〜    13:45

ZnSeの高圧相転移の観察

*小野 重明1 （1. JAMSTEC）

   13:00 〜    13:45

[P-073I]

イオン液体[C10mim][NO3]の低温・高圧下の相転移

*阿部 洋1、岸村 浩明1 （1. Dept. of Mater. Sci. &Eng.,

National Defense Academy）

   13:00 〜    13:45

[P-075I]

錯体水素化物 Ca(BH4)2高圧相の結晶構造

*中野 智志1、藤久 裕司2、山脇 浩2、柴崎 裕樹3、亀卦川

卓美3 （1. National Institute for Materials Science, 2.

National Institute of Advanced Industrial Science and

Technology, 3. High Energy Accelerator Research

Organization）

   13:00 〜    13:45

[P-077I]

CeMnSiの圧力誘起構造転移

*西山 紗恵1、中桐 大輝1、池田 翔1、林 純一1、武田 圭生
1、関根 ちひろ1、上床 美也2、Ma Hanming2、冨田 崇弘
2、高橋 博樹3、谷田 博司4、川村 幸裕1 （1. MuroranIT,

2. ISSP Univ. Tokyo, 3. CHS Nihon Univ., 4. Fac. Eng.

Toyama Pref. Univ）

   13:00 〜    13:45

[P-079I]

高圧下における Snドープ CuInS2ナノ粒子の構造

*武田 圭生1 （1. 室蘭工業大学）

   13:00 〜    13:45

[P-081I]

レドックスフロー電池用 Ti-Mn電解液の X線吸収分

光

*朝倉 大輔1、細野 英司1、北村 未歩2、堀場 弘司3、湯沢

勇人4、大東 琢治2,4、酒井 孝明1、舩木 敬1、兼賀 量一
1、佐藤 縁1、大平 昭博1 （1. AIST, 2. KEK, 3. QST, 4.

UVSOR）

   13:00 〜    13:45

[P-083J]

Fe-Ni系アモルファス合金から結晶化する L10-

FeNi規則相

*伴 智也1 （1. Graduate School of Engineering, Tohoku

University）

   13:00 〜    13:45

[P-085J]

イミダゾリウム系イオン液体[C10mim][TFSI]の低

温・高圧下における相転移

*大久保 太一1 （1. National Defense Academy）

   13:00 〜    13:45

[P-087J]

背面入射中性子反射率測定に基づく

湿熱劣化したエポキシ接着界面にお

[P-089K(2019L0600)]

ける水の偏析

山口 晃1、*種子田 英伸2、戸谷 匡康1、宮

田 登3、宮崎 司3、Yuwei Liu4、川口 大輔
1,2、青木 裕之4,5、田中 敬二1,2 （1. 九大

院工, 2. 九大接着セ, 3. CROSS 東海, 4.

KEK, 5. JAEA）

   13:00 〜    13:45

スピンコントラスト変調中性子小角散乱法による

毛髪繊維微細構造内水分布の研究

*能田 洋平1、小泉 智1、前田 知貴1、稲田 拓実1、石原

綾2 （1. 茨城大学, 2. パナソニック（株）くらしアプライ

アンス社）

   13:00 〜    13:45

[P-091K]

ポリヒドロキシメチレンのイミダゾリウム系イオ

ン液体中における分子形態

*領木 研之1 （1. Kyoto Univ.）

   13:00 〜    13:45

[P-093K]

中性子小角・広角散乱装置

「 TAIKAN」における 調湿環境の開

発 2

*岩瀬 裕希1、有馬 寛1、高田 慎一2 （1.

CROSS, 2. J-PARC Center, JAEA）

   13:00 〜    13:45

[P-095K(2022C0003)]

デカール電極処理が白金表面の Nafion薄膜へ与え

る影響

 The effect of decal process on Nafion thin film

on the platinum surface

*宇津木 茂樹1,2、山田 悟史2 （1. The Graduate

University for Advanced Studies, 2. High Energy

Accelerator Research Organization (KEK)）

   13:00 〜    13:45

[P-097K]

中性子線を用いたコンクリート吸水過程のマルチ

スケール測定とイメージング

*久保田 凜1、秋山 哲治2、能田 洋平1、前田 知貴1、小泉

智1 （1. 茨城大学大学院理工学研究科, 2. 若築建設株式会

社）

   13:00 〜    13:45

[P-099K]

Θおよび良溶媒条件のシクロヘキサン中における

アタクチックポリスチレンの粒子散乱関数

*中島 佳奈1、領木 研之1、井田 大地1 （1. 京都大学大学

院工学研究科）

   13:00 〜    13:45

[P-101K]

TenderX線反射率によるリン含有高分子薄膜の構

造解析

*小林 大記1、山本 勝宏1 （1. 名古屋工業大学大学院）

   13:00 〜    13:45

[P-103K]
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NRと SANSによるドデカン酸カリウムとジグリセ

リン誘導体混合系の気/液界面における吸着特性と

会合体特性

*安部 美季1、大畑 哲也2、山田 武2、矢田 詩歩1、吉村

倫一1、山田 悟史3 （1. Nara Women's Univ., 2.

Sakamoto Yakuhin Kogyo Co., Ltd., 3. KEK）

   13:00 〜    13:45

[P-105K]

ベンザルコニウム系ジェミニ型カチオン界面活性

剤とアニオン界面活性剤混合系の会合体および泡

沫特性

*渡邊 萌1、矢田 詩歩1、吉村 倫一1 （1. Nara Women's

University）

   13:00 〜    13:45

[P-107K]

タンパク質複合体結晶構造解析における有機ヨウ

素化合物の放射線損傷

Radiation damage on an organic iodine

compound in protein crystallography

齋藤 佳史1、*小祝 孝太郎1、角谷 龍展1、森田 暁洋1、大

八木 悠1、上野 正弘1、川村 恒二1 （1. KYORIN

Pharmaceutical Co., Ltd）

   13:00 〜    13:45

[P-109L]

皮膚バリア機能に及ぼすセラミド特性の影響

*小幡 誉子1、池内 由里1 （1. Hoshi University）

   13:00 〜    13:45

[P-111L]

蛋白質の階層構造ダイナミクスの解

明

*中川 洋1、井上 倫太郎2、小田 隆3,4、矢

木-内海 真穂5、斎尾 智英6、苙口 友隆
7、長田 裕也8、杉山 正明2、佐藤 衛4、川

北 至信1、岩瀬 裕希9、富永 大輝9、高田

慎一1 （1. Japan Atomic Energy Agency,

2. Kyoto Univ., 3. Rikkyo Univ., 4.

Yokohama City Univ., 5. National

Institutes of Natural Sciences, 6.

Tokushima Univ., 7. Keio Univ., 8.

Hokkaido Univ., 9. CROSS）

   13:00 〜    13:45

[P-113L(2019L0300)]

タンパク質多結晶の核偏極中性子回折実験

*田中 伊知朗1,2、山内 秀輝1、能田 洋平1,2、前田 知貴
1,2、小泉 智1,2 （1. 茨城大学　大学院理工学研究科, 2.

茨城大学　フロンティア応用原子科学研究センター）

   13:00 〜    13:45

[P-115L]

HIV-1逆転写酵素 RNase H活性部位と 天然物阻害

化合物との結合構造解析 Structural analysis of

inhibitory compounds bound to HIV-1 reverse

[P-117L]

transcriptase RNase H domain

*伊藤 悠馬1、陸 慧燕1、星野 忠次1 （1. Chiba Univ.）

   13:00 〜    13:45

酸化還元タンパク質の酸性アミノ酸のプロトン化

状態解明に向けた研究

Studies to elucidate the protonation states of

acidic amino acid residues in redox proteins

*磯部 悠介1、小林 賢二1、北河 康隆2、三島 正規3、和田

啓4、松井 敏高5 （1. Graduate School of Science and

Engineering, Ibaraki University, 2. Osaka University, 3.

Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 4.

University of Miyazaki, 5. Tohoku University）

   13:00 〜    13:45

[P-119L]

微小流路デバイスによる大形結晶育成法のさまざ

まなタンパク質への適用

*齋藤 洋也1、小泉 怜2、新村 信夫1、田中 伊知朗1,3 （1.

茨城大院理工, 2. 茨城大工, 3. 茨城大フロンティア）

   13:00 〜    13:45

[P-121L]

病原菌由来ガスセンサーホスホジエステラーゼの

センサードメインの構造解析

*北西 健一1、青山 菜緒2、江頭 美紀2、海野 昌喜3、下仲

基之1 （1. 東京理科大、理、化, 2. 東京理科大院、理、化,

3. 茨城大院、理工、量子線）

   13:00 〜    13:45

[P-123L]

迅速な結晶構造決定に向けた取り組み

*千田 美紀1、千田 俊哉1 （1. High Energy Accelerator

Research Organization (KEK), IMSS, SBRC）

   13:00 〜    13:45

[P-125L]

セリンプロテアーゼ加水分解反応後半部分の中性

子解析に向けた結晶化

*武田 和久1、田中 伊知朗2,3 （1. 茨城大工, 2. 茨城大院理

工, 3. 茨城大フロンティア）

   13:00 〜    13:45

[P-127L]

水素細菌由来 Rubisco activaseの初期構造解析

*廖 増威1、荒川 孝俊1,2、新井 博之1,2、亀谷 将史1,2、石

井 正治1,2、伏信 進矢1,2 （1. 東大院・農生科, 2. 東大・C

RIIM）

   13:00 〜    13:45

[P-129L]

微小流路デバイスを用いたタンパク質大形結晶育

成の試み

*小泉 怜1、齋藤 洋也2、新村 信雄3、田中 伊知朗2,3 （1.

茨城大学工学部, 2. 茨城大学院理工学部, 3. 茨城大学フロ

ンティア）

[P-131L]
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   13:00 〜    13:45

回折 X線明滅法を用いた光捕集反応中心複合体の分

子動態解析

Intramolecular dynamics of light-harvesting-

reaction center core complex using Diffracted X-

ray Blinking

*大久保 達成1,2、新井 達也2,3、野澤 俊介4、深谷 亮4、一

柳 光平5、三尾 和弘1,2、佐々木 裕次2,3 （1. 横浜市立大院

生命医科学, 2. 産総研東大オペランドOIL, 3. 東大院新領

域, 4. KEK, 5. JASRI）

   13:00 〜    13:45

[P-133L]

DNA酸化損傷修復酵素 hOGG1の 反応中間体の捕

捉とそれらの構造

Trapping Reaction Intermediates of the DNA

Oxidative Damage Repair Enzyme, hOGG1 and

Their　Structures

*古賀 昌孝1、小室 智稀1、箕輪 希海1、田中 好幸2、海野

昌喜3,4 （1. 茨城大学大学院理工学研究科, 2. 徳島文理大

学薬学部, 3. 茨城大学, 4. フロンティア応用原子科学研究

センター）

   13:00 〜    13:45

[P-135L]

アミノピラゾール系阻害剤の二つの結合様式が示

す CK2α1選択的阻害剤への手掛かり

*露口 正人1、池田 朝香2、北川 大輔3、澤 匡明3、中村

真也4、仲西 功4、木下 誉富2 （1. KEK・物構研・構造生

物, 2. 大阪公大院理, 3. カルナバイオサイエンス, 4. 近大

薬）

   13:00 〜    13:45

[P-137L]

核偏極中性子回折実験における高偏極化を目指し

た脱酸素条件でのタンパク質単結晶化の考察

*大石 翼1、能田 洋平2,3、前田 智貴2,3、小泉 智2,3、田中

伊知郎2,3 （1. 茨城大学工学部, 2. 茨城大院理工, 3. 茨城

大フロンティア）

   13:00 〜    13:45

[P-139L]

回折 X線明滅法による不凍タンパク質表面での氷

結晶の動態計測

Dynamic behavior of ice-crystals on the surface

of antifreeze protein monitored by the

Diffracted X-ray Blinking method

*楊 越1、新井 達也1,2、引田 理英3、佐々木 裕次1,2 （1.

東京大学大学院新領域創成科学研究科, 2. 産総研東大オ

ペランドOIL, 3. KEK）

[P-141M]

   13:00 〜    13:45

中性リン脂質膜の分子充填と膜間相互作用に対す

るコレステロールとラノステロールの影響比較

Comparison of the effects of cholesterol and

lanosterol on molecular packing and bilayer-

bilayer interaction in neutral phospholipid

multi-lamellar bilayer vesicles

*岡山 杏由美1、和田 康平1、高橋 浩1 （1. 群馬大学理工

学府理工学基盤部門）

   13:00 〜    13:45

[P-143M]

単色 X線照射による超原子価ヨウ素化合物の分解

Decomposition of hypervalent iodine

compounds induced by monochromatic X-ray

irradiation

*大原 麻希1、泉 雄大1、高倉 栄男2、榎本 将聖2、藤井

健太郎1、横谷 明徳1、小川 美香子2 （1. 量子科学技術研

究開発機構　量子生命科学研究所, 2. 北海道大学大学院

　薬学研究院）

   13:00 〜    13:45

[P-145M]

サンゴ由来レクチンの赤血球に対する溶血活

性・凝集活

性の制御機構の解明

Elucidation of the regulation mechanism of

hemolytic and agglutinating activity for the

erythrocyte by coral lectin

*髙橋 優希1、郷田 秀一郎1 （1. Soka Univ.）

   13:00 〜    13:45

[P-147M]

ナマコ由来溶血性レクチンの C 末端領域が構造と

機能に与える影響の解明

Elucidation of the effect of the C-terminal region

of hemolytic lectin from sea cucumber on

structure and

function

*中川 珠希1、郷田 秀一郎1 （1. Soka Univ.）

   13:00 〜    13:45

[P-149M]

平行ビーム照射型マイクロ X線 CTシステムの開発

*米山 明男1,2、亀沢 知夏2、平野 馨一2 （1. 九州シンクロ

トロン光研究センター, 2. KEK-放射光）

   13:00 〜    13:45

[P-151N]

X線マルチコントラスト・ズーミ

ング光学系の開発

*平野 馨一1、若林 大佑1、杉山

弘1、柴崎 裕樹1、西村 龍太郎1、鈴木

芳生1、五十嵐 教之1、船守 展正1 （1.

High Energy Accelerator Research

Organization）

[P-153N(2021PF-S001)]
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   13:00 〜    13:45

マルチスケール X線顕微法のデジタ

ルツイン解析による高度化

*木村 正雄1,2、石田 貴也3、西川 琢斗
3、杉村 悠樹3、稲田 康宏3、渡邊 稔樹
4、伊藤 優成5、武市 泰男5、丹羽 尉博
1,2、石井 友弘1、山下 翔平1,2、吉田

一貴6、吉田 健太7、岡本 敦6 （1. KEK-

物構研-放射光, 2. 総研大-高エネ加速器

科学, 3. 立命館大-生命科学, 4.

京大-人間・環境学, 5. 阪大-工, 6. 東北

大-環境科学, 7. 海洋研究開発機構）

   13:00 〜    13:45

[P-155N(2022S2-001)]

X線位相コントラスト法による舌瘢痕組織の観察

*河野 哲朗1、髙村 幸恵2、高橋 由美子3、早川 恭史3、寒

河江 登志朗1、岡田 裕之1 （1. Nihon University School

of Dentistry at Matsudo, 2. Nihon University Graduate

School of Dentistry at Matsudo, 3. Nihon University

College of Science and Technology, Institute of

Quantum Science）

   13:00 〜    13:45

[P-157O]

X線暗視野法に基づく屈折コントラスト CTの高空

間分解能化および癌組織内の3次元細胞核分布の描

出

*砂口 尚輝1、黄 卓然1、島雄 大介2、湯浅 哲也3、市原

周4、西村 理恵子4、岩越 朱里4、安藤 正海5 （1. Nagoya

Univ., 2. Osaka Butsuryo Univ., 3. Yamagata Univ., 4.

Nagoya Medical Center, 5. KEK）

   13:00 〜    13:45

[P-159O]

Dynamic X-ray Single Particle Observations of

Calciprotein Particles

*Zhuoqi Li1, Tatsunari Ohkubo2, Takaaki Shiina2,

Tatsuya Arai1,2, Masahide Hikita3, Kazuhiro Mio2,

Yutaka Miura4, Hiroshi Kurosu4, Makoto Kuro-O4, Yuji

C. Sasaki1,2 （1. Graduate School of Frontier Sciences,

The University of Tokyo, 2. AIST-UTokyo Advanced

Operando-Measurement Technology Open Innovation

Laboratory (OPERANDO-OIL), National Institute of

Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 3.

Structural Biology Research Center, Institute of

Materials Structure Science, High Energy Accelerator

Research Organization (KEK), 4. Division of Antiaging

Medicine, Center for Molecular Medicine, Jichi

Medical University）

   13:00 〜    13:45

[P-161O]

JRR-3における中性子応力測定装置 RESAの現状2[P-163P]

022

Current Status of Neutron Engineering

Diffractometer RESA on the JRR-3

*諸岡 聡1、徐 平光1、柴山 由樹1、佐々木 未来1、菖蒲

敬久1 （1. JAEA-MSRC）

   13:00 〜    13:45

J-PARC BL05 (NOP)における基礎物理

研究 (2022)

*三島 賢二1 （1. KEK）

   13:00 〜    13:45

[P-165Q(2019S03)]

パルス偏極熱外中性子の利用

*清水 裕彦1 （1. Department of Physics,

Nagoya University）

   13:00 〜    13:45

[P-167Q(2018S12)]

MLF陽子ビーム窓の材料に対する照射試験

*山口 雄司1、明午 伸一郎1、大久保 成彰2、大井 元貴1

（1. JAEA/J-PARC, 2. JAEA/NSEC）

   13:00 〜    13:45

[P-169R]

分散型プレデカップリング効果を用いた J-

PARC核破砕中性子源用ボロン系熱中性子吸収材の

開発

*奥冨 敏文1、勅使河原 誠2、原田 正英2、大井 元貴2、倉

本 繁1 （1. 茨城大学, 2. 日本原子力研究開発機構）

   13:00 〜    13:45

[P-171R]

Simulation studies of muon transport in the

Ultra-Slow Muon beamline

*手島 菜月1,2、神田 聡太郎1,2、足立 泰平3、髭本 亘4、池

戸 豊1,2、三宅 康博1,2、永谷 幸則1,2、大石 裕1,2、下村

浩一郎1,2、Strasser Patrick1,2 （1. KEK IMSS MSL, 2. J-

PARC Center, 3. RIKEN, 4. JAEA）

   13:00 〜    13:45

[P-173S]

基盤技術部門インターロック活動報告

*石井 晴乃1、小菅 隆1、仁谷 浩明1 （1. High Energy

Accelerator Research Organization, Institute of

Materials Structure Science）

   13:00 〜    13:45

[P-175S]

Development of High-repetition Time-resolved

X-ray Diffraction Measurement at the PF-AR

NW14A

*Le Thi My NGUYEN1, Ryo Fukaya2, Shin-ichi Adachi1,2,

Shunsuke Nozawa1,2 （1. Department of Materials

Structure Science, The Graduate University for

Advanced Studies, SOKENDAI, 2. Institute of Materials

Structure Science, High Energy Accelerator Research

Organization (KEK)）

[P-177T]
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   13:00 〜    13:45

中性子三軸分光器5G-PONTAにおける2次元検出器

の導入

*小林 尚暉1、斎藤 開1、川崎 卓郎2、中村 龍也2、中島

多朗1,3 （1. 東京大学物性研究所, 2. 日本原子力研究開発

機構J-PARCセンター, 3. 理化学研究所創発物性科学研究

センター）

   13:00 〜    13:45

[P-179T]

軟 X線蛍光収量波長分散型吸収分光の

光触媒表面化学反応への応用

*渋谷 昂平1、雨宮 健太2 （1. 東京大学, 2.

KEK-放射光Ⅰ）

   13:00 〜    13:45

[P-181T(2022T002)]

可変巾カーネル密度推定を用いた準弾性中性子散

乱解析結果の信頼性検討

*巽 一厳1、松浦 真人2、島崎 秀昭3、山田 武2 （1. JAEA,

J-PARC, 2. CROSS, 3. 京都大学）

   13:00 〜    13:45

[P-183T]

MLF BL15「大観」での高温高圧

SANS実験

*阿部 淳1、岩瀬 裕希1、有馬 寛1、高田

慎一2、大内 啓一1、笠井 聡1、宮﨑 司1

（1. 総合科学研究機構, 2. 日本原子力研

究開発機構）

   13:00 〜    13:45

[P-185T(2022C0004)]

中性子光学デバイスおよび検出シス

テムの開発と応用

*奥 隆之1、丸山 龍治1、熊田 高之2、中村

龍也1、原田 正英1、Vu TheDang3、石田

武和3 （1. 原子力機構J-PARCセンター,

2. 原子力機構物質科学センター, 3. 大阪

公立大学）

   13:00 〜    13:45

[P-187T(2022P0500)]

高強度全散乱装置 NOVAにおける試料環境の拡充

と現状

*本田 孝志1,2,3、池田 一貴1,2,3、大下 英敏1,2、角田 茉優
4、大友 季哉1,2,3,4 （1. KEK物構研, 2. J-PARCセンター,

3. 総研大高エネ, 4. 茨城大理工）

   13:00 〜    13:45

[P-189T]

MLFにおけるデータ収集・解析・保存のための

メッセージ通信に基づくミドルウェア開発

*細谷 孝明1,2、浅井 佑太1、高松 海羽1、中村 龍也2 （1.

茨城大学, 2. 日本原子力研究開発機構）

   13:00 〜    13:45

[P-191T]

中性子核反応測定装置 (ANNRI) にお

ける非破壊分析法の開発

[P-193T(2023P0300)]

*瀬川 麻里子1、前田 亮1、藤 暢輔1、木村

敦1、中村 詔司1、遠藤 駿典1 （1. Japan

Atomic Energy Agency）

   13:00 〜    13:45

J-PARC MLF KENSビームラインの計算環境

*瀬谷 智洋1,2、大下 英敏1,2、伊藤 晋一1,2、横尾 哲也
1,2、森 一広1,2、遠藤 仁1,2、本田 孝志1,2、齊藤 高志
1,2、鳥居 周輝1,2 （1. High Energy Accelerator Research

Organization, 2. J-PARC Center）

   13:00 〜    13:45

[P-195T]

パルス幅識別型3He位置敏感検出器システムの開

発

*佐藤 節夫1、梶本 亮一2、稲村 泰弘2 （1. 高エネル

ギー加速器研究機構, 2. 日本原子力研究開発機構）

   13:00 〜    13:45

[P-197T]

SPICAの現状と機能性材料の構造および

反応メカニズムに関する研究

*森 一広1、齊藤 高志1、Seungyub

Song1、南波 薫1,2 （1. KEK-IMSS, 2.

WDB）

   13:00 〜    13:45

[P-199T(2019S10)]

Transient &micro;SR法の開発

*西村 昇一郎1 （1. KEK IMSS）

   13:00 〜    13:45

[P-201T]

偏極中性子反射率測定のための弱磁

場試料環境の開発

*花島 隆泰1、阿久津 和宏1、笠井 聡1、鈴

木 淳市1、加倉井 和久1 （1. CROSS 中性

子科学センター）

   13:00 〜    13:45

[P-203T(2022C0001)]

J-PARC MLFの ToFシリコンアナライザー背面反射

型分光器 DNAの高度化

川北 至信1、*松浦 直人2、富永 大輝2、山田 武2、玉造

博夢1、中川 洋3、大内 啓一2 （1. J-PARCセンター, 2.

CROSS, 3. JAEA）

   13:00 〜    13:45

[P-205T]

KENS DDCMグループの活動報告

*大下 英敏1、瀬谷 智洋1 （1. KEK）

   13:00 〜    13:45

[P-207T]

PFにおけるビームライン横断的試料搬送システム

の構築

*北村 未歩1,2、簔原 誠人3、相浦 義弘3、間瀬 一彦1,2、小

澤 健一1,2、雨宮 健太1,2 （1. 高エネルギー加速器研究機

構　物質構造科学研究所, 2. 総合研究大学院大学, 3. 産業

技術総合研究所）

   13:00 〜    13:45

[P-209T]
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BL02 による希薄タンパク質溶液のデータ収集

最適化

*富永 大輝1、中川 洋2、佐原 雅恵1、小田 隆3、井上 倫太

郎4、杉山 正明4 （1. CROSS, 2. JAEA, 3. 立教大学, 4.

京都大学）

   13:00 〜    13:45

[P-211T]

NMR法を用いた重水素標識化合物の新規分析技術

開発

*上田 実咲1 （1. CROSS）

   13:00 〜    13:45

[P-213T]

PF基盤ネットワークの高度化とリモート実験への

対応

*仁谷 浩明1、永谷 康子1、西村 龍太郎1、成田 千春1、松

岡 亜衣1、石井 晴乃1、小菅 隆1、五十嵐 教之1 （1.

KEK物構研）

   13:00 〜    13:45

[P-215T]

偏極中性子散乱装置 POLANOによる交

差相関物理の解明

*横尾 哲也1,2、伊藤 晋一1,2、植田 大地
1,2、金子 直勝1,2、猪野 隆1,2、山内 沙羅
1,2、林 浩平1、奥 隆之2、林田 洋寿3、藤田

全基4、大河原 学4、池田 陽一4、南部 雄亮
4、谷口 貴紀4 （1. High Energy Accelerator

Research Organization, 2. J-PARC Center,

3. CROSS, 4. Tohoku University）

   13:00 〜    13:45

[P-217T(2019S09)]

量子ビーム施設における光照射試料 -2022-

*坂口 佳史1、花島 隆泰1、笠井 聡1、大内 啓一1、高橋

竜太2、阿部 仁3、丹羽 尉博3、野口 慎平3 （1. CROSS, 2.

JAEA, 3. KEK）

   13:00 〜    13:45

[P-219T]

多目的軟 X線時間分解計測システ

ムの開発

*足立 純一1 （1. 高エネルギー加速器研

究機構 物質構造科学研究所 放射光実験

施設）

   13:00 〜    13:45

[P-221T(2021PF-S002)]

J-PARC MLFの成果収集と分析

*五十嵐 美穂1、伊藤 崇芳1、岡﨑 伸生1 （1. 総合科学研

究機構）

   13:00 〜    13:45

[P-223U]

大学院生のための新しい実習(BL20A):2022 年度

の成果

Training of synchrotron radiation science for

graduate students at BL20A: Achievement in

[P-225U]

FY2022

*北島 昌史1、植草 秀裕1、足立 純一2、高井 良太2 （1.

Tokyo Tech., 2. KEK-PF）

   13:00 〜    13:45

2022年度の MLF放射線安全チームの活動

*原田 正英1、橋本 典道1、奥 隆之1、相澤 一也1、石角

元志2、細谷 倫紀3、清水 勝美3、海老原 敦3 （1. JAEA, 2.

CROSS, 3. NAT）

   13:00 〜    13:45

[P-227V]

J-PARC MLFの現状

*大友 季哉1,2 （1. 高エネルギー加速器研究機構　物質構

造科学研究所, 2. J-PARCセンター）

   13:00 〜    13:45

[P-229W]

低速陽電子実験施設報告

*和田 健1、望月 出海1、AHMED Rezwan1、星 健夫
2、兵頭 俊夫1、一宮 彪彦1、水野 清義1、仁谷 浩明1、小

菅 隆1、齋藤 裕樹1、石井 晴乃1、永谷 康子1、五十嵐

教之1、北村 未歩1、小澤 健一1、白川 明広1,3、榎本

嘉範1,3、惠郷 博文1,3、岩瀬 広1,4、近藤 良也1,5 （1. KEK

IMSS, 2. Tottori Univ., 3. KEK Accel. Lab., 4. KEK ARL,

5. KEK IPNS）

   13:00 〜    13:45

[P-231W]

総合科学研究機構　中性子科学センターの活動

*三田 一樹1、野間 敬1 （1. Comprehensive Research

Organization for Science and Society (CROSS)）

   13:00 〜    13:45

[P-233W]

ポスターセッション | ポスター発表

ポスターセッション2
13:45 〜 14:30  ポスター会場 (多目的ホール & 大会議室 1,2)

真空紫外光吸収に伴う水分子からのフラグメント

負イオンの運動量分布測定

*高村 朝陽1、今村 隼1、小田切 丈1、鈴木 功1,2、鎌田 遥1

（1. sophia university, 2. KEK-IMSS-PF）

   13:45 〜    14:30

[P-002A]

トポロジカル磁性体における位相欠

陥と拡張多極子の動的構造可視化

*山崎 裕一1 （1. National Institute for

Materials Science）

   13:45 〜    14:30

[P-004B(2021S2-004)]

Pt-Mn 合金の ABC6型規則相における磁気構造ゆら

ぎ

*高橋 美和子1、坂倉 輝俊2、木村 宏之2、梅津 理恵3 （1.

Faculty of Pure and Applied Sciences, Univ. to

Tsukuba, 2. Institute of Multidisciplinary Research for

Advanced Materials, Tohoku University, 3. Institute for

[P-006B]
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Materials Research, Tohoku University）

   13:45 〜    14:30

高分解能チョッパー分光器による物質

のダイナミクスの研究

*伊藤 晋一1、益田 隆嗣2、植田 大地1、横尾

哲也1、中島 多朗2、浅井 晋一郎2、齋藤

開2、川名 大地2、杉浦 良介2、浅見 俊夫
2、井畑 良明3、瀬谷 智洋1、山内 沙羅1、鳥

居 周輝1、谷野 弘明1 （1. KEK, 2. 東京大学

物性研究所, 3. J-PARCセンター）

   13:45 〜    14:30

[P-008B(2022S01)]

Studies on emergent spin-charge

coupled phenomena

in non-collinear/non-coplanar

magnetic orders by means of

polarized neutron scattering in

high magnetic fields

*中島 多朗1 （1. The Institute for Solid

State Physics, The University of Tokyo）

   13:45 〜    14:30

[P-010B(2022L0300)]

有機エレクトロニクス材料開発のた

めの構造物性

*熊井 玲児1 （1. 高エネルギー加速器研

究機構 物質構造科学研究所）

   13:45 〜    14:30

[P-012B(2020S2-001)]

μ SRで観た BiFeO3のスピン揺らぎ

*岡部 博孝1,3、平石 雅俊2,3、西村 昇一郎3,4、中村 惇平
3、本田 孝志3,4、門野 良典3,4、下村 浩一郎3,4、藤田 全基
1、幸田 章宏3,4 （1. Tohoku Univ., 2. Ibaraki Univ., 3.

KEK, 4. SOKENDAI）

   13:45 〜    14:30

[P-014B]

Inelastic Neutron Scattering Study on Skyrmion

Host Compound GaV4Se8

*Zheyuan LIU1, Ryuhoh Ide1, Taka-hisa Arima2, Shinichi

Itoh3, Takatsugu Masuda1 （1. Institute for Solid State

Physics, the University of Tokyo, 2. Department of

Advanced Materials Sciences, the University of Tokyo,

3. IMSS, KEK）

   13:45 〜    14:30

[P-016B]

μ SRから見た Bi-2201系銅酸化物の強磁性ゆらぎ

に対する Fe置換効果

*小宮山 陽太1、大西 柊成1、桑原 英樹1、黒江 晴彦1、倉

嶋 晃士2、川股 隆行3、小池 洋二2、Sari Dita4,5、渡邊

功雄5、足立 匡1 （1. Department of Engineering and

Applied Sciences, Sophia University, 2. Department of

Applied Physics, Tohoku University, Japan, 3.

[P-018B]

Department of Natural Sciences, Tokyo Denki

University, Japan, 4. College of Engineering, Shibaura

Institute of Technology, Japan, 5. Meson Science

Laboratory, RIKEN Nishina Center, Japan）

   13:45 〜    14:30

Eu3Ir4Sn13における結晶構造相転移と反強磁気秩序

の

量子ビーム散乱研究

*鈴木 陽太郎1、熊田 隆伸1、岩佐 和晃1、下田 愛海1、今

関 啓雅1、黒澤 航海1、桑原 慶太郎1、佐賀山 基2、奥山

大輔2、中尾 裕則2、石角 元志3 （1. Ibaraki University,

2. KEK, 3. CROSS）

   13:45 〜    14:30

[P-020B]

準結晶におけるスピン相関と格子ダ

イナミクス

*出口 和彦1、松浦 直人2、那波 和宏3、佐

藤 卓3、田村 隆治4、枝川 圭一5、高倉

洋礼6、梶本 亮一7、池内 和彦2、石川

明日香4、Labib Farid4、張 晋嘉5、上村

祥史5 （1. 名大院理, 2. CROSS, 3. 東北大

多元研, 4. 東理大先進工, 5. 東大生産研,

6. 北大院工, 7. J-PARCセンター）

   13:45 〜    14:30

[P-022B(2020L0300)]

自己参照型格子比較器による単結晶シリコンの格

子定数均一性評価と二結晶間格子比較

*早稲田 篤1 （1. AIST/NMIJ）

   13:45 〜    14:30

[P-024C]

クラスレート化合物の蛍光Ｘ線ホログラフィー

*八方 直久1、木村 耕治2、林 好一2、細川 伸也3 （1.

広島市立大学, 2. 名古屋工業大学, 3. 熊本大学）

   13:45 〜    14:30

[P-026C]

AgCrSe2 における短距離スピン相関

*中村 惇平1,2、川北 至信3、岡部 博孝1,4、Li Bing5、下村

浩一郎1、末益 崇2 （1. KEK, 2. 筑波大, 3. JAEA, 4. 東北

大, 5. 瀋陽材料研）

   13:45 〜    14:30

[P-028C]

オペランド正ミュオンスピン緩和法による

LixCoO2 のリチウムイオン拡散

*大石 一城1、五十嵐 大輔2、多々良 涼一2、梅垣 いづみ
3、幸田 章宏2、駒場 慎一2、杉山 純1 （1. CROSS, 2.

東理大理, 3. KEK-IMSS）

   13:45 〜    14:30

[P-030D]

ジベンゾバレレン誘導体の結晶相フォトクロミズ

ム

*川本 一輝1 （1. 茨城大学大学院　理工学研究科　量子線

科学専攻）

[P-032D]



©日本原子力研究開発機構 

 JAEA 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

   13:45 〜    14:30

堅牢な多孔性分子導体の開発とゲス

ト分子による電子物性制御

*井口 弘章1 （1. Graduate School of

Engineering, Nagoya University）

   13:45 〜    14:30

[P-034D(2021U002)]

負ミュオン寿命法を利用した鉄鋼中サブパーセン

ト炭素の非破壊定量分析

二宮 和彦1、*久保 謙哉2、稲垣 誠3、吉田 剛4、邱 奕寰
1、浅利 駿介5、竹下 聡史6、下村 浩一郎6、河村 成肇
6、ストラッサー パトリック6、三宅 康博6、伊藤 孝7、髭

本 亘7、齋藤 努8 （1. 阪大放射線機構, 2. 国際基督教大

学, 3. 京大複合研, 4. 高エネ研放射線, 5. 阪大理, 6. 高エ

ネ研ミュオン, 7. 原研先端研, 8. 国立歴史民俗博物館）

   13:45 〜    14:30

[P-036E]

Load sharing between α Mg and LPSO phases of

extruded Mg97Zn1Y2 in cyclic tension-

compression

*Stefanus Harjo1, Wu Gong1, Michiaki Yamasaki2,

Takuro Kawasaki1, Tsuyoshi Mayama2, Kazuya Aizawa1

（1. J-PARC Center, JAEA, 2. Kumamoto University）

   13:45 〜    14:30

[P-038E]

Elucidation of Ferroelectric Quantum Phase

Transition of SrTi18O3 by Multiple Quantum

Beams

*Dongxiao Fan1, Shunsuke Nozawa1, Nobuo Nakajima2,

Andris Anspoks3, Mark Senn4 （1. High Energy

Accelerator Research Organization, 2. Hiroshima

University, 3. Latvia University, 4. University of

Oxford）

   13:45 〜    14:30

[P-040E]

顕微軟 X 線分光による機能性材料の

電子状態可視化と物性・反応との相

関研究

*小澤 健一1,2、相浦 義弘3、枝元 一之
4、大野 真也5、近藤 寛6、櫻井 岳暁
7、中山 泰生8、間瀬 一彦1,2、簔原 誠人
3、山田 洋一7、&#x20BB7;信 淳9 （1.

高エネルギー加速器研究機構物質構造科

学研究所, 2. 総合研究大学院大学, 3.

産業技術総合研究所, 4. 立教大学, 5.

横浜国立大学, 6. 慶應義塾大学, 7. 筑波

大学, 8. 東京理科大学, 9. 東京大学物性

研究所）

   13:45 〜    14:30

[P-042E(2021S2-003)]

スクリーニングによる新構造型酸化物イオン伝導[P-044E]

体の発見

*松崎 航平1、張 文鋭1、藤井 孝太郎1、齋藤 馨1、八島

正知1 （1. Tokyo institute of technology univ.）

   13:45 〜    14:30

共鳴 X 線回折、 NMR および中性子回折によるイ

オン伝導体の Nb/Mo占有規則とプロトン位置の解

明

*安井 雄太1、丹所 正孝2、藤井 孝太郎1、作田 祐一1、後

藤 敦2、大木 忍2、最上 祐貴2、飯島 隆広3、河口 彰吾
4、小林 慎太郎4、大坂 恵一4、池田 一貴5、大友 季哉
5、八島 正知1 （1. Tokyo Institute of Technology, 2.

National Institute of Technology (NIMS), 3. Yamagata

University, 4. Japan Synchrotron Radiation Research

Institute (JASRI), 5. High Energy Accelerator Research

Organization (KEK)）

   13:45 〜    14:30

[P-046E]

放射光光電子分光による SnO/IGZOヘテロ接合の

バンドダイアグラムの決定

*清野 隆介1、簔原 誠人2、相浦 義弘2、小澤 健一3、間瀬

一彦3、西尾 圭史1 （1. Tokyo Univ. of Science , 2. AIST,

3. KEK）

   13:45 〜    14:30

[P-048E]

高速プロトン伝導と低化学膨張を示す新材料の発

見

*斉藤 馨1、鳥居 周輝2、八島 正知1 （1. 東京工業大学, 2.

高エネルギー加速器研究機構）

   13:45 〜    14:30

[P-050E]

回折 X線明滅法を用いた劣化高分子の内部動態計

測

*坂口 正紀1、新井 達也1、引田 理英2、佐々木 裕次1 （1.

東京大学大学院新領域創成科学研究科, 2. 高エネルギー加

速器研究機構）

   13:45 〜    14:30

[P-052E]

ギガピクセルイメージング XAFSの開発と解析

*武市 泰男1、伊藤 優成1、丹羽 尉博2、木村 正雄2、小野

寛太1 （1. 大阪大, 2. KEK）

   13:45 〜    14:30

[P-054E]

X線小角散乱によるマリモカーボンの構造評価

*髙村 康平1、郡司 浩之1、江口 美佳1、能田 洋平1、小泉

智1 （1. Ibaraki Univ.）

   13:45 〜    14:30

[P-056E]

Effect of grain refinement on deformation-

induced martensitic transformation studied by in

situ neutron diffraction

*WENQI MAO1, Wu Gong1, Satoshi Morooka1, Takuro

Kawasaki1, Stefanus Harjo1 （1. Japan atomic energe

[P-058E]
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agency）

   13:45 〜    14:30

中性子小角散乱による燃料電池触媒

層の研究

*鈴木 淳市1、河村 幸彦1、大石 一城1、森

川 利明1、柴山 充弘1、廣井 孝介2、高田

慎一2、川北 至信2、大友 季哉3、今井

英人4、大木 真里亜4、朝岡 賢彦4、辻

庸一郎4、雨宮 一樹4 （1. CROSS, 2.

JAEA, J-PARC, 3. KEK, J-PARC, 4. FC-

Cubic）

   13:45 〜    14:30

[P-060E(2022P0700)]

Rh(111)単結晶表面における CO2の解離プロセス

Dissociation Process of CO2 on Rh(111) single

crystal surface

*村野 由羽1、豊島 遼1、近藤 寛1 （1. Keio University,

Graduate School of Science and Technology）

   13:45 〜    14:30

[P-062G]

In situ SXAS Measurement of Photoinduced

Charge Transfer on Photocatalyst System

*Zi Wang1, Ryo Toyoshima1, Hiroshi Kondoh1 （1. Keio

University）

   13:45 〜    14:30

[P-064G]

YbCu2/Cu(111)表面合金における重い電子状態

*杉原 弘基1、中村 拓人2,1、陳 奕同1、Lubis Muhammad

Frassetia1、西原 快人1、湯川 龍3、田中 清尚4、北村

未歩5、組頭 広志6、木村 真一2,1,4 （1. 大阪大学理学研究

科, 2. 大阪大学生命機能研究科, 3. 大阪大学工学研究科,

4. 分子科学研究所, 5. KEK-PF, 6. 東北大学多元物質科学

研究所）

   13:45 〜    14:30

[P-066G]

汚染土壌における経済的除染方法開発のための放

射性 Cs溶出条件の探索

*杉原 誠1、菊地 賢司1、新村 信雄1、田中 伊知朗2 （1.

茨城大学理工学研究科, 2. 茨城大学フロンティア）

   13:45 〜    14:30

[P-068H]

Thermal behavior of borax and crystal structures

of anhydrous borax alpha-Na2B4O7 and gamma-

Na2B4O7

*興野 純1、西保 亘1 （1. University of Tsukuba）

   13:45 〜    14:30

[P-070H]

Au1-xAgxTe2系鉱物 krenneriteと sylvaniteの単結晶

XRDと AuTe2のインコメンシュレート構造

*北原 銀河1、吉朝 朗2、徳田 誠3、本宮 秀朋1、門馬 綱一
4、宮脇 律郎4、杉山 和正5 （1. Graduate School of

Science and Technology, Kumamoto University, 2.

[P-072H]

Faculty of Advanced Science and Technology,

Kumamoto University, 3. Institute of Industrial

Nanomaterials, Kumamoto University, 4. Department

of Geology, National Science Museum of Japan, 5.

Institute for Materials Research, Tohoku University）

   13:45 〜    14:30

6-6加圧方式用の使い捨てフレームの開発と評価

*渕崎 員弘1、和田 智之2、成田 博貴1、中村 克巳1、田中

公理2、鈴木 昭夫3 （1. Department of Physics, Ehime

University, 2. Shinkou Kouki Corporation, 3.

Department of Earth Science, Tohoku University）

   13:45 〜    14:30

[P-074I]

非充填スクッテルダイト化合物の圧力誘起構造変化

の高温高圧下その場観察

*関根 ちひろ1、淡路 功太1、新井 聖也1、寺坂 聡志1 （1.

室蘭工業大学大学院工学研究科）

   13:45 〜    14:30

[P-076I]

希土類多ホウ化物の構造・価数と圧縮特性相関

*遊佐 斉1、伊賀 文俊2 （1. 国立研究開発法人物質・材料

研究機構, 2. 茨城大学院理工）

   13:45 〜    14:30

[P-078I]

イオン液体[C10mim][BF4]の高圧下の相転移

High-pressure phase transitions in ionic liquids:

[C10mim][BF4]

*平野 嵩明1、阿部 洋1、岸村 浩明1 （1. 防衛大学校　機能

材料工学科 Dept. of Mater.Sci. Eng, National Defense

Academy）

   13:45 〜    14:30

[P-080I]

超高圧下における中性子回折実験の

ための装置開発

*町田 真一1、中野 智志2、服部 高典3 （1.

CROSS, 2. 物材機構, 3. 原子力機構）

   13:45 〜    14:30

[P-082I(2022C0002)]

単層カーボンナノチューブに包摂された Se

鎖の構造

*河口 怜央1、池本 弘之1、藤森 利彦2、宮永 崇史3、田渕

雅夫4 （1. Sch. Sci., Univ. Toyama, 2. Sch. Pure., Univ.

Tsukuba, 3. Fac. Sci., Hirosaki Univ., 4. SR Res.Cen.,

Nagoya Univ.）

   13:45 〜    14:30

[P-084J]

EXAFSと SAXSによる Snナノ粒子の構造解析

*得地 周紀1、池本 弘之1、宮永 崇史2 （1. Toyama Univ.,

2. Hirosaki Univ.）

   13:45 〜    14:30

[P-086J]

アルコール添加ミセルの構造と表面吸着挙動[P-088K]
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*根本 文也1 （1. National Defense Academy）

   13:45 〜    14:30

回折 X線明滅法を用いた加硫天然ゴム内部の粒子

動態解析

*新井 達也1,2、坂口 正紀1、三尾 和弘2、佐々木 裕次1,2

（1. 東京大学大学院新領域創成科学研究科, 2. 産総

研-東大 OPERANDO-OIL）

   13:45 〜    14:30

[P-090K]

中性子が明らかにする埋もれたソフ

トマター界面のナノ構造・ダイナミ

クス

*青木 裕之1,2 （1. 原子力機構, 2. 高エネ

機構）

   13:45 〜    14:30

[P-092K(2022P0200)]

SANSを用いた直鎖状および星状四級アンモニウム

塩系トリメリック型界面活性剤が形成する会合体

の構造解析

*守田 つかさ1、矢田 詩歩1、吉村 倫一1 （1. 奈良女大

院）

   13:45 〜    14:30

[P-094K]

軟 X線と中性子による高分子/

フィラー界面評価

*山田 悟史1、宇津木 茂樹2、熊井 玲児
1、清水 伸隆1、山下 翔平1、雨宮 健太1

（1. KEK IMSS, 2. 総研大）

   13:45 〜    14:30

[P-096K(2022MP001)]

中性子小角散乱と中性子ラジオグラフィを組み合

わせた プラスチックス射出成形金型内部のその場

観察

*高橋 寛多1、能田 洋平1、小泉 智1 （1. Institute of

Quantum Beam Science, Graduate School of Science

and Engineering, Ibaraki University）

   13:45 〜    14:30

[P-098K]

フルオロアルキルアクリルポリマー表面の分子動

態計測

*稲益 礼奈1,2、山口 央基2、新井 達也1、引田 理英3、三

尾 和弘4、佐々木 裕次1,4 （1. 東京大学, 2. ダイキン工業

株式会社, 3. 高エネルギー加速器研究機構, 4. 産業技術総

合研究所）

   13:45 〜    14:30

[P-100K]

NR法と QCM法を組み合わせた固体

界面におけるメチルセルロース水溶

液のゲル化挙動評価

Characterization of Gelation

Behavior for Aqueous

[P-102K(2018A0271)]

Methylcellulose Solution by

Combining NR and QCM

*山岡 賢司1、藤井 義久1、鳥飼 直也1

（1. Grad. Sch. of Eng., Mie Univ.）

   13:45 〜    14:30

固体高分子形燃料電池の中性子線によるその場観

察

*照沼 壱正1、泉妻 英樹2、能田 洋平3、小泉 智3 （1.

Engineering Department of Material Science, College

of Engineering Ibaraki University, 2. 日立電機工業, 3.

茨城大学量子線科学専攻）

   13:45 〜    14:30

[P-104K]

SAXSおよび SANSによるアミノ酸-糖ハイブリッド

界面活性剤の会合体の構造解析

*長濱 佑美1、岩瀬 裕希2、矢田 詩歩1、吉村 倫一1 （1.

Nara Women's Univ., 2. CROSS）

   13:45 〜    14:30

[P-106K]

小角散乱を用いたグリシンを対イオンに有する

ジェミニ型カチオン界面活性剤の会合体の構造解

析

*王 珊1,2、岩瀬 裕希3、高田 慎一2、矢田 詩歩1、吉村

倫一1 （1. 奈良女子大院, 2. 原子力機構J-PARC, 3.

CROSS）

   13:45 〜    14:30

[P-108K]

磁気浮上装置の疑似微小重力環境におけるニワト

リ卵白リゾチームの結晶化実験

Crystal growth of hen egg-white lysozyme crystal

exploiting a quasi-microgravity space by a

magnetic levitation device

*高橋 圭太1、阪本 泰光2 （1. 学習院大学理学部物理学科,

2. 岩手医科大学薬学部構造生物分野）

   13:45 〜    14:30

[P-110L]

Staphylococcus aureusが産生するセリンプロテ

アーゼ ETDの立体構造解析

*佐藤 柊1、西藤 公司2、Guo Xu2、Fathi Said Ragab

Rokaia2、Elfadadney Ahmed2、小薗 拓馬1、西河

淳1、殿塚 隆史1 （1. 東京農工大学大学院農学府応用生命

化学プログラム, 2. 東京農工大学大学院農学府共同獣医学

専攻）

   13:45 〜    14:30

[P-112L]

フィトクロモビリン合成酵素 HY2の中性子結晶構

造解析に向けた結晶性改善への取り組み

Efforts to Improve the Crystal Qualities of

Phytochromobilin Synthase, HY2, for Neutron

Crystal Structural Analysis

[P-114L]
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*藤田 有紀1、杉島 正一2、海野 昌喜1,3 （1. 茨城大学大学

院理工学研究科, 2. 久留米大学医学部, 3. 茨城大学フロン

ティア応用原子科学研究センター）

   13:45 〜    14:30

硫酸アンモニウムによるタンパク質の結晶化にお

ける多糖化合物の添加効果

Influence of Glycan Agents on Protein

Crystallization with Ammonium Sulfate

*郭 艶1、星野 忠次1 （1. Chiba University）

   13:45 〜    14:30

[P-116L]

緑膿菌由来の酸素結合タンパク質マイクロヘムエ

リスリンの構造解析

*南本 晃希1、北西 健一2、海野 昌喜1,3 （1. Graduate

School of Sci. and Eng., Ibaraki University, 2. Faculty of

Science, Tokyo University of Science, 3. iFRC Ibaraki

University）

   13:45 〜    14:30

[P-118L]

中性子結晶構造解析を目指した GFPタンパク質変

異体の結晶作製

*柴崎 千枝1、篭谷 勇児2、安達 基泰2 （1. JAEA, 2.

QST）

   13:45 〜    14:30

[P-120L]

新規プレニル基転移酵素の構造解析

*大城 拓未1、上原 秀太2、田中 良和3、伊藤 卓也4、小寺

義男1,2,5、松井 崇1,2,5 （1. 北里大院・理, 2. 北里大・理,

3. 東北大院・生命科学, 4. 大阪大谷大・薬, 5. 北里大・理

附属疾患プロテオミクスセンター）

   13:45 〜    14:30

[P-122L]

タンパク質脱イミノ化酵素 PAD3基質複合体の

Cryo-EM解析に向けた研究

Preliminary Cryo-EM analysis of the PAD3

*田嶋 慎平1、川崎 政人2、池田 聡人2、安達 成彦2、海野

昌喜1 （1. Ibaraki Univ., 2. Structural Biology Research

Center）

   13:45 〜    14:30

[P-124L]

Pseudomonas属細菌の H-NSファミリータンパク

質 TurBの末端二量体化部位の結晶構造

*水口 千穂1,2、Vasileva Delyana1、荒川 孝俊1,2、岡田

憲典1、野尻 秀昭1,2 （1. 東大院・農生科, 2. 東大・微生

物連携機構）

   13:45 〜    14:30

[P-126L]

好熱菌由来ガスセンサーホスホジエステラーゼの

精製と結晶化

*江頭 美紀1、青山 菜緒1、北西 健一2、海野 昌喜3、下仲

[P-128L]

基之2 （1. 東京理科大院理化, 2. 東京理科大理化, 3. 茨城

大院理工）

   13:45 〜    14:30

ドラッグキャリアの角層浸透メカニ

ズムに与える水分量の影響

*中村 絵里佳1、岩瀬 裕希2、有馬 寛2、櫻

木 美菜1 （1. Sojo Univ., 2. CROSS）

   13:45 〜    14:30

[P-130L(2022C0003)]

リン K殻共鳴励起による EGFP発現プラスミド

DNAの損傷と細胞内における修復

EGFP plasmid DNA damage induced by

phosphorus K-resonance excitation and its

cellular repair

*小畑 結衣1,2、木名瀨 暁理1、横谷 明徳2,1 （1. 茨城大院

　理工　Ibaraki Univ., Inst. Quantum Beam Science, 2.

量研　量子生命科学研究所　QST, Institute for Quantum

Life Science）

   13:45 〜    14:30

[P-132L]

ヒト S100A3変異体の物性評価および 四量体構造

解明に向けた研究

Studies for characterization of human S100A3

mutant and elucidation of its tetrameric

structure

*飯田 泰由1、井手 賢司1,2、海野 昌喜1,2 （1. Graduate

School of Science and Engineering Ibaraki University,

2. iFRC, Ibaraki Univ）

   13:45 〜    14:30

[P-134L]

水素情報を含めたリゾチームの糖加水分解機構解

明のための構造学的研究

*鴨崎 真仁1、田中 伊知朗1,2 （1. 茨城大院理工, 2. 茨城大

フロンティア）

   13:45 〜    14:30

[P-136L]

ディフィシル菌由来スライディングクランプの結

晶構造と DNA合成酵素との相互作用

菱木 麻美1、岡﨑 菫1、原 幸大1、*橋本 博1 （1.

University of Shizuoka）

   13:45 〜    14:30

[P-138L]

X線小角散乱と全原子分子動力学シ

ミュレーションによるα-glucosidaseの溶液構造

研究

*會澤 直樹1、清水 将裕2、横田 幸紀3、守島 健2、柚木

康弘2、奥田 綾2、佐藤 信浩2、井上 倫太郎2、裏出 令子
2、大田 ゆかり4、杉山 正明2 （1. Graduate School of

Science,Kyoto university, 2. Kyoto University Institute

[P-140M]
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for Integrated Radiation and Nuclear Science, 3.

Graduate School of Science and Technology,Gunma

University, 4. Gunma University Center for Food

Science and Wellness）

   13:45 〜    14:30

エンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼ HSにお

けるドメイン IVの機能

*倉内 郁哉1、大倉 和貴1、田中 里佳2、米澤 健人3、清水

伸隆4、細川 千絵1、伊藤 和央5、宮原 郁子1 （1. Dept.

of Chem., Grad. Sch. of Sci., Osaka Metropolitan Univ.,

2. X-ray., Grad. Sch. of Eng., Osaka Metropolitan Univ.,

3. NAIST, CDG, 4. SBRC, IMSS, KEK, 5. Dept. of Bio.,

Grad. Sch. of Sci., Osaka Metropolitan Univ.）

   13:45 〜    14:30

[P-142M]

回折 X線明滅法を用いたエボラウイルス増殖過程

における感染細胞の形質膜動態計測

*谷中 慶三郎1、大久保 達成2,3、新井 達也1、野澤 俊介
4、関口 博史5、古山 若呼6、南保 明日香6、三尾 和弘
2,3、佐々木 裕次1,3 （1. 東大院 新領域創成科学, 2. 横浜

市立大院 生命医科学, 3. 産総研-東大オペランドOIL, 4.

高エネルギー加速器研究機構, 5. SPring-8, 6. 長崎大

感染症共同研究拠点）

   13:45 〜    14:30

[P-144M]

ジペプチドを含むシッフ塩基銅(II)錯体の合成とリ

ゾチーム結晶への複合検討

*長谷川 佳奈1、黒田 裕斗1、北西 健一1、中根 大輔1、秋

津 貴城1、海野 昌喜2 （1. 東京理科大学理学部, 2. 茨城

大学大学院理工学研究科）

   13:45 〜    14:30

[P-146M]

スプライシング異常を伴う骨髄異形成症候群にお

ける SRSF2変異体の結晶構造解析

The structural analysis of SRSF2 mutant causing

aberrant splicing in myelodysplastic syndrome

*佐藤 理央1 （1. 大阪大学薬学部）

   13:45 〜    14:30

[P-148M]

超好熱アーキアSulfolobus acidocaldarius 由来ア

ルコール脱水素酵素の機能の解析 Analysis of the

enzymatic function of alcohol dehydrogenase

from a hyperthermophilic archaeon Sulfolobus

acidocaldarius

*岩村 陽子1、郷田 秀一郎1 （1. Soka Univ.）

   13:45 〜    14:30

[P-150M]

準単色放射光を用いたマルチビームＸ線トモグラ

フィのための光学系開発

[P-152N]

*Voegeli Wolfgang1、高山 青樹1、梁 暁宇2、白澤 徹郎
3、荒川 悦雄1、兵藤 一行4、工藤 博幸5、矢代 航6,2,7

（1. 東京学芸大, 2. 東北大多元研, 3. 産総研計量標準, 4.

KEK-IMSS-PF, 5. 筑波大システム情報, 6. 東北大国際放射

光イノベーション・ スマート研究センター, 7. 東大物

工）

   13:45 〜    14:30

デジタル X線トポグラフィ法によるタンパク質結

晶の微小なねじれの観察

*阿部 満理奈1、鈴木 凌1、平野 馨一2、小泉 晴比古3、小

島 謙一1、橘 勝1 （1. Graduate School of

Nanobioscience, Yokohama City University,, 2.

Institute of Materials Structure Science, High Energy

Accelerator Research Organization,, 3. Graduate

School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima

University,）

   13:45 〜    14:30

[P-154N]

白色放射光と非対称結晶１枚による 大視野 X線イ

メージング

*亀沢 知夏1、兵藤 一行1、松下 昌之助2 （1. KEK (High

energy accelerator research organization)、 Institute

of Materials Structure Science, 2. 筑波技術大学）

   13:45 〜    14:30

[P-156O]

放射光血管造影による腫瘍内微小血管の可視化

*松下 昌之助3、兵藤 一行2、亀沢 知夏2、塚田 亨1、徳永

千穂1、坂本 裕昭1、平松 祐司1 （1. 筑波大学医学医療系

心臓血管外科, 2. 高エネルギー加速器研究機構物質構造

科学研究所, 3. 筑波技術大学）

   13:45 〜    14:30

[P-158O]

Ｘ線暗視野法による前立腺組織の屈折コントラス

トＸ線ＣＴ像

Images of the Prostate gland by Refraction-

Contrast X-ray CT Based on X-ray Dark-Field

Imaging Method

*小松 渚1、砂口 尚輝2、黄 卓然2、市原 周3、安藤 正海
4、島雄 大介5 （1. Graduate School of Health Science,

Hokkaido University of Science, 2. Graduate School of

Medicine, Nagoya University, 3. Department of

Pathology, Nagoya Medical Center, 4. High Energy

Accelerator Research Organization, 5. Department of

Radiological Technology,, Butsuryo College of

Osaka）

   13:45 〜    14:30

[P-160O]

Deep Image Prior を用いた蛍光 X 線 CT の画質改[P-162O]
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善

*對馬 結太1、松岡 将宏2、笹谷 典太2、砂口 尚輝3、河嶋

秀和4、兵藤 一行5、湯浅 哲也2、銭谷 勉1 （1. Hirosaki

Univ., 2. Yamagata Univ., 3. Nagoya Univ., 4. Kyoto

Pharmaceutical Univ., 5. KEK）

   13:45 〜    14:30

固体高分子形燃料電池における階層的

な構造の解析

*原田 雅史1 （1. 株式会社豊田中央研究所）

   13:45 〜    14:30

[P-164P(2019L04)]

ポジトロニウムレーザー冷却実験の現状

*周 健治1,2、田島 陽平2、魚住 亮介2、白石 蒼馬2、宮本

尚樹2、本橋 悠人2、ぐらんでん らんだる3、難波 俊雄
4、石田 明3、吉岡 孝高1,2 （1. Photon Science Center,

Graduate School of Engineering, University of Tokyo,

2. 東京大学工学部物理工学科・大学院工学系研究科物理

工学専攻, 3. 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻, 4.

東京大学素粒子物理国際研究センター）

   13:45 〜    14:30

[P-166Q]

J-PARC MLFにおける減速材・反射体遠隔取り合い

試験

*大井 元貴1、山口 雄司1、勅使河原 誠1、原田 正英1、直

江 崇1、木下 秀孝1、猿田 晃一1、菊池 佳範1、安原 利幸1

（1. J-PARC MLF）

   13:45 〜    14:30

[P-168R]

水素含有物質の断面積測定

*原田 正英1、安部 豊2、及川 健一1、河村

聖子1、稲村 泰弘1、勅使河原 誠1、大井

元貴1、池田 裕二郎3 （1. JAEA, 2. Kyoto

Univ, 3. RIKEN）

   13:45 〜    14:30

[P-170R(2021P0100)]

Vertical wigglerから放出される X線の特性評価

*亀沢 知夏1、兵藤 一行1 （1. KEK (High energy

accelerator research organization)、 Institute of

Materials Structure Science）

   13:45 〜    14:30

[P-172S]

超低速ミュオンビームラインのコミッショニング

と U1Aエリアにおけるμ SR分光器の整備状況

*神田 聡太郎1 （1. KEK）

   13:45 〜    14:30

[P-174S]

PFにおける軟 X線集光ミラーの製作に関する検討

状況

*片岡 竜馬1、田中 宏和1、若林 大佑1,2、鈴木 芳生1、間

瀬 一彦1,2 （1. KEK-IMSS-PF, 2. SOKENDAI）

   13:45 〜    14:30

[P-176S]

真空紫外レーザシステムのビーム位置自動制御装[P-178T]

置の構築

Building Autonomous Control System for Laser

Beam Position

*梅澤 卓矢1,3、大石 裕2,4、神田 聡太郎2,4、中村 真毅
1,3、下村 浩一郎2,4 （1. Graduate School of Science

and Engineering, Ibaraki Univ., 2. High Energy

Accelerator Research Organization, 3. 茨城大学大学院

理工学研究科, 4. 高エネルギー加速器研究機構）

   13:45 〜    14:30

DAQミドルウェアと DAQコンポーネントの コン

テナ化の検討 Containerization of DAQ

middleware and its components

*梶原 大貴1,2、細谷 孝明1,2、中村 龍也2 （1. 茨城大院理

工, 2. 日本原子力研究開発機構J-PARCセンター）

   13:45 〜    14:30

[P-180T]

日本刀の微小領域回折試験

*及川 健一1、土川 雄介1、ハルヨ ステファヌス1、松本

吉弘2、鬼柳 善明3 （1. JAEA J-PARCセンター, 2. CROSS

中性子科学センター, 3. 北海道大学）

   13:45 〜    14:30

[P-182T]

第一原理ポテンシャル面を用いた水素の中性子振

動スペクトル計算

*巽 一厳1 （1. Japan Atomic Energy Agency）

   13:45 〜    14:30

[P-184T]

中性子照射による計数型中性子イ

メージング検出器&micro;NID・

B&micro;NIDの劣化現象の解明

Improvement of the &micro;NID

and B&micro;NID to reduce aging

under intense neutron irradiation

*パーカー ジョセフ1、篠原 武尚2、甲斐

哲也2、松本 吉弘1、高田 淳史3、越智

敦彦4 （1. CROSS Neutron Science and

Technology Center, 2. JAEA J-PARC

Center, 3. Kyoto University, 4. Kobe

University）

   13:45 〜    14:30

[P-186T(2022C0006)]

カイラル磁性体 CrNb3S6の異方的圧

力効果の SANS測定手法の開発

*大石 一城1、姜 佳良2、高阪 勇輔2、服部

高典3、齋藤 開4、中島 多朗4、河村 幸彦
1、森川 利明1、廣井 孝介3、鈴木 淳市1

（1. CROSS, 2. 大阪公立大, 3. J-PARC

Center, JAEA, 4. 東大物性研）

   13:45 〜    14:30

[P-188T(2022C0005)]

クラウドサービスを利用した測定の進捗状況監視[P-190T]



©日本原子力研究開発機構 

 JAEA 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

システムの開発

*永井 佑樹1、松本 吉弘1、岡崎 伸生1、篠原 武尚2 （1.

CROSS, 2. JAEA J-PARC センター）

   13:45 〜    14:30

軟 X線顕微分光によるマルチモード分析

Multimode analysis using soft X-ray

microspectroscopy

*山下 翔平1、若林 大佑1、武市 泰男2、木村 正雄1 （1.

Institute of Materials Structure Science, High Energy

Accelerator Research Organization(KEK), 2. Graduate

School of Engineering, Osaka University）

   13:45 〜    14:30

[P-192T]

表面部分窒化無酸素無炭素 Ti蒸着膜の排気速度測

定と放射光ビームラインへの応用

*菊地 貴司1、片岡 竜馬1、田中 宏和1、若林 大佑1,2、大

東 琢治1,2、仁谷 浩明1,2、上園 波輝3、櫻井 岳暁3、間瀬

一彦1,2 （1. KEK物構研PF, 2. 総研大, 3. 筑波大）

   13:45 〜    14:30

[P-194T]

MLFの中性子データ処理環境「空蟬」の現状 2022

*稲村 泰弘1、伊藤 崇芳2 （1. 日本原子力研究開発機構, 2.

総合科学研究機構中性子科学センター）

   13:45 〜    14:30

[P-196T]

SuperHRPDの現状と機能性物質の構造

科学研究

*森 一広1、鳥居 周輝1、山内 沙羅1、Nur Ika

Puji Ayu1、萩原 雅人1,2 （1. KEK-IMSS, 2.

JAEA）

   13:45 〜    14:30

[P-198T(2019S05)]

3Dプリンターを利用したオペランド XAFSセルの

作製

*城戸 大貴1,2、和田 敬広3、江澤 元太2、Wang Qing2、木

村 正雄1、朝倉 清高2 （1. High Energy Accelerator

Organization, Institute of Materials Structure Science,

2. Hokkaido Univ. , Institute for Catalysis, 3. Tokyo

Medical and Dental Univ.）

   13:45 〜    14:30

[P-200T]

中性子小角・広角散乱装置 BL15(大観)の活動報告

*森川 利明1、高田 慎一2、廣井 孝介2、大石 一城1、岩瀬

裕希1、河村 幸彦1、上田 実咲1、鈴木 淳市1 （1. CROSS,

2. J-PARC Center）

   13:45 〜    14:30

[P-202T]

J-PARC MLF実験制御ソフトウェアフレームワーク

IROHA2の現状2022

*長谷美 宏幸1、稲村 泰弘1、森山 健太郎2 （1. 日本原子

力研究開発機構, 2. CROSS）

   13:45 〜    14:30

[P-204T]

マルチドメイン結晶の構造解析を目指した基礎技

術の開発

*坂倉 輝俊1、山本 孟1、木村 宏之1、岸本 俊二2、佐賀山

基2 （1. IMRAM, Tohoku Univ., 2. IMSS, KEK）

   13:45 〜    14:30

[P-206T]

STARSの現状と将来展望

*仁谷 浩明1、小菅 隆1、永谷 康子1、石井 晴乃1、西村

龍太郎1、成田 千春1、松岡 亜衣1、橋本 良昭1、五十嵐

教之1 （1. KEK物構研）

   13:45 〜    14:30

[P-208T]

偏極中性子を用いた乱れた構造に係

る研究手法の開発

*鬼柳 亮嗣1、高橋 慎吾2、松浦 直人4、玉

造 博夢1、川北 至信1、花島 隆泰4、大原

高志1、奥平 琢也3、奥 隆之1 （1. 原子力

機構J-PARC, 2. 茨城大学, 3. 名古屋大学,

4. 総合科学研究機構）

   13:45 〜    14:30

[P-210T(2022P0600)]

工学材料回折装置「匠」の現状

*川崎 卓郎1、ゴン ウー1、マオ ウェンチ1、ハルヨ ステ

ファヌス1、相澤 一也1 （1. 日本原子力研究開発機構J-

PARCセンター）

   13:45 〜    14:30

[P-212T]

非弾性中性子散乱装置「四季」の整備・利用状況

*梶本 亮一1、中村 充孝1、蒲沢 和也2、稲村 泰弘1、飯田

一樹2、池内 和彦2、石角 元志2 （1. 日本原子力研究開発

機構, 2. 総合科学研究機構）

   13:45 〜    14:30

[P-214T]

高繰返し時間分解共鳴軟 X線散乱計測システムの

開発

*深谷 亮1、足立 純一1、中尾 裕則1、山崎 裕一2、田端

千紘3、野澤 俊介1、一柳 光平4、石井 祐太5、木村 宏之
6、足立 伸一1 （1. KEK-IMSS, 2. NIMS-MaDIS, 3. JAEA,

4. JASRI, 5. Dept. of Phys. Tohoku Univ., 6. IMRAM

Tohoku Univ.）

   13:45 〜    14:30

[P-216T]

中性子共鳴スピンエコー分光器群(VIN

ROSE)によるスローダイナミクス研究

Study on slow dynamics by the

neutron resonance spin echo

spectrometers (VIN ROSE)

*遠藤 仁1、小田 達郎2、日野 正裕3、大下

英敏1、瀬谷 智洋1 （1. KEK, 2. The Univ. of

Tokyo, 3. Kyoto Univ.）

   13:45 〜    14:30

[P-218T(2019S07)]
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機械学習を用いた X線動画解析による動態物性の

抽出

*倉持 昌弘1、李 卓起2、赤穂 昭太郎3、佐々木 裕次2 （1.

Ibaraki Univ., 2. Univ. of Tokyo, 3. AIST）

   13:45 〜    14:30

[P-220T]

中性子反射率計 SOFIA における多入射

反射率法の実現に向けたアップグレード

II

*瀬戸 秀紀1 （1. High Energy Accelerator

Research Organization）

   13:45 〜    14:30

[P-222T(2022I16)]

茨城大学による JRR-3 HQR を含む量子ビーム利用

による 研究・教育活動

*岩佐 和晃1、大山 研司1、横山 淳1、中野 岳仁1、桑原

慶太郎1、伊賀 文俊1、中島 多朗2 （1. Ibaraki

University, 2. ISSP, University of Tokyo）

   13:45 〜    14:30

[P-224U]

ハイブリッドクラウド環境を活用した MLF内外に

向けたサービス、広報環境の構築と運用

*岡崎 伸生1、稲村 泰弘2、伊藤 崇芳1、森山 健太郎1、永

井 佑樹1、鈴木 次郎3,5、鬼柳 亮嗣2、五十嵐 美穂1、大内

薫1、入江 敦子4、新妻 秀之1、大友 季哉4,5 （1. CROSS,

2. JAEA J-PARCセンター, 3. KEK計算科学センター, 4.

KEK物構研, 5. KEK J-PARCセンター）

   13:45 〜    14:30

[P-226U]

量子ビーム連携研究センター (CIQuS)

*雨宮 健太1 （1. KEK物構研）

   13:45 〜    14:30

[P-228W]

J-PARC MLFにおける KENS実験装置

*伊藤 晋一1 （1. KEK）

   13:45 〜    14:30

[P-230W]

フォトンファクトリー

*宇佐美 徳子1 （1. Photon Factory, IMSS, KEK）

   13:45 〜    14:30

[P-232W]

構造生物学研究センター

*千田 俊哉1 （1. KEK物構研）

   13:45 〜    14:30

[P-234W]

会期を通じた開催

Zoomはこちら

Zoomはこちら

3/13 MLFシンポジウム[MLF]

3/14 PFシンポジウム[PF]

3/15 量子ビームサイエンスフェスタ[QBSF]
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基調講演 | 基調講演

開会・基調講演・挨拶
2023年3月15日(水) 09:00 〜 12:00  基調講演 (メインホール)
 

 
開会挨拶 
   09:00 〜    09:10   

高次構造を発現するソフトマテリアルのサイエンス 
 
*福島 孝典1 （1. Tokyo Institute of Technology） 

   09:10 〜    10:10   

はやぶさ２サンプル分析から判明した C型小惑星リュウグウの形
成・ 進化・衝突破壊のプロセス 
 
*中村 智樹1、はやぶさ２ 初期分析「石」チーム、はやぶさ２ 初期分析チーム （1.

Tohoku University） 

   10:10 〜    11:10   

来賓・主催者代表挨拶 
 
   11:10 〜    12:00   



[3Main01-02-1add]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ 

09:00 〜 09:10  (2023年3月15日(水) 09:00 〜 12:00  基調講演)

開会挨拶



高次構造を発現するソフトマテリアルのサイエンス 
Science of Higher Order Soft Materials 

 
福島 孝典 

東京工業大学化学生命科学研究所 
 

分子自己集合化を利用したソフトマテリアル設計は大きな発展を遂げ、ナノ

スケールで精緻な構造を有する物質を合理的に構築できるようになってきた。

一般に熱力学的支配のもとで進行する自己集合化は、速度論的な構造が形

成されても集合過程で修正され、結果として自由エネルギー最小の構造が得

られる。そのため、溶液中で成長する結晶やナノ構造体など、ディスクリートな

形態をもつ物質の合成には有力である。一方、液晶や有機薄膜などのバルク

形態では、微視的には熱力学的支配のもとで高い構造秩序が形成されてい

ても、巨視的にはミクロドメインの集合体として存在する。この状況は多くの実

応用にとって好ましくない。有機分子の幾何学構造と性質（電子的、光学的性

質など）は本質的に異方的である。ゆえに、分子本来の性質を最大限に活か

すための理想的な姿は、ミクロドメインがランダムに集まった状態ではなく、構

造秩序が物質全体に均一に発達した単一ドメインの状態である。しかし、大面

積で単一ドメイン化した柔らかい分子集合体を構築することは困難であり、事

実ほとんど例はない。このような背景のもと、我々は、超長距離構造秩序を有

する分子集合体を見いだし、その特性や応用に関する研究を展開している。 
本講演では、自発的高次構造秩序形成を示すソフトマテリアルとして、主に

三回対称性を有する分子を要素とする二つの系を取り上げる。その一つは、ト

リプチセンと呼ばれる分子に対し、三脚型構造をとるように化学修飾した誘導

体が示す薄膜形成である。これらの誘導体では、二次元の入れ子状ヘキサゴ

ナルパッキングによるレイヤーが一次元に積層した「2D＋１D」構造へと自己

集合化し、さらに予想を超え、センチメートルスケールの大面積で単結晶のよ

うな構造規則性を有する薄膜を与える。この三脚型トリプチセン誘導体を用い

た薄膜形成のアプローチは応用性が高く、例えば有機機能団の二次元集積

化のための超分子足場構築、ダイポールを付与した三脚型トリプチセン誘導

体による酸化物薄膜の金属–絶縁体相転移温度の制御、有機デバイスの高

性能化、および、金属表面に高密度・高規則的な単分子膜を形成するための

理想的な分子三脚の開発などを実現している。もう一つは、ディスコティック液

晶のメソゲンとしてよく知られたトリフェニレンを、ダイポールを発現する側鎖で

化学修飾した誘導体の系である。この系も自発的な組織化により、極めて高

い構造秩序を発現し、これまで類を見ない性質を示すソフトマテリアルを与え

ることが明らかになっている。これらの分子集合システムの構造や性質につい

て紹介し、放射光を利用した構造解析の展望についても議論したい。 
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はやぶさ２サンプル分析から判明した C 型小惑星リュウグ

ウの形成・進化・衝突破壊のプロセス 
Formation, Evolution, and Impact Destruction 

Processes of C-type Asteroid Ryugu inferred from 
Hayabusa2 Sample Analysis 

 
中村智樹・東北大，はやぶさ初期分析「石」チーム， 

はやぶさ 2 初期分析チーム 
 

2020 年 12 月に地球に帰還した小惑星リュウグウのサンプルは，基本的な記

載（サンプル撮像，秤量など）が行われた後に，2021 年 6 月に国内 6 つの初

期分析チームに配分された．粗粒粒子（大きさ 1 ㎜以上）の物質科学分析を

担当する「石」チームは，国内外の約 150 名の科学者で構成され，KEK の X
線回折実験を含む多種多様な分析を行った．その結果，以下の図に示すよう

にリュウグウの初期天体の形成から現在のリュウグウに至るまでの形成，進

化，衝突破壊のプロセスをモデル化することができた．講演では，この分析を

含め，「石」チームの一連の分析で，太陽系の初期進化に関して，どのような

新しい知見が得られたかを紹介したい． 
 
 

 
リュウグウに形成，進化，衝突破壊のプロセスのモデル (Nakamura et al. 2022) 

 
Nakamura, T., et al. "Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: Direct 
evidence from returned samples." Science (2022): eabn8671. 
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来賓・主催者代表挨拶 
 

座長：大友 季哉
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MLF シンポジウム | 口頭発表

開会・施設報告
座長:中村 龍也
2023年3月13日(月) 09:30 〜 10:40  オンライン (Zoom)
 

 
開会挨拶 
   09:30 〜    09:40   

MLF全体概要 
*大友 季哉1,2 （1. 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所, 2. J-PARCセン

ター） 

   09:40 〜    09:55   

MLF中性子源の現状 
*羽賀 勝洋1 （1. Japan Atomic Energy Agency, J-PARC center, MLF division,

Neutron source section） 

   09:55 〜    10:10   

中性子ビームラインの現状 
Current Status of Neutron Beamlines  
 
*川北 至信1 （1. J-PARC, JAEA） 

   10:10 〜    10:25   

MLF ミュオン実験施設（ MUSE）の現状 
*河村 成肇1 （1. IMSS, KEK） 

   10:25 〜    10:40   
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MLF全体概要 
Overview of MLF 

 
大友季哉 

KEK 物構研/J-PARC センター 
 

大型陽子加速器施設（J-PARC） 物質・生命科学実験施設（MLF）では、400 
MeV 線 形 加 速 器 、 3GeV シ ン ク ロ ト ロ ン 加 速 器 （ RSC  Rapid Cycle 
Synchrotron)により加速された陽子を用い、パルス状の中性子およびミュオン

を発生させ、21 本の中性子ビームラインと 4 本のミュオンビームラインにおい

て、基礎的研究から産業利用まで幅広い分野での利用研究が行われている。

2022 年 4 月からは、800 kW の陽子より安定的なビーム運転が実施されてい

る。海外からも多くの申請があり、世界的な研究拠点の一つとなっている。学

術研究のみならず、企業との共同研究、産学連携のコンソーシアム、アライア

ンス、および NEDO プロジェクトなどにより、多くの産学連携成果が上がって

いる。また、ミュオンを中心とした文理融合研究も展開されている。発表では、

現在の施設の運転状況、利用状況、成果創出に向けた取り組み等について

述べる。 
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MLF 中性子源の現状 
Present status of  

MLF neutron source 
 

羽賀勝洋 
日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 

 
昨年、MLF では水銀ターゲット容器 14 号機を用いて、800kW を超える出力

での安定な利用運転を実現した。水銀ターゲット容器 14 号機は、圧力波によ

るキャビテーション損傷を抑制する能力を向上させるため、気泡生成器を従来

の水銀ターゲット容器より 92mm だけビーム窓へ近い場所へ設置することで、

陽子ビーム窓近傍での気泡密度分布の均一性を改善する構造を採用してお

り、問題なく運転を行えることを実証できた。夏季メンテナンス期間には、同様

な構造を持つ水銀ターゲット容器 13 号機に交換し、現在は 740kW で 90%以上

の高い設備利用率を維持して運転を継続している。 

夏期メンテナンスでは遠隔操作により使用済み陽子ビーム窓を遮蔽プラグ

から取外し、新規の陽子ビーム窓を取り付ける作業を実施した。また、再来年

度に予定されている反射体・減速材の交換作業の事前準備として、反射体・

減速材の未使用の予備品を用いて遮蔽プラグへの着脱作業を遠隔操作によ

り実施する一連の操作試験を行い、課題や改良点の洗い出しを行った。 

報告ではこれらの運転・保守作業の概要と今後の出力計画について紹介

する。 
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中性子ビームラインの現状 
Current Status of Neutron Beamlines 

 
川北 至信 

J-PARC センター MLF 中性子利用セクション 
 

本文（14 ポイント）J-PARC センター物質・生命科学実験施設には 23 の中性

子ビームポートがあり、その内 21 本に中性子実験装置が設置され、一般利

用に供されている。装置のコミッショニングやアップグレード、周辺機器の開発、

自動化・遠隔化、代表的なサイエンスを、トピック的にいくつか取り上げて紹介

する。 
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MLF ミュオン実験施設（MUSE）の現状 
Present status of the MLF Muon Facility (MUSE) 

 
河村 成肇 

KEK 物構研／J-PARC MLF ディビジョン ミュオンセクション 
 

2008 年に稼働を開始した MLF ミュオン実験施設は今年 9 月で 15 周年を迎

える。当初、Ｄライン 1 本だったミュオンビームラインは、一部未完成ながらＵ

ライン・Ｓライン・Ｈラインを加えた 4 本に増え、それぞれに特色のあるビームを

供給し、多くの共同利用実験が実施されている。また、ミュオン生成標的も固

定型から回転型に変わり、800kWの大強度陽子ビームを受けながら安定した

運転を続け、大強度ミュオンを生み出し共同利用を支えている。 
本講演では各ビームラインの特徴・開発の現状や実施されている実験の最新

の成果について報告するとともに、将来計画に関しても触れる。 
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[MLF-5]

[MLF-6]

[MLF-7]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ 

MLF シンポジウム | 口頭発表

施設トピック・写真撮影
座長:奥 隆之
2023年3月13日(月) 10:50 〜 11:50  オンライン (Zoom)
 

 
中性子ターゲット容器寿命予測 
*直江 崇1、粉川 広行1、涌井 隆1、羽賀 勝洋1 （1. J-PARC Center, JAEA） 

   10:50 〜    11:10   

シンチレータ中性子検出器の大面積化 
*中村 龍也1、藤 健太郎1、坂佐井 馨1、細谷 孝明1,2、鬼柳 亮嗣1、大原 高志1 （1. 日本原子力研究開発

機構, 2. 茨城大学） 

   11:10 〜    11:30   

H-line 
*山崎 高幸1 （1. 高エネルギー加速器研究機構） 

   11:30 〜    11:50   



中性子ターゲット容器寿命予測 
Lifetime prediction of the neutron target vessel 

 
直江崇、粉川広行、涌井隆、羽賀勝洋 

日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 
 

J-PARC 物質・生命科学実験施設(MLF)のパルス核破砕中性子源では、液体

水銀をターゲット材に用いている。水銀を充填するステンレス鋼製のターゲット

容器は、陽子及び中性子による照射損傷、陽子ビーム入射時に水銀の熱衝

撃によって生じる圧力波による繰返し応力に加えて、圧力波が引き起こすキャ

ビテーションによる内壁の壊食損傷を受ける。特に、熱応力低減のために薄

肉構造化された陽子ビームが入射する容器先端部分では、内壁の壊食損傷

が容器の構造健全性を著しく低下させるため長期間の高出力安定運転の障

壁となっている。 
 壊食損傷を低減するための対策として、マイクロバブルを注入してキャビテ

ーションの発生源である水銀中の圧力波を低減すると共に、激しい壊食損傷

が生じる先端部を、狭隘流路を有する二重壁構造としてキャビテーション気泡

の成長・崩壊を抑制することで容器内壁へのキャビテーションの攻撃性を低下

している。使用後のターゲット容器先端部から試験片を切出し、内壁に形成さ

れた壊食損傷を観察することで、これらの対策による損傷低減効果を確認し

ながら、段階的に運転出力を増加している。 
 壊食損傷の深さを運転出力増加の検討の指標とするため、オフビームでの

壊食実験結果や、使用後のターゲット容器の壊食損傷の観察結果を基にして、

運転出力、気泡注入の状態、及び運転時間から内壁に形成される壊食損傷

の深さを予測する経験式を構築し、実測した壊食損傷の結果を逐次反映させ

ながら予測精度の向上を図っている。発表では、これまでに得られた損傷の

観察結果を踏まえて、経験式から評価できるターゲット容器の寿命予測につ

いて報告する。 
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シンチレータ中性子検出器の大面積化 
Development of a large area scintillation neutron 

detector  
 
 
中村龍也 1、藤健太郎 1、坂佐井馨 1、細谷孝明 1, 2、鬼柳亮嗣 1、大原高志 1 

1原子力機構 J-PARC MLF、2茨城大工 
 

 
J-PARC MLF 中性子基盤セクションでは位置敏感型の中性子検出器の高

度化を行っている。シンチレータ中性子検出器に関しては、これまでに BL03 
（iBIX）用の高分解能 2 次元検出器（0.5 mm ピクセル）、BL19（TAKUMI）用
の 1 次元検出器（ISIS 型、3 mm ピクセル）、BL18 （SENJU） 用の 2 次元検

出器（4 mm ピクセル）等を開発してきた。これらはいずれも実機として各装置

に数十台が装填され、今日でもビーム利用に供されている。 
なかでも BL03 と BL18 用の検出器では、シンチレータと波長シフトファイバ

を用いた 2 次元検出器を採用している。この方式による 2 次元中性子検出器

は、2008 年当時、J-PARC MLF が世界に先駆けて中性子散乱装置用の実

機として本格的に実利用されたもので、シンプルな構造であることからピクセ

ルサイズ等の検出器仕様を装置設計に合わせて柔軟に設計できる利点があ

る。 
現在、我々はこの検出方式をベースとして BL18 用の 2 次元中性子検出器

の大面積化を進めている。BL18 は単結晶中性子構造解析用の中性子回折

装置であり、試料周りに有感面積 25.6 x 25.6 mm、ピクセルサイズ 4 mm の

2次元検出器が 41台装填され、測定効率の向上が図られている。一方、それ

らの検出器の間には必然的にギャップが存在することや、一つの検出器にお

いてもピークが有感面積の端部にかかる場合にはデータの有効利用が困難

となる、等の課題が挙げられ、装置の測定効率を下げる一因となっている。こ

の改善のためには検出器を大面積化してギャップを低減することが有効であ

り、これによりデータの利用効率やデータ収集効率が改善し、装置としてのデ

ータ測定効率も向上すると期待される。 
本発表では、SENJU の真空散乱槽下への設置用として開発した従来比で

２ｘ２倍サイズをもつ検出器（有感面積 512 x 512 mm）やバンク設置用として

開発した１ｘ３倍サイズをもつ検出器（有感面積 256 x 768 mm）をはじめとす

る 2 次元シンチレータ中性子検出器の大面積化について紹介する。 
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H-line 
H-line 

 
山崎 高幸 1 

1 KEK-ミュオン 
 

 2022 年 1 月から J-PARC ミュオン科学実験施設において新たなミュオンビ

ームライン（H ライン）が稼働を開始した。H ラインは大強度な正負ミュオンが

利用可能な汎用ビームラインであり、現在稼働中である第一分岐（H1 エリア）

において、ミュオニウムの超微細構造の精密測定（MuSEUM 実験）やミュオン

-電子転換過程の探索実験（DeeMe）などの大強度ミュオンビームを必要とす

る基礎物理実験が行われる。また、H ライン第二分岐（H2 エリア）が現在建設

中であり、超低速ミュオンを再加速することで得られる高輝度ミュオンビームを

用いて透過型ミュオン顕微鏡やミュオン異常磁気能率（g-2）および電気双極

子モーメント（EDM）の精密測定が予定されている。本講演では、H1 エリアの

ビームコミッショニング結果を含む現状および 2022 年度に大きく進展した H2
エリアの建設状況について報告する。 
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ 

MLF シンポジウム | 口頭発表

MLF利用懇 総会
2023年3月13日(月) 13:30 〜 15:00  オンライン (Zoom)
 

 
MLF利用者懇談会総会 
   13:30 〜    15:00   



[1online-1330-1add]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ 

13:30 〜 15:00  (2023年3月13日(月) 13:30 〜 15:00  オンライン)

MLF利用者懇談会総会
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ 

MLF シンポジウム | 口頭発表

将来計画・閉会
座長:柴山 充弘
2023年3月13日(月) 15:15 〜 17:00  オンライン (Zoom)
 

 
MLF施設トピック2：将来計画　趣旨説明 
*大友 季哉1,2 （1. High Energy Accelerator Research Organization, 2. J-PARC

center） 

   15:15 〜    15:20   

将来計画： MLF2030-neutron 
*中村 充孝1 （1. Japan Atomic Energy Agency） 

   15:20 〜    15:35   

MLF2030-muon 
*幸田 章宏1 （1. KEK-IMSS） 

   15:35 〜    15:50   

MLF-TS2の中性子性能 
*原田 正英1 （1. JAEA） 

   15:50 〜    16:05   

量子ビーム施設統合マルチプローブ学術研究基盤 
Multi-probe Research Infrastructure with Integrated
Quantum Beam Facilities 
*小杉 信博1 （1. IMSS, KEK） 

   16:05 〜    16:15   

中性子ビーム利用の中長期研究戦略　ー「中性子ビーム利
用、いつでもどこでも」ー 
*加倉井 和久1 （1. Comprehensive Research Organization for Science and

Society, Neutron Science and Technology Center (CROSS)） 

   16:15 〜    16:25   

中間子科学会の中長期計画 
*久保 謙哉1 （1. 国際基督教大学） 

   16:25 〜    16:35   

閉会挨拶 
   16:50 〜    17:00   



MLF 施設トピック 2：将来計画 趣旨説明 
Explanation of the main purpose of the MLF facility 

planning session 
 

大友季哉 
KEK物構研/J-PARCセンター 

 
大型陽子加速器施設（J-PARC） 物質・生命科学実験施設（MLF）では、世

界最高強度のパルス中性子およびパルスミュオンビームによる物質・生命科

学研究が行われている。2022 年 4 月から 800 kW での安定運転を実現して
おり、1 MW達成は目前となっている。一方で、MLFは稼働を開始してから 10
年余りを経過しており、MLFが引き続き世界トップの施設でありつづけ、さらに
高度な中性子およびミュオン利用を開拓していくためには、長期的視点に立っ

た将来計画の議論を行う必要がある。 
将来計画として、実現可能なビームはどのようなものか、そのビームを用い

ることでどのような計測ができるのかということと、科学的な課題や社会課題

の解決等にどのように貢献できるのかということのマッチングが必要であり、

施設と利用者コミュニティのディスカッションが重要であることは言を俟たない。

MLF の将来構想として、第 2 ターゲットステーション（MLF TS2）の概念設計
書[1]が、中性子科学会や中間子科学会の協力のもとにまとめられている。
MLF内部では現在のMLFの高度化についての議論が始まっている。現在の
TS1 をベースとした高度化についての戦略がまとめられており[2]、さらにビー
ムラインの高度化についての検討が始まっている。また、2022 年には学術会
議による「未来の学術振興構想」の公募が行われ、KEK 物質構造科学研究
所、中性子科学会、中間子科学会、MLF TS2の構想が提案されている。学術
会議とは別に、文科省の学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会が大

型施設のロードマップを策定する予定となっている。 
本セッションでは、これらの MLF に関連する将来計画や構想をついて意見

交換をさせていただき、MLF の将来計画の立案に反映させたいと考えている。 
また、こうした機会は、今後も継続的に行ない、計画をブラッシュアップさせた

いと考えている。 
 
 
参考文献 
[1] http://j-parc.jp/researcher/MatLife/ja/publication/files/TS2CDR.pdf  
[2] https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Technology-2021-022.pdf 
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将来計画：MLF2030-neutron 
Future Plan: MLF2030-neutron 

 
中村充孝 

日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 
 

MLF2030-neutron は、「あなたの装置（グループ）10 年後にどうしますか？」

をキーワードに、中性子関係の MLF スタッフ自身が、「過去」を振り返り、「現

状」を認識し、「未来」を描くことで、将来計画に関する議論を深めることを目的

とした活動であり、2021 年度から開始している。これまでに、21 本の全中性

子ビームラインに加え、計算環境やチョッパー、検出器など 6 項目にわたる中

性子デバイスについても、上記方針に基づいて 1 件づつ丁寧な議論を積み重

ねてきた。また、将来を担うべき若手が活発に議論できるよう、若手限定の意

見交換会も複数のカテゴリーで別途開催した。 
これらの議論を通じて、貴重な意見やノウハウ等が資料の形で蓄積される

とともに、将来目指すべき姿がうっすらと浮かび上がってきた。MLF 特有の組

織や予算の違いを乗り越え、我々MLF スタッフが同じ方向を向くことのできる

ロードマップを描くことを次なる目標としているが、極めて複雑な組織である

MLF にあっては、なかなか困難な作業であることを実感している。近いうちに、

必ずやこの困難を克服し、MLF で働く我々自身が策定したロードマップを多く

の皆さんに提示し、コミュニティを巻き込んださらなる議論を喚起できるよう努

力を続けたい。 
本報告では、MLF2030-neutron の活動概要を報告するとともに、いくつか

のトピックスについて紹介する。 
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将来計画： MLF2030-muon 

Future Plan: MLF2030-muon 
 

幸田章宏 

KEK物構研ミュオン科学／MLFディビジョンミュオンセクション 

 
MLF ミュオンビームライン（MUSE: MUon Science Establishment）における

4 本の 2 次ビームラインを多角的に活用する実験施設建設の計画も、当初の

構想として描かれた S ラインのふたつの実験エリア（S3、S4 エリア）と H ライ

ンの延長建屋での透過型ミュオン顕微鏡および g-2/EDM 実験を残すところと

なり、いよいよ最終ゴールが見えつつある。一方で破竹の勢いともいえる文理

融合研究の進展をはじめとして、負ミュオンビームへの需要の高さを踏まえつ

つ、施設としては正ミュオンビームを用いる研究との共存、拡大、発展が重要

なテーマとなってきている。2030 年に至るまでの MLF TS1 を用いたミュオン

科学研究における、その分野の裾野をより拡大しつつ国内、アジア、さらに世

界のミュオンユーザーから注目を集め続ける MUSE のあり方について考察を

する。 
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MLF-TS2 の中性子性能 
Neutronic performance of MLF-TS2 

 
原田 正英 1 

+TS2 検討チーム 
1物質生命科学ディビジョン J-PARC センター JAEA 

 
J-PARC の物質・生命科学実験施設（MLF）は、3GeV、1MW の陽子ビーム

により、炭素標的に当ててミュオンビームを発生させるミュオン源と、水銀標的

にフルストップさせ核破砕反応により中性子を生成する核破砕中性子源と持

ち、ミュオンビームを利用するミュオン実験装置と、冷熱中性子による中性子

散乱実験を行う中性子実験装置が設置されている。これらは、第 1 ターゲット

ステーション（TS1）とされ、2008 年より運転を開始した TS1 は、2023 年 2 月現

在、800kW 程度で共用運転を行っている。 

将来計画の一環として、MLF 第 2 ターゲットステーション（TS2）の検討を進

めている。TS2は、中性子とミュオンの両方を取り出し可能なタングステン回転

標的を主案とし、陽子ビームを高密度化し、冷熱中性子を供給する減速材を

できる限り標的に近づけ、減速材をやや平坦化することにより、中性子の輝度

増を考えている。ビーム出力については、加速器の総出力を 1.5MW に増強し、

TS1 で 1MW、TS2 で 500kW とすることを主案としている。現在は、TS2 の最適

化を進めており、TS1 と比較すると、中性子の強度（輝度）は単位出力当たり

10倍、ミュオンの強度は、単位出力当たり50倍となる可能性が得られている。 

本発表では、TS2 の中性子性能に特化し、TS1 での中性子特性の測定結

果を引き合いに出しながら、最適化を踏まえた現時点で想定される TS2 の中

性子性能を紹介する。 
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量子ビーム施設統合マルチプローブ学術研究基盤 

Multi-probe Research Infrastructure 

with Integrated Quantum Beam Facilities 
 

小杉信博 
物構研 KEK  

 
 

日本学術会議の未来の学術振興構想に、物質構造科学研究所において今後

10 年程度で実施することが必要な学術研究構想として KEK 機構長により提案し

た量子ビーム施設統合マルチプローブ学術研究基盤（施設計画）について説

明する。また、その構想が立脚する土台となっている 20〜30 年先を見通した

学術振興のビジョンとして、統合型の量子ビーム科学について説明する。 
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中性子ビーム利用の中長期研究戦略 
ー 「中性子ビーム利用、いつでもどこでも」 ー 

 
Medium-Long Term Neutron Beam Research 

Strategy 
- Neutron Beam Applications, Anytime, Anywhere - 

 
加倉井和久 1,2 

１ 日本中性子科学会、２ 総合科学研究機構・中性子科学センター 
 

日本学術会議による「未来の学術振興構想」の策定に向けた 「学術の中⻑
期研究戦略」の公募に対して昨年（令和 4年）年末に中性子科学会として提出
した「中性子ビーム利用の中長期研究戦略」の内容を報告いたします。 
この研究戦略の中の学術研究構想の名称を「中性子ビーム利用、いつでもど

こでも」と提案し、研究戦略の概要は以下の様に纏めました。 
 
 

概要： 
中性子ビームは、原子の位置や運動を見るツールであり、軽元素や電子スピ

ンに対する感度の高さなどの特徴から、多様な学術分野で利用される潜在能

力を有する。 
・新たな中性子光源・中性子光学技術・計測／解析技術の向上 
・新たな利用分野の開拓 
・人材育成（産業界・ジェンダー・国際性などのダイバーシティ含む） 
・量子ビーム連携 
の 4 つの施策で現状の問題点を克服し、「いつでもどこでも使える中性子」へ
挑戦し続ける。 
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日本中間子科学会の中長期研究戦略 

Middle- and Long-term Research Strategies in 
Society of Muon and Meson Scienceof Japan 

 
久保謙哉 

国際基督教大学 

 
ミュオンは電子と同様に宇宙を構成する基本的な素粒子の一つである。ミュ

オン研究者は、ミュオン自身の性質を精査し宇宙の法則を調べる一方で、物

質中を探索するプローブとしてのミュオンの振る舞いにも注目してきた。高エ

ネルギーのミュオン特性 X線を活用した考古学資料や文化財などの非破壊

元素分析や、ミュオンスピン回転の観測による物質内局所磁場の測定は、ミュ

オン科学と人文科学あるいは物質材料科学との異分野融合研究の成功例で

ある。また、ミュオンと原子核や分子との相互作用の基礎研究は、ミュオン核

変換やミュオン触媒核融合の可能性へと発展した。 

ミュオンを軸とする研究の多様性と応用利用の実現に向けた取り組みの迅

速さは、我が国のミュオン研究の際立った特徴の一つである。多様性とユニー

クさは研究施設の面でも指摘される。我が国には高時間分解測定が得意な

大阪大学 RCNP連続状ミュオン源MuSIC と、瞬時測定が得意な世界最大

強度のパルス状ミュオン源である J-PARC ミュオン科学実験施設 MUSE とい

う 2種類のミュオン源が存在する。このような研究環境は日本が世界唯一で

ある。本会は 2006年に発足して以来、ミュオン科学に関わる幅広い分野の

研究者コミュニティの交流プラットフォームの機能を果たしてきた。本会が主

催・共催する研究会等を通じて、理工連携研究、産学共同研究、文理融合研

究等、様々な形での分野横断型研究が発足し、多くの成果をあげている。し

かしながら、これまでの分野横断型研究は参加する研究者の自発的な交流と

努力によって支えられてきた。たとえば現状の文理融合研究はまだ「理」が

「文」に必要な技術を提供する段階であり、真の融合を果たすには、ともに一

つの組織に属して深く議論を重ねることが必要である。すなわち、将来にわた

り継続的に学際科学としてのミュオン科学を発展させ、また新たな分野横断型

研究を展開するためには、高い専門性だけでなく広い視野をもって新しい研

究を推進する場、そして次世代の人材育成が不可欠である。ミュオン研究コミ

ュニティの有する多様な専門性による科学の探究と分野融合への開かれた体

制を継続、更に発展させ、次世代ミュオン科学を担う研究者を育成し、人類社

会の新たなる進展に貢献するミュオン科学の推進を図ることが、本会の提言

するビジョンである。 

このビジョンを達成するための学術研究構想として、本会は融合研究の拠

点となるミュオン科学研究センターの設立を提案する。 
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開会・ PF施設報告(I)
座長:北島 義典
2023年3月14日(火) 09:45 〜 10:50  PFシンポジウム (中ホール 300)
 

 
開会挨拶 
   09:45 〜    09:50   

施設報告 
*船守 展正1 （1. KEK IMSS PF） 

   09:50 〜    10:10   

光源の報告 
*小林 幸則1 （1. KEK Accelerator Laboratory） 

   10:10 〜    10:30   

ビームライン報告 
*清水 伸隆1 （1. KEK-IMSS-PF） 

   10:30 〜    10:50   
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開会挨拶



       

ＰＦ施設報告 
PF director’s report 

 
船守展正・KEK 物構研放射光 

 
2022 年度は、光熱水費の高騰と資材調達の遅延から大きな影響を受けた

年でした。特に、光熱水費については深刻で、第 III 期の運転の決定が遅れ、

利用者の皆さんにはご不便をおかけすることになりました。補正予算が措置さ

れたことなどもあり、ほぼ当初計画通りの運転時間となる見込みです。また、

資材調達の遅延に関しても、機構内手続きの見直しが行われたことなどもあ

り、影響を低減することができています。 

PF の予算は、今年度から基幹経費化され、大きく増減することはなくなりま

した。しかしながら、2020 年度から始まった光熱水費の高騰（この間に約 3 倍

に増加）に対応することは全く不可能な状況にあります。運転時間の大幅な増

減は、利用者にとって計画立案上の問題があると認識しています。特に、学術

施設が重点を置くべき新しいアイディアによる実験や学生の教育には、ビーム

タイムを安定して利用できることが極めて重要です。来年度の運転についても、

PF3600 時間・PF-AR2400 時間を確保できるよう、関係各所に支援を要請して

います。 

今回の PF シンポジウムでは、PF-UA の特別企画として、「T 型課題 10 年」

が予定されています。放射光共同利用実験審査委員会（PF-PAC）は、今年度、

大学院生の主体的な研究を奨励することを目的として、博士後期課程学生の

G型課題への申請を可能にする制度改正を実施しました。これに伴い、T型課

題の申請資格を導入当初の趣旨に沿うように明確化しました。大学院生の皆

さんには、是非、これらの制度を活用して、能力を開花させてもえたらと考えて

います。 

将来計画に関しては、関連する光源やビームラインの整備も含め、大小

様々な進展がありました。詳細については、個別の報告が予定されています

ので、そちらを参照してください。 

 

最後に、PF の光源加速器を担当する加速器第六研究系の研究主幹に交

代がありますので、ご報告します。2009 年度から 14 年間にわたり研究主幹を

務めた小林幸則教授が今年度末で定年を迎えます。後任の研究主幹は、帯

名崇教授が務めます。 
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光源の報告 
Status of Light Sources 

 
小林幸則 

KEK加速器研究施設・加速器第六研究系 
 

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（KEK）の放射光実験

施設（フォトンファクトリー：PF）は、1982 年から今日まで大学共同利用を中心

にした運営を行い、物質科学および生命科学等の基礎科学の発展に貢献し

てきた。現在では、2.5GeV PFリングと6.5 GeV PFアドバンストリング（PF-AR）

の2つの放射光専用リングを運転し、およそ年間3,000人のユーザに紫外線

からＸ線までの放射光を供給している。PFリング、PF-ARともに稼働から約40

年経過しており、各種装置の老朽化が顕著になってきているが、随時対策を

講じながら概ね故障率1％台の安定な運転を維持してきた。特に、PFリング

において、老朽化対策および高度化として、2020年度から2022年度にかけて、

ビーム位置モニター（BPM）回路システムの更新(図)、2021年度は、大型電磁

石電源および補正電磁石電源の更新、低レベル高周波制御システムの更新、

安全インターロックシステムの更新に着手し、2022年度に完成した装置につ

いては稼働を開始している。また、PF-ARでは、2020年度からKEK測定器開

発室と協力して、測定器開発テストビームラインの建設に着手し、2021年10

月に加速器側の作業を完了、2022年11月より放射光利用運転との共用試験

運転を開始した。さらに、ビームエネルギー5GeVの運転でもPFリングと同時

にトップアップ入射を可能にする入射路改造にも着手し、2022年10月完成し、

調整運転を開始した（図）。本シンポジウムでは、このような老朽化対策お

よび高度化を含めたPFリングとPF-ARにおける運転の現状について報告す

る。 

 

図：増設された偏向電磁石3台のうち上流側2台の写真。さらに上流に余剰角を生

じるPF, PF-AR共通DCベンド。真空ダクトは既設機器が移設され拡幅ダクトが新た

に導入されている。すでに設置が完了、調整運転を開始した。 
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ビームライン報告 
Current Status of PF Beamlines 

 
清水伸隆 

高エネ機構・物構研・放射光実験施設 
 

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所の放射光実験施設で

は、PFで 39本、PF-ARで 8本のビームラインの共同利用を行なっています。

2022 年度も新型コロナウイルス感染症の影響下でのユーザー運転となりまし

たが、感染対策を講じながら順調に利用運転を続けています。ビームラインも

しくは測定手法によってはリモートや代行測定の対応、さらには全自動測定を

可能とする環境整備への取り組みが継続して行われています。また、高度な

実験環境整備に向けた新しい装置や測定技術開発だけでなく、老朽化に伴う

装置の更新や共通性の高い汎用機器の整備なども順次進められています。

利用ユーザーの皆様とも積極的に議論しながら、利用の先端性と汎用性を高

める活動を進めています。 
放射光実験施設のビームラインは、ビームライン共通部を統括する基盤技

術部門と、ビームライン・エンドステーションを統括する測定装置部門によって

運営しています。基盤技術部門には、施設としての共通基盤技術から光輸送

系に関わる各種要素技術の開発・整備を推進する 8 つのチームが組織されて

おり、PF-S 課題の推進に加えて、リモート環境整備も含めて施設内で共通性

の高い各種高度化整備が進められました。PF/PF-AR の各ビームラインは、

測定装置部門に組織されている 10 の測定手法グループに分類されており、

手法単位で様々な高度化整備が進められました。また、両部門では開発研究

多機能ビームライン新 BL-
11 の建設に向けて、現

BL-11 の移設先となる新

BL-12A の建設に向けた

活動を、加速器第 6 研究

系とも連携しながら本格化

させています。本発表で

は、2022 年度に行なった

ビームラインにおける様々

な取り組みを紹介します。 
 
【 PF 基 盤 技 術 部 門 】 
https://www2.kek.jp/imss/pf/section/beamline/ 
【PF 測定装置部門】 https://www2.kek.jp/imss/pf/section/endstation/ 
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PF施設報告(II)
座長:五十嵐 教之、船守 展正
2023年3月14日(火) 11:00 〜 12:15  PFシンポジウム (中ホール 300)
 

 
測定器開発テストビームライン建設報告 
*中村 勇1 （1. KEK IPNS） 

   11:00 〜    11:15   

広波長域軟 X線ビームライン BL-12Aの建設 
*大東 琢治1 （1. KEK IMSS） 

   11:15 〜    11:30   

開発研究多機能ビームライン建設報告 
*若林 大佑1 （1. KEK-IMSS-PF） 

   11:30 〜    11:45   

PF-S課題報告 
   11:45 〜    12:00   



測定器開発テストビームライン建設報告 

Status of PF-AR Test Beamline 
 

中村勇 

KEK素核研 

 
ＫＥＫでは 2023 年度からのユーザー供給を目指して、PF-AR 加速器に測定

器開発用のテストビームラインを建設しています。 

テストビームラインでは PF-AR 加速器のビームハローに炭素標的を挿入し、

ガンマ線を発生させ、銅のコンバーターで電子に変換して、テストビームライン

に取り出します。 

テストビームラインはKEK加速器第６系、４系、物構研放射光施設、大学等の

皆様に多大なる協力をいただき 2021年秋に概ね完成し、最初のターゲット駆

動試験を行いました。以後、2022年 3月に初めてのビーム取り出しテスト、同

6 月にはビームプロファイル測定も行って、順調に調整を進め、22 年 11 月に

はコミッショニングをしながら、ユーザーにも試用してもらうなど、ユーザー供給

に向け準備が進んでいます。 

本講演では、測定器開発ビームラインを紹介し、現状を報告します。 
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広波長域軟 X 線ビームライン BL-12A の建設 
Construction of a wide energy range soft X-ray 

beamline BL-12A 
 

大東 琢治 
KEK-放射光 

 
Photon Factory でのビームライン群整理の一環として、2021 年より既存

の BL−11A、11B、11D の機能を、新規に建設する BL−12A へ移転する計

画を推進している。そのため、BL−12A は 50〜5,000 eV の広いエネルギー

範囲をカバーすることを想定している。現在検討中であるビームラインの光学

系を Fig. 1 に示す。BL−12A は偏向電磁石を光源として、そこから得られる

白色光を 初のミラー（M0A または M0B）の切り替えによって、それぞれ回

折格子パス、２結晶パスの２つの光路へ選択的に導く。回折格子パスでは可

変偏角型回折格子分光器によって、50〜2,000 eV の領域、そして２結晶パス

では２結晶分光器によって、1,700〜5,000 eV の X 線が利用可能である。こ

れらふたつのパスのそれぞれの集光点は、下流で一致する。基本的に、BL−
12A はフリーポートのビームラインとして利用するが、1.5m 上流に X 線反射

率計を常設し、集光ミラーを切替えることで集光点を合わせて利用することが

可能である。 
現在、ビームライン間のクリアランスを取るために既存の BL−12C を移設

し、次のシャットダウン期間に行う作業に向けて、準備を進めている。本発表

では、BL−12A の設計と、建設の進捗近況を報告する。 
 

Fig. 1: BL−12A 光学系概念図 side view 
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開発研究多機能ビームライン建設報告 
Activities for R&D beamline construction 

 
若林大佑 

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所放射光実験施設 
 

現在、フォトンファクトリー（PF）では、高度化や次期光源計画を見据えた長

期的な基盤技術の開発を行うための開発研究多機能（R&D）ビームラインの

整備に向けて検討を進めている。R&D ビームラインにおける開発研究を通し

て、ビームライン基盤技術の更なる深化だけでなく、放射光施設に関わる人材

の育成にも貢献していくことを目指している。UVSOR・HiSOR にご協力いた

だき、R&D ビームライン検討会を二カ月に 1-2 回のペースで開催し、光学系

デザインの検討と建設に向けた開発項目の提案を行っている。 
R&D ビームラインは、偏向電磁石を光源とする BL-11 サイトに建設され、

軟 X 線（SX）ブランチと硬 X 線（HX）ブランチで構成される［1］。ビームライン

基盤技術に関わる各種の開発研究の展開を可能にするために、ハッチは十

分な広さを確保している。上流部を含む大きな光学系の変更を伴う新規測定

手法の開発などにも利用する。例えば、SX ブランチの光学素子の入替えおよ

び再設置を行うことで、HX ブランチの実験ハッチ内で二つの光軸を合わせた

2 ビーム利用の試験的測定を行うことを想定している。こうした取り組みは、現

在 PF の次期光源の候補として検討されている Hybrid Ring［2］に繋がるもの

である。 
現在の BL-11 の運用は今年度末をもって終了し、来年度から R&D ビーム

ラインの本格的な建設を開始することを予定している。今年度は、2022 年 11
月 6 日と 2023 年 1 月 7-8 日の 2 回に分けて PF 研究会「開発研究多機能ビ

ームラインの建設と利用」を開催した。研究会では、光学系デザインおよびビ

ーム性能の紹介と、2 ビーム利用サイエンスに関する施設側・ユーザー側双

方からの提案と意見交換が行われた。また、R&D ビームラインの実現に向け

て、昨年度から先行して進めてきた開発項目に加え、UVSOR・HiSOR との連

携プロジェクトを開始した。 
 
［1］ 若林, R&D ビームライン建設計画, 第 39 回PF シンポジウム(2022). 
［2］ Harada et al., J. Synch. Rad. 29, 118-124 (2022). 
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PF将来計画・閉会
座長:小林 幸則、船守 展正
2023年3月14日(火) 15:40 〜 16:45  PFシンポジウム (中ホール 300)
 

 
PF-AR 5 GeV運転における真トップアップ入射のための改造 
*東 直1 （1. KEK） 

   15:40 〜    15:55   

PF-Ring における電子ビーム軌道安定化 
*帯名 崇1 （1. Accelerator Division 6, KEK） 

   15:55 〜    16:10   

長期計画報告 
*船守 展正1 （1. KEK IMSS PF） 

   16:10 〜    16:25   

閉会挨拶 
   16:40 〜    16:45   



PF-AR 5 GeV運転における 
真トップアップ入射のための改造 

 
Modification for true-top-up 
injection of PF-AR in 5 GeV 

 
東 直・KEK 

 
PF-ARは KEKつくばキャンパスにある 6.5 GeVの放射光加速器である。

KEKBが SuperKEKBにアップグレードされる際に、PF-ARではリングエネル
ギーと同じ 6.5 GeVで入射できる新しい輸送路 (beam transport line: BT)が
建設され、2017年に、もう一つの放射光加速器、PF リング (2.5 GeV)と共に
トップアップ入射が可能となった。 
その後、運転経費削減に対応するため、運転コストの高い PF-AR のリング

エネルギーを 6.5 GeV から 5 GeV に下げて運転することが提案され、2019
年度より、5 GeV ユーザー運転が開始された。 

2017 年から利用が開始された新 ARBT は PFBT と交差する構造となって
おり、その交差点には PFと PF-AR、両方に向かう電子ビームを蹴る共通 DC
偏向電磁石が設置されている。これは同じ磁場強度で蹴るため、その蹴り角

は電子ビームのエネルギーに反比例する。従って、PF-AR のエネルギーを 5 
GeV に変更した場合、共通 DC 偏向電磁石から下流で電子ビームの軌道は
設計から乖離していき、破綻する。 
これを解決するため、これまではこの共通 DC 偏向電磁石の励磁電流値を

PF 2.5 GeV と PF-AR 5 GeV用に交互に切り替え、それぞれの持ち時間内
でトップアップ入射を実現するという、疑似トップアップ入射を採用してきた。こ

の疑似トップアップ入射は有効であることが確認され、実際のユーザー運転に

も採用されたものの、それでもなお、蓄積電流値の減少、運転スケジュールの

制限、稼働が始まった PF-AR テストビームラインの影響、今後採用が期待さ
れている PF-AR 低エミッタンス運転等を考慮すると、真のトップアップ入射が
期待される。 
これまで、この真トップアップ入射のための検討を行ってきたが、ついに昨

夏にそれを実現するための電磁石の追加設置及びそれに伴う真空ダクトの入

れ替えが行われ、またそれらを利用したビーム・コミッショニングが昨秋〜冬に

実施された。この結果、従来の疑似トップアップ入射と同程度の入射率を達成

できることが確認され、来年度以降のユーザー運転に実際に取り入れられる

確証を得た。 
本講演では改造及びビーム・コミッショニングの結果について説明する。ま

た、改造の今後の計画についても説明する。 

PF-7 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - PF-7 -



PF-Ring における電子ビーム軌道安定化 
Orbit Stabilization at the PF-Ring 

 
帯名 崇 

KEK 加速器第六研究系 
 

電子蓄積リングの軌道は様々な原因で変動し、その周期は年～月オーダー

の長期にわたるものから数 GHz 以上に至るものまで様々である。本発表では

放射光ユーザー実験への影響が特に大きい変動現象について解説するとと

もに、これまで行ってきた原因追及とその対策について述べる。特に PF-Ring
において達成できた性能向上と最近の進展について、次期光源研究開発との

関連も踏まえて報告する。 

 
図は典型的な軌道変動の周波数領域と原因である。このなかでも分・秒オー

ダーから数 MHz 領域までの変動はユーザー実験に直接的に与える影響が大

きい。これまで全部で 65 台の BPM と 28 台の高速補正電磁石を使用して約

80Hz の制御周期でリング全体の位置測定から補正まで行ってきた。昨年度

からはこれをさらに高速化するシステムの導入を進めており、制御周期を数

10 kHz まで向上させることが可能となる。これによって ID ギャップ変更やそ

の他の外乱による軌道変動を小さくすることができる見込みである。 
もう１つの大きなテーマはビーム不安定性の抑制である。これは典型的に

は数 100kHz～数 MHz 帯域に相当する現象となり、加速器内でバンチの振

動が結合して振動し始める現象である。不安定が強い場合はビームが蓄積で

きなくなるなど深刻な影響を与えるが、そこに到達しなくても見かけ上のビー

ム強度が下がったり、重心振動が起きて強度変動を起したりするなどユーザ

ー実験に大きな影響を与えてしまう。そこでこれらの不安定振動成分を検出し

て補正するためのフィードバックシステムを運用している。これは PF トップアッ

プ運転開始の時期から運用してきたが、昨年度からは新しいデジタル信号処

理回路を導入することによってダイナミックレンジの拡大や分解能向上を達成

することができ、既にユーザーランに供している。これらのシステムはすべて

次期光源開発につながるものでありそのまま活用できる。 
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ＰＦ将来計画：長期計画 
PF future plan: Long-term plan 

 
船守展正・KEK 物構研放射光 

 
PFは、ファーストビームから 50周年となる 2030年代前半までに、学術施設

としての使命の遂行に必要な自由度の高い新放射光源施設を実現することを

目指しています。 

2022 年度には、KEK 国際諮問委員会からの推薦を受けて、新放射光源施

設のための R＆D が、KEK 研究実施計画 2022（KEK-PIP2022）において、KEK

として推進すべき優先課題（Category I）に選定されました。具体的には、ＰＦリ

ングのビーム安定性を向上させるとともに、開発研究多機能ビームラインを整

備して、2 ビームを同時に利用する放射光マルチビーム実験のための R&D を

推進します。これは、短期計画として進めてきた PF 高度化計画 2020 の主目

的を 2ビーム利用に明確化したことに相当します。2027年度までの 6年間に、

画期的なサイエンスの成果を創出することを目指します。放射光共同利用実

験審査委員会（PF-PAC）の承認を受けて、50eV から 5000eV の広いエネルギ

ー領域をカバーする新しいビームラインを BL-12A に建設、現行の BL-11A, 

-B, -D を廃止して、その跡地に開発研究多機能ビームラインを建設する準備

を進めています。 

開発研究多機能ビームラインについては、日本放射光学会が日本学術会

議マスタープラン 2020 に提案して採択された「放射光学術基盤ネットワーク」

の中核的事業として、PF、UVSOR、HiSOR の 3 施設で検討を進めてきました

が、KEK-PIP2022 の優先課題に選定されたことを受けて、3 施設と PF ユーザ

ーアソシエーション（PF-UA）の共同提案として、2 ビーム利用による新しいサ

イエンスの検討を主題とした PF 研究会を開催しました。この研究会は、異分

野・異手法の研究者が集い、議論する良い機会になりました。分野・手法の融

合が期待されます。なお、日本学術会議は、3 年毎に募集してきたマスタープ

ランを見直して、未来の学術振興構想の策定に向けた学術の中長期研究戦

略を募集しましたが、KEK と日本放射光学会から、放射光マルチビーム実験

の方向性に合致した提案が、それぞれ施設計画および研究計画として提出さ

れています。 

短期計画の成功の先にある新放射光源施設については、電子エネルギー

やリング周長、セル数など、加速器の主要パラメーターの検討を開始しました。

PF シンポジウムでは、どのようなパラメーターが必要であるか議論したいと思

います。皆さまからの忌憚なきご意見をお願いいたします。 
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座長:雨宮 健太
2023年3月14日(火) 16:45 〜 17:00  PFシンポジウム (中ホール 300)
 

 
開会挨拶 
   16:45 〜    16:50   

低速陽電子実験施設報告 
*和田 健1、望月 出海1、AHMED Rezwan1、兵頭 俊夫1 （1. KEK IMSS） 

   16:50 〜    17:00   
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低速陽電子実験施設報告 
Present Status of the Slow Positron Facility 

 
和田健 1，望月出海 1，Rezwan Ahmed1，兵頭俊夫 1 

1 KEK 物構研 
 

 本施設では専用リニアック (~50 MeV, ~550 W) で加速された電子ビーム

で生成した高強度低速陽電子ビームを共同利用に供している。陽電子を用い

た物質表面および表面直下数原子層の原子配列，陽電子やポジトロニウム 
(Ps)，Ps 負イオンといったエキゾチック粒子の基礎的性質の解明，それらの

粒子と物質との相互作用の解明を目的として，全反射高速陽電子回折 
(TRHEPD，トレプト)，低速陽電子回折 (LEPD，レプト)，汎用ステーションに

おける実験 (現在は Ps のレーザー冷却実験を実施中)，Ps 飛行時間 (Ps-
TOF)測定などの研究を進めている。2022 年度の共同利用実施課題数は 14
課題、共同利用実人数は 42 名、ユーザー実験の配分時間は 3456 時間であ

った。 
未整備だった SPF 二次ビームライン (BL)の真空インターロックの導入が，

放射光実験施設基盤技術部門のインターロックチームにより既存のリモート

バルブを利用して 2020 年度より開始され，2021 年度は，B1F/1F 分岐後に

各 1 台，SPF-B1 と SPF-B2 の実験ステーション直上流に各 1 台の計 4 台の

ゲートバルブをリモート制御式に交換した。2022 年度には SPF-A1 と SPF-
A3の実験ステーション直上流のゲートバルブもリモート制御式に交換し，計画

した全ての整備が完了して運用が開始された。 
LEPD ステーションでは，PF と共通して導入を進めることになった試料ホルダ

の導入に伴い実験環境の整備を進め，LEPD パターンの初観測時より 2 桁近

い速さでの LEPD
測定 (Cu(001)から

の 1 回折パターン/5
分) が実現した。ま

た，PF で開発され

た超高真空搬送容

器によって試料を

PF の BL-13B に搬

送して角度分解光電子分光 (ARPES) 測定も実際に行なった。これにより，

LEPDとARPESによる同一試料の表面構造解析とその電子状態に関する研

究展開が可能な状況となった。 
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電池
座長:森 一広
2023年3月15日(水) 14:45 〜 16:00  口頭発表 1 (中ホール 200)
 

 
量子ビームを用いた次世代蓄電池材料の反応機構解析 
*藪内 直明1 （1. Yokohama National University） 

   14:45 〜    15:10   

次世代太陽電池材料が高効率性を発揮するメカニズムを解明－ ミュオンによる
観測・評価法を活用、より高効率で低コストの材料開発へ期待－ 
*幸田 章宏1 （1. KEK-IMSS） 

   15:10 〜    15:35   

カーボンニュートラル実現に向けた水素・燃料電池技術開発と中性子・放射光
解析への期待 
*今井 英人1 （1. FC-Cubic TRA） 

   15:35 〜    16:00   



量子ビームを用いた次世代蓄電池材料の反応機構解析 
Analysis of reaction mechanisms of advanced 

battery materials by using quantum beam 
 

藪内直明 
横浜国立大学 工学研究院 

 
脱炭素社会の実現を目指し、リチウムイオン電池を動力源に用いる電気自

動車の市場が急拡大している。しかし、リチウムイオン電池の正極材料の変

遷に着目すると、過去 20 年間で大きな変化は見られず、LiCoO2 のような

1980 年代には発見されていた層状酸化物が現在でも広く利用されている。リ

チウムイオン電池のさらなるエネルギー密度向上へ向けて次世代の正極材料

が求められている。そこで、構造中のリチウム含有量を向上させたリチウム過

剰材料 (Li1+xMe1–xO2; Me = 遷移金属イオン) が次世代の高容量正極材料

として注目されてきた。構造中のリチウムイオンが増えることで、利用可能なリ

チウムイオンと充放電容量が増えるだけでなく、質量が軽くなるため理論容量

が大きく向上する。また、近年、層状構造だけではなく、カチオンが不規則配

列した岩塩型電極材料が開発され、急速にその研究例が増えている。また、

これら材料において、充放電時の電荷補償として従来のカチオン種だけでは

なく、アニオン種である酸化物イオンが重要な役割を果たすことで高容量材料

となることが報告されている。1-3 本発表ではこのようなカチオン・アニオンレド

ックスを利用する各種のリチウム過剰型正極材料の電気化学特性と充放電

反応機構について量子ビームを用いて解析した例を紹介し、リチウムイオン

電池のさらなる進化の可能性について議論する。 
 
参考文献 
1) M. Sawamura et al., and N. Yabuuchi, ACS Central Science, 6, 2326 
(2020). 
2) R. Fukuma et al., and N. Yabuuchi, ACS Central Science, 8, 775 (2022). 
3) I. Konuma et al., and N. Yabuuchi, Nature Materials, in-press DOI: 
10.1038/s41563-022-01421-z 
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次世代太陽電池材料が高効率性を発揮する 

メカニズムを解明 

－ミュオンによる観測・評価法を活用、 

より高効率で低コストの材料開発へ期待－ 

Mechanism of High Efficiency of a Next-Generation 
Solar Cell Material Studied by Muon Technique 

- Expectations for Development of Higher Efficiency 
and Lower Cost Materials - 

 
幸田章宏 

KEK物構研ミュオン科学／MLFディビジョンミュオンセクション 

 
次世代太陽電池材料として有望視されている材料の一つが、ペロブスカイト

格子中に低対称な形状の有機分子を閉じ込めた特徴的な構造を有する有機

無機ハイブリッドペロブスカイト系化合物(HOIP)である。そのエネルギー変換

効率は 25%以上と非常に高効率であることから近年、非常に注目を集めてい

る。高効率性の起源は電荷キャリアの寿命にあると考えられているが、長い

電荷キャリア寿命の背景にある原子レベルでのメカニズム、特に結晶中の有

機分子の挙動との関係は明らかではなかった。 

 そこで、代表的な HOIPである CH3NH3PbI3 (MAPbI3)についてミュオンスピ

ン回転法(µSR)の実験を行い、高効率性を実現するミクロな仕組みの解明を

試みた。観測の結果、本物質では、熱励起により有機分子の回転が速くなる

と電荷キャリア寿命が短くなることが分かり、有機分子の自由な回転運動の

速さが適度に抑制されていることが、本物質の長い電荷キャリア寿命に重要

であることが示された。本成果は固体内分子の運動の観測に µSR が活用で

きることを初めて実証した例であり、この手法が高効率で安価な次世代太陽

電池や光情報処理デバイスの開発に貢献すると期待している。 

 本講演は KEK物構研ミュオン科学の岡部博孝、平石雅俊、門野良典、米バ

ージニア大 K.A. Dagnall、J.J. Choi、S.H. Lee各氏との共同研究による成果

を基にしている。 

 
A. Koda et al., PNAS 119, e2115812119. 
(DOI:10.1073/pnas.2115812119) 
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カーボンニュートラル実現に向けた水素・燃料電池技術開発

と中性子・放射光解析への期待 
Hydrogen and fuel cell technology for carbon neutrality: 

Expectations for Neutron and Synchrotron x-ray analyses 
 

今井 英人 
技術研究組合ＦＣ－Ｃｕｂｉｃ 

 
2050 年カーボンニュートラル実現に向け、日本国内では第６次エネルギー

基本計画や水素・燃料電池戦略ロードマップ等で定めるシナリオに基づき、燃

料電池の自律的な普及拡大に向けて更なる高性能化、高耐久化、抵コスト化

に資する要素技術を開発し産業界へ橋渡しする、また、これまで実用化されて

きた自動車や定置用以外の様々な用途への燃料電池の展開につながる技術

を確立することを目的として、NEDO「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向け

た共通課題解決型産学官連携研究開発事業」が推進されている。[1] 
アカデミア・産業界オールジャパン体制で、日本の「知」を結集し、競争優位

を維持し、燃料電池の社会実装を加速させるため、PEFC 評価解析プラットフ

ォーム（通称：FC-Platform）が設置され、基礎研究から革新的要素材料開発、

早期社会実装を実現するための産業界における開発支援を行っている。[2] 
FC-Platform は、マネジメントグループのもと、量子ビーム解析を中心とする

材料解析グループと電気化学特性評価グループが評価解析を行い、シミュレ

ーショングループと、マテリアルズ・インフォマティクスグループにバトンをつな

ぎ、革新材料開発および産業界ニーズを満たす新たな仕組みを構築している。  
パルス中性子ビームを用いて実機サイズのセル内部の水挙動を明らかに

する取り組みなど、量子ビームを活用した高度な現象解析とそのための解析

技術の高度化が進んでいる。これまでの成果と今後の展望について紹介する。  
 
[1] NEDO「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官

連携研究開発事業」：https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100182.html 
[2] FC-Platform: https://pf.fc-cubic-event.jp/analysis/ 
[3] 「世界初、パルス中性子ビームで車載用燃料電池セル内部の水の可視化

に成功」 https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101558.html 
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どうして生物の24時間リズムは安定なのか？ 
*秋山 修志1,2 （1. CIMoS, IMS, NINS, 2. SOKENDAI） 

   14:45 〜    15:10   

時分割中性子散乱によるリン脂質の膜間移動の 
エネルギー的・構造的洞察 
*中野 実1 （1. 富山大学学術研究部 薬学・和漢系） 

   15:10 〜    15:35   

新型コロナウイルス変異株による受容体認識・中和抗体逃避の構造基盤および
創薬展開 
*橋口 隆生1 （1. Institute for Life and Medical Sciences, Kyoto University） 

   15:35 〜    16:00   



どうして生物の 24 時間リズムは安定なのか？ 
Screening and Characterization of Temperature-

dependent Circadian Clock Mutants in 
Cyanobacteria 

 
秋山修志１,２ 

１ 分子研 協奏分子システム研究センター、２ 総研大 
 

概日時計の周期長がどのように決定され、かつ温度補償されているのかと

いう長年の謎（Akiyama S., Cell Mol. Life Sci., 2012）を解明するため、シアノ

バクテリア S. elongatus PCC 7942 をモデル系として、概日時計振動子の周

波数に相関する最もシンプルかつ遅い反応系を探索した。 
同定された律速反応は、時計タンパク質 KaiC の ATPase 活性（11 ATP d-

1）で、その固有振動数（0.91 d-1）は細胞内の生物発光リズムの振動数（1 d-1）

と良い一致を示した（Abe et al. Science, 2015）。KaiC に内包された周波数

は細胞リズムの周波数と 1 対 1 の対応関係にあり、ほぼ完璧な温度補償を実

現していることが明らかになっている（Terauchi et al. PNAS, 2007）。 
時計タンパク質の温度補償能についてはシステムバイオロジーや計算科学

の観点からしばしば議論されてきたが、タンパク質ダイナミクスの観点から実

験的に評価されたことはない。本発表では、ATPase を指標としたスクリーニ

ング系を用いて同定した温度依存型 KaiC 変異体（Ouyang et al. Int. J. Mol. 
Sci. 2019）について述べ、それらのユニークなタンパク質ダイナミクスを BL02 
(DNA) @ MLF/J-PARC で観察した結果（Furuike et al. Commun. Phys. 
2022）について議論したい。 
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時分割中性子散乱によるリン脂質の膜間移動の 
エネルギー的・構造的洞察 

Energetic and Structural Insights into the 
Intermembrane Transfer of Phospholipids by Time-

Resolved Neutron Scattering 
 

中野 実 
富山大学学術研究部薬学・和漢系 

 
 生体膜は、膜融合やエンド・エキソサイトーシスによって常にその曲率や形

態を変化させていることから、膜の曲率によって脂質のダイナミクスがどのよう

に変化するのかを理解することは重要である。我々は、リン脂質ベシクル系の

時分割中性子小角散乱（TR-SANS）による脂質ダイナミクス評価法を確立し

た１,２）。この手法は、通常の（軽水素化）脂質と重水素化脂質の散乱長密度が

大きく異なることを利用しており、ベシクル間のリン脂質交換を、中性子散乱

強度の減少として捉えることができる。今回、粒径の異なるベシクルを用いて、

自発的な３）、およびリン脂質輸送タンパク質を介した４）リン脂質の膜間移動を

評価し、膜曲率の効果を検証した。 
 1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine (POPC)と、POPC の palmitoyl
基が重水素化された d31-POPC を用い、30%重水を含む緩衝液中でそれぞ

れベシクルを調製した。両ベシクルを混合し、その後の中性子散乱強度の変

化を計測して脂質交換速度を算出した。その結果、粒径が約 120 nm の大き

いベシクルに比べ、約 40 nm の小さいベシクル（高曲率膜）の方が粒子間の

リン脂質移動が促進された。また、脂質膜の曲率が高くなると、脂質二重層の

外葉に存在するリン脂質のアシル鎖配向性が増大するとともに、頭部間のパ

ッキングが緩むことで膜の親水−疎水界面付近での疎水性水和が増大するこ

とが蛍光測定によって示された。曲率増大に伴うこれらの膜環境の変化は外

葉のリン脂質のエントロピーを低下させるため、リン脂質の膜解離の促進に寄

与したと考えられる。 
 膜曲率の変化はタンパク質との相互作用にも影響を与えた。酵母のリン脂

質輸送タンパク質 Sec14 のリン脂質輸送能を TR-SANS によって評価したと

ころ、Sec14 のベシクル間リン脂質輸送速度は膜の曲率の増加によって大き

く上昇した。また、異なる大きさのベシクルが共存する場合、高曲率膜（小さい

ベシクル）のリン脂質が選択的に輸送されることが判明した。つまり、Sec14
は膜の曲率を認識し、高曲率な膜に選択的に結合することが明らかになった。 
【参考文献】  1) Nakano et al. Phys Rev Lett 98, 238101 (2007).  
  2) Nakano et al. J Phys Chem B 113, 6745-8 (2009).  
  3) Nakano et al. J Phys Chem Lett 13, 6024-30 (2022).  
  4) Sugiura et al. Biophys J 116, 92-103 (2019). 
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新型コロナウイルス変異株による受容体認識・中和抗体逃

避の構造基盤および創薬展開 
Structural Basis of Receptor Recognition and 

Escape from Neutralizing Antibodies by SARS-CoV-2 
variants 

 
橋口隆生 

京都大学 医生物学研究所 ウイルス制御分野 
 

我々は、ウイルス学に構造生物学的手法を取り入れて、ウイルスの細胞侵

入機構および侵入阻害機構の解明を目指して研究を進めている。特に、感染

の最初のステップである細胞侵入を担うウイルスのエンベロープ糖蛋白質に

注目をして、その詳細なメカニズムの解析と阻害方法の開発を進めるため、

精製蛋白質を活用した病原性解明/感染症創薬研究を行っている。 
 
新型コロナウイルス（COVID-19 を引き起こす病原体;SARS-CoV-2; SARS 

corona virus 2）は、懸念される変異株（variant of concerns; VOCs）に代表さ

れるように変異を繰り返して、流行の波を形成している。そのため、パンデミッ

クの初期に作製された中和抗体の多くが、現在の変異株に対して中和能を失

う問題が発生している。本発表では、オミクロン株を含む主要な VOCs に対し

て広範な中和能を示す汎 SARS-CoV-2 抗体 UT28K の中和機構についてご

紹介する。さらに、2022 年夏から冬にかけて世界各地で流行が見られた

BA.5 および BA.2.75 変異株による中和抗体逃避と ACE2 受容体認識のバラ

ンス変化について、一部で流行が拡大している XBB 株との関係性も含めて

SARS-CoV-2 の進化方向性としてご紹介する。 
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強磁性層間交換結合を利用した広バンド幅中性子偏極スーパーミラー 
*丸山 龍治1 （1. J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency） 

   14:45 〜    15:10   

マイクロ ARPESを用いた新規材料のバンド構造解明 
*佐藤 宇史1 （1. WPI-AIMR, Tohoku University） 

   15:10 〜    15:35   

グラフェン二次元物質/規則合金の異種結晶界面における垂直磁気異方性 
*永沼 博1 （1. Tohoku University） 

   15:35 〜    16:00   



強磁性層間交換結合を利用した 
広バンド幅中性子偏極スーパーミラー 

Wide bandwidth neutron polarizing supermirror  
due to ferromagnetic interlayer exchange coupling 

 
丸山龍治・原子力機構 J-PARC センター 

 
 原子力機構では J-PARC MLF において今後期待される偏極中性子を利用

した成果創出に貢献するため、偏極スーパーミラーの高性能化に関する研究

開発を進めている。中性子偏極スーパーミラーは、強磁性体と非磁性体を交

互に積層した磁気多層膜であり、幅広い中性子波長領域を持つ中性子ビー

ムを偏極するため、層厚を変えながら成膜される。幅広い波長域をもつパル

ス中性子ビームを供給する MLF 中性子源の性能をフルに活用するには、偏

極スーパーミラーの層厚分布のうち、最も層厚の小さい部分を 1 周期あたり 6 
nm 以下とすることが必要である。しかし、スパッタリングによる磁気多層膜で

は、このような層厚の小さい領域ではキュリー温度の減少により自発磁化が

消失する。これにより、偏極スーパーミラーの偏極可能領域を決定する臨界

運動量遷移は Ni の 5 倍程度に制限されるのがこれまでの現状であった。 
 本研究では、偏極スーパーミラーを構成する Fe/Ge 多層膜に対して MLF の

偏極中性子反射率計 BL17 において非鏡面偏極中性子散乱測定を行った結

果、Ge 層厚が 2 nm より小さい領域では隣り合う Fe 層の間で強磁性的な層

間交換結合が形成されることを明らかにした。これを利用すると１周期の層厚

が 6 nm 以下であってもバルクと同等の磁化を維持できることに着目し、トータ

ル 10436 層、全層厚約 32 µm の中性子偏極スーパーミラーを成膜した。

BL17 において偏極中性子反射率を測定したところ、Ni の全反射臨界角の 6
倍以上の運動量遷移において磁場と平行なスピン成分の中性子反射率が

0.70 以上という 2023 年 1 月現在で世界最高の偏極可能域を達成した。 
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マイクロ ARPESを用いた新規材料のバンド構造解明 
Band structure of novel materials 

 studied by micro-ARPES 
 

佐藤宇史 1,2,3,4 
１ 東北大学 WPI-AIMR, ２大学院理学研究科, 3CSIS, 4SRIS 

  
高分解能角度分解光電子分光(ARPES)は、高温超伝導体やトポロジカル

絶縁体に代表される量子物質における基盤電子状態の解明において欠かせ

ない実験手法となっている。近年のスピン・時間分解 ARPES 法の発展により、

様々な機能性材料における電子ダイナミクスやスピン依存電子状態の解明も

進んでいる。さらに空間分解 ARPES は、従来型の ARPES ではアクセスが

困難だった多岐に亘る物質・材料・デバイスの電子状態を調べる上で極めて

有用な実験手法であることが認知され始めている[1]。 
最近我々は、KEK-PF と共同で BL-28A において稼働中の ARPES 装置の

上流に K-B ミラーを導入して 10 µm (H) x 12 (V) µm のビームスポットサイズ

を実現し、高精度の走査型 ARPES 測定を可能にした [2]。このマイクロ

ARPES 装置を用いて種々の量子材料における電子状態の研究を行い、トポ

ロジカルカゴメ超伝導体の局所電子状態解明[3-6]、新型トポロジカル半金属

の電子状態観測[7]、粉状結晶における ARPES 測定[8]などに成功している。

また、サブµm の空間分解能を有する「ナノスピン ARPES 装置」の開発も現

在進行中である。本講演では、これらの成果について詳細に述べるとともに、

空間分解 ARPES による機能性材料研究の今後の展望についても述べる。 
本研究は JST-CREST などの援助により行われ、相馬清吾、本間飛鳥、加

藤剛臣、川上竜平、菅原克明、中山耕輔、高橋 隆、組頭広志(東北大)、北村

未歩 (KEK)、堀場弘司 (QST)、瀬川耕司 (京産大 )、山内邦彦 (阪大 )、Z. 
Wang(北京理工大)、安藤陽一(ケルン大)の各氏との共同研究の成果である。 
 
[1] H. Zhang et al., Nat. Rev. Methods Primers 2, 54 (2022). 
[2] M. Kitamura et al., Rev. Sci. Instrum. 93, 033906 (2022). 
[3] K. Nakayama et al., Phys. Rev. B 104, L161112 (2021). 
[4] K. Nakayama et al., Phys. Rev. X 12, 011001 (2022).  
[5] T. Kato et al., Phys. Rev. Lett. 129, 206402 (2022). 
[6] T. Kato et al., Phys. Rev. B 106, L121112 (2022). 
[7] D. Takane et al., Sci. Rep. 11, 21937 (2021). 
[8] K. Sugawara et al., submitted. 
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グラフェン二次元物質/規則合金の異種結晶界面における

垂直磁気異方性 
Perpendicular magnetic anisotropy at 

crystallographically heterointerfaces of two-
dimensional graphene/L10-ordered alloy 

 
永沼 博 

東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター 
東北大学先端スピントロニクスセンター 

 
不揮発性磁気メモリ(MRAM)は高い書き換え耐性、高い情報保持特性を有

することから、揮発性メモリの代替による低消費電力化が期待されている。

MRAM はマイコンの消費電力を 97%削減ができるため、体温でのマイコン動

作が実現できるようになる。現在、スマートウォッチなどのエッジデバイスに

MRAM が搭載されはじめており、用途の拡大が進んでいる。MRAM に用いら

れている強磁性トンネル接合(MTJ)素子は、強磁性層の CoFeB、トンネル障

壁層の MgO から構成されている。情報は CoFeB/MgO 界面垂直磁気異方

性により記録されるが、超高集積化により MTJ の接合直径を X nm まで微小

化すると、界面垂直磁気異方性のみではスピンの熱擾乱に耐えられなくなる。

また、微小化するとトンネル障壁の接合抵抗が高くなり、CMOS への負荷が

問題となっている。そこで、高い結晶磁気異方性を有する L10規則合金と低抵

抗のトンネル障壁となるグラフェン(Gr)を組み合わせることにより、X nm 世代

で生じる 2 つの課題解決の提案をしている。本研究は、X nm 世代の超高記

録密度の MRAM の実現に向けて、六方晶系 Gr と正方晶系 L10-FePd 合金

の異種結晶界面を作製し、界面構造および界面磁気異方性を調べた。 
L10-FePd 層は r.f.スパッタリング法により SrTiO3 基板上に成長させ、続い

て Gr は化学気相成長法により L10-FePd 上に成長させた。1) L10-FePd/Gr の
磁気特性を、高エネルギー加速器研究機構フォトンファクトリーBL-16 におい

て、深さ分解 X 線磁気円二色性により評価した。その結果、L10-FePd/Gr 界

面には強い界面垂直磁気異方性が誘起されていることがわかった。断面走査

透過電子顕微鏡観察により界面原子構造を調べた。その結果、Gr と L10-
FePd 層間距離は 0.2 nm であり、グラファイトの層間距離(0.38 nm)に比べて

短縮されていた。この層間距離の短縮により、界面の電子密度が増大し、強

い混成軌道を有する Chemisorption 型のファンデルワールス力となり、界面

垂直磁気異方性が誘起されたと考えられる。2) 界面垂直磁気異方性と L10-
FePd の強い結晶磁気異方性の相乗効果により、保持特性が向上する。 
【参考文献】 1) H. Naganuma, et al., APL, 116, 173101 (2020).  

2) H. Naganuma, et al., ACS Nano, 16, 4139 (2022). 
3) 永沼 博, 放射光 トピック Vol.35, No.6, 349 (2022). 
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その場中性子回折実験による高強度鉄鋼材料の変形挙動解析 
*土田 紀之1 （1. Graduate School of Engineering, University of Hyogo） 

   16:15 〜    16:40   

金属が破壊する瞬間に発現する不思議な原子配列 
*丹羽 尉博1、高橋 慧2、佐藤 篤志3、一柳 光平4、阿部 仁1、木村 正雄1 （1. 高エネルギー加速器研究機

構 物質構造科学研究所, 2. 計量計画研究所, 3. European XFEL, 4. JASRI） 

   16:40 〜    17:05   

Mechanical behavior of metastable high-entropy alloys 
*魏 代修1 （1. Institute for Materials Research, Tohoku University） 

   17:05 〜    17:30   



その場中性子回折実験による 
高強度鉄鋼材料の変形挙動解析 

Analyses of tensile deformation behavior by in situ 
neutron diffraction experiments in high-strength steels 

 
土田紀之 

兵庫県立大学大学院 工学研究科  
 

 はじめに 
鉄鋼材料は，異なる相や組織からなる複相鋼や複合組織鋼として使用され

る．そのため，その機械的性質を各構成相や組織の変形挙動の観点から議

論することは非常に重要である．我々は，中性子回折実験によって得られた

格子ひずみと相ひずみ，体積率変化から，様々な複相鋼の引張変形挙動の

研究を行ってきた．本発表では，これまでに我々グループが行った高強度鉄

鋼材料を用いた，その場中性子回折実験結果について報告する． 
 高強度 TRIP 鋼 

0.3C 鋼より作製した残留オーステナイト形状の異なる 1 GPa 級の高強度

TRIP 鋼の優れた均一伸びの理由に関して考察を試みた．オーステナイトの

加工誘起変態と，相ひずみ差のふたつの不均一度の高ひずみ域までの増加

が関係していると結論づけられた．特に，オーステナイトにかかる応力の大き

さと引張変形に伴う変化は，TRIP 鋼の応力-ひずみ関係や加工誘起変態挙

動の両方に関係していることがわかった． 
 窒素添加準安定オーステナイト鋼 
窒素を添加したオーステナイト鋼の引張特性に及ぼす温度の影響を調べる

ことにより、準安定オーステナイト鋼の TRIP 効果におけるマルテンサイトの役

割について調査した．室温での中性子回折実験から，オーステナイトの加工

硬化の大きさと加工誘起マルテンサイトの強度の大きさが機械的特性の向上

と関連していることが示された．窒素と炭素の添加による加工誘起マルテンサ

イト強度の増加は，少ないマルテンサイト変態量にもかかわらず，優れた

TRIP 効果につながることがわかった 
 高強度マルテンサイト鋼 
焼入れ，焼もどししたマルテンサイト鋼を用いて，焼もどしマルテンサイト鋼

の引張変形挙動におけるセメンタイトの役割について検討した．焼もどしマル

テンサイト鋼は，降伏後に bcc 相において優先的に塑性変形が開始すること

が明らかとなった．一方で，セメンタイトの相ひずみは bcc 相の降伏後に増加

し続けた．マルテンサイト鋼の降伏強さは bcc 相の降伏に支配的であり，bcc
相の降伏後にセメンタイトの影響は明確に現れた．このような bcc 相とセメン

タイトの応力分配が，焼もどしマルテンサイト鋼の強度と伸びに重要な役割を

果たしていることがわかった． 
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金属が破壊する瞬間に発現する不思議な原子配列 
Unique atomic structure of metals at the moment of 

fracture 
 
丹羽尉博 1、高橋慧 2、佐藤篤志 3、一柳光平 4、阿部仁 1、木村正雄 1 

1KEK-放射光、2計量計画研究所、3European XFEL、4JASRI 
 

金属、合金、鋼は橋梁、建物、自動車、飛行機、ロケットなどのインフラ材料

として広く用いられる。金属の破壊における変形は弾性変形から塑性変形に

不可逆に変化し、ミリ秒以下の非常に短い時間で破壊に至ると考えられてい

る。ゆっくりとした変形（例えば歪み速度＝0.1〜1.0 s-1）では、一般的な金属
は最初に弾性変形を示し、その後、塑性変形が起こり破壊に至る。塑性変形

は転位の動きで理解されているが、破壊の瞬間については「塑性流動が高密

度の核生成と転位の移動を経て 2〜3 ミリ秒程度の短時間に不可逆で進む」
と考えられているだけで、直接的な観察が困難であることもあって詳細のメカ

ニズムは不明である。そこで我々は、構造材料に関する本質かつ根本的な問

いである「いつ、どのように破壊が始まり、どのように進展するか」に対する知

見を得ることを目的として高強度レーザーと時間分解 DXAFS を用いて銅の
破壊過程に関する研究を進めてきた。 
高強度レーザーを銅に照射することにより、速い歪み速度の破壊を生じさせ

た際の破壊の時間発展を時間分解 DXAFSおよび XRDで観察したところ、レ
ーザー照射後 117 ns以降に、EXAFS振動は消失するが X線回折ピークは
明瞭に存在する状態があるということを見出し、「short-range-disorder-only 
state」と定義した。これは、局所的な構造性は消失しているが、極端な結晶子
サイズの現象やアモルファス化は起こらず、破壊の瞬間も結晶の長距離秩序

（LRO）は保たれている状態であることを意味する。この状態を原子の局所構
造が不均一に大きく（数〜10%）変形した heterogeneous structure modelを
仮定し、シミュレーションによって XAFSスペクトルと XRDパターンを求めたと
ころ、両結果を初めて整合的に説明することができた。これは、アモルファス

やナノ粒子とは本質的に異なる状態であり、実験的に報告された例はこれま

でない。 
以上のことから、銅の破壊過程では 20-53 ns で短距離域の不均一な無秩
序化が進行し、最終的には 117 ns以降で「short-range-disorder-only state」
に移行し、最終的に破壊に至ると考えている。これは、転位の tanglingやMD
等の理論的計算で予想されている現象を直接観察したものと考えている。本

研究で得られた結果は、材料の安全マージンの設計や金属の寿命を予測す

るために必要な破壊のトリガーサイトに関する基本的な情報を与えるものと期

待される。 
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Mechanical behavior of metastable high-entropy alloys 

Daixiu Wei1, Bowen Tang1, Wu Gong2, Takuro Kawasaki2, Stefanus Harjo2, 
Hidemi Kato1 

1Institute for Materials Research, Tohoku University, 2J-PARC Center, Japan 
Atomic Energy Agency 

High entropy alloy (HEA) has attracted much academic interest. Recently, the 
twinning-induced plasticity and transformation-induced plasticity non-
equiatomic were developed [1-3], in which the low SFE of the alloys was gained 
from tuning the chemical compositions and concentrations. On the other hand, 
there is a local preference for bonding among certain nearest-neighbor atoms in 
HEAs, leading to the form of short-range order (SRO), which affects the local 
lattice strain and configuration entropy. The motion of dislocations confronts a 
rugged landscape of inhomogeneities in the HEAs with SRO, and the passage of 
a partial dislocation ruins the relaxed favorable local environment. However, 
taking advantage of the low SFE and unprecedented local features for optimizing 
macro-performance is a great challenge. In the present study, we revealed the 
mechanical behaviors of HEAs with tailored local features through theoretical 
analysis and experimental verification. 

We first demonstrated the principles for optimizing the local SFE, SRO, and 
lattice distortion of the CoCrFeMnNi HEAs via modifying compositions, assisted 
by thermodynamics calculation, ab initio calculation, and Monte Carlo simulation. 
Then, we prepared samples of the representative HEAs and tuned microstructures. 
The microstructures were characterized by a scanning electron microscope (SEM) 
equipped with an electron backscatter diffraction detector (EBSD), scanning 
transmission electron microscope (STEM), and X-ray diffraction (XRD). Then 
we investigated the mechanical behaviors of those alloys by using the in-situ 
neutron diffraction method. We found that combinational factors enhanced the 
mechanical performance, including the low-stacking fault energy-induced 
restriction of planar slip of dislocations, mechanical twinning, and strain-induced 
martensitic transformations. Besides, the temperature-dependent deformation 
behaviors of those developed HEAs were investigated by in-situ and ex-situ 
neutron diffraction measurements. The findings shed light on the basic 
understanding and development of high-performance metallic materials for 
various applications. The details of the alloy design and its mechanical 
performance will be discussed. 

[1] D. Wei, X. Li, S. Schönecker, et al., Acta Materialia, 181 (2019) 318-330. 

[2] D. Wei, X. Li, Y. Koizumi, et al., Materials Research Letters, 2019;7:82-88. 

[3] D. Wei, X. Li, J. Jiang, et al., Scripta Materialia, 2019;165:39-43. 
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La2-xSrxCuO4における格子・電荷ダイナミクスと結合したスピン励起 
*池内 和彦1、脇本 秀一2、藤田 全基3、福田 竜生4、梶本 亮一5、新井 正敏6 （1. CROSS, 2. JAEA, 3.

Tohoku Univ., 4. SPring-8/JAEA, 5. J-PARC/JAEA, 6. ESS） 

   16:15 〜    16:40   

酸化物二重量子井戸構造の共鳴トンネル効果によるモット転移制御 
*組頭 広志1 （1. Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials (IMRAM), Tohoku

University） 

   16:40 〜    17:05   

カペラサイト型量子カゴメ反強磁性体 CaCu3(OH)6Cl2･0.6H2Oの&micro;SRに
よる研究 
*吉田 紘行1 （1. Faculty of Science, Hokkaido University） 

   17:05 〜    17:30   



La2-xSrxCuO4における 
格子・電荷ダイナミクスと結合したスピン励起 

 
Magnetic excitation coupling with lattice and charge 

dynamics in LSCO 
 

池内和彦 A, 脇本秀一 B, 藤田全基 C, 
福田竜生 D, 梶本亮一 E, 新井正敏 F 
CROSSA, JAEAB, IMR, 東北大 C, 

SPring-8/JAEAD, J-PARC/JAEAE, ESSF 
 

銅酸化物高温超伝導系では、強相関に起因して電子自由度の分離が起こる

と共に、それぞれのモード間、さらに格子系を加えた準粒子励起間で結合が

生じ、これが高温超伝導を含めた特徴的な物性の引き金となりうる。実際、代

表物質である LSCO の磁気励起が、格子振動と交差するエネルギー近傍に
おいて、スペクトル強度が増大を示すことが報告されている[1]。このモード間
結合状態の理解のために、特徴的な強度増大が生じる条件について調べた。 
J-PARCの分光器「四季」により中性子非弾性散乱実験を行い、励起強度の
正孔添加量依存性を調べた。さらに、比較物質として、伝導性は示さないが銅

酸化物系と類似の高次スピンテクスチャを示す Ni系についても同様の測定を
行った。 
その結果、これまで格子振動のスペクトル強度の増加は、スピン系との結合

によりもたらされるものと議論されていたが[2, 3]、むしろ、電荷自由度の第一
義的な役割を明らかにする結果が得られた。さらに、高温超伝導相と密接に

関係する可能性を示唆するような正孔添加量依存性を持つことが明らかにな

った[4]。 
本講演において、磁気励起スペクトルが示す強度増大と、磁気相関と密接に

関連する超伝導性の関係性を議論し、磁気励起スペクトルに非自明な構造が

出現する条件について考察する。 
 

[1] O. J. Lipscombe et al., Phys. Rev. Lett. 99, 067002 (2007).  
[2] J. J. Wagman et al., Phys. Rev. B 91, 224404 (2015). 
[3] J. J. Wagman et al., Phys. Rev. B 93, 094416 (2016).  
[4] K. Ikeuchi et al., Phys. Rev. B 105, 014508 (2022). 
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酸化物二重量子井戸構造の共鳴トンネル効果による 
モット転移制御 

Resonant tunneling driven Mott transition in double 
quantum-well structures of strongly correlated oxide 
 

組頭 広志 
東北大学 多元物質科学研究所 

 
モット絶縁体における電気を流さない「電子固体」と電気を流す「電子液体」

間の電子相転移（モット転移）を利用して On/Off を切り替えるモットトランジス

タは、Beyond CMOSの有力候補の一つである。しかしながら、従来の電界効

果型トランジスタ（FET）構造を用いた開発は困難を極めており、新しい動作原

理が必要とされている。 
 そのため、我々の研究室では、酸化物二重量子井戸（QW）間の共鳴トンネ

ルに注目した新原理のモットトランジスタを提案し、その原理検証を進めてい

る。具体的には、モット転移量子井戸層（QW1：2-ML SrVO3）/ バリア層（L-
ML SrTiO3）/ 金属量子井戸層（QW2：6-ML SrVO3）からなる酸化物二重量

子井戸（V2TLV6）を作製し、バリア層を変化させたときのモット転移層の振る舞

いを ARPES で可視化した。その結果を図１に示す。バリア層を薄くしていくと、

下部金属量子井戸（QW2）との近接効果によって、上部量子井戸（QW1）にモ

ット転移が誘起されることがわかる[1]。さらに、詳細な理論計算の結果、この

モット転移は、量子井戸間の量子化状態が共鳴（波動関数が混成）することで、

モット絶縁体である QW1 の電子に空間的な自由度が生じた（有効クーロン反

発力が減少した）結果、引き起こされた現象であることを突き止めた。この結

果は、二重量子井戸における量子化状態間の共鳴トンネル現象を制御するこ

とで、モット転移を利用したトランジスタ動作が実現できることを示している。 

 
図 1. 2-ML SrVO3/ L-ML SrTiO3/ 6-ML SrVO3 (V2TLV6) 二重量子井戸構造
における上部モット転移層の ARPES 結果 

[1] R. Yukawa et al., Nat.Commun. 12, 7070 (2021). 
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カペラサイト型量子カゴメ反強磁性体 CaCu3(OH)6Cl2･
0.6H2Oの µSRによる研究 

µSR Study of Kapellasite Type Quantum Kagome 
Antiferromagnet CaCu3(OH)6Cl2･0.6H2O 

 
吉田 紘行 

北海道大学大学院理学研究院 
 

 CaCu3(OH)6Cl2·0.6H2O (Ca-Kapellasite) は Kapellasite 型量子カゴメ反

強磁性体のモデル物質である[1]。Kapellasite 型カゴメ構造では、最近接相互

作用に加え、次近接および三次近接相互作用が比較的大きな値を取ることが

知られている。これらの相互作用が競合することにより、古典系であっても

Cuboc1,Cuboc2, q = 0, √3√3 秩序などの多彩な磁気状態の形成が予想され

ている。特に、量子系では強い量子揺らぎにより上記磁気相の境界領域でス

ピン液体が実現すると期待されており[2]、強い興味が持たれている。 
これまで、バルク磁化・比熱測定から Ca-Kapellasite では T* = 7.2 K で反強

磁性長距離磁気秩序の形成が示され、中性子回折実験においても T*以下で

q = 0 構造を示す磁気 Bragg 反射が観測された[3]。一方、比熱には T-linear
項で記述されるギャップレスの磁気励起が観測され[1]、NMR からもその存在

が確認された[4]。 
我々は Ca-Kapellasite の動的性質を明らかにするため、µSR 測定を行な

った。その結果、ZF-µSR スペクトルはT*以下で長時間にわたって緩和する振

る舞いを示し、この振る舞いは最近接相互作用よりも 3 桁ほど低い 82 mK の

極低温下まで持続した。このことは、Ca-Kapellasite において T*で磁気秩序

が生じるにも関わらず、最低温度まで凍結しない持続的なスピン揺らぎが共

存することを示している。このようなスピン揺らぎは、通常の磁性体における磁

気秩序状態では観測されない特異なものであり、量子カゴメ反強磁性体の動

的な性質の一端を示すものである。今後の研究において化学修飾試料や関

連物質の開発、精密物性計測が行われることで、カゴメスピン液体の解明が

大きく進展すると期待される。 
本研究は、岡部博孝氏（東北大金研）、幸田章宏氏、門野良典氏（KEK 物

構研）、井原慶彦氏（北大理）との共同研究として行われたものである。 
 
[1] H. Yoshida et al., J. Phys. Soc. Jpn. 86 033704 (2017). 
[2] B. Bernu et al., Phys. Rev. B 87, 155107 (2013). 
[3] K. Iida et al., Phys. Rev. B 101, 220408 (2020). 
[4] Y. Ihara et al., Phys. Rev. Res. 2, 023269 (2020). 
[5] H.K. Yoshida et al., J. Phys. Soc. Jpn. 91 013701 (2022). 
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パラレル （B2） | 口頭発表

食品科学
座長:瀬戸 秀紀
2023年3月15日(水) 16:15 〜 17:30  口頭発表 2 (中会議室 201)
 

 
吸湿による乾燥微生物の再活性メカニズム 
*川井 清司1、曽我部 知史1、中川 洋2、山田 武3、小関 成樹4 （1. 広島大学, 2. 日本原子力研究開発機

構, 3. （一財）総合科学研究機構中性子科学センター, 4. 北海道大学） 

   16:15 〜    16:40   

牛乳のナノサイエンス 〜マルチ量子ビーム利用から探る牛乳内カゼインミセル
構造〜 
*高木 秀彰1 （1. Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research

Organization (KEK)） 

   16:40 〜    17:05   

小角散乱法による小麦タンパク質グリアジンおよびグルテニンの構造解析 
*佐藤 信浩1 （1. 京都大学複合原子力科学研究所） 

   17:05 〜    17:30   



吸湿による乾燥微生物の再活性メカニズム 

Re-activation of dry microorganism induced by 
water sorption  

 
川井 清司 1, 曽我部 知史 1、中川 洋 2、山田 武 3、小関 成樹４ 

広島大学 1, 日本原子力研究開発機構 2,  

（一財）総合科学研究機構中性子科学センター3, 北海道大学 4 

 
生物が生命活動を営むには水が必要である。殆どの生物は乾燥すると死

滅するが、微生物には乾燥しても死滅せず（静菌）、再水和によって活動再開

するものが多い。このことは食品業界に利益（発酵プロセスの効率化）をもた

らすことがあれば、不利益（食中毒）をもたらすこともある。 

これまでに演者は食品のガラス-ラバー転移に関する研究に取り組んできた。

親水性のアモルファス材料（殆どの食品）は乾燥によってガラス化（硬化＝不

動化）し、吸湿によってラバー化（軟化＝流動化）する。このことが食品の加工

性、保存性、食感と大きく結びついている。水分変化に伴う親水性アモルファ

ス素材のガラス-ラバー転移には微生物の静菌-活動再開と、物理現象として

の共通点がある。そのことを示唆する言及はこれまでにもあったが、実証した

報告はなかった。 

現在、演者らの研究グループでは微生物（細菌、酵母、カビ）のガラス-ラバ

ー転移挙動の解明に取り組んでいる。凍結乾燥した細菌（Cronobacter 

sakazakii）を様々な水分活性（aw）に調製し、25℃での応力緩和挙動を調べ

た。低 aw領域では殆ど応力緩和しなかったが、高 awでは応力緩和が見られ

た。応力緩和の度合いと aw との関係から、細菌が軟化（力学応答として捉え

たガラス-ラバー転移）を開始する aw を決定した。一方、重水を用いて様々な

aw の細菌試料を調製し、中性子弾性散乱から原子（主に水素）の平均二乗変

位（mean square displacement, MSD）を温度の関数として評価した。MSD

の温度依存性が変化する温度を動力学転移温度（dynamical transition 

temperature, Td）として決定し、aw に対してプロットした。最も高温で認められ

た Tdは awの増加と共に直線的に低下し、Tdが 25℃になるときの aw は、力

学的ガラス-ラバー転移が起こる aw と一致した。細菌を親水性の非晶質高分

子と仮定し、既報のモデルを用いて解析すると、静菌した細菌が活動再開す

るには緩和時間 10-5 秒程度の分子ダイナミクスが必要であると見積もられた。

高分子科学分野では非晶質材料に硬化剤や可塑剤を配合することでガラス-

ラバー転移温度を変化させて品質を制御している。これと同じように微生物の

静菌挙動も制御できるのかもしれない。時間が許すなら添加物（グリセロール）

による細菌への効果、酵母やカビ胞子での事例についても紹介する。 
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牛乳のナノサイエンス ～マルチ量子ビーム利用から 
探る牛乳内カゼインミセル構造～ 

Nanoscience of milk ~the casein micelle structure 
revealed using multi-quantum beams~ 

 
高木 秀彰 

KEK 物構研 
 

 牛乳には白い色がついているが、これは色素によるものではなく、乳液内に

存在する約 100nm の大きさのミセルが可視光を乱反射するためである。この

ミセルは主にカゼイン蛋白質からなるために、カゼインミセルと呼ばれている。

牛乳の基礎研究の歴史は非常に長いが、もっとも基礎的な構造であるカゼイ

ンミセルは現代でも未解明である[1]。膨大な量の研究から、構造学的には主

に 2 つの有力なミセルモデルが提唱されている。一つは、サブミセルモデルと

呼ばれる構造で、約 10nm 程度のカゼイン蛋白質からなるサブミセルと、それ

を架橋する数 nm サイズのコロイド状リン酸カルシウム(CCP)クラスターから

成る凝集体的なモデル構造である。もう一つは、アモルファスのカゼイン蛋白

質中に CCP が分散したナノクラスターモデルである。日本国内ではサブミセ

ルモデルを支持する研究者が多いが、海外ではナノクラスターモデルが支持

されている。 
 我々の研究グループは主に放射光X線を利用した小角散乱実験からカゼイ

ンミセル構造を研究している。我々の研究グループが様々なモデルで計算し

た結果、ミセル内部に約 20nm 程度の水のドメインが存在するモデルが

SAXS 結果をもっとも合理的に説明できることが分った[2]。さらに脱脂した生

乳を使ってタンパク質が熱変性を起こさない 10-40℃間での in-situ 加熱冷却

実験結果を水ドメイン内包モデルで fitting し[3]、電子密度計算などから散乱

強度の計算も実施した[4]。その結果、10℃から加熱すると、ミセルサイズは

わずかに減少し、水ドメインサイズは増加したが、数は大幅に減少した。CCP
の数も増加し、CCP 間の距離が減少することが分かった。このように、10-
40℃間でミセルの構造、特に内部構造が大きく変化することが分かった。 
 またカゼインミセルは X 線と中性子で散乱プロファイルが変化するめずらし

い系である。JRR-3 の SANS-U で SANS 実験を実施したので、その結果に

ついても紹介する。 
 
[1] 青木ら, ミルクサイエンス, 66, 125-143 (2018). [2] Takagi, H., et al., Milk 
Science 71, 10-22 (2022). [3] Takagi, H., et al., Food Chem. 393, 133389 
(2022). [4] Takagi, H., et al., Submitted to J. Agric. Food Chem. 
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小角散乱法による小麦タンパク質 

グリアジンおよびグルテニンの構造解析 

Small-angle scattering study of 
wheat proteins gliadin and glutenin 

 
佐藤 信浩 

京都大学複合原子力科学研究所 

 
 食品の物性は食品の食感や加工性を左右する重要な因子であり、食品構

成分子の形成するナノスケールの凝集構造が食品物性の発現にどのように

寄与するかを解明することは食品科学の観点において意義深い。食品は濃

厚な多成分凝集体であるため構造解析の手法は限られてきたが、我々は X

線・中性子小角散乱（SAXS, SANS）を利用して、小麦タンパク質や大豆タン

パク質の構造解析に関する研究を進めてきた。 

 小麦粉生地の物性は、小麦に含まれる 2種のタンパク質グリアジンとグルテ

ニンの複合体グルテンの物性に強く影響を受ける。グリアジンは単量体タンパ

ク質の凝集体であり粘性的な挙動に寄与する一方、グルテニンは高分子量の

ネットワーク構造を有し弾性的な挙動に寄与するとされているが、グリアジンと

グルテニンがどのような形態で会合しグルテンを形成しているかについては未

だ明確になっていない。そこで我々は端緒としてグリアジン単独の水溶液およ

び水和凝集体について SAXSによる構造解析を行った。その結果、希薄水溶

液中では孤立して存在するグリアジン分子が濃度の増加とともに会合し凝集

構造を形成することや、溶解限度濃度の境界前後で水溶液と水和凝集体の

構造が類似していること、高濃度の水和凝集体中においてグリアジン分子の

非対称構造に基づく疎密構造が存在することなどを解明した。また、塩化ナト

リウムの添加によって、グリアジン水和凝集体からの離水とともにグリアジン

分子の凝集が生じ高濃度凝集体と類似した疎密構造を形成することや、スケ

ールの異なる疎密状態の階層構造が形成されることも明らかにしてきた。 

 しかしながら、小麦粉食品の特性を解明するためには、グリアジンやグルテ

ニン単独の構造を調べるだけではなく、複合体グルテンにおけるグリアジンと

グルテニンの会合構造を明らかにする必要がある。そこで我々は、多成分か

らなる複合体中の構造解析に有用なコントラスト変調 SANS を用いてグルテ

ンの構造解析を行うことを試みた。本研究では、重水水耕栽培による小麦種

子からの重水素化グリアジンの調製と、重水素化グリアジンと軽水素化グル

テニンの混合により調製したグルテンのモデル系を試料としたコントラスト変

調 SANS測定による構造解析を進めている。 

 本発表では、SAXSを用いたグリアジンの凝集構造に関する結果と、重水素

化グリアジンを用いたコントラスト変調 SANS によるグルテンの構造解析の進

展について報告する。 
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ポスターセッション | ポスター発表

ポスターセッション1
2023年3月15日(水) 13:00 〜 13:45  ポスター会場 (多目的ホール & 大会議室 1,2)
 

 
加熱された二酸化炭素分子の真空紫外光電子分光実験 
 
*星野 正光1、要藤 明洋1、菱山 直樹1、小田切 丈1、足立 純一2 （1. 上智大学理

工学部, 2. KEK-PF） 

   13:00 〜    13:45   

動的磁気対密度関数解析法の開発 
飯田 一樹1、樹神 克明2、稲村 泰弘3、中村 充孝3、張 烈錚4、*社本 真一1,4,5 （1.

総合科学研究機構　中性子科学セ, 2. 日本原子力研究開発機構　物質科学セ, 3.

日本原子力研究開発機構　J-PARCセ, 4. 台湾成功大学物理学科, 5. 日本原子力研

究開発機構　先端基礎セ） 

   13:00 〜    13:45   

オペラント ARPESによる新原理モットトランジスタの開発 
*組頭 広志1 （1. Institute of Multidisciplinary Research for Advanced

Materials (IMRAM), Tohoku University） 

   13:00 〜    13:45   

van der Waals化合物 CeTe3と CeTe2Seの 中性子非弾性散乱
実験による磁気異方性の研究 
*植田 大地1,2、小林 理気3、澤田 拓希2、岩田 由規3、矢野 真一郎4、國吉 慎吾3

、藤澤 唯太2、益田 隆嗣5,1、岡田 佳憲2、伊藤 晋一1 （1. KEK中性子, 2. 沖縄科

学技術大学院大学, 3. 琉球大学, 4. NSRRC, 5. 東大物性研） 

   13:00 〜    13:45   

マイクロ ARPESによる新奇トポロジカル物質の特異電子状態
の解明 
*佐藤 宇史1 （1. WPI-AIMR, Tohoku University） 

   13:00 〜    13:45   

軟 X線領域のコヒーレンスを利用したイメージング手法の技
術開発 
*中尾 裕則1 （1. KEK-IMSS-PF） 

   13:00 〜    13:45   

ミュオン周波数シフト測定による Na吸蔵ゼオライト LSXの
研究 
*平石 雅俊1、宇津野 魁杜2、石原 未瑳樹2、中野 岳仁1、大石 一城3、小嶋 健児
4,5 （1. 茨城大学 理工学研究科, 2. 茨城大学 理学部, 3. CROSS, 4. TRIUMF, 5.

UBC） 

   13:00 〜    13:45   

SrTi1-xVxO3量子井戸構造における強相関量子化状態の研究 
*神田 龍彦1、志賀 大亮1、和田 亜里斗1、長谷川 直人1、程 詳1、金 兌炫1、早坂

亮太朗1、北村 未歩2、吉松 公平1、組頭 広志1,2 （1. Tohoku Univ. IMRAM, 2.

KEK IMSS） 

   13:00 〜    13:45   
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励起子絶縁体候補物質 Pr0.5Ca0.5CoO3の非弾性中性子散乱研
究 
*三宅 岳志1、浅井 晋一郎1、伊藤 晋一2、益田 隆嗣1 （1. 東京大学, 2. 高エネル

ギー加速器研究機構） 

   13:00 〜    13:45   

Nd-Ru-Sn系における結晶構造と磁性 
*黒澤 航海1、岩佐 和晃1、下田 愛海1、熊田 隆伸1、今関 啓雅1、鈴木 陽太郎1

、桑原 慶太郎1、佐賀山 基2、奥山 大輔2、石角 元志3 （1. Ibaraki University, 2.

KEK, 3. CROSS） 

   13:00 〜    13:45   

Aサイト秩序型ペロブスカイト CaCu3Ti4O12の電子構造の温
度依存性 
*島村 仁章1、任 皓駿 1、渡辺 孝夫1、野澤 俊介2、中島 伸夫3、岩住 俊明4、手塚

泰久1 （1. 弘前大学大学院理工学研究科, 2. 物質構造科学研究所, 3. 広島大学大

学院理学研究科, 4. 大阪公立大学大学院工学研究科） 

   13:00 〜    13:45   

Ba(Ti1-xSnx)O3セラミックスの圧電特性向上に対する Sn置換
効果 
*中島 伸夫1、坂野 碩保1、手塚 泰久2、符 徳勝3 （1. 広島大院先進理工, 2. 弘前

大院理工, 3. 静岡大院総科研） 

   13:00 〜    13:45   

La3Co4Sn13-xInxにおける結晶構造相転移と超伝導 
*今関 啓雅1、岩佐 和晃1、下田 愛海1、熊田 隆伸1、黒澤 航海1、鈴木 陽太郎1

、桑原 慶太郎1、佐賀山 基2、中尾 裕則2、奥山 大輔2、石角 元志3 （1. Ibaraki

Univ, 2. KEK, 3. CROSS） 

   13:00 〜    13:45   

TRHEPD法による銅基板上の大面積ホウ素原子シート、ボロ
フェンの構造解明 
*辻川 夕貴1、張 小に1、堀尾 眞史1、中嶋 武2、安藤 康伸2、望月 出海3、和田 健
3、兵頭 俊夫3、小森 文夫1、近藤 剛弘4、松田 巌1 （1. 東大物性研, 2. 産総研

CD-FMat, 3. KEK-物構研 SPF, 4. 筑波大数理） 

   13:00 〜    13:45   

軟 X線照射におけるアラニンラジカル生成効率の X線エネル
ギー依存性 
*中川 清子1、横谷 明徳2、大原 麻希2、宇佐美 徳子3 （1. Tokyo Metropolitan

Industrial Technology Research Institute, 2. National Institutes for Quantum

Science and Technology, 3. High Energy Accelerator Research

Organization） 

   13:00 〜    13:45   

光増感色素 BODIPYを配位子にもつコバロキシム錯体の包接
結晶作成の試み 
*戸嶋 涼1、細谷 孝明1 （1. 茨城大学大学院理工学研究科） 

   13:00 〜    13:45   

機械学習を用いた金属錯体の XANESスペクトルの予測と解
析手法開発 
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*福 健太郎1、吉田 健文2、佐藤 鉄1、井口 弘章3、高石 慎也1、坂本 良太1、阿部

仁4,5,6 （1. Tohoku Univ., 2. The Univ. of Electro-Communications, 3. Nagoya

Univ., 4. High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 5. SOKENDAI

, 6. Ibaraki Univ.） 

   13:00 〜    13:45   

新規イオン伝導体の中性子回折・散乱を用いた構造科学 
*藤井 孝太郎1、張 文鋭1、安井 雄太1、作田 祐一1、斎藤 馨1、八島 正知1、鳥居

周輝2、齊藤 高志2、森 一広1,2、神山 崇2、池田 一貴2、大友 季哉2、大原 高志3

（1. 東京工業大学, 2. KEK IMSS, 3. JAEA J-PARCセンター） 

   13:00 〜    13:45   

高強度全散乱装置 NOVAによる水素貯蔵合金のその場中性子
全散乱測定と局所構造解析 
*池田 一貴1,2,3、大下 英敏1、大友 季哉1,2,3,4、榊 浩司5、Kim Hyunjeong5、中村

優美子5、町田 晃彦6 （1. 高エネルギー加速器研究機構, 2. J-PARCセンター, 3.

総合研究大学院大学, 4. 茨城大学, 5. 産業技術総合研究所, 6. 量子科学技術研究

開発機構） 

   13:00 〜    13:45   

Operando low temperature deformation neutron
diffraction at TAKUMI 
*Stefanus Harjo1, Takuro Kawasaki1, Wu Gong1, Wenqi Mao1 （1. J-PARC

Center, JAEA） 

   13:00 〜    13:45   

BL15 大観を利用した硬化セメントペーストの中性子小角散
乱測定 
*原 かおる1、大沼 正人1、依田 侑也2、廣井 孝介3 （1. 北海道大学, 2. 清水建設,

3. J-PARC） 

   13:00 〜    13:45   

高強度中性子全散乱法による機能性材料の規則−不規則構造
解析 
*本田 孝志1,2,3、池田 一貴1,2,3、大友 季哉1,2,3,4、大下 英敏1,2、鈴谷 賢太郎2、川

北 至信2、樹神 克明5、社本 真一6、小野寺 陽平7、森 一広1,2、福永 俊晴7、亀田

恭男8、吉田 亨次9、山口 敏男9、Kim Hyunjeong10、榊 浩司10、中村 優美子10

、町田 晃彦11、伊藤 恵司12、角田 茉優4 （1. KEK物構研, 2. J-PARCセンター, 3.

総研大高エネ, 4. 茨城大理工, 5. JAEA物質科学, 6. CROSS, 7. 京大複合研, 8. 山

形大理, 9. 福岡大理, 10. 産総研エネルギープロセス, 11. 量研量子ビーム, 12. 岡

山大教） 

   13:00 〜    13:45   

オペランド XAFS測定による リチウム空気電池正極触媒の構
造変化追跡 
*内藤 遥1、畠山 義清1、白石 壮志1 （1. 群馬大学大学院理工学府） 

   13:00 〜    13:45   

単層カーボンナノチューブ空気極を用いたリチウム空気電池
の放充電特性評価とオペランド構造解析 
*坂口 伊織1、畠山 義清1、白石 壮志1 （1. Graduate School of Science and

Technology, Gunma University） 



[P-049E]

[P-051E]

[P-053E]

[P-055E]

[P-057E]

[P-059E(2022P0401)]

[P-061G(2019S2-003)]

[P-063G]

[P-065G]

[P-067H(2020S2-002)]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ 

   13:00 〜    13:45   

ワイドバンドギャップ酸化物半導体 Bi2WO6における p型伝
導性発現の起源 
*鈴木 晴也1、簔原 誠人2、小澤 健一3、間瀬 一彦3、西尾 圭史1 （1. 東京理科大

学, 2. 産総研, 3. KEK物構研） 

   13:00 〜    13:45   

銀形ゼオライト Y型における PL発現時の Agイオンの挙動 
*目黒 晴輝1、冨岡 凌輔1、宮永 崇史1、鈴木 裕史1 （1. Hirosaki University

Graduate School of Science） 

   13:00 〜    13:45   

包接ゲスト構造解析を指向した PCNの設計支援におけるホス
ト-ゲスト相互作用の体系的評価 
*祝 伊穎1、Pavel Usov1、和田 雄貴1、河野 正規1 （1. Tokyo Institude of

Technology School of Science） 

   13:00 〜    13:45   

中分子医薬品の包接を目的とした細孔性ネットワーク錯体の
設計 
*田上 優1、和田 雄貴1、Usov Pavel1、河野 正規1 （1. 東工大理） 

   13:00 〜    13:45   

超高速プロトン伝導性を示す新物質の発見と構造解析 
*森川 里穂1、村上 泰斗1、藤井 孝太郎1、Maxim Avdeev3、南部 雄亮2、池田 陽

一2、八島 正知1 （1. Tokyo Institute of Technology, 2. Tohoku Univ., 3.

ANSTO） 

   13:00 〜    13:45   

その場中性子回折による Mg合金の変形機構に及ぼす温度と
負荷条件の影響 
*ゴン ウー1、川崎 卓郎1、相澤 一也1、ハルヨ ステファヌス1 （1. 日本原子力研

究開発機構） 

   13:00 〜    13:45   

軟 X線深さ分解 XAFS/XMCD法によるスピントロニクス材料
研究の夜明け 
*雨宮 健太1 （1. KEK物構研） 

   13:00 〜    13:45   

顕微分光測定を用いたアナターゼ／ルチル界面の光触媒活性
と電子構造の評価 
*廣森 慧太1、中島 伸夫1、下山 絢女1、長谷川 巧1、和田 真一1、高橋 修1、間瀬

一彦2,3、小澤 健一2,3 （1. 広島大, 2. KEK 物構研 PF, 3. 総研大） 

   13:00 〜    13:45   

金ナノ粒子がセリア担持レニウム触媒表面の水素スピル
オーバーに与える効果 
*大渕 みな美1、豊島 遼1、村野 由羽1、冨重 圭一2、近藤 寛1 （1. Keio Univ., 2.

Tohoku Univ.） 

   13:00 〜    13:45   

小惑星探査機「はやぶさ２」リターンサンプルの放射光 X線
回折実験 
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*中村 智樹1、友貞 恵里加1、森田 朋代1、湯澤 研斗1 （1. Tohoku University） 

   13:00 〜    13:45   

熊本県美里町払川産 Os1-x-yRuxRhyS2固溶体鉱物と関連白金族
硫化物の結晶構造精密化 
*吉朝 朗1、北原 銀河1、徳田 誠1、石丸 聡子1、浜根 大輔2、杉山 和正3 （1.

Kumamoto Univ., 2. Univ. Tokyo, 3. Tohoku Univ.） 

   13:00 〜    13:45   

水惑星学創成のための STXM 分析拠点の形成と応用 
*高橋 嘉夫1,2、河合 敬宏1、中村 智樹3、薮田 ひかる4、癸生川 陽子5、榎戸 祐馬
3、井上 皓介6、山下 翔平2、圦本 尚義7、野口 高明8、岡崎 隆司9、奈良岡 浩9

、橘 省吾1、坂本 佳奈子10、渡邊 誠一郎11、津田 雄一10、武市 泰男2,12、木村

正雄2、伊規須 素子13、若林 大祐2、諸野 祐樹13、浦本 豪一郎14、白石 史人4

、浅野 眞希15、蓑田 歩15、春間 俊克7、板井 啓明1、奥村 大河1、宮原 正明4

、三宅 亮8、小澤 佳祐1、福士 圭介6、関根 康人16 （1. 東京大学, 2. Photon

Factory, 3. 東北大学, 4. 広島大学, 5. 横浜国立大学, 6. 金沢大学, 7. 北海道大学,

8. 京都大学, 9. 九州大学, 10. JAXA, 11. 名古屋大学, 12. 大阪大学, 13.

JAMSTEC, 14. 高知大学, 15. 筑波大学, 16. 東京工業大学） 

   13:00 〜    13:45   

ZnSeの高圧相転移の観察 
*小野 重明1 （1. JAMSTEC） 

   13:00 〜    13:45   

イオン液体[C10mim][NO3]の低温・高圧下の相転移 
*阿部 洋1、岸村 浩明1 （1. Dept. of Mater. Sci. &Eng., National Defense

Academy） 

   13:00 〜    13:45   

錯体水素化物 Ca(BH4)2高圧相の結晶構造 
*中野 智志1、藤久 裕司2、山脇 浩2、柴崎 裕樹3、亀卦川 卓美3 （1. National

Institute for Materials Science, 2. National Institute of Advanced Industrial

Science and Technology, 3. High Energy Accelerator Research

Organization） 

   13:00 〜    13:45   

CeMnSiの圧力誘起構造転移 
*西山 紗恵1、中桐 大輝1、池田 翔1、林 純一1、武田 圭生1、関根 ちひろ1、上床

美也2、Ma Hanming2、冨田 崇弘2、高橋 博樹3、谷田 博司4、川村 幸裕1 （1.

MuroranIT, 2. ISSP Univ. Tokyo, 3. CHS Nihon Univ., 4. Fac. Eng. Toyama

Pref. Univ） 

   13:00 〜    13:45   

高圧下における Snドープ CuInS2ナノ粒子の構造 
*武田 圭生1 （1. 室蘭工業大学） 

   13:00 〜    13:45   

レドックスフロー電池用 Ti-Mn電解液の X線吸収分光 
*朝倉 大輔1、細野 英司1、北村 未歩2、堀場 弘司3、湯沢 勇人4、大東 琢治2,4

、酒井 孝明1、舩木 敬1、兼賀 量一1、佐藤 縁1、大平 昭博1 （1. AIST, 2. KEK,

3. QST, 4. UVSOR） 

   13:00 〜    13:45   
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Fe-Ni系アモルファス合金から結晶化する L10-FeNi規則相 
*伴 智也1 （1. Graduate School of Engineering, Tohoku University） 

   13:00 〜    13:45   

イミダゾリウム系イオン液体[C10mim][TFSI]の低温・高圧下
における相転移 
*大久保 太一1 （1. National Defense Academy） 

   13:00 〜    13:45   

背面入射中性子反射率測定に基づく 湿熱劣化したエポキシ接
着界面における水の偏析 
山口 晃1、*種子田 英伸2、戸谷 匡康1、宮田 登3、宮崎 司3、Yuwei Liu4、川口

大輔1,2、青木 裕之4,5、田中 敬二1,2 （1. 九大院工, 2. 九大接着セ, 3. CROSS 東

海, 4. KEK, 5. JAEA） 

   13:00 〜    13:45   

スピンコントラスト変調中性子小角散乱法による 毛髪繊維微
細構造内水分布の研究 
*能田 洋平1、小泉 智1、前田 知貴1、稲田 拓実1、石原 綾2 （1. 茨城大学, 2. パ

ナソニック（株）くらしアプライアンス社） 

   13:00 〜    13:45   

ポリヒドロキシメチレンのイミダゾリウム系イオン液体中に
おける分子形態 
*領木 研之1 （1. Kyoto Univ.） 

   13:00 〜    13:45   

中性子小角・広角散乱装置「 TAIKAN」における 調湿環境の
開発 2 
*岩瀬 裕希1、有馬 寛1、高田 慎一2 （1. CROSS, 2. J-PARC Center, JAEA） 

   13:00 〜    13:45   

デカール電極処理が白金表面の Nafion薄膜へ与える影響 
 The effect of decal process on Nafion thin film on the
platinum surface 
*宇津木 茂樹1,2、山田 悟史2 （1. The Graduate University for Advanced

Studies, 2. High Energy Accelerator Research Organization (KEK)） 

   13:00 〜    13:45   

中性子線を用いたコンクリート吸水過程のマルチスケール測
定とイメージング 
*久保田 凜1、秋山 哲治2、能田 洋平1、前田 知貴1、小泉 智1 （1. 茨城大学大学

院理工学研究科, 2. 若築建設株式会社） 

   13:00 〜    13:45   

Θおよび良溶媒条件のシクロヘキサン中におけるアタク
チックポリスチレンの粒子散乱関数 
*中島 佳奈1、領木 研之1、井田 大地1 （1. 京都大学大学院工学研究科） 

   13:00 〜    13:45   

TenderX線反射率によるリン含有高分子薄膜の構造解析 
*小林 大記1、山本 勝宏1 （1. 名古屋工業大学大学院） 

   13:00 〜    13:45   
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NRと SANSによるドデカン酸カリウムとジグリセリン誘導体
混合系の気/液界面における吸着特性と会合体特性 
*安部 美季1、大畑 哲也2、山田 武2、矢田 詩歩1、吉村 倫一1、山田 悟史3 （1.

Nara Women's Univ., 2. Sakamoto Yakuhin Kogyo Co., Ltd., 3. KEK） 

   13:00 〜    13:45   

ベンザルコニウム系ジェミニ型カチオン界面活性剤とアニオ
ン界面活性剤混合系の会合体および泡沫特性 
*渡邊 萌1、矢田 詩歩1、吉村 倫一1 （1. Nara Women's University） 

   13:00 〜    13:45   

タンパク質複合体結晶構造解析における有機ヨウ素化合物の
放射線損傷 
Radiation damage on an organic iodine compound in
protein crystallography 
 
齋藤 佳史1、*小祝 孝太郎1、角谷 龍展1、森田 暁洋1、大八木 悠1、上野 正弘1

、川村 恒二1 （1. KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd） 

   13:00 〜    13:45   

皮膚バリア機能に及ぼすセラミド特性の影響 
*小幡 誉子1、池内 由里1 （1. Hoshi University） 

   13:00 〜    13:45   

蛋白質の階層構造ダイナミクスの解明 
*中川 洋1、井上 倫太郎2、小田 隆3,4、矢木-内海 真穂5、斎尾 智英6、苙口 友隆7

、長田 裕也8、杉山 正明2、佐藤 衛4、川北 至信1、岩瀬 裕希9、富永 大輝9、高

田 慎一1 （1. Japan Atomic Energy Agency, 2. Kyoto Univ., 3. Rikkyo Univ., 4.

Yokohama City Univ., 5. National Institutes of Natural Sciences, 6.

Tokushima Univ., 7. Keio Univ., 8. Hokkaido Univ., 9. CROSS） 

   13:00 〜    13:45   

タンパク質多結晶の核偏極中性子回折実験 
*田中 伊知朗1,2、山内 秀輝1、能田 洋平1,2、前田 知貴1,2、小泉 智1,2 （1. 茨城大

学　大学院理工学研究科, 2. 茨城大学　フロンティア応用原子科学研究セン

ター） 

   13:00 〜    13:45   

HIV-1逆転写酵素 RNase H活性部位と 天然物阻害化合物との
結合構造解析 Structural analysis of inhibitory compounds
bound to HIV-1 reverse transcriptase RNase H domain 
*伊藤 悠馬1、陸 慧燕1、星野 忠次1 （1. Chiba Univ.） 

   13:00 〜    13:45   

酸化還元タンパク質の酸性アミノ酸のプロトン化状態解明に
向けた研究 
 
Studies to elucidate the protonation states of acidic amino
acid residues in redox proteins 
*磯部 悠介1、小林 賢二1、北河 康隆2、三島 正規3、和田 啓4、松井 敏高5 （1.

Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University, 2. Osaka

University, 3. Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 4. University
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of Miyazaki, 5. Tohoku University） 

   13:00 〜    13:45   

微小流路デバイスによる大形結晶育成法のさまざまなタンパ
ク質への適用 
*齋藤 洋也1、小泉 怜2、新村 信夫1、田中 伊知朗1,3 （1. 茨城大院理工, 2. 茨城

大工, 3. 茨城大フロンティア） 

   13:00 〜    13:45   

病原菌由来ガスセンサーホスホジエステラーゼのセンサード
メインの構造解析 
*北西 健一1、青山 菜緒2、江頭 美紀2、海野 昌喜3、下仲 基之1 （1. 東京理科

大、理、化, 2. 東京理科大院、理、化, 3. 茨城大院、理工、量子線） 

   13:00 〜    13:45   

迅速な結晶構造決定に向けた取り組み 
*千田 美紀1、千田 俊哉1 （1. High Energy Accelerator Research Organization

(KEK), IMSS, SBRC） 

   13:00 〜    13:45   

セリンプロテアーゼ加水分解反応後半部分の中性子解析に向
けた結晶化 
 
 
*武田 和久1、田中 伊知朗2,3 （1. 茨城大工, 2. 茨城大院理工, 3. 茨城大フロン

ティア） 

   13:00 〜    13:45   

水素細菌由来 Rubisco activaseの初期構造解析 
*廖 増威1、荒川 孝俊1,2、新井 博之1,2、亀谷 将史1,2、石井 正治1,2、伏信 進矢1,2

（1. 東大院・農生科, 2. 東大・CRIIM） 

   13:00 〜    13:45   

微小流路デバイスを用いたタンパク質大形結晶育成の試み 
*小泉 怜1、齋藤 洋也2、新村 信雄3、田中 伊知朗2,3 （1. 茨城大学工学部, 2. 茨

城大学院理工学部, 3. 茨城大学フロンティア） 

   13:00 〜    13:45   

回折 X線明滅法を用いた光捕集反応中心複合体の分子動態解
析 
Intramolecular dynamics of light-harvesting-reaction
center core complex using Diffracted X-ray Blinking 
*大久保 達成1,2、新井 達也2,3、野澤 俊介4、深谷 亮4、一柳 光平5、三尾 和弘1,2

、佐々木 裕次2,3 （1. 横浜市立大院生命医科学, 2. 産総研東大オペランドOIL, 3.

東大院新領域, 4. KEK, 5. JASRI） 

   13:00 〜    13:45   

DNA酸化損傷修復酵素 hOGG1の 反応中間体の捕捉とそれら
の構造 
Trapping Reaction Intermediates of the DNA Oxidative
Damage Repair Enzyme, hOGG1 and Their　Structures  
 
*古賀 昌孝1、小室 智稀1、箕輪 希海1、田中 好幸2、海野 昌喜3,4 （1. 茨城大学大
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学院理工学研究科, 2. 徳島文理大学薬学部, 3. 茨城大学, 4. フロンティア応用原

子科学研究センター） 

   13:00 〜    13:45   

アミノピラゾール系阻害剤の二つの結合様式が示す CK2α
1選択的阻害剤への手掛かり 
 
*露口 正人1、池田 朝香2、北川 大輔3、澤 匡明3、中村 真也4、仲西 功4、木下 誉

富2 （1. KEK・物構研・構造生物, 2. 大阪公大院理, 3. カルナバイオサイエンス,

4. 近大薬） 

   13:00 〜    13:45   

核偏極中性子回折実験における高偏極化を目指した脱酸素条
件でのタンパク質単結晶化の考察 
*大石 翼1、能田 洋平2,3、前田 智貴2,3、小泉 智2,3、田中 伊知郎2,3 （1. 茨城大学

工学部, 2. 茨城大院理工, 3. 茨城大フロンティア） 

   13:00 〜    13:45   

回折 X線明滅法による不凍タンパク質表面での氷結晶の動態
計測 
 
Dynamic behavior of ice-crystals on the surface of
antifreeze protein monitored by the Diffracted X-ray
Blinking method 
 
*楊 越1、新井 達也1,2、引田 理英3、佐々木 裕次1,2 （1. 東京大学大学院新領域創

成科学研究科, 2. 産総研東大オペランドOIL, 3. KEK） 

   13:00 〜    13:45   

中性リン脂質膜の分子充填と膜間相互作用に対するコレステ
ロールとラノステロールの影響比較 
Comparison of the effects of cholesterol and lanosterol on
molecular packing and bilayer-bilayer interaction in
neutral phospholipid multi-lamellar bilayer vesicles 
*岡山 杏由美1、和田 康平1、高橋 浩1 （1. 群馬大学理工学府理工学基盤部門） 

   13:00 〜    13:45   

単色 X線照射による超原子価ヨウ素化合物の分解 
Decomposition of hypervalent iodine compounds induced
by monochromatic X-ray irradiation 
*大原 麻希1、泉 雄大1、高倉 栄男2、榎本 将聖2、藤井 健太郎1、横谷 明徳1、小

川 美香子2 （1. 量子科学技術研究開発機構　量子生命科学研究所, 2. 北海道大

学大学院　薬学研究院） 

   13:00 〜    13:45   

サンゴ由来レクチンの赤血球に対する溶血活性・凝集活 
性の制御機構の解明 
Elucidation of the regulation mechanism of hemolytic and
agglutinating activity for the erythrocyte by coral lectin 
*髙橋 優希1、郷田 秀一郎1 （1. Soka Univ.） 

   13:00 〜    13:45   
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ナマコ由来溶血性レクチンの C 末端領域が構造と機能に与え
る影響の解明 
Elucidation of the effect of the C-terminal region of
hemolytic lectin from sea cucumber on structure and 
function 
*中川 珠希1、郷田 秀一郎1 （1. Soka Univ.） 

   13:00 〜    13:45   

平行ビーム照射型マイクロ X線 CTシステムの開発 
*米山 明男1,2、亀沢 知夏2、平野 馨一2 （1. 九州シンクロトロン光研究センター,

2. KEK-放射光） 

   13:00 〜    13:45   

X線マルチコントラスト・ズーミング光学系の開発 
*平野 馨一1、若林 大佑1、杉山 弘1、柴崎 裕樹1、西村 龍太郎1、鈴木 芳生1、五

十嵐 教之1、船守 展正1 （1. High Energy Accelerator Research

Organization） 

   13:00 〜    13:45   

マルチスケール X線顕微法のデジタルツイン解析による高度
化 
*木村 正雄1,2、石田 貴也3、西川 琢斗3、杉村 悠樹3、稲田 康宏3、渡邊 稔樹4

、伊藤 優成5、武市 泰男5、丹羽 尉博1,2、石井 友弘1、山下 翔平1,2、吉田 一貴6

、吉田 健太7、岡本 敦6 （1. KEK-物構研-放射光, 2. 総研大-高エネ加速器科学,

3. 立命館大-生命科学, 4. 京大-人間・環境学, 5. 阪大-工, 6. 東北大-環境科学, 7.

海洋研究開発機構） 

   13:00 〜    13:45   

X線位相コントラスト法による舌瘢痕組織の観察 
*河野 哲朗1、髙村 幸恵2、高橋 由美子3、早川 恭史3、寒河江 登志朗1、岡田 裕

之1 （1. Nihon University School of Dentistry at Matsudo, 2. Nihon University

Graduate School of Dentistry at Matsudo, 3. Nihon University College of

Science and Technology, Institute of Quantum Science） 

   13:00 〜    13:45   

X線暗視野法に基づく屈折コントラスト CTの高空間分解能化
および癌組織内の3次元細胞核分布の描出 
*砂口 尚輝1、黄 卓然1、島雄 大介2、湯浅 哲也3、市原 周4、西村 理恵子4、岩越

朱里4、安藤 正海5 （1. Nagoya Univ., 2. Osaka Butsuryo Univ., 3. Yamagata

Univ., 4. Nagoya Medical Center, 5. KEK） 

   13:00 〜    13:45   

Dynamic X-ray Single Particle Observations of Calciprotein
Particles 
*Zhuoqi Li1, Tatsunari Ohkubo2, Takaaki Shiina2, Tatsuya Arai1,2, Masahide

Hikita3, Kazuhiro Mio2, Yutaka Miura4, Hiroshi Kurosu4, Makoto Kuro-O4, Yuji

C. Sasaki1,2 （1. Graduate School of Frontier Sciences, The University of

Tokyo, 2. AIST-UTokyo Advanced Operando-Measurement Technology

Open Innovation Laboratory (OPERANDO-OIL), National Institute of

Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 3. Structural Biology

Research Center, Institute of Materials Structure Science, High Energy
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Accelerator Research Organization (KEK), 4. Division of Antiaging Medicine,

Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University） 

   13:00 〜    13:45   

JRR-3における中性子応力測定装置 RESAの現状2022 
Current Status of Neutron Engineering Diffractometer
RESA on the JRR-3 
 
*諸岡 聡1、徐 平光1、柴山 由樹1、佐々木 未来1、菖蒲 敬久1 （1. JAEA-MSRC） 

   13:00 〜    13:45   

J-PARC BL05 (NOP)における基礎物理研究 (2022) 
*三島 賢二1 （1. KEK） 

   13:00 〜    13:45   

パルス偏極熱外中性子の利用 
*清水 裕彦1 （1. Department of Physics, Nagoya University） 

   13:00 〜    13:45   

MLF陽子ビーム窓の材料に対する照射試験 
*山口 雄司1、明午 伸一郎1、大久保 成彰2、大井 元貴1 （1. JAEA/J-PARC, 2.

JAEA/NSEC） 

   13:00 〜    13:45   

分散型プレデカップリング効果を用いた J-PARC核破砕中性
子源用ボロン系熱中性子吸収材の開発 
*奥冨 敏文1、勅使河原 誠2、原田 正英2、大井 元貴2、倉本 繁1 （1. 茨城大学, 2.

日本原子力研究開発機構） 

   13:00 〜    13:45   

Simulation studies of muon transport in the Ultra-Slow
Muon beamline 
*手島 菜月1,2、神田 聡太郎1,2、足立 泰平3、髭本 亘4、池戸 豊1,2、三宅 康博1,2

、永谷 幸則1,2、大石 裕1,2、下村 浩一郎1,2、Strasser Patrick1,2 （1. KEK IMSS

MSL, 2. J-PARC Center, 3. RIKEN, 4. JAEA） 

   13:00 〜    13:45   

基盤技術部門インターロック活動報告 
*石井 晴乃1、小菅 隆1、仁谷 浩明1 （1. High Energy Accelerator Research

Organization, Institute of Materials Structure Science） 

   13:00 〜    13:45   

Development of High-repetition Time-resolved X-ray
Diffraction Measurement at the PF-AR NW14A 
*Le Thi My NGUYEN1, Ryo Fukaya2, Shin-ichi Adachi1,2, Shunsuke Nozawa1,2

（1. Department of Materials Structure Science, The Graduate University for

Advanced Studies, SOKENDAI, 2. Institute of Materials Structure Science,

High Energy Accelerator Research Organization (KEK)） 

   13:00 〜    13:45   

中性子三軸分光器5G-PONTAにおける2次元検出器の導入 
*小林 尚暉1、斎藤 開1、川崎 卓郎2、中村 龍也2、中島 多朗1,3 （1. 東京大学物性

研究所, 2. 日本原子力研究開発機構J-PARCセンター, 3. 理化学研究所創発物性科

学研究センター） 
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   13:00 〜    13:45   

軟 X線蛍光収量波長分散型吸収分光の 光触媒表面化学反応へ
の応用 
*渋谷 昂平1、雨宮 健太2 （1. 東京大学, 2. KEK-放射光Ⅰ） 

   13:00 〜    13:45   

可変巾カーネル密度推定を用いた準弾性中性子散乱解析結果
の信頼性検討 
*巽 一厳1、松浦 真人2、島崎 秀昭3、山田 武2 （1. JAEA, J-PARC, 2. CROSS, 3.

京都大学） 

   13:00 〜    13:45   

MLF BL15「大観」での高温高圧 SANS実験 
*阿部 淳1、岩瀬 裕希1、有馬 寛1、高田 慎一2、大内 啓一1、笠井 聡1、宮﨑 司1

（1. 総合科学研究機構, 2. 日本原子力研究開発機構） 

   13:00 〜    13:45   

中性子光学デバイスおよび検出システムの開発と応用 
*奥 隆之1、丸山 龍治1、熊田 高之2、中村 龍也1、原田 正英1、Vu TheDang3

、石田 武和3 （1. 原子力機構J-PARCセンター, 2. 原子力機構物質科学センター,

3. 大阪公立大学） 

   13:00 〜    13:45   

高強度全散乱装置 NOVAにおける試料環境の拡充と現状 
*本田 孝志1,2,3、池田 一貴1,2,3、大下 英敏1,2、角田 茉優4、大友 季哉1,2,3,4 （1.

KEK物構研, 2. J-PARCセンター, 3. 総研大高エネ, 4. 茨城大理工） 

   13:00 〜    13:45   

MLFにおけるデータ収集・解析・保存のためのメッセージ通
信に基づくミドルウェア開発 
*細谷 孝明1,2、浅井 佑太1、高松 海羽1、中村 龍也2 （1. 茨城大学, 2. 日本原子

力研究開発機構） 

   13:00 〜    13:45   

中性子核反応測定装置 (ANNRI) における非破壊分析法の開発 
*瀬川 麻里子1、前田 亮1、藤 暢輔1、木村 敦1、中村 詔司1、遠藤 駿典1 （1.

Japan Atomic Energy Agency） 

   13:00 〜    13:45   

J-PARC MLF KENSビームラインの計算環境 
*瀬谷 智洋1,2、大下 英敏1,2、伊藤 晋一1,2、横尾 哲也1,2、森 一広1,2、遠藤 仁1,2

、本田 孝志1,2、齊藤 高志1,2、鳥居 周輝1,2 （1. High Energy Accelerator

Research Organization, 2. J-PARC Center） 

   13:00 〜    13:45   

パルス幅識別型3He位置敏感検出器システムの開発 
*佐藤 節夫1、梶本 亮一2、稲村 泰弘2 （1. 高エネルギー加速器研究機構, 2. 日本

原子力研究開発機構） 

   13:00 〜    13:45   

SPICAの現状と機能性材料の構造および反応メカニズムに関
する研究 
*森 一広1、齊藤 高志1、Seungyub Song1、南波 薫1,2 （1. KEK-IMSS, 2. WDB） 

   13:00 〜    13:45   
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Transient &micro;SR法の開発 
*西村 昇一郎1 （1. KEK IMSS） 

   13:00 〜    13:45   

偏極中性子反射率測定のための弱磁場試料環境の開発 
*花島 隆泰1、阿久津 和宏1、笠井 聡1、鈴木 淳市1、加倉井 和久1 （1. CROSS

中性子科学センター） 

   13:00 〜    13:45   

J-PARC MLFの ToFシリコンアナライザー背面反射型分光器
DNAの高度化 
川北 至信1、*松浦 直人2、富永 大輝2、山田 武2、玉造 博夢1、中川 洋3、大内 啓

一2 （1. J-PARCセンター, 2. CROSS, 3. JAEA） 

   13:00 〜    13:45   

KENS DDCMグループの活動報告 
*大下 英敏1、瀬谷 智洋1 （1. KEK） 

   13:00 〜    13:45   

PFにおけるビームライン横断的試料搬送システムの構築 
*北村 未歩1,2、簔原 誠人3、相浦 義弘3、間瀬 一彦1,2、小澤 健一1,2、雨宮 健太1,2

（1. 高エネルギー加速器研究機構　物質構造科学研究所, 2. 総合研究大学院大

学, 3. 産業技術総合研究所） 

   13:00 〜    13:45   

BL02 による希薄タンパク質溶液のデータ収集最適化 
*富永 大輝1、中川 洋2、佐原 雅恵1、小田 隆3、井上 倫太郎4、杉山 正明4 （1.

CROSS, 2. JAEA, 3. 立教大学, 4. 京都大学） 

   13:00 〜    13:45   

NMR法を用いた重水素標識化合物の新規分析技術開発 
*上田 実咲1 （1. CROSS） 

   13:00 〜    13:45   

PF基盤ネットワークの高度化とリモート実験への対応 
*仁谷 浩明1、永谷 康子1、西村 龍太郎1、成田 千春1、松岡 亜衣1、石井 晴乃1

、小菅 隆1、五十嵐 教之1 （1. KEK物構研） 

   13:00 〜    13:45   

偏極中性子散乱装置 POLANOによる交差相関物理の解明 
*横尾 哲也1,2、伊藤 晋一1,2、植田 大地1,2、金子 直勝1,2、猪野 隆1,2、山内 沙羅
1,2、林 浩平1、奥 隆之2、林田 洋寿3、藤田 全基4、大河原 学4、池田 陽一4、南

部 雄亮4、谷口 貴紀4 （1. High Energy Accelerator Research Organization, 2.

J-PARC Center, 3. CROSS, 4. Tohoku University） 

   13:00 〜    13:45   

量子ビーム施設における光照射試料 -2022- 
 
*坂口 佳史1、花島 隆泰1、笠井 聡1、大内 啓一1、高橋 竜太2、阿部 仁3、丹羽 尉

博3、野口 慎平3 （1. CROSS, 2. JAEA, 3. KEK） 

   13:00 〜    13:45   

多目的軟 X線時間分解計測システムの開発 
*足立 純一1 （1. 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 放射光実験

施設） 
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   13:00 〜    13:45   

J-PARC MLFの成果収集と分析 
*五十嵐 美穂1、伊藤 崇芳1、岡﨑 伸生1 （1. 総合科学研究機構） 

   13:00 〜    13:45   

大学院生のための新しい実習(BL20A):2022 年度の成果 
Training of synchrotron radiation science for graduate
students at BL20A: Achievement in FY2022 
*北島 昌史1、植草 秀裕1、足立 純一2、高井 良太2 （1. Tokyo Tech., 2. KEK-

PF） 

   13:00 〜    13:45   

2022年度の MLF放射線安全チームの活動 
*原田 正英1、橋本 典道1、奥 隆之1、相澤 一也1、石角 元志2、細谷 倫紀3、清水

勝美3、海老原 敦3 （1. JAEA, 2. CROSS, 3. NAT） 

   13:00 〜    13:45   

J-PARC MLFの現状 
*大友 季哉1,2 （1. 高エネルギー加速器研究機構　物質構造科学研究所, 2. J-

PARCセンター） 

   13:00 〜    13:45   

低速陽電子実験施設報告 
*和田 健1、望月 出海1、AHMED Rezwan1、星 健夫2、兵頭 俊夫1、一宮 彪彦1

、水野 清義1、仁谷 浩明1、小菅 隆1、齋藤 裕樹1、石井 晴乃1、永谷 康子1、五

十嵐 教之1、北村 未歩1、小澤 健一1、白川 明広1,3、榎本 嘉範1,3、惠郷 博文1,3

、岩瀬 広1,4、近藤 良也1,5 （1. KEK IMSS, 2. Tottori Univ., 3. KEK Accel. Lab.,

4. KEK ARL, 5. KEK IPNS） 

   13:00 〜    13:45   

総合科学研究機構　中性子科学センターの活動 
*三田 一樹1、野間 敬1 （1. Comprehensive Research Organization for

Science and Society (CROSS)） 

   13:00 〜    13:45   



                            PF BL-20A 

 

加熱された二酸化炭素分子の真空紫外光電子分光実験 

VUV-photoelectron spectroscopy of heated-CO2 
 

星野正光１、要藤明洋 1、菱山直樹 1、小田切丈 1、足立純一 2 
１上智大理工、２KEK-PF 

 
 大気成分の約 97%が二酸化炭素(CO2)である金星の表面温度は約 730 K
であることが知られている。このような高温環境下における CO2分子と
太陽から照射される紫外線との相互作用の詳細を原子分子レベルで理解
するためには、分子を加熱して始状態が振動励起された CO2を生成する
必要がある。そこで当研究室では、新たに開発した分子線加熱ノズルを用
いた真空紫外電子分光実験を行ってきた。 
実験は、フォトンファクトリーBL-20Aにおいて光エネルギー20 – 40 eV
の範囲で行われた。分子加熱には、ステンレス製のガスノズルの周囲にフ
レキシブルヒーターを密に巻き付け通電することで加熱する抵抗加熱法
を採用し、さらにガスノズル内の分子が通過する領域に石英ウールを封
入することで気体分子が衝突によって十分熱平衡状態となるよう工夫さ
れている。また、ノズル温度は先端に取り付けられた熱電対を用いて常時
モニターされる。ノズルの周囲には銅製の水冷されたシュラウドを設置
し、周囲への熱拡散の影響を防いでいる。光電子スペクトルの測定には、
偏光面に対して水平に設置された高分解能電子分光装置 SCIENTA R4000
を用いた。実験装置の分解能の確認や温度効果による強度変化等の較正
には Ar原子からの 2P3/2と 2P1/2光電子を用いた。 
 CO2分子の基準振動モードの各励起エネルギーは、変角振動、対称伸縮
振動、非対称伸縮振動それぞれに対して、約 83 meV、172 meV、292 meV
であることから、ボルツマン分布を考えると、室温では約 92％が直線構
造を示す振動基底状態、約 7％が変角振動励起状態と見積もられる。一方、
分子温度を約 800 Kまで加熱すると、振動基底状態が約 47％、変角振動
励起状態が約 28%となり、さらに変角振動高調波と伸縮振動励起状態が
約 20％を占める。このことから、約 800 Kまで加熱された CO2分子から
の光電子スペクトルには始状態が振動励起した分子からの寄与が明確に
観測されることが期待される。そこで本研究では、第１イオン化状態であ
る𝑋" Π!" 状態から第 4 イオン化状態である𝐶% Σ!#" 状態までの４つのイオン
状態に対し、室温と約 800 K における光電子スペクトルの入射波長依存
性を測定したので報告する。 
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       MLF-BL01 

2021C0001 動的磁気対密度関数解析法の開発
Development of dynamic magnetic pair-density 

function analysis 
 

飯田一樹１、樹神克明 2、稲村泰弘 3、 

中村充孝 3、張烈錚 4、社本真一１,4,5 
１CROSS、２原子力機構物質科学セ、３原子力機構 J-PARCセ、 

４台湾成功大物理、５原子力機構先端基礎セ 

 
パルス中性子散乱は、TOFによる幅広い運動量空間 Qの磁気散乱の局所

磁気構造解析に適している。これまではエネルギー積分した対相関関数で瞬

間の磁気構造が研究されてきた[1,2]が、中性子ビームが高強度化する中で、

エネルギー分解した対密度関数法による格子ダイナミクスの解析も行われる

ようになった[3,4]。しかしこれらは格子のダイナミクスに限られており、磁気モ

ーメントのダイナミクスは調べられていなかった。1MW 大強度では、より高い

統計精度での測定が可能となることから、新しい利用技術研究として、動的磁

気対密度関数解析法(DymPDF)を開発し[5]、その内容は昨年 12月 16日に科

学新聞で紹介された。解析法の妥当性を調べるために測定試料はスピン波

分散がよく調べられている FeTiO3（図 1）の粉末とし、高強度非弾性散乱装置 

四季（BL01）で測定した。この物質では Ti が負の散乱長で Fe と O が正の散

乱長であり、平均すると散乱長が小さくなり、Fe2+の局在磁気モーメントが約

4Bと大きいことから、低 Q 領域では、非弾性散乱スペクトルで磁気散乱が主

となる[5]。我々は空蝉に実装した動的対密度関数解析法プログラム DymPDF

を用いて、Dm(r,E)を求めた（図 2）[5]。本プログラムは WEBで公開したことから、

誰でも使える。利用される際には、ぜひ文献[5]を引用していただきたい。 

参考文献 [1] Frandsen, B. A., et al., Acta Crystallogr. Sect. A 70, 3 (2014). [2] 

Kodama, K., et al., J. Phys. Soc. Jpn. 85, 094709 (2016). [3] Hannon, A. C., Arai 

et al., J. Non-Cryst. Solids 150, 239 (1992). [4] Dmowski, W. et al. Phys. Rev. 

Lett. 100, 137602 (2021). [5] K. Iida, K. Kodama et al., Sci. Rep. 12:20663 (2022). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1. FeTiO3ハニカム格子面

の磁気構造[5]． 

図 2. FeTiO3の動的磁気対密度関数 Dm(r,E) の
実験値(a)とスピン波シミュレーション(b) [5]． 
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       BL-2A, BL-28A/B 

オペラント ARPES による新原理モットトランジスタの開発 

Development of Mott Transistor Using Operant ARPES 
 

組頭広志 1、吉松公平 1、志賀大亮 1、鈴木博人 1、神田龍彦 1、長谷川直人 1、和田

亜里斗 1、増竹悠紀 1、早坂亮太郎 1、堀場弘司 2、北村未歩 3、湯川龍 4、石橋章司
5、A. F. Santander-Syro6他 

東北大多元研 1、量研機構 2、KEK 物構研 3、阪大院工 4、産総研 5、パリ・サクレー大 6 

 本 S2型課題では、強相関酸化物二重量子井戸間の共鳴トンネル現象[1]

を利用した新しい原理のモットトランジスタを創成することを目的にし

ている。具体的には、モット転移量子井戸層/ バリア層/ 金属量子井戸

層からなる酸化物二重量子井戸構造を設計し、印加電圧に依存した量子

準位間の共鳴トンネルを利用してモット転移層における金属・絶縁体転

移（On/Off 動作）を制御するという新たな動作原理を提案し、その実現

を目指す。そのために、マイクロ集光した放射光を用いてデバイス動作

時の量子化状態を可視化するオペラントμ角度分解光電子分光（μARPES）

装置を開発し、原理検証とその知見に基づいた構造設計を行う。 

 本研究を発展させる鍵は、デバイス動作時に酸化物量子井戸内に誘起

される量子化状態の直接観測と、その知見に基づいた精密な構造設計に

よる強相関波動関数の制御である。サブバンド構造を直接観測可能な

ARPES を用いることで、金属・絶縁体転移（電子の遍歴・局在状態）のみ

ならず、量子井戸内の波動関数と一対一に対応する量子化準位を直接観

測することができる。本課題では、この「先端計測に立脚した素子設計」

という切り口によりモットトランジスタの実現を目指している。 

 本年度は、共鳴トンネル型モットトランジスタの設計に必要となる、

量子井戸内の電子平均自由行程と強相関量子化状態との関係を明らかに

した[2]。さらに、バリア層として極性酸化物 LaAlO3を検討した。また、

転移層として期待される Ti2O3 についてそのバンド構造を初めて決定し、

Ti2O3の示す金属-絶縁体転移の起源を明らかにした[3,4]。 

[1] R. Yukawa et al., Nat.Commun. 12, 7070 (2021). 

[2] T. Kanda et al., Commun. Mater. (under revision) 

[3] N. Hasegawa et al., Phys. Rev. B 105, 235137 (2022). 

[4] K. Yoshimatsu et al., Phys. Rev. B 106, L081110 (2022). 
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       MLF-BL12 

van der Waals 化合物 CeTe3と CeTe2Se の 

中性子非弾性散乱実験による磁気異方性の研究 

Inelastic neutron scattering study of  
magnetic anisotropy in van der Waals compounds 

CeTe3 and CeTe2Se 
 

植田大地 1,2, 小林理気 3, 澤田拓希 2, 岩田由規 3, 矢野真一郎 4, 

國吉慎吾 2,3, 藤澤唯太 2, 益田隆嗣 5,1, 岡田佳憲 2, 伊藤晋一 1 
1KEK 中性子, 2沖縄科学技術大学院大学, 

3琉球大学, 4NSRRC, 5東大物性研 
 

空間群 Cmcm(No. 63)に属する CeTe3系は、Te のスクエアネットと Ce を含む

ブロッキングレイヤーから構成され、Te レイヤー間が van der Waals 結合して

いるため、劈開が容易で Ce 系において数少ないバルクと表面の両面から研

究を遂行できる金属間化合物である。これまでの研究で、CeTe3 においては 

磁化容易軸方向に磁場を印加した際にスピンフロップ転移が観測され、秩序

状態において磁気モーメントが磁化容易軸方向を向いていることが示唆され

たが、CeTe2Seにおいては、磁化困難軸方向に磁場を印加した際にスピンフリ

ップ転移が観測され、磁気モーメントが磁化困難軸方向を向いていることが示

唆された。そこで、CeTe2Se の磁気モーメントが磁化困難軸方向を向く原因を

明らかにするために、CeTe3と CeTe2Se の多結晶試料を用いた中性子非弾性

散乱実験を行い、結晶場準位を決定した。 

発表では、中性子実験で観測された測定結果を示し、両化合物の結晶場準

位の違いについて説明する。さらに、CeTe2Se で観測される秩序状態における

異常な磁気モーメントの向きの原因について議論する。 
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 BL28 
マイクロ ARPES による新奇トポロジカル物質の 

特異電子状態の解明 

Electronic structure of novel topological materials 
studied by micro-ARPES 

 
佐藤宇史 1,2,3,4 

１ 東北大学 WPI-AIMR, ２大学院理学研究科, 3CSIS, 4SRIS 
 

トポロジカル絶縁体(TI)の発見を契機にして、新型トポロジカル物質の探索

と、それを用いた量子現象の実現とデバイス応用のための研究が進展してい

る。これまで ARPES は、物質のトポロジーを直接反映するギャップレス表面・

バルク状態を直接観測することで、トポロジカル物性探索の駆動力となってき

た。一方で、その研究対象は観測が比較的容易なトポロジカル物質の結晶

「表面」に集中しており、エッジ状態、ヒンジ状態、側面ディラック電子状態など

の新たなトポロジカル相の実証の鍵となる局所空間領域での電子構造の解

明が殆ど進んでいない。本研究では、BL28 における偏光可変高輝度光を利

用したマイクロ ARPES エンドステーションの整備・改良を行って、空間分割し

た電子状態を直接決定することで、原子層 TI、高次 TI、トポロジカル半金属な

ど、特異な局所電子状態の発現が期待される新奇なトポロジカル物質を実証

し、電子状態と物性発現機構との関連を明らかにすることを目的とする。 

本年度は、12 x 10 µm2の微小スポットを用いたマイクロ ARPES 装置[1]を

安定的に稼働し、高速で空間マッピングを行うソフトウェアの開発や、ARPES

装置に連結した MBE 装置の改良・などを行った。これらの装置開発と並行し

て、トポロジカル物質・量子物質のマイクロ ARPES 実験を行った。例えば、最

近発見されたカゴメ超伝導体 CsV3Sb5では、Nb 置換に伴う電子状態の変化を

決定することで超伝導に密接に関わる電子軌道を同定した[2]。TI を用いたス

ピンデバイスの強磁性層として用いられる L10 Mn1-xGax ではトポロジカル状態

との界面混成を明らかにした[3]。層状 Mn 酸化物 La2-2xSr1+2xMn2O7の x = 0.5

における特異な電荷軌道磁性秩序状態におけるバンド構造を測定し、強束縛

モデル計算との比較検証を行った。Ca2-xSrxRuO4 の低ドープ領域バルク絶縁

相において表面金属状態を発見した[4]。籠状物質 BaIr2Ge7 において特異な

温 度 依 存 性 と 非 調 和 振 動 の 関 係 性 を 明 ら か に し た [5] 。 単 結 晶 薄 膜

Cr1/3NbSe2 において強磁性トポロジカル半金属の実現を示唆するバンド構造

を観測した[6]。 

発表論文：[1] M. Kitamura et al., Rev. Sci. Instrum. 93, 033906 (2022). [2] 
T. Kato et al., Phys. Rev. Lett. 129, 206402 (2022). [3] M. Kobayashi et al., 
Phys. Rev. Mater. 6, 074403 (2022). [4] D. Ootsuki et al., J. Phys. Soc. 
Jpn. 91, 114704 (2022). [5] T. Ishida et al., Phys. Rev. B 107, 045116 
(2023). [6] B. K. Saika et al., Phys. Rev. Research 4, L042021 (2022). 他 
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       PF BL-16A, 13A, 19A/19B, 11B, 3A, 4C, 8A/8B 

軟 X線領域のコヒーレンスを利用した 

イメージング手法の技術開発 
Development of imaging technique utilizing  

coherent x-ray in soft X-ray region 
 

中尾裕則 

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 

 
共鳴 X 線散乱(RXS)は、元素の吸収端を利用することで元素・軌道選択的

に電子自由度の空間相関を決定できる強力な実験手法である。さらに軟 X 線

領域の L2,3、M4,5吸収端を利用することで 3d, 4f電子状態の直接観測が可能と

なるとともに、観測される信号強度は桁違いに強く、PF においても光のコヒー

レンスの利用研究が可能であることがわかってきた[1]。そこで我々は、RXS と

コヒーレンスを組み合わせた磁気イメージング研究をスタートした。その結果、

コヒーレント回折イメージング(CDI)による磁気スキルミオン格子の磁気イメー

ジングに世界に先駆けて成功した[2]。また試行錯誤した実験の中から、軟 X

線領域のコヒーレンスを利用した新たなイメージング手法を見出してきた[3]。 

このような背景のもと PF-S 課題では、これまでに進めてきた S2 課題での

利用展開と並行して、様々な軟 X 線領域のイメージング手法に挑戦すること

で、PF らしい測定して初めて明らかとなるような先端的なイメージング手法の

開発を目指す。さらに、PF の基盤技術部門の時間分解・検出系チームと協力

し、これまでの静的な測定から、様々な時間スケールでの磁気テクスチャの外

場応答を、広い空間スケールで捉える動的なイメージング手法へと発展させ

ることを目指している。 

 これまでに様々なイメージング手法を試みてきたが、特に 試料を透過配置

で測定する Q=0 周りでの CDI 実験を発展させ、“反射配置でのコヒーレント回

折実験”の実現を目指し、回折計の改造、冷凍機開発等を進めている。また、

PF の基盤技術部門の時間分解チームとは、放射光のバンチ構造を利用した

時間分解実験手法の開発を進め、S2 課題等との協力のもと、強磁性磁気共

鳴の観測が実現し始めたところである。さらに、基盤技術部門の検出器系チ

ームとは、軟 X 線領域での２次元検出器の性能向上を期待して、CMOS 型検

出器の利用を目指し、協力している。 

[1] 山崎裕一など, PF News 36 (2018) 12; 中尾裕則など, 放射光 34 (2021) 

55. 

[2] V. Ukleev et al., Quantum Beam Sci. 2 (2018) 3; V. Ukleev et al., Phys. Rev. 

B 99 (2019) 144408.  

[3] Y. Ishii et al., Phys. Rev. Applied 14 (2020) 064069; Y. Ishii et al., Sci. Rep. 

12 (2022) 1044. 
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       TRIUMF-NuTime 

ミュオン周波数シフト測定による Na 吸蔵ゼオライト LSX の

研究 

Study of Na-loaded zeolite LSX by muon frequency 
shift measurement 

 
平石雅俊, 宇津野魁杜 1, 石原未瑳樹 1, 中野岳仁, 大石一城 2, 小嶋健児 3,4 

茨大理工, 茨大理 1, CROSS2, TRIUMF3, UBC4 
 

エレクトライドは、電子がアニオンとして振る舞う物質の総称であり、そ

の伝導特性や低い仕事関数などからさまざまな分野での応用が期待され

ている。また、局在した電子が示す特異な性質が知られており、ミュオン

スピン回転実験 (µSR) による周波数シフト測定では、巨大な負のシフト

が観測されている [1,2]。この負のシフトの起源について、エレクトラ

イドのバンド構造に特有の軌道反磁性由来の可能性などが議論されてい

るが、その詳細はまだ明らかになっていない。 

 そこで我々はさらなる実験的知見を得るため、以下のゼオライトに着

目した。Na 吸蔵ゼオライト LSX (Na12+nAl12Si12O48) は、bケージ (直径約

7 Å) とスーパーケージ (直径約 13 Å) がダイアモンド構造をとる物

質である。負に帯電した Si-O-Al の共有結合ネットワークが Na の電荷に

よって補償され、さらに Na 原子を吸蔵させる事でケージ内に閉じ込めら

れた s 電子が現れる。Na の吸蔵量を増やす事で絶縁体-金属転移を示すこ

とが報告されており、23Na-NMR 測定によって金属相の試料が低温でコリン

ハ側を満たすことなどが明らかになっているが [3]、I=3/2 の 23Na から

の信号の分布幅が大きく、シフトの測定は困難であった。そこで我々は、

絶縁相と金属相の試料を用いて高磁場下

でのµSR 実験を行い、ミュオン近傍の局所

帯磁率に比例する周波数シフトを調べた。 

 測定の結果 n ∼ 16.7 の金属試料は、n ∼ 
11.5 の絶縁相に対して正方向のシフトを

示すことが明らかになった (図 1)。講演

では、この結果から示唆される本系での絶

縁体-金属転移について議論するととも

に、これまでの実験結果と比較しながら、

局在した電子によるシフトへの寄与の原

因について議論する。 
 
[1] M. Hiraishi, et al., Phys. Rev. B 98, 041104(R) (2018). 
[2] M. Hiraishi, et al., Phys. Rev. B 103, L241101 (2021). 
[3] M. Igarashi, et al., Sci. Rep. 6, 18682 (2016). 
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図 1： 6T の外部磁場で測定した

Na12+nAl12Si12O48におけるミュオン

周波数シフトの温度依存性。 
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PF BL-2A 

SrTi1-xVxO3量子井戸構造における

強相関量子化状態の研究 

Strongly correlated quantum well states of 
SrTi1-xVxO3 quantum well structures 

神田 龍彦 1、志賀 大亮 1、和田 亜里斗 1、長谷川 直人 1、程 詳遴 1、 

金 兌炫 1、早坂 亮太朗 1、北村 未歩 2、吉松 公平 1、組頭 広志 1,2 

1. 東北大多元研、2. KEK 物構研放射光

【はじめに】強相関酸化物の量子井戸（QW）構造において、特異な量子化状
態の形成が角度分解光電子分光（ARPES）により明らかになって以降[1,2]、
世界的に精力的な研究が行われており、近年ではデバイス応用も期待されて
いる[3]。今回我々は、量子化状態の形成と電子の平均自由行程（λ）の関係を
明らかにするために、組成 x によって λ を連続的に制御可能な SrTi1-xVxO3
（STVO）[4]を用いて量子井戸構造を作製し、放射光を用いた in-situ ARPES
測定によりその量子化状態解析を行ったので報告する。
【結果と考察】図 1 に STVO QW 構造 6 分子層（ML）の ARPES 像を示す。
SVO（STVO x = 1.0）におけるこれまでの結果[1]から、観測されたサブバンド
構造は高結合エネルギー側から量子数 n = 1 と 2 の量子化準位に対応する
と考えられる。ここでそれらの強度変化に注目すると、x の減少に伴って n = 2
の相対強度が減少し、x = 0.6 において消失しているように見える。一方、フェ
ルミ準位（EF）上の運動量分布曲線（MDC）に注目すると、x の減少に伴ってピ
ーク幅が増大していることがわかる。MDC ピーク幅は λ に反比例することか
ら、これらの結果は量子化状態と λ に明確な相関関係があることを示している。

【参考文献】
[1] K. Yoshimatsu et al., Science 333, 319 (2011).
[2] A. F. Santander-Syro et al., Nature 469, 189 (2011).
[3] R. Yukawa et al., Nat. Commun. 12, 7070 (2021).
[4] T. Kanda et al., Phys. Rev. B 104, 115121 (2021).
[5] T. Kanda et al., Commun. Mater. under revision

Fig. 1 In-situ ARPES images of STVO 6 ML QW structures. MDCs
at EF are shown at the top of the respective ARPES images. 
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       MLF-BL12 

励起子絶縁体候補物質 Pr0.5Ca0.5CoO3の非弾性中性子散乱研究 

Inelastic Neutron Scattering study of  

Excitonic Insulator candidate Pr0.5Ca0.5CoO3 
 

三宅岳志1、浅井晋一郎1、伊藤晋一2、益田隆嗣1 

東京大学物性研究所1、高エネルギー加速器研究機構2 

 
1960 年代に、半金属や半導体の低温領域で、励起子の凝縮によりエネ

ルギーギャップが誘起される、いわゆる励起子絶縁体(EI)が提唱された。

以降、様々な候補物質が実験的に研究されてきた。近年、結晶場とフント

結合の競合により Pr0.5Ca0.5CoO3 において EI の出現が理論的に提案され

た[2]。この物質では、90 K 付近において EI相への転移と思われる金属絶

縁体転移とスピン状態転移が報告されている。構造相転移は伴わないが、

温度低下に伴い GdFeO3 型歪みが強化される[1]。同様の相転移を示す

(Pr0.8Y0.2)0.7Ca0.3CoO3において、非弾性中性子散乱(INS)実験が行われ、Co

イオンの磁気励起が観測され、EI 相における理論分散曲線が再現された

と主張された[3]。 

本研究では Pr0.5Ca0.5CoO3 の多結晶と単結晶試料、(Pr0.8Y0.2)0.7Ca0.3CoO3

の単結晶試料を用い、MLF-BL12 の HRC 分光器で INS実験を行った。そ

の結果、160 K 以下で 5 meV 付近に、60 K以下でさらに 12 meV 付近に磁

気励起が観測された。図に示すように、5 meV付近の励起は、強度の波数

依存性が Pr3+イオンの磁気形状因子に、温度依存性が基底状態の占有確率

に従うことから、Pr3+イオンの基底状態からの結晶場励起であると考えら

れる。12 meV付近の励起は、強度の温度依

存性がボース分布関数に従っていること

から、なんらかの集団励起によるものと考

えられる。80 K 以上で消失する点は、Co ス

ピン状態転移と関連することが示唆され

る。これらにより、12 meVの励起は Co イ

オンの磁気励起であると結論付けた。単結

晶試料を用いた INS実験では、Prイオンの

結晶場励起は観測されたものの、Co イオ

ンの磁気励起は検出限界以下であり、観測

されなかった。 

[1] S. Tsubouchi et al., Phys. Rev. B 69, 144406 (2004).  

[2] J. Nasu et al., Phys. Rev. B 103, L121104 (2021). 

[3] T. Moyoshi et al., Phys. Rev. B 98, 205105 (2018). 

図：励起強度の温度依存性 
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                            PF BL-8A, JRR-3 T1-1 

Nd-Ru-Sn 系における結晶構造と磁性 
Crystal Structure and Magnetism of Nd-Ru-Sn 

 
黒澤航海１、岩佐和晃２、下田愛海 3、熊田隆伸 3、今関啓雅 1、鈴木陽太郎 1、

桑原慶太郎 3、佐賀山基 4、奥山大輔 4、石角元志 5 
１茨城大理、2茨城大学フロンティアセンター、3茨城大院理工、 

4KEK 物構研、5総合科学研究機構 

 
 Nd3T4Sn13 (T = Rh, Ir)は室温以上でのカイラル対称結晶構造相転移と約 1.5 

K 以下での反強磁気秩序が報告されている[1]。一方、8 族元素の Ru を含む

R3Ru4Sn13 (R = La, Ce)では構造相転移が観測されていない[2]。また Nd-Ru-

Sn 系では Nd3Ru4Sn13と NdRuSn3の二相が知られ[3, 4]、それぞれの低温での

結晶構造と磁気秩序は明確ではない。本研究では、Nd-Ru-Sn 系の単結晶の

合成を試み、結晶構造と磁気状態を放射光 X線と中性子散乱実験で調べた。 

 仕込み値を Nd:Ru:Sn = 2:1:x (x =20, 30)とした Sn フラックス法で合成を試み

た。先行研究で知られていた不純物 Ru3Sn７が生成したが[2]、x = 20 では抑制

されており、仕込み量によって不純物生成を抑えられる可能性がある。 

KEK PF BL-8A での放射光 X 線回折の結果、300 K

と 21 K での結晶構造はいずれも空間群は𝑃𝑚3̅𝑛の

Nd3Ru4Sn13であり、Nd3T4Sn13 (T = Rh, Ir)におけるカイラ

ル対称な空間群𝐼213への構造相転移は起きない。 

 Nd3Ru4Sn13 の逆磁化率を図 1 に示す。有効磁気モー

メントは p = 3.46µB/Nd であり、Nd3+の４ｆ電子状態に近

いが、ワイス温度ΘW が 0 K近傍にあり、有効的な磁気

相互作用が弱い。一方、試料によっては p = 

4.13µB/Nd、ΘW = -39.0 K を示し、低温磁性は結晶構造

の違いに大きく依存する可能性がある[4]。これらの試料では 3 K 程度まで磁

気秩序の兆候はなかった。 

JRR-3 T1-1 での中性子散乱実験の結果を図 2 に示

す。温度を 0.6, 2, 15 K と変えたが、Nd3Ir4Sn13で観測さ

れていた指数 1 1 1, 1 1 0 等での磁気散乱[1]は見られ

ない。また[H H 0], [H H 1], [H H H-1], [2 2 L]において

も磁気散乱が観測されなかった。つまり 1 K 以下の低

温でも磁気秩序が形成されず、磁気秩序が強く抑制さ

らた特徴を持つ物質であると考えられる。 
[1] A. Shimoda et al., accepted by JPS Conf. Proc. 

(Proceedings of LT29). [2] K. Iwasa et al., SCES2019, Poster Tu-

E-02. [3] T. Mishra et al., Z. Naturforsch. 66b, 664 (2011). [4] T. 

Fukuhara et al., J. Phys.: Condens. Matter 3 8917 (1991). 

図 2. Nd3Ru4Sn13 の中性

子回折強度 
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KEK-PF/BL-7C 

Aサイト秩序型ペロブスカイト CaCu3Ti4O12の電子構造の

温度依存性 

Temperature Dependent Electronic Structure of  

A-site Ordered Perovskite CaCu3Ti4O12 
島村仁章 A、任皓駿 A、渡辺孝夫 A、野澤俊介 B、中島伸夫 C 

岩住俊明 D、手塚泰久 A 

弘前大院理工 A、物構研 PFB、広島大院理 C、大阪公大院工 D 

 

CaCu3Ti4O12 (以下 CCTO)は強誘電体で
はないにもかかわらず、ε~104という非常に大
きな誘電率を持っている。巨大誘電率は約
100K~600K という広い温度領域にわたって
いるが、約 100K付近以下で誘電率が(1/100

以下に)急激に低下する[1]。結晶構造の相転
移が見られていないこともあり、この誘電異常
に関する原因はまだ分かっていない。我々
は、誘電異常の原因を探る一端として CCTO

の共鳴Ｘ線ラマン散乱(XRS)の測定を行って
いる[2-4]。本研究では、Ti K 共鳴 XRS の温
度依存性の測定を行った。測定は KEK-PF 
BL-7C で行い、CCTO 単結晶(100)面を用い
た。 

図１は、CCTOの Ti K 吸収スペクトルであ
る。吸収端に四重極遷移による Ti 3d 構造が
観測され、結晶場によって t2gと egに分裂して
いる。図中の線で示してあるエネルギーで
XRSの測定を行った。図２は、t2g と egにおけ
る共鳴 XRS の温度依存性である。温度が低
下するに従って、ピーク強度の減少が確認さ
れた。このピークは非占有の 3d状態を反映し
ているため、温度低下に伴う 3d 状態密度の
増加が示唆される。講演では、Cu K端におけ
る XRS の温度依存性の結果の報告も行う予
定である。 

[1] A.P. Ramirez, et al., Solid State Commun., 115, 217 (2000).  

[2] 手塚他、量子ビームサイエンスフェスタ , PC4-28_C-021 (2022), P1-

024C, P2-027C (2021).  

[3] Y. Tezuka, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 83, 014707 (2014)  

[4] Y. Tezuka, et al., J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 220, 114-117 

(2017) 

 
図１: CCTOの Ti K 吸収スペ
クトル  

 
図２:CCTO(100)の Ti K 吸収
端における XRSの温度依存性 
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PF BL-7C, 9A  

Ba(Ti1-xSnx)O3セラミックスの圧電特性向上に対する 

Sn 置換効果 
Sn doping effect on the enhancement of piezo-

electric property in Ba(Ti1-xSnx)O3 ceramics 
 

中島伸夫 A、坂野碩保 A、手塚泰久 B、符徳勝 C 
A広島大院先進理工、B弘前大院理工、C静岡大院総科研 

 
非鉛圧電体として、BaTiO3を母相とした混晶ペロブスカイトの研究開発が盛

んである。本研究では、Sn 置換した Ba(Ti1-xSnx)O3セラミックスを対象物質とし

て、x=0.1 付近で示す巨大圧電応答[1]の要因を、X 線吸収分光法および X 線

発光分光法により元素選択的に調べた。 

図１(a)に常温での Ba(Ti1-xSnx)O3の Ti K吸収スペクトルを示す。挿入図は、

Ti 3d-egピークの拡大図である。Sn置換量 xに依存した強度変化が見られた。

egピーク強度（図１(b)）は酸素八面体内での Ti オフセンター変位の大きさに対

応する[2]ことから、x＝0.075 までは Ti オフセンター変位量が保持されていると

わかる。一方、Sn L3端では置換量増加に伴い、主ピーク強度が単調減少する

結果となった。多重散乱理論に基づくスペクトルのシミュレーションから、置換

元素 Sn の周辺に酸素欠陥が同時に生成されることがわかった。 

Tiオフセンター変位によって生じる電気分極の強的秩序が Sn置換によって

局所的に弱まることで、Ba(Ti1-xSnx)O3 の x=0.1 付近での巨大圧電特性が生じ

ることが分かった。 

[1] 柿原瑛樹, 符徳勝, 日本物理学会 2020 年秋季大会 9pK1-4. 

[2] R. V. Vedrinskii, V. L. Kraizman et al., J. Phys. Condens. Matter 10, 9561(1998). 

図 1 常温における Ba(Ti1-xSnx)O3の (a) Ti K 吸収スペクトルと 

(b) eg-peak積分強度の Sn 置換量（x）依存性 
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                            PF BL-8A、PF-BL4C 

La3Co4Sn13-xInxにおける結晶構造相転移と超伝導 
Crystal structure transformation and 
superconductivity of La3Co4Sn13-xInx 

 
今関啓雅１、岩佐和晃２、下田愛海 3、熊田隆伸 3、黒澤航海 1、 

鈴木陽太郎１、桑原慶太郎３、佐賀山基４、 

中尾裕則４、奥山大輔４、石角元志５ 
１茨城大理、２茨城大学フロンティアセンター、３茨城大院理工、 

４KEK物構研、５総合科学研究機構 

  

 R3Co4Sn13(R = La, Ce)は空間群 Pm3̅nの立方晶構造から空間群 I213 のカイ

ラル立方晶構造へ 160 Kで構造相転移する[1]。また、La3Co4Sn13は反転対称

性のない結晶構造相の 2.85 K 以下で超伝導として注目される[2]。さらに、ア

ーク溶解法により合成した La3Co4Sn13-xInxの x = 0.65, 1.95 の超伝導転移温度

はそれぞれ 5.1 K、4.6 K に上昇すると報告され、超伝導状態が Sn の In 置換

で安定化する機構にも興味が持たれる[3]。本研究では、Sn フラックス法を用

いて合成した La3Co4Sn13-xInxでの構造相転移と超伝導特性を調べた。 

仕込み量 x = 0.65, 1.30 の試料を蛍光 X 線に

よって分析した測定、約 x = 0.16 と 0.25 が実際

の置換量であった。高エネルギー加速器研究機

構 PF BL-4C,8Aでの放射光 X線回折測定の結

果、それぞれの試料とも低温でカイラル構造に

よる超格子反射が観測された。超格子反射の温

度依存性(図 1)から、x = 0.16の構造相転移温度

が約 119 K と見積もられた。また、x = 0.25では

111 K で相転移しており、In 置換により構造相

転移温度は抑制される。磁化率の温度依存性

(図 2)から、x = 0.16 の超伝導転移温度は 2.62 

K であった。一方、x = 0.25 の試料では 2.8K に

加えて 4.9K と 6.2 K 付近で物質中の一部が超

伝導化する現象を見出した。すなわち In置換に

より構造相転移温度が低温に抑えられ、超伝

導転移温度は上昇する傾向がある。つまりカイ

ラル構造相転移の量子臨界点近傍で超伝導が増強される可能性がある。今

後は、In置換がより高濃度の試料での物性を明らかにすることが求められる。 

[1] Y. Otomo et al., Phys. Rev. B 94, 075109 (2016). [2] E. L. Thomas et al., J. 

Solid State Chem. 179, 1642 (2006). [3]P. Neha et al., J. Alloys and Compounds. 

665, 336 (2016). 

図 1. x = 0.16 の線超格子反射強度の 

温度依存性 

図 2. x = 0.16 の磁化率 
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PF SPF-A3 TRHEPDステーション 

 

2021T002: TRHEPD 法による銅基板上の大面積ホウ素 

原子シート、ボロフェンの構造解明 
2021T002: Structural analysis of a wide-area atomic 

boron sheet, borophene, on the Cu substrate 
 

辻川 夕貴 1, Xiaoni Zhang1, 堀尾 眞史 1, 中嶋 武 2, 安藤 康伸 2, 望月 

出海 3, 和田 健 3, 兵頭 俊夫 3,小森 文夫 1, 近藤 剛弘 4, 松田 巌 1 
１東大物性研, 2産総研 CD-FMat, 3KEK-物構研 SPF, 3筑波大数理 

 
ホウ素(B)物質は B原子に由来する化学的性質から様々な結合を組んで多

彩な構造をとることが知られている。この性質は低次元のホウ素物質におい

ても発現され、なかでもホウ素の単原子層物質であるボロフェンとその化合物

シート達は低次元ながら多彩な二次元構造をとり[1]、新規な物性や応用材料

としての機能性の発現が期待されている。しかしながら、単原子層をはじめと

した低次元物質の構造解析の難しさから、多くのシートの化学組成や二次元

構造などの実験的な決定は未だに行われていない。本課題では、Cu(111)な

どの結晶金属基板上に二次元ホウ素マテリアルを大面積で成長させ、全反射

高速陽電子回折法(TRHEPD)で精密にその原子配置を決定することを目的

としている。 

本課題の初年度において、Cu(111)基板上の二次元ホウ素マテリアルが二

次元ホウ化銅であることを解明した[2,3]。この構造は内部で珍しいホウ素の一

次元鎖が形成されている。本年度では、この特異なホウ素一次元機構の起源

を第一原理計算によって解明した[3]。B 原子鎖は周辺の Cu 原子から電子を

供給されることで、炭素二重結合原子鎖と同じπ結合軌道の電子配置を取り

安定することが明らかになった。このようなホウ素一次元系は新たな一次元物

質としてさらなる研究展開が期待される。 

講演では実験及び解析結果の詳細を説明するとともに、現在進めている

様々な銅基板上のホウ素物質の統計的な研究について議論する。 

 
[1] I. Matsuda, K. Wu ed. 2D boron: Borophane, Borophene, Boronene (Springer, 2020) 

[2] C. Yue et al., Fundam. Res. 1, 482-487 (2021). 

[3] Y. Tsujikawa et al., PRB 106, 205406 (2022). 
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       PF BL-27A, 27B 

軟 X 線照射におけるアラニンラジカル生成効率の 

X 線エネルギー依存性 
Efficiency of alanine radical yield on radiation 

energy of X-rays 
 

○中川清子 1，横谷明徳 2，大原麻希 2，宇佐美徳子 3 

1：都産技研，2：量研機構，3：高エネ研 

 
 アラニン線量計は、放射線照射により生成するラジカル量を電子スピン共鳴

装置（ESR）で測定する事で線量評価が可能であり、γ線や高エネルギーX 線

の線量測定に広く利用されている。一方、軟 X 線照射では、表面近傍で光子

が吸収され、光電効果により放出される数 keV 以下の電子により高密度にエ

ネルギーが付与されるため、イオンビーム照射のような高 LET 照射であると

推測される。そこで、PF の BL-27 実験ステーションで 2～7keV の単色 X 線を

照射し、X 線のエネルギーとアラニンラジカルの生成効率の関係を調べた。 

 自由空気型電離箱線量計で予め線量測定し、ガフクロミックフィルム

(International Specialty Products)でビームサイズを確認後、ガフクロミックフィ

ルムにアラニンペレット線量計（Far West Technology）を両面テープで張り付

けてX線照射した。照射後、Mnマーカーとともに室温でCW-ESR測定（JEOL、

JES FA-200）した。 

 アラニンラジカルの信号強度と Mn マーカーの２番目の信号強度の比をラジ

カル生成量とし、単位線量あたりのラジカル生成量（ラジカル生成効率）のフラ

ックス依存性を Fig. 1～2 にプロットする。X 線のエネルギーが 5 keV 以上の場

合、ラジカル生成効率はフラックスの増加に伴って緩やかに減少した。この現

象は、γ線照射と類似の傾向である。一方、X 線のエネルギーが 4.5 keV 以

下では、フラックス 1013 cm-2 未満で急激なラジカル生成効率の減少が認めら

れた。さらに、X 線エネルギーの低下に伴い、ラジカル生成効率が減少するこ

とがわかった。ラジカルが高密度に生成した結果、ラジカル同士が再結合して

消失したためと考えられる。 
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Fig. 1.  Relative radical yield dependence on 

dose by irradiation of 5 keV-Xray. 

Fig. 2.  Relative radical yield dependence on 

dose by irradiation of 4 keV-Xray. 
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       使用ステーション／ビームライン（12ポイント・右寄せ） 

光増感色素 BODIPY を配位子にもつ 

コバロキシム錯体の包接結晶作成の試み 
Inclusion crystal of cobaloxime complexes with 

photosensitizer “BODIPY” 
 

戸嶋涼、細谷孝明 

茨城大院理工 

 
コバロキシム錯体に蛍光色素の

BODIPY を配位した錯体が水素発生

触媒として注目されている[1]。光照射

により BODIPY からコバルトに電子が

移動し、水溶液中のプロトンが水素に

還元されているという機構が提唱され

ているが、詳しい反応機構は解明され

ていない。一方で、アルキル基を配位したコバロキシム錯体は可視光を照射

することで、結晶状態を維持したまま異性化反応(Ⅰ)を起こすことが報告され

ている[2]。我々はこれまでに、BODIPY による異性化反応の促進の有無、

BODIPY平面の湾曲の要因の解明を目的として、アルキル基や BODIPY置換

基を変えた誘導体の光反応の研究に取り組んできた。しかし異なる誘導体で

は結晶中での振る舞いが多岐にわたるため再現性が取れずにいた。本研究

では、BODIPY-コバロキシムをゲストとした包接結晶の作成、水素結合を期待

できるカルボン酸とアミンの共結晶の作成により BODIPY-コバロキシム錯体

の反応の制御を目指した。光照射に対する振る舞いの変化が化学的要因に

よるものか結晶学的要因によるものかを解明することを目的としている。 

ホスト化合物であるα-シクロデキストリン(α-CD)、β-シクロデキストリン

(β-CD)、1,1,2,2-テトラキス(4-ヒドロキシフェニル)エタンとゲスト化合物として

BODIPY-コバロキシム３種類を結晶化溶媒、結晶化条件を組み合わせること

で包接結晶の作成を目指した。単結晶X線構造解析の結果、析出した結晶の

いずれからも包接結晶の形成は確認出来なかった。 

酸を置換した BODIPY-コバロキシム錯体を合成し、塩基との水素結合等を

用いた共結晶の形成を行うことで反応空間の制御を目指した。現在

BODIPY(置換基：カルボン酸)を合成中であり、合成ができ次第コバロキシム

に置換し塩基との共結晶作成に取り組む予定である。 

[1] J. Bartelmess et al., Inorg, Chem., 2014, 53, 4527-4534 

[2] Yuji Ohashi et al., Crystallography reviews, 2013, Vol19, 2-146 

 

（Ⅰ） 
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       BL12C 

類似度に基づく金属錯体の XANES スペクトル分析 
XANES analysis of metal complexes based on 

similarity 
 

福健太郎 1・吉田健文 2・佐藤鉄 1・井口弘章 3・高石慎也 1・坂本良太 1・ 

阿部仁 4.5,6 
1東北大院理 2電通大 3名大院工 4KEK-物構研, 5総研大 6茨城大  

 
金属錯体において配位環境は物性に大きく影響するため、配位環境の構

造推定は非常に重要であるが、これまで構造推定の手法は単結晶構造解析

に限られてきた。このため、単結晶が得られない溶液中の錯体や中間体につ

いては、DFT 計算のような計算に頼ることがほとんどであった。一方で、その

ような単結晶が得られないような系での局所構造解析手法として X 線吸収端

微細構造(XAFS)である。XAFSは吸収端近傍の XANESと振動部分の EXAFS

から構成される。その測定可能範囲の広さや時間分解・空間分解測定への応

用から、近年特に注目されているのが XANES である。しかし理論や解析の難

しさや、錯体の測定データの少なさのため、錯体化学において構造推定に用

いている例は多くない。そこで我々は機械学習を利用することでより簡便に

XANESから構造推定を行うことを着想した。 

本研究では、約 70 種の Ni 錯体を合成し、PF-BL12C で XAFS 測定を行っ

た。得られたスペクトルについて階層的クラスタリング及び多次元尺度構成法

(MDS)を行った結果、配位数と配位原子の化学環境によるクラスタ分割及び

配位数や配位の強さを示す特徴量の抽出に成功した。これらの結果は、本手

法により簡単に配位環境を推定できるようになることを示唆している。 
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       MLF 長期課題 2020L0800/2017L1300 

新規イオン伝導体の中性子回折・散乱を用いた構造科学 

Structure Science of Novel Ionic Conductors by Neutron 

Diffraction and Scattering  

藤井孝太郎 1，張文鋭 1，安井雄太 1，作田祐一 1，斎藤馨，八島正知 1，鳥居

周輝 2，齊藤高志 2，神山崇 2，池田一貴 2，大友 季哉 2，大原高志 3  

(1 東工大理，2 KEK IMSS，3 JAEA J-PARC センター) 

 イオン伝導体は燃料電池やセンサー等への応用ができる重要な材料である．

イオン伝導は構造と密接に関係があるため，そのメカニズムを理解するために

は結晶構造を精確に調べる必要がある．我々は種々の戦略で，実用材料を超

える伝導度をもつ酸化物イオン伝導体や，プロトン伝導体を発見してきた．本

長期課題では，我々が発見した材料を中心に，イオン伝導体について中性子

を用いた構造解析を行い，高いイオン伝導を示す構造的な要因を明らかにす

ることを目的としている．特に伝導種である酸素や水素の構造情報を明らかに

するには中性子回折・散乱法が必要不可欠である．本発表では，最近の研究

成果を紹介する．たとえば酸化物イオン伝導体である六方ペロブスカイト関連

Ba3WNbO8.5について，高温中性子回折法によりイオン伝導経路を明らか

にし，酸素の規則・不規則性とイオン伝導の関係を明らかにした研究や[1]，

酸化物イオン-プロトン混合伝導体 Ba7Nb4MoO20について Nbの一部を異

なる元素に置換することでプロトン伝導を抑制し酸化物イオン伝導を向

上させ，それらの材料におけるイオン伝導経路を解明した例などがある
[2,3]．この他，我々が発見した酸化物イオン伝導体・プロトン伝導体につ

いても中性子回折法により構造を解析し，イオン伝導と構造の関係を明

らかにしている[4-11]． 

【成果】 

[1] Y. Yasui et al. J. Phys. Chem. C, 2022, 126(5), 2383 

[2] T. Masese et al. Nat. Commun., 2021, 12, 4660 

[3] Y. Sakuda et al. J. Ceram. Soc. JPN, 2022, 130(7), 442 

[4] Y. Suzuki et al. Inorg. Chem., 2022, 61(19), 7537 

[5] K. Saito et al. J. Solid State Chem., 2021, 306, 122733 

[6] M. Yashima, Nat. Commum., 2021, 12, 556 

[7] T. Masese Nat. Commum., 2021, 12, 4660 

[8] M. Shiraiwa et al. J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 8607-8619. 

[9] K. Hibino et al. ACS Appl. Energy Mater., 2021, 4, 8891-8900. 

[10] W. Zhang et al. J. Mater. Chem. A, 2020, 8(47), 25085-25093. 

[11] W. Zhang et al. Nat. Commum., 2020, 11, 1224. 
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       MLF-BL21 

高強度全散乱装置 NOVA による 

水素貯蔵合金のその場中性子全散乱測定と局所構造解析 

In Situ Neutron Total Scattering Measurement and 
Local Structure Analysis of Hydrogen Storge Alloy 

by High Intensity Total Diffractometer, NOVA 
 

池田一貴 1,2,3、大下英敏 1、大友季哉 1,2,3,4、 

榊浩司 5、Hyunjeong Kim5、中村優美子 5、町田晃彦 6 
1KEK 物構研、2J-PARC センター、3総研大、4茨城大、 

5産総研エネルギープロセス、6量研量子ビーム 

 
中性子全散乱測定は局所構造解析を利用して乱れた系における水素の位

置を決定する手法として適している。高強度全散乱装置 NOVA において高圧

水素ガス下のその場中性子散乱実験を実行できる耐圧試料容器を開発し、

高い実空間分解能で得られた 2 体分布関数（PDF）に逆モンテカルロ（RMC）

モデリングを適用して、LaNi5 系合金の重水素占有位置を調べた。LaNi4.5Al0.5
合金粉末に室温で重水素ガスを導入して 1.8 MPa の平衡状態まで到達する

重水素吸蔵過程の回折曲線変化を 10 s 単位で取得し、水素固溶相から水素

化物相への構造転移を検出できたが、中間相[2]の検出には至らなかった。さ

らに、静的構造因子 S(Q)における弾性散乱ベクトルの最大値 Qmaxを 50 Å-1ま

で使用して Fourier 変換して得られた PDF に RMC モデリングを実行して水素

占有位置を調べたところ、LaNi4.5Al0.5 合金重水素化物における水素-水素の 2

体相関距離は 2 Å よりも離れており、結晶構造情報から推測される結果[3]と

整合した実験結果を得た。また、金属-水素の 2 体相関距離から金属の原子

半径を差し引いた水素の占有空間は 0.3 Å以上であり、平均構造解析の結果

[4]と合致した。さらに、水素は A2B4、A2B2、AB3 多面体をほぼ均等に占有す

る一方で B4多面体の占有はわずかであった。占有する多面体の組成は平均

組成よりも Al が少ないため、水素は Al の近接サイトを避けて占有することに

より水素化物相を形成する実験結果を得た。 

本研究の一部は、JSPS 科研費（JP23686101、JP24241034、JP15K13810、

JP19K12650、JP18H05518（Hydrogenomics））、NEDO「水素貯蔵材料先端基

盤研究事業（HydroStar）」、JST 光・量子融合連携研究開発プログラム、KEK

中性子共同利用実験 S 型課題（2009S06、2014S06、2019S06）の助成のもと

に進められた。 

[1] K. Ikeda et al., J. Appl. Cryst. 55, 1631 (2022), [2] J.M. Joubert, Acta Mater. 

54, 713 (2006), [3] A.C. Switendick, Z. Phys. Chem. 117, 89 (1979), [4] D.G. 

Westlake, J. Less-Common Met. 91, 1 (1983). 
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       MLF-BL19 

TAKUMI におけるオペランド低温変形中性子回折 

Operando low temperature deformation neutron 
diffraction at TAKUMI 

 
ハルヨ ステファヌス、川崎卓郎、ゴンウー、マオウェンチ・JAEA 

 
TAKUMI は、材料工学や機械工学に関わる材料研究のための飛行時間型中

性子回折装置である。中性子回折パターンに表れる Bragg 反射の位置・強

度・プロファイルを詳細に解析することで、材料の内部応力・相比・転位・集合

組織など、新材料の設計や構造物の信頼性評価に役立つ様々な情報を得る

ことができる。中性子回折法はこれらの情報の、ex-situ 及び in-situ 観察に適

しており、工学材料研究のための強力な手段である。 

現在、オペランド低温変形中性子回折実験は TAKUMI で実施された課題のな

かで割合が多くなってきている。本発表では、オペランド低温変形実験で得ら

れた研究ハイライトを紹介する。また、オペランド低温変形実験において画像

相関法とのハイブリッド測定の新しい試みについて紹介する。 
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       MLF-BL15 

BL15 大観を利用した硬化セメントペーストの 

中性子小角散乱測定 

Small-angle neutron scattering measurements of 
hardened cement paste using BL15 TAIKAN 

 
原かおる 1、 大沼正人 1、 依田侑也 2、 廣井孝介 3 

1 北大院工学研究院、2 清水建設技術研究所、3 原子力機構 J-PARC 

 
北海道大学のラボ X 線小角散乱（SAXS）装置を利用し、セメントペーストの in-

situ 測定を実施してきた[1, 2]。時間変化するセメントペーストの SAXS プロファ

イルを解析した結果、圧縮強度の強度発現と相関が見られるサイズ約 1 nm

前後のナノ構造に注目した。そのナノ構造をより詳細に調べるために、X 線と

中性子の散乱コントラスト差を利用した解析を行うため、中性子小角散乱

（SANS）測定を計画した [1, 3]。特に本研究では、先行研究[4]ではよく測定さ

れてない高 q 領域（q 〜 3 nm-1）の測定を目標とした。 

 

J-PARC の中性子小角・広角散乱装置 BL15 大観を利用して、硬化セメントペ

ーストの SANS 測定を実施した。水セメント比が 0.4 のセメントペーストから、約

1 mm 厚さの円板状の硬化セメントペースト試料を作成した。ここで、セメントペ

ースト作成には軽水を使用した。さらに、コントラスト変調法を適応するために、

材齢 28 日の硬化セメントペースト試料を、軽水、重水、軽水/重水混合液のい

ずれかに浸した後、測定用セルに封入し測定を実施した。 

 

取得した SANS プロファイルには、水素の非干渉性散乱に起因するバックグラ

ウンド（BG）成分が含まれる。データ解析において、試料に含まれる水分量を

推定した上で BG を引き算するため、粒子・重イオン輸送計算コード PHITS を

用いた中性子透過率の計算から、試料中の水分量の推定を行っている。当日

の発表では、SANS 測定の結果とデータ解析について報告する。 

 

[1] 原かおる、依田侑也、大沼正人、原子力学会 2022年秋の大会（1M01）. 

[2] K.Y. Hara, Y. Morinaga, Y. Yoda, and M. Ohnuma, Proc. 2021 Symposium on 

Nuclear Data (2022) p.109 (DOI: 10.11484/jaea-conf-2022-001). 

[3] K.Y. Hara, Y. Morinaga, Y. Yoda, and M. Ohnuma, 2021 IEEE NSS/MIC 

conference record (DOI: 10.1109/NSS/MIC44867.2021.9875809). 

[4] A.J. Allen, J.J. Thomas, and H.M. Jennings, Nature Material 6 (2017) 311. 
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       MLF-BL21 

高強度中性子全散乱法による 

機能性材料の規則−不規則構造解析 

Analysis of ordered/disordered structure in 

functional materials with 

high intensity neutron total scattering technique 
 
本田孝志 1,2,3、池田一貴 1,2,3、大友季哉 1,2,3,4、大下英敏 1,2、鈴谷賢太郎 2、 

川北至信 2、樹神克明 5、社本真一 6、小野寺陽平 7、森一広 1,2、福永俊晴 7、 

亀田恭男 8、吉田亨次 9、山口敏男 9、Hyunjeong Kim10、榊浩司 10、 

中村優美子 10、町田晃彦 11、伊藤恵司 12、角田茉優 4 
1KEK 物構研、2J-PARC センター、3総研大高エネ、4茨城大理工、 

5JAEA 物質科学、6CROSS、7京大複合研、8山形大理、9福岡大理、 
10産総研エネルギープロセス、11量研量子ビーム、12岡山大教 

 
物質中の水素は、生命活動から新規材料まで、様々な物性や機能を誘起

する元素である。中性子は水素を高精度で観測しうる量子ビームであり、特に

物質中の水素–水素相関の観測においては唯一のプローブと言える。中性子

全散乱法は、ピコ秒以下の時間窓での原子間相関（瞬間構造）を観測でき、

液体、非晶質、結晶における不規則構造の解析が可能である。本研究では、

J-PARC 物質・生命科学実験施設、高強度全散乱装置（NOVA）において、全

散乱法を用いて水素化物を中心とした機能性材料の構造解析を行い、多彩な

物質の物性・機能の構造的な起源を解明することを目指す。本研究における

NOVA の高度化として、微量試料/短時間/精密測定をキーワードとした測定

基盤技術の高度化、PDF 解析法による物質中水素に関する構造解析、結晶・

磁気 PDF 解析の高度化、構造モデリングの高度化などを進めている。 

（測定基盤技術の高度化） 

・ 共通 SE 機器における EPICS-IROHA2 制御システムの構築 

・ 高圧水素ガスその場実験環境の改善による秒単位水素吸蔵過程の検出 

・ ラジアルコリメータを実装した試料環境における試料位置精度の検証 

・ 偏極中性子散乱システムの NaH による性能検証 

（構造解析手法の開発および利用） 

・ 水素貯蔵合金 LaNi4.5Al0.5における格子間水素の局所構造解析 

・ 34S/natS 同位体置換による濃厚 CS2水溶液中 S8分子の溶媒和構造解析 

本研究の一部は、中性子共同利用 S1 型実験課題（2019S06）、科研費

（JP23686101、JP24241034、JP15K13810、JP19K12650、JP18H05518（ハイド

ロジェノミクス）、JP19H05814）、NEDO「水素貯蔵材料先端基盤研究事業」、

JST 光・量子融合連携研究開発プログラムの助成のもとで進められた。 
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       PF BL-9C 

オペランド XAFS 測定による 

リチウム空気電池正極触媒の構造変化追跡 
Tracking Structural Changes of MnO2 Catalyst for 

Lithium–Air Battery by Operando XAFS Measurement 
 

内藤遥、畠山義清、白石壮志 

群馬大学大学院理工学府 

 
リチウム空気電池(Lithium–Air Battery: LAB)は、負極に金属リチウム、正極

に多孔質炭素を用いる蓄電池である。リチウムイオン電池を凌駕する容量を

有し、次世代の蓄電池として注目されている。一方放電時正極に生成する

Li2O2が絶縁性かつ電解液に不溶であり、酸素の拡散阻害が生じる。また 4 V

以上に達する高い充電電圧が電解液の分解を引き起こし、蓄電池としての機

能を失ってしまう。このような問題から LAB は実用化に至っていない。 

実用化に向け、様々な触媒を用いた研究が報告されている。特に酸化物触媒

では、MnO2 を担持させた単層カーボンナノチューブ(SWCNT)が正極として優

れた性能を示すことが確認されている[1]。しかし、放充電反応において MnO2

がどのように機能しているか明らかではな

い。また電気化学キャパシタの分野では Fe

ドープによる MnO2 の導電性改善が報告さ

れている[2]。そこで本研究では MnO2、Fe ド

ープ MnO2 担持ＳＷＣＮＴ電極を調製し、機

能評価と放充電中の Mn の状態変化を

XAFSにより追跡した。 

図 1 に MnO2 を担持させた電極のオペラ

ンド XAFS 測定の結果を示した。放充電に

対応したスペクトルの変化が確認出来る。

XANES の比較からは Mn が放電中に還元

されていることが、EXAFS の解析からは電

極上に調製されたα-MnO2の構造（図 2）が

放充電によって変化していることが分かっ

た。一方で Fe ドープ MnO2を用いた場合に

は放充電サイクル特性が大幅に改善した。

XANES と EXAFS から、Mn の価数が未ドー

プ MnO2 より大きくなるとともに、放電中に

Mn と O の結合が保たれていることが明らかとなっている。 

[1] F. Wang, et al., ChemistrySelect, 1, 6749–6754 (2016). 

[2] H. Usui, et al., ACS Sustain. Chem. Eng., 8, 9165–9173 (2020).  

図 1 XAFS測定結果 

図 2 α-MnO2の構造 
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PF BL-6A、BL-9C 

単層カーボンナノチューブ空気極を用いたリチウム空気電池の 

放充電特性評価とオペランド構造解析 
Operando Structural Analysis of Lithium–Air Batteries 

with Single-walled Carbon Nanotube Electrodes 
 

 
坂口伊織、畠山義清、白石壮志 

群馬大学大学院理工学府 

 

 リチウム空気電池（LAB）とは、負極にリチウム金属、正極（空気極）に多孔質炭

素を用いた蓄電池である。LABは空気中の酸素を活物質として利用して放充電し、

リチウムイオン電池を凌駕するエネルギー密度を有するが、サイクル性能の向上

を課題としている。LAB は放電時に空気極上で絶縁性生成物である過酸化リチウ

ム（Li2O2）を形成するため、酸素輸送経路の制限が生じる。これにより電池容量が

制限される。また、充電時には Li2O2 の分解に高い過電圧が必要であり、これによ

り電解液の分解が起こるため、低い放充電可逆性を示す。以上のような問題があ

るため、未だ実用化には至っていない。 

 この問題を解決するため、空気極として単層カーボンナノチューブ（SWCNT）の利

用が検討されている。SWCNT電極はCNTバンドルが不織布状になった構造をとっ

ているため、放電生成物の析出・分解に合わせて膨張・収縮が可能であり、電池容

量を増大させるという報告がある。このことから SWCNT 電極は LAB の空気極とし

て優秀であり、広く研究が行われている。しかし、電極構造の変化についてはほと

んどの報告が試験後のものであり、オペランド測定による空気極構造変化を追跡

した報告は少なく、解析も不十分である。 

 そこで、本研究では SWCNT

電極と、充電過電圧を低減させ

るレドックスメディエータ（RM）を

用いた LAB を構築し、オペラン

ド構造解析を行った。空気極の

構造変化を調査するために小

角・広角 X線散乱法、放充電中

における RMの電子状態変化を

調査するために X 線吸収端微

細構造分析を行い、空気極上

で起こる反応メカニズムについ

て議論する。 

 Fig. 1 オペランド SAXSプロファイル 

P-047E 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-047E -



       KEK PF／BL-3B 

ワイドバンドギャップ酸化物半導体 Bi2WO6における 

p 型伝導性発現の起源 
Origin of p-type conductivity in wide bandgap oxide 

semiconductor Bi2WO6 
 

鈴木晴也 1, 簔原誠人 2, 小澤健一 3, 間瀬一彦 3, 西尾圭史 1 
1東京理科大学, 2産総研, 3KEK物構研 

 
多くの酸化物半導体では、価電子帯上端(VBM)が局在性の強い O 2p 軌道

で構成されるため、p 型伝導性の報告が極めて少ない[1]。これまで我々は、

VBMを構成する O 2p軌道に Sn 5s軌道を混成させた Sn2+酸化物半導体にお

いて、複数の p型伝導性の発現を達成した[2]。ただし、Sn2+イオンは準安定で

あることから作製条件が狭く、任意のキャリア密度制御が難しいことが明らか

になってきた。そこで本研究では、VBM が Sn2+より安定な Bi3+イオンから構成

される酸化物半導体 Bi2WO6(BWO)に着目し、薄膜における p型伝導性発現お

よびその起源について報告する。 

BWO 薄膜は、パルスレーザー堆積法を用いて SrTiO3(100)基板上に、基板

温度 600度、酸素雰囲気 4.0 Paの条件下で作製した。X線回折測定から試料

が単相であることを確認し、van der Pauw 法によるホール測定を行った。伝導

特性の起源を調べるため、BL-3B において光電子分光(PES)測定を行った。 

ホール係数が正の値であったことから、作製した BWO 薄膜は p 型伝導特

性を発現していることがわかった。図 1(a)に p 型伝導性を発現した BWO 薄膜

の価電子帯 PESスペクトルを示す。VBMから低結合エネルギー側に向けてな

めらかな裾構造と、フェルミ準位

(EF)近傍に明瞭な状態密度が形

成されている様子が見られる。第

一原理計算より、図 1(b)に示すよ

うなBi欠損(VBi)およびO欠損(VO)

に由来する欠陥準位が VBM近傍

に形成され、VBiがアクセプターと

して寄与することが報告されてい

る[3]。したがって、BWO 薄膜にお

ける p 型伝導性は、主に Bi 欠損

に起因するものと考えらえる。 

 

[1] G. Hautier et al., Nat. Commun. 4, 2292 (2013). 

[2] M. Minohara et al., Inorg. Chem. 60, 8035 (2021). 

[3] J. Zhang et al., ACS Omega 5, 29081 (2020). 
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PF AR NW-10A 
銀形ゼオライト Y 型における PL 発現時の Ag イオンの挙動 

Behavior of Ag ions under PL in Ag-zeolite Y  
 

目黒晴輝、冨岡凌輔、宮永崇史、鈴木裕史 

弘前大院理工 

 

ゼオライトに Ag を置換した Ag 形ゼオライトは、レアアースを使用しない安価な蛍

光材料として注目されているが、その発光メカニズムは未解明な部分が多い。Ag 形

ゼオライトを加熱した後、室温まで冷却することにより発光（Photoluminescence, PL）

が増大することが観測されている。また、置換される Ag 数を大幅に減少させても PL

強度はあまり変化しないことも確認されている。この Agイオンの少ない Ag形ゼオライ

トの Ag イオン周辺の局所構造を調査することにより、発光強度の増大に直接関与

している Ag イオンの挙動を観測できることが期待される。 

Ag イオン周辺の局所構造を調査するため、Ag-K 端の XAFS（X 線吸収微細構

造）測定を行った。用いたサンプルは、蛍光発光が発現しない未加熱試料と、蛍光

発光の発現が確認された 450℃で加熱した試料の２つである。これらの Ag 置換量

はユニットセルあたり 0.8 個である。図 1 に Ag-K 端の XAFS から EXFAS 振動を抽

出した後、フーリエ変換したスペクトルを示す。 

約 2.5Å の第２ピークが、加熱をすることで短距離側に

シフトしていることがわかる。次に、XAFS 解析ソフト

Artemis を用いて算出した吸収原子 Ag と周辺原子の

間の原子間距離と配位数を表 1 に示す。本研究では、

第一近接、第二近接ともに酸素であるモデルを考慮し、

解析を行った。ここで、Short Ag-O は Ag と第一近接の

O、Long Ag-O は Ag と第二近接の O の間のパラメー

タを示している。 

 
表 1   Ag 形ゼオライト Y 型の未加熱、450℃加熱試料におけるカーブフィッティング結果 

 
 short Ag-O Long Ag-O 

r/Å N σ2/Å2 r/Å N σ2/Å2 

unheated 2.31 2.88 0.0171 3.13 1.43 0.0288 

450℃ heated 2.32 2.77 0.0185 2.95 1.14 0.0177 

Short Ag-O はいずれのパラメータも加熱による変化はほとんど見られない。一方で、

Long Ag-O は原子間距離が短くなり、配位数も減少する変化が見られた。この変

化は、加熱をすることにより、Ag イオンがゼオライト特有の細孔に入り込むことを示し

ている。この Ag イオンの移動が蛍光発光に関与していると考えられる。 

0 1 2 3 4 5 6
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0.2

0.3

0.4

|χ
(R

)|

R/Å

 未加熱
 ４５０℃加熱

図 1 Ag 形ゼオライト Y 型の

フーリエ変換スペクトル 
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       PF BL5A 

包接ゲスト構造解析を指向した PCN の設計支援における

ホスト-ゲスト相互作用の体系的評価 
Systematic evaluation of host-guest interactions in 
PCNs oriented towards inclusion-guest structure 
analysis and its support 

祝 伊穎 1、Usov Pavel1、和田 雄貴 1、河野 正規 1 

  1東京工業大学 理学院化学系 

 
金属イオンと有機多座配位子からなる細孔性ネットワーク錯体（Porous 

Coordination Network ; PCNs）は、幅広い機能性を有する多孔質材料として研

究されている。その中で、PCN 単結晶を容器としてゲスト分子が規則正しく細

孔空間内にホスト-ゲスト相互作用で固定され、PCN 単結晶ごとにＸ線構造解

析することでゲスト分子を確度の高い構造解析法で可視化できることが注目

を集めている。しかし、これまで包接ゲスト構造解析に使用可能な PCN は数

例しか開発されておらず、解析できる分子の種類や包接条件も限られている。

汎用分子構造解析ヘの向けた細孔環境の設計の検討は多数の実例からもと

められるのが待望されている。 

そこで、本研究では種々の相互作用点を有する新規PCNを合成し、環境応

答性動的構造分子の包接を行い細孔環境評価法とそこから導かれる設計指

針について検討を行うことを目的とした。 

HAP環内の多数の窒素原子が相互作用サイトとして働く 4TPHAP-は、異な

る合成条件の下での金属イオンと共配位子との組み合わせることで、相互作

用点を有する 17 種類の PCN の合成に成功した。得られた複数の新規 PCN

を実際に一種類の結晶多型や環境応答性動的ゲスト分子を包接され、ホスト

‐ゲスト相互作用を分析することにより、PCN の骨格構造とゲストを取り込める

細孔環境の相関が体系的に明らかにされた。これらの方法論を確立すること

は、汎用分子構造解析へ向けた細孔環境の設計戦略の構築に繋がると考え

ている。 
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       PF BL-5A 

中分子医薬品の包接を目的とした 

細孔性ネットワーク錯体の設計 
Design of porous coordination networks for 

encapsulation of medium-sized drug molecules 
 

田上優 1、和田雄貴 1、Usov M Pavel1、河野正規 1 
1東工大理 

 
細孔性ネットワーク錯体（Porous Coordination Network: PCN）は有機配位 

子と金属イオンが配位結合によって無限に連なった構造体であり、細孔の大 

きさや設計性の高さから、様々な分野で研究が進められている。特に PCN 

の単結晶中にゲストを取り込ませることで、結晶化のプロセスを経ずに X 線

解析を行えることから、サンプルが貴重な創薬分野を中心に注目を浴びてい

る[1]。しかし、近年創薬分野では分子量 500 から数千程度の中分子医薬品が

新規モダリティとして開拓されているのに対して、分子量 500 以上のゲストを

PCNの細孔内で構造解析した例はわずか 1例のみである[2]。そこで本研究は、

ゲストを固定するための相互作用サイトを持ち、かつ中分子医薬品を包接で

きるほどの大きな細孔を有する PCN を設計することを目的とした。 

Fig. 1(a)の構造を持つ TCHAP を合成し、金属イオンと組み合わせることに

より、口径 24Åの細孔を持つ PCNが単結晶として得られた。この PCNを用い

てゲスト包接を行ったところ、イベルメクチン（Fig. 1(b)）を細孔内に包接し、構

造を同定することに成功した。細孔内でイベルメクチンは TCHAP の窒素原子

やカルボキシ基の酸素原子と水素結合を形成しており、TCHAP がゲストの固

定化に重要な役割を果たしていることが明らかになった。またイベルメクチン

の分子量 875.1 g mol-1、非水素原子数 62 という値は、これまでに本手法によ

って構造解析された中で最も大きなゲストの、分子量 568.3 g mol-1、非水素原

子数 32[2]を大きく上回るものであった。 

 

[1] Y. Inokuma, et al. Nature, 2013, 495, 461–466.  

[2] S. Urban, et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 2678–2682. 

Fig. 1 (a)TCHAPの構造式 (b)イベルメクチンの構造式 (c)包接されたイベルメクチンの構造 

(a) (b) (c) 
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超高速プロトン伝導性を示す新物質の発見と構造解析 
Discovery and Structure Analysis of a New Material 

Exhibiting Ultrafast Proton Conduction 
○森川里穂 1・村上泰斗 1・藤井孝太郎 1・南部雄亮 2・池田陽一 2・Maxim Avdeev3・

八島正知 1* 

東京工業大学 1，東北大学 2，ANSTO3 

【緒言】 本質的な酸素空孔をもつＡ2BMO5 を探索した．ここでＡは大きいカチ

オン，B および M は小さいカチオンを表す．その結果，高いプロトン伝導性を

示す新物質 Ba2LuAlO5を発見し，結晶構造を明らかにしたので報告する. 
【実験】 Ba2LuAlO5 を固相反応法により合成した．乾燥および湿潤雰囲気で

電気伝導度を測定した．乾燥窒素中で熱処理した Ba2LuAlO5（乾燥試料）お

よび重水(D2O)を含んだ He 中で熱処理した Ba2LuAlO5·x D2O（湿潤試料）の

中性子回折実験を行い，結晶構造を精密化した.  
【結果・考察】  本研究により新物質 Ba2LuAlO5 を発見した . 乾燥試料

Ba2LuAlO5と湿潤試料 Ba2LuAlO5·x D2O の中性子回折データのリートベルト

解析により，これらの物質が本質的な酸素欠損 BaO 層を含六方ペロブスカイ

ト関連酸化物であることがわかった(Fig. 1a,b)．湿潤試料 Ba2LuAlO5·x D2O
には，乾燥試料には存在しない格子間酸素 O4 と重水素 D1-D4 が存在する

ことがわかった(Fig. 1b)．したがって，水の解離と水和は酸素欠損 BaO 層で

起こると考えられる．交流測定の結果，バルクのプロトン伝導度は，他の代表

的なプロトン伝導体より高い値を示すことがわかった. 第一原理分子動力学

(AIMD)計算により，プロトンは，主として LuO6 八面体層の界面で移動するこ

とがわかった(Fig. 1c)．以上の様に，水和が起こる本質的な酸素欠損 BaO 層

とプロトンが伝導する LuO6 八面体層の両方が存在するために，超高速プロト

ン伝導が起こると考えられる． 

Fig. 1. Crystal structure of (a) Ba2LuAlO5 and (b) Ba2LuAlO5·x D2O refined using neutron diffraction 
data at 5 K. (c) Isosurface of the proton probability density at 2.0 × 10−4 Å−3. 
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その場中性子回折による Mg 合金の変形機構に及ぼす温度と

負荷条件の影響 
Understanding temperature and loading condition dependent 

deformation mechanisms in Mg alloys through in situ neutron diffraction  
 

ゴン ウー，川崎 卓郎，相澤 一也, ハルヨ ステファヌス 

1日本原子力研究開発機構 
 

  Application as the structure components, the Mg products cannot avoid to be used under 
cyclic loading and at extreme temperatures. However, the methods for studying deformation 
behavior in Mg alloys under various extreme environments are limited and the corresponding 
deformation mechanisms are far from fully understood. Here, we conducted in-situ neutron 
diffraction experiments under compression-tension cyclic deformation and at cryogenic 
temperatures to investigate the changes in deformation behavior and corresponding activities 
of deformation mechanisms in a commercial AZ31 Mg alloy. 
  In-situ neutron diffraction experiments were conducted by a time-of-flight engineering 
neutron diffractometer “TAKUMI” at J-PARC [1]. Commercial AZ31 alloy (Mg-3wt.%Al-
1wt.%Zn) extruded rods were used in this study. For cyclic deformation test, fully reversed 
strain-controlled cyclic compression–tension deformation with a total strain amplitude of 4% 
(±2%) at an initial strain rate of 2 × 10-5 s-1 was applied to the cylindrical tensile specimens for 
eight cycles at room temperature. For cryogenic temperature compression tests, cylinder shaped 
specimens were compressed at 298 K and 21 K with a load control manner in the elastic region, 
followed by a continuous displacement control manner till fracture, at an initial strain rate of -
2 × 10-5 s-1.	  
  The stress-strain curves of cyclic compression–tension deformation show a strong 
asymmetry between compression and tension. In situ neutron diffraction results demonstrate 
that the compressive deformation was dominated by twin nucleation, twin growth, and basal 
slip, while detwinning dominated the unloading of compressive stresses and subsequent tension 
stage. The accumulation of barriers including twin boundaries and various types of dislocations 
enhanced the interactions of migrating twin boundary with these barriers during twinning and 
detwinning, which is considered to be the origin for increasing the work hardening rate in cyclic 
deformation of the AZ31 alloy [2]. 
  With decreasing the compression temperature from 298K to 21K, a slight increase in yield 
stress (115 MPa →139 MPa), but a remarkable enhancement in both the fracture stress (365 
MPa →  551 MPa) and fracture strain (12.8% → 16.5%) was observed. In situ neutron 
diffraction results demonstrate that the low temperature sensitivity of the extension twinning 
which governed the macroscopic yielding led to the slight increase in yield stress. At 21K, basal 
slip was suppressed, while the extension twinning was promoted resulted in higher twin volume 
fraction. In the late stage of deformation, the {10-11}-{10-12} double twinning was suppressed, 
which is considered to be the reason to delay the fracture at 21 K [3]. 
References: 
[1] BL19 TAKUMI website: https://mlfinfo.jp/en/bl19/ 
[2] W. Gong, R. Zheng, S. Harjo, T. Kawasaki, K. Aizawa, N. Tsuji. Journal of Magnesium 
and Alloys 10 (2022) 3418-3432  
[3] W. Gong, T. Kawasaki, R. Zheng, T. Mayama, B.Sun, K. Aizawa, S. Harjo, N. Tsuji. Scripta 
Materialia 225 (2023): 115161. 
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       PF BL-7A, 16A 

軟 X線深さ分解 XAFS/XMCD法による 

スピントロニクス材料研究の夜明け 
Daybreak of spintronics material research by means 
of soft X-ray depth-resolved XAFS/XMCD technique 

 
雨宮健太・KEK物構研 

 
軟 X 線領域の深さ分解 XAFS/XMCD 法は，申請者らが PF において世界に

先駆けて開発してきた手法であり，磁性薄膜の化学状態，磁気状態の深さ方

向の分布を，ナノメートルを超える深さ分解能で元素選択的に観察できる，世

界的に見てもユニークかつ極めて強力なものである。申請者の雨宮と鈴木は，

この手法を様々な磁性薄膜に応用し，磁気的性質の鍵を握る界面の観察へ

の有効性を示すとともに，手法の高度化，測定・解析の効率化を進めてきた。

これを受けて本研究では，磁性薄膜を用いたスピントロニクス材料の開発に

おいて革新的な成果を挙げている第一線の研究者を結集し，深さ分解

XAFS/XMCD の応用を飛躍的に進めることによって，世界を先導する研究成

果を PF から創出することを目的としている。スピントロニクス材料の機能発現

においては，磁性薄膜の界面の状態が決定的な役割を果たしており，まさに

深さ分解 XAFS/XMCD が威力を発揮する分野である。本研究ではさらに，最

近開発に成功した磁場・電場中での深さ分解 XAFS/XMCD 法を駆使したオペ

ランド測定を用いて，磁性薄膜の界面をより動作中に近い状態で観察すること

によって，次世代スピントロニクス材料の開発につなげることを目指している。 

 

 
図： 電子収量法(a)および蛍光収量法(b)による深さ分解 XAFS/XMCD測定 
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       PF BL-13B 

顕微分光測定を用いたアナターゼ／ルチル界面の 

光触媒活性と電子構造の評価 
Evaluation of Photocatalytic Activity and Electronic 
Structure of Anatase/Rutile Heterojunction by Micro-

Spectroscopy 
 

廣森慧太 1、中島伸夫 1、下山絢女 1、長谷川巧 1、和田真一 1、高橋修 1、 

間瀬一彦 2, 3、小澤健一 2, 3 
1 広島大学先進理工、2KEK 物構研 PF、3 総研大 

 

二酸化チタン（TiO2）の光触媒活性は、アナターゼ型、ルチル型の構造異性

体を混合させることにより向上する[1]。これは、アナターゼ／ルチル界面で形

成されるバンドベンディングにより、電荷分離が促進、または電荷再結合が抑

制されることが原因として考えられている[2]。しかし、結晶表面の特定の領域

（アナターゼ、界面、ルチル）を区別し、電子構造と光触媒活性を比較研究した

例はない。そこで、アナターゼ／ルチル界面を持つTiO2結晶試料を作製し、電

子構造と光触媒活性の相関を明らかにすることを目的に本研究を行った。 

TiO2 表面の電子構造と光触媒活性を、PF BL-13B におけるマイクロビーム

[14 µm(垂直)×90 µm(水平)]を用いた顕微分光測定で評価した。電子構造の

評価として、界面近傍を一次元走査しながら X 線光電子分光測定（XPS）と X

線吸収分光測定（XAS）を行った。図 1 に価電子帯スペクトルの測定結果を示

す。価電子帯上端はアナターゼのほうがルチルと比べ約 0.4 eV 深く、界面で

滑らかに接続することが明らかになった。また、バンドベンディングは界面を挟

んで約 100 µm の領域で観測され

た。光触媒活性は、試料表面に酢

酸を吸着させ、紫外線（3.31 eV）照

射に伴う吸着酢酸の脱離を C 1s ピ

ークの減衰を測定することで評価し

た。その結果、界面での脱離速度

が最も速く、光触媒活性は界面で

最も高くなった。価電子帯スペクト

ルによる占有状態と Ti L 吸収端の

非占有状態の測定結果を合わせて

電子構造を解釈し、光触媒活性と

の相関に関して議論する。 

 
[1] T. Ohno, K. Sarukawa, K. Tokieda, M. Matsumura, J. Catal., 203, 82, (2001). 
[2] D. O. Scanlon et al., Nature Materials 12, 798 (2013). 

図 1：アナターゼ／ルチル界面近傍での価電

子帯スペクトル 

P-063G 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-063G -



       KEK PF／BL-13B 

金ナノ粒子がセリア担持レニウム触媒表面の 

水素スピルオーバーに与える効果 
Additive Effect of Au Nanoparticles for Hydrogen 
spillover on Ceria-Supported Rhenium Catalysts 

 
大渕 みな美 1、豊島 遼 1、村野 由羽 1、冨重 圭一 2、近藤 寛 1 

1慶大理工、2東北大院工 

 

【序論】 バイオマス由来のポリオールを活用する手段のひとつとして，脱酸素

脱水(DODH)反応によるアルケン分子への変換が挙げられる．この反応では

セリア(CeO2)担体にレニウム(Re)ナノ粒子と金(Au)ナノ粒子を担持した ReOx-

Au/CeO2 触媒が活性を示す
[１]．この触媒の反応には水素スピルオーバーが

関与すると考えられている[2]．本研究では Au ナノ粒子が水素スピルオーバー

に与える効果に注目し，水素により生じる Re 価数変化を明らかにする． 

【実験】 ReOx/CeO2 モデル触媒，さらに Au ナノ粒子を担持した ReOx-

Au/CeO2 モデル触媒について水素ガス雰囲気下(250 ℃，0.1 Torr)における

CeO2，Reの価数の時間変化を準大気圧光電子分光(AP-XPS)により追跡した． 

【結果・考察】 図 1 に水素ガス雰囲気下での Re 4f XPS スペクトルを示す．水

素雰囲気下において時間経過によりRe

が 7価から 6価，4価に還元され，価数

の低い 2価や 0価の成分については観

測されなかった．さらに Au ナノ粒子が

あることで 4 価成分の増加が明確に速

くなることが分かった．この結果から Au

ナノ粒子が水素分子の開裂を促進し

CeO2 表面を水素がスピルオーバーして

表面の ReOx を還元したと考えられる．

さらに、6価と 4価の成分の時間変化は

明らかに異なることから，これらが同時

に生成するのではなく，6 価を経由して

4 価に還元していると考えられる． 

【参考文献】 

[1] Ota, N. et al. ACS Catal. 2016, 6, 3213-3326.  

[2] Nakagawa, Y. et al. ACS Catal. 2018, 8, 584-595. 
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小惑星探査機「はやぶさ２」リターンサンプルの 

放射光 X 線回折実験 
Synchrotron Radiation X-ray Diffraction Experiment 

of Hayabusa2 returned asteroid samples 
 

中村智樹１、友貞恵梨香１、森田朋代１, 湯澤研斗１ 

１ 東北大学大学院・理学研究科 

 
小惑星は太陽系で最初にできた天体であり、太陽系の起源や惑星形成の

初期進化を記録している科学的に重要な小天体である。原始惑星系円盤内

部は太陽からの距離に応じて温度が低下し，水を含む小惑星（含水小惑星）

は水や CO2 が氷となる雪線以遠で形成された．形成後，放射性元素の壊変

熱により天体内部が昇温し，氷が溶け水ができ水岩石反応が進行した．この

反応により，天体集積時の無機物，有機物がとも化学進化したと考えられる． 

太陽系形成期に含水小惑星がどのように形成され，天体内部の物質がど

のように進化したのか，を知るには、さまざまな含水小惑星から飛来する隕石

の研究と，小惑星探査機による天体スケールでの分光観測，および回収サン

プルの物質分析を行うことが重要である．このような天体スケールでの含水小

惑星調査を世界で初めて達成したのが小惑星探査機「はやぶさ 2」である。探

査機は含水 C 型小惑星であるリュウグウ表面に 2 回着陸し，地球にサンプル

を持ち帰り，2021 年 6 月からリュウグウサンプルの初期分析を行った． 

我々の研究グループはビームライン３A にて，50-150 ミクロン径のリュウグ

ウサンプル（多くはミリメートルサイズの粗粒粒子から分離したもの）に対し，

ガンドルフィーカメラを用いた X 線回折実験を行った．2021 年 6 月～2022 年

6 月の初期分析期間において，150 粒子を超えるリュウグウサンプルの分析

を行った．X 線は 2.16Åの単色光である．分析の結果，以下のことが明らか

になった．１．リュウグウサンプルの主要鉱物は含水ケイ酸塩鉱物（saponite, 

serpentine）が最も多く，炭酸塩鉱物（dolomite, magnesite），硫化鉄

（pyrrhotite, pentlandite），酸化鉄（magnetite），リン酸塩（apatite）などであっ

た．２．saponite と serpentine の量比はサンプルごとに変化する．３．エチレン

グリコール処理の結果，saponite-serpentine の混合層も多産する．４．加熱実

験の結果，serpentine は約 500 度で分解することが分かった．５．リュウグウ

と鉱物学的に近い CI コンドライトに多産する硫酸塩（Mg, Ca-sulfate）や

ferrihydrite は検出されなかった．これらのことから，１．リュウグウは大規模な

水岩石反応を経ている，２．水質変成後は層状ケイ酸塩が脱水するほどは加

熱されていない，３．CI コンドライトよりも還元的な環境で形成された，ことが

結論できる．文献 Nakamura, T., et al. "Formation and evolution of carbonaceous 

asteroid Ryugu: Direct evidence from returned samples." Science (2022): eabn8671. 
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Figure 1. Compositional dependences in M-S 
and S-S bonding distances with respect to Os 
content in the erlichmanite-laurite solid 
solutions (Os1-x-yRuxRhyS2) (y = 0.07–0.10). 

[1] Kitahara, G. et al. Mineralogical Magagine, 
accepted. 
[2] Yoshiasa, A., et al. Acta Crystallographica, 
C78, 606-611. 
https://doi.org/10.1107/S2053229622009603 

 

       PF-BL10A 

熊本県美里町払川産 Os1-x-yRuxRhyS2固溶体鉱物と関連

白金族硫化物の結晶構造精密化 

Crystal structure refinements of Os1-x-yRuxRhyS2 
solid-solutions and related platinum-group sulfides 

吉朝 朗１、北原銀河１、徳田 誠１、石丸聡子１、 

浜根大輔 2，杉山和正３ 

１ 熊本大-先端、２ 東大-物性研、３ 東北大-金研 

熊本県で新たに白金鉱床が見つかり、新鉱物を含む世界的に極めて貴重

な産状も持つ白金族鉱物が数多く確認された。白金族鉱物はマントル岩に多

く産出する。白金族元素は有用資源としてのみならず，地球形成史を検討す

る上で同位体も含め重要なトレーサーである。これらの鉱物群は、マグマ中の

ニクトゲン・カルコゲンの分圧等の重要な情報源でもある。RuS2 (laurite)や

OsS2 (erlichmanite)、また Ir2S3 (kashinite)や Rh2S3 (bowieite)がクロムスピ

ネルの中心部に産出することが知られ、主要マントルケイ酸塩鉱物粒子の結

晶形成核の役割も果たしている。Erlichmaniteの融点は 1500℃を超える。今

回払川産 Os1-x-yRuxRhyS2 固溶体（y=0.07-0.10）[1]及び関連鉱物である

Ir2S3-Rh2S3 系 kashinite-bowieite[2]の単結晶構造解析の結果から、これら

マントル構成鉱物の精密構造解析の重要性について述べる。 

組成分析、PF BL-10A及びリガク社製 R-AXIS RAPIDによる単結晶回折

実験、BL-NW10A での XAFS 測定により構造の精密化を行った。 

Debye-Waller因子からDebye温度 θDを決定した[1,2]。RuS2 とOsS2の θD

値は、それぞれ 661K と 688K であった。Os1-x-yRuxRhyS2 固溶体の θD 値

（580-523K）は僅かな Rh 置換により低下している。多様な Rh を含む鉱物と

の共生から固溶体のRh量(y=0.07-0.10)は含有限界値を示している。図 1に

M-S と S-S距離の組成変化を示している。奇妙なことに M-S距離はほとんど

変化せず一定であるのに対し、S-S距離は 0.1Åも変化している。詳細は講演

にて発表する。 

 

P-069H 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-069H -



       BL-19A/B 

 

水惑星学創成のための STXM 分析拠点の形成と応用 
Establishment and application of STXM system for 

the development of aquaplanetology research 
 

高橋嘉夫 1,2、河合敬宏 1、中村智樹 3、薮田ひかる 4、癸生川陽子 5、 
榎戸祐馬 3、井上皓介 6、山下翔平 2、圦本尚義 7、野口高明 8、岡崎隆司 9、 

奈良岡浩 9、橘省吾 1、坂本佳奈子 10、渡邊誠一郎 11、津田雄一 10、 
武市泰男 12、木村正雄 2、伊規須素子 13、若林大祐 2、諸野祐樹 13、 

浦本豪一郎 14、白石史人 4、浅野眞希 15、蓑田歩 15、春間俊克 7、板井啓明 1、
奥村大河 1、宮原正明 4、三宅亮 8、小澤佳祐 1、福士圭介 6、関根康人 16 

(1 東京大、2PF、3 東北大、4 広島大、5 横浜国立大、6 金沢大、7 北海道大、 
8 京都大、9 九州大、10JAXA、11 名古屋大、12 大阪大、13JAMSTEC、14 高知大、 

15 筑波大、16 東京工業大) 
 

本 S1 課題では、科研費・新学術領域研究「水惑星学の創成」（研究代

表者：関根康人; 研究期間：2017-2021 年度）などによる支援を得て PF
に新設した BL-19 に、走査型透過 X 線顕微鏡（STXM; Scanning 
Transmission X-ray Microscopy）を配備し、惑星表面の水環境の復元や探

査機「はやぶさ２」の帰還試料（小惑星リュウグウ）に関する分析を進

めることを主眼としつつ、さらに関連分野（地球惑星科学、環境科学、

生命科学、材料科学などを含む）へ STXM を展開することを目指して

STXM 研究を進めてきた。2022 年度は、2021 年度に引き続きリュウグウ

試料に含まれる鉄や炭素などを主なターゲットとして、STXM-XANES を

行った。Focused Ion Beam による加工も含めて、試料を嫌気状態のまま分

析するためのグローブボックスを分析工程を確立し、鉄の価数分析など

を行った。その結果、サポナイト中の Fe(II)/Fetotal比は 70%程度で、これ

はリュウグウの水環境が非常に還元的（Eh < 0.45 V）であったことを示す

（Nakamura et al., 2022）。サポナイトの生成環境や別途分析したヒ素の価

数分析などと複合的に解釈することで、リュウグウの水環境の Eh-pH 環

境（pH > 9）が推定され、その結果は生成鉱物などを基にした熱力学計算

と整合的であった。さらに有機物の分布や炭素の官能基分析も行われて

いる。こうした研究と並行して、南極隕石（Noguchi et al., 2023）、大気エ

アロゾルの分析（Sakata et al., 2022）、サポナイト中の鉄の価数分析

（Sakuma et al., 2022）、35 億年前の熱水沈殿物中の有機物の分析（Igisu et 
al., 2022）などの研究が進展した。 

Igisu, M. et al. (2022) Geochemical Journal, 56, 129-133.; Nakamura, T. et al. (2022) 
Science, doi/10.1126/ science.abn8671.; Noguchi,T. et al. (2023) Meteoritics & Planetary 
Science, 57, 2042-2062.; Sakata, K. et al. (2022) Atmospheric Chemistry and Physics, 22, 
9461-9482.; Sakuma, H. et al. (2022) American Mineralogist, 107, 1926-1935. 
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       高温高圧実験ステーション／AR-NE１A 

ZnSe の高圧相転移の観察 
High-pressure phase transition in ZnSe 

 
小野重明 1 

1 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

 
半導体であるセレン化亜鉛は、工業的な関心から、これまで数多くの研究

がおこなわれてきた。本研究では、半導体から金属への相転移に注目し、高

温高圧条件下での結晶構造の変化を観察し、構造相転移境界を精密に決定

することを試みた。常温常圧では、閃亜鉛型構造(空間群 F-43m)を示し、高

圧下で岩塩構造（空間群 Fm3m）への構造相転移を起こす。これまでの多くの

実験研究では、室温条件下での相転移研究が行われてきたが、本研究では、

高温条件下で相転移境界を精密に決定することを試みた。 

実験は、AR-NE１A で行い、ハッチ内にダイヤモンドアンビル型高温高圧発

生装置を持ち込み、X 線回折その場観察を試みた。実験試料は、セレン化亜

鉛粉末を用い、試料容器中の発生圧力を見積もるために NaCl の粉末を使用

した。測定した NaCl の体積と、熱電対で測定した試料温度を、NaCl の状態方

程式へ組み込み、その結果から、発生した試料容器中の圧力を見積もること

ができる。試料の加熱は、ヒーター加熱法を用いた。この加熱方法は、極めて

安定した試料加熱を行うことができ、試料温度が正確に測定することが可能

である。 

本研究では、加圧、加熱、減圧の行程を何度も繰り返し、閃亜鉛型構造か

ら高圧相への相転移境界を精密に決定した。我々の実験結果から見積もられ

た室温での相転移圧力は、過去の実験研究や理論計算研究と大きく矛盾の

ない 13.3GPa という値を得た[1]。また、相転移境界の勾配は、負の値（-

0.0033 GPa/K）を示した。本研究で得られた室温条件での相転移圧力は、高

温データも組み合わせて決定されているため、非常に信頼性が高いと思われ

る。半導体から金属への相転移に伴う電気抵抗の変化は非常に大きい。その

ため、この相転移圧力は、高圧実験装置の圧力発生の校正に使われてきた。

今後は、本研究によって決定された相転移圧力を高圧装置の校正に使用す

ることにより、これまでよりも信頼性の高い発生圧力の見積もりが可能である

と考えられる。 

 

References 

 [1] Ono (2020) Phase transition in ZnSe at high pressures and high 

temperatures, J. Phys. Chem. Solids, 141, 109409. 
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       BL-8B, BL-18C 

イオン液体[C10mim][NO3]の低温・高圧下の相転移 
  

Low-temperature and high-pressure phase 
transitions in ionic liquids:  

 

阿部 洋、岸村浩明 

防大材料 

 
代表的なイオン液体のカチオンはイミダゾリウム ([Cnmim]+)である。n はア

ルキル鎖長で、n によってコンフォメーション自由度が大きく変化する 1)。また、

n と関連付けた液体のナノ不均一性や新奇な物性も数多く報告されている。こ

れまでに我々は[Cnmim][X]の低温・高圧相転移の結晶多形や多経路性を系

統的に調べてきた。コンフォメーション多形とパッキング多形が競合する複雑

な相転移が発現する 2-5)。 

[C10mim][NO3]は結晶に加えて液晶相も現れる。急冷速度によって液晶相

が存在する温度領域が変化して、非平衡状態・準平衡状態・平衡状態に分か

れることを見出した 4)。液体(L)状態でブロードなピークが観測される（図 1）。冷

却過程でプレピークの位置に液晶(LC)相のシャープな 001 ブラッグ反射が現

れた。さらに冷却すると hybrid layered structure (HyL) を有する結晶相へ相

転移した。より低角に現れる 00ℓ ブラッグ反射から HyL は長周期構造であるこ

とが分かる。 

 高圧下では低温相と異な

る結晶構造が形成された。

HyL のブラッグ反射とプレ

ピークの位置に現れるダブ

ルピークが混在する。他の

[C10mim][X] (X = Cl, Br, 

BF4, , PF6, TFMS, TFSI) に

比 べ て 、 [C10mim][NO3] は

非常に複雑な結晶構造が

高圧下で誘起される。 

 
 

1) H. Abe, H. Kishimura, M. Uruichi, Spectrochim. Acta A 286 (2023) 121948. 

2) H. Abe, Y. Koyama, H. Kishimura, K. Matsuishi, J. Mol. Liq. 318 (2020) 113959. 

3) Y. Koyama, S. Shimono, H. Kishimura, T. Takekiyo, Y. Yoshimura, H. Abe, K. Matsuishi, J. Mol. Liq. 

335 (2021) 116415. 

4) H. Abe, H. Kishimura, J. Mol. Liq. 352 (2022) 118695 

5) H. Abe, Y. Koyama, S. Shimono, H. Kishimura, K. Matsuishi, Chem. Phys. 557 (2022) 111479. 
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図 1  [C10mim][NO3]の低温と高圧の X 線回折パターン。

液体 (L)、液晶 (LC)、結晶 (HyL: hybrid layered 

structure)で特徴づけられる。高圧下ではプレピー

ク位置のダブルピークが混在する。 
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       KEK-PF／BL-18C, AR-NE1A 

錯体水素化物 Ca(BH4)2 高圧相の結晶構造 

Crystal structure of high-pressure phase of  
a complex hydride Ca(BH4)2 

 
中野智志 1，藤久裕司 2, 山脇浩 2, 柴崎裕樹 3, 亀卦川卓美 3 

1 物材機構, 2 産総研, 3 高エネ機構放射光 
 

1. はじめに 

錯体水素化物 LiBH4 の高温相（I 相）は、10−3 Scm−1 オーダーの高い導電率を示

す超イオン伝導体で、BH4
-錯イオンが disorder する高圧相（III 相）も高い導電率を

示す[1]。稀少金属である Li を含まないイオン伝導体の必要性から、アルカリ土類

金属の錯体水素化物の研究も進められている。その中で、Ca(BH4)2 は高圧相に関

する実験と理論の研究が報告されているが[2-4]、それらの結果は一致していない。

本研究では、ヘリウム圧力媒体を用いた静水圧性の高い条件で Ca(BH4)2 の高圧

X 線回折を行い、圧力誘起相転移の観察と高圧相の構造解析を行った。 

2. 実験方法 

キュレット径 300–600μmφ のアンビルを取り付けた DAC の試料室に、試料の

Ca(BH4)2 粉末（Sigma-Aldrich）、圧力マーカーのルビーボール、圧力媒体のヘリウ

ムを導入した。高圧 X 線回折測定は KEK-PF AR-NE1A と BL-18C で行い、約

67 GPa まで回折パターンを測定した。回折パターンは一次元化してリートベルト解

析を行い、DFT 計算による構造最適化、エンタルピー比較による構造決定を行った。 

3. 結果 

直方晶 Fddd 構造の常圧相（AP）は、約 2.2 GPa でいくつかの回折ピークがスプリ

ットし、高圧相（HP1）への圧力誘起相転移が確認された。このスプリットは、HP1 は

単斜晶 C2/c 構造であるとした既報の実験報告[4]には見られなかった。構造解析

の結果、単斜晶 P21/c 構造のモデルが適切であることが分かった（Fig.1）。両相の

格子の関係は、AP の単位格子の a, b, c軸
が、HP1 の ac 面の平行四辺形の対角線 2

本と b 軸に対応した。スプリットしたピークは、

加圧とともに再び一本のピークに近づいた。約

20 GPa 以上では新たな弱いピークも現れた

が、次の圧力誘起相転移かは判断できなか

った。この回折パターンは、今回の測定の最

高圧力である約 67 GPa まで続いた。 

参考文献 
[1] H. Yamawaki, et al., J. Phys. Chem. 
Solids, 76, 40–44 (2015). [2] L. George, et 
al.: J. Phys. Chem. C, 113, 15087 (2009). [3] A. Liu, et al.: J. Phys. Chem. C, 
114, 11635 (2010).  [4] X. Li, et al.: J. Phys. Chem. C, 122, 14272 (2018).  

  
Fig. 1. Crystal structure of high-

pressure phase of Ca(BH4)2. 
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      PF BL-18C 

CeMnSi の圧力誘起構造転移 
Pressure-indeced structural transition of CeMnSi 

 
西山紗恵 1, 中桐大輝 1, 池田翔 1, 林純一 1, 武田圭生 1,  

関根ちひろ 1, 上床美也 2, Hanming Ma2, 冨田崇弘 2,  

高橋博樹 3, 谷田博司 4, 川村幸裕 1 

1 MuroranIT, 2 ISSP Univ. Tokyo, 3 CHS Nihon Univ., 

4 Fac. Eng. Toyama Pref. Univ. 

 
現在, 正方晶 CeFeSi 型構造(空間群 P4/nmm, No. 129)を持つ CeCoSi は Ce-

4f 電子の反強磁性秩序や未解明の秩序を示す物質として注目されている[1]．

我々は，CeCoSi が室温 PS~4.9 GPa で構造相転移を示すこと, 並びに 10 K で

ΔPS~1.2 GPa減少することを発見した[2]．しかし, 転移後の高圧相の結晶構造

は明らかになっていない. このことから, CeCoSi より単結晶のへき開性が高く,  

同様の構造を持つ CeMnSi について, 構造相転移の有無および PSの温度変

化, 高圧下の結晶構造を探るに至った. 本研究では, KEKの PF BL-18C にて

低温および室温高圧下粉末 X 線回折測定を実施した. まず，室温測定にて

5.7 GPa での構造変化を観測した．それは回折スペクトルに, 明確ではないピ

ークの分裂やブロードニングとして現れた. 以上に加え, 構造相転移後の結

晶構造の同定のため, 室温での高圧下単結晶 X 線精密構造解析を行った結

果を用いた．これより 6.3 GPa 以上の高圧相として P-1 の空間群が候補として

得られ, それを仮定としたスペクトルと実際の粉末 XRD の結果を比較した. 

さらに, 低温の粉末 X 線回折により, CeMnSi は 5.3 GPa 以下の圧力では構

造相転移が見られず, CeCoSiのような 1 GPa以上の PSの減少はなかった. こ

れらの圧力が誘起する結晶構造の変化について報告する.  

 

[1] H. Tanida et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88, 054716 (2019). 

[2] Y. Kawamura et al., J. Phys. Soc. Jpn. 91, 064714 (2022). 
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       BL18C 

高圧下における Sn ドープ CuInS2 ナノ粒子の構造 
Structure of Sn-doped CuInS2 nanoparticles  

under high pressure 
 

武田圭生，清原基生，林純一，葛谷俊博，濱中泰 1 
室蘭工大，1 名工大 

 
数 nm 程の粒径を持つナノ粒子は、電子が３次元空間全方位から閉じ込め

られることから量子ドットとも呼ばれ、粒子サイズに応じて量子閉じ込め効果

により発光特性などの物性を制御することができる。ナノ粒子の集合体中で

は、ナノ粒子間の相互作用によって電子構造が影響を受けるとともに、励起キ

ャリアの緩和過程、電気伝導過程が変化すると考えられる。ナノ粒子を集積し

た次世代デバイスのナノ粒子の薄膜や結晶におけるナノ粒子間の相互作用

のメカニズムと特徴を明らかにすることが本研究の目的である。右下図のよう

なカルコパイライト構造をもつ CuInS2 をチオール系の有機配位子で表面を修

飾したナノ粒子は、凝集すると有機配位子がスペーサーとなり、ナノ粒子間の

距離を一定に保つことによりナノ粒子間に働く相互作用を制御できる。表面配

位子の交換により粒子間距離を変えることができるが、その距離は配位子の

長さで決まるため段階的になる。しかし、凝集したナノ粒子に圧力を印可する

ことにより、ナノ粒子間隔を連続的に変化させることが期待できる。本研究で

はドデカンチオールで表面修飾した CuInS2 ナノ粒子に Sn をドープしたナノ粒

子を作成し、加圧することで粒子間距離を連続的に変化させながら X 線小角

散乱の測定を行った。 
高圧下における粉末 X 線回折及

び小角散乱測定は BL18C でそれ

ぞれ 0.6201Å 及び 0.7992Å に単色

化した放射光を用いて行った。 
 Sn ドープ CuInS2 ナノ粒子の粉末

X 線回折パターンはカルコパイライ

ト構造であることを示し、CuInS2 の

場合と同様であった。小角散乱で

は 1 度付近に一本の大きなピーク

が現れる。このピークの d 値はナノ

粒子間距離と密接に関係している

と考えられる。このピークの d 値は

加圧すると大気圧下の約 31Å から

8GPa で 16%程度減少した。 
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      KEK-PF BL-2B, UVSOR BL4U 

レドックスフロー電池用 Ti-Mn 電解液の X 線吸収分光 
X-ray absorption spectroscopy of Ti-Mn electrolyte 

for redox flow batteries 
 
朝倉大輔 1、細野英司 1、北村未歩 2、堀場弘司 3、湯沢勇人 4、大東琢治 2,4、

酒井孝明 1、舩木敬 1、兼賀量一 1、佐藤縁 1、大平昭博 1 
1産総研、2KEK 物構研、3QST、4UVSOR 

 
再生可能エネルギーの本格的な導入に向けて、大型の定置型蓄電池の開発

が求められている。レドックスフロー電池（RFB）は、その有力な候補の一つで

あり、バナジウム系電解液を用いた RFB が主流となっているが、コスト面で大

きな課題を抱えている。本研究では、バナジウム系の代替候補であるチタン

ーマンガン（Ti-Mn）電解液を用いた RFB の高性能化を目的として、PF BL-2B

において、軟 X 線吸収分光（XAS）を用いて同電解液の Ti および Mn の酸化

還元反応を詳しく調べた。また、UVSOR BL4U の走査型透過Ｘ線顕微鏡

（STXM）も用いて、正極電解液内の電子状態分布も調べた。 

Ti L2,3端 XAS の結果より、充電によって、Ti-Mn 負極電解液の Ti が Ti4+ → 

Ti3+の還元反応を示すことが確認できた。Mn に関しては、充電によって Ti-Mn

正極電解液の Mn が Mn2+ → Mn3+の酸化反応を示すと予測していたところ、

充電状態の溶液でも Mn2+が支配的であることが分かった。一方で、充電状態

では沈殿物が生成しており、充放電を経た後の Ti-Mn 正極電解液中のカーボ

ン電極の残留物についても Mn L2,3 端 XAS を調べたところ、Mn4+を主体とする

高価数成分が確認された。また、充電状態の正極電解液に対して Mn L3 端

STXM 測定を行ったところ、溶液中は Mn2+のみ、沈殿成分は Mn4+のみである

ことが分かった。2Mn3+ → Mn2+ + Mn4+の電荷分離反応が生じ、Mn4+成分が

MnO2等で構成される沈殿物の主成分になったと考えられる。[1]  

以上のように、本発表では、充電状態における Ti-Mn 正極/負極電解液中

の酸化還元反応について、Ti/Mn L2,3 端 XAS の電荷移動多重項計算の結果

も含めて詳しく議論する。 
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       PF 7C 

Fe-Ni 系アモルファス合金から結晶化する L10-FeNi 規則相 
L10-FeNi ordered phase crystallized from Fe-Ni 

amorphous alloys 
 

伴智也 1, 川又透 2, 杉山和正 2 
1東北大学 大学院工学研究科, 2東北大学 金属材料研究所 

 
【緒言】  

Fe42Ni41.3Si8B4P4Cu0.7 アモルファス合金を 400 ℃でアニーリングすることにより
Fe および Ni が規則化した L10相が得られることが牧野ら[1]により報告されて
いる. 非晶質ホスト相から L10相形成されるメカニズムとして、FeNi 規則化相の
核形成に寄与する特殊な規則構造が非晶質構造中に存在することが示唆さ
れているがその詳細は明らかでない. 本研究では X 線異常散乱法(AXS)を用
いて FeNi基非晶質合金の非晶質構造解析を行った. 

【実験方法】 
アーク溶解法を用いて Fe40Ni40B20母合金を作製した後，単ロール液体急冷に
よって薄帯状アモルファス合金を作製した．Fe および Ni K 吸収端を対象とし
AXS 測定を高エネルギー加速器研究機構(KEK)で実施し，各元素周辺の環
境構造情報を得た． 

【結果】 
AXS測定により得られた Fe40Ni40B20非晶質合金の Fe, Ni に関する環境動径
分布関数の形状は、最近接(0.2~0.3nm)から第二近接領域(0.4~0.6nm)にかけ
て同様の特徴を示し、非晶質構造中の Fe および Ni 周囲の環境構造は類似
していることが示唆された． 現在，FeNiB 合金系に Si，P および Cu を添加に
することによって生じる非晶質構造の変化と結晶化プロセスを調査している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考文献】 [1] A.Makino, et al., Scientific Reports 5 (2015) 16627. 

Fig.2 Fe40Ni40B20の動径分布関数 Fig.1 Fe40Ni40B20の Fe-AXS で観測され

た強度プロファイル 
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BL-18C 

イミダゾリウム系イオン液体[C10mim][TFSI]の低温・高圧下

における相転移 
Low-temperature and high-pressure phase 

transitions in ionic liquids 
 

大久保 太一、阿部 洋、岸村 浩明 

防衛大学校 

 
 イミダゾリウム系イオン液体は、カチオンがイミダゾリウム([Cnmim])のイオン

液体である。ｎはアルキル鎖長を示す。アルキル鎖長によってコンフォメーショ

ン自由度が大きく変化する 1)。また、アルキル鎖長と液体のナノ不均一性が関

連することが報告されている。これまで、[Cnmim][X]の低温・高圧下における

相転移の結晶多形や多経路性を調べてきた。アルキル鎖長に起因する結晶

多形やパッキング多形によってさまざまな相転移が観測される 2-5)。 

 [C10mim][TFSI]は室温において液体で、ブロードなピークが観測された。圧

力を加えると 0.3GPa でプレピーク位置にシャープなピークが見られた。さらに

圧力を加えると、複

数回の相転移が観測

された（図１）。 

 冷却過程におい

て、液晶相が存在す

ることを見出した。ま

た、複数回の相転移

が観測された。 
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K.Matsuishi, J. Mol. Liq. 335 (2021) 116415 

4) H. Abe, H. Kishimura, J. Mol. Liq. 352 (2022) 118695 

5) H. Abe, Y. Koyama, S. Shimono, H. Kishimura, K. Matsuishi, Chem. Phys. 557 

(2022) 11479 

図１ [C10mim][TFSI]の各圧力下における 

Ｘ線回折パターン 
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       MLF-BL17 

背面入射中性子反射率測定に基づく 

湿熱劣化したエポキシ接着界面における水の偏析 
Water Segregation at Adhesive Interface of 

Hygrothermal Aged Epoxy Based on Back-Incidence 
Neutron Reflectivity 

 
山口 晃 1、〇種子田英伸 2、戸谷匡康 1、宮田 登 3、宮崎 司 3、Yuwei Liu4、 

川口大輔 1,2、青木裕之 4,5、田中敬二 1,2 
1九大院工、2九大接着セ、3CROSS東海、4KEK、5JAEA  

 
吸湿および熱による接着剤の劣化は複合材料の力学強度、ひいては信頼

性を低下させる要因となる。接着剤に吸収された水分子は熱力学的な要請に

より接着界面に偏析し、劣化反応に影響すると予想される。そのため、界面に

おける水の偏析とそれに伴う湿熱劣化の理解は複合材料の信頼性を向上さ

せる上で重要である。本研究では、代表的な接着剤であるエポキシ硬化物を

用い、親疎水性の異なる接着界面における水分子の偏析について検討した。 

主剤および硬化剤として、重水素化ビスフェノール A ジグリシジルエーテル 

(d-DGEBA) および 4,4’-ジアミノジフェニルメタン (DDM) を用いた。親水性

および疎水性のモデル被着体として、表面が SiOH および SiH で終端された

シリコン基板を用いた。これらの基板にモル比 2:1の d-DGEBA/DDM混合物

を滴下し、窒素下、373 Kで 3時間、453 Kで 12時間硬化した。乾燥状態お

よび軽水蒸気雰囲気下における背面入射中性子反射率(NR)測定と、試料の

湿熱処理を交互に繰り返すことで、界面における

劣化挙動を評価した。湿熱処理は、403 K、相対

湿度 85%の条件で行った。 

得られた NR プロファイルは、指数関数を仮定

した密度プロファイルに基づき再現できた。Fig. 1

はベストフィット曲線を与えるSiOHおよびSiH界

面の散乱長密度(b/V)プロファイルである。湿熱

処理時間が増加すると、SiOH 界面近傍の(b/V)

値は著しく減少したが、SiH 界面近傍ではほとん

ど変化しなかった。軽水バルクの(b/V)値が-0.56 

× 10-4 nm-2であることを考慮すると、(b/V)値の低

下は界面に軽水分子が偏析したことを示してい

る。以上より、固体界面における湿熱劣化に伴う

水分子の偏析は被着体の親疎水性に依存する

と結論できる。 
Fig. 1. (b/V) profiles for d-
DGEBA/DDM films at (a) SiOH and 
(b) SiH interfaces. 
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Spin contrast variation SANS study on water 
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Nucl. Inst. and Meth. A

Quantum Beam Sci. 

スピンコントラスト変調中性子小角散乱法による

毛髪繊維微細構造内水分布の研究
Spin contrast variation SANS study on water 

distribution in human hair micro

、前田知貴１、稲田拓実

パナソニック（株）くらしアプライアンス社

前処理として試料に安定ラジカル（電子スピン源）を

性ラジカル
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の水溶液に、
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微細構造内の水分布はドライヤー等の製品開
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および浸漬後に乾燥

を対象に本手法を適用し、高偏

について報
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前処理として試料に安定ラジカル（電子スピン源）を

性ラジカル

を用いたゴム材料への応用に取り組んでき

に、

ラジカル導入が可

分子が

束ねられ

日常的に水にさらされ

微細構造内の水分布はドライヤー等の製品開

重水溶液に

および浸漬後に乾燥

を対象に本手法を適用し、高偏

について報

Nucl. Inst. and Meth. A 

(2020) 4, 

中性子干渉性

核スピン偏極度依存性

図２．

微細構造

      MLF

スピンコントラスト変調中性子小角散乱法による 

毛髪繊維微細構造内水分布の研究 
Spin contrast variation SANS study on water 

structure 

、石原 綾２ 

パナソニック（株）くらしアプライアンス社 

干渉性散乱長

偏極度依存性

２．毛髪繊維の

微細構造模式図

MLF-BL20 

 

Spin contrast variation SANS study on water 
 

 

散乱長の 

偏極度依存性 

毛髪繊維の 

模式図 

P-091K 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-091K -



       PF-BL6A 

ポリヒドロキシメチレンのイミダゾリウム系イオン液体中にお

ける分子形態 
Molecular conformation of poly(hydroxymethylene) 

in imidazolium ionic liquids 
 

領木研之 

京都大学 

 
 

ポリヒドロキシメチレン (PHM，Figure 1 に化学構造を示す) は分子内に

多数の水酸基を持ち，親水性の強靭なフィルムを形成できるほか，最近では

生体適合性材料としての応用にむけた研究も展開されている[1]．しかしなが

ら，PHM は水を含めた一般的な溶媒には溶解しないことが知られており[2]，

これが加工上の問題点となっている．最近我々は，PHM がいくつかのイミダ

ゾリウム系イオン液体に溶解することを見出した．ここでは，PHM のイミダゾリ

ウム系イオン液体中における分子形態を，PF-BL6A の放射光を用いた小角 

X 線散乱測定により解析した結果について報告する． 

測定により得られた 1-エチル-3-メチルイミダゾリウムアセテート中および 1-

ブチル-3-メチルイミダゾリウムアセテート中  25 °C における PHM の 

Holtzer プロットには，高散乱角側に明確な平坦領域が見られ，PHM がこれ

らのイオン液体中において半屈曲性高分子として

ふるまうことが分かった．また，過剰散乱強度の

濃度依存性を解析したところ，上記の溶媒中にお

ける PHM の第 2 ビリアル係数は正であり，上

記の溶媒は PHM の良溶媒であることが明らか

となった．解析の詳細については当日報告する． 

[1] B. Stolz et al., Macromol. Chem. Phys., 221, 

2000132 (2020). 

[2] H. C. Hass and N. W. Schuler, J. Polym. 

Sci., 31, 237 (1958). 

 

Figure 1. Chemical 

structure of PHM. 
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       MLF-BL15 

中性子小角・広角散乱装置「TAIKAN」における 
調湿環境の開発 2 

Development of sample environment for temperature 
and humidity control on TAIKAN 2 

 
岩瀬裕希 1、有馬 寛 1、高田慎一 2 

1CROSS、2J-PARC Center 
 

 近年、中性子小角・広角散乱装置「TAIKAN」において、湿度制御下での物

質・材料のナノ構造解析のニーズが高まっている。特に、軽水素と重水素の

散乱長の違いを利用したコントラスト変調実験に対する要望が多い。この要望

に応えるため、2020 年度から TAIKAN において湿度制御下での実験環境整

備を進めて

きた。 

 図 1 に導

入された湿

度制御装置

の概要を示

す 。 湿 度 を

決定する加

湿 ガ ス は 、

乾燥ガスを

温度制御さ

れた水に通すことで得られる。国内外の SANS 装置で使用されている従来の

湿度制御装置は、加湿用のタンクは一つしかない。そのため、H2O/D2O 比を

変えるには、タンク内の水と、タンクから試料までのガスライン内の残留水を

除去する必要があり、多くの時間を要する。そのため、コントラスト変調実験を

容易に行うことはできない。一方、TAIKAN で導入した湿度制御装置では、

H2O と D2O の加湿用タンクを独立させ、加湿ガス中に含まれる H2O/D2O の比

率を瞬時に変更することができるようにした。さらに、タンク内の露点温度を精

密に制御することで、湿度制御の精度を高めている。また、試料周りには複数

の試料を同じ温度湿度条件で測定できるように試料交換機などを整備した。 

本発表では、TAIKAN の湿度管理環境の現状と、今年度 CROSS 開発課題と

して実施した燃料電池用電解質膜と膜・電極接合体（MEA）の成果などを報告

する。 

 
図 1. TAIKAN で導入した湿度制御装置の概要図. 
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    BL-6A, BL-10C, BL15A2 

デカール電極処理が白金表面の Nafion薄膜へ与える影響 
The effect of decal process on Nafion thin film on 

the platinum surface  
 

宇津木 茂樹 1,2、 山田 悟史 2 
1総合研究大学院大学、 2高エネルギー加速器科学研究所(KEK) 

 
固体高分子形燃料電池の心臓部である膜電極接合体は、白金担持カーボ

ンと Nafion等の高分子電解質を混ぜ合わせたインクを乾燥させた「触媒層」を

高分子電解質膜の両面に密着させ、約 120～140℃で 10～15 分程度のホット

プレス処理する「デカール電極処理プロセス」により作成される。本研究では、

デカール電極処理プロセスが電解質膜のナノ構造に与える影響について、特

に触媒となる白金との界面に着目した実験を行った。 

試料にはフッ素系電解質 Nafion(EW1000)を用い、シリコン基板上に作成さ

れた白金薄膜上にスピンキャスト法で 50 nm程度の膜厚になるように調製し、

140℃にて 0～240 分の範囲で加熱時間を変えた試料を複数作成した。Nafion

のナノ構造は Photon Factory BL-6A, 10C, 15A2に

おいて、25℃、RH90%の試料雰囲気で斜入射小角 X

線散乱(GI-SAXS)を用いて評価した。 

Fig .1 に Nafion 薄膜の散乱プロファイルのアニー

ル処理時間依存性を示す。まず面内の散乱プロファ

イルは、アニール処理時間 0～10分の試料において

𝑞 = 0.1 − 0.2 Å−1近傍で水のクラスターネットワーク

構造に由来する干渉ピークが観測されたが、アニー

ル処理時間 20 分でそのピーク強度は大きく減少し、

240 分になると干渉ピークは観測されなくなった。他

方、面外方向の散乱プロファイルに関しては、アニー

ル処理時間 0～20 分にかけて、水クラスターに由来

したピークの散乱強度が減少する一方、アニール処

理時間 240 分になるとそのピーク強度の上昇と幅の

減少が観測された。これらの結果は、Nafion のナノ

構造が140℃での熱アニール処理により最初の数十

分で準安定構造から不規則構造へと組み替えられ、

その後数時間かけて再安定構造へと転移することを

示しており、デカール電極処理プロセスで 10 分程度

の短いアニール処理時間が採用されていることと対応している可能性がある。 

ポスター発表では、水晶振動子マイクロバランス測定などの結果と合わせ

て詳細を議論する。                        

Fig .1 140℃、各アニール時間

で処理された Nafion 薄膜の

RH90%における面内方向

( 上 ) 、 面 外 方 向 ( 下 ) の

GISAXS プロファイル 

P-097K 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-097K -



       MLF-BL20 

中性子線を用いたコンクリート吸水過程のマルチスケール

測定とイメージング 
Multi-scale measurement and Imaging of concrete 

water absorption process using neutron beam  
久保田凜 1、秋山哲治 2、能田洋平 1、前田知貴 1、小泉智 1 

1茨城大院理工、2若築建設株式会社 

 
【緒言】コンクリートが劣化する要因はいくつかあるが、その要因の内、硫酸塩

等の有害物質との化学反応、カルシウム溶脱、鉄筋の腐食は外部から侵入し

た水溶液が原因となり発生する。これらを解決するために、コンクリートの平

均粒径や粒子の形状、分布、界面構造などの高次構造やそれに伴う含水挙

動を知ることが必要である。この研究では材料構造解析装置 IMATERIA を用

いて実験を行った。材料構造解析装置 IMATERIAは中性子線を用いてマルチ

スケール測定できる装置であり、マルチスケール測定とは結晶構造だけでなく

平均粒径や粒子の形状、分布、界面構造など、原子サイズからナノ領域のス

ケールを同時に測定することである。また、中性子線は X 線と違い軽元素の

観測が可能なため、コンクリートに水を吸水させた際の水の挙動を観測できる。 

【実験】測定試料は100mm×96mm×20mmのコンクリートブロック4種である。 

セメントと軽水を 5:3 の質量比で練り混ぜ、乾燥させたブロック、同じ作製法で

セメントと重水を 5:3 の質量比で用いたブロック、砂・セメント・軽水を 20:5:3 の

質量比で使用したブロック、・セメント・重水を 20:5:3の質量比で使用したブロッ

クを作製した。これらを順に軽水セメント、重水セメント、軽水モルタル、重水モ

ルタルと表記する。IMATERIA を用いて、軽水の吸水過程のイメージング測定、

小角散乱測定、透過率の測定を行った。 

【結果】図の A と Bはそれぞ

れ、軽水に重水セメントと重

水モルタルを浸して約 13 時

間経過した後のイメージング

測定結果である。ブロックの

下半分以上を占める黒色は

吸水された軽水である。重

水セメントは高さ 70 cm、重

水モルタルは高さ83cmまで

軽水が上がっている。画像

中央付近、縦方向に写る線は直径 8mm の鉄筋である。また、ブロック端の三

角や四角のマークは画像の張り合わせ時に目印としたカドミウム片である。当

日はイメージング測定、小角散乱測定、透過率の測定結果について詳細を報

告する。 

A                      B 
図. 重水セメントと重水モルタルの 13時間吸水 
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       KEK／PF-BL6A 

Θおよび良溶媒条件のシクロヘキサン中における 
アタクチックポリスチレンの粒子散乱関数 

Particle scattering functions of atactic polystylene in 
cyclohexane under Θ and good solvent conditions 

 
中島 佳奈 1) ・領木 研之 1) ・井田 大地 1) 

1 京都大学大学院工学研究科 

 

 

繰り返し単位間の見かけ上の相互作用が消える Θ 溶媒中において，あるい

は，分子内排除体積効果が無視できるほど分子量が小さい場合，線状高分

子の散乱ベクトルの大きさ q の関数である粒子散乱関数 P(q) の挙動は，吉

崎−山川による非摂動みみず鎖理論[1]によりほぼ定量的に説明できる．一方，

繰り返し単位間に斥力が働く良溶媒中においては，P(q) に対する分子内排

除体積効果を無視することができないが，P(q) に対する摂動みみず鎖理論

は未だ報告がなく，そもそも実験データが多くない．最近，我々は剛直性パラ

メータ（持続長の 2 倍）を単位に測った還元鎖長があまり大きくない場合，任意

の排除体積強度 B（2 体クラスター積 β）の摂動みみず鎖理論に対する P(q)  

を計算することができる計算式を見出した． 

そこで，本研究では，シクロヘキサン中 34.5 ℃（Θ）および 50 ℃（良溶媒条

件）における重量平均分子量 Mw が 5.43 × 103，3.79 × 104，4.27 × 105のア

タクチックポリスチレン標準試料について，KEK PF BL-6A において小角 X 線

散乱測定（SAXS 測定）を行い，P(q) を決定した．当日は各温度における

P(q)  の Mw 依存性，および，実験値と上記の計算式により計算される理論

値の比較について報告する． 

 

[1] T. Yoshizaki, H. Yamakawa, Macromolecules, 13, 1518 (1980). 
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       KEK 放射光実験施設(Photon Factory)／BL15A2 

Tender X線反射率によるリン含有高分子薄膜の構造解析 
Structural analysis of phosphorus containing 

polymer thin films utilizing Tender X-ray reflectivity 
 

 小林大記 1・山本勝宏 1 

1 名古屋工業大学大学院 

 
緒言 

X 線や中性子線を利用した薄膜の構造解

析手法には XRR・GISAXS・NR などが挙げ

られ、現在では広く認知されている。しか

し、これらの手法には主に透過率の高い

硬 X線が利用されており、軟 X線を用いた

手法は未だに発展途上である。近年では 1

〜4 keVの Tender X 線を利用した散乱実

験が注目されている。このエネルギー領域には Si , P , S , Cl といった軽元素

の吸収端が含まれるため、これらの元素を含む系において散乱能の異常分

散効果を利用したコントラスト変調実験が可能となる。この点に注目し、

Tender X 線を用いた解析手法の確立を目的として研究を行っている。本研究

ではコーティング材料などに用いられるリン含有高分子に対して Tender X 線

による X 線反射率測定(TeXR)を実施し、構造解析を試みた。 

実験方法 

リン含有高分子として、Poly(4-vinylbenzyl diethyl 

phosphate)-b-polystyrene(VBP-b-St)を合成し、テト

ラヒドロフラン溶液から、スピンキャスト法により薄膜

を作成した。TeXR は KEK PF BL15A2 にて行った。 

結果・考察 

図 1は、実験プロファイル図 3上を再現するた

めに構築した SLD プロファイル(実部)である。

予想される構造は図 2 となる。僅かな X 線の

エネルギー差でも、吸収端(2150eV)で SLD の

値が大きく変化するため、構造解析の確度が

上がる。リン含有高分子は、基板側に多く偏

斥した層を形成した。つまり、VBP 層が親水性

であるため、基板との間に相互作用が生じて

いると考えられる。VBP 層の妥当性を調査す

るために、VBP 層が存在しないと仮定した場合（図 3 下）、実験結果の再現は

悪い結果となり、TeXR による構造解析の有効性を確認することができた。 

St + VBP 

Figure 1. Scattering length density (SLD) profiles of 

VBP-b-St thin film used for fitting TeXR profiles. 

Figure 2. Thin film model expected 

from SLD profiles. 

Figure 3. Tender X-ray reflectivity profiles of 

VBP-b-St thin film at 2100eV. The black line 
assumes the presence of a VBP layer and the blue 

line assumes the absence of a VBP layer. 
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       MLF-BL16、JRR3-SANS-U 

NR と SANSによるドデカン酸カリウムとジグリセリン誘導体

混合系の気/液界面における吸着特性と会合体特性 
 Adsorption at Air / Water Interface and Aggregation 

Properties of Mixtures of Potassium Dodecanoate 
and Diglycerol Derivatives by NR and SANS 

 
安部 美季１、大畑 哲也２、山田 武２、矢田 詩歩１、吉村 倫一１、山田 悟史３ 

１奈良女大院、２阪本薬品工業（株）、３KEK 

 
【緒言】我々はこれまでに、ドデカン酸カリウ

ム（C11COOK）と平均 9 mol のポリオキシエ

チレン（EO）鎖またはポリオキシプロピレン
（PO）鎖を付加したジグリセリン誘導体

（2GlyEO9、2GlyPO9；Fig. 1）の混合系の表

面張力測定を行い、臨界ミセル濃度（CMC）
以上で 2GlyEO9 は気/液界面に吸着せず、

2GlyPO9は C11COOK とともに吸着することを明らかにした [1]。しかし、2成分

以上の系の場合、表面張力からの表面過剰濃度Γの導出が困難であり、さら
なる検討が必要である。本研究では、重水素化ラベリングを用いた中性子測

定をすることで、気/液界面における吸着特性と会合体特性について検討した。 

【実験】C11COOK / 2GlyEO9および C11COOK / 2GlyPO9混合系の気/液界面

における吸着特性は、J-PARC SOFIA（BL16）を用いて、中性子反射率（NR）
の測定により調べた。会合体特性は、JRR-3 SANS-U を用いて、中性子小角

散乱（SANS）の測定により調べた。 

【結果と考察】C11COOK （50 mmol dm-3固定、CMC以上）と 2GlyEO9（10 wt%）
および 2GlyPO9（10 wt%）の混合系の NRプロファ

イルをFig. 2に示す。得られた反射率はC11COOK

とジグリセリン誘導体のΓを反映しており、各成
分を分離するためにC11COOKの重水素化率を変

えた際の反射率の変化から、各成分のΓを導出

した。また、SANS では重水素化率の異なる

C11COOK を用いることで、同様に会合体中の組
成を評価した。その結果、2GlyEO9 は 2GlyPO9 よ

りも C11COOK と混合しづらく、特にミセル中では

その振る舞いが顕著であることが明らかとなっ
た。当日は表面張力との比較など、結果の詳細

を報告する。 
 

[1]安部、矢田、吉村ら、第 73回コロイドおよび界面化学討論会（2022）、2A08 
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Fig. 2 Neutron reflectivity results 

of C11COOK and mixtures of 
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Spring-8(BL19B2, BL40B2), JRR-3-SANS-U 

ベンザルコニウム系ジェミニ型カチオン界面活性剤と 

アニオン界面活性剤混合系の会合体および泡沫特性 
Aggregation and Foam Properties of Mixtures of 
Benzalkonium-type Cationic Gemini Surfactant 

and Anionic Surfactant 
 

○渡邊萌，矢田詩歩，吉村倫一 

奈良女子大学 

 
【緒言】ジェミニ型界面活性剤は，1疎水鎖 1親水基構造の単鎖型界
面活性剤同士をスペーサー（連結基）によって繋いだ 2 疎水鎖 2 親
水基構造であり，単鎖型と比較して優れた界面活性を示す。本研究で
は，新しく開発したジェミニ型構造のベンザルコニウム系新規カチ
オン界面活性剤（2C12BzA-3 Cl）と一般のアニオン界面活性剤との混
合系における水溶液中での会合体および泡沫特性を調べ，両界面活
性剤の混合比やカチオン界面活性剤の構造と
鎖数の影響を検討した。 
【実験】カチオン界面活性剤単独系およびア
ニオン界面活性剤との混合系で形成する会合
体の構造は，X線小角散乱（SAXS），中性子
小角散乱（SANS），動的光散乱（DLS），低
温透過型電子顕微鏡（cryo−TEM），ゼータ電
位などの測定により調べた。混合系の泡沫の
構造は、SANSの測定により検討した。 
【結果と考察】2C12BzA-3 Cl とドデカン酸ナ
トリウムの混合水溶液（10 mmol dm–3、混合比
10 : 0，8 : 2，6 : 4，5 : 5，4 : 6）の SAXSプ
ロファイルを Fig. 1に示す。混合比 6 : 4～4 : 
6では、Guinier領域の傾きが–2乗に従うこと
から，ベシクルの形成が示唆される。DLS よ
り、直径 160～240 nmのベシクルが確認され
た。混合比 8 : 2では、2C12BzA-3 Cl単独系と
同様に小さなサイズのミセルの形成が認めら
れた。この混合系の重水中における SANS プ
ロファイル（Fig. 2）には、低 q領域で立ち上
がりが見られた。これらの結果から，両界面活
性剤の混合比によって、分子間の静電相互作用
が異なり分子の曲率が変わるために、ベシクル
やミセルを形成することがわかった。 

Fig. 1 SAXS profiles for 
2C12BzA-3 Cl / C11COONa 
mixture at 10 mmol dm–3. 
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Fig. 1 SANS curves for 
2C12BzA-3 Cl/ C11COONa 
mixture at 10 mmol dm–3 in 
D2O. 

Fig. 2 SANS profiles for 
2C12BzA-3 Cl / C11COONa 
mixture at 10 mmol dm–3 in 
D2O. 
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       PF BL-1A, BL-17A 

タンパク質複合体結晶構造解析における有機ヨウ素化合物

の放射線損傷 
Radiation damage on an organic iodine compound 

in protein crystallography 
 

齋藤佳史、〇小祝孝太郎、角谷龍展、森田暁洋、大八木悠、 

上野正弘、川村恒二 

杏林製薬株式会社・わたらせ創薬センター・合成研究所 

 
 創薬研究においてタンパク質・化合物複合体構造情報は活性向上を目指し

た合成展開に必要な情報である。近年では、取得された複合体構造は、計算

科学の支援を受けることによってさらに精緻な相互作用解析がなされる。その

ため、より高精度な構造決定が求められている。 

一方で、X 線結晶構造の決定において放射線損傷は避けられず、如何にし

て放射線損傷を抑えるかは高精度な構造決定には重要な課題である。放射

線損傷の代表的な例として、生体高分中の化学結合の切断や、フリーラジカ

ルを介した金属イオンの還元があげられる。このような放射線損傷の可能性

をはらむ結晶を用いる場合には、放射線損傷を抑えるために、局所での照射

線量が高くならないように複数の結晶もしくは点からデータを収集し、損傷の

程度を抑えるなどの工夫がなされる。しかしながら、このような放射線損傷の

可能性をはらむ分子の報告事例は限られており、低分子化合物の放射線損

傷については情報が不足しているのが現状である。 

我々杏林製薬では創薬のために X 線複合体構造解析を運用している。そ

の中で、キナーゼ A・有機ヨウ素化合物 A 複合体構造の構造精密化の過程

で、ヨウ素原子近傍に不可解な電子密度図を観察した。この不可解な電子密

度図は、化学的に妥当な化合物モデルの構築の妨げとなった。 

単結晶構造解析と溶液中での安定性の評価によって本化合物は意図しな

い修飾は受けておらず、13.0-32.6 MGyでの X線回折実験による放射線損傷

によって不可解な電子密度図を呈することが示唆された。本複合体結晶の空

間群は P62 であったため、放射線損傷の低い 30 度分のデータを用いて解析

し直したところ、不可解な電子密度図は低減された。最終的に、本複合体構造

の決定には、0.5 MGyの条件で測定したデータを用いることで成功した。 

このような有機ヨウ素化合物の放射線損傷に焦点を当てた研究報告はな

かったが、PDB 上の有機ヨウ素化合物複合体構造と電子密度図を観察したと

ころ、多数の事例でヨウ素の放射線損傷を示唆する電子密度図が見出された。 

本研究は、有機ヨウ素化合物の X 線放射線損傷の可能性を見出し、創薬

研究に有用な X 線回折データ収集条件の決定につながることが期待される。

今後は本化合物の放射線損傷の物理的なメカニズムの解析を進めたい。 
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       BL10C 

皮膚バリア機能に及ぼすセラミド特性の影響 
Effect of characteristics of ceramide on barrier 

ability of skin 
 

〇小幡誉子、池内由里 

星薬大 

 
【目的】皮膚の表面には「角層」と呼ばれる薄い膜が存在し、生体を脱水や異

物侵入から保護する役割をもつ。角層は、角層細胞の周辺を細胞間脂質が

取り囲んだレンガーモルタル構造を有し、細胞間脂質は規則正しいラメラ構造

を形成している。物理的な皮膚のバリア機能の要となっている細胞間脂質は、

セラミド（CER）、コレステロール（CHOL）、遊離脂肪酸を主な成分としているが、

なかでも、CER は、ラメラ構造の骨格を占める成分として重要である。今回は、

CER の物理化学的特性として、光学活性に着目して、脂質モデル利用して皮

膚のバリア機能形成への影響を推察した。 

【実験】脂質モデルの調製： CER[NDS]、CHOL、パルミチン酸（PA）をクロロホ

ルム : メタノール混液に溶解した。有機溶媒を留去し、精製水を加え水和さ

せ、凍結乾燥を行い、脂質モデルとした。示差走査熱量（DSC）測定：脂質モデ

ルをアルミパンに充填し、熱挙動を調べた。赤外分光測定：脂質モデルを用い

て、赤外分光測定を行った。放射光 X 線回折：脂質モデルをガラスキャピラリ

ーに充填し、BL10C において温度走査を伴った X 線回折測定を行った。 

【結果及び考察】光学活性体の CER[NDS]を含んだ脂質モデルとラセミ体のモ

デルの比較では、いずれも DSC 吸熱曲線に、いくつかのピークが認められた。

50℃付近の相転移は直方晶の液晶化であると推察されるが、ラセミ体モデル

では相転移温度が低く、吸熱量が小さい傾向が見られたことから、光学活性

体のほうが安定な構造を形成する可能性が示唆された。また赤外吸収スペク

トルの比較からは、光学活性体モデルでは昇温により PA との相互作用が減

弱して、PA の脱離を生じることによって環境に対応した構造を形成した可能

性が示唆された。また、光学活性体モデルでは、脂質 3 成分からなるラメラ構

造よりもやや広角側にある PA 単独のピークが 20℃付近で明らかだったが、

ラセミ体モデルでは当該ピークは非常に微小であったことから、相分離したPA

は少量であると推察した。これらの結果は、赤外分光測定の結果とよく対応し

た。ラセミ体モデルでは、高温まで PA がラメラ構造中で分散した状態が保た

れているのに対し、光学活性体モデルでは、PA の融点を超えると主に光学活

性体 CER[NDS]と CHOL からなる新たなラメラ構造を形成したと考えられる。

以上より、CER の光学活性は、外部環境の変化に対応して、周辺の脂質との

相互作用を通じて微細構造の再構築を促し、環境変化に応じた皮膚のバリア

機能の維持に重要な役割を果たしていると考えられる。 
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       MLF-BL02、MLF-BL15 

蛋白質の階層構造ダイナミクスの解明 
Clarification of hierarchical dynamics in protein 

 
中川洋１、井上倫太郎２、小田隆３、４、矢木-内海真穂５、斉尾智英６、苙口友隆
７、長田裕也８、杉山正明２、佐藤衛４、川北至信１、岩瀬裕希９、富永大輝９、高

田慎一１ 

１ 原子力機構、２ 京都大学、３ 立教大学、４ 横浜市立大学、５ 自然科学

研究機構、６ 徳島大学、７ 慶応大学、８ 北海道大学、９ CROSS 
 

蛋白質は階層構造と階層的なダイナミクスを持つ。溶液中の蛋白質の構造

ダイナミクスを解析する重要性は近年ますます高まっており、生物機能に関わ

るナノメートルオーダーの階層構造、およびピコ～ナノ秒の時間スケールでの

構造・ダイナミクスの実験手法として中性子散乱が期待されている。BL02(中

性子準弾性散乱装置)と BL15(中性子小角散乱装置)を用いて、これら時空間

スケールの構造・ダイナミクスを解明することを目的として研究を開始した

（MLF 長期課題 2019L0300）。本課題では、折り畳み蛋白質や天然変性蛋白

質を含む特徴的な機能性マルチドメイン蛋白質を試料として、研究を推進した。

生化学と計算科学の専門家が中性子科学に強くコミット（図 1）し、MLF におけ

る構造生物学研究を推進した。幅広い専門分野の研究者が連携し、「中性子

散乱の特徴を生かした蛋白質部分重水素化法」「各種中性子分光器連携によ

る広い時空間シームレス解析法」「中性子と計算科学との連携による蛋白質

ダイナミクスの可視化法」「希薄蛋白溶液に対する中性子準弾性散乱測定手

法」を開発し、我が国の蛋白質科学を先導する新世代中性子構造生物学を先

導した。発表では、これまでの進捗の報告と今後の展望について議論する。 

 

 

図 1. 本長期課題の研究体制 
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       MLF-BL20 

タンパク質多結晶の核偏極中性子回折実験 
Nuclear polarization neutron diffraction experiment 

of protein polycrystal 
 

田中伊知朗 1,2、山内秀輝 1、能田洋平 1,2、前田知貴 2、小泉智 1,2 

1 茨城大院理工、2 茨城大フロンティア 

 
生体高分子中性子結晶構造解析では、測定時のバックグラウンドを下

げるために試料結晶の重水素化が行われているが、同位体効果のほか、試

料結晶を完全に重水素化するには時間と費用がかかるという問題がある。

そこで、動的核偏極（DNP）によってタンパク質中の水素原子の核スピン

の向きを一方向に揃えて解析を行うことで、軽水素試料のまま測定がで

き、さらに水素の散乱長が従来の最大で約 8 倍となり、水素に対してよ

り高感度な測定が可能になる。これまでに、BL20 において、H2O および D2O

バッファ中の粉末リゾチーム結晶に対して、最大-62%および+52%の偏極

率にて中性子回折実験を行い、それぞれの偏極率に対応した強度の変化

が観測できたとともに、格子定数や晶系の確認や構造因子の偏極率依存

性に加えてバックグラウンドレベルの理論計算との対応を行い、よい一

致を確認できた（下図は H2O バッファの例）。ここまでの測定と定量化は

世界的にも珍しい。当日は結果を詳述する。 

 

図：タンパク質の粉末回折パターン。totP は全偏極率、＋は各指数の反

射位置（Q値および面間隔）の計算値、赤四角枠は格子定数を、それぞれ

示す。データは 0<Q<0.8Ang-1 から抽出；totP=-0.62(橙), totP=0(青), 

totP=+0.55(灰)。 
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       PF-BL17A 

HIV-1逆転写酵素 RNase H活性部位と 

天然物阻害化合物との結合構造解析 
Structural analysis of inhibitory compounds bound 

to HIV-1 reverse transcriptase RNase H domain 
 

伊藤 悠馬、陸 慧燕、星野 忠次 

千葉大学薬学研究院 

 

 

【目的】 HIV に対する化学療法は様々な薬剤の開発により大きな進歩を遂げ

ている。しかし、多剤耐性ウイルスの出現が危惧されており、既存の薬剤と異

なる作用点を持つ新たな HIV-1に対する抗ウイルス剤の開発が求められてい

る。本研究では、新規抗 HIV 薬の開発に向けて、ウイルスの逆転写酵素に内

在する RNase H活性を阻害する天然物化合物と標的部位との共結晶構造解

析を行う。 

【方法・結果】 HIV-1 逆転写酵素の RNase H ドメインは、その分子量より p15

と称される。p15 を部分タンパク質として発現した場合、RNase H 酵素活性は

示さない。大腸菌もRNaseを持っており、HIV-1のp15と類似のアミノ酸配列を

持っている。大腸菌 RNase H の１つのへリックスを HIV-1 p15 に組み込んだ

p15Ec組換えタンパク質は、RNase H酵素活性を示すことが知られている。本

研究では、RNase H酵素活性部位の部分構造を、p15Ecにより発現、精製して

結晶化を行った。タンパク質結晶と酵素阻害活性を示す３つの天然物化合物

についてソーキングを行い、X線回折データを得て、結合構造解析を行った。 

【結果と考察】RNase H酵素阻害活性を有する天然物化合物は、いずれもラッ

カイン酸骨格を有している。ラッカイン酸の派生物は、DNA メチルトランスレフ

ェラーゼを阻害することでも知られている FRET法を用いて RNase H酵素阻害

活性を測定したところ、３つの天然

物化合物のうちの１つは、IC50値が

8.1μM であった。X 線結晶構造解

析の結果、p15Ec の酵素活性中心

における２つのMn²⁺イオンと化合物

のアントラセン骨格上の１つのカル

ボニル酸素および２つのヒドロキシ

酸素が引き付け合うことで結合構

造が形成されていた（右図）。結合

構造をもとに、ラッカイン酸を改変

して、より阻害効果の高い化合物

を設計することが可能である。 
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MLF-BL03, PF-AR-NW12A 

酸化還元タンパク質の酸性アミノ酸の 

プロトン化状態解明に向けた研究 
Studies to elucidate the protonation states of acidic 

amino acid residues in redox proteins 
磯部悠介 1、小林賢二 1、北河康隆 2、三島正規 3、和田啓 4、 

松井敏高 5、海野昌喜 1 

1茨城大学、2大阪大学、3東京薬科大学、4宮崎大学、5東北大学 

 

水素原子はタンパク質に豊富に含まれており、水素結合や酵素触媒メカニ

ズムなど、タンパク質の構造形成と機能発現に関与しているため、その構造

情報を得ることは構造生物学において重要である。中性子結晶構造解析では、

X 線結晶構造解析で同定が困難な水素原子の位置を、炭素原子や窒素原子

と同様に同定することが可能である。一方、水素原子による非干渉性散乱が

バックグランドを上げることや、負の散乱長により正の散乱長を打ち消す可能

性があり、水素原子が中性子構造解析に不利に働く要素も含んでいる[1]。 

当研究室では、PcyA と BtFd という 2 種類のタンパク質について水素原子

レベルの構造生物学的研究を進めている。ビリン色素は、光合成や光応答で

重要な役割を担っている。酵素 PcyA は、その 1 つであるフィコシアノビリン 

(PCB) を、ヘム分解産物であるビリベルジン (BV) から特異的な 2 段階の 2 

電子（計 4 電子）還元反応によって生合成する。その反応の第 1 プロトンドナ

ーと考えられている Glu76 について、本研究室で解析した中性子構造には、

以前に解析された X 線構造と矛盾する特徴があり、側鎖のプロトンも可視化

できなかった [2]。また、以前解析した Bacillus thermoproteolyticus 由来フェ

レドキシン (BtFd) の中性子構造ではAsp64のカルボキシ基はプロトン化され

ていなかったが、量子科学計算の結果より Asp64 のカルボキシ基のプロトン

化状態は酸化型と還元型で異なることが示唆された [3]。本研究では、2 つの

タンパクについて完全重水素化による中性子構造の精密解析を行い、それら

重要な酸性残基のプロトン化の可視化を目指した。 

本シンポジウムでは、重水素条件下で大腸菌を培養し、目的タンパク質の

遺伝子が発現したことと、完全重水素化 BtFd 及び PcyA の中性子回折実験

を目指した結晶化について報告する。 

 

References 

[1] K. Koruza., et al., Archive of Biochemistry and Biophysics ,(2018). 645  

26–33. 
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       KEK PF BL_5A 

微小流路デバイスによる大形結晶育成法のさまざまなタ

ンパク質への適用 
Application of large crystal growth method to 

various proteins using microfluidic device 
齋藤洋也 1、小泉怜 2、新村信雄 1、田中伊知朗 1,3 

１ 茨城大院理工、２ 茨城大工、３ 茨城大フロンティア 

 

[序文]中性子回折法は X 線に比べて強度が小さく大型結晶が必要と

なる。ここで結晶化相図を用いれば原理的に大形良質タンパク質結

晶を作製することが先行研究で見出されている[1]。また、結晶作製

に用いているマイクロ流路内で結晶が離散的に形成されていること

が見られた。これらを応用することで中性子回折実験に必要となる

大型良質タンパク質結晶を安定的に供給できる結晶育成手法とマイ

クロ流路デバイスを開発することを目的としており本研究では特に

マイクロ流路デバイス内におけるリゾチーム以外のタンパク質での

応用およびリゾチーム結晶の大形化について実験している 

[実験]作成したマイクロ流路デバイスにおいてタンパク質と結晶化

剤の混合液を流路内に入れることで流路内において結晶を作製した。

その際グルコースイソメラーゼ(以下 GI)、トリプシンタンパク質を

用いた。デバイス内にタンパク質溶液と結晶化剤の混合液を入れイ

ンキュベーションした後結晶核の段階でシリンジポンプを用いて流

路から結晶核をリザーバー溶液へ落とし込むことで結晶の大形化を

はかった。それと同様にマイクロピペットを用いて簡易的に微小流

路のような条件で結晶の大形化を狙った。結晶の大形化についてリ

ゾチームを用いて行った。 

[結果]深さ 30μm,49μm のデバイスで GI 結晶を作製した[2]。また

同様にトリプシンについても実験を行った。その結果流路断面

1800μm2 に対して結晶が 8 個出来たことが確認できた。マイクロピ

ペットを用いた結晶の大形化についてまだ確実ではないが良い確率

で大きい結晶が得られた。 

参考文献：[1] Niimura et al., Oxford University Press (2011) 

p.52、[2] 田中伊知朗、他 9名（2022）特開 2022-087076 
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       PF BL-1A 

病原菌由来ガスセンサーホスホジエステラーゼの 

センサードメインの構造解析 

Structural Analysis of the Sensor Domain of a Gas 
Sensor Phosphodiesterase from Pathogenic 

Bacterium 
 

北西健一 1、青山菜緒 2、江頭美紀 2、海野昌喜 3、下仲基之 1 
１東京理科大理化、２東京理科大院理化、3茨城大院理工 

 
 

ガスセンサータンパク質は、一般的に、ガス結合センサードメインと機能ドメイ

ンから構成されている。酸素、一酸化炭素、一酸化窒素などのガス分子はヘ

ムなどの金属中心に結合し、センサードメインのタンパク構造が変化する。そ

の構造変化がシグナルとなって機能ドメインに伝達され、その結果、機能ドメ

インでの触媒活性や転写活性などのスイッチがオン/オフされる。GCS-HD-

GYP は N 末端グロビンドメインにあるヘムに酸素が結合すると、C 末端ドメイ

ンのホスホジエステラーゼが活性化され、微生物の重要なセカンドメッセンシ

ャーである c-di-GMP を分解する酸素センサー酵素である。その酸素認識機

構を原子レベルで解明するために、本研究ではグロビンセンサードメインの結

晶構造解析を目指し、研究を行っている。大腸菌にて、グロビンセンサードメイ

ンのタンパク質を大量発現させ、高純度に精製したタンパク質をハンギングド

ロップ蒸気拡散法にて、結晶化を行った。PF のビームライン BL-1A で最高分

解能 3.1 Å で回折データを収集した。空間群は P21で、マシューズ係数から非

対称単位に 4-8 分子含まれていると予想された。ゲルろ過分析から、このタン

パク質は溶液中で二量体であることから、二量体が 2-4 分子含まれていると

考えられる。現在、既知構造をもとに分子置換法で構造解析を進めている。今

後、より高分解能データの収集を目指し、結晶化条件の最適化を行っていく予

定である。 
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       BL-1A／BL-17A 

迅速な結晶構造決定に向けた取り組み 

A comprehensive strategy for quick determination of 
protein structures 

 
千田美紀、千田俊哉 

高エネ機構・物構研・構造生物学研究センター 
 

感染症や様々な疾患の治療薬開発に向けたリード化合物探索をはじめとする

構造解析のニーズに応えるためにはスピードが何よりも重視されるが、一日

あたり数百セットの膨大なデータが収集できる X 線結晶構造解析技術は迅速

にタンパク質の構造情報を得るために最適なツールと言える。最近では新規

のタンパク質の構造解析を行う場合であっても、既存の座標や AlphaFold2 に

より得られた構造をモデルとして位相を決定できるケースが増えてきた。しか

しながら、分子置換法で得られたモデルを少しずつ修正しながら構造精密化

を進めるのは時間がかかり、迅速な構造決定には不向きである。一方、分子

置換法と native SAD 法を組み合わせた MR-native SAD 法では硫黄の異常

分散効果を使い実験的な位相で計算した電子密度マップから半自動でクオリ

ティーの高いモデルが構築できる。本発表では、我々のグループで迅速に結

晶構造を決定するために行っている取り組みを実際の成功例（Takeuchi et al. 

(2022) Structure ; Inaba et al. (2022) BMC Biol. ; Kamimura et al. (2022) New 

BIOTECHNOLOGY ; Kumano et al. (2021) PNAS ; Konno et al. (2021) J. Med. 

Chem. ; Hirakawa et al. (2021) BMC Biol. ; Watanabe-T, M. et al. (2021) Commn 

Biol.）を示しつつ紹介したい。 
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       PF_BL_5A 

セリンプロテアーゼ加水分解反応後半部分の中性子解析

に向けた結晶化 
Crystallization for neutron analysis of the serine 

protease hydrolysis reaction 
 

武田和久 1、田中伊知朗 2,3 

1 茨城大工、2 茨城大院理工、3茨城大フロンティア 

 

生体反応を触媒する酵素タンパク質のうち、活性部位に Ser残基を持つも

のをセリンプロテアーゼという。セリンプロテアーゼの加水分解反応後半の機

構は、Wilmouth らが行った X線構造解析[1]により明らかになった。この実験

は、セリンプロテアーゼである Elastase とその基質であるβ-casomorphin の

複合体結晶を作成し、pH 変化により反応が進みだした瞬間に凍結すること

で、遷移状態中間体の構造を捉えた。しかし、X線構造解析では水素原子の

位置の同定が困難であり十分とは言えず、中性子線構造解析であれば水素

原子までとらえることができ、より詳細な機構の判明が期待できる。 

Wilmouth らの実験を中性子線によって再現するために、Elastase とβ-

casomorphin複合体の良質大型結晶を作成する必要がある。そのための準

備として、まずは Elastase単体での結晶化を試みた。過去の結晶化事例
[2][3][4]を参考に、pH5.0 酢酸バッファ、293K、ハンギングドロップ法で、結晶化剤

に Na2SO4を用いて結晶化を試みた所、最大長 100µm ほどの結晶が得られた

ため、X線構造解析を行う予定である。Elastase 結晶であることが確認できれ

ば、中性子線構造解析に向けた大型化を目標に結晶化を続けていく。 

一方で、セリンプロテアーゼ加水分解反応追跡の為の別方向からのアプロ

ーチとして、Trypsin とその阻害剤である benzamidine の反応における電子・プ

ロトンの移動を、ミュオンスピン回転法により観測する実験を予定している[5]。 

この実験は、電子やプロトンの移動による微小な磁場変化をミュオンスピンの

配向の変化を記録することで捉え、加水分解反応における電子・プロトンの移

動を直接観察しようという試みである。この実験に向け、TPCK 処理を行った

Trypsin を試料として用いることができるかを確かめるために、benzamidine と

の複合体結晶を作成し、Ｘ線構造を解析した。結晶化の様子やＸ線構造にお

いては、処理されていない Trypsin との相違点は特に見られなかった。 

 

[1] Rubert C. Wilmouth, et al., Nature Structural biology. 8, 689-694 (2001) 

[2] Rubert C. Wilmouth, et al., Nature Structural biology. 4, 456-462 (1997) 

[3] Max H. Nanao, et al., Acta Cryst. D61,1227-1237 (2005) 

[4] T.Kinoshita et al., Acta Cryst. F63 ,315-317 (2007) 

[5] T.Kiyotani et al., JPSCP, 21,011037,1-5 (2018)  

P-127L 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-127L -



      PF BL-5A, Talos Arctica, SPring-8 BL-45XU 

水素細菌由来 Rubisco activaseの初期構造解析 
Preliminary structural study of Rubisco activase from a 

hydrogen-oxidizing bacterium 
 
廖増威 1、荒川孝俊 1,2、新井博之 1,2、亀谷将史 1,2、石井正治 1,2、伏信進矢 1,2 

1東大院・農生科、2東大・CRIIM 
 

Rubiscoは植物や独立栄養生物の糖合成に不可欠な炭素固定反応を触媒す

る最も重要な酵素の一つである。Rubiscoの酵素活性は低い上に、基質であ

る RuBPのミスプロトン化などの誤反応による生成物阻害も起こることが知ら

れている。Rubisco遺伝子の近傍にある cbbQなどの遺伝子産物は AAA+ 

ATPaseであり、生成物阻害の排除に関わる分子シャペロン Rubisco activase 

(Rca)であると考えられている。シアノバクテリアの場合は、阻害された

Rubiscoを Rca単独で活性化できると報告されている。我々が研究対象として

いる化学合成独立栄養性水素細菌 Hydrogenophilus thermoluteolus TH-1株

の場合は、アクセサリータンパク質 CbbOの遺伝子が cbbQに隣接して存在

する。CbbQ単独の立体構造は報告があるが、CbbQO型の Rcaの構造や機

能は未だ詳しく解明されていない。本研究では、TH-1株由来の CbbQおよび

CbbOの結晶構造解析とクライオ電子顕微鏡解析を行った。CbbQの六量体

の結晶構造において、結晶系の違いによるらせん状と平面状の異なるオリゴ

マー状態を発見した。さらに、KEKの 200 kV電顕を用いて CbbQ-CbbO複合

体の高分解能クライオ電顕構造の取得に成功した。これらの結果から、興味

深い Rcaのメカニズムを考察したい。 
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       KEK PF BL-5A 

微小流路デバイスを用いたタンパク質大形結晶育成の

試み 
Trial of protein large crystal growth using 

microfluidic device 
小泉怜 1、齋藤洋也 2、新村信雄 2、田中伊知朗 2,3 

１ 茨城大工、２ 茨城大院理工、３ 茨城大フロンティア 

 

タンパク質などのＸ線構造解析は構造生物学にとって非常に有力

な手法である。しかしＸ線はタンパク質の機能決定に重要な水素原

子の位置決定が難しいなどの欠点がある。これらの問題を解決する

手法として中性子回折法がある。中性子回折法は原子核によって散

乱を起こすため、水素をより正確に観測できる。ただＸ線に比べて強

度が弱いから大形のタンパク質結晶が必要となる。大形の結晶を得

る方法としては結晶化相図を用いると合理的に結晶の大形化ができ

ることがわかっている。また微小流路デバイスを用いて結晶核の個

数を制御することで少数の結晶核にタンパク質分子が集中し大形結

晶が得られる可能性も見いだされている（田中ほか特開 2022-

087076）。 

今回の実験ではタンパク質はリゾチーム、結晶化剤は NaCl、緩衝

液は酢酸-酢酸ナトリウム水溶液を使用した。流路は先の特許と同様

の PDMSとスライドガラスで作製したものである。リゾチームの結晶

化相図をもとに、リザーバーとして使用するリゾチーム濃度と結晶

化剤となる NaCl濃度を決定した。つぎに結晶化相図に基づいたリゾ

チーム濃度と NaCl濃度の条件を複数用意して、マイクロ流路デバイ

スを用いて、少量のタンパク質結晶核を生成し、それを準安定領域の

リザーバーに移し、結晶の大形化を行った。また並行してマイクロピ

ペットによる同様条件の結晶核育成、およびリザーバーでの結晶大

形化実験も行った。 

本研究の結果、まず先行研究では細かい結晶が多数確認できただ

けなのに対して、デバイスおよびピペット双方のインキュベーショ

ンに対して比較的大きな結晶ができた。少量の過飽和相溶液で結晶

核を生成しリザーバーに移すことで少数の結晶を大形化することに

成功したといえる。発表では、詳細な条件と結果を報告する。 
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       KEK PF-AR／NW14A 

回折 X 線明滅法を用いた 

光捕集反応中心複合体の分子動態解析 
Intramolecular dynamics of light-harvesting-reaction 
center core complex using Diffracted X-ray Blinking 

 
大久保達成 1,2、新井達也 2,3、野澤俊介 4、深谷亮 4、 

一柳光平 5、三尾和弘 1.2、佐々木裕次 2,3 

 
1横浜市立大院生命医科学、2産総研東大オペランド OIL、 

3東大院新領域、4KEK、5JASRI 

 

紅色非硫黄細菌の Blastochloris tepida (B. tepida) は膜小胞内の光捕集反

応中心複合体 LH1-RC を介して光合成を行う。LH1-RＣは分子内回転運動や

伸縮運動を伴って光応答を行うと示唆されているが、光励起時の分子動態に

ついてはほとんど明らかになっていない。本研究では、回折Ｘ線明滅法 

(Diffracted X-ray Blinking: DXB) を用いて、水溶液中における LH1-RC の光

励起分子運動の時分割解析を行った。DXB は KEK (PF-AR NW14A：18 keV 

(0.689Å) )にて行い、カメラ長は 125 mm に設定した。検出器は Pilatus 100K 

(Dectris) を用い、DXB 計測では 50 ms及び 10 msの時分割で行った。 

DXBでは、ナノ結晶が結合されたタンパク質に単色 X線を照射し、Braggの

法則に従ってナノ結晶の角度に応じたラウエ回折像を得る。その回折輝点の

強度変化を経時的に追うことで分子の動きを計測する。本研究では、ナノ結晶

でラベルした膜小胞に白色光源を照射し、照射有無での分子動態を計測した。

白色光照射で運動性が有意に上昇し、光励起運動を確認することができた。

回転拡散係数は 9.08 pm²/s と見積もられた。また異なる波長を持つレーザー

光照射による実験から、LH1-RC の光励起運動は光合成色素の吸収波長依

存的に起きていると考えられた。 

また分子内架橋により運動は低下し、このことから光応答は LH1と RCのカ

ップリングが関わっていると考えられた。また還元剤により架橋を切断すると

運動状態が回復した。 
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DNA酸化損傷修復酵素 hOGG1の 

反応中間体の捕捉とそれらの構造 
Trapping Reaction Intermediates of the DNA 
Oxidative Damage Repair Enzyme, hOGG1  

and Their Structures 
 

古賀昌孝１、小室智稀 1、箕輪希海 1、田中好幸 2、海野昌喜 1, 3 
1茨城大院理工、2徳島文理大薬、3茨城大・フロンティア 

 
〔序文〕 human 8-oxoguanine glycosylase （hOGG1）は、DNAの酸化損傷

塩基である 8-oxoguanine （8-oxoG）を除去・修復する酵素である。DNA の

酸化損傷塩基は、塩基除去修復（BER）経路によって修復される。さらに、

hOGG1 は損傷塩基を認識した後に行われる BER 機構中で、8oxoG を切断

するグリコシラーゼ反応の後、脱塩基部位を切断する𝛽リアーゼ反応を触媒す

る。この反応には Lys249 と Asp268 が触媒残基として同定されている[1]。𝛽

リアーゼ反応には、Lys249 が中心的に働いていることが明らかとなっている

が[2]、グリコシラーゼ反応における役割は不明である。そこで、X 線結晶構造

解析によりグリコシラーゼ反応中間体を直接観測することで、グリコシラーゼ

反応の触媒機構を解明することを目指した。 

〔実験〕大腸菌の発現系で得られた hOGG1 変異体 X を精製し、ハンギング

ドロップ蒸気拡散法により 8oxoG を含んだモデル DNA（8-oxoG DNA）（16 

mer）との複合体の結晶化を行った。得られた結晶の X線回折実験を行った。 

〔結果・考察〕hOGG1（変異体 X）-8oxoG DNA 複合体が低活性となる条件で

結晶化を行い、グリコシラーゼ反応前の状態の X 線回折データを得ることに

成功した。また、複合体の結晶を活性化溶液へソーキングし反応させることで、

反応を進行させた状態の X 線回折データも得ることが出来た。これらの構造

解析の結果、反応前に Ser147周辺に存在していた水分子が、反応が進行す

るにつれて 8oxoGと変異部分の間の空間に向かって移動していた。この結果

からこの変異体 X の結晶中では、水分子が触媒残基により活性化しグリコシ

ラーゼ反応に関わることが示唆された。現在、2 h 45 min以降に反応の進行

が見られないため、さらに反応が進行する条件の探索を行っている。 
 

参考文献 

[1] Šebera, J., Hattori, Y., Sato, D., Řeha, D., Nencka, R., Kohno, T., 
Kojima, C., Tanaka, Y., Sychrovský, V., Nucleic Acids Res. 45, 5231-
5242, (2017). 

[2] Fromme, J. C., Bruner, S. D., Yang, W., Karplus, M., Verdine, G. L., 
Nat. Struct. Biol. 10, 204-211, (2003). 
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アミノピラゾール系阻害剤の二つの結合様式が示す 

CK2α1 選択的阻害剤への手掛かり 

Bivalent	binding	mode	of	an	amino-pyrazole	inhibitor	indicates	the	
potentials	for	CK2a1-selective	inhibitors	  
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仲西 功 4, 木下 誉富 2 

1 KEK・物構研・構造生物、2 大阪公大院理、 
3 カルナバイオサイエンス、4 近大薬 

 
セリン・トレオニンキナーゼ Casein Kinase 2 (CK2) には CK2α1/CK2α2 の

二種類の活性サブユニットと、CK2βという制御サブユニットが存在しており、

CK2α1 または CK2α2 が 2 分子と CK2βが 2 分子のヘテロ四量体で機能し

ていることが知られている。このうち、CK2α1 は腎炎やがんなどの疾病の原

因となるため、創薬標的とされている。一方で CK2α2 はその阻害によって精

巣毒性などの重篤な副作用につながることから、CK2α1 分子標的薬のオフタ

ーゲットとされている。しかし、CK2α1 と CK2α2 は相同性が 80％以上と非常

に高く、CK2α1 に特異的な阻害剤を設計することは困難である。 

今回、CK2α1 および CK2α2 と 3-アミノピラゾール阻害剤との複合体の結

晶構造解析を行い、CK2 と阻害剤の相互作用様式に明らかな違いがあること

を見出した。この阻害剤は、両酵素の ATP 結合部位に異なる様式で結合して

いた。さらに、この阻害剤は、CK2α1 の CK2βの結合部位にも結合していた

が、CK2α2 の CK2β結合部位には阻害剤の結合は認められなかった。また、

CK2α1 の CK2β結合部位に結合した阻害剤は、結晶中の隣接した CK2α1

分子との相互作用を有していた。さらに結合エネルギー計算と生化学実験を

行なった結果から、この阻害剤は従来の ATP 拮抗的な阻害性質を持つだけ

でなく、分子接着メカニズムによるアロステリック的な機能を持つことも示唆さ

れた。これらの結果は、CK2α1 に高選択的な新規阻害剤の設計に資するも

のである。 

 

Reference 

［1］ A. Ikeda et al., 「Bivalent binding mode of an amino-pyrazole inhibitor 

indicates the potentials for CK2α1-selective inhibitors」  Biochem 

Biophys Res Commun. 2022 Nov 19;630:30-35. 
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核偏極中性子回折実験における高偏極化を目指した脱酸

素条件でのタンパク質単結晶化の考察 
Consideration of protein single crystallization under 

deoxygenated conditions for high polarization in 
nuclear polarized neutron diffraction experiments 
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【緒言】 

中性子回折実験における水素の検出感度向上の方法として、動的核偏極

（DNP）がある。この手法により偏極率を上げることで、水素からの散乱長が従

来の約 8 倍となり、更に軽水素試料でもバックグラウンドが低減できるという

利点がある。この技術の実現には一般に、試料結晶中にラジカルを導入し、

高磁場（3T）かつ極低温（1K）の条件を揃える必要がある。またスピンをもつ酸

素分子を取り除くことで更なる高偏極化が期待されている。そこで本研究で

は、脱酸素条件でのラジカル TEMPOL を含むタンパク質単結晶化を行い、

TEMPOL や脱酸素による結晶への影響を考察した。 

 

【実験】 

Sigma-Aldrich 社より購入したリゾチームとラジカル TEMPOL を使用した。 

酢酸バッファに TEMPOL(0,50,100,200mM)となるように調整した。またこれを脱

気することで脱酸素を行い、溶存酸素濃度は約 70％から約 20％まで小さくす

ることができた。脱酸素の有無でリゾチームの単結晶を作成し、Ⅹ線回折実

験を行った。 

 

【結果】 

結晶化については、TEMPOL や脱酸素による影響はほとんど見られなかっ

た。またポスターでは、Ⅹ線回折実験でのデータを用いた構造解析について

の最新の状況を示す予定である。 
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回折 X 線明滅法による不凍タンパク質表面での 

氷結晶の動態計測 
Dynamic behavior of ice-crystals on the surface of 
antifreeze protein monitored by the Diffracted X-ray 

Blinking method 
 

楊越１、新井達也１,２、引田理英３、佐々木裕次１,２ 

１東大新領域、２東大·産総研、３KEK 

 
Antifreeze proteins (AFPs) are known to bind to the specific planes of 

hexagonal ice-crystal through ice-like water anchored on the protein surface. 

This unique binding results in an exceptional manipulation of ice crystal growth, 

which can be confirmed by observing AFP-bound ice-crystals under a 

microscope. However, the dynamics of those ice-like hydration water have not 

been observed. Here, we applied diffracted X-ray blinking (DXB) method to 

monitor the dynamic changes of hydrated water on the surface of three types 

of AFPs at different temperatures. 

This new technique estimates the dynamics of ice crystals on protein 

surface by monitoring the intensity fluctuations of X-ray diffraction derived 

from a series of planes of ice crystals (Fig. 1). The X-ray diffraction derived 

from hydrated AFP powder was measured at 245K and 195K with a time 

interval of 50 ms. The intensity fluctuation was analyzed by auto-correlation 

function and its exponential fitting to obtain the dynamics represented by the 

decay constant. 

The results showed the order of motions of frozen hydration water was 

AFP1 > AFP2 > AFP3 > BSA (Fig. 2) and motions of all planes decreased with 

decreasing the temperature. This result indicates that the hydration water on 

AFPs rearranges its structure while that on BSA does not, suggesting such 

“flexible crystal” may be important for the ice-binding function of AFPs. 
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中性リン脂質膜の分子充填と膜間相互作用に対するコレス

テロールとラノステロールの影響比較 
 

Comparison of the effects of cholesterol and lanosterol on 

molecular packing and bilayer-bilayer interaction in neutral 

phospholipid multi-lamellar bilayer vesicles 
 

岡山杏由美、和田康平、高橋 浩 

群馬大学 理工学府 理工学基盤部門 

 

 生体膜の脂質組成と、脂質とタンパク質や水、ステロールとの相互作用は、

生体膜の性質の決定に大きな役割を果たす。特にステロールの影響は、近年

注目を集めている。真核生物の生体膜の主要なステロール成分はコレステロ

ール（Chol）であり、原核生物ではラノステロール（Lan）である。分子進化的な

観点より、Lan は Chol の祖先分子であり、Chol は Lan よりも機能的に洗練さ

れていると考えられている。 

本研究では、ジオレオイルホスファチジルコリン(DOPC)、パルミトイルオレオ

イルホスファチジルコリン(POPC)、パルミトイルオレオイルホスファチジルエタ

ノールアミン（POPE）からなるモデル膜に対する、Chol と Lan の膜構造におけ

る側方（水平方向）の分子充填への影響を分子体積と膜厚から検討した。 

結果として、Chol と Lan が DOPC 膜に与える水平方向の分子充填への凝

集効果には差がなかったが、POPC膜と POPE膜に与える水平方向の凝集効

果は Lan より Chol の方が大きいことがわかった。 

また、PC で構成される二

重層はPE二重層よりも有意

に多くの水を吸収するため、

並列する二重層膜間の距離

が PE二重層よりも PC二重

層の方がかなり大きいこと

が知られている。そこで、膜

面の法線方向の相互作用

について、ゆらぎ自由エネ

ルギー、水和斥力、ファンデ

ルワールス引力を考慮し、

POPC 系と POPE 系の膜間

作用へ LanとCholの効果の

比較および検討を行う。 

図 1  POPC と POPC＋Lan10mol%系の膜間

距離（水層の厚さ）と浸透圧(P)の関係 
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単色 X 線照射による超原子価ヨウ素化合物の分解 

 
Decomposition of hypervalent iodine compounds 

induced by monochromatic X-ray irradiation 
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生物活性分子に光分解性の保護基が結合したケージド化合物は局所的な光

照射により空間的・時間的に正確に生物活性を操作できることから薬剤放出

などの臨床応用が期待されている。ケージド化合物の保護基の分解には紫外

～近赤外領域までの光が使用されているが、透過性が低いため生体深部へ

の適用は困難であり、細胞やマウスを用いた基礎研究での利用に限られてい

る。従来の基礎研究に留まらず、臨床応用などを進めていくためには生体透

過性の高い X 線の利用が期待される。そこで、私たちは X 線照射により活性

化される新規ケージド化合物の開発を目的とし、X 線で分解される保護基の

候補として超原子価ヨウ素化合物に着目した。本研究では、超原子価ヨウ素

化合物である 2-ヨードソ安息香酸(IBA)のＸ線に対する分解反応を評価するた

め、ヨウ素 L3 殻吸収端近傍の XANES スペクトルを単色 X 線照射前後で比較

した。また、単色 X 線照射により生成される脱離種を質量分析により測定した。

実験は KEK-PF の BL-27B で行った。試料粉末をカーボンテープに塗布し、真

空中で XANES スペクトル測定と質量分析を行った。IBA のヨウ素 L3 吸収端の

第 2 吸収ピークに対応するエネルギーの X 線（hν = 4567.6eV）を照射すると、

IBA の吸収強度が照射前より著しく減少し、超原子価ヨウ素近傍の結合切断

を示唆する分子量 77 や 127 などの分子種が IBA から脱離することが分かっ

た。一方、ヨウ素 L3 吸収端の他の吸収ピークに対応する照射では、第 2 吸収

ピークで見られたスペクトルの変化や脱離は観測されなかった。単色 X 線照

射により IBA の部位特異的な結合切断が誘導できたことより、IBA は X 線照

射によって解離できるケージド化合物の保護基として有望と考えられる。 

 

 

謝辞：本研究は JST・CREST（Grant No. JPMJCR1902）のテーマとして実施し

たものである。 
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サンゴ由来レクチンの赤血球に対する溶血活性・凝集活

性の制御機構の解明 

Elucidation of the regulation mechanism of hemolytic 

and agglutinating activity for the erythrocyte by coral 

lectin 

髙橋優希 1、郷田秀一郎 2 
1創価大・理工・共生創造理工、2創価大・糖鎖研 

 

サンゴ(Acropora millepora)由来レクチン AML-Iは、ナマコ(Cucumaria 
echinata)由来溶血性レクチン CEL-IIIにアミノ酸配列相同性を示すもの

の、ウサギ赤血球に対しては凝集活性を示し、C 末端 19 残基を切除す

ると溶血活性を示す。そこで、AML-Iの C 末端 19 残基との境目に TEV 

protease 認識配列を挿入した変異体を作成し、2つの活性を TEV 

proteaseで制御することを目的とした。発現ベクターには pET19b に

AML-I遺伝子を含むものを用い、インバース PCR法によって C 末端 19

残基の前に TEV protease 認識配列を挿入した。宿主には大腸菌

BL21(DE3)を用い、培養、集菌後、超音波破砕し、遠心分離を行った。目

的タンパク質が封入体に生産されたことから、変性剤による可溶化、希

釈による巻き戻しを行った。精製は、Ni-NTAアフィニティークロマトグラフ

ィーにより行った。精製したタンパク質は SDS-PAGEで目的の分子量で

ある 55.4kDaにバンドを確認した。得られたタンパク質は、全長の状態と

TEV protease で切断したものを作成し、ウサギ赤血球を用いた活性測定

を行った。全長を有する目的タンパク質は pH6.0で最も高い凝集活性が

見られた。TEV proteaseで N末端側の His-tag及び C 末端側 19残基

を切断した目的タンパク質は SDS-PAGEで目的の分子量である

49.5kDaにバンドを確認できたが、N末端を切断したことで凝集し、十分

な量を回収できなかったことから溶血活性は見られなかった。そこで、凝

集を防ぐためにアルギニンを加えて精製したものは、pH8.0で溶血活性

が見られた。このことから、TEV proteaseによって、赤血球に対する溶

血・凝集活性を制御するタンパク質の創製に成功した。 
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ナマコ由来溶血性レクチンの C 末端領域が構造と機能に与

える影響の解明 
Elucidation of the effect of the C-terminal region of 

hemolytic lectin from sea cucumber on structure and 
function 
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ナマコの一種である海産無脊椎動物グミ（Cucumaria echinata）は溶血性レ

クチン CEL-IIIを持つ。CEL-IIIは赤血球表面に存在する糖鎖を認識、結合し、

多量体化することによって細胞膜にイオン透過性の孔を形成し、強い溶血活

性を示す。一方、サンゴの一種であるハイマツミドリイシ（Acropora millepora）
がもつレクチン AML-Iは全長でウサギ赤血球に対して凝集活性を、C末端 19

残基を切除したときに pH8.0、9.0で溶血活性を示す。これらのレクチンのアミノ

酸配列相同性は 55.1%と高いものの、C 末端 19 残基は CEL-III では保存され

ていない。そこで、本研究では、CEL-IIIの C末端に AML-Iの C末端 19残基

を付加することによって、CEL-IIIの C末端領域が構造と赤血球に対する機能

に与える影響を解明することを目的とする。また、TEV protease siteを CEL-III

と付加した 19残基との間に導入することによって活性を制御できるかどうかも

併せて実験する。 

CEL-III の C 末端に AML-I の C 末端 19 残基を融合させた発現ベクターの

作成を行った。ベクター側は pET-19bに AML-I全長を含むものを鋳型として、

AML-I の C 末端 19 残基が含まれるようにインバース PCR で増幅させた。

CEL-III は pET-3a に含まれるものを PCR で増幅させた。発現ベクターは、

CEL-IIIの C末端と AML-Iの C末端 19残基の間に TEV protease siteを入れ

たものも作成した。変異体は大腸菌 BL21(DE3)を用いて生産し、封入体として

得られた。封入体は変性剤を用いて可溶化し、変性剤濃度を希釈によって低

下させる巻き戻しを行った。精製は Ni-NTA アフィニティークロマトグラフィーに

より行い、得られたタンパク質を用いて、ウサギ赤血球に対する活性測定を行

った。その結果、19残基を付加したタンパク質は、本来の CEL-IIIと同じく溶血

活性を示した。このことから、CEL-IIIはC末端に付加があっても溶血活性を示

すレクチンであることが明らかとなった。また、付加した 19 残基との間に TEV 

protease site を導入したものも同様に調製し、赤血球に対する活性測定を行

ったところ、その変異体は凝集活性を示した。TEV protease siteを付加するこ

とによって凝集活性を示すことから、赤血球溶血活性と凝集活性の制御は C

末端の長さに大きく影響されることが明らかになった。 
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       PF BL14B 

平行ビーム照射型マイクロ X 線 CT システムの開発 
Development of micro-X-ray CT system using 

parallel beam geometry 
 

米山 明男 1,2、亀沢 知夏 2、平野 馨一 2 
1九州シンクロトロン光研究センター、2KEK-放射光 

 
平行ビーム照射型のマイクロ X 線 CT システムを PF BL14B に構築した。本

システムは、試料回転ステージ、レンズカップリング型のX線顕微カメラ(Kenvy 

2[1])、制御系から主に構成されている（Fig. 1）。本顕微カメラでは、入射した X

線を蛍光体（CsI）により可視光に変換し、無限遠補正光学系により後段の

sCMOS カメラに結像して検出している。倍率は対物レンズを交換することによ

り、5 倍、10 倍、及び 20 倍から選択可能で、計算上の画素サイズはそれぞれ

1.3、0.65、0.325 ミクロン角、観察視野は 2.6、1.3、0.65 mm 角である。 

エネルギー20 keV の単色放射光を利用し、微化石を対象として 3 次元の試

用観察を行った結果を Fig. 2 に示す。各投影像の露光時間は 2 秒、投影数は

1000 枚/360 度、計測時間は約 40 分である。また、計測制御と画像処理には

SAKAS[2]を用いた。断面像のラインプロファイルから、倍率 5 倍で 2～3 ミクロ

ンの空間分解能が得られていることがわかった。 
[1] A. Yoneyama, et al., Optical Materials Express 11, 398–411 (2021) 
[2] https://github.com/SAGALS-IMG 

 

 

Fig. 1 マイクロ X 線 CT システム    Fig. 2 微化石の観察結果 
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       PF BL-14B、PF BL-20B、AR-NE1A 

（2021PF-S001）X 線マルチコントラスト・ズーミング光学系の開発 
(2021PF-S001) Development of x-ray 

multi-contrast zooming optics 
 

平野馨一、若林大佑、杉山弘、柴崎裕樹、 

西村龍太郎、鈴木芳生、五十嵐教之、船守展正 

高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・放射光実験施設 

 
光学顕微鏡や電子顕微鏡をはじめとする多くのイメージング機器にはズー

ミング（倍率連続可変）機能が備わっており、まず低倍率で試料内の関心領域

を特定してから、次に高倍率で関心領域を詳細に観察することがシームレス

に行われている。それに対して、放射光を用いた従来の X 線イメージングでは、

主として固定倍率の光学系が用いられてきたため、関心領域の特定と観察に

別々の光学系が必要になることが多いという問題があった。そこで、この問題

の解決を目指して、現在、放射光実験施設・基盤技術部門の X 線光学チーム

が中心となって、フレネルゾーンプレート（FZP）を用いるズーミング方式[1]とブ

ラッグ素子を用いるズーミング方式[2]の開発・応用に取り組んでいる。 

今年度は、第一に、二連 FZP による X 線ズーミング結像顕微鏡の応用を試

みた [3]。AR-NE1A での評価実験の結果、X 線ズーミング結像顕微鏡はマイ

クロビームの調整に有用であり、マイクロ X 線回折実験に役立つことが実証さ

れた。 

第二に、ブラッグ素子による X 線マルチコントラスト・ズーミング光学系の改

良に取り組んだ。従来の光学系はコリメータとアナライザから成っていたが、こ

れをアナライザのみとすることで、光学系の簡略化とフラックスの増大が実現

された。 

この他にも、X 線コンデンサの X 線結像顕微鏡への応用などを行った。今

年度の成果や進捗状況の詳細についてはポスターで報告する予定である。 

なお、本プロジェクトで開発した実験装置・手法・要素技術などは順次公開

していく予定なので、興味のある方はプロジェクトメンバーまでお知らせくださ

い。 

 
[1] D. Wakabayashi, Y. Suzuki, Y. Shibazaki, H. Sugiyama, K. Hirano, R. 

Nishimura, K. Hyodo, N. Igarashi, and N. Funamori, Rev. Sci. Instrum., 93 
(2022) 033701. 

[2] K. Hirano, H. Sugiyama, R. Nishimura, D. Wakabayashi, Y. Suzuki, N. 
Igarashi, and N. Funamori, J. Synchrotron Rad., 29 (2022) 787. 

[3] Y. Shibazaki, D. Wakabayashi, Y. Suzuki, R. Nishimura, K. Hirano, H. 
Sugiyama, N. Igarashi, and N. Funamori, Rev. Sci. Instrum., 94 (2023) 
013102. 
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       AR-NW2A, BL-15A1, 19A/B 

2022S2-001 マルチスケール X 線顕微法の 

デジタルツイン解析による高度化 

R&D of X-ray microscopy at the multiple scales 
using digital-twin analysis 

 
木村正雄１,2、石田貴也 3、西川琢斗 3、杉村悠樹 3、稲田康宏 3、渡邊稔樹 4 

伊藤優成 5、武市泰男 5、丹羽尉博１,2、石井友弘１、山下翔平１,2、吉田一貴 6、

吉田健太 7、岡本敦 6 

１KEK-物構研-放射光、2 総研大-高エネ加速器科学、3 立命館大-生命科学、 
4 京大-人間・環境学、5 阪大-工、6 東北大-環境科学、7 海洋研究開発機構 

 

PF で様々な X 線顕微法の整備・高度化を進めている。それらを駆使して得

られたマルチスケールの機能マッピング計測について、以下の３つの分野で

の具体的な適用課題について、X 線顕微法のビッグデータから情報を最大限

引き出すための方法論を確立することを目標として研究に取り組んでいる 1,2。 

(1) 構造材料（炭素繊維強化プラスチック(CFRP)、焼結鉱）の機械的強度の

劣化メカニズム解明 

(2) リチウムイオン電池における劣化メカニズム解明 

(3) 海洋プレートにおける蛇紋岩化反応メカニズム解明 
 
これらの現象では、キーとなる反応の種類やそれらが進行する空間・時間

スケールは全く異なるが、(a)対象とする材料・鉱物内が複雑な階層構造を有

しており、(b)その中で反応が空間・時間的に不均一に突然進行するという共

通点を有している。これは、現実の材料・自然現象に多く見られる普遍的な特

質であり、その理解の科学的・工学的意義は大きい。 
 
今年度は、それぞれのテーマでメカニズム解明のためのＸ線顕微法の最適

化に取り組んだ。テーマ(1)では 高視野かつ高位置分解能で化学状態を二次

元マッピングするための“ギガピクセルイメージング XAFS”法の開発 3、STXM

の蛍光および転換電子収量法による計測法の高度化 4,5、テーマ(2)では 数

10μm〜数 mm のマルチスケールの化学状態観察技術の研究 6,7、に取り組ん

だ。また、こうしたマルチスケールの機能マッピング計測により、CFRP のナノ

スケールでのき裂進展 8や、鉱物内の微細構造と地震発生との関連性 9、につ

いての素反応メカニズム解明につながる重要な知見を得ている。 

 
[1]  Y. Niwa et al., AIP Conf. Proc., 2054, 050003 (2019). [2] M. Kimura et al., Chem. Rec., 
19, 1462 (2019). [3] 武市ら, 第 36回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウ
ム(JSSRR), 5D03 (2023). [4] 山下ら, OPJ2022, 15pBS5 (2022). [5] 山下ら, JSSRR, 8P31 
(2023). [6] 石田ら, JSSRR, 9P32S (2023). [7] 西川ら, JSSRR, 9P35S (2023). [8] M. Kimura 
et al., Compos. Sci. Technol. 230, 109332 (2022). [9] K. Yoshida et al., Int. Joint Workshop on 
Slow-to-Fast Earthquakes 2022 (Nara, Japan) (2022). 
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      PF BL-14B 

X 線位相コントラスト法による舌瘢痕組織の観察 
Observation of tongue cicatricle tissue 

by x-ray phase contrast imaging 
 

河野哲朗 1，髙村幸恵 2，高橋由美子 3，早川恭史 3， 
寒河江登志朗 1，岡田裕之 1 

1日大松戸歯，2日大院松戸歯，3日大量科研 
 

本研究は歯科医療における画像解析技術の発展を目標として X 線位相コ

ントラスト法の歯科医療への応用を検討している。今回はラット舌の瘢痕組織

観察を行った。 
本研究で我々が用いた瘢痕組織とは，生体組織の損傷後の治癒過程にお

いて，欠損した本来の組織部分がコラーゲン線維に置換された組織である。 
自己再生能力の高い器官では，経時的変化とともに，本来の組織に再生修

復されていくが，自己再生能力が低い器官では，一度生じた瘢痕組織は消失

せずに残存する。舌における回復状態は主治医の触診や視診により主観的

に判断され，経過観察が行われていた。これは舌のような軟組織では明瞭な

X 線像を得ることが困難であったことが一因である。そこで位相コントラストイ

メージング法の１つである回折強調法(Diffraction Enhanced Imaging, DEI) 
[1]によって瘢痕組織内部構造の詳細な画像を得る試みを行った。試料として

12 週齢の Wister 系雄性ラットの舌に欠損創を作製し，欠損創作製から 0 日

～7 日経過した組織標本を用意した。実験は KEK-PF，BL-14B で行い，X 線

エネルギー14.35 keV，CT は１

枚当たりの照射時間 2 秒で

180 度回転，600 枚撮影した。

図１は１日後の瘢痕組織の

DEI 像(屈折角像)である。吸収

像ではぼんやりした外形しか得

られないが，屈折角像では表

面の乳頭などの微細組織や内

部の筋組織が鮮明になり，瘢

痕近傍の組織状態を観察でき

るようになった。今後はさらに

測定条件の最適化を行い，瘢

痕組織観察法を確立する。 
[1] D. Chapman, et al., Phys. 
Med. Biol. 42, 2015 (1997).  

図1 ラット舌のDEI-CT 3D 再構成図 
左：表面，右：内部断面 

 

1mm 
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       PF BL14B 

X 線暗視野法に基づく 

屈折コントラスト CT の高空間分解能化および 

癌組織内の 3 次元細胞核分布の描出 
Refraction-contrast CT system based on X-ray dark-

field imaging with high spatial resolution 
 

砂口尚輝・名古屋大、黄卓然・名古屋大、島雄大介・大阪物療大、 

湯浅哲也・山形大、市原周・名古屋医療センター、西村理恵子・名古屋医療セ

ンター、岩越朱里・名古屋医療センター、安藤正海・KEK 

sunaguchi@met.nagoya-u.ac.jp 
 

X線暗視野法(XDFI)は、厚さ100μm程度の板状 Laue型Si単結晶(LAA: Laue-

case angle analyzer)を、被写体と X 線カメラの間に設置して、被写体の電子密

度分布に基づく屈折コントラスト像を得る。これまで我々の研究グループでは、

乳癌等の癌組織や人の各種臓器などの微小解剖構造を解明するために

XDFI を利用してきた。現在、X 線カメラの撮像性能や LAA の研磨技術の向上

により、生体軟組織の高コントラストを維持したまま、10 ミクロン弱の空間分解

能で CT を撮像できる。一方で、光源は長年 KEK-PF BL14B の縦型ウィグラを

使用し続けており、光源を変えずさらに高い空間分解能を実現するには、被

写体とカメラ間距離を接近させて、光源の見かけ焦点サイズを小さくする必要

がある。しかし、LAA の回折ビームは LAA の後方で前方回折方向と回折方向

の 2 方向に生じ、LAA とカメラの距離が近いと 2 つの像が重なってしまい CT

の再構成を困難にさせる。 

 本研究では、厚さ 72μm のＬＡＡと画素サイズ 1.5μm のＸ線カメラを用いて、Ｘ

ＤＦＩにおける被写体とカメラ間距離に対する撮像系の空間分解能を実験から

評価した。投影像の空間分解能の測定には、X 線マイクロチャート(JIMA RT 

RC-02B)が利用された。CT 像の空間分解能の測定には、アクリル棒を撮影し

た再構成像のエッジが利用された。被写体とカメラ間距離を 75mm にした撮像

系で X 線マイクロチャートを撮影した結果、X 線マイクロチャートの 2μm 幅のラ

イン間を分解することができた。また、この撮像系で甲状腺の濾胞癌組織をＣ

Ｔ撮像した結果、濾胞癌内の 3 次元細胞核分布を描出することに成功した。 
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                            PF-AR-NW12A 

リン酸カルシウム血清タンパク質複合体の 

Ｘ線１粒子動態計測 
Dynamic X-ray Single Particle Observations of 

Calciprotein Particles 
 

李卓起 1、大久保達成 2、椎名孝明 2、新井達也 1,2、引田理英 3、 

三尾和弘 2、三浦裕 4、黒須洋 4、黒尾誠 4、佐々木裕次 1,2 

1東京大学新領域創成科学研究科、2産総研・東大オペランド OIL、 
3高エネルギー加速器研究機構、4自治医科大学抗加齢医学研究部 

 
Calciprotein Particle (CPP), an important aggregation widely distributed in 

blood and raw urine, is one of major inducing sources of chronic kidney disease, 
renal fibrosis, and kidney stones. CPP acts through a high affinity between the 
Fetuin-A protein and Calcium Phosphate (CaPi) nanoparticles surface to inhibit 
the formation of CaPi mineral stones in the human body, instead of crystallizing 
into Hydroxyapatite (HAP) as in nature. Thus, the dynamic observation of CPP is 
more concerned by life scientists. But that is not easy to achieve due to CPP’s 
characteristics of nanoscale, size growth and crystal transformation. This study 
delivers a new expression of that by our laboratory's unique Diffracted X-ray 
Blinking (DXB) method. 

Firstly, we mixed phosphate buffer and Fetuin-A serum protein solution 
thoroughly. Then Primary CPP (P-CPP) was added into Alendronate as inhibitor 
and then calcium chloride buffer, while Secondary CPP (S-CPP) was directly 
added into calcium chloride buffer. Incubating at 37°C, we obtained wet products 
and their dry products after centrifugation and drying. 

Next, we did DXB measurement via lab X-ray source (MicroMax-007 HF, 
RIGAKU) and detector (PILATUS 200K, DECTRIS). Furthermore, PF-AR-
NW12A beamline in KEK and detector (PILATUS3 S 2M, DECTRIS) were used 
for higher spatial resolution. Operating temperature of 15°C and exposure cycle 
of 50 ms × 5000 frames were set in the above experiments. In terms of DXB 
images, S-CPP has a typically clearer diffraction pattern than P-CPP, because of 
CaPi crystals. The diffraction ring of 2θ = 31.78° was selected to calculate 
Autocorrelation Function (ACF) of intensity fluctuation at the diffraction peak of 
HAP’s (211) crystal plane (Yellow arrows marking in the Figure). 

As results, we drew boxplots and 
histograms of decay constants 
distribution, then got median and peak 
coordinates of Gaussian fitting curves. 
These results show that S-CPP’s motion 
has been reduced after transformation 
from P-CPP despite better crystallinity, 
which provides a novel route to identify 
P-CPP and S-CPP and a quantitative 
standard for describing and comparing 
their risks. 

(b) (a) 

Fig. Diffraction patterns:  
(a) P-CPP; (b) S-CPP 
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JRR-3 における中性子応力測定装置 RESA の現状 2022 

Current Status of Neutron Engineering 
Diffractometer RESA on the JRR-3 

 
諸岡 聡 1、徐 平光 1、柴山由樹 1、佐々木未来 1、菖蒲敬久 1 

1日本原子力研究開発機構 物質科学研究センター 

 
中性子応力測定装置RESAは、角度分散型の中性子回折装置であり、JRR-

3 ビームホールの T2-1 ポートに設置されている。角度分散型の中性子回折

装置は、任意の回折面 hkl の格子面間隔を dhkl、入射中性子の波長をλとす

れば、Bragg の回折条件（2dhkl sinθ=nλ）により決定される回折角 2θ を測定

するための装置であり、この回折角 2θ の変化を測定することで、格子面間隔

dhkl の変化、すなわち、格子ひずみεhkl を測定することができる。したがって、

中性子応力測定は、原子間を評点間距離とする物理的な応力計測法であり、

中性子の優れた透過能を生かすことで、数 mm から数十 mm オーダーの材料

内部のひずみ・応力状態を非破壊・非接触で測定することができる唯一の測

定技術として知られており、種々の機械構造物の残留応力測定を通して、高

性能、高信頼性、長寿命化を目指した製品開発や構造設計に大きく貢献して

いる。一方で、材料強度や破壊メカニズムを議論するうえでは、単に残留応力

を測定するだけでなく、弾性ひずみ（応力）や集合組織、転位密度等の微視組

織因子を定量的に評価することも重要である。これらの情報を得るうえで、中

性子回折法は有効な手段であり、その優れた透過能から、微視組織因子の

バルク平均と力学特性との関係を求めて、材料の変形メカニズムや強度発現

メカニズムを議論するのに適している。このように、中性子回折法は、残留応

力に基づく機械部品等の健全性を評価する応力評価研究だけでなく、材料の

機械的特性や機能性向上を目指した材料工学研究などへの応用が期待され

ている。 

中性子回折法による応力測定技術は、中性子産業利用推進に貢献する中

心的な測定技術の一つである。例えば、自動車エンジンやロケットエンジンと

いった輸送機械部品、インフラ構造物や発電プラントを模擬した溶接構造物な

ど、様々な機械・構造物の信頼性・健全性の確保や安全設計を目的とした安

全・安心かつ持続可能な社会の実現に関わる重要な力学パラメータの一つで

ある残留応力を評価するために広く用いられている。 

2021 年度の JRR-3 の運転再開により、日本国内における中性子応力測定

装置は RESA と TAKUMI の 2 台体制となる。このような恵まれた実験環境を

活かし、学術利用及び産業利用の多くのユーザーに本測定技術を利用してい

ただき、世界をリードする数多くの研究成果を創出していきたいと考えている。

本ポスター発表では中性子応力測定装置 RESA の現状について紹介する。 
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       2019S03/BL05  

J-PARC BL05 (NOP)における基礎物理研究 (2022) 
Fundamental physics activities at J-PARC (BL05) 

 
三島賢二・KEK 物質構造科学研究所 

(2019S03 NOP コラボレーション代表として) 

 
J-PARC の MLF の核破砕中性子源 BL05 設置されている中性子光学・基礎

物理測定装置（NOP）は、基礎物理研究のためのビームラインであり、高品質

中性子ビームを供給している。BL05 ビームラインは分岐光学系によって偏極、

非偏極、低発散の 3 本のビームブランチにパルス冷中性子ビームを分岐し、

それぞれ独立に研究開発が進められるようになっている。本講演では、BL05

ビームラインにおける活動とその成果を紹介する。 

偏極ビームブランチでは中性子寿命を測定する実験プロジェクトを推進して

いる。中性子寿命は素粒子や宇宙物理学にとって重要なパラメータであるが、

その測定方法によって値が誤差以上に異なる、という問題が存在する。BL05

では今まで行われていた方法とは別の方法で中性子寿命を精度良く測定す

る実験を遂行している。 

非偏極ビームブランチでは、ドップラーシフターによるパルス超冷中性子 

(UCN)が利用可能である。UCN を用いた中性子電気双極子モーメント探索実

験のため、このパルス UCN の透過、蓄積実験を行い、デバイスの開発を行っ

ている。 

低発散ビームブランチでは、希ガスによる中性子散乱の依存性を測定し、

nm 領域での未知の中間力を探索する実験を行っている。また、中性子干渉

計を新たに立ち上げ、原子核の散乱長測定を遂行している。低発散ビームブ

ランチは光学素子や検出器の研究開発にも利用されている。例えば数十ナノ

メートルの分解能を持つエマルジョンを用いた位置検出器の開発を進めてお

り、イメージングといった応用研究も進めている。 

本ポスター発表では BL05 で得られた 2022年の成果について発表する。 
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                            MLF-BL04, MLF-BL22 

パルス偏極熱外中性子の利用 

Applications of Pulsed Polarized Epithermal 
Neutrons 

 
清水裕彦１、NOPTREX Collaboration 

１名古屋大学 
 
 

熱外中性子ビームは、スパレーション中性子源を用いてこそ真価が発揮されるもので、世界最高強度の短パ

ルス中性子源を備えた J-PARC	 は、この可能性を具現化するのに最適の施設である。この特性を活かして、

時間飯店対称性の破れを通じて素粒子標準模型を超える新物理探索を目指す。 高エネルギー密度状態に

おける対称性の破れは、物質の起源につながる新物理を解き明かす鍵になっており、未発見の大きな CP	

非対称あるいは T	 非対称 (時間反転非対称)	 の探索が続けられている。複合核状態には、P	 非対称 (空

間反転非対称)	 を何桁も増幅する効果が備わっている。際立った具体例は、運動エネルギー 0.75eV	 の中

性子が 139La	 に吸収されて形成される複合核状態であり、P	 非対称が 106	 も増幅 されて観測される。この

増幅効果は T	 非対称に対しても同程度に働くと見込めることが、明らかになってきた。そこで、複合核の持

つ T	 非対称増幅効果に、J-PARC	 パルス熱外中性子ビームを組み合わせることで、新手法で従来にない高

い感度での新物理探索を実行する。  
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       MLF-中性子源 

MLF陽子ビーム窓の材料に対する照射試験 
Irradiation test for material of proton beam window at 

MLF 
 

山口雄司 1，明午伸一郎 1，大久保成彰 2，大井元貴 1 

１日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター， 
2日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究センター 

 

 
MLFでは，高真空の 3 GeV陽子ビーム輸送ラインと大気圧ヘリウム雰囲気

のターゲットステーションを隔離するため，アルミニウム合金(A5083)製の陽子

ビーム窓を用いている。陽子ビーム窓は利用運転中，1 MW の大強度陽子ビ

ームの照射下にあり，安定した運転のためには，陽子ビーム窓材の放射線照

射による影響の理解が重要となる。MLF の陽子ビーム窓材と同様なアルミニ

ウム合金は，スイスのポールシェラー研究所の核破砕中性子源(SINQ)のセー

フティハルとして用いられており，SINQではすでに照射後試験がおこなわれた。

照射後試験の結果として，はじき出し損傷や水素(H)及びヘリウム(He)の生成

に起因した材料の脆化，硬化の観測が報じられている。一方，MLF では法規

上の問題で照射後試験を実施できないという問題がある。そこで，イオン照射

施設を利用し，アルミニウム合金 A5083に対する照射試験をおこなった。 

本発表では，高崎量子応用研究所のイオン照射研究施設(TIARA)で実施し

たイオン照射と，照射したA5083試料の押込み試験について報告する。はじき

出し損傷に加え，H, He 生成の影響を調べるため，国内で唯一トリプル照射を

利用できる TIARAを利用した。 
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      R. 中性子源 

分散型プレデカップリング効果を用いた J-PARC 

核破砕中性子源用ボロン系熱中性子吸収材の開発 
Development of thermal neutron absorber material 

based on boron using pre-decoupler effect for 
spallation neutron source of J-PARC 

 
奥冨敏文 1、勅使河原誠 2、原田正英 2、大井元貴 2 

1茨城大学、2日本原子力研究開発機構 
 

 J-PARC の核破砕中性子源では、中性子特性向上のためにモデレータ及び

反射体に用いられる熱中性子吸収材（デカップラ）の開発を進めている。我々

は新たな熱中性子吸収材として 1/v 型の中性子吸収特性を有するボロン-10

（10B）に着目した。しかし、10B は 10B(n,α)7Li 反応により生成したヘリウム（He）

が材料脆化を引き起こすため大強度線源では使用が困難だと考えられている。

これを解決するために、ボロン系材料中にガドリニウム（Gd）等の別の熱中性

子吸収材を混在させることで 10B(n,α)7Li反応の抑制を図り材料の延命化を狙

うとともに 10B の優れた中性子吸収特性を生かす概念である、プレデカップリ

ング効果が提案された[1]。 

 以上の概念に基づき、我々はアルミニウム（Al）、炭化ホウ素（B4C）、酸化ガ

ドリニウム（Gd2O3）の混合粉末を焼結し、Al中に B4C と Gd2O3を分散させた材

料を試作した。この材料の物性等は明らかにされていない。プレデカップリン

グ効果を実現するためには、材料中へ B4C と Gd2O3が均一に分散しているこ

とが望ましく、デカップラにはモデレータの構造材であるアルミ合金との一定の

接合強度や熱除去が期待できる熱伝導率等の材料特性が求められる。そこ

で、ポスター発表では試作した材料中への B4Cと Gd2O3の均一分散性や材料

の機械的特性、熱特性を調査し、その結果を報告する。 

 
[1] M. Ooi, et al., JNST 56(7) (2019) 573-579. 
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       MLF-U1 

超低速ミュオンビームラインにおける 

ミュオン輸送のシミュレーション研究 
Simulation studies of muon transport 

in the Ultra-Slow Muon beamline 
 

手島菜月１、２、神田聡太郎１、２、足立泰平３、 

髭本亘４、池戸豊１、２、三宅康博１、２、永谷幸則１、２、 

大石裕１、２、下村浩一郎１、２、Strasser Patrick１、２ 

１ KEK IMSS MSL、２ J-PARCセンター、３ 理研、４ 原研 

 
J-PARC物質・生命科学実験施設では、表面ミュオンビームと比べてエネルギ

ーが低いエネルギー可変なミュオンビームを供給するための超低速ミュオンビ

ームライン U-line が建設され稼働中である。加速器で生成される大強度パル

ス表面ビームを電流加熱したタングステン標的に止め、正ミュオンと電子の束

縛状態であるミュオニウムとして真空中に取り出す。その後、真空紫外レーザ

ー光を用いてミュオニウムから電子を解離し、低エネルギーのミュオンビーム

として各実験エリアに輸送する。 

Super-Omega ビームラインは主に捕獲ソレノイドと湾曲輸送ソレノイド、集束

ソレノイドから成り、ミュオン生成標的からタングステン標的まで表面ミュオンを

輸送する。タングステン標的で生成された超低速ミュオンは、磁気ベンド、電

気四重極、電気ベンドにより輸送され、実験エリアの上流に設置されたマイク

ロチャンネルプレートで超低速ミュオンの収量が測定された。このポスターで

は、G4beamline や musrSim 等のシミュレーションツール（図 1）を用いた表面ミ

ュオン輸送と超低速ミュオン引き出しのビーム光学最適化について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：G4beamline と musrSimを用いて描かれた 

超低速ミュオンビームラインのシミュレーションモデル 

0         5 m 

ミュオン生成標的 

タングステン標的 

マイクロチャンネルプレート 
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       PF/PF-AR beamline control 

基盤技術部門インターロック活動報告 
Activity Report of Beam Line Interlock System 

 
石井 晴乃、小菅 隆、仁谷 浩明 

KEK 物構研 放射光実験施設基盤技術部門 

 
高エネルギー加速器研究機構 放射光実験施設（PF および PF-AR）のビ

ームラインには放射線安全、ビームライン真空の保持およびコンポーネントの

保護を目的としたビームラインインターロックシステム(以下 BLIS) [1]がそれぞ

れ設置されている。ＢＬＩＳではプログラマブルロジックコントローラ（PLC）から

入出力（IO）ユニットを通して各インターロックのコンポーネントを制御している。

これらのシステムはビームライン建設時から稼働しており、老朽化したものに

ついては故障トラブルが多数みられるようになった。今回、ＩＯユニット故障に

よるビームライン運転停止を防ぐために１００台を超える IO ユニット交換を行

った。 

 BLIS ではＰＬＣを利用したシステムに加え、放射線防護用ハッチのドアと連

動して、ハードワイヤにより直接ビームシャッターのドライブを Off とするＫｉｌｌ 

shutter drive by wire-System（Ｋ-Sｙｓｔｅｍ）を併用している。この K-Systemを

PFリングビームチャンネル部に応用したものが、Front-end K-Systemであり、

今回これを、メインハッチに立ち入る頻度が高いビームラインや挿入光源ビー

ムラインに導入した。なお、順次その他のビームラインにも導入してゆく予定で

ある。 

 以上のように BLIS においては、老朽化対策に加え、安全性や利便性向上

のための機能追加を図り、安定した運転を実現しきた。今後は次のステップと

して、次期放射光源用ＢＬＩＳを見据えた様々なビームラインインターロックコン

ポーネントの性能評価や開発、通信プロトコル STARS（Simple Transmission 

and Retrieval System）[3]を用いた BLIS運転データ蓄積システムの開発などを

行ってゆく予定である。 

 

[1] 小菅隆 仁谷浩明, 「新しいビームラインインターロックシステムと導入の

効率化」, 高エネルギー加速器研究機構技術研究会, 2017年 

[3] STARS Webサイト： https://stars.kek.jp/ 
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KEK PF-AR NW14A 

Development of High-repetition Time-resolved X-ray 
Diffraction Measurement at the PF-AR NW14A 

 
Le Thi My Nguyen1), Ryo Fukaya2), Shin-ichi Adachi1,2), Shunsuke Nozawa1,2)* 
 
1) Department of Materials Structure Science, The Graduate University for 
Advanced Studies, SOKENDAI, 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan. 
2) Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research 
Organization (KEK), 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan. 
 

Correspondence e-mail: noz@post.kek.jp 
 

We introduce a newly developed experimental system for high-repetition 
time-resolved hard X-ray diffraction (TR-XRD) measurements at the Photon 
Factory Advanced Ring (PF-AR) beamline NW14A. The system aims to utilize 
the PF-AR's unique feature of high-repetition high-intensity single bunch for 
ultrafast dynamics research [1]. TR-XRD is known as an excellent probe for 
investigating ultrafast lattice dynamics such as photo-induced phase transitions 
[2]. The combination of TR-XRD with a high-repetition-rate laser system opens 
possibilities for research into the development of ultrafast functional materials. 

In the presentation, we will present the details of the measurement system and 
the transient lattice changes of VO2 in the photo-induced phase transition [3,4] 
measured with this system.  
References:  
1. S. Nozawa, S. Adachi, J. Takahashi, R. Tazaki, L. Guerin, M. Daimon, A. 

Tomita, T. Sato, M. Chollet, E. Collet, H. Cailleau, S. Yamamoto, K. 
Tsuchiya, T. Shioya, H. Sasaki, T. Mori, K. Ichiyanagi, H. Sawa, H. Kawata, 
and S. Koshihara, J. Synchrotron Rad. 14, 313–319 (2007).  

2. H. Ichikawa, S. Nozawa, T. Sato, A. Tomita, K. Ichiyanagi, M. Chollet, L. 
Guerin, N. Dean, A. Cavalleri, S. Adachi, T. Arima, H. Sawa, Y. Ogimoto, M. 
Nakamura, R. Tamaki, K. Miyano, and S. Koshihar, Nature Materials, 10, 
101-105 (2011).  

3. D. Okuyama, K. Shibuya, R. Kumai, T. Suzuki, Y. Yamasaki, H. Nakao, Y. 
Murakami, M. Kawasaki, Y. Taguchi, Y. Tokura, and T. Arima, Physical 
Review B 91, 064101 (2015).  

4. J. Li, L. Wu, S. Yang, X. Jin, W. Wang, J. Tao, L. Boatner, M. Babzien, M. 
Fedurin, M. Palmer, W. Yin, O. Delaire, and Y. Zhu, Phys. Rev. X 12, 
021032 (2022).  
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       JRR-3 5G-PONTA 

中性子三軸分光器 5G-PONTAにおける 

2 次元検出器の導入 
Commissioning of two-dimensional detector in the 

triple-axis neutron spectrometer 5G-PONTA 
 

小林尚暉 1、齋藤開 1、川崎卓郎 2、中村龍也 2、中島多朗 1,3 
1東京大学物性研究所、2日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター 

3理化学研究所創発物性科学研究センター 

 

JRR-3 の 5G ビーム孔に設置された PONTA 分光器は、単色化された中性

子を試料に入射し、散乱された中性子を観測することで、試料の結晶構造や

磁気構造を解析することができる装置である。現在装置に取り付けられている

検出器は、水平方向にのみ動かすことができ、水平面内にある散乱強度のみ

を測定することができる。そのため測定に際しては予め散乱面を指定して、試

料の方位を X 線などを使って精密に調整しておく必要がある。また、想定され

ている散乱面外に現れる散乱を網羅的に観測することは困難である。この問

題を解決すべく、広範囲の散乱を同時に観測する 2 次元検出器の導入が必

要である。 

我々は、J-PARC の SENJU 回折計用に開発された 2 次元検出器のプロト

タイプ(検出面積 256x256 mm2)を 5G PONTA分光器に試験的に導入し、単結

晶試料を用いてテスト測定を行なった。試料位置から 730 mm 程度離れた位

置に検出器を置き 20 度程度の散乱角を同時に測定することを試みた。その

結果、試料以外から散乱される中性子によりバックグラウンドが大きくなること

が問題となった。そこで、下図のようにアルミフレームと B4C ゴムシートを用い

た中性子遮蔽シールドを設計・製作し、バックグラウンドの軽減を試みた。これ

を用いて再度測定を行い、シールドの効果を定量的に評価した。 

また、2 次元検出器を用いて単結晶を回転させながら測定すると、逆格子

空間を 3 次元的に探査することが

できる。我々は実際に Gd2PdSi3 の

不整合磁気反射を 2次元検出器を

使用して測定した上で、そのデータ

を 3 次元空間上に表示するプログ

ラムの開発に取り組んでいる。 

本発表では上記の取り組みにつ

いて現状を報告する。 

 

図１：中性子遮蔽シールドの概略図 
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       PF BL-16A 

[2022T002]軟 X 線蛍光収量波長分散型吸収分光の 

光触媒表面化学反応への応用 
Application of fluorescence-yield wavelength-
dispersive soft X-ray absorption spectroscopy to 
photocatalytic surface chemical reactions 

渋谷昂平 1，雨宮健太 2 
1東京大学，2KEK-放射光Ⅰ 

 
TiO2 を代表とする光触媒はウイルスを含む有機物を分解する目的で空気

清浄機や病院の内壁などに応用されている． しかし，実際の使用条件での

反応機構はいまだにわかっていない． TiO2 には光触媒機能と光誘起親水化

機能の 2 つの機能があることが知られており，水の存在が反応を促進するこ

とから，それぞれは関りを持っていると考えられている[1]．この観点から，解

離吸着した水が光照射によって正孔を受け取り，表面水酸基ラジカルが生成

する以下の反応機構が推察されている[2]． 
TiO2 + hν → TiO2(e

− + h+)  
OH− + h+ → O∙ H  

上記反応において，生じた表面水酸基ラジカルは反応活性種として有機物を

酸化するとされている[2]．水が存在する通常大気条件での反応を実験的に

明らかにするためには，使用環境に即したガス成分，ガス分圧の環境中で測

定を行う必要がある．また実際の表面反応においては様々な化学種が時々

刻々と変化していくため，時間分解測定による追跡的な観測を行うことが重要

である．そこで，本課題では，軟 X線領域における波長分散型蛍光収量法と，

課題責任者が開発した大気圧条件で測定が可能な光触媒測定用試料セルを

組み合わせることで，大気圧下での TiO2光触媒表面反応のリアルタイム観測

を行い，実使用条件下での光触媒反応機構を明らかにすることを目的として

いる． 

 発表では，本課題初年度の取り組みとして，開発したセルを用いた大気圧に

おける定常状態での O K-edge 蛍光収量 XAS 測定の結果を報告する．結果

として，開発した試料セルを用いることでイソプロパノール(反応基質) 55 Pa，

H2O 410 Pa，O2 1.7 kPa を含んだ He大気圧条件において，約 2 kPa と多くの

酸素成分を含むガス中においてもガスによる吸収の寄与を大きく抑えて試料

の O K-edge スペクトルを得られることを実証した．また，蛍光収量法によって

表面吸着水に起因するスペクトル変化をとらえられることを担保するため， 試

料セルを蛍光収量のみ可能な仕様から，蛍光収量と電子収量の同時検出が

可能な仕様へと改良を行ったので，その測定結果についても報告する． 

[1] 橋本, 入江, 表面科学 Vol.25,No.5,pp.252―259(2004) 

[2] Shuyang Wu, et. al., Catal. Sci. Technol, 11, 4060–4071(2021) 

P-181T(2022T002) 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-181T(2022T002) -



       MLF／BL02 

可変巾カーネル密度推定を用いた準弾性中性子散乱解析

結果の信頼性検討 
Verification on quasi-elastic neutron scattering 

analysis results obtained by using variable kernel 
density estimation 

 
巽一厳１、松浦真人２、島崎秀昭３、山田武 2 

１JAEA J-PARC、２CROSS、３京都大学 

 
  MLFBL02 の準弾性中性子散乱(QENS)カウントにポアソン点過程に基づく

カーネル密度推定[1]を適用し、低カウントのデータのフィッテイング解析での

パラメタ(半値半幅)が比較的安定に求められた[2]。この推定法の信頼性を検

証したうえで QENS解析に同推定法を取込むことが本研究の目的である。 

文献[1]の推定法では、ポアソン点過程の一次元軸上のデータ{𝑥𝑖  (𝑖 =

1, . . , 𝑛)}に対し、カーネル関数𝑘を用いて�̂� = ∑ 𝑘(𝑥 − 𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1 によりその過程の

確率密度�̂�を推定する。カーネル関数の巾は𝑥ごとに最適化される。 

  QENS プロファイルの推定においては、次の 2 通りを試みた。1)散乱エネル

ギー軸上の中性子の散乱エネルギー群を対象として、その強度プロファイルを

推定した。さらに、ビームモニターでの入射中性子エネルギープロファイルも同

様に推定し、両者の割り算より、QENSプロファイルを推定した。2)従来の解析で

求めた微細巾のQENSエネルギーヒストグラムに 1)のカーネル関数を畳み込ん

で QENSプロファイルを推定した。2)では検出器立体角補正が考慮されている。 

  温度 303 K 及び 288、 275、 263、 253 K でナフィオンから得られた実験デ

ータを用い、一成分のローレンチアンを用いてフィッテイングし、その活性化エネ

ルギーを求めた。従来の場合で 0.255 eV、1)の場合で 0.208eV、2)の場合で

0.236 eV となり、立体角補正を考慮した 2)のほうが従来の解析と整合性があっ

た。 

  303 K の場合の 1)での推定プロファイルより模擬データを 30000 セット作成

し、２つのローレンチアン成分の半値半幅(meV)の分布の平均と68%信頼区間巾

を求めた。従来のヒストグラムの場合は 0.028±0.019 と 0.0061±0.0092、本方

法の場合は 0.026±0.013 と 0.0062±0.0046 となり、本推定法を取込むことで半

値半幅のエラーが低減できると示唆された。実験データのリサンプリングからも

同様の分布を検討する。 

 

[1] H. Shimazaki et al., J Comput. Neurosci. 29 171 (2010). 

[2] K. Tatsumi et al., MLF Annual Report 2020 127-128. 
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MLF-BL15 

MLF BL15「大観」での高温高圧 SANS 実験 
High temperature and high pressure SANS 

experiments at BL15 “TAIKAN” in MLF 
 
阿部淳 1、岩瀬裕希 1、有馬寛 1、高田慎一 2、大内啓一 1、笠井聡 1、宮﨑司 1 

1 総合科学研究機構（CROSS）、2 日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ） 
 

廃棄物の分解処理、ナノサイズ物質の合成など多岐にわたる反応が、数百℃、

メガパスカルレンジにおける高温高圧環境下で行われている。我々は、”メガ

パスカルレンジでの高温高圧中性子実験”をＭＬＦでの新たな研究テーマとし

て掲げ、これまでにイメージング用セルを開発し、マクロスケールでのその場

観察を行ってきた。さらに、本研究テーマをナノ・ミクロスケールにおけるその

場観察へ展開するために、SANS 用高温高圧セルを開発し、BL15「大観」にて

実験を行っている（図１）。 

SANS 用高温高圧セルの主な仕様は以下となる。最高温度・圧力が 500 ℃、

50 MPa であり、セル本体に挿入される 4 本のカートリッジヒータで加熱し、圧

力は自動シリンジポンプで制御する。セル本体、および中性子が透過する窓

部の材質には、64 チタン合金を採用している。金属材を窓材に用いているた

め、窓材が破損する危険性が極めて低く、装置の健全性および放射化試料の

漏洩防止の点で高い安全性を確保できる。試料室の寸法は、直径が 20 mm、

厚みが 1 mm である。圧力媒体には、軽水、あるいは重水が用いられる。 

新たに開発したセルを用いて、BL15「大観」にて高温高圧下における SANS

実験が可能となった。これまでに軽水単体、重水単体、あるいは高分子材料

の SANS 測定を行っている。軽水、重水の SANS 測定では、温度を 377 ℃、

387 ℃、あるいは 402 ℃に保持しながら、圧力を 20 MPa から 35 MPa に変

化させることで、臨界密度となる圧力近傍で散乱強度が極大値を示す結果と

なった。これは密度ゆらぎに起因する変化であると考えられる。 

図１. SANS 用高温高圧セル（左）と BL15「大観」での実験の様子（右） 
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       MLF-BL10、MLF-BL15、MLF-BL17 

中性子光学デバイスおよび検出システムの開発と応用 

Development and Application of Neutron Optical 
devices and Detection System 

 
奥隆之 1)、丸山龍治 1)、熊田高之 2)、中村龍也 1)、原田正英 1)、Vu The 

Dang1,3) 、石田武和 1,3) 
1)原子力機構 J-PARC センター、2)原子力機構物質科学センター、3)大阪公立

大学 
 

物質・生命科学実験施設（MLF）は、その卓越したパルス中性子源の線源性

能と分光器の性能により、他施設に対して優位な位置にある。しかし、その優

位性を維持していくためには、施設としての総合的なパフォーマンスを常に向

上させ続けて行く必要がある。そこで、我々は、現在の MLF の中性子源 TS1

の 1MW 運転を安定に支えるための基幹技術の開発、1MW の高強度パルス

ビームの効果的利用技術開発、さらには次期中性子源 TS2 の分光器群の設

計に繋がるような先進実験技術の開発を目指したプロジェクト研究を推進して

いる。 

施設の総合的なパフォーマンスの向上のためには、パルス中性子源や装置

の性能向上に加えて、発生した中性子の輸送および検出技術、試料周辺環

境装置が重要となる。これらの要素基盤技術の継続的開発および中性子実

験装置との有機的な統合化は中性子を利用する研究能力を大きく向上させ、

我が国の中性子科学分野における優位性をさらに高めることが出来る。そこ

で、本プロジェクト研究では、中性子偏極デバイス、中性子検出器および核ス

ピン偏極技術等の中性子ビーム利用基盤技術の高度化研究を行い、それら

の技術を J-PARC のパルス中性子散乱装置へ導入し、J-PARC のパルス中

性子源と組み合わせて、世界最先端・最高性能の中性子散乱実験装置群の

実現に資することを目指す。 

 会議では、本プロジェクト研究の内容および進捗状況について報告する予

定である。 
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       MLF-BL21 

高強度全散乱装置 NOVA における試料環境の拡充と現状 
Expansion & current status of sample environments 
in high intensity neutron total diffractometer NOVA 

 
本田 孝志 1,2,3、池田 一貴 1,2,3、大下 英敏 1,2、角田 茉優 4、大友 季哉 1,2,3,4 

1KEK 物構研、2J-PARC センター、3総研大高エネ、4茨城大理工 

 
J-PARC MLF で稼働している高強度全散乱装置 NOVA では、様々な試料

環境を用いた実験が行われている。近年、試料環境からのバックグラウンド

（放射熱シールドやチャンバー等）を低減するラジアルコリメータ（NOVARC）を

導入し、MLF 共通機器がユーザー利用へ展開できる環境となってきた。2021

年度には共通試料機器である 3He 冷凍機を導入し、EPICS＋IROHA2 による

リモート制御システムの実装が完了した[1]。 

また、さらなる発展として軽水素の非干渉性散乱成分や磁気散乱成分の分

離を目的とした 3He スピンフィルターによる偏極中性子システムの導入を行っ

ている[2,3]。高エネルギー中性子まで利用可能なNOVAの特性を生かすため、

広いエネルギー帯の中性子を偏極させることができ、かつ広い立体角を覆え

る 3He スピンフィルターが適しており、偏極子・検極子を使った偏極中性子回

折実験が十分利用可能な環境であることを確認している。本講演では、ここ数

年で行われた試料環境の拡充と現状、および運営戦略に関して報告する。 

本研究の一部

は、KEK 中性子共

同利用実験 S1 型

課 題 （ 2014S06 、

2019S06）、文科省

JSPS 科 研 費

（ JP18H05518 （ 新

学術ハイドロジェノ

ミクス））の助成を

受けたものである。 

図 NOVA に導入された偏極中性子システムの概要。 

 

 

[1] 本田孝志ら, 日本中性子科学会 第 22 回年会, 2022 年 10 月 26-28 日. 

[2] T. Okudaira et al., Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 977, 

164301 (2020). 

[3] 本田孝志ら, 2021 年度量子ビームサイエンスフェスタ, 2022 年 3 月 7-9 日. 
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       MLF 

MLFにおけるデータ収集・解析・保存のための 
メッセージ通信に基づくミドルウェア開発 

Development of a message-based data acquisition, 
analysis, and logging middleware for MLF 

 
細谷孝明 1,2,3*, 浅井佑太 1, 高松海羽 1, 中村龍也 3 

1茨城大工, 2茨城大フロンティア, 3原子力機構 J-PARCセンター 

 
J-PARC MLF では，KEK 素核研が開発した DAQ ミドルウェアが標準のデ

ータ収集システムとして多くのビームラインで用いられている。DAQ ミドルウェ

アは，それぞれの機能を持つコンポーネントが「入出力ポート」で接続され，デ

ータの移送を CORBA で高度に実現している。BL03 / iBIX においては，

2007 年からデータ読み出し・収集の Gatherer（BL 独自），データ複製の

Dispatcher，データ記録の Logger（MLF 共通），オンラインデータ解析の

Monitor（BL 独自）が運用され，多くの実験を根幹から支えてきた。DAQ ミド

ルウェアの特長としてコンポーネントの構成を config.xml とよばれる XML フ

ァイルに記述しておけば，ミドルウェア立ち上げ時にネットワーク上に分散する

各コンポーネントを起動し、接続を行ってくれる。ユーザにとってこの機能は大

変便利ではあるが，システム稼働中には構成を変えられないこと，起動順序

を予め指定しておく必要があること，測定制御・記録において最重要でないコ

ンポーネント（Monitor 等）のエラーでもシステム全体が停止してしまうこと，

C++での開発に限られることなど，これまでの十数年の運用においてコンポー

ネント改良だけで解決しにくいような課題点がユーザ側に生じてきた。 

本研究では，コンポーネント間の依存関係を極力少なくし，構成・運用に柔

軟性のある最小限の機能をもつミドルウェアの検討に着手した。大まかな目

標として，コンポーネントの独立性を保つこと（コンテナ化できること），重要度

の低いコンポーネントのハングアップ等でもシステム全体は稼働し続けること，

動的にコンポーネントを追加・削除できること，様々な言語で実装されたコンポ

ーネントが混在できること，システムはコンポーネントの異常終了やハングアッ

プを検知し，ユーザに再起動を促すこと，とした。コンポーネント間の接続は

SPring8 や CERN 等でも実績のあるメッセージングライブラリ ZeroMQ を採

用した。ZeroMQはソース言語の C/C++だけでなく，多数の言語でバインディ

ングされており，コンポーネントを Python で実装することも可能である。デー

タ伝送方式として，出力先のコンポーネントに一斉に同じデータを送る放送型，

出力先からデータを要求して，出力元がそれに応じてデータを送るオンデマン

ド分配型などを試験的に開発している。本発表では指令系統・データ輸送系

統のプロトコル案など，これまでの開発検討の過程・状況を報告する。 

P-191T 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-191T -



       MLF-BL04 

中性子核反応測定装置(ANNRI)における 

非破壊分析法の開発 
Development of Non-destructive Analytical Method 
at Accurate Neutron Nucleus Reaction Instrument 

(ANNRI) 
 

瀬川 麻里子, 前田 亮, 藤 暢輔, 木村 敦, 中村 詔司, 遠藤 駿典 
日本原子力研究開発機構 

 

中性子核反応測定装置(ANNRI)は、J-PARC 物質・生命科学実験施設のビ

ームライン BL04 に設置されており、主に核データ測定、核種分析、天体核物

理研究のために用いられている。ANNRI では、大強度のパルス中性子を用い、

放射化分析の一つである即発γ線分析(Prompt Gamma-ray Analysis: PGA)

に加え、中性子共鳴を使った分析(中性子共鳴捕獲分析法)と PGA を同時に

行う TOF-PGA が可能である。 

我々は、PGA 及び TOF-PGA を基盤技術とし、中性子共鳴がもつ温度依存

性(ドップラ効果)を利用した非破壊・非接触温度計測手法の確立を目指してい

る。このドップラ効果とは、測定試料中の原子核が高温あるいは低温になると、

原子核の熱振動により中性子共鳴ピークの形状が変化する現象である。本研

究では、温度計測手法の原理実証の為、測定試料(Ta)の温度を 296∼765K ま

で変化させ、TOF-PGA 等を利用してドップラ効果による中性子共鳴ピークの

変化量(以後、ピーク変化量)を分析した。この結果、中性子エネルギー En= 

4.28 eV 領域において、ピーク変化量が測定試料の温度に依存し変化してい

ることを確認した。さらに、ピーク変化量と測定試料の温度の関係が一次関数

により精度よく近似可能なことから、試料の温度が 765 K 以下の領域におい

て、本手法により温度計測が可能であるという見通しを得た。 

会議では、PGA 及び TOF-PGA の原理や特長に加え、温度計測手法につ

いての成果を報告するとともに、ANNRI におけるハードウェアとソフトウェア開

発の現状などについても紹介する。 
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       J-PARC MLF／BL06,08,09,12,21,23 

J-PARC MLF KENS ビームラインの計算環境 
Computational Environment of J-PARC MLF KENS 

Beamline 
 

瀬谷 智洋 1.2、大下 英敏 1.2、 

伊藤 晋一 1.2、横尾 哲也 1.2、森 一広 1.2、遠藤 仁 1.2、 

本田 孝志 1.2、齊藤 高志 1.2、鳥居 周輝 1.2、  

 
1KEK 物質構造科学研究所、2J-PARC センター 

 
安定的な中性子実験の遂行のため、2017 年から KENS ビームラインの計

算環境の改善を行ってきた。5 年をかけて 6 ビームラインの計算機のリプレイ

スを実施し、計算環境の刷新を行った。 

以前は 88 台の物理マシンを使用して DAQ(Data Acquisition)環境や解析環

境を整備していたが、現在では KVM(Kernel-based Virtual Machine)による仮

想化により、各ビームラインに 1 台となる 6 台まで削減した。 

KVM による仮想化は、物理マシンの導入コスト削減にとどまらず、DAQ 環

境や解析環境整備にかかる時間や手間を大幅に削減した。 

また、Zabbix[1]による統合監視環境監視、iDRAC[2]による管理環境を整備

し、今まで積極的に健全性の確認がなされてこなかった計算機群を、一括して

監視管理できる体制を構築した。これにより計算環境の健全性を常にモニタ

ーすることが可能となり、OS、リソース、ハードウェアに異常があった場合、即

座に通知され、適切な設定変更や部品交換なのどの対応が可能となった。計

算環境の健全性維持に大きく寄与している。 

さらに、測定データのバックアップ環境を整備し、J-PARC MLF、KEK 東海 1

号館、KEK 中央計算機システム（つくば）の 3 箇所に分散してデータを保管し、

定期的にバックアップを行う環境を整備した。これにより機器の故障や、人為

的ミスによるデータ消失だけでなく、火災や天災などからも測定データを守る

ことができる。 

発表では具体的な計算環境の構成や、統合監視管理環境、ストレージシス

テムについて報告する。 

 

[1] Zabbix https://www.zabbix.com 

[2] iDRAC https://www.dell.com/ja-jp/dt/solutions/openmanage/idrac.htm 
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パルス幅識別型 3He位置敏感検出器システムの開発 
Development of a pulse-width-discriminating 3He 

position-sensitive detector system 
 

佐藤節夫 1、梶本亮一 2、稲村泰弘 2 

1 高エネルギー加速器研究機構、2 日本原子力研究機構 

 
多くの中性子散乱実験において、3He ガス型の位置敏感型検出器（PSD）が使

用され、高品質のデータが得られている。しかし、1本の PSDに 2個以上の中

性子が検出されると、正確な検出位置が求められない。特に非弾性散乱実験

では単結晶の強力なスポット中性子を扱うため、この問題解決が必須である。 

Fig.1 に、2 個の中性子が同時に検出されると間違った位置を求めてしまう原

理を示す。PSD では、中性子と 3He の反応で発生する電荷が PSD の両端に

出力され、それらの電荷の比（電荷分割法）で中性子捕獲位置を求める。しか

し、2 個の入射中性子が時間的に近くにあるとパイルアップが起こり、両端の

電荷の比のバランスが崩れ、誤った捕獲位置を算出してしまう。これを緩和す

るため、パルス幅と高さを監視し、規格外を識別し、誤った位置情報を持つ中

性子データを排除するシステムを開発した。パルス幅識別による排除と、高計

数率データの排除を組み合わせることにより、誤った位置情報を持つ中性子

データの削減できた。 

 
Fig.1: 2個の中性子が同時に検出されると間違った位置を求めてしまう原理 
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       MLF-BL09 

SPICA の現状と機能性材料の構造および反応メカニズム 

に関する研究 

Current status of SPICA and structural studies of 
functional materials and their reaction mechanism 

 
森一広 1、齊藤高志 1、Seungyub Song1、南波薫 1,2 

1KEK 物構研、2WDB 株式会社 
 
 

現代社会は多くの機能性材料を応用した製品（デバイス）により成り立ってい

る。例えば情報処理端末として不可欠なノートパソコンでは液晶パネル、CPU

などの半導体、ハードディスク、バッテリー等が主要パーツとして用いられ、こ

れらはいずれも機能性材料の組み合わせで構成されている。このように機能

性材料は人類の生活に深く入り込み、従来の生活様式を大きく変化させるほ

どの大きなインパクトを与えてきた。そのため、今後も活発な研究開発による

各種デバイスの高機能化が熱望されている。 

機能性材料の物性はその結晶構造と密接に関連しており、原子レベルの局

所構造から周期性を持つ結晶構造領域、さらに結晶領域よりも大きな長周期

構造や積層欠陥構造などを有する小角領域の構造まで、数Åから数十 nm の

マルチスケール構造が物性に大きく影響する。さらに、それら構造はデバイス

の動作環境において外場の影響を受けて複雑に変化する場合がある。その

ため機能性材料を構造学的に研究することは、その機能発現機構の解明だ

けでなく、デバイスの性能向上に向けた材料の構造的設計指針の構築を可能

とするため、学術的に大変興味深い。一方で、その構造学的考察には温度や

圧力、電場、磁場といった外場の変化を回折法等の構造解析手法と組み合わ

せる必要がある。そのため、機能性材料の研究と並行して、機能性材料のそ

の場(in situ)や動作環境下（operando）における構造学的研究を可能にする環

境開発を実施することが重要である。 

このような研究背景から、様々な材料が組み合わされた実デバイス（蓄電池

など）において、注目する材料の結晶構造の時間変化を観察する際、高い空

間高分解能と時間分解能が要求されている。現在 MLF のビームライン「BL09」

で稼働中の特殊環境中性子回折装置 SPICA は、様々な特殊環境に対応可

能な高分解能・高強度中性子回折装置を目指して設計・建設された装置であ

る。当日は SPICA の現状について報告すると共に、現在進行している S1 型

課題 2019S10で実施された代表的な研究に関して紹介する。 
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       MLF-S1 

Transient µSR 法の開発 

Development of Transient µSR 
 

西村 昇一郎・KEK IMSS 
 

従来の μSR 実験では、典型的な陽電子イベントレートが 103-104 µ/s であり、

µSR の測定に必要な 107-108 イベントのデータを取得するのに 100 分以上か

かっていた。この測定時間は、典型的に 10-20 分程度かかる試料温度環境を

変化させる時間よりも長く、データ取得の間は試料条件を変えず一定にする

必要がある。ところが、近年 J-PARC MLF MUSE ではミュオンビーム強度が非

常に強くなったため、データ取得時間が測定条件の変更時間よりも短くなって

きており、より効率的な µSR 測定を行う上で、測定条件変更時間が大きなボト

ルネックとなっている。 

 J-PARC では高効率 µSR 実験を実現し、かつ大強度ミュオンビームの利点

を最大限に活用するための次世代のデータ収集・解析技術の開発を進めて

いる。その一つが Transient µSR である。Transient µSR では、陽電子イベント

の測定データと試料の温度や磁場などの環境情報を多次元データとして記録

することで、試料の温度などでソートすることができる。これにより、測定途中

で温度や磁場などが変化したとしても、変化の少ない部分だけを抽出して解

析を行うことが可能となる。逆に意図的にサンプル環境を変化させることも可

能で、例えば、温度スキャンを継続して行うことで、広い温度範囲での未知の

特性を持つ材料の迅速な調査が可能となる。また、従来の µSR では不可能で

あった過渡現象の研究も可能になる。 

 Transient µSR の測定手

法 を 確 立 す る た め に 、

MLF S1 エリアにある分光

器 ARTEMIS を使って、温

度や磁場を掃引しながら

測定を行った。図 1 は縦

磁場スキャンの一例で、

銅板試料の LCR 測定の

結果である。1 点 2 秒の

高速スキャンでも磁場に

よるスピン緩和の変化の

様子を捉えることができ

た。本講演では Transient 

µSR の開発状況について

報告する。 

図 1. 銅板の LCR測定の結果。黒は温度 107.5 K、赤は 154.7K
の測定点である。測定中はデータ取得を止めずに、それぞれ 1
点 2秒で 375点、合計 12分程度でデータを取得した。 
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       MLF-BL17 

偏極中性子反射率測定のための弱磁場試料環境の開発 
Development of a weak-field sample environment for 
polarized neutron reflectivity 

〇花島隆泰 1、阿久津和宏 1、笠井聡 1、鈴木淳市 1、加倉井和久 1 
1CROSS 中性子科学センター 

 
  J-PARC MLF BL17 ではこれまでに種々の磁性薄膜の磁気構造解析が強

い磁場環境下(5mT～6.5T) で実施され、多数の成果が創出されてきた。一方、

近年では弱磁場条件における磁気構造研究のニーズが高まっており、特に高

感度/高速/省電力がトレンドとなっているスピントロニクスデバイス研究にお

いては、2mT 程度の弱磁場環境が不可欠である。 

  この発表は 2020 年度から実施の CROSS 開発課題の成果に基づくもので

ある。当課題の目的は、(i) MLF BL17「写楽」における偏極中性子利用促進の

ための弱磁場試料環境の追加、(ii) 実用材料の偏極オフスペキュラー散乱実

験の実現、試料冷凍機との併用化、更なる低磁場/高磁場、並びに逆磁場領

域への利用領域の拡大、(iii) 上記の開発成果をユーザー利用に供することで

ある。 

  弱磁場環境のビームラインへの導入にお

いては、上流の偏極子から下流の検極子間

の磁場接続を精密に設計し、各偏極デバイス

の偏極調整と偏極度測定を経て、良質な偏極

中性子反射率データを得ることができる。 

  当日は、弱磁場試料環境、得られた偏極度

等の性能、冷凍機の実装、解析ソフトウェア

の開発状況、ユーザー利用状況を紹介する。 

 

謝辞 

BL17 での実験は実験課題（課題番号：2022C0001）で実施された。 
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       MLF／BL02 

J-PARC MLF の ToF シリコンアナライザー背面反射型分

光器 DNA の高度化 
Current status and upgrade plan of neutron 

backscattering spectrometer DNA 
 

 
川北至信 1、松浦直人 2、富永大輝 2、山田武 2、玉造博夢 1、中川洋 1,3、大内

啓一 2 
1J-PARC センター、2CROSS、3JAEA 

 
J-PARC物質生命科学実験施設（MLF）の BL02 中性子ポートに設置された

飛行時間（ToF）シリコンアナライザー背面反射型中性子分光器 DNA は、生体

物質や高分子等のソフトマターの機能解明，電池材料，触媒材料等の機能性

材料の開発研究，磁性物質の研究など広い分野で利用されている中性子準

弾性散乱・非弾性散乱分光器で、ピコ秒からナノ秒にわたる時間領域での原

子・分子・スピンのダイナミクスを解析できる。 

本発表では、近年行ってきたパルス成型チョッパーのディスク更新に伴う高

分解能化、Si311 アナライザーミラーの拡張による Q-E 領域の拡大、収束ガイ

ド交換による中性子フラックスの増強、揺動型ラジアルコリメーターによるバッ

クグラウンドの低減などについて報告する。また、Gd バックコーティングされた

Si111 アナライザーの交換、検出器ユニットのケーブル交換、検出器ユニット

交換などの老朽化対策や、400 フランジマグネット、コンパクト高温炉、試料交

換機のアップグレードなど試料環境機器の充実とその自動・遠隔化の進展に

ついても触れたい。 

 

References 

[1] “The Performance of TOF near Backscattering Spectrometer DNA in MLF”, 

J-PARC”, K. Shibata et al., Proceedings of the J-PARC Symposium 2014, JPS 

Conference Proceedings,8, 036022 (2015) 

[2] “Current Status of tBL02 DNA in 2017”, Y. Kawakita et al., J-PARC Annual 

Report 2017 Vol.2: Materials and Life Science Experimental facility, 74-75 

(2017) 

[3] “Status of neutron spectrometers at J-PARC”, R. Kajimoto et al., Physica 

B, Physica B 562 148-154(2019). 
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       MLF／BL06、BL21、BL23 

KENS DDCM グループの活動報告 
Activity report of KENS Detector Development and 

Computer Management group 
 

大下英敏 1、瀬谷智洋 1 
1KEK物構研 

 
 世界最高強度を誇るパルス中性子源である J-PARC物質・生命科学実験施

設（MLF）には、大規模な中性子検出器システムが導入されている。MLF の稼

働開始から 10年以上が経過し、中性子検出器の放射線劣化現象が明らかに

なる等、改めて MLFで使用する中性子検出器システムの開発が重要となって

いる。KENS Detector Development and Computer Management グループ

（KENS DDCM）では、高い信頼性をもつ中性子検出器システムの実現を目指

すと共に、KENSビームラインにおける中性子検出器システムの開発支援をお

こなっている。開発の対象は、中性子検出器システムを構築する検出器本体、

エレクトロニクス、データ収集システムである。検出器本体の開発研究として
3He 位置敏感型中性子検出器（3He-PSND）の放射線劣化現象の研究、3He-

PSND の代替検出器である nTGC の開発および Micro Channel Plate（MCP）

を用いた中性子二次元検出器の開発を進めている。エレクトロニクスの開発と

しては、中性子二次元検出器用のバックエンドモジュールであるアナログエン

コーダの開発を進めている。これらの開発は、既存の中性子検出器システム

の高度化を見据えておこなわれている。MLF におけるデータ収集ソフトウェア

として、DAQ-Middleware（DAQ-MW）が知られているが、KENS DDCM は

DAQ-MW の保守と更新作業に参加している。また、実験で取得される大量の

データを取り扱う計算機システムは中性子実験を支える重要な基幹設備であ

る。これらの実験用計算機の導入、運用と保守も KENS DDCM の業務に含ま

れる。計算機システムの目的は、中性子実験におけるデータ収集とバックアッ

プを含むデータ保存をおこなうことであるが、計算環境の構築という意味では、

中性子実験に必要なデバイス制御の実現や解析環境の整備まで含まれる。

本発表においては、今年度に実施された KENS DDCMの活動について紹介を

おこなう。 
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       PF BL-13B, BL-16A, BL-28A 

PF におけるビームライン横断的試料搬送システムの構築 

Construction of cross beamline system of sample 
transfer at PF 

北村未歩 1,2、簔原誠人 3、相浦義弘 3、間瀬一彦 1,2、小澤健一 1,2、雨宮健太 1,2 
1KEK 物構研、2総研大、3AIST  

 
薄膜表面・界面で発現する多彩な機能や物性を理解するためには、単一手

法による評価では不十分であることが多く、複数のプローブや手法を組み合

わせて包括的な解析を行う必要がある。このような薄膜表面・界面におけるマ

ルチプローブ・マルチモーダル解析を実現するために、KEK 量子ビーム連携

研究センター (CIQuS) では、試料やその表面を大気曝露により劣化させる

ことなく、放射光・低速陽電子・中性子・ミュオンの各表面分析装置間で試料を

移送して測定する「量子ビーム横断的試料搬送システム」の構築を進めてい

る。これにより、例えば、KEK-PF で角度分解光電子分光を用いてバンド分散

を評価した試料を、大気非曝露で X 線磁気円二色性測定チャンバーに移送し

て元素選択的な磁化状態評価を行い、さらに J-PARC-MLF に移送して偏極

中性子反射率測定により磁化の深さプロファイルを明らかにするといったよう

なことが可能になる。 
この搬送システムの構築には、「測定装置間での使用ホルダー形状の統一

化」と「試料搬送ベッセルの整備」が必要である。統一ホルダーとして、国内外

の放射光施設や試料作製装置で広く利用されている”オミクロン型”試料ホル

ダー (図 1) を選択した。さらに、分析装置側の改造も進め、現在 PF では、

BL-13B と BL-28A の光電子分光チャンバー、BL-16A の軟 X 線磁気円二色

性測定チャンバーの搬送システムへの対応が完了した。この”オミクロン型”

試料ホルダーを用いて、真空または不活性ガス雰囲気下で試料作製装置や

各施設の分析装置間を搬送可能な 2 台の試料搬送ベッセルを整備した。分

析装置のホルダー受け側の構造に応じて、1 個または 3 個の”オミクロン型”

試料ホルダーが同時搬送可能である (図 1) 。また、このベッセルは携帯バッ

テリーで駆動可能な NEG/イオンポンプ (IP) 
搭載用のポートを有しており、高真空雰囲気下

での搬送にも対応できる。さらに、PF に設置し

たグローブボックスにベッセルを連結すること

で、グローブボックス内で調整した試料を不活

性ガス雰囲気下で分析装置まで搬送すること

が可能である。搬送ベッセルの整備に加え、

発表では、ベッセルの真空度評価結果や、そ

れを用いた嫌気性薄膜試料の角度分解光電

子分光測定の結果も併せて紹介する。 図 1: 真空または不活性ガス雰囲気下で

試料搬送可能な搬送ベッセル 
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       MLF-BL02 

BBLL0022 にによよるる希希薄薄タタンンパパクク質質溶溶液液ののデデーータタ収収集集最最適適化化  

DDaattaa  ccoolllleeccttiioonn  ffoorr  ddiilluuttee  pprrootteeiinn  ssoolluuttiioonnss  vviiaa  BBLL0022 

 
富永大輝 1、中川洋２、佐原雅恵 1、小田隆 3、井上倫太郎 4、杉山正明 4 

１ CROSS、２ 原子力機構、３ 立教大学、４ 京都大学 
 

タンパク質の機能を理解するためには、静的構造情報だけでなく、ダイナミクス

情報も重要である。様々な実験手法の中で、水素の持つ高い非干渉性散乱能を

利用した非干渉性中性子準弾性散乱(QENS)は、溶液中のタンパク質のダイナミ

クスを明らかにするための強力な手法である。 

本研究では、BL02 中性子後方散乱分光器において、タンパク質水溶液試料に

適した試料セルを開発した。重水（D2O）を用いてベーマイトをコートしたアルミニ

ウムセルは、軽水（H2O）をコートしたサンプルセルの散乱強度よりも低いことが

判った。ベーマイトコートしたアルミ表面は、幅広い温度範囲において、安定であ

り、耐腐食性も高い[1]こと特性を生かし、D2O-ベーマイトコートセルを用いて天

然変性タンパク（Hef-IDR）の 0.8 wt.%水溶液の QENS 実験を行った。このセルは

283-363Kの水系試料に対して安定であった。さらに、セルの同一性と、分光器の

中性子ビーム位置に対する試料セルの位置再現性に注意を払うことにより、D2O

バッファーと試料容器の散乱プロファイルを高精度に差し引くことが可能になった

[2]。これらにより、希薄タンパク質溶液から高精度のダイナミクス情報の抽出が

可能となった。 
 

【 文 献 】  [1] T. Tominaga, et al. JPS Conf. Proc. 3333, 011094 (2021) 

https://doi.org/10.7566/JPSCP.33.011094 [2] T. Tominaga, et al. Life 

2022,12,675. https://doi.org/ 10.3390/life12050675. 
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MLF 

NMR 法を用いた重水素標識化合物の新規分析技術開発 
Development of a new analytical method for 
deuterium-labeled compounds using NMR 

techniques 
 

上田 実咲、阿久津 和宏、柴山 充弘 
総合科学研究機構 

 
中性子科学研究において、重水素標識化合物はコントラスト変調法やバッ

クグラウンド低減を目的として使用されている。近年では、重水素標識化合物

の需要が増加しており、その合成技術は大きく進歩している。合成された重水

素標識化合物はその重水素化率を評価する必要があり、方法としては質量分

析法や軽水素（1H）核磁気共鳴（NMR）法などが利用されている。特に、1H 
NMR 法は測定が容易で定量分析の精度が高いことから、重水素化率評価の

主流となっている。しかしながら、この手法は重水素（2H）について間接的に観

測するため、不純物が混入する場合は重水素化率評価の精度が低下すると

いう欠点がある。電気化学分野における燃料電池など、不純物が性能に大き

く影響する場合においては、「重水素化率」だけでなく、不純物の割合を表す

「化学純度」を評価する必要がある。そこで重水素化率と化学純度を同時に求

める新たな分析手法の開発を行った。 
本研究では内標準法による定量 1H, 2H NMR 測定を行った。分析物質は

Stearic acid–dn (n = 
0, 7, 24, 35)を使用

し、内標準物質は、
1H, 2H NMR 測定の

どちらにもピークが

現 れ る 1,4 –

BTMSB–d4を使用し

た。図 1 に NMR 測

定で観測されたスペ

クトルの例を示す。

本発表では、分析手

法と装置依存性に

ついて確認した結果

について紹介する。 
 

図 1 CD2Cl2 溶媒中における Stearic acid–d24 の 1H および 
 2H NMR スペクトル 
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       PF/PF-AR beamline control 

PF基盤ネットワークの高度化とリモート実験への対応 
Development of PF information network 

and support for remote experiments 
 

仁谷浩明、永谷康子、西村龍太郎、成田千春、 

松岡亜衣、石井晴乃、小菅隆、五十嵐教之 

KEK物構研 放射光実験施設基盤技術部門 

 
放射光実験において、計測機器の高度化等により生成されるデータ量は

年々増加しており、この多量のデータをいかに効率よく伝送し、多種多様な解

析に提供できるような形で蓄積を行うことが重要となっている。これまで PF で

は実験系と事務系のネットワークが共用であり、帯域も 1Gbps であったため、

これを解消すべく、実験系のみのネットワークを新規に構築した。新しい PF基

盤ネットワークは PF と PF-AR のすべてのビームラインを 1 つの物理ネットワ

ークに収容し、ビームラインの各端末までの通信帯域を 10Gbps とした。また、

KEK の計算科学センターとも 10Gbps で直接接続することで、所外との通信帯

域も確保している。 

この新 PF 基盤ネットワークを活用し、リモートでの放射光実験をサポートす

るシステムの導入・運用を行っている。1 つはビームライン機器のリモート制御

で、これまでビームラインごとにバラバラであったリモートデスクトップインフラ

を統一し、どのビームラインにおいても同じ手続きでビームライン制御 PCにロ

グインできるものである。主要ソフトウェアとして NoMachine Cloud Serverを採

用し、ユーザーは無償のクライアントソフトウェアもしくは Web ブラウザから認

証することでログインが可能である。 

実験データの蓄積や所外ユーザーへの送信にはネットワークストレージを

展開しており、所外向けと所内向けの 2システムが存在する。どちらもソフトウ

ェアに Nextcloud を採用しており、Web ブラウザからのファイルダウンロードや

専用クライアントによる自動同期等が利用できる。 

 
図. 新 PF基盤ネットワークでの NoMachineによるリモート実験の論理接続図 
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       MLF-BL23 

偏極中性子散乱装置 POLANO による交差相関物理の解明 

Study on Cross-correlated Physics by POLANO 
 
横尾哲也 1,2、伊藤晋一 1,2、植田大地 1,2、金子直勝 1,2、猪野隆 1,2、山内沙羅 1,2、

林浩平 1、奥隆之 2、林田洋寿 3、藤田全基 4、大河原学 4、池田陽一 4、南部雄

亮 4、谷口貴紀 4 
1KEK-物構研、2J-PARC センター、3CROSS、4東北大金研 

 
    KEK の S1 型課題である 2019S09 は J-PARC 物質生命科学実験施設の

中性子ビームを利用するために、偏極中性子散乱装置新規建設とそれを用

いたパルス中性子における偏極中性子散乱法の確立、および偏極度解析を

利用した物性研究を目的としている。2019 年度より開始した非偏極中性子で

の共同利用実験は継続的に受け入れているが、同時に偏極中性子実験に向

けた機器開発を推進している。 

 

1）非偏極実験による一般課題： 

一般課題の受け入れを随時行っており、年々その割合も増加している。課題

の効率的な推進を諮るために、新しいトップローディング型（TL）のクライオス

タットを導入し、またその温度制御の詳細な試験を行った。これにより、簡便に

かつより正確に実験可能となった。特に POLANO では試料セッティングに人

手を要していたが、TL 型の導入により実験者が一人でハンドリングできるよう

になった。加えて、他の分光器で頻繁に行われている RRM 測定や、単結晶試

料における回転測定についても同様に行うことが可能である。特に回転測定

は測定スクリプトにより簡便に自動制御することができ、360 度自由に回転も

可能な設計とした。 

 

2）偏極実験のための整備： 

SEOP 偏極子および磁場環境機器に関して実際のビームラインへの導入と現

地試験を完了した。SEOP と試料位置に置かれるヘルムホルツコイルについ

ては特に慎重なテストとソフトウェア開発を要したが、おおよそ収束し、近く検

極子との総合的な試験を行う予定である。 

 

3）問題点とアップデート： 

主要機器の一つであるフェルミチョッパーの回転同期制御不具合について、こ

れまで長い間対処してきたが、未だ完全な解決には至っていない。また、

POLANO 初の 7T マグネット実験を試みたが、不具合のため設置できなかっ

た。これについては急遽の改造を行い、あさってから再度磁場実験を開始予

定である。 
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       MLF／SE, BL17,  PF/BL09A 

量子ビーム施設における光照射試料環境 -2022- 
Light Irradiation Sample Environment at Quantum 

Beam Facilities -2022- 
 

坂口佳史, 花島隆泰, 笠井聡, 大内啓一, 高橋竜太 A, 

阿部仁 B, 丹羽尉博 B, 野口慎平 B 

CROSS, AJAEA, BKEK 
 

パルス中性子と放射光を相補的に組み合わせて物性研究を進めていくことは

大変効果的であるが、さらに、紫外、可視、赤外領域の光を用いて、励起状態

を誘起し、それぞれのプローブでその時間変化を追うことは測定技術の新し

いフロンティアとなり得る。我々はこれまで、特に MLF で光照射環境整備を行

う取り組みを行ってきた[1, 2]。本ポスター発表では、2022 年度に、我々が行っ

た量子ビーム施設における光照射試料環境装置の開発と整備に関する取り

組みを紹介する。 

光照射 Quick XAFS 測定：紫外、可視光を 20～30 分照射し、構造変化を起

こし、完了する薄膜（Ag/ Ge-S）に着目し、光照射下における S K-edge, Ge K-

edge の XAFS 測定を Quick XAFS 法により行った。特に、軟 X 線を用いる S 

K-edge Quick XAFS 測定のためには、He ガスをフローされながら紫外、可視

光を照射することのできるガスフローチャンバーを開発した。光照射のために

は中心波長 407 nm の LED 光源（LedHUB, Omicron 社製）を用いた。 

光照射下での時間分解中性子反射率測定：我々はこれまでも光照射下での

時間分解中性子反射率測定を行っているが、今回、初めて施設側で準備した

光源を含む光照射システムをユーザーに貸し出し、実験を行った。また、これ

までの実験で信号が検知されないケースがあったことを受けて、その分析と対

策を行った。 

当日の発表では、上記測定での開発・整備の詳細を報告する。 

 

光照射 Quick XAFS 用ガスフローチャンバーの製作にあたっては、仁谷浩明

博士（KEK）の貴重なご助言をいただきました。ここに感謝申し上げます。 

 

 

[1] Y. Sakaguchi et al., J. Neutron Res. 21 (2019) 23. 

[2] Y. Sakaguchi et al., JPS Conf. Proc., 33 (2021) 011100. 
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       BL-2B, 11A, 13A, 16A, 19B 

多目的軟 X線時間分解計測システムの開発 
Development of multi-purpose systems for time-resolved 

soft-x-ray absorption measurements 
足立純一 

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 放射光実験施設 

 
PF 2.5 GeV リングでの放射光のパルス性を活用した時間分解軟 X線実験

の促進を目指して、共同利用に活用できる計測システム・測定装置の整備・

開発を行っている。本プロジェクト課題では、時間分解測定のための計測系の

整備、軟 X 線領域での測定対象の拡張のための多目的に利用できる実験槽

の準備を進め、それらによる実証実験を行っている。ここでは、2022 年度に行

っている、 

1. 軟 X線実験対象の展開のための多目的実験槽の整備． 

2. 軟 X線用アバランシェフォトダイオード (APD) の評価利用． 

3. 溶液試料に対するレーザーpump-放射光 probeによる透過吸収実験．  

について詳細を報告する。 

 時間分解実験を推進するため、超高真空を必要としない試料をより手軽に

利用できる多目的実験槽の準備を進めた。この実験槽に 2 種の検出器を設

置し、誘電体薄膜試料について軟 X 線用シリコンドリフト検出器による蛍光収

量とフォトダイオードによる透過光量計測を同時に計測できることを確認した。 

 時間分解軟 X線計測での検出器の 1 つとして APDを利用できるように、市

販の APD の評価を行った。軟 X 線領域 (400～1500 eV) での感度と増幅率

について確認できた。その高速応答性を活かし、pump-probe 実験での透過

光量の計測にも利用した。 

 レーザーpump-放射光 probe 実験について、昨年度までに準備した計測シ

ステムを用い、検出器に APD を採用して、溶液系の透過吸収計測を進めた。

ハイブリッドモード運転を利用し、光学レーザーで励起した状態の鉄(II)フェナ

ントロリン錯体について、透過法による鉄 L 端および窒素 K 端吸収スペクト

ルを得た。吸収スペクトルの第一ピーク近傍の構造に注目して、レーザー励

起後の軟 X 線吸光度の時間変化を記録し、その緩和ダイナミクスについての

情報が得られることを実証した。また、共同利用課題により、開発した計測シ

ステムを利用する試行実験が液相での光化学反応に対して開始されている。 

 発表では、時間分解計測系、そして、準備した多目的軟 X 線実験槽、評価し

た APD について、共同利用におけるさらなる活用法について議論したい。 

 本プロジェクト課題は所内スタッフの山下翔平氏、深谷亮氏、丹羽尉博氏、

野澤俊介氏および総研大生の熊木文俊君とともに進めている。溶液試料実

験では分子研長坂将成氏の全面的な支援を、固体試料の試行実験では広島

大学中島伸夫氏と研究室メンバーの協力をいただいている。 
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       MLF 

J-PARC MLF の成果収集と分析 
Collection of Achievements and Statistics Analysis  

in J-PARC MLF 
 

五十嵐美穂、伊藤崇芳、岡﨑伸生 

総合科学研究機構（CROSS） 

 

J-PARC MLFでは、ユーザーに成果報告を依頼し、成果の把握と分析を行

っている。分析結果の一部は MLF Webサイトで公開している[1]。本発表で

は、今年度新たに実施した、成果収集効率化のための取り組みおよび成果分

析結果を紹介する。 

 

1. 成果収集効率化のための取り組み 

ユーザーからの成果収集手段は 2 点あり、装置責任者への連絡もしくは

J-PARC MLF研究成果管理システムへの登録を呼びかけている。大半の成

果は報告されているが、報告もれが見受けられたため、より正確な成果の状

況把握およびユーザーの負担を軽減できる効率的な収集方法が必要と考え

た。そこで、助成金情報収集・公開システム（Crossref Funder Registry[2]）を

活用して成果収集の補完を試みることとした。 

Crossref Funder Registry は登録無料であり、出版社が謝辞、本文その他

にある助成金情報を DOI と紐づけている。MLFの課題番号も助成金情報の

一部として収集可能である。今回は、登録の経緯や登録後に明らかになった

問題点などを紹介する。 

 

2. 新たに実施した成果分析結果（Web サイト未公開） 

半年に一度、短期一般課題の論文化率を求め、Web サイトで公開してい

る[1]。課題の論文化状況調査については、より多角的な分析が必要と思わ

れたため、以下 2点の検討を実施した。結果を報告する。 

・短期一般課題の論文出版までの年数 

・論文生産性 

（実施済の短期一般課題数に対する短期一般課題に紐づけられた論文数

の比率） 

 

参考資料 

[1] MLF統計情報ページ URL：https://mlfinfo.jp/ja/aboutmlf/statistics.html 

[2] Crossref Funder Registry URL: 

https://www.crossref.org/services/funder-registry/ 
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       BL20A 

大学院生のための新しい実習(BL20A):2022 年度の成果 

Training of synchrotron radiation science for 
graduate students at BL20A: Achievement in FY2022 
 

北島昌史 1、植草秀裕 1、足立純一 2、高井良太 2 
1 東京工業大学理学院、2 KEK-PF 

 
2009 年 4 月に東京工業大学化学専攻と放射光科学研究施設との間で、放

射光科学の教育研究推進についての合意書および付随する覚書が交わされ、

大学院教育を実施する目的で BL20A に大学等運営ステーションが設けられ

た。我々は、このような枠組みを出発点として、2011 年度の後学期から本学

化学専攻および物質科学専攻(理系)の大学院生を対象とする実習｢放射光科

学実習｣を発足させ、発展させてきた。現在では、理学院化学系・化学コース

およびエネルギーコースの共通化学科目として、｢放射光科学実習｣を継続し

て開講、実施している。 

本実習のコンセプトは、ユーザーには見えない光源加速器の存在を意識で

きる実習、である。そのために放射光パルスと同期した時間分解光子計数を

根幹に置いた実習を BL20A で行っている。 

2022 年度は、新たに瀬谷−波岡型の真空紫外分光器を導入し、放射光を

照射した気体分子からの蛍光発光分光の測定を行った。実習中には時間ス

ペクトルを測定し、放射光パルスの時間構造を観測することができた。また、

本年度も先端の放射光ビームラインの見学を行い、放射光実験の魅力を感じ

させることが出来た。 

なお、本実習を実施するにあたり、毎年 KEK に支援して頂いて来た。 

図 1 KEK-PF での実習の概略。蛍光発光を真空紫外分光器で測定する。 
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MLF-中性子源 

2022 年度の MLF 放射線安全チームの活動 
Activity of the MLF radiation safety team 

 in FY2022 
 

原田 正英 1、橋本典道 1、奥 隆之 1、相澤 一也 1、石角 元志 2、 

細谷 倫紀 3、清水 勝美 3、海老原 敦 3 
1物質生命科学ディビジョン J-PARC センター JAEA 

2総合科学研究機構 
3株式会社 NAT 

 
MLF 放射線安全チームは、主に、課題申請時の放射線安全審査を始めと

して、ユーザー実験の放射線安全の管理と担保及び実験ホールでの放射線

管理の支援を行っている。非管理区域への汚染拡大防止及び実験の自由度

の拡大のために、2016 年 11 月より、第１種管理区域表面汚染低減区域を運

用している。放射線管理をサポートするために、増築建屋からの入域に対す

る入退域管理システムを導入し、2021 年 12 月から運用を開始した。また、固

定式及び可搬式の Ge 検出器を用い、放射化した試料や機材からのガンマ線

を測定して放射性核種を同定し、放射線安全に活用している。測定結果から

は、放射性核種としては、Co-60(T1/2=5.271y)、Mn-54 (T1/2=312.1d)、Ag-110m 

(T1/2=249.8d)、Ta-182 (T1/2=114.4d)が、検出されることが多い。また、表面汚

染計の測定から、ガンマ線を放出しない P-32 （ T1/2=14.3d ）や S-35

（T1/2=87.51d）の可能性が示唆される。なお、バックグランドよりも高い線量を

持つ試料の受け入れについても検討をすすめている。 

当日ポスターでは、2022 年度の放射線安全チームの活動報告を行うととも

に、詳しい運用や設備の現状と今後の予定を報告し、ユーザーからの相談を

受け付ける。 
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       MLF 

J-PARC MLF の現状 

Current Status of J-PARC MLF 
 

大友季哉 

KEK 物構研/J-PARC センター 
 

J-PARC 物質生命科学実験施設では、J-PARC 陽子加速器により加速され

た陽子ビームを用いて、パルス中性子及びミュオンを発生させている。パルス

あたりの中性子及びミュオン強度は世界最高であるとともに、95%の稼働率を

達成している。本ポスターでは、2022 年度の運転状況、利用状況及び成果等

について紹介する。 

 

 

  
図 MLF のビームライン配置 
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       SPF-A3, SPF-A4, SPF-B1, SPF-B2  

低速陽電子実験施設報告 
Activity Report of the KEK IMSS Slow Positron Facility 

和田健 1，望月出海 1，Rezwan Ahmed1，星健夫 1,2，兵頭俊夫 1，一宮彪彦 1，水野清義 1， 

仁谷浩明 1，小菅隆 1，齋藤裕樹 1，石井晴乃 1，永谷康子 1，五十嵐教之 1，北村未歩 1，小澤健一 1 

白川明広 3，榎本嘉範 3，惠郷博文 3，岩瀬広 4，近藤良也 5 

1 KEK 物構研，2 鳥取大，3 KEK 加速器，4 KEK 共通基盤，5 KEK 素核研 

 
 本施設では専用リニアック (~50 MeV, ~550 W) で加速された電子ビーム

で生成した高強度低速陽電子ビームを共同利用に供している。陽電子を用い

た物質表面および表面直下数原子層の原子配列，陽電子やポジトロニウム 
(Ps)，Ps 負イオンといったエキゾチック粒子の基礎的性質の解明，それらの

粒子と物質との相互作用の解明を目的として，全反射高速陽電子回折 
(TRHEPD，トレプト)，低速陽電子回折 (LEPD，レプト)，汎用ステーションに

おける実験 (現在は Ps のレーザー冷却実験を実施中)，Ps 飛行時間 (Ps-
TOF)測定などの研究を進めている。2022 年度の共同利用実施課題数は 14
課題、共同利用実人数は 42 名、ユーザー実験の配分時間は 3456 時間であ

った。 
未整備だった SPF 二次ビームライン (BL)の真空インターロックの導入が，

放射光実験施設基盤技術部門のインターロックチームにより既存のリモート

バルブを利用して 2020 年度より開始され，2021 年度は，B1F/1F 分岐後に

各 1 台，SPF-B1 と SPF-B2 の実験ステーション直上流に各 1 台の計 4 台の

ゲートバルブをリモート制御式に交換した。2022 年度には SPF-A1 と SPF-
A3の実験ステーション直上流のゲートバルブもリモート制御式に交換し，計画

した全ての整備が完了して運用が開始された。 
LEPD ステーションでは，PF と共通して導入を進めることになった試料ホル

ダの導入に伴い実験環境の整備を進め，LEPD パターンの初観測時より 2 桁

近い速さでのLEPD
測定 (Cu(001)から

の 1 回折パターン/5
分) が実現した。ま

た，PF で開発され

た超高真空搬送容

器によって試料を

PF の BL-13B に搬

送して角度分解光電子分光 (ARPES) 測定も実際に行なった。これにより，

LEPDとARPESによる同一試料の表面構造解析とその電子状態に関する研

究展開が可能な状況となった。 
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総合科学研究機構 中性子科学センターの活動 
Activities of Comprehensive Research Organization 

for Science and Society (CROSS)  
Neutron Science and Technology Center 

 
一般財団法人総合科学研究機構 中性子科学センター 利用推進部  

 

総合科学研究機構（CROSS）中性子科学センターは特定中性子線施設で

ある物質・生命科学研究施設(J-PARC MLF)の利用促進業務を行っている組

織です。主に次のような業務を実施しています。 

選定委員会の設置と運営 

中性子線共用施設（共用 BL）の課題公募と選定 

中性子線専用施設（専用 BL）の募集と選定 

研究実施相談者の配置（ユーザーの実験支援） 

施設利用者に対する情報提供・相談・援助等 

利用者・施設関係者の安全確保 

業務に関する情報管理と秘密保持 

JAEA・KEK（J-PARCセンター）との連携 

関連量子ビーム施設との連携、地方自治体との連携 

量子ビームサイエンスフェスタでは、これらの業務に関連した J-PARC MLFの

利用動向や成果分析結果などの報告、活動紹介などを行います。 

 

 
図１ 課題申請数の推移 
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ポスターセッション | ポスター発表

ポスターセッション2
2023年3月15日(水) 13:45 〜 14:30  ポスター会場 (多目的ホール & 大会議室 1,2)
 

 
真空紫外光吸収に伴う水分子からのフラグメント負イオンの運
動量分布測定 
*高村 朝陽1、今村 隼1、小田切 丈1、鈴木 功1,2、鎌田 遥1 （1. sophia university,

2. KEK-IMSS-PF） 

   13:45 〜    14:30   

トポロジカル磁性体における位相欠陥と拡張多極子の動的構造
可視化 
*山崎 裕一1 （1. National Institute for Materials Science） 

   13:45 〜    14:30   

Pt-Mn 合金の ABC6型規則相における磁気構造ゆらぎ 
*高橋 美和子1、坂倉 輝俊2、木村 宏之2、梅津 理恵3 （1. Faculty of Pure and

Applied Sciences, Univ. to Tsukuba, 2. Institute of Multidisciplinary Research

for Advanced Materials, Tohoku University, 3. Institute for Materials Research,

Tohoku University） 

   13:45 〜    14:30   

高分解能チョッパー分光器による物質のダイナミクスの研究 
*伊藤 晋一1、益田 隆嗣2、植田 大地1、横尾 哲也1、中島 多朗2、浅井 晋一郎2、齋

藤 開2、川名 大地2、杉浦 良介2、浅見 俊夫2、井畑 良明3、瀬谷 智洋1、山内 沙羅
1、鳥居 周輝1、谷野 弘明1 （1. KEK, 2. 東京大学物性研究所, 3. J-PARCセン

ター） 

   13:45 〜    14:30   

Studies on emergent spin-charge coupled phenomena 
in non-collinear/non-coplanar magnetic orders by means of
polarized neutron scattering in high magnetic fields 
*中島 多朗1 （1. The Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo） 

   13:45 〜    14:30   

有機エレクトロニクス材料開発のための構造物性 
*熊井 玲児1 （1. 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所） 

   13:45 〜    14:30   

μ SRで観た BiFeO3のスピン揺らぎ 
*岡部 博孝1,3、平石 雅俊2,3、西村 昇一郎3,4、中村 惇平3、本田 孝志3,4、門野 良典
3,4、下村 浩一郎3,4、藤田 全基1、幸田 章宏3,4 （1. Tohoku Univ., 2. Ibaraki Univ.,

3. KEK, 4. SOKENDAI） 

   13:45 〜    14:30   

Inelastic Neutron Scattering Study on Skyrmion Host
Compound GaV4Se8 

*Zheyuan LIU1, Ryuhoh Ide1, Taka-hisa Arima2, Shinichi Itoh3, Takatsugu

Masuda1 （1. Institute for Solid State Physics, the University of Tokyo, 2.

Department of Advanced Materials Sciences, the University of Tokyo, 3. IMSS,

KEK） 

   13:45 〜    14:30   
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μ SRから見た Bi-2201系銅酸化物の強磁性ゆらぎに対する
Fe置換効果 
*小宮山 陽太1、大西 柊成1、桑原 英樹1、黒江 晴彦1、倉嶋 晃士2、川股 隆行3、小

池 洋二2、Sari Dita4,5、渡邊 功雄5、足立 匡1 （1. Department of Engineering

and Applied Sciences, Sophia University, 2. Department of Applied Physics,

Tohoku University, Japan, 3. Department of Natural Sciences, Tokyo Denki

University, Japan, 4. College of Engineering, Shibaura Institute of Technology,

Japan, 5. Meson Science Laboratory, RIKEN Nishina Center, Japan） 

   13:45 〜    14:30   

Eu3Ir4Sn13における結晶構造相転移と反強磁気秩序の  
量子ビーム散乱研究 
*鈴木 陽太郎1、熊田 隆伸1、岩佐 和晃1、下田 愛海1、今関 啓雅1、黒澤 航海1、桑

原 慶太郎1、佐賀山 基2、奥山 大輔2、中尾 裕則2、石角 元志3 （1. Ibaraki

University, 2. KEK, 3. CROSS） 

   13:45 〜    14:30   

準結晶におけるスピン相関と格子ダイナミクス 
*出口 和彦1、松浦 直人2、那波 和宏3、佐藤 卓3、田村 隆治4、枝川 圭一5、高倉

洋礼6、梶本 亮一7、池内 和彦2、石川 明日香4、Labib Farid4、張 晋嘉5、上村 祥

史5 （1. 名大院理, 2. CROSS, 3. 東北大多元研, 4. 東理大先進工, 5. 東大生産研, 6.

北大院工, 7. J-PARCセンター） 

   13:45 〜    14:30   

自己参照型格子比較器による単結晶シリコンの格子定数均一性
評価と二結晶間格子比較 
*早稲田 篤1 （1. AIST/NMIJ） 

   13:45 〜    14:30   

クラスレート化合物の蛍光Ｘ線ホログラフィー 
*八方 直久1、木村 耕治2、林 好一2、細川 伸也3 （1. 広島市立大学, 2. 名古屋工業

大学, 3. 熊本大学） 

   13:45 〜    14:30   

AgCrSe2 における短距離スピン相関 
*中村 惇平1,2、川北 至信3、岡部 博孝1,4、Li Bing5、下村 浩一郎1、末益 崇2 （1.

KEK, 2. 筑波大, 3. JAEA, 4. 東北大, 5. 瀋陽材料研） 

   13:45 〜    14:30   

オペランド正ミュオンスピン緩和法による LixCoO2 のリチウム
イオン拡散 
*大石 一城1、五十嵐 大輔2、多々良 涼一2、梅垣 いづみ3、幸田 章宏2、駒場 慎一2

、杉山 純1 （1. CROSS, 2. 東理大理, 3. KEK-IMSS） 

   13:45 〜    14:30   

ジベンゾバレレン誘導体の結晶相フォトクロミズム 
*川本 一輝1 （1. 茨城大学大学院　理工学研究科　量子線科学専攻） 

   13:45 〜    14:30   

堅牢な多孔性分子導体の開発とゲスト分子による電子物性制御 
*井口 弘章1 （1. Graduate School of Engineering, Nagoya University） 

   13:45 〜    14:30   



[P-036E]

[P-038E]

[P-040E]

[P-042E(2021S2-003)]

[P-044E]

[P-046E]

[P-048E]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ 

負ミュオン寿命法を利用した鉄鋼中サブパーセント炭素の非破
壊定量分析 
二宮 和彦1、*久保 謙哉2、稲垣 誠3、吉田 剛4、邱 奕寰1、浅利 駿介5、竹下 聡史6

、下村 浩一郎6、河村 成肇6、ストラッサー パトリック6、三宅 康博6、伊藤 孝7

、髭本 亘7、齋藤 努8 （1. 阪大放射線機構, 2. 国際基督教大学, 3. 京大複合研, 4.

高エネ研放射線, 5. 阪大理, 6. 高エネ研ミュオン, 7. 原研先端研, 8. 国立歴史民俗

博物館） 

   13:45 〜    14:30   

Load sharing between α Mg and LPSO phases of extruded
Mg97Zn1Y2 in cyclic tension-compression 
*Stefanus Harjo1, Wu Gong1, Michiaki Yamasaki2, Takuro Kawasaki1, Tsuyoshi

Mayama2, Kazuya Aizawa1 （1. J-PARC Center, JAEA, 2. Kumamoto

University） 

   13:45 〜    14:30   

Elucidation of Ferroelectric Quantum Phase Transition of
SrTi18O3 by Multiple Quantum Beams 
*Dongxiao Fan1, Shunsuke Nozawa1, Nobuo Nakajima2, Andris Anspoks3, Mark

Senn4 （1. High Energy Accelerator Research Organization, 2. Hiroshima

University, 3. Latvia University, 4. University of Oxford） 

   13:45 〜    14:30   

顕微軟 X 線分光による機能性材料の電子状態可視化と物
性・反応との相関研究 
*小澤 健一1,2、相浦 義弘3、枝元 一之4、大野 真也5、近藤 寛6、櫻井 岳暁7、中山

泰生8、間瀬 一彦1,2、簔原 誠人3、山田 洋一7、&#x20BB7;信 淳9 （1. 高エネル

ギー加速器研究機構物質構造科学研究所, 2. 総合研究大学院大学, 3. 産業技術総合

研究所, 4. 立教大学, 5. 横浜国立大学, 6. 慶應義塾大学, 7. 筑波大学, 8. 東京理科大

学, 9. 東京大学物性研究所） 

   13:45 〜    14:30   

スクリーニングによる新構造型酸化物イオン伝導体の発見 
*松崎 航平1、張 文鋭1、藤井 孝太郎1、齋藤 馨1、八島 正知1 （1. Tokyo institute

of technology univ.） 

   13:45 〜    14:30   

共鳴 X 線回折、 NMR および中性子回折によるイオン伝導体の
Nb/Mo占有規則とプロトン位置の解明 
*安井 雄太1、丹所 正孝2、藤井 孝太郎1、作田 祐一1、後藤 敦2、大木 忍2、最上

祐貴2、飯島 隆広3、河口 彰吾4、小林 慎太郎4、大坂 恵一4、池田 一貴5、大友 季

哉5、八島 正知1 （1. Tokyo Institute of Technology, 2. National Institute of

Technology (NIMS), 3. Yamagata University, 4. Japan Synchrotron Radiation

Research Institute (JASRI), 5. High Energy Accelerator Research Organization

(KEK)） 

   13:45 〜    14:30   

放射光光電子分光による SnO/IGZOヘテロ接合のバンドダイ
アグラムの決定 
*清野 隆介1、簔原 誠人2、相浦 義弘2、小澤 健一3、間瀬 一彦3、西尾 圭史1 （1.

Tokyo Univ. of Science , 2. AIST, 3. KEK） 
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   13:45 〜    14:30   

高速プロトン伝導と低化学膨張を示す新材料の発見 
*斉藤 馨1、鳥居 周輝2、八島 正知1 （1. 東京工業大学, 2. 高エネルギー加速器研究

機構） 

   13:45 〜    14:30   

回折 X線明滅法を用いた劣化高分子の内部動態計測 
*坂口 正紀1、新井 達也1、引田 理英2、佐々木 裕次1 （1. 東京大学大学院新領域創

成科学研究科, 2. 高エネルギー加速器研究機構） 

   13:45 〜    14:30   

ギガピクセルイメージング XAFSの開発と解析 
*武市 泰男1、伊藤 優成1、丹羽 尉博2、木村 正雄2、小野 寛太1 （1. 大阪大, 2.

KEK） 

   13:45 〜    14:30   

X線小角散乱によるマリモカーボンの構造評価 
*髙村 康平1、郡司 浩之1、江口 美佳1、能田 洋平1、小泉 智1 （1. Ibaraki Univ.） 

   13:45 〜    14:30   

Effect of grain refinement on deformation-induced
martensitic transformation studied by in situ neutron
diffraction 
*WENQI MAO1, Wu Gong1, Satoshi Morooka1, Takuro Kawasaki1, Stefanus

Harjo1 （1. Japan atomic energe agency） 

   13:45 〜    14:30   

中性子小角散乱による燃料電池触媒層の研究 
*鈴木 淳市1、河村 幸彦1、大石 一城1、森川 利明1、柴山 充弘1、廣井 孝介2、高田

慎一2、川北 至信2、大友 季哉3、今井 英人4、大木 真里亜4、朝岡 賢彦4、辻 庸一

郎4、雨宮 一樹4 （1. CROSS, 2. JAEA, J-PARC, 3. KEK, J-PARC, 4. FC-Cubic） 

   13:45 〜    14:30   

Rh(111)単結晶表面における CO2の解離プロセス 
Dissociation Process of CO2 on Rh(111) single crystal
surface 
*村野 由羽1、豊島 遼1、近藤 寛1 （1. Keio University, Graduate School of

Science and Technology） 

   13:45 〜    14:30   

In situ SXAS Measurement of Photoinduced Charge Transfer
on Photocatalyst System 
*Zi Wang1, Ryo Toyoshima1, Hiroshi Kondoh1 （1. Keio University） 

   13:45 〜    14:30   

YbCu2/Cu(111)表面合金における重い電子状態 
*杉原 弘基1、中村 拓人2,1、陳 奕同1、Lubis Muhammad Frassetia1、西原 快人1

、湯川 龍3、田中 清尚4、北村 未歩5、組頭 広志6、木村 真一2,1,4 （1. 大阪大学理

学研究科, 2. 大阪大学生命機能研究科, 3. 大阪大学工学研究科, 4. 分子科学研究所,

5. KEK-PF, 6. 東北大学多元物質科学研究所） 

   13:45 〜    14:30   

汚染土壌における経済的除染方法開発のための放射性 Cs溶出
条件の探索 
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*杉原 誠1、菊地 賢司1、新村 信雄1、田中 伊知朗2 （1. 茨城大学理工学研究科, 2.

茨城大学フロンティア） 

   13:45 〜    14:30   

Thermal behavior of borax and crystal structures of
anhydrous borax alpha-Na2B4O7 and gamma-Na2B4O7 

*興野 純1、西保 亘1 （1. University of Tsukuba） 

   13:45 〜    14:30   

Au1-xAgxTe2系鉱物 krenneriteと sylvaniteの単結晶 XRDと
AuTe2のインコメンシュレート構造 
*北原 銀河1、吉朝 朗2、徳田 誠3、本宮 秀朋1、門馬 綱一4、宮脇 律郎4、杉山 和

正5 （1. Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, 2.

Faculty of Advanced Science and Technology, Kumamoto University, 3.

Institute of Industrial Nanomaterials, Kumamoto University, 4. Department of

Geology, National Science Museum of Japan, 5. Institute for Materials

Research, Tohoku University） 

   13:45 〜    14:30   

6-6加圧方式用の使い捨てフレームの開発と評価 
*渕崎 員弘1、和田 智之2、成田 博貴1、中村 克巳1、田中 公理2、鈴木 昭夫3 （1.

Department of Physics, Ehime University, 2. Shinkou Kouki Corporation, 3.

Department of Earth Science, Tohoku University） 

   13:45 〜    14:30   

非充填スクッテルダイト化合物の圧力誘起構造変化の高温高圧
下その場観察 
*関根 ちひろ1、淡路 功太1、新井 聖也1、寺坂 聡志1 （1. 室蘭工業大学大学院工学

研究科） 

   13:45 〜    14:30   

希土類多ホウ化物の構造・価数と圧縮特性相関 
*遊佐 斉1、伊賀 文俊2 （1. 国立研究開発法人物質・材料研究機構, 2. 茨城大学院

理工） 

   13:45 〜    14:30   

イオン液体[C10mim][BF4]の高圧下の相転移 
 
High-pressure phase transitions in ionic liquids: [C10mim][BF

4] 
*平野 嵩明1、阿部 洋1、岸村 浩明1 （1. 防衛大学校　機能材料工学科 Dept. of

Mater.Sci. Eng, National Defense Academy） 

   13:45 〜    14:30   

超高圧下における中性子回折実験のための装置開発 
*町田 真一1、中野 智志2、服部 高典3 （1. CROSS, 2. 物材機構, 3. 原子力機構） 

   13:45 〜    14:30   

単層カーボンナノチューブに包摂された Se 鎖の構造 
*河口 怜央1、池本 弘之1、藤森 利彦2、宮永 崇史3、田渕 雅夫4 （1. Sch. Sci.,

Univ. Toyama, 2. Sch. Pure., Univ. Tsukuba, 3. Fac. Sci., Hirosaki Univ., 4. SR

Res.Cen., Nagoya Univ.） 

   13:45 〜    14:30   
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EXAFSと SAXSによる Snナノ粒子の構造解析 
*得地 周紀1、池本 弘之1、宮永 崇史2 （1. Toyama Univ., 2. Hirosaki Univ.） 

   13:45 〜    14:30   

アルコール添加ミセルの構造と表面吸着挙動 
*根本 文也1 （1. National Defense Academy） 

   13:45 〜    14:30   

回折 X線明滅法を用いた加硫天然ゴム内部の粒子動態解析 
*新井 達也1,2、坂口 正紀1、三尾 和弘2、佐々木 裕次1,2 （1. 東京大学大学院新領

域創成科学研究科, 2. 産総研-東大 OPERANDO-OIL） 

   13:45 〜    14:30   

中性子が明らかにする埋もれたソフトマター界面のナノ構
造・ダイナミクス 
*青木 裕之1,2 （1. 原子力機構, 2. 高エネ機構） 

   13:45 〜    14:30   

SANSを用いた直鎖状および星状四級アンモニウム塩系トリメ
リック型界面活性剤が形成する会合体の構造解析 
*守田 つかさ1、矢田 詩歩1、吉村 倫一1 （1. 奈良女大院） 

   13:45 〜    14:30   

軟 X線と中性子による高分子/フィラー界面評価 
*山田 悟史1、宇津木 茂樹2、熊井 玲児1、清水 伸隆1、山下 翔平1、雨宮 健太1 （1.

KEK IMSS, 2. 総研大） 

   13:45 〜    14:30   

中性子小角散乱と中性子ラジオグラフィを組み合わせた プラ
スチックス射出成形金型内部のその場観察 
*高橋 寛多1、能田 洋平1、小泉 智1 （1. Institute of Quantum Beam Science,

Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University） 

   13:45 〜    14:30   

フルオロアルキルアクリルポリマー表面の分子動態計測 
*稲益 礼奈1,2、山口 央基2、新井 達也1、引田 理英3、三尾 和弘4、佐々木 裕次1,4

（1. 東京大学, 2. ダイキン工業株式会社, 3. 高エネルギー加速器研究機構, 4. 産業

技術総合研究所） 

   13:45 〜    14:30   

NR法と QCM法を組み合わせた固体界面におけるメチルセル
ロース水溶液のゲル化挙動評価 
 
Characterization of Gelation Behavior for Aqueous
Methylcellulose Solution by Combining NR and QCM 
 
*山岡 賢司1、藤井 義久1、鳥飼 直也1 （1. Grad. Sch. of Eng., Mie Univ.） 

   13:45 〜    14:30   

固体高分子形燃料電池の中性子線によるその場観察 
*照沼 壱正1、泉妻 英樹2、能田 洋平3、小泉 智3 （1. Engineering Department of

Material Science, College of Engineering Ibaraki University, 2. 日立電機工業, 3.

茨城大学量子線科学専攻） 

   13:45 〜    14:30   
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SAXSおよび SANSによるアミノ酸-糖ハイブリッド界面活性剤
の会合体の構造解析 
*長濱 佑美1、岩瀬 裕希2、矢田 詩歩1、吉村 倫一1 （1. Nara Women's Univ., 2.

CROSS） 

   13:45 〜    14:30   

小角散乱を用いたグリシンを対イオンに有するジェミニ型カチ
オン界面活性剤の会合体の構造解析 
*王 珊1,2、岩瀬 裕希3、高田 慎一2、矢田 詩歩1、吉村 倫一1 （1. 奈良女子大院, 2.

原子力機構J-PARC, 3. CROSS） 

   13:45 〜    14:30   

磁気浮上装置の疑似微小重力環境におけるニワトリ卵白リゾ
チームの結晶化実験 
Crystal growth of hen egg-white lysozyme crystal exploiting
a quasi-microgravity space by a magnetic levitation device 
*高橋 圭太1、阪本 泰光2 （1. 学習院大学理学部物理学科, 2. 岩手医科大学薬学部

構造生物分野） 

   13:45 〜    14:30   

Staphylococcus aureusが産生するセリンプロテアーゼ ETDの
立体構造解析 
*佐藤 柊1、西藤 公司2、Guo Xu2、Fathi Said Ragab Rokaia2、Elfadadney

Ahmed2、小薗 拓馬1、西河 淳1、殿塚 隆史1 （1. 東京農工大学大学院農学府応用

生命化学プログラム, 2. 東京農工大学大学院農学府共同獣医学専攻） 

   13:45 〜    14:30   

フィトクロモビリン合成酵素 HY2の中性子結晶構造解析に向
けた結晶性改善への取り組み  
Efforts to Improve the Crystal Qualities of Phytochromobilin
Synthase, HY2, for Neutron Crystal Structural Analysis 
*藤田 有紀1、杉島 正一2、海野 昌喜1,3 （1. 茨城大学大学院理工学研究科, 2. 久留

米大学医学部, 3. 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター） 

   13:45 〜    14:30   

硫酸アンモニウムによるタンパク質の結晶化における多糖化合
物の添加効果 
Influence of Glycan Agents on Protein Crystallization with
Ammonium Sulfate 
 
*郭 艶1、星野 忠次1 （1. Chiba University） 

   13:45 〜    14:30   

緑膿菌由来の酸素結合タンパク質マイクロヘムエリスリンの構
造解析 
*南本 晃希1、北西 健一2、海野 昌喜1,3 （1. Graduate School of Sci. and Eng.,

Ibaraki University, 2. Faculty of Science, Tokyo University of Science, 3. iFRC

Ibaraki University） 

   13:45 〜    14:30   

中性子結晶構造解析を目指した GFPタンパク質変異体の結晶
作製 
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*柴崎 千枝1、篭谷 勇児2、安達 基泰2 （1. JAEA, 2. QST） 

   13:45 〜    14:30   

新規プレニル基転移酵素の構造解析 
*大城 拓未1、上原 秀太2、田中 良和3、伊藤 卓也4、小寺 義男1,2,5、松井 崇1,2,5

（1. 北里大院・理, 2. 北里大・理, 3. 東北大院・生命科学, 4. 大阪大谷大・薬, 5.

北里大・理附属疾患プロテオミクスセンター） 

   13:45 〜    14:30   

タンパク質脱イミノ化酵素 PAD3基質複合体の Cryo-EM解析
に向けた研究  
Preliminary Cryo-EM analysis of the PAD3 
*田嶋 慎平1、川崎 政人2、池田 聡人2、安達 成彦2、海野 昌喜1 （1. Ibaraki Univ.,

2. Structural Biology Research Center） 

   13:45 〜    14:30   

Pseudomonas属細菌の H-NSファミリータンパク質 TurBの末
端二量体化部位の結晶構造 
 
*水口 千穂1,2、Vasileva Delyana1、荒川 孝俊1,2、岡田 憲典1、野尻 秀昭1,2 （1. 東

大院・農生科, 2. 東大・微生物連携機構） 

   13:45 〜    14:30   

好熱菌由来ガスセンサーホスホジエステラーゼの精製と結晶化 
*江頭 美紀1、青山 菜緒1、北西 健一2、海野 昌喜3、下仲 基之2 （1. 東京理科大院

理化, 2. 東京理科大理化, 3. 茨城大院理工） 

   13:45 〜    14:30   

ドラッグキャリアの角層浸透メカニズムに与える水分量の影響 
*中村 絵里佳1、岩瀬 裕希2、有馬 寛2、櫻木 美菜1 （1. Sojo Univ., 2. CROSS） 

   13:45 〜    14:30   

リン K殻共鳴励起による EGFP発現プラスミド DNAの損傷と細
胞内における修復  
EGFP plasmid DNA damage induced by phosphorus K-
resonance excitation and its cellular repair  
*小畑 結衣1,2、木名瀨 暁理1、横谷 明徳2,1 （1. 茨城大院　理工　Ibaraki Univ.,

Inst. Quantum Beam Science, 2. 量研　量子生命科学研究所　QST, Institute for

Quantum Life Science） 

   13:45 〜    14:30   

ヒト S100A3変異体の物性評価および 四量体構造解明に向け
た研究 
Studies for characterization of human S100A3 mutant and
elucidation of its tetrameric structure  
 
 
*飯田 泰由1、井手 賢司1,2、海野 昌喜1,2 （1. Graduate School of Science and

Engineering Ibaraki University, 2. iFRC, Ibaraki Univ） 

   13:45 〜    14:30   

水素情報を含めたリゾチームの糖加水分解機構解明のための構
造学的研究 
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*鴨崎 真仁1、田中 伊知朗1,2 （1. 茨城大院理工, 2. 茨城大フロンティア） 

   13:45 〜    14:30   

ディフィシル菌由来スライディングクランプの結晶構造と
DNA合成酵素との相互作用 
菱木 麻美1、岡﨑 菫1、原 幸大1、*橋本 博1 （1. University of Shizuoka） 

   13:45 〜    14:30   

X線小角散乱と全原子分子動力学シミュレーションによるα-
glucosidaseの溶液構造研究 
*會澤 直樹1、清水 将裕2、横田 幸紀3、守島 健2、柚木 康弘2、奥田 綾2、佐藤 信

浩2、井上 倫太郎2、裏出 令子2、大田 ゆかり4、杉山 正明2 （1. Graduate School

of Science,Kyoto university, 2. Kyoto University Institute for Integrated

Radiation and Nuclear Science, 3. Graduate School of Science and

Technology,Gunma University, 4. Gunma University Center for Food Science

and Wellness） 

   13:45 〜    14:30   

エンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼ HSにおけるドメイ
ン IVの機能 
*倉内 郁哉1、大倉 和貴1、田中 里佳2、米澤 健人3、清水 伸隆4、細川 千絵1、伊藤

和央5、宮原 郁子1 （1. Dept. of Chem., Grad. Sch. of Sci., Osaka Metropolitan

Univ., 2. X-ray., Grad. Sch. of Eng., Osaka Metropolitan Univ., 3. NAIST, CDG,

4. SBRC, IMSS, KEK, 5. Dept. of Bio., Grad. Sch. of Sci., Osaka Metropolitan

Univ.） 

   13:45 〜    14:30   

回折 X線明滅法を用いたエボラウイルス増殖過程における感染
細胞の形質膜動態計測 
*谷中 慶三郎1、大久保 達成2,3、新井 達也1、野澤 俊介4、関口 博史5、古山 若呼6

、南保 明日香6、三尾 和弘2,3、佐々木 裕次1,3 （1. 東大院 新領域創成科学, 2. 横浜

市立大院 生命医科学, 3. 産総研-東大オペランドOIL, 4. 高エネルギー加速器研究機

構, 5. SPring-8, 6. 長崎大 感染症共同研究拠点） 

   13:45 〜    14:30   

ジペプチドを含むシッフ塩基銅(II)錯体の合成とリゾチーム結
晶への複合検討 
 
 
*長谷川 佳奈1、黒田 裕斗1、北西 健一1、中根 大輔1、秋津 貴城1、海野 昌喜2 （1.

東京理科大学理学部, 2. 茨城大学大学院理工学研究科） 

   13:45 〜    14:30   

スプライシング異常を伴う骨髄異形成症候群における
SRSF2変異体の結晶構造解析  
The structural analysis of SRSF2 mutant causing aberrant
splicing in myelodysplastic syndrome 
*佐藤 理央1 （1. 大阪大学薬学部） 

   13:45 〜    14:30   

超好熱アーキアSulfolobus acidocaldarius 由来アルコール脱
水素酵素の機能の解析 Analysis of the enzymatic function of
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alcohol dehydrogenase from a hyperthermophilic archaeon
Sulfolobus acidocaldarius 
*岩村 陽子1、郷田 秀一郎1 （1. Soka Univ.） 

   13:45 〜    14:30   

準単色放射光を用いたマルチビームＸ線トモグラフィのための
光学系開発 
*Voegeli Wolfgang1、高山 青樹1、梁 暁宇2、白澤 徹郎3、荒川 悦雄1、兵藤 一行4

、工藤 博幸5、矢代 航6,2,7 （1. 東京学芸大, 2. 東北大多元研, 3. 産総研計量標準,

4. KEK-IMSS-PF, 5. 筑波大システム情報, 6. 東北大国際放射光イノベーション・

スマート研究センター, 7. 東大物工） 

   13:45 〜    14:30   

デジタル X線トポグラフィ法によるタンパク質結晶の微小なね
じれの観察 
 
 
*阿部 満理奈1、鈴木 凌1、平野 馨一2、小泉 晴比古3、小島 謙一1、橘 勝1 （1.

Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University,, 2. Institute of

Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization,,

3. Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University,） 

   13:45 〜    14:30   

白色放射光と非対称結晶１枚による 大視野 X線イメージング 
*亀沢 知夏1、兵藤 一行1、松下 昌之助2 （1. KEK (High energy accelerator

research organization)、 Institute of Materials Structure Science, 2. 筑波技術大

学） 

   13:45 〜    14:30   

放射光血管造影による腫瘍内微小血管の可視化 
*松下 昌之助3、兵藤 一行2、亀沢 知夏2、塚田 亨1、徳永 千穂1、坂本 裕昭1、平松

祐司1 （1. 筑波大学医学医療系心臓血管外科, 2. 高エネルギー加速器研究機構物質

構造科学研究所, 3. 筑波技術大学） 

   13:45 〜    14:30   

Ｘ線暗視野法による前立腺組織の屈折コントラストＸ線ＣＴ像 
Images of the Prostate gland by Refraction-Contrast X-ray
CT Based on X-ray Dark-Field Imaging Method  
*小松 渚1、砂口 尚輝2、黄 卓然2、市原 周3、安藤 正海4、島雄 大介5 （1.

Graduate School of Health Science, Hokkaido University of Science, 2.

Graduate School of Medicine, Nagoya University, 3. Department of Pathology,

Nagoya Medical Center, 4. High Energy Accelerator Research Organization, 5.

Department of Radiological Technology,, Butsuryo College of Osaka） 

   13:45 〜    14:30   

Deep Image Prior を用いた蛍光 X 線 CT の画質改善 
*對馬 結太1、松岡 将宏2、笹谷 典太2、砂口 尚輝3、河嶋 秀和4、兵藤 一行5、湯浅

哲也2、銭谷 勉1 （1. Hirosaki Univ., 2. Yamagata Univ., 3. Nagoya Univ., 4.

Kyoto Pharmaceutical Univ., 5. KEK） 

   13:45 〜    14:30   
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固体高分子形燃料電池における階層的な構造の解析 
*原田 雅史1 （1. 株式会社豊田中央研究所） 

   13:45 〜    14:30   

ポジトロニウムレーザー冷却実験の現状 
*周 健治1,2、田島 陽平2、魚住 亮介2、白石 蒼馬2、宮本 尚樹2、本橋 悠人2、ぐら

んでん らんだる3、難波 俊雄4、石田 明3、吉岡 孝高1,2 （1. Photon Science

Center, Graduate School of Engineering, University of Tokyo, 2. 東京大学工学

部物理工学科・大学院工学系研究科物理工学専攻, 3. 東京大学大学院理学系研究

科物理学専攻, 4. 東京大学素粒子物理国際研究センター） 

   13:45 〜    14:30   

J-PARC MLFにおける減速材・反射体遠隔取り合い試験 
*大井 元貴1、山口 雄司1、勅使河原 誠1、原田 正英1、直江 崇1、木下 秀孝1、猿田

晃一1、菊池 佳範1、安原 利幸1 （1. J-PARC MLF） 

   13:45 〜    14:30   

水素含有物質の断面積測定 
*原田 正英1、安部 豊2、及川 健一1、河村 聖子1、稲村 泰弘1、勅使河原 誠1、大井

元貴1、池田 裕二郎3 （1. JAEA, 2. Kyoto Univ, 3. RIKEN） 

   13:45 〜    14:30   

Vertical wigglerから放出される X線の特性評価 
*亀沢 知夏1、兵藤 一行1 （1. KEK (High energy accelerator research

organization)、 Institute of Materials Structure Science） 

   13:45 〜    14:30   

超低速ミュオンビームラインのコミッショニングと U1Aエリ
アにおけるμ SR分光器の整備状況 
*神田 聡太郎1 （1. KEK） 

   13:45 〜    14:30   

PFにおける軟 X線集光ミラーの製作に関する検討状況 
*片岡 竜馬1、田中 宏和1、若林 大佑1,2、鈴木 芳生1、間瀬 一彦1,2 （1. KEK-IMSS-

PF, 2. SOKENDAI） 

   13:45 〜    14:30   

真空紫外レーザシステムのビーム位置自動制御装置の構築 
Building Autonomous Control System for Laser Beam
Position 
*梅澤 卓矢1,3、大石 裕2,4、神田 聡太郎2,4、中村 真毅1,3、下村 浩一郎2,4 （1.

Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki Univ., 2. High Energy

Accelerator Research Organization, 3. 茨城大学大学院理工学研究科, 4. 高エネル

ギー加速器研究機構） 

   13:45 〜    14:30   

DAQミドルウェアと DAQコンポーネントの コンテナ化の検討
Containerization of DAQ middleware and its components 
*梶原 大貴1,2、細谷 孝明1,2、中村 龍也2 （1. 茨城大院理工, 2. 日本原子力研究開

発機構J-PARCセンター） 

   13:45 〜    14:30   

日本刀の微小領域回折試験 
*及川 健一1、土川 雄介1、ハルヨ ステファヌス1、松本 吉弘2、鬼柳 善明3 （1.
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JAEA J-PARCセンター, 2. CROSS 中性子科学センター, 3. 北海道大学） 

   13:45 〜    14:30   

第一原理ポテンシャル面を用いた水素の中性子振動スペクトル
計算 
*巽 一厳1 （1. Japan Atomic Energy Agency） 

   13:45 〜    14:30   

中性子照射による計数型中性子イメージング検出器
&micro;NID・ B&micro;NIDの劣化現象の解明 
Improvement of the &micro;NID and B&micro;NID to reduce
aging under intense neutron irradiation 
*パーカー ジョセフ1、篠原 武尚2、甲斐 哲也2、松本 吉弘1、高田 淳史3、越智 敦

彦4 （1. CROSS Neutron Science and Technology Center, 2. JAEA J-PARC

Center, 3. Kyoto University, 4. Kobe University） 

   13:45 〜    14:30   

カイラル磁性体 CrNb3S6の異方的圧力効果の SANS測定手法の
開発 
*大石 一城1、姜 佳良2、高阪 勇輔2、服部 高典3、齋藤 開4、中島 多朗4、河村 幸

彦1、森川 利明1、廣井 孝介3、鈴木 淳市1 （1. CROSS, 2. 大阪公立大, 3. J-PARC

Center, JAEA, 4. 東大物性研） 

   13:45 〜    14:30   

クラウドサービスを利用した測定の進捗状況監視システムの開
発 
*永井 佑樹1、松本 吉弘1、岡崎 伸生1、篠原 武尚2 （1. CROSS, 2. JAEA J-PARC

センター） 

   13:45 〜    14:30   

軟 X線顕微分光によるマルチモード分析 
Multimode analysis using soft X-ray microspectroscopy 
*山下 翔平1、若林 大佑1、武市 泰男2、木村 正雄1 （1. Institute of Materials

Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization(KEK), 2.

Graduate School of Engineering, Osaka University） 

   13:45 〜    14:30   

表面部分窒化無酸素無炭素 Ti蒸着膜の排気速度測定と放射光
ビームラインへの応用 
*菊地 貴司1、片岡 竜馬1、田中 宏和1、若林 大佑1,2、大東 琢治1,2、仁谷 浩明1,2

、上園 波輝3、櫻井 岳暁3、間瀬 一彦1,2 （1. KEK物構研PF, 2. 総研大, 3. 筑波大） 

   13:45 〜    14:30   

MLFの中性子データ処理環境「空蟬」の現状 2022 
*稲村 泰弘1、伊藤 崇芳2 （1. 日本原子力研究開発機構, 2. 総合科学研究機構中性

子科学センター） 

   13:45 〜    14:30   

SuperHRPDの現状と機能性物質の構造科学研究 
*森 一広1、鳥居 周輝1、山内 沙羅1、Nur Ika Puji Ayu1、萩原 雅人1,2 （1. KEK-

IMSS, 2. JAEA） 

   13:45 〜    14:30   
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3Dプリンターを利用したオペランド XAFSセルの作製 
*城戸 大貴1,2、和田 敬広3、江澤 元太2、Wang Qing2、木村 正雄1、朝倉 清高2

（1. High Energy Accelerator Organization, Institute of Materials Structure

Science, 2. Hokkaido Univ. , Institute for Catalysis, 3. Tokyo Medical and

Dental Univ.） 

   13:45 〜    14:30   

中性子小角・広角散乱装置 BL15(大観)の活動報告 
*森川 利明1、高田 慎一2、廣井 孝介2、大石 一城1、岩瀬 裕希1、河村 幸彦1、上田

実咲1、鈴木 淳市1 （1. CROSS, 2. J-PARC Center） 

   13:45 〜    14:30   

J-PARC MLF実験制御ソフトウェアフレームワーク IROHA2の
現状2022 
*長谷美 宏幸1、稲村 泰弘1、森山 健太郎2 （1. 日本原子力研究開発機構, 2.

CROSS） 

   13:45 〜    14:30   

マルチドメイン結晶の構造解析を目指した基礎技術の開発 
*坂倉 輝俊1、山本 孟1、木村 宏之1、岸本 俊二2、佐賀山 基2 （1. IMRAM, Tohoku

Univ., 2. IMSS, KEK） 

   13:45 〜    14:30   

STARSの現状と将来展望 
*仁谷 浩明1、小菅 隆1、永谷 康子1、石井 晴乃1、西村 龍太郎1、成田 千春1、松岡

亜衣1、橋本 良昭1、五十嵐 教之1 （1. KEK物構研） 

   13:45 〜    14:30   

偏極中性子を用いた乱れた構造に係る研究手法の開発 
*鬼柳 亮嗣1、高橋 慎吾2、松浦 直人4、玉造 博夢1、川北 至信1、花島 隆泰4、大原

高志1、奥平 琢也3、奥 隆之1 （1. 原子力機構J-PARC, 2. 茨城大学, 3. 名古屋大学,

4. 総合科学研究機構） 

   13:45 〜    14:30   

工学材料回折装置「匠」の現状 
*川崎 卓郎1、ゴン ウー1、マオ ウェンチ1、ハルヨ ステファヌス1、相澤 一也1

（1. 日本原子力研究開発機構J-PARCセンター） 

   13:45 〜    14:30   

非弾性中性子散乱装置「四季」の整備・利用状況 
*梶本 亮一1、中村 充孝1、蒲沢 和也2、稲村 泰弘1、飯田 一樹2、池内 和彦2、石角

元志2 （1. 日本原子力研究開発機構, 2. 総合科学研究機構） 

   13:45 〜    14:30   

高繰返し時間分解共鳴軟 X線散乱計測システムの開発 
*深谷 亮1、足立 純一1、中尾 裕則1、山崎 裕一2、田端 千紘3、野澤 俊介1、一柳

光平4、石井 祐太5、木村 宏之6、足立 伸一1 （1. KEK-IMSS, 2. NIMS-MaDIS, 3.

JAEA, 4. JASRI, 5. Dept. of Phys. Tohoku Univ., 6. IMRAM Tohoku Univ.） 

   13:45 〜    14:30   

中性子共鳴スピンエコー分光器群(VIN ROSE)によるスローダ
イナミクス研究 
Study on slow dynamics by the neutron resonance spin
echo spectrometers (VIN ROSE) 
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*遠藤 仁1、小田 達郎2、日野 正裕3、大下 英敏1、瀬谷 智洋1 （1. KEK, 2. The

Univ. of Tokyo, 3. Kyoto Univ.） 

   13:45 〜    14:30   

機械学習を用いた X線動画解析による動態物性の抽出 
*倉持 昌弘1、李 卓起2、赤穂 昭太郎3、佐々木 裕次2 （1. Ibaraki Univ., 2. Univ. of

Tokyo, 3. AIST） 

   13:45 〜    14:30   

中性子反射率計 SOFIA における多入射反射率法の実現に向け
たアップグレード II 
*瀬戸 秀紀1 （1. High Energy Accelerator Research Organization） 

   13:45 〜    14:30   

茨城大学による JRR-3 HQR を含む量子ビーム利用による 研
究・教育活動 
*岩佐 和晃1、大山 研司1、横山 淳1、中野 岳仁1、桑原 慶太郎1、伊賀 文俊1、中島

多朗2 （1. Ibaraki University, 2. ISSP, University of Tokyo） 

   13:45 〜    14:30   

ハイブリッドクラウド環境を活用した MLF内外に向けた
サービス、広報環境の構築と運用 
*岡崎 伸生1、稲村 泰弘2、伊藤 崇芳1、森山 健太郎1、永井 佑樹1、鈴木 次郎3,5

、鬼柳 亮嗣2、五十嵐 美穂1、大内 薫1、入江 敦子4、新妻 秀之1、大友 季哉4,5

（1. CROSS, 2. JAEA J-PARCセンター, 3. KEK計算科学センター, 4. KEK物構研,

5. KEK J-PARCセンター） 

   13:45 〜    14:30   

量子ビーム連携研究センター (CIQuS) 
*雨宮 健太1 （1. KEK物構研） 

   13:45 〜    14:30   

J-PARC MLFにおける KENS実験装置 
*伊藤 晋一1 （1. KEK） 

   13:45 〜    14:30   

フォトンファクトリー 
*宇佐美 徳子1 （1. Photon Factory, IMSS, KEK） 

   13:45 〜    14:30   

構造生物学研究センター 
*千田 俊哉1 （1. KEK物構研） 

   13:45 〜    14:30   



       KEK-PF/BL20A 

真空紫外光吸収に伴う水分子からの 

フラグメント負イオンの運動量分布測定 
Momentum distribution of fragment negative ions 
from water in vacuum ultraviolet photoabsorption  

上智大学 1,KEK-IMSS-PF 2 

1高村 朝陽,1今村 隼,1鎌田 遥,1,2鈴木 功,1小田切 丈 

【序論】 

真空紫外光吸収に伴い、分子から正イオンと負イオンのイオン対が生成する

場合がある。この過程で生成するフラグメント負イオンの運動量分布を測定す

ることで、イオン対生成過程の反応ダイナミクスを詳しく調べることが可能であ

る。フラグメント負イオンの運動量分布の測定方法の一つに運動量画像観測

(VMI)法がある。VMI 法は全ての運動量のフラグメントイオンを電場により位置

敏感検出器に導き、到達位置の分布を示す二次元画像(VMI画像)を取得する。

イオンの検出器状の到達位置はイオンの初速度に比例するため VMI 画像か

ら運動量分布を得ることができる。本研究では、水分子を対象に真空紫外光

吸収に伴うイオン対生成過程で生成するフラグメント負イオンの運動量分布を

VMI法によって測定した。 

【実験】 

3m 直入射分光器からの直線偏光真空紫外光を、ニードルからのH2Oガスビ

ームと交差させ、生成したフラグメント負イオンの VMI 画像および飛行時間

(TOF)スペクトルを測定した。TOFスペクトルの測定は PF リングのハイブリット

モードにおける時間構造を利用して行なった。 

【結果】 

入射光子エネルギー18eV では、H−とOH−の二種の負イオンが観測された。

一方、入射光子エネルギー27eV では、H−とO−が観測された。O−に起因する

VMI 画像には大きな異方性が見られ、O−が光の偏光方向にある程度の運動

量を持って生成することが明らかになった。これから入射光子エネルギー

27eV においてO−生成に寄与する前駆状態が A1
1 の対称性を持つことがわか

った。 
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       BL-2A/B, 3A, 4C, 8A, 11B, 13A/B, 16A 

 

トポロジカル磁性体における位相欠陥と拡張多極子の 

動的構造可視化 

Dynamics of magnetic phase defects and 

extended multipoles on topological magnets 
 

山崎裕一 （物材機構 MaDIS, KEK物構研, 理研 CEMS） 

 
本 S2 課題（2021S2-004; 研究期間 2021 年 10 月-2024 年 9 月）では、本

研究では放射光から発生する高輝度な軟Ｘ線の特性を最大限に活用しトポロ

ジカル磁性体における創発物性を微視的な観点から解明することを目指して

いる。特に、放射光軟Ｘ線の特長である高輝度光源によるコヒーレント特性、

可変偏光特性、エネルギー可変性といった特性を最大限活用し、トポロジカル

磁性体に内在する位相（トポロジカル）欠陥や拡張多極子の動的構造可視化

を通じて創発物性との相関に迫っていく。例えば、磁気スキルミオン運動の電

流、光、熱流制御・応答のオペランド計測、異常ホール効果（トポロジカルホー

ル効果）における異方的磁気双極子項の役割、磁気スキルミオン格子の位相

欠陥から発生する光渦検波と非平衡状態ダイナミクスの解明、磁性トポロジカ

ル絶縁体やワイル磁性体のエッジやドメイン壁の電子状態観測を試みていく。

Ｘ線が光として有している特性を極限まで活用し放射光でしか明らかにできな

い創発物性の未踏測定領域や新しい物性特性の解明を目指していく。 

本年度は、マイクロ波を試料に照射することで誘起されるスピンの歳差運

動をＸ線磁気円二色性(XMCD)によって検出する X 線強磁性共鳴（X-ray 

ferromagnetic resonance；XFMR）測定法の開発を行った。XFMR の時間依存

性や磁場依存性、エネルギー依存性を調べ、強磁性共鳴で振動する磁気モ

ーメントの XMCD スペクトルを計測した。XMCD の総和則からスピンに対する

軌道磁気モーメントの成分を推定し、静的な軌道磁気モーメントと動的な成分

の違いをベイズ推定によって評価することに成功した。発表では、これらの計

測手法の開発状況と今後の展望について紹介する。 
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JRR3 T2-2

Pt-Mn 合金のABC6型規則相における磁気構造ゆらぎ
Magnetic frustration in the ABC6-type ordered alloy Pt-Mn

筑波大数理物質、東北大多元研 A、東北大金研 B

高橋美和子、坂倉輝俊 A、木村宏之 A、梅津理恵 B

Pt1 － xMnx(x = 0.11 ∼0.15)は不規則相でスピングラス的な振る舞いを示
す一方、ABC6 型規則相では波数ベクトル q = (1,±1/2, 0) で特徴付けられ
る type-III 型反強磁性磁気秩序を形成する。この磁気秩序にはフラストレー
ションが内在し、ネール点 TN以上の幅広い温度領域において非弾性成分を伴
う磁気散漫散乱が観測される。同じ type-III 型磁気秩序を形成するMnS2 に
おいては TN以上で (1,±1/2± δQ, 0)にピークをもつ磁気散漫散乱が観測され
ており、フラストレーションに起因する短範囲の非整合磁気長周期構造による
ものと解釈されている（T. Chattopadhyay et al., Phys. Rev. B 44 (1991)
7394.)。Pt-Mn合金においても TN以上の散漫散乱が短範囲の非整合磁気構造
に由来する可能性があることから、その強度分布を中性子回折測定により詳細
に調べた。
図１は Pt-Mn合金 (x = 0.144)で観測された磁気散漫散乱について、その
ピーク位置と強度の温度依存性を示したものである。ピーク位置は TN以上で
1/2からのずれを示すがその差は∼ 0.01とごく小さく、また 2TN以上では散
漫散乱の広がりが顕著となり正確な値の導出は困難であった。従って、Pt-Mn
合金における TN以上の磁気構造ゆらぎには周期を特徴付ける明確な波数は存
在せず、その値はQ = 1/2近傍で広く分布していると考えられる。一方、磁
化測定においては磁化率の温度依存性に TN、Tg（スピングラス転移温度）に
対応するキンクおよびカスプが観測され、いずれも周波数依存性を示した。図
２にこれらの周波数依存性、およびスケーリング則に基づいた臨界指数の解
析結果を示す。得られたスピン間相互作用の特性時間は反強磁性転移について
8.1 × 10−15secであるのに対し、スピングラス転移については 2.4 × 10−12sec
と 3桁以上大きい値であった。これはこの合金の磁気構造に反強磁性秩序と同
時にスピングラス秩序が異なる時間スケールで共存し、その緩和時間は反強磁
性秩序に比べて著しく大きいことを示している。発表では磁気散漫散乱とスピ
ングラス秩序との関係についても議論する予定である。

図 1.磁気散漫散乱のピーク
位置と強度の温度依存性.

　図 2. TN、Tg の周波数依存性（左）とスケーリング則に基づく臨界
指数の解析結果（右）.
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MLF-BL12 

高分解能チョッパー分光器による物質のダイナミクスの研究 

Studies on Dynamics in Condensed Matter by using 
High Resolution Chopper Spectrometer 

 
伊藤晋一 1,3、益田隆嗣 2,1、植田大地 1,3、横尾哲也 1,3、中島多朗 2、 

浅井晋一郎 2、齋藤開 2、川名大地 2、杉浦良介 2、浅見俊夫 2、 

井畑良明 3、瀬谷智洋 1,3、山内沙羅 1,3、鳥居周輝 1,3、谷野弘明 1,3 
1KEK 物質構造科学研究所、2 東京大学物性研究所、3J-PARC センター 

 
高分解能で物質の動的構造を探査するため、高分解能チョッパー分光器

（High Resolution Chopper Spectrometer, HRC）を J-PARC MLF の BL12 に設

置して運営している。本研究は、HRC を用いて、比較的高いエネルギーの入

射中性子に対して高いエネルギー分解能を実現させることにより、強相関電

子系における相関効果および多自由度効果を統一的に理解することを目指

すとともに、研究分野の拡大を図ることを目指している。これまで、中性子ブリ

ルアン散乱実験と圧力環境下の中性子非弾性散乱実験の整備をすすめ、成

果をあげた[1]。今後さらに、ベリー位相や電子励起など従来の中性子非弾性

散乱では観測対象と考えてこなかった物理量や現象の観測に挑戦するととも

に、充実した試料環境を整備し、特に、極限環境、多重環境、非平衡環境に

挑戦し、中性子非弾性散乱法の拡大を図る。ここでは、最近の研究成果及び

装置整備状況について報告する。 

 

[1] S. Itoh et al., JPS Conf. Proc. 33, 011058 (2021). 
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       MLF BL15(TAIKAN) 

Studies on emergent spin-charge coupled phenomena 

in non-collinear/non-coplanar magnetic orders by means of 

polarized neutron scattering in high magnetic fields  
 

中島多朗 

東大物性研, 理研 CEMS 
 

2000 年代以降のスピン誘導型マルチフェロイック研究[1]、2010 年代以降の

磁気スキルミオン研究[2,3]など、幾何学的特徴をもった非共線的・非共面的

スピン配列が生み出す創発現象はこれまで盛んに研究されてきた。これらの

計においては磁気相転移に伴う磁気構造の対称性の変化により、電気分極

やホール効果などに非線形な応答が現れる。このような現象を研究する上で、

系を制御する外場としては磁気モーメントに直接働きかける磁場が有効であり、

その結果としてもたらされる磁気構造の対称性の変化を観測する最も有効な

測定手段の一つは(偏極)中性子散乱である。本研究では MLF の長期課題と

して、BL15 大観における偏極中性子環境を高度化し、さらにその適応領域を

高磁場領域へと拡大していくことを目指している。  

本研究は 2022 年度後期から３年間の長期課題として採択されているが、

2022 年度量子ビームサイエンスフェスタの申し込み段階で最初の実験が未だ

実施されていない。そのため、本発表ではこの長期課題における実験計画を

紹介し、研究の鍵となる偏極中性子散乱の現状と、高磁場領域探査のための

ロングパルス磁場実験環境開発のこれまでの取り組みを示す。偏極中性子散

乱については散乱中性子のスピン状態を磁気ミラーを用いて解析するシステ

ムがすでに構築されており、我々はこれを空間反転対象な結晶構造を持つ磁

気スキルミオン物質 EuAl4 の研究に適用した[4]。また、高磁場実験について

は 2021 年度に一般課題で 14 T までのロングパルス磁場を用いた測定を行

い、フラストレート磁性体 CuFeO2の磁気相転移に対応した磁気反射の変化を

観測することに成功した。本長期課題の期間中にこれを 20 T 以上の領域まで

拡張し、最終的にはパルス磁場中の偏極解析まで実現したいと考えている。 

 

Reference : 

[1] T. Kimura et al. Nature 426, 55 (2003). 

[2] S. Muhlbauer et al. Science 323, 915 (2009). 

[3] T. Kurumaji et al. Science 365, 914 (2019).  

[4] R. Takagi et al. Nat. Commun. 13, 1472 (2022).  
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PF BL-4C, 7C, 8A, 8B 

有機エレクトロニクス材料開発のための構造物性 

Structural Study of Materials Development for 
Organic Electronics 

 
熊井 玲児 

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 
 

有機材料は、構成する分子および集合体の構造の多様性により、それらが

示す多彩な物性という観点から学術的な興味をもたれていることはもちろんの

こと、軽く、薄く、形状自由度が高く、希少・有害元素を含まないデバイス開発

の材料としても応用面から大きな注目を集めている。デバイス開発において、

機能高度化のための最適作成条件の探索は広く行われるが、新規分子の開

発を含む基礎的な理解から機能発現を 最適化するという部分は、ともすれば

後回しにされがちである。しかしながら、最近ではこれらの機能性有機物を用

い、エレクトロニクス材料への応用を目指した高品質な薄膜の作製技術が発

展し、構造と物性を対応づけた議論が行えるようになってきた。新規開発され

た材料のバルクとしての構造および物性の理解はもちろんのこと、バルク材

料からの類推にとどまらず、薄膜あるいはデバイスにおける結晶構造を解明

することで、薄膜作製技術・機能最適化へのフィードバックが可能となり、有機

エレクトロニクスにおける大きなステップアップが可能となる。一方で、有機分

子材料は分子の設計自由度に加え、集合形態の自由度が高く、集合化するこ

とではじめて物性が確立する有機分子集合体では、物性の最適化と材料設

計の間に直接的な相関をもたせることが困難である。このギャップを埋めるた

めに、既存のデータベースおよび理論計算を活用し、新規材料探索を効率よ

く進め、新規有機エレクトロニクス材料の探索を加速することを目的として研

究を推進している。 

2022 年度は、バルク単結晶の構造解析より、結晶構造にアルキル基の炭

素数の偶奇性が見いだされている pTol-BTBT-Cn を用い、単結晶薄膜での

構造探索を行った。積層数が有限な極薄膜試料では、逆格子点間にラウエフ

リンジを起因とする散乱を有するため、通常試料に比べて格子定数や消滅則

の決定に困難があるため、すべての散乱を見積もるための測定条件を慎重

に検討し、強度測定する点の逆格子空間の位置に応じて，回折計の振動幅を

変化させる方法で散乱強度の定量的な取得を試みた。これらの測定から、

pTol-BTBT-Cn (n = 10, 11)の薄膜試料において、格子定数、空間群、強度相

関などから、おおむねバルク試料に近い構造を有していることが確認できた。

今後、バルク試料とは異なる構造をもつ試料への適用を目指している。 

このほか、複数の機構が考えられる有機強誘電体の電場下回折実験によ

る分極発現の起源の決定などについて報告する。 
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MLF-S1 

SR で観た BiFeO3のスピン揺らぎ 
Spin fluctuation in BiFeO3 probed by SR 

 
岡部博孝 1,3，平石雅俊 2,3，西村昇一郎 3,4, 中村惇平 3，本田孝志 3,4， 

門野良典 3,4，下村浩一郎 3,4，藤田全基 1，幸田章宏 3,4  

1東北大金研，2茨大理工，3KEK 物構研，4総研大 
 

 マルチフェロイック物質の相転移点における臨界現象は未だ十分に明

らかされてはおらず，量子ビームによるミクロな動的物性の観点からの

解明が期待されている．我々は以前，電気分極と磁化の相転移が一致する

マルチフェロイック物質 MnWO4のミュオンスピン回転緩和（μSR）実験

から，通常の臨界現象とは異なる性質を持つことを見出した[1]．今回は

相転移点が異なるタイプのマルチフェロイック物質 BiFeO3の，相転移点

近傍の局所スピン揺らぎについて報告する．BiFeO3 は高い反強磁性転移

温度（ネール点, TN ~ 650 K）と強誘電転移温度（キュリー点, TC ~ 1100 K）

を持つため，常温においても利用可能なマルチフェロイック物質として

知られている[2]．我々は TN近傍の高温領域を測定するため，J-PARC MLF
において赤外加熱による μSR 実験を行った． 

図１に H = 100 Oe の縦磁場下で測定した BiFeO3の緩和率の温度依存

性（300~800 K）を示す．は Fe3+電子スピンの揺らぎを反映したパラメー

タであり，TN以下では磁気秩序化によって 2 つの緩和（1,2）に分離して

いる．挿入図は TN 近傍の常磁性—強

誘電状態（T>TN）における臨界現象

を解析した結果である．BiFeO3の臨

界指数γは 1.24 程度であり，先行研

究の MnWO4のγ（=1.32）より小さ

く，スピンはより異方性の大きい普

遍性クラスに属していることが判明

した．本講演では，反強磁性—強誘電

状態（T<TN）の解析結果も含め，相

転移点の異なるタイプのマルチフェ

ロイクスにおける臨界現象について

議論する．  
 
[1] 佐賀山基 他, 日本物理学会第 74 回年

次大会（九州大学）15aS-PS-5, (2019).  
[2] P. Fischer et al., J. Phys. C: Solid State 
Phys. 13, 1931 (1980). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1 (上) 赤外加熱によるSR 実験と 
(下) BiFeO3の緩和率の温度依存性． 
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MLF BL-12 

スキルミオンホスト化合物GaV4Se8の中性子非弾性散乱研究 

Inelastic Neutron Scattering Study on Skyrmion Host Compound 

GaV4Se8 

Zheyuan Liu1, 井出竜鳳1, 有馬孝尚2, 伊藤晋一3,益田隆嗣1 
1東大物性研、2東大新領域物質系、3KEK-物構研 

 

Magnetic skyrmions have been extensively studied as a promising candidate for spintronics 

devices. The Néel-type skyrmion lattice (SkL) was found to be stabilized in a wide region in the 

magnetic field – temperature (𝐻 − 𝑇) phase diagram in polar Dzyaloshinskii-Moriya (DM) 

helimagnet GaV4Se8 [1,2] as well as in isostructural GaV4S8 [3]. The phase diagrams of these 

materials were quantitatively reproduced by first principal calculation, where the magnetic 

anisotropy plays key role in the determination of the SkL phase boundaries [4]. GaV4Se8 undergoes 

a Jahn-Teller-type structural transition from space group F-43m to R3m at 𝑇𝑠 = 41 K [1]. Below 

𝑇𝑐 = 18 K, a cycloidal spin structure with modulation wavelength 19.4 nm is realized at zero 

magnetic field, while a triangular SkL with lattice constant 22.4 nm is emerged at a critical field 

𝐻𝑐 = 0.1 T, followed by a forced-ferromagnetic phase above 𝐻𝑠𝑎𝑡 = 0.4 T [2]. 

  In this study, inelastic neutron scattering (INS) experiment was performed on powder sample 

of GaV4Se8 at zero magnetic field using HRC spectrometer at J-PARC to identify the spin 

Hamiltonian. Spin-wave excitation with the band energy of 8 meV was clearly observed, as shown 

in Fig.1(a). The excitation was reproduced by an isotropic Heisenberg spin Hamiltonian using linear 

spin-wave theory (LSWT) considering a V4 molecular form factor, as shown in Fig. 1(b). A weak 

easy-plane magnetic anisotropy is realized in GaV4Se8 by the obtained Hamiltonian and electron 

spin resonance result reported before 

[2], keeping in line with the 

calculation results [4] indicating a 

SkL stabilized by the weak anisotropy 

in low temperature. The DM 

interaction responsible for the 

cycloidal spin structure was estimated 

by the obtained Hamiltonian and the 

propagation vector in previous study 

[2]. The critical magnetic field of SkL 

in GaV4Se8 higher than in GaV4S8 

was attributed to the stronger DM 

interaction. 

[1] Y. Fujima et al., Phys. Rev. B 95, 180410 (2017). 

[2] S. Bordács et al., Sci. Rep. 7, 7584 (2017). 

[3] I. Kézsmárki et al., Nat. Mater. 14, 1116-1122 (2015). 

[4] D. A. Kitchaev et al., Phys. Rev. B 101, 054409 (2020). 

Fig.1 (a) INS powder spectrum with incident energy 𝐸𝑖 =

25 meV. (b) Powder spectrum calculated by LSWT. 
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 MLF/D1, S1, RIKEN-RAL 

μSRから見た Bi-2201系銅酸化物の 

強磁性ゆらぎに対する Fe置換効果 

 
μSR Study of the Fe-Substitution Effects 

on Ferromagnetic Fluctuations 
in Bi-2201 Cuprates 

 
小宮山陽太 1、大西柊成 1、桑原英樹 1、黒江晴彦 1、倉嶋晃士 2、 

川股隆行 3、小池洋二 2、Dita Puspita Sari4, 5、渡邊功雄 5、足立匡 1 
1上智大理工、2東北大工、3東京電機大シス工、 

4芝浦工大工、5理研仁科センター 

 
ホールドープ型銅酸化物の超伝導が消失する超過剰ドープ領域にお

いて強磁性ゆらぎが存在すると報告され､過剰ドープ領域における超伝

導の抑制との関連が注目されている｡我々は、ホールドープ型 Bi-2201

の過剰ドープ領域と超過剰ドープ領域で強磁性ゆらぎが存在すること[1]、

Cu サイトに Fe を部分置換すると強磁性ゆらぎが増強することを報告し

た[2]。強磁性ゆらぎに対する Fe 置換効果をさらに理解するために、

Bi1.74Pb0.38Sr1.88Cu1-yFeyO6+δ (y = 0, 0.05, 0.10)を用いてミュオンスピン

緩和(μSR)を行った。 

超過剰ドープ領域において、Fe を置換した試料ではミュオンスピン緩

和率 λ が増大することから、スピン相関が発達することが分かった。また、

λ が低温で磁気転移によるピークを示した。磁化率の結果と比較すると、

このピークはスピングラスの形成によるものと分かった。y = 0.10の低温

で観測されたミュオンスピン回転から見積もった内部磁場は過剰ドープ

領域の内部磁場[3]と同程度であった。このことから、過剰ドープ領域で

提案されている反強磁性スピンクラスターと強磁性スピンクラスターが共

存している可能性がある。 

 
[1] K. Kurashima et al., Phys. Rev. Lett. 121, 057002 (2018). 
[2] Y. Komiyama et al., J. Phys. Soc. Jpn. 90, 084701 (2021). 
[3] H. Hiraka et al., Phys. Rev. B 81, 144501 (2010). 
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PF BL-8A, BL-4C, JRR-3, T1-1 

Eu3Ir4Sn13における結晶構造相転移と反強磁気秩序の 

量子ビーム散乱研究 

Quantum-beam scattering study on structural phase 

transition and antiferromagnetic ordering of Eu3Ir4Sn13 
 

鈴木陽太郎 1, 熊田隆伸 3, 岩佐和晃 2, 下田愛海 3, 今関啓雅 1, 黒澤航海 1, 

 桑原慶太郎 3, 佐賀山基 4, 奥山大輔 4, 中尾裕則 4, 石角元志 5 

茨城大理 1, 茨城大フロンティアセンター2, 茨城大院理工 3, 

KEK 物構研 4, 総合科学研究機構 5 

 

Eu3Ir4Sn13は空間群 Pm3̅n の立方晶系とされていたが、57K 程度で X 線超格

子反射を伴う構造相転移を示すと報告された。しかし、低温相結晶構造は決

定されていない[1]。一方、R3Ir4Sn13(R = Ce, La)でも同じ波数ベクトルの X 線超

格子反射が観測され、空間群 I213 の立方晶構造と結論された[2]。しかし相

転移温度は 500K 程度の高温と見積もられ、Eu3Ir4Sn13 での転移温度と大きく

異なる。本研究では Eu3Ir4Sn13の単結晶試料を Sn フラックス法で合成し、X 線

回折・中性子回折・磁化率の測定によって結晶構造と磁気秩序を調べた。 

高エネルギー加速器研究機構放射光実

験施設の BL-4C で、指数 3.5 2.5 0 のＸ

線反射積分強度が 57K 以下で増加する

ことを観測し(図 1)、先行研究[1]で報告さ

れた構造変化を確認できた。 

BL-8A での実験による精密構造解析の

結果、室温付近での結晶構造は空間群

Pm3̅n に属することを確認した。一方、約

20K での解析の結果、これまでに知られ

た I213の立方晶構造とは異なる正方晶の可能

性が判明した。磁化測定より見積もった有効

磁気モーメントは Eu の 2 価イオンに相当する 8.03𝜇B/Euである。R3Ir4Sn13(R = 

Ce, La)での 3 価の R イオンとは電子状態が異なり、Eu 系では構造相転移温

度が一桁程度低く、かつ低温相結晶構造も異なる対称性であると考えられる。 

さらに日本原子力研究開発機構研究用原子炉 JRR-3 に設置された T1-1 を

用いた中性子回折実験により 10.3K 以下で反強磁気秩序を観測した。これは

先行研究[1]の報告と合致するが、磁気波数ベクトル(1/2, 1/2, 0)は Nd 系[3]

やGd系[4]で共通の(0, 0, 0)とは異なり、Eu系は特有の磁気基底状態を示す。 

[1] J. R. L. Mardegan et al., IEEE Trans. Magn. 49, 4652 (2013).[2] K. Iwasa et 

al., JPSJ 90, 124701 (2021). [3] A. Shimoda et al., accepted by JPS Conf. Proc. 

(LT29). [4] C. Nagoshi et al., JPSJ 75, 044710 (2006). 

図1. X線超格子反射 3.5 2.5 0 の 

積分強度の温度依存性 
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準結晶におけるスピン相関と格子ダイナミクス 
Spin correlations and lattice dynamics  

in quasicrystals 
 
出口和彦 1、松浦直人 2、那波和宏 3、佐藤卓 3、石川明日香 4、Farid Labib 4、

田村隆治 4、張晋嘉 5、上村祥史 5、枝川圭一 5、高倉洋礼 6、 

梶本亮一 7、池内和彦 2 
1名大院理、2 CROSS、3東北大多元研、4東理大先進工、5東大生産研、 

6北大院工、7J-PARCセンター 

 
準結晶は、周期的ではない特殊な規則（準周期性）に従って原子が並んだ

固体である。結晶と似た回折像が現れるが、その回転対称性（5 回対称など）

は結晶では許されないものである。発見当初は第 3 の固体と呼ばれた準結晶

も現在では広義の結晶と定義されている。準結晶や近似結晶など、高次元空

間で統一的に記述される物質群を高次元空間（ハイパースペース）のマテリア

ル、すなわちハイパーマテリアルと呼んでおり、高次元性に起因してという実

空間と直交する補空間の構造自由度を有する特徴をもつ。準結晶の無限に

続く準周期構造は高次元周期結晶として捉えることが可能であり、３次元準結

晶は６次元周期結晶の３次元断面構造として記述できる。６次元の単位胞構

造を決めることで無限に続く準結晶構造が一義的に決定される。準周期性と

密接に関連していると考えられる実空間の複雑な構造や電子・磁気状態を調

べることにより高次元と結びついた物性にアプローチできると考えている。準

結晶の電子状態は、結晶やアモルファスの電子状態とは質的に異なると期待

されているが、未だ解明されていない。同様に、準結晶のスピン相関・磁性や

フォノン・フェイゾンなど格子ダイナミクスについても未解明の領域が多く、

我々は以下のような項目に着目して現在研究を進めている。 

(1) 量子臨界現象：磁気準結晶でパラメータチューニング無しに現れ、磁気揺

らぎに特異なスケーリングが現れる可能性が示唆されている[1]。 

(2) 磁性とスピン相関：長距離磁気秩序(強磁性)を示す準結晶が発見され[2]、

固有のクラスター型構造や相互作用の競合のために特徴的な磁気構造を

発現することが近似結晶の実験で示唆されている[3]。 

(3) 格子ダイナミクス：準結晶の構造に起因する擬ギャップ構造、特有なフォノ

ンシグナルが観測されることが期待されている。 

上記に項目に関して、中性子非弾性散乱の実験を行い、広いエネルギー領域

でダイナミクスを調べた。講演では研究の現状について議論する予定である。 

[1] K. Deguchi et al., Nature Materials 11, 1013 (2012). 

[2] T. J. Sato et al., Phys. Rev. B, 100, 054417 (2019). 

[3] R. Tamura, et al., J. Am. Chem. Soc. 143, 19938 (2021). 
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自己参照型格子比較器による単結晶シリコンの 

格子定数均一性評価と二結晶間格子比較 

Uniformity evaluation of lattice spacing and lattice 
comparison for silicon crystals by the Self-

Referenced Lattice Comparator 
 

早稲田篤１ 

1 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 
 

国際単位系（SI）の基本単位の一つである質量は 2019 年にプランク定数で

再定義された。新しい定義に基づく高精度のキログラムの実現法には X 線結

晶密度（XRCD）法とキッブルバランス（ワットバランス）法がある。XRCD 法で

は、同位体濃縮単結晶シリコン球を用い、体積、モル質量、格子定数の絶対

測定と球の表面の評価とからシリコン球の質量を決定する。これら測定の中

で格子定数については、X 線干渉計を用いて絶対測定が行われるとともに、

放射光（KEK-PF）を利用した自己参照型格子比較器（SRLC）による一様性

評価が行われる。  

産総研では、ドイツ PTB との研究協力を現在行なっており、新たに作製した

同位体濃縮結晶について、測定試料内の格子定数の一様性評価を行うととも

に、二結晶間の格子定数の比較測定についても取り組んでいる。格子定数が

絶対測定された参照結晶と試料結晶との間で格子比較を行うことにより、試

料結晶の格子定数を決定することが可能となる。結晶方位(100)と(110)の 2
方位の結晶について測定を行ない、二つの結晶のアライメント、X 線ビームの

安定性とそれを補完するための上流側の(111)モノクロメータの調整、X 線の

単色化を行うモノクロメータ（MDCM）のアライメントを行なっている（図）。当日

は、これら実験結果について報告する。 

 
図 自己参照型格子比較器 

P-024C 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-024C -



PF-BL6C 

クラスレート化合物の蛍光Ｘ線ホログラフィー 

X-ray fluorescence holography  
on clathrate compound 

八方直久 1、木村耕治 2、林好一 2、細川伸也 3 

1 広島市大、2 名工大、3 熊本大 

 
蛍光Ｘ線ホログラフィー（XFH）は、物質中、特定元素周辺の局所原子配列

を、広域Ｘ線吸収微細構造法（EXAFS）よりも広範囲に、立体的に（３次元で）

見ることができる結晶構造解析手法である[1]。様々な機能性材料の活性サイ

トを探ることにより、機能発現のメカニズム解明が期待される。物質物理 UG

（BL6C）蛍光 X 線ホログラフィーグループでは 2022 年度に、クラスレート化合

物 Eu8Ga16Ge30、マルチフェロイック材料 Pb(Fe0.5Ta0.5)O3、充填スクッテルダイト

CeRu4Sb12、硬質皮膜材料 CrN2O2、高エントロピー合金 CrMnFeCoNi、半導体

材料 Bi 添加 GaAs、A サイト秩序型ペロブスカイト CaCu3Ti4O12、強誘電性半

導体デバイス材料 BiFeO3、準結晶 Ag41In44Yb15、リチウムイオン電池材料

LixLa(1-x)/3NbO3 などの測定を行った。本講演では、それらの中から、クラスレ

ート化合物の XFH の結果について紹介する。 

大きな空孔（籠）を有するクラスレート化合物は、その籠の中のゲスト原子

の非調和振動により格子熱伝導が抑制されるので熱電変換物質への応用が

期待されている。この非調和振動を理解するためには、ゲスト原子が籠の中

でどのような位置を占めているかを知

ることが重要である。そこで、Euをゲス

ト 原 子 と す る ク ラ ス レ ー ト 化 合 物

Eu8Ga16Ge30の XFH実験を行った。 

図１に 11.0 keV で測定した Ge-Ka
蛍光 X 線ホログラムを示す。かなりぼ

やけた定在波線（白いぼやけた線）が

観測されている。このことは、籠を形

成する Ge の位置が揺らいでいること

を示していると考えられる。内部に空

孔があるため、籠が歪みやすいと考え

られる。講演では、再生原子像につい

て紹介し、Ge中心から観測した、Euサ

イトの安定位置について議論する。 

 

[1] K. Hayashi et al., J. Phys.: Condens. Matter, 24, 093021 (2012). 

 

図１ 11.0 keV で測定した Eu8Ga16Ge30の

Ga-Ka 蛍光 X 線ホログラム 
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AgCrSe2 における短距離スピン相関 
Short-range spin correlations in AgCrSe2 

 
中村惇平 1,2、川北至信 3、岡部博孝 1,4、Bing Li 5、下村浩一郎 1、末益崇 2 

1 KEK 物構研、2 筑波大 物工、3 JAEA J-PARC、 

4 東北大 金研、5 瀋陽材料研 

 

中性子準弾性散乱(QENS)実験の先行研究は、AgCrSe2 が高い熱電性能を

示すのは、450 K 以上で Ag イオンが液体的に動き横波の伝搬が阻害される

事が原因だと示した[1]。この際、150 K 以上でクロムのスピン相関の影響は

みられなかったが、別の QENS 研究ではネール温度(約 50 K)を大きく超える

少なくとも 200 K まで短距離スピン相関が発達していると報告された[2]。 

本研究では、AgCrSe2 常磁性相におけるクロムスピンの短距離相関の温度

依存性を直接調べるため、ミュオンスピン回転(μSR)実験を行った[3,4]。広い

温度範囲で μSR スペクトル (図 1) を詳細に調べた結果、184 K 以下で短距

離スピン相関が発達していた。これは、これまで議論を呼んだ高温領域での

短距離相関がないことを示していた。さらに、μSR スペクトルは質的に変化し、

89 K 以下では短距離スピン秩序の

発達が示された。 

[1] B. Li et al., Nat. Mater. 17, 226 (2018). 

[2] F. Damay et al., Sci. Rep. 6, 23415 

(2016). 

[3] J. Nakamura, Ph.D. thesis, Univ. of 

Tsukuba (2022). 

[4] J.G. Nakamura et al., J. Phys. Chem. 

Solids 175, 111199 (2023). 

 
図 1: AgCrSe2 常磁性相の μSR スペクトル. 
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オペランド正ミュオンスピン緩和法による 

LixCoO2 のリチウムイオン拡散 
Li-ion Diffusion in LixCoO2 probed by  

positive muon spin relaxation 
 

大石一城 1、五十嵐大輔 2、多々良涼一 2、梅垣いづみ 3、幸田章宏 3、 

駒場慎一 2、杉山 純 1 
1CROSS, 2 東理大理，3KEK-IMSS 

 
二酸化炭素排出量を大幅に削減するためには、蓄電池の高性能化が必要

不可欠であり、構成材料のイオン導電性は、蓄電池の大容量化及び高入出

力化に直結する。電池内部では、電荷担体としてイオンが拡散移動する。イオ

ンダイナミクスの指標である「化学拡散係数（DC）：濃度勾配によるイオンの流

れ易さ」と「自己拡散係数（DJ）：隣接した空隙位置へのイオンの跳び易さ」を

定量的に見積もる手法として、電気化学測定が広く用いられてきた。電気化学

測定で計測されるのは電気化学反応面積 A を含んだ見かけの拡散係数

（DC/A2，DJ/A2）である。一般に A を実測することは難しく、電池動作時の充放

電状態に依存して変化する。このため異なる材料間での D の比較や、電池

動作時の組成変化及び構造変化と D を対応づけできないのが現状である。

我々は、正ミュオンスピン緩和（µ+SR）法に着目し、核磁場の揺らぎを測定す

ることで DJ の測定に成功している[1]。 
今回、大強度陽子加速器施設 J-PARC における µ+SR 測定の計数速度

の向上に伴い、充放電中の D 変化のオペランド測定を実施した。Li イオンの

自己拡散係数 DJ
Li の Li 濃度依存性は、充電及び放電過程で良い一致を示し

充放電サイクルで Li イオンの挿入・取り出しが再現良く行われていることが示

された[2]。また、µ+SR と電気化学測定の組み合わせにより、反応面積の Li
濃度依存性の導出にも成功した。 

当日は、これらの実験結果について詳細を議論する。 
 

[1] J. Sugiyama et al., Phys. Rev. Lett. 103, 147601 (2009). 

[2] K. Ohishi et al., ACS Appl. Energy Mater. 5, 12538 (2022). 
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ジベンゾバレレン誘導体の結晶相フォトクロミズム 
Crystal phase photochromism of  

dibenzovalerene derivatives 
 

細谷 孝明、川本 一輝 

茨城大学大学院 理工学研究科 量子線科学専攻  

 

ジベンゾバレレン誘導体「DBB」(図１)は、固相、溶液中

での光照射により、トリ-π-メタン転位、Norrish TypeⅡ

反応など様々な反応が同時に起こることが報告されてい

る［1］。本研究室の先行研究では架橋部にフェニル基

(R1=Ph)、橋頭部にアセチル基、メチル基(R2=COCH3、

R3=CH3)を持つ DBBは単結晶への光照射で緑色に着色

し、Ｘ線構造解析の結果 Norrish TypeⅡ反応中間体と思

われるビラジカルと tri-π-methane転位反応の中間体であるビスベンジリック

ビラジカルの 2種類の化学種が観察された。しかし、どちらの化学種が着色体

の構造に由来するかは不明であった[2]。この DBB での Norrish TypeⅡ反応

と思われる反応はアセチル基の水素が引き抜かれていることで進行している

と考えられているため、橋頭部のアセチル基をホルミル基に置換することで

Norrish TypeⅡ反応が進行しない構造に変えた場合のフォトクロミズムの解明

を目的とした。 

今回、架橋部 R1 = OCH3、橋頭部 R2 = CHO、

R3 = CH3 を持つ DBBの合成に成功した(図２)。

まず、単結晶への 315 nm の波長の光照射では

無色透明から青緑色の着色と暗所での退色も

確認された。UV測定での追跡では、光照射時に

400 nm と 600 nm付近の吸収が増加し、暗所で

の退色時の測定では 600 nm 付近の吸収が減

少している様子が観察された。IR 測定を用いた

追跡では照射時間の増加とともに、架橋部 C=C

結合に相当する 1635 cm-1の減衰と架橋部カル

ボニル基 C=Oに相当する 1740 cm-1、1735 cm-1が

高波数側にシフトする様子が観察された。単結晶においてフォトクロミズムが

観察され、IR 測定では架橋部 C=C 結合のπ結合が開裂することから tri-π-

methane 転位反応が進行していると考えられる。 

 
[1] Danaboyina Ramaiah et al., Chem. Soc. Rev., 34, 48-57 (2005) 

[2]    茨城大学 工学部 生体分子機能工学科 阿部 寛生 2012年度 卒業論文 

図 1 DBBの基本骨格 

図2 単結晶とDBBの構造 
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       PF BL5A 

堅牢な多孔性分子導体の開発と 

ゲスト分子による電子物性制御 
Syntheses of Robust Porous Molecular Conductors 
and Controlling Their Electronic Properties by Guest 

Molecules 
 

井口弘章 1・CUI Mengxing2・田邉辰平 2 
1名大院工・2東北大院理 

 
多孔性配位高分子 (MOF) に代表される分子性結晶中のナノ空間は、そ

の設計性や分子選択性の高さから、ガス貯蔵、分子ふるい、触媒反応、分子

センシング等、様々な機能発現の場として盛んに研究されている。しかし、こ

れらの機能のほとんどは、骨格の構成要素である金属イオンや有機配位子

の単分子（イオン）の性質に由来しており、骨格を構成する原子の軌道の重な

りによって生じる電子物性については検討が進んでいなかった。そこで我々は、

配位高分子間に導電性部位として一次元π積層構造を導入した多孔性分子

導体 (PMC) を開発した。これまでに合成したPMCは一次元配位高分子がπ

積層相互作用のみによって自己集積していたため、多孔性骨格の堅牢性に

乏しく、分子吸脱着に対して結晶性の劣化が避けられなかった。そこで本研究

では、配位高分子骨格を二次元及び三次元へと高次元化することで、分子吸

脱着に耐える堅牢な PMC を開発し、ナノ空間中へのゲスト分子の導入による

電子物性制御を目指した。 

柔軟な配位構造を取りうる Cd2+イオンとピリジル基を有するナフタレンジイミ

ド誘導体 (NDI-py) を還元的条件で反応させることで、0.1mm 以下の微結晶

を得た。これを用いた BL5Aでの単結晶 X線回折実験により、二次元シート状

の配位高分子が 4 層重なった PMC 骨格の形成を明らかにした（下図）。この

他にも三次元骨格を有する PMCが得られてきており、堅牢性の向上に成功し

た。これらの新規構造や性質については当日報告する。 

 
図. 二次元シート状配位高分子によって構築される PMCの集積構造 
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負ミュオン寿命法を利用した鉄鋼中サブパーセント炭素の

非破壊定量分析 
Non-destructive quantification of sub-percent 
carbon in steel by the negative muon lifetime 

method 
 

二宮和彦 1、久保謙哉 2、稲垣誠 3、吉田剛 4、邱奕寰 1、浅利駿介 5、 

竹下聡史 6、下村浩一郎 6、河村成肇 6、ストラッサー・パトリック 6、 

三宅康博 6、伊藤孝 7、髭本亘 7、齋藤努 8 
1阪大放射線機構、2国際基督教大学、3京大複合研、4高エネ研放射線、 

5阪大理、6高エネ研ミュオン、7原研先端研、8国立歴史民俗博物館 

 
原子に捕獲された負ミュオンは、原子核に吸収されるか、寿命により電子へ壊

変する。原子核への吸収速度は原子番号に依存し、原子番号の大きい元素

ほど速度が速い。このため、ミュオン崩壊電子の放出数の時間発展、すなわ

ち寿命を観測することで、物質中のどの元素がどれだけミュオンを捕獲したの

かの情報を得ることができ、物質中の元素組成を調べることが可能である。こ

の方法の特徴は、重い元素に捕獲されたミュオンがすべて吸収されたのちも、

軽い元素に捕獲されたミュオンに由来する崩壊電子が観測可能なことであり、

物質中に微量に含まれる軽元素を高い感度で定量できる可能性がある。また、

ミュオン崩壊電子は高いエネルギーを持っているために、この分析は試料を

損ねることなく、非破壊で内部の分析が可能である。我々は、負ミュオン寿命

法により、鋼鉄の性質を決めるうえで重要なパラメーターである、微量な炭素

の定量が可能であると考え、分析法の開発を行った。 

J-PARC MLF D1において、炭素を 20ppm, 0.42%, 4.46%含む鋼鉄へのミュオン

照射を行い、放出されるミュオン崩壊電子を大立体角の測定システムで検出

し、寿命スペクトルを取得した。スペクトルを鉄と炭素の成分で解析し、それぞ

れへのミュオン捕獲数を決定した。元素組成とミュオンによる分析値から検量

線を作成したところ、良好な直線関係があることが分かった。また、バックグラ

ウンド成分の見積もりから、本実験による炭素の定量限界は 140ppmであるこ

とが分かった。さらに炭素の成分の異なる３種類の鋼鉄板（炭素含有量 0.2%、

0.5%、1.0%）を積層し、ミュオンの入射運動量を変化させることでミュオンの停止

位置を制御した実験を行った。ミュオンの入射運動量ごとに明確に異なる寿命

スペクトルが得られ、これを解析することでミュオンの入射運動量に応じた停

止位置（深さ）に応じた炭素の定量値が得られることが分かった。 

本研究の結果、負ミュオン寿命法により鋼鉄中に含まれる微量な炭素を位置

選択的に定量可能であることを示した。本手法は非破壊分析法であり、今後

日本刀など文化財資料への適用を進めていく予定である。 
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繰返引張圧縮変形中の押出 Mg97Zn1Y2 内のαMg と

LPSO 間の応力分配 

Load sharing between αMg and LPSO phases of 
extruded Mg97Zn1Y2 in cyclic tension-compression 

 
ハルヨ ステファヌス、ゴンウー、川崎卓郎、相澤一也・JAEA 

山崎倫昭、眞山剛・熊本大学 
 

長周期積層（LPSO）相を含有するマグネシウム合金は，LPSO 相体積率，集

合組織，母相のαMg 相の組織状態の他に，LPSO 相内のキンクバンドにより

機械特性を発現する．Mg97Zn1Y2 合金は，αMg 相と LPSO 相の相分率が約

25%からなる二相組織を持つ LPSO 型マグネシウム合金である．引張変形で

は，高温押出した Mg97Zn1Y2合金の LPSO 相の応力が押出比に比例して増大

した．これは，高温押出によって LPSO 相へのキンクの導入と LPSO 相の集合

組織の発達によるものと考えられる．圧縮変形では，LPSO 相についてはある

応力レベルに達してからその後の変形に対する応力増加が小さくなり，キンク

変形が起こったと考えられる．本研究では，高温押出した Mg97Zn1Y2合金の繰

り返し引張圧縮変形中のその場中性子回折による観察を行い，圧縮変形で

の LPSO 相のキンク変形と引張変形での強度への効果について調べてみた． 
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       PF BL-9A, 9C, 12C、MLF-BL21 

Elucidation of Ferroelectric Quantum Phase Transition of 

SrTi18O3 by Multiple Quantum Beams 
Dongxiao Fan1*, Shunsuke Nozawa1, Nobuo Nakajima2, Andris Anspoks3, Mark. S. Senn4 

1. KEK, 2. Hiroshima Univ., 3. Latvia Univ., 4. Oxford. Univ.   
 

1. Introduction 

Faster, lighter, and smaller is the slogan for 

developing novel electronic devices. Exploring tiny 

structural units with the rapid response of external 

field. Ferroelectric with nanoscale domains is 

promising for data memory devices with ultrahigh 

density. In this study, the quantum paraelectric 

phase of SrTiO3 (STO16) and SrTi18O3 (STO18) is 

investigated by X-ray absorption fine structure 

(EXAFS) and neutron total scattering. STO16 is 

well-known for its centrosymmetric macroscopic 

structure in finite temperature. The local structure 

within the scale of several unit cells is unclear. The 

EXAFS results show STO16 has a non-

centrosymmetric local structure, which is essential 

to produce the local polar domain. At low 

temperature, STO16 has quantum paraelectricity, 

which attracts a lot of attention1. The ferroelectric 

quantum phase transition of its doped variants 

STO18 (Tc=23 K) was explained by investigating 

the relative vibration of the atoms. The small non-

centrosymmetric local structure of STO16 can be 

used to manufacture electronic devices with special 

functions2. 

 

2. Experimental Methods 

EXAFS: The temperature-dependent Ti K-edge 

EXAFS of STO16 and STO18 was conducted by 

transmission mode at PF BL9C. With the advantage 

of element-selecting EXAFS can directly measure 

the geometric information around the Ti ion. The 

temperature is controlled by using a cryostat 

chamber with a liquid helium supply. Three 

structural models (cubic, tetragonal, and 

rhombohedral) were created and compared. The 

rhombohedral model is the best model for its low-

fitting r-factor. 

Neutron total scattering: The neutron total 

scattering data of BaTiO3 (BTO) and STO16 are 

provided by collaborators Mark. S. Senn. The 

neutron total scattering experiment of STO18 is 

planned in J-PARC. The pair distribution functions 

(PDFs) obtained from neutron total scattering data 

can show both short-range and long-range 

information. The PDFs data of ferroelectric BTO 

act as a reference to show ferroelectric phase 

transition happens in doped STO16. 

 

3. Results 

Fig.1a shows the Ti off-center value along the 

[111] direction in the rhombohedral model of 

STO16 and STO18. It is clear the local structure of 

STO is not centrosymmetric compared to the 

macroscopic structure. The Ti off-center value in 

both materials is almost the same and around 0.1 Å. 

It should be noted that the off-center value is not 

change with temperature, which means order-

disorder type phase transition may exist in STO18. 

The ferroelectric quantum phase transition of 

STO18 was indicated in Fig.1 b. The mean square 

relative displacement (MSRD) of STO18 is 

increased in the phase transition region. The 

mechanism of this phenomenon is complex. We use 

the pseudo-Jahn-Teller effect to interpret the Ti off-

center, which illustrates the Ti ion is in a double-

well potential. The quantum paraelectric phase of 

SrTiO3 is due to the in-phase correlation movement 

of Ti (MTi=48) and 16O3 (3⁎MO16=48) in the 

pseudo-one-dimensional chain. In STO18, because 

of the increased mass of oxygen, the in-phase 

correlation is broken, which results in the 

appearance of dipole moments.  

 

Reference 

[1] Rowley, S. E., et al. Nat. Phys., 10 367(2014). 

[2] Chandra, P., et al. Rep. Prog. Phys., 80 

112502(2017

 

Fig.1 (a), Temperature-dependent Ti off-center value along the [111] direction in rhombohedral model 

of STO16 and STO18. (b), Temperature-dependent Ti-O MSRD of STO16 and STO18. 
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       使用ステーション／BL-13B, 3B 

顕微軟 X 線分光による機能性材料の電子状態可視化と 

物性・反応との相関研究 
Visualization of surface electronic properties of 

functional materials by micro X-ray spectroscopy 
and correlation analysis of physicochemical factors  

 
小澤健一 1, 2，相浦義弘 3，枝元一之 4，大野真也 5，近藤 寛 6，櫻井岳暁 7， 

中山泰生 8，間瀬一彦 1, 2，簔原誠人 3，山田洋一 7，𠮷𠮷信 淳 9 
1 KEK 物構研，3総研大，3産総研，4立教大，5横国大， 

6慶応大，7筑波大，8東理大，9東大物性研 

 
 軟 X 線集光ビームを用いた顕微分光測定システムの運用が世界中の放射

光施設で進む中，フォトンファクトリーでもマイクロ集光ビームを使った角度分

解光電子分光（ARPES），X 線光電子分光（XPS），X 線吸収分光（ＸＡＳ）が行

えるように，BL-13B [1, 2] と BL-28A [3] で整備が進められた。 

 BL-13Bの常設 SES200 光電子分光測定システムでは，2018S2-005 課題の

もと 2018 年度からの 3 ヵ年で後置鏡と試料マニピュレータの更新・高度化を

行い，高い空間分解能（水平方向で 70－80µm，垂直方向で 10－15µm）で電

子物性測定ができるシステムを構築した。本 2021S2-003 課題では，この高度

化された BL-13B を中心として，有機半導体，有機薄膜，金属触媒，酸化物光

触媒などの各種材料の物性解析と機能発現の解明に向けた実験を進めてい

る。TiO2 の異なる結晶相が接する接合界面の光触媒活性を選択的に評価す

る実験や，Pd-Rh 合金表面で組成比の異なる領域の電子状態と分子吸着活

性の相関を調べる実験などが例に挙げられる。 

 高度化により導入した i GONIO マニピュレータの試料ゴニオメータは新規設

計に基づいた１号機であったが[1]，今年度はこれに改良を加えた 2 号機の設

計と製作を行い，2023 年 2 月からのビームタイムで利用を開始した。これによ

り，試料のチルト回転角は従来の±40°から±90°まで大幅に拡大し（0°は

アナライザーに正対する方向），斜出射による光電子分光測定（表面敏感な

測定）が，極角方向の回転だけでなくチルト回転でも可能となった。 

 2021S2-003 課題は 2023 年度第 I 期で終了するが，最後のビームタイムで

顕微分光測定をさらに進め，電子状態・化学状態と物性・反応の可視化，およ

び各種物性値の相関を明らかにしてゆく。 

 

[1] Y. Aiura et al., J. Synchrotron Radiat. 27, 923 (2020). 

[2] K. Ozawa et al., J. Synchrotron Radiat. 29, 400 (2022). 

[3] M. Kitamura et al., Rev. Sci. Instrum. 93, 033906 (2022). 
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スクリーニングによる新構造型酸化物イオン伝導体の発見 
Discovery of a New Structural-Type Oxide-Ion 

Conductor by Screening 
 

松崎航平 1、張文鋭 1、藤井孝太郎 1、斎藤馨 1、八島正知 1 
1東京工業大学 理学院化学系 

 
酸化物イオン(O2–)伝導体は、酸素ガスセンサー、酸素分離膜、固体酸化物

燃料電池など幅広い用途で注目されている材料である。しかし、高い酸化物

イオン伝導度は限られた結晶構造型のみで発現する。そのため、新しい構造

型の酸化物イオン伝導体を探索することは挑戦的であり、重要な課題である。 

本研究では、新しい構造型の O2 –伝導体 Bi3GaSb2O11 を報告する。

Bi3GaSb2O11は、402 種類の Sb 含有酸化物の中から結合原子価に基づくエネ

ルギー(BVE)計算を用いたスクリーニングによって選択した。固相反応法で試

料を合成した。茨城県材料構造解析装置 iMATERIA を用いた 26–600 ºC 

の高温でその場測定した中性子回折データの Rietveld 解析を行った。

Bi3GaSb2O11 の結晶構造では、2 つの(Ga1/3Sb2/3)O6 八面体が稜共有して

(Ga2/3Sb4/3)O10 ユニットを形成し、(Ga2/3Sb4/3)O10 ユニットは<111>方向にトンネ

ルを持つ 3 次元の骨格を形成していることが分かった(図 1)。また、熱膨張係

数は実用材料であるイットリア安定化ジルコニアに同程度であった。全直流電

気伝導度の酸素分圧依存性、湿潤・乾燥雰囲気下での全電気伝導度測定、

交流インピーダンス測定により、O2–伝導が確認された。Bi3GaSb2O11 のバル

ク伝導の活性化エネルギーは 0.68(2) eV と低く、これは結合原子価法による 

O2–の移動のエネルギー障壁 0.66 eV と一致する。O2–は Bi3GaSb2O11 の

(Ga2/3Sb4/3)O10 ユニットの稜や O-O-O 面上を 3 次元的に拡散することを示

唆した(図 2)。 

 

 

 
図 1. 600 oC における Bi3GaSb2O11の 

Rietveld 解析図形(上)と精密化した結

晶構造(下) 

図 2. (a) (Ga2/3Sb4/3)O10の O2-の 0.69 eVにおける

結合原子価エネルギーの等値面と(b)矢印はO2-の

可能な拡散経路を示す。(c)6つの(Ga2/3Sb4/3)O10ユ

ニットが点共有した Ga4Sb8O36。太い矢印は単位

格子内を横切る O2-拡散経路の例を示している。 
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共鳴 X 線回折、NMR および中性子回折によるイオン伝導体

の Nb/Mo 占有規則とプロトン位置の解明 
Nb/Mo chemical order and proton position in an ionic 

conductor revealed by a combined technique of resonance 
X-ray diffraction, NMR, and neutron diffraction 

安井 雄太 1、丹所 正孝 2、藤井 孝太郎 1、作田 祐一 1、後藤 敦 2、 

大木 忍 2、最上 祐貴 2、飯島 隆広 3、河口 彰吾 4、小林 慎太郎 4、 

大坂 恵一 4、池田 一貴 5,6、大友 季哉 5,6、八島 正知 1 

1. 東京工業大学 2. 物質・材料研究機構 3. 山形大学 4. JASRI  

5. KEK 6.J-PARC センター 
 

 占有規則・不規則性は材料の性質に大きな影響を及ぼす。酸化物イオン・プ

ロトン混合伝導体 Ba7Nb4MoO20・0.152H2O において、Nb/Mo は散乱能が似て

いるため、占有規則が通常の回折実験では解明できない。そこで本研究では

共鳴 X 線回折、固体核磁気共鳴(NMR)および DFT 計算を組み合わせること

で、Nb/Mo の占有規則を明らかにした。NMR スペクトルと DFT 計算により、

Mo が M2 席に規則的に占有している直接証拠を得た(図 1ab)。Nb 吸収端付

近の X 線を利用した共鳴 X 線回折により、すべての Mo が M2 席を規則的に

占有していることがわかった(図 1c)。中性子回折データの Rietveld 解析にそ

の Nb/Mo 占有規則をフィードバックし、プロトンの位置を決定した(図 1d)。精

密化された構造を元にした DFT 計算により、Mo の M2 席への占有規則が水

和エンタルピーを下げて水和を促進し、高いプロトン伝導度を発現させている

ことが強く示唆された。共鳴 X 線回折、NMR、中性子回折および DFT 計算を

組み合わせた本手法は幅広い多結晶材料と粉末試料に適用できる。 

 
図 1. (a) Ba7Nb4MoO20・0.152H2Oの 93Nb 3QMAS NMR と (b) 1次元 95Mo NMR。*マークはスピニング

サイドバンドを示す。 (c) SPring-8 BL02B2ビームラインで測定した共鳴 X線回折データのリートベルト解析

における残差二乗和(RSS)の M2 席における Mo の占有率との関係。Mo がすべて M2 を占有する場合に

RSSが最小であった。(d) 精密化された Ba7Nb4MoO20の結晶構造とMi席(i = 1, 2, 3, 4)の占有率。 
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       KEK-PF／BL-13B 

放射光光電子分光による SnO/IGZO ヘテロ接合 

のバンドダイアグラムの決定 
Band diagram of SnO/IGZO heterojunction via 

photoemission spectroscopy 
 
清野隆介 1、簔原誠人 2、相浦義弘 2、小澤健一 3、間瀬一彦 3、西尾圭史 1 

1東京理科大、2産総研、3KEK物構研 

 
エネルギーの高効率利用に向けて、ディスプレイの液晶駆動素子として利

用されているアモルファス In-Ga-Zn-O(a-IGZO)を用いた電界効果トランジス

タ（FET）の高性能化が求められている。そのような従来型 FET の電流スイッ

チング特性を凌駕するために、我々は p-n 接合間のトンネル電流を利用した

新原理デバイス技術（トンネル FET）に着目した。IGZO を用いたトンネル FET

の実現には、化学的・幾何学的に急峻な p-n ヘテロ接合の形成が可能であり、

IGZO の伝導帯下端（Ec）に対するエネルギー差が小さい価電子帯上端（Ev）

を有する p 型半導体が必要となる[1]。本研究では以上の要件を満たしうる材

料として p 型酸化物半導体 SnO に着目し、SnO/a-IGZO ヘテロ接合のバンド

ダイアグラムを光電子分光測定から実験的に決定した結果について報告する。 

 SnO 薄膜、a-IGZO 薄膜はパルスレ

ーザー堆積法で作製した。仕事関数

（Φ）およびイオン化ポテンシャル（IP）

は光電子スペクトルの低エネルギー

カットオフから決定した。Φ、IP は表面

汚染に極めて敏感である事から、作

製した試料は真空ベッセル（10-8 Pa

以下）を用いて、BL-13B エンドステー

ションに設置された光電子分光装置

に搬送して実験を行った。 

 図 1に SnO、IGZO薄膜のΦと IPか

ら決定した SnO/a-IGZO ヘテロ接合

のバンドダイアグラムを示す。得られ

た Φおよび既知の物性値を用いて空乏層幅および内蔵電位を見積もったとこ

ろ、SnO 側でより大きな内蔵電位、広い空乏層幅が形成されることが分かった。

この結果は別途実施した内殻光電子スペクトルの角度依存性の傾向と対応

する。以上の結果から SnO と a-IGZOの接合は、高いオン・オフ電流比と低電

圧動作を実現するトンネル FET の開発に適したタイプⅡ型のヘテロ接合であ

ることが明らかになった。 

[1] S. Takagi et al., Solid State Electron. 125, 82 (2016). 

 

図 1 実験的に決定した SnO/a-IGZOの 

バンドダイアグラム 

EF
EV(SnO)

EV(IGZO)

真空準位

EC(SnO)

EC(IGZO)
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       J-PARC MLF-BL08 SuperHRPD 

高速プロトン伝導と低化学膨張を示す新材料の発見 
Fast Proton Conduction and Low Chemical Expansion of 

New Material 
 

○齊藤馨 1, 鳥居周輝 2, 八島正知 1* 

1: 東京工業大学 2: 高エネルギー加速器研究機構 

 
【緒言】 プロトン(H+)伝導体は燃料電池などに応用

が期待される材料である．水和による化学膨張はデ

バイスに損傷を与える恐れがあるため，化学膨張が

小さい材料が望ましいとされている．本研究では新

規ペロブスカイトを合成し，その結晶構造および H+

伝導性と水和による化学膨張を評価した． 

【実験方法】 固相反応法により試料を合成した．交

流インピーダンススペクトルは湿潤 5% H2-95% N2混

合ガス(水蒸気分圧=0.02 atm)中 92-600 °C で測定し

た．J-PARC の SuperHRPD により 24-800 °C までの

昇温過程および 800-300 °C までの降温過程におい

て中性子粉末回折データを測定し，Rietveld 法によ

り結晶構造を解析した．乾燥窒素および湿潤窒素中

で 24-1000 °C まで熱重量測定を行った． 

【結果と考察】 合成した試料の X 線粉末回折実験

により立方ペロブスカイト型構造を持つ立方単相で

あることが分かった．湿潤 5% H2-95% N2混合ガス中

における全電気伝導度は乾燥 5% H2-95%N2混合ガス中に比べて高かった ．

この結果より新材料が H+伝導体であることが分かった．297 K における中性

子粉末回折データの Rietveld 解析は Rwp 4.46 %, RB 1.90 %, RF 3.43 %と良好

なフィッティングを示した (Fig. 1)．また，各温度の精密化した酸素の占有率か

ら見積もられた ABO3−δ•xH2O における水和量 x は，熱重量測定から見積もら

れた水和量 xはよく一致しており，化学膨張の起源が水和であることが分かっ

た．水和した試料の格子定数 awet と水和してない状態の格子定数 adry を用い

て化学膨張(awet−adry)/adryを見積もった．300 °C における水和による化学膨張

(0.08761(12) %)は他の BaZrO3 系ペロブスカイトの化学膨張(0.23~0.52 %)に

比べて極めて低い (Fig. 2)．プロトン濃度 CH (= 2x)と共に化学膨張は増加す

る傾向があることから，プロトン濃度が少ないことが低化学膨張の起源である． 

新材料の H+の拡散係数は他の優れた H+伝導体に匹敵する程高いことが分

かった．したがって，水和量が少なく，H+濃度が低いにもかかわらず比較的高

い H+伝導度を示す原因は H+の高い拡散係数であると明らかにした． 

Fig. 1. Rietveld patterns of 
TOF-ND data at 24 °C. 

Fig. 2. Chemical expansion ɛhyd 
vs. proton concentration CH of 
new material at 300, 400, 500, 
600 and 700 °C (red closed 
circles) and other proton 
conductors (black open circles). 
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PF-AR NW12A 
回折 X 線明滅法を用いた劣化高分子の内部動態計測 

Internal motions of degraded polymers using 
Diffracted X-ray Blinking 

坂口正紀 1、新井達也 1、引田理英 2、佐々木裕次 1 
1東京大学大学院新領域創成科学研究科、2高エネルギー加速器研究機構 

 
ポリマーは熱や光で劣化しやすい。これまで FT-IR や NMR で解析が行わ

れてきたが、汎用的な手法は未だに確立されていない[1]。本研究では、タン

パク質１分子の内部運動を評価する回折 X 線明滅法（Diffracted X-ray 
Blinking: DXB）を思い切ってポリマーに適用し、劣化をピコメートル精度で

内部運動変化として定量的に時分割評価出来るのではないかと考え実測した。     

サンプルはポリエチレングリコール 3350（PEG 3350）1 ml を用い、80℃
で 10 時間加熱処理し、ナノ粒子プローブとして酸化亜鉛（ZnO（直径 500 
nm））5 mg を加えた。ZnO の X 線回折強度の時間揺らぎ（明滅）を自己相

関解析することで PEG 3350 の内部運動を計測した。PEG 3350 由来の X 線

ハロー領域の明滅にも運動情報は含まれているが、回折領域には結晶部の強

いピークと非晶部の低強度なハローが混在しているので、今回は ZnO のみを

解析対象とした。回

折像の取得には PF-
AR NW12A（X 線波

長: 1 Å、ビーム径: 
200 μm × 100 μ
m、検出機 : Dectris 
Pilatus3 S2M）を使用した。50 ミリ秒、5000 フレーム

で時分割計測し ZnO の回折リング領域、約 3000 ピクセ

ルに対して自己相関解析した結果、運動の大きさを示す

指標となる減衰係数（decay constant（/s））が熱処理に

よって増加し、運動が増大することがわかった。また、

回転拡散係数は 960 nrad2/s と非常に遅い運動であった。

本発表では、上に述べた PEG 3350 の熱劣化に加えて他

の高分子系の計測結果について説明する。 

[1] K. Nakayama, Journal of the Imaging Society of Japan, 56, 42-50 (2017). 
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       PF-AR NW2A 

ギガピクセルイメージング XAFS の開発と解析 

Development and Data Analysis of 
Gigapixel Imaging XAFS 

 
武市泰男 1、伊藤優成 1、丹羽尉博 2、木村正雄 2、小野寛太 1 

1阪大工、2KEK 物構研 
 

イメージング XAFS 法は、XANES スペクトルから得られる化学状態の分布を

比較的高速・高解像度で取得可能な優れた手法である [1]。我々は、PF-AR

の NW2A で広視野の化学状態分布を分析できるイメージング XAFS 装置を整

備してきた。ここでは、平行光とみなせるような大径の単色 X 線を試料に照射

し、透過光をシンチレータで可視光に変換しカメラ上に投影する。製鉄材料で

ある鉄焼結鉱のこれまでの分析を通じ、天然由来のマルチスケールに不均一

な試料においては数 mm あるいはそれ以上の視野での観察が不可欠である

ことを見出している。一方、鉄焼結鉱には化学状態に応じて多様な組織構造

が現れ、それらを見分けるにはサブミクロン程度の空間分解能が必要である。

この分解能は可視光の拡大光学系を用いれば可能であり、サブミクロン分解

能と cm 級の視野、すなわちギガピクセル級のイメージング XAFS を実現すれ

ば、広い視野中を mm スケールで伝播する化学反応の可視化と微細組織構

造の識別、狭い視野での分析では見落としがちな点在する化学状態の抽出を

両立することができる。 

10X の拡大光学系に最新の CMOS カメラ（浜松ホトニクス社製 ORCA-Quest）

を組み合わせ、実効ピクセルサイズ 0.46μm、1露光で 10MPx程度のイメージ

ング XAFS 装置を開発した。試料位置を動かして XANES測定を多数回行い、

結果をスティッチングすることで、最終的に半日程度の測定時間で 0.6GPx の

イメージング XAFS データを得ることができた。エッジジャンプやエッジエネル

ギーの抽出、特異値分解による成分マップの作成といった XANES 解析は、

ImageJ プラグインを開発して行った。サブミクロンの空間分解能と cm 級の広

視野を両立したことで、焼結鉱の組織形態と化学状態を直接比較できるよう

になった。また、ピアソン類似度を用いた標準スペクトルデータベースとの比

較により [2] 、各ピクセルのスペクトルを教師なし分類することで、従来行わ

れていた低倍率・広視野と高倍率・狭視野の組み合わせでは見落とされてい

た特異な化学状態分布を拾い出すことができた。 

[1] M. Katayama et al., J. Synchrotron Rad. 19, 717 (2012). 

[2] Y. Suzuki et al., npj Comp. Mat. 5, 39 (2019). 
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       NANO viewer，PILATUS-100K 

X線小角散乱によるマリモカーボンの構造評価 
Structural analysis of Marimo carbon structure  

by small angle X-ray scattering 
 

髙村康平，郡司浩之，江口美佳，能田洋平，小泉智 

茨城大学 

 

1. 緒言 

固体高分子形燃料電池の触媒には Pt 担持炭素が広く用いられている。本

研究では，炭素担体としてマリモカーボン(MC)を用いた。MC は Ni 担持酸化

ダイヤモンド(Ni/O-dia. )を核とし，カーボンナノフィラメント(CNF)が放射状に成

長した構造を持つ 1)。この CNF はグラフェンシートが積層した構造を持ち，Pt

はグラフェンシートのエッジに担持される。MC の CNF 間の空隙により，燃料

ガスの拡散性の向上が期待できる。CNFs の独特な構造は発電性能に影響を

与えるため，CNFs構造の定量的な評価が求められている。本研究では CNFs

構造を X線小角散乱で定量的評価を行った。 

 

2. 実験方法 

CNF の成長触媒である Ni/O-dia. を反応炉

で，550℃，3 時間，CH4 ガスと反応させ MC を

合成した。炭素源である CH4 ガスを 100～1000 

CCMの範囲で供給し，CNFs構造の異なるMC

を合成した。CNFs 構造を X 線小角散乱と走査

型電子顕微鏡(SEM)で評価した。 

 

3. 結果と考察 

Fig. 1 に CH4ガス流量 400 CCM で合成した

MCの CNFsの SEM像を示す。この SEM像か

ら 25～350 nm の繊維径を持つ CNF が観察さ

れた。平均繊維径を算出した結果，合成時の

CH4ガス流量が少ない MC ほど，繊維径が太く

なることがわかった。 

Fig. 2 に X 線小角散乱の結果を示す。

Beaucage の関数でフィッテイングを行い，CNFs

構造を評価した 2)。SEM 像と X 線小角散乱の

結果を比較し，CNFs構造について明らかにした。 

 

1）K. Nakagawa, et. al.；J. Mater. Sci. 44, 221-226 (2009). 

2）G. Beaucage, et. al.；J. Appl. Cryst. 28, 717-728 (1995). 

Fig. 1 CNFsの SEM像 

Fig. 2 MCの X線小角散乱 
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       MLF/BL19 

Effect of grain refinement on deformation-induced 

martensitic transformation studied by in situ neutron 

diffraction 
 
Wenqi MAO*, Wu GONG, Satoshi MOROOKA, Takuro KAWASAKI, Stefanus 

HARJO 

J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency 

 

Ultrafine-grained metastable austenitic steels are found to exhibit an excellent 

combination of strength and ductility owing to the enhanced strain hardening 

capability by deformation-induced martensitic transformation (DIMT). In recent 

years, extensive studies have been performed focusing on the relation between 

grain size and mechanical properties of metastable austenitic steels. It has been 

well demonstrated that the alteration of the transformation rate of DIMT by grain 

refinement has a very significant effect on the deformation behavior of metastable 

austenitic steels. However, the effect of grain refinement of the DIMT has not 

been fully clarified. Therefore, this work aims to elucidate the influence of grain 

size on the DIMT by using in situ neutron diffraction measurements. The 

neutron diffraction revealed that as grain size reduced, the initiation of the DIMT 

in the [111] austenite was much more delayed to the later deformation stage while 

[200] austenite was almost unaffected. The postponement of the transformation in 

[111] austenite is considered to be one of the reasons why the transformation rate 

of martensite was decreased. 
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       MLF-BL15 

中性子小角散乱による燃料電池触媒層の研究 

Small-Angle Neutron Scattering Study of a Fuel Cell 
Catalyst Layer 

 
鈴木淳市１、河村幸彦１、大石一城１、森川利明１、柴山充弘１、廣井孝介２、 

高田慎一２、川北至信２、大友季哉３、今井英人４、大木真里亜 4、朝岡賢彦 4、 

辻庸一郎 4、雨宮一樹 4 
１CROSS、２JAEA-J-PARC、３KEK-J-PARC、４FC-Cubic 

 
燃料電池の反応効率を向上させるためには、電子伝導やプロトン伝導に影

響を与えるカーボンやアイオノマーの構造、酸素の拡散や排出に影響を与え

る空隙の分布を調べ、最適な触媒層構造の指針を見出すことが重要である。

そのため本研究では、J-PARC MLF の中性子小角・広角散乱装置「大観」を

用いて炭素担体とアイオノマーの分散構造とアイオノマー層の厚さを評価する

手法の開発を行っている。 

2022 年度、中実担体触媒層（I/C 比=1.0）の中性子小角散乱断面積を調

温・調湿実験により評価した。まず、80℃、重水 100%の蒸気を用いて散乱断

面積の相対湿度(RH)依存性を評価したところ、特に q＞0.2A-1において RH の

増大に伴う減衰が観測された。散乱断面積の急減が 0%RH→2%RH の僅かな

RH の範囲で見られ、40%RH 以上では減衰はほぼ無くなった。このことは

40%RH で水蒸気がアイオノマー全体に浸入し切ったことを示すと考えられる。 

そこで次に、80℃、80%RH の軽水・重水混合蒸気を用いて散乱断面積の軽

水率依存性を評価した。特に q＞0.1A-1において散乱断面積は軽水率の増大

に伴い一旦減衰するが再び増大すること、それに伴い q〜0.2A-1 でアイオノマ

ピークと呼ばれるピークの強度が顕著に増大すること、さらにq＞0.5A-1におい

てアイオノマーに浸入した軽水素の量に比例する軽水素の非干渉性散乱断

面積が増大することが観測された。アイオノマピークの強度の変化は、アイオ

ノマ内に親水性、疎水性の 2つの領域が存在し、その領域間の散乱コントラス

トが変化することを示すと考えられる。 

軽水・重水混合蒸気を用いるコントラスト変化実験は、触媒層のアイオノマ

の散乱断面積に顕著な変化をもたらし、アイオノマの分散構造の評価に有用

であることも確認できた。今後、同手法を別の触媒層評価にも適用する計画

である。 

本研究は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

の補助事業「JPNP20003」、J-PARC MLF JAEA プロジェクト課題（2022P0700

（PI：大友））により行われた。 

P-060E(2022P0700) 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-060E(2022P0700) -



       KEK PF／BL-13B 

Rh(111)単結晶表面における CO2の解離プロセス 
Dissociation Process of CO2  

on Rh(111) single crystal surface 
 

村野 由羽，豊島 遼，近藤 寛 

慶大院理工 

 
【序論】 二酸化炭素（CO2）の有効活用は現代社会の重要課題である．ロジウ

ム（Rh）は CO2還元反応（CO2RR）を介したメタン合成触媒として期待される[1]．

その初期段階として，CO2解離による CO 生成が報告されている[2]．本研究は，

Rh 触媒上で CO2が時間経過とともに解離していくプロセスの解明を目指す． 
 

【実験】 CO2解離反応条件 (CO2圧 0.1 Torr, 室温) における Rh(111) モデル

触媒表面の吸着構造の時間変化を，準大気圧 X 線光電子分光 (NAP-XPS)

と偏光変調赤外反射吸収分光 (PM-IRRAS) を用いて観測した．また，密度

汎関数理論（DFT）計算を用いて，その吸着状態の同定を試みた． 
 

【結果・考察】 CO2 0.1 Torr 存在下の O 1s スペクトル（図 1 (a)）には，明瞭に

3 種類の吸着種ピークが存在する．O3(ads.)は原子状酸素のピーク位置と一

致し，これは CO2 が CO と O に解離吸着している証拠である．また，

O2(ads.)/O1(ads.)比率（図1 (b)）は時間とともに大きくなる傾向にあり，Rh(111)

表面の吸着構造が経時変化していることを示唆している．同じ条件で測定した

PM-IRRASスペクトルとともに，DFT計算結果に基づき，具体的な吸着構造変

化のプロセスを議論する． 

 
図 1. (a) CO2 0.1 Torr 存在下の O 1s XPS スペクトル，(b) その経時変化 

 

[1] Solis-Garcia, A. et al. Appl. Catal. B: Environ. 2022, 304, 120955. 

[2] Kim, J. et al. Nat. Commun. 2020, 11, 5649. 
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       PF BL-13A/B  

光触媒における光誘起電荷移動の In situ SXAS 測定 
In situ SXAS Measurement of Photoinduced Charge 

Transfer on Photocatalyst System 
 

Zi Wang 王梓 Ryo Toyoshima 豊島遼 Hiroshi Kondoh 近藤寛 

Keio University 慶應義塾大学 
 

Catalytic overall water splitting in the presence of a semiconductor 

photocatalyst with light irradiation has been studied extensively as a potential 

method to supply clean and renewable hydrogen. Domen and his co-workers 

have developed one photocatalyst system based on 𝐴𝐴𝐴𝐴 doped 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂3 (STO) 

with co-catalyst loading of 𝑅𝑅ℎ/𝐶𝐶𝑆𝑆2𝑂𝑂3  as hydrogen evolution reaction  

(HER) site and 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶 as oxygen evolution reaction (OER) site that gives up 

to 96 per cent of quantum efficiency at wavelengths between 350 and 360 

nanometers [1]. During photocatalytic reaction of water splitting, efficient 

photoinduced charge transfer to the co-catalysts is proposed from theoretical 

calculations, while has not been observed in in situ soft-X-ray absorption 

spectroscopy (SXAS) measurements.  

We have developed a new cell using Conversion Electronic Yield (CEY) 

mode to conduct in situ SXAS measurement at beamline 13A, with which we 

can introduce UV-Vis lights on sample surfaces under ambient pressure 

conditions and obtain surface-sensitive information on photoinduced charge 

transfer from bulk to co-catalysts. In situ SXAS measurements have been 

conducted for the STO photocatalyst with the co-catalysts loaded. Using the 

CEY mode under He flow with a saturated water vapor condition, partial 

oxidation of 𝐶𝐶𝐶𝐶 in 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶 OER co-catalysts has been observed with time 

evolution of in situ Co-L XA spectra under UV-Vis irradiation, which provides 

evidence for hole transfer from the STO bulk to the 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶 OER site. For a 

He flow only condition, however, the 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶  site exhibited no change in 

chemical state, which indicates that the oxidation does not procced without 

water vaper atmosphere. Furthermore, we observed from SXAS and XPS 

measurements under vacuum conditions that significant auto-reduction takes 

place both for 𝐶𝐶𝐶𝐶 and 𝑅𝑅ℎ in the co-catalysts under UV-Vis irradiation. It 

should be noted that environment medium around the catalysts strongly 

affects photoinduced chemical processes of co-catalyst surfaces. 

 

[1] Takata, T., Jiang, J., Sakata, Y. et al. Photocatalytic water splitting with a 

quantum efficiency of almost unity. Nature 581, 411–414 (2020).                     
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PF BL-2A 

YbCu2/Cu(111)表面合金における重い電子状態 

Heavy-fermion state of YbCu2/Cu(111) 
 
杉原弘基 1、中村拓人 2,1、陳奕同 1、LUBIS Muhammad Frassetia1、 

西原快人 1、湯川龍 3、田中清尚 4、北村未歩 5、組頭広志 6、木村真一 2,1,4 
1阪大理、2阪大生命、3阪大工、4分子研、5KEK-PF、6東北大多元研 

 
重い電子系物質では、伝導電子(c)と局在電子(f)の混成(c-f 混成)により、

有効質量が 104 に達する重い準粒子が出現する。最近の研究で、物質の次

元性もまた混成強度を強く変調させ、低次元で電子の有効質量が増大するこ

とが報告された[1]。しかしながら、通常の重い電子系は 3 次元の結合を持っ

た金属間化合物であり、低次元系はほとんど例がない。そこで本研究では、

貴金属(111)表面上に希土類金属を吸着させることで形成される、希土類貴

金属(RM2, R: 希土類, M: 貴金属)二次元表面合金に着目した[2,3]。この物

質では、4f 電子と伝導電子との混成によって完全二次元の重い電子状態が

実現できると期待される。本研究では、RM2 二次元表面合金の一つである

YbCu2/Cu(111) を作製し、角度分解光電子分光法(ARPES)を用いて表面電

子状態を観測することで、重い電子状態の出現を調査した。ARPES 測定は

PF BL-2A,UVSOR-Ⅲ BL5U,BL7Uにて行った。 

図 1 は、YbCu2/Cu(111)の ARPES スペクトルである。フェルミ準位直下に

Yb 4f7/2 に由来するフラットバンド、上に凸の放物線状のバンド(S1) 、フラット

バンドから別れて上に行くバンド(S2)が観測された。また、図 2 の角度積分ス

ペクトルでは、低温で近藤共鳴ピークが成長しており、重い準粒子の生成を裏

付ける証拠が観測された。発表では、詳細な温度依存性を報告し、表面重い

電子系合金において形成される電子状態について議論する。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
[1] H. Shishido, et al., Science 327, 980 (2010). 
[2] L. Fernandez et al., Nanoscale 12, 22258 (2020).  
[3] M. Ormaza et al., PRB 88, 125405 (2013). 
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図 1 : YbCu2/Cu(111)の ARPESスペクトル。 
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汚染土壌における経済的除染方法開発のための 

放射性 Cs 溶出条件の探索 
Exploring radioactive Cs elution conditions for 

developing economical decontamination methods 
for contaminated soil 

杉原誠１、菊地賢司 1、新村信雄 1、田中伊知朗 1,２ 

１ 茨城大院理工、２ 茨城大フロンティア 

 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により東京電力福島第一原子

力発電所事故が起こり、大量の放射性物質が福島県を中心とした広範囲に

拡散した。放射性物質の中でも特に 137Cs は大量に拡散され、半減期は約 30

年と長いことから経済的な方法で速やかに取り除く必要がある。 

放出放射性 Cs には二つの存在様式が報告されている。一つは、多数の元

素で構成されるシリカ系非晶質の不溶性顆粒状粒子に放射性 Cs が含まれて

いる存在様式[1-3]である。この粒子を土壌と 900℃加熱すると、粒子中の放

射性 Cs が土壌へ移動したこと[4]が報告されている。もう一つは、層状ケイ酸

塩鉱物の層間に放射性 Cs イオンが吸着されている存在様式[5]である。昨年

は上記二つの存在様式が土壌に混在していることを発表した[6]。以上を踏ま

え、900℃乾燥した汚染土壌に含まれる放射性Csの溶解性と、汚染土壌中放

射性 Csの一価陽イオンを含む水溶液への溶解性を調査した。 

本研究では福島県南相馬市で採取した汚染土壌を使用した。そして、ふる

い孔径 0.5μm のガラス濾紙と振とう機を使用し、900℃乾燥汚染土壌と純水

を振とう・濾過する実験を行い、900℃乾燥汚染土壌に含まれる放射性 Cs の

溶解性を調査した。さらに同様の実験を行ない、一価陽イオンを含む水溶液

への汚染土壌中放射性 Csの溶解性を調査した。 

乾燥の有無によって汚染土壌中放射性Csの溶解性に差は見られなかった。

また、土壌の風化によって放射性 Cs の溶解性は向上する可能性があること

が判明した。水和エネルギーの値からは Cs+の方が NH4
+よりもケイ酸塩鉱物

に吸着されやすい[7]と示唆されるが、同濃度のCsCl水溶液や(NH4)2SO4水溶

液と汚染土壌を振とう・濾過した場合、放射性 Cs の溶解性に大きな差は見ら

れなかった。従い、経済的な除染方法として(NH4)2SO4 水溶液は有効であると

考えられる。 

[1] K. Adachi et al., Sci. Rep. 3 (2013) 2554. 

[2] A. Yamaguchi, et al., Radiol. Med. Diag. Imag., 3(4) (2020) 

[3] N.Niimura et al., J. Environ. Radioact., 139, 234-239, (2015) 

[4] T. Okumura et al., Sci. Rep., (2018), 8, 9707 

[5] 山口等, 農業環境技術研究所報告, 31 (2012), 75-129 

[6] 杉原等,2021 年度量子ビームサイエンスフェスタ ポスター発表, PC3-34 

[7] 中尾淳, 学術の動向, 17 (2012), 40-45 
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       BL8B 

Thermal behavior of borax and crystal structures of 
anhydrous borax α-Na2B4O7 and γ-Na2B4O7 

 
Wataru NISHIYASU and Atsushi KYONO 

Division of Earth Evolution Sciences, University of Tsukuba,  
1-1-1 Tennodai, Tsukuba, 305-8572, Japan 

 
The thermal behaviors of borax Na2B4O5(OH)4·8H2O were investigated by 
thermal analysis, in-situ high-temperature X-ray diffraction, and quantum 
chemical calculation. The DSC curve showed the large endothermic peak at 349 
K corresponding to the dehydration of borax. The X-ray diffraction peak remained 
almost unchanged until 353 K. Above 363 K, the borax peaks gradually became 
less intense and were no longer observed at 393 K. The unit cell volume 
continuously increased with temperature, but it became constant just before the 
phase transition to tincalconite. The thermal expansion coefficient between 113 K 
and 323 K was 7.84 × 10–5 K–1. The a and c lattice parameters exhibited a slight 
increase trend with temperature, whereas the b lattice parameter significantly 
increased. The thermal expansibilities followed the order b/b0 >> c/c0 > a/a0. Na-
O bonds were isotropically expanded with temperature, but the B-O bonds 
essentially remained unchanged. Even after the phase transition to tincalconite, 
the B-O bonds and angles seem to be invariant. The increasing b lattice parameter 
closely relates with the elongation of O4···H7B hydrogen bond interaction along 
the b-axis. Molecular orbital calculation revealed that a positive electron cloud 
was shared on the two BO4 tetrahedra, leading to form a large electron cloud 
distribution over the B4O5(OH)4 cluster. The shared electron cloud possesses 
covalent bonding nature. The intramolecular interactions with substantial covalent 
character make the B4O5(OH)4 cluster quite rigid. The anhydrous borax α-
Na2B4O7 and γ-Na2B4O7 were formed during the dehydration process of borax. 
Most Na polyhedra in γ-Na2B4O7 exhibit larger coordination numbers and 
volumes than those in α-Na2B4O7. The cation eccentricities of α-Na2B4O7 tend to 
be larger than those of γ-Na2B4O7. The structural stability of fundamental building 
blocks (FBBs) in α-Na2B4O7 and γ-Na2B4O7 was lowered by dehydration and 
recrystallization. Consequently, α-Na2B4O7 and γ-Na2B4O7 possess FBBs with 
readily changeable connection geometries, which would cause a phase 
transformation between α-Na2B4O7 and γ-Na2B4O7 without any significant energy. 
 
Key words: Borax; Sodium tetraborate decahydrate; Dehydration; X-ray 
diffraction; Quantum chemical calculation  
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       PF BL-9C / PF-AR NW10A 

Au1-xAgxTe2系鉱物 krennerite と sylvanite の単結晶 XRD と

AuTe2のインコメンシュレート構造 
Single crystal XRD of Au1-xAgxTe2 minerals and 

incommensurate structure of AuTe2 
 

北原銀河１，吉朝 朗 2，徳田 誠 3，本宮秀朋１， 

門馬綱一 4，宮脇律郎 4，杉山和正 5 

１ 熊本大-院自然、２ 熊本大-先端科学、３ 熊本大-産業マテ、 

４ 科博、５ 東北大-金研 

 

 AuTe2 端成分組成の calaverite は常圧下ではインコメンシュレート構造を持

ち、10GPa 以上の高圧下で初めて規則構造になる。Au は 1 価と 3 価状態が

安定であり、Au1-xAgxTe2固溶体中の Au は混合原子価が想定される。合成研

究に基づいて calaverite では, Ag 量が x = 0.0-0.11, krennerite では x = 0.14-

0.25, sylvanite では x = 0.27-0.50 の組成範囲を有するとされてきた（Cabri 

1965）。今回 x = 0.12-0.13組成の krenneriteを発見し、krenneriteと sylvanite

の Ag の含有量に伴う構造変化や Te の結合状態など調査した。 

 USA 産 krennerite および Fiji 産 sylvanite について、化学組成分析とリガク

社製 XtaLAB Synergy-S による単結晶回折実験、PF BL-9C, PF-AR NW10A

での XAFS 測定を行い、これまでに構造解析されたものと組成の異なる 

krennerite, sylvanite の結晶構造、化学結合性の比較検討を試みた。構造解

析の結果, 両構造に共通して Au のみにより占有される席があることが確認

できた。Au のみの席は平面四配位である一方で、Au と Agが共存する席は

直線二配位の共有結合を形成している。Au と Ag が占有する他の席での, 銀

の占有量に関連して(Au, Ag)-Te 距離の系統的変化を発見した. 短い共有結

合性の Te-Te 距離が観測される。Te

原子による配位多面体は krennerite

では [Te3]
2-と [Te2]

2-、sylvanite では 

[Te2]
2-のみより結合される。インコメン

シュレート構造を有する AuTe2端成分

は構造や XANESの類似性から、非接

触型の Te-Te 結合が存在すると予想

される。先行研究や構造比較の結果

から Au1-xAgxTe2系での不規則構造

形成について議論する。 
Schutte & De Boer (1988)の平均構造解析の

データに基づく calaverite構造の熱楕円体。 
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       AR-NE5C 

6-6 加圧方式用の使い捨てフレームの開発と評価 
Development and evaluation of disposable type of 
plastic frames for high-pressure experiments in a 

6–6 compression mode 
 
渕崎員弘 1、和田智之 2、成田博貴１、中村克巳 1、田中公理 2，鈴木昭夫 3 

１ 愛媛大理、２ 新興工機(株)、３ 東北大理 

 
KEK-AR の NE5C に設置されたキュービックマルチアンビルプレス MAX-80

は 2011 年度から二段式の加圧方式がデフォルトモードとなった。物性分野で

は二段目も六方向からの加圧を採用する、所謂、6-6 加圧方式が採られてい

る。二段目アンビルサイズを試料交換とともに選択できる 6-6加圧方式は与え

られたビームタイム内において柔軟な実験が実施できるようになったという意

味では画期的であった。しかし、試料セルのみの交換を行う一段式の場合と

異なり、試料セルを抱き込む二段目アンビルの精密なセッティングを要するた

め、試料交換に要する時間が数時間に及ぶこともあった。このため、測定と同

時に交換準備が行えない限り、多大なビームタイムを失うことになり、6-6加圧

方式のメリットを活かせられない。そこで、二段目のアセンブル法を根本から

見直し、PEEK、あるいは POM を用いたプラスチックフレームと精密なアセンブ

ルが可能なツールの研究・開発を行った。これを用いることにより、一段式の

場合とほぼ変わらない 10 分程度の時間での試料交換を可能にした[1]。この

フレームとツール一式は新興工機(株)から製品として販売されている。 

一方で、PEEK/POM プラスチックフレームの弱点も、その後の実験使用を

経て明らかになった。ブローアウトにより異常終了を経験したフレームを使用

した場合、荷重印加とともに、試料セル自体の回転が生じ、実験継続ができな

くなる。ブローアウト時に散乱するアンビル小片により、プラスチック表面が著

しく劣化するため、6 個の二段目アンビルが印加荷重により、一様に中心に向

かって移動しないためである。このため、ブローアウト後も再利用可能なメタル

フレームを用いた従来のアセンブル方式に執着するユーザも多い。 

後者のユーザをも取り込むために PEEK/POM に近い切削可能性を有する

安価なプラスチック材料を模索した結果、アクリルとナイロンにたどり着いた。

アセンブルツールを共有できる形で設計し、MAX80 を利用して実証試験を行

った。PEEK/POM に比べ融点が低いため、試料温度 1000 K までの加熱に抑

えたが、この温度下で最初に設定した精度をほぼ保ったまま 100 トンまでの荷

重印加が可能であることを複数回確認した。ブローアウトが予想される実験用

にアクリル/ナイロンフレームの使用を推奨したい。 

[1] K. Fuchizaki, et al., Rev. Sci. Instrum. 92, 025117 (2021). 
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       PF-AR/NE5C 

非充填スクッテルダイト化合物の圧力誘起構造変化 

の高温高圧下その場観察 

In situ observation of pressure-induced structural 
changes in unfilled skutterudite compounds under 

high temperature and high pressure 
 

関根 ちひろ，淡路 功太, 新井 聖也，寺坂 聡志 

室蘭工大院工 

 
カゴ状物質である非充填スクッテルダイト化合物は，一般形MX3 (□M4X12)

（M = Co, Rh, Ir [8c サイト]，X = P, As, Sb [24g サイト]，□ はカゴ内部の空

隙 [2a サイト]）で表され，体心立方晶系の結晶構造（空間群 Im3", T5h）をもち, 

優れた熱電性能を示すことから熱電材料への応用が期待されている物質で

あるが, 従来の熱電材料に比べ熱伝導率k が高いという欠点をもつ．しかし, 

X 原子が形成する 20 面体のカゴの空隙にゲストイオン R を充填 (RxM4X12) 
することで, k が大幅に低減し，熱電性能が向上することが知られている.  

また，非充填スクッテルダイト化合物は，ある臨界圧力（Pc）以上の圧力下

で，カゴを形成する X 原子（24g サイト）の一部がカゴの空隙中（8c サイト）に

入り込むと考えられる圧力誘起構造変化（□M4X12 →XxM4X12-x）が起こること

が報告されている[1, 2]. この現象は圧力誘起自己充填反応と呼ばれ，X 原

子がカゴ内部に挿入されることで, k が低減することが期待でき，熱電性能の

向上が期待できる．しかし，自己充填反応が起こる圧力（Pc）は，室温で 20 
GPa 以上であり，高圧下の精密測定の困難さから，その発現機構は明らかに

なっていない． 
そこで，我々はこの現象の発現機構を解明するために，広い温度圧力範囲

において放射光 X 線を用いた高温高圧下その場観察実験を行なった．実験

には，自己充填反応の生じない 2 GPa で高圧合成した CoSb3, RhSb3, IrSb3

を出発物質として用い，白色 X 線と半導体検出器を用いて，エネルギー分散

法による粉末 X 線回折実験を行なった．圧力発生には，キュービックアンビル

プレス（MAX-80）を用い，常圧から 7.5 GPa，室温から 800℃の範囲で測定

を行なった．自己充填反応によりセル体積が増大することが知られているが，

一定の圧力下で昇温過程をその場観察することにより，顕著な体積変化を示

す臨界温度を見積もることで，臨界圧力（Pc）の温度依存性を調べた．その結

果，いずれの化合物も温度上昇とともに Pc は低下することが分かった．各試

料の温度-圧力相図の詳細について報告する． 
 
[1] A. C. Kraemer et al., Phys. Rev. B, 75 (2007) 024105. 
[2] K. Matsui et al., J. Physics: Conf. Ser. 215 (2010) 012005. 
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      ARNE1, BL18C 

希土類多ホウ化物の構造・価数と圧縮特性相関 
Correlation of compressive properties with structure 

and valence in rare-earth polyborides 
 

遊佐 斉 1、伊賀文俊 2 
1 物質・材料研究機構、 2茨城大院理工 

 
ホウ化物は、ホウ素比の様々な変化により、多様な構造を形成する。特に、

RB6, RB12 といった希土類多ホウ化物は、いずれも 24 配位のホウ素ケージ中

に希土類元素が位置する構造であるが、そのケージは RB6 が切頂立方体で

あるのに対し、RB12 は切頂八面体である。後者の R―B 距離は短くなり、サイ

ズの大きな希土類イオンを配置することが困難となるため、合成手段として、

高圧合成が有効と考えられてきた[1, 2]。我々は、レーザー加熱ダイヤモンド

アンビルセルにより、軽希土類イオンを有する CeB12, PrB12 について、高圧合

成を可能にし、同時に圧縮特性を CeB6, PrB6と比較測定することにより、体積

弾性率（B0）と構造の相関を明らかにしてきた[3]。その結果、RB12は 207～209 

GPa の B0 を有し、RB6 の B0=165～168 GPa に比べ、密度が低減するにもか

かわらず、大きな値を示すことが明らかとなった。最近、さらに、EuB12, NdB12, 

SmB12 等の合成をおこない、同様に圧縮特性を測定するとともに、EuB6, NdB6, 

SmB6 との B0 の比較をおこなった。これらの RB12 も前出の CeB12, PrB12 と、ほ

ぼ変わらない B0 を示したが、RB6 は EuB6, SmB6 に関して 15％程度低い B0 と

なり、顕著な差が見られた。これは、RB6 における、希土類イオンの価数が

Eu2+, Sm2.6+と Ce3+, Pr3+に比べ低価数であることに起因すると考えられる。また、

Yb2+である YbB6も、やはり EuB6と同程度に小さい B0を示すことも確認した。よ

って、RB6の場合、価数減少による 24 配位ケージの縮小が B0の低下に大きく

影響していることが考えられる。一方、RB12 は、価数揺動（Ce3.3+）を起こしてい

る CeB12 を含め、ほぼ同等の B0 を示している。配位多面体ではなく、ホウ素ク

ラスターに注目して構造を考えた場合、RB12 はホウ素 14 面体クラスターのフ

レームワーク構造を取っており、それがRB12の硬さを決定する主因であると考

えられる。よって、RB12の B0は、ホウ素ケージ内の希土類イオンのサイズにあ

まり依存せず、その堅牢なホウ素クラスターフレームワーク構造によって特徴

づけられることが考えられる。 

 

参考文献 

[1] J.F. Cannon, D.M. Cannon, H.T. Hall: J. Less-Common Metals, 56, 83 (1977). 
[2] 伊賀文俊, 高圧力の科学と技術 26, 216 (2016). 
[3] H. Yusa, F. Iga, and H. Fujihisa, Inorg. Chem. 61, 2568 (2022). 
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       BL-8B, BL-18C 

イオン液体[C10mim][BF4]の高圧下の相転移 

High-pressure phase transitions in ionic liquids: 

[C10mim][BF4] 
 

平野 嵩明、阿部 洋、岸村 浩明 

防衛大学校 機能材料工学科 

 

 
代表的なイオン液体のカチオンはイミダゾリウム（[Cnmim]+）である。n はア

ルキル鎖長で、n によってコンフォメーション自由度は多きく変化する 1)。また、

nと関連付けた液体のナノ不均一構造や新奇な物性も数多く報告されている。

我々のグループは[Cnmim][X]の高圧相転移の結晶多形や多経路性を系統的

に調べてきた。コンフォメーション多形とパッキング多形が競合する複雑な相

転移が発現する 2-5)。 

[C10mim][BF4]は圧力条件下で結晶が現れる。常圧下の液体（Ｌ）状態でブ

ロードなピークが観測される（図 1）。 

加圧時には 0.38GPa 以

上で [C10mim][BF4]の多結

晶体を得ることができた。

散乱波数をQ = 4π
sin𝜃

𝜆
とす

ると 5)、高圧下ではQ = 15

付近でのピークが低圧時と

比較して広角側へピーク位

置が変化し、ピーク強度が

低下した。高圧下での相転

移によって結晶構造が変

化したこと 2)による効果であ

ると考えられる。 

 
1) H. Abe, H. Kishimura, M. Uruichi, Spectrochim. Acta A 286 (2023) 121948. 

2) H. Abe, Y. Koyama, H. Kishimura, K. Matsuishi, J. Mol. Liq. 318 (2020) 113959. 

3) Y. Koyama, S. Shimomo, H. Kishimura, T. Takekiyo, Y. Yoshimura, H. Abe, K. Matsuishi, J. Mol. Liq. 335 

(2021) 116415. 

4) H. Abe, H. Kishimura, J. Mol. Liq. 352 (2022) 118695. 

5) H. Abe, Y. Koyama, S. Shimono, H. Kishimura, K. Matsuishi, Chem. Phys. 557 (2022) 111479. 
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図 １ [C10mim][BF4]の高圧の X 線回折パターン。 
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       MLF-BL11 

超高圧下における中性子回折実験のための装置開発 
Development of neutron-diffraction techniques 

under high pressure 
 

町田真一 1，中野智志 2，服部高典 3 
1CROSS、2物材機構、3原子力機構 

 
高圧中性子実験は水素原子を含む物質について、その高圧構造を調べる

ための強力なプローブとして利用が進められている。BL11, PLANET では、大

型の 6 軸マルチアンビルプレス、及び中型プレスによる低温～高温、40 GPa

までの高圧中性子回折実験が定常的に行われている。また近年の、ダイヤモ

ンドアンビルセル(DAC)の開発により、70 GPa 程度までの超高圧下における

中性子実験が可能となった。一方で、氷物質や水素化合物の研究では、100 

GPa を超えた圧力で、水素結合対称化や超伝導など、物質科学的に重要な

現象が起きることが示唆されているが、これらの現象を探査するためには到

達圧力が足りていない。そこで本研究では、DAC 装置を高度化することで、よ

り高圧下における結晶構造解析を実現することを目指した。 

このような高圧環境下での中性子実験・構造解析のためには、アンビルの

構造の最適化とともに、ガスケット素材の選択が重要となる。超高圧実験時は

必然的に試料体積が小さくなり、試料からの回折強度は減少する。その際、

ガスケット由来の回折線の強度が相対的に増加するが、仮に試料とガスケッ

トのピークが複数重なった場合、構造解析は非常に困難となってしまう。入射

中性子ビームをガスケットに照射しないようにすることも難しいため、ガスケッ

ト由来の回折線が出現しない null 素材の利用が望ましい。そこで、DAC を利

用した高圧中性子回折実験において、高精度の構造解析を行うことを目標に、

DAC実験用の null素材ガスケットの開発を行った。 

中性子ビームに対する null素材のガスケットとして、Ti-Zrおよび Mn-Cu系

の合金である M2052(73Mn-20Cu-5Ni-2Fe)を候補とし、高圧実験を行った。そ

の結果、Ti-Zrをダイヤモンドアンビルにより加圧を行うと、15 GPa付近でガス

ケットの破損が起き、それ以上の圧力発生が不可能であることが明らかとなっ

た。一方、M2052を用いた場合、少なくとも 43 GPaまでは、安定に高圧発生を

行うことができることが示された。さらに、中性子回折実験では、ガスケット由

来の回折線は観察されず、M2052合金は本測定条件において null素材として

振る舞うことが明らかとなった。 

発表では、M2052 のガスケットを利用した高圧実験における中性子回折デ

ータを示し、本合金の null素材としての有用性を報告する。 
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       PF BL-12C 

単層カーボンナノチューブに包摂された Se 鎖の構造 

Structures of Se chain encapsulated inside single-
walled carbon nanotube  

 
河口 怜央 1，池本 弘之 1, 藤森 利彦 2，宮永 崇史 3, 田渕 雅夫 4  

1富山大理工, 2筑波大学数理, 3弘前大理工, 4名古屋大 SR 研究センター  
 
 
 安定相の trigonal Se(t-Se) は、２配位共有結合による３回螺旋鎖を基本

構造とし、この基本構造間の相互作用によって３回螺旋鎖が並行に配列

している。本研究では、基本構造である３回螺旋鎖単体の構造を明らかに

するために、単層カーボンナノチューブ（SWCNT）に包摂された Se 鎖

（Se@SWCNT）の広域 X 線吸収微細構造（EXAFS）測定を PF BL-12C で

行った。 
 t-Se と Se@SWCNT の EXAFS 関数

をフーリエ変換した動径分布関数

|FT(r)|を図 1 に示す。共有結合に由来

する第一ピークは位置も高さもほと

んど同じであるが、鎖間最近接原子相

関に由来する 3.4Å付近のピークは

Se@SWCNTではほとんど消滅してい

る。このことは、Se@SWCNT におい

ても鎖状構造は残存しているが、鎖間

の相関は消失している、すなわち孤立

した３回螺旋鎖が CNT 内部に包摂さ 
れていることを示唆する。 
 非線形最小二乗法解析から、Se@SWCNT の共有結合長が 2.33Åであり

t-Se に比べて 0.04Å短いことが分かった。また、デバイ・ワラー因子の温

度変化の解析から得られる Einstein 温度から、力定数を求めた。

Se@SWCNT の力定数は 125 N/m であり、t-Se に比べると 6 N/m（6%）大

きい。これは、孤立化に伴って、Se 鎖の共有結合が強くなることを示唆

する。同族の Te においては共有結合の力定数の増加が 48 N/m（59%） で
あることと比較すると、Se における鎖状構造の孤立化の影響は小さい。

これは、鎖間最近接距離と鎖内最近接距離の比から推測されるように、t-
Te に比べて t-Se での鎖間相互作用が小さいことが関係していると考えて

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1: t-Se と Se@SWCNT の動径分布関数 

t-Se：黒点線、Se@SWCNT：赤実線 
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       PF BL-10C、PF-AR NW-10A 

EXAFS と SAXS による Sn ナノ粒子の構造解析 
Structure Analysis of Sn nano particles  

by EXAFS and SAXS 
 

得地 周紀 1，池本 弘之 1，宮永 崇史 2 

1 富山大理 2 弘前大理工 

 
14 族 Sn の結晶安定相は、常温・常圧では金属である正方晶β相(β-Sn)、

13.2℃以下では非金属であるダイヤモンド構造α相(α-Sn)である。理論計算

によると、Sn のナノ粒子(NP-Sn)はサイズが小さい領域ではβ相が安定であ

る[1]。本研究の目的は、NP-Sn の小角 X 線散乱(SAXS)、広域 X 線吸収微細

構造(EXAFS)解析を行って、そのサイズと局所構造を明らかにし、NP-Sn がα

相とβ相のいずれかであるかを明らかにすることである。 

油拡散ポンプ油（ネオバック SX）に対し

て Sn をスパッタリングして、NP-Sn を作製

した。PF BL-10C にて SAXS 測定を行い、

PF-AR NW-10A にて Sn の K 吸収端の透

過 XAFS 測定を行った。 

EXAFS 関数をフーリエ変換して得られ

た動径分布関数を図 1 に示す。最近接の

Sn-Snの原子相関が、α-Sn では 2.85Å、

β-Sn では 3.05Åに見られる。これに対

し、NP-Sn では 1.9Åと 2.85Åにピークが

ある。3Å付近のピークを非線形最小二乗

法で解析すると、Sn-Sn の最近接原子間

距離は、α-Sn では 2.81Å、β-Sn では 3.01Å、NP-Sn では 2.82Åである。

NP-Sn の Sn-Sn の原子間距離がα-Sn の値と誤差の範囲で一致している。

一方、SnO2 の Sn-O の原子間距離 2.052Å[2]に近い 1.9Åにも、NP-Sn ではピ

ークが観測されている。 

以上のことから、作製した NP-Sn はα相であるが、一部が酸化していると

考えられる。 

 

 
[1] N. G. Hörmann, A. Gross, J. Rohrer, et al. ： Appl. Phys. Lett. 107, 123101 (2015)    
[2] Wyckoff, R. W. G. Second edition. Interscience Publishers, New York, New York Rutile 

structure Crystal Structures, 1963, 1, 239-444  

図 1: NP-Sn、α-Sn、β-Snの 

動径分布関数|FT(r)| 
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       PF BL-6A, MLF BL16 

アルコール添加ミセルの構造と表面吸着挙動 
Structure and Adsorption of Micelles  

with Alcohol Additives 
 

根本文也 

防大電情 

 
界面活性剤は親水部と疎水部を併せもつ分子であり、ミセルを始めとした

分子集合構造を水中で形成する。ミセル形成能を特徴づけるパラメータが臨

界ミセル濃度（CMC）である。他方、アルコールは親水部（OH基）と疎水部（ア

ルキル鎖）からなるため、ミセルなどを形成する際に界面活性剤層へと貫入す

る Cosurfactant となることが期待できる。例えば cetyltrimethylammonium 

bromide (CTAB) とブタノールの混合系では CMC が上昇してミセル形成が

阻害されること、ヘキサノールとの混合系でミセルの異方性が増大することな

どが報告されている。 

本研究では、電荷とアルコールの鎖長がミセル形成能に対する影響を調べ

るため、CTAB, Sodium dodecyl sulfate (SDS) それぞれと鎖長の異なるア

ルコールそれぞれの混合水溶液に対し、表面張力測定（毛管上昇式表面張

力計）、小角X線散乱実験（PF BL6A）、動的光散乱測定（Zetasizer Nano S）、

中性子反射率測定（MLF BL16）を行った。例えば、CTAB とヘキサデカノール

の混合系において、CMC に大きな変化が見られないものの、固液界面にお

ける分子の積層構造がCTAB単体の単層から二層構造へと変化した（図1(a, 

b)）。この現象は、界面活性剤の層構造と層内の分子間相互作用が界面活性

剤単体の場合と比べて異なることを示唆している。SDS や他のアルコール種

の結果、ミセル構造との関係については、研究会当日に議論する。 
 
(a)     (b) 

  

図 1(a) CTAB とアルコール混合系の表面張力の濃度依存性。CMC はほぼ変化しない。

(b) CTAB 単体と混合界面活性剤の固体基板表面における中性子反射率測定結果。混合

系は長周期のフリンジが観測される。 
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SPring-8 BL40XU, PF-AR NW12A 

回折 X 線明滅法を用いた加硫天然ゴム内部の粒子動態解

析 
Observation of the rotational motion of particles in 
vulcanized natural rubber with the Diffracted X-ray 

Blinking method 
新井達也 1,2、坂口正紀 1、三尾和弘 2、佐々木裕次 1,2 

1東京大学新領域、2産総研－東大 OIL 

 
ゴムなどの高分子は複雑な階層構造を有しており、多様な分子運動が起きて

いる。そのため、高分子の物性を知る上では構造のみならず、内部での高分

子および共存するナノ粒子との相互作用や運動の理解が非常に重要である。

そのため、多様な空間・時間分解能で高分子の内部動態を測定する手法の

開発が望まれている。本研究ではこれまでにタンパク質科学で用いられてき

た回折 X線明滅法 Diffracted X-ray Blinking (DXB)を高分子材料に適応する

ことで、内部粒子の回転運動を測定した。サンプルとしては加硫天然ゴムを使

用し、ゴム内部の酸化亜鉛粒子の回転運動が力学的な特性とどのように関係

しているのかを明らかにすることを目的とした。具体的な測定手法としては、

サンプルに対して波長 1Åの単色 X 線を照射し、2 次元検出器にて時分割回

折像を取得した。温度と伸長制御は、Linkam TST350 により行った。測定した

酸化亜鉛(ZnO)由来の 1ピクセル毎の回折強度揺らぎを自己相関関数で解析

し、指数関数でフィッティングすることで減衰定数を算出し、これを用いることで

粒子の回転速度を比較した。図 1 には得られた回折像(A)、自己相関関数(B)、

減衰定数(C)を示した。200%の歪みまでは、歪み依存的に内部での粒子運動

が早くなることが明らかになった。一方、それ以上の歪みでは徐々に運動が遅

くなっていくことが明らかになった。これは、300%以上では結晶化の回折が出

現するため、結晶化の進行により粒子の運動が抑制されたためだと考えられ

る。さらに、内部での回転運

動に異方性が生じているこ

とも明らかになった。本手法

により、ゴム内部での粒子

の運動と、力学的特性を関

連付けることが可能になっ

た。本手法は様々な高分子

ナノコンポジットに適応可能

であり、それらの運動と機能

の関係性を明らかにする新

たな測定法として確立され

ることが期待される。 
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       MLF-BL17 

中性子が明らかにする埋もれたソフトマター界面の 

ナノ構造・ダイナミクス 

Nano-structure and Dynamics at Buried Interfaces of 
Soft Matters Revealed by Neutron Experiments 

 
青木裕之 1,2 

1原子力機構, 2高エネ機構 
 

 物体の界面においてはバルク内部と異なる物性が発現することが広く知ら

れている。界面の特異性についてはメゾスコピックスケールの物理現象という

基礎的な観点からの研究が広く展開されてきたが、界面物性の理解は接着・

接合技術やコンポジット材料の開発など実用上の観点からも非常に重要であ

る。中性子は物体への透過性が高く、非破壊で物体内部からのナノ構造およ

びダイナミクスに関する情報を得ることができるため、バルク内部の界面を評

価する優れた手法である。そのため、材料の基礎研究だけでなく産業利用を

視野に入れた実用材料の評価にも強力なツールとなるものと考えられる。し

かしながら、試料の状態の制約などから、実用材料を直接的に評価すること

は容易ではなかった。 

 本研究では、実用材料における界面の構造・ダイナミクスの評価を実現する

ため、不均一な界面を有する材料の界面解析技術を開発し、接着・粘着材料

などの界面構造及びダイナミクスを明らかにすることを目的としている。ディー

プラーニングなどの手法を取り入れることで、不均一界面の反射率測定や高

速化を行った。詳細については当日報告する。 
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JRR-3 SANS-J-Ⅱ 

SANS を用いた直鎖状および星状四級アンモニウム塩系 

トリメリック型界面活性剤が形成する会合体の構造解析 

Structural Analysis of Aggregates Formed by Quaternary 
Ammonium Salt-Based Trimeric Surfactants Using SANS 

守田つかさ、矢田詩歩、吉村倫一 

奈良女大院 

 

【緒言】従来の単鎖型界面活性剤の物性の向

上や機能性の発現を目指して、新しい構造のト

リメリック型界面活性剤の研究が行われてい

る。本研究では、ジアルキレントリアミン骨格の

直鎖状構造およびトリス（アミノアルキル）アミン

骨格の星状構造の 2 つのタイプの四級アンモ

ニウム塩系トリメリック型界面活性剤（3Cnlin-s-

Q、3Cntris-s-Q、nはアルキル鎖長で 8～14、s

は中心の四級アンモニウム基または三級アミノ

基と四級アンモニウム基との間のアルキレン鎖

長で 3、6、Fig.1）が水溶液中で形成する会合体の構造を調べ、アルキル鎖長、

スペーサー長、スペーサー骨格、界面活性剤の濃度が会合挙動に与える影

響について検討した。 

【実験】トリメリック型界面活性剤 3Cnlin-s-Qおよび 3Cntris-s-Qが水中で形成

する会合体の構造は、中性子小角散乱（SANS）、粘度、動的粘弾性、動的光

散乱などの測定により、25 ºC（3C14lin-3-Qは 35 ºC）で調べた。 

【結果と考察】3C12lin-3-Qの CMCの 600倍の濃度において、角周波数ωに

対する貯蔵弾性率 G’および損失弾性率 G’’

は、低ωでは G’ < G’’、高ωでは逆に G’ > G’’

となった。この挙動は粘弾性体に特徴的な挙

動のMaxwellモデルを表し、水中で紐状ミセル

の形成が考えられる。3C12lin-3-Q（CMC×

600）の SANSプロファイルを Fig.2に示す。プ

ロファイルは円柱モデルを用いて表され、良好

なフィッティング結果が得られた。フィッティング

の解析より、紐状ミセルの断面の半径および

長さを算出した。他の系に対しても同様にモデ

ル解析を行った。 

3Cnlin-s-Q 

3Cntris-s-Q 

Fig.1 Structures of linear- and 
star-type quaternary ammonium 
salt-based trimeric surfactants. 
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Fig.2 SANS profile (open black 
circles) and calculated scattering 
curve (solid line) of 3C12lin-3-Q at 
CMC×600 in D2O. 
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PF BL-6A, 7A, 7C, 10C, 15A2, 19A, MLF BL16 

軟 X線と中性子による高分子/フィラー界面評価 
Investigation of polymer-filler interface 

using soft x-ray and neutrons 
 
山田悟史 1, 宇津木茂樹 2, 熊井玲児 1, 清水伸隆 1, 山下翔平 1, 雨宮健太 1 

1高エネルギー加速器研究機構, 2総合研究大学院大学 

 
1835 年にフランスのルノーが世界初の合成高分子であるポリ塩化ビニルを

合成して 200年近くが経過した。その間、プラスチックや化学繊維、ゴム、接着

材、発光素子、電解質など様々な機能を有する多種多様な高分子が新たに

合成されるようになり、今や高分子材料は我々の生活と切っても切り離せない

存在にあると言っても過言ではない。ただし、高分子材料が単体で使用される

ことは稀で、通常は機能性などを向上させるために複合材として用いられる。

従って、新たな機能性を持つ高分子を合成することはもちろん、他の材料と組

み合わせる際の「足し算」のメカニズムを理解することもまた、産業的に重要な

意味を持つと言える。しかし、そのメカニズムを解明することは容易ではなく、

これまでは経験則に基づいて実サンプルを大量に作成し、それぞれの性能を

評価することによって条件の最適化が試みられてきた。ところが、材料があま

りにも複雑化した昨今においてこのやり方には限界が生じており、産業界も量

子ビームなどの最先端計測技術を活用することで、背景にある発現機構を理

解した上で、それをヒントに材料開発を行うというステージに移行しつつある。 

このような状況に対し、本申請では量子ビームの専門家集団として学術的

興味と産業的興味を兼ね備えた課題についてマルチビームを利用した新奇解

析手法を提案する。具体的には、燃料電池の触媒層（マトリクス：ナフィオン®

等のアイオノマー、フィラー：白金を担持したカーボンブラック）について、以下

のような放射光 X 線と中性子線を組み合わせた評価方法を適用し、シングル

プローブではなし得なかった多面的評価の先鞭を付ける試みを行っている。 

✓ X 線反射率・斜入射小角散乱と中性子反射率を組み合わせた、マトリク

ス/フィラー界面におけるナノ構造のマルチコントラスト解析 

✓ 吸収端近傍 X線吸収微細構造・深さ分解 XAFS測定によるマトリクス/フ

ィラー界面における化学状態の解析 

✓ 斜入射・斜出射蛍光 X 線分析法による深さ方向に対する微量元素の濃

度分布解析 

✓ 走査型透過 X線顕微鏡を用いた実材料におけるマトリクス/フィラーの分

布と、化学状態の解析 

本講演では、これまでに行った硬X線・中性子を用いたナノ構造解析および軟

X 線吸収分光の結果を紹介すると共に、現在製作中の軟 X 線薄膜解析装置

について、設計思想および今後の計画を示す予定である。 
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       MLF-BL20 

中性子小角散乱と中性子ラジオグラフィを組み合わせた 

プラスチックス射出成形金型内部のその場観察 

In-situ observation of the plastic injection molding 
by combining small angle neutron scattering and 

neutron radiography 
 

高橋寛多、能田洋平、小泉智 

茨城大院理工 
 

1. 背景 

プラスチックスの射出成形においては、成形不良を防ぐために、金型

内部における高分子の流れる速度や樹脂の冷却速度等の適切な管理

が求められる。これらの成形条件は、技術者の経験則をもとに設定さ

れることが多い。そこで我々は、中性子の重元素透過性と軽元素感度

を生かし、中性子ラジオグラフィ(NR)による、金型内部における樹脂

の挙動の可視化に加えて、中性子小角散乱（SANS）により、高分子の

高次構造の観点から成形品を評価する手法を提案する。 

2. 実験 

NR および SANS は、J-PARC MLF BL-20（iMATERIA）において実施した。 

燃料電池用大気容器エレベーターに据え付けた卓上射出成形機に、油圧

式シリンダを取り付け、油圧ポンプを用いて測定中に遮蔽体外から樹脂の

射出注入操作が行える仕組みを作成した。測定試料として、高密度ポリエ

チレンのペレットを、ヒーター温度 230℃で溶融させた後、Al 製または SUS

製金型に射出注入し、厚さ 2 mm のダンベル状引張試験片型に成形した。

樹脂の小角散乱測定位置を選択するため、イメージングカメラで射出注入

過程の撮影を行なった後、あらかじめ同条件で成形した樹脂に対して実施

した X 線小角散乱測定において、ポリエチレン特有のシシーケバブ構造が

確認された位置に対して、SANS 測定を実施した。 

3. 結果 

Al 金型、SUS 金型のいずれにおいても、NR によ

る金型内部での樹脂の挙動の撮影に成功した。

Al 金型における画像の方が、SUS 金型における

ものよりも樹脂を鮮明に捉えることができた。これ

は、Al の方が SUS よりも中性子の透過性に優れ

ることから、樹脂部分と金型部分のコントラストが

大きくなったためと考えられる。中性子小角散乱

データの解釈と、今後の解析における課題につい

ては当日議論する。 

図.NR により撮影した、射出

成形過程の Al 金型内部 
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PF-AR NW12A など 

フルオロアルキルアクリルポリマー表面の分子動態計測 
Molecular Motion Measurements  

on Fluoroalkyl Acrylate Polymer Surface 
 

1, 2稲益礼奈、2山口央基、1新井達也、3引田理英、4三尾和弘、1, 4佐々木裕次 
1東京大学大学院新領域創成科学研究科、2ダイキン工業株式会社、 

3高エネルギー加速器研究機構、4産業技術総合研究所 

 
＜緒言＞ 

 高分子材料は、基本単位のモノマーが連結した鎖状分子、鎖状分子が凝集

した結晶部・非晶部など、高次構造を形成することで多様な物性を示す。特に

パーフルオロアルキル基を有するアクリルポリマーは、小さい表面自由エネル
ギーを示す-CF3 基が表面に配列することで高い撥水性を発揮する。連続撮影

した X 線回折像の回折輝点揺らぎから分子動態情報を算出する「回折 X 線

明滅（Diffracted X-ray Blinking：DXB）法」を表面に適用し、撥水性との相関を

考察したので報告する。 

 

＜方法・結果＞ 

 フルオロアクリルポリマー1 wt%溶液を Si基板上にスピンコートし膜厚約 100 

nm の薄膜を作成した。ラボX線を用いて、全反射臨界角以下になるよう入射
角度約 0.07°で薄膜の反射測定を行った。500 ms ごと 2000 枚ずつX線回折

像を撮影し、分子動態の指標である減衰係数を室温から約 50°C の各温度で

算出した。すると 30°C 付近で表面の分子動態変化が観察され、撥水性変化

に影響している可能性が示された。また、PF-AR NW12A において透過 DXB

法によるバルクの温度変化計測も行った。 

 
図 1 全反射 DXB法の装置配置図 

＜参考文献＞ 

1) T. Arai, et al., Structural Dynamics, 8, 044302 (2021). 
2) R. Inamasu, et al., Polymer Journal, in press 
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       MLF-BL16 

NR法と QCM法を組み合わせた固体界面における 

メチルセルロース水溶液のゲル化挙動評価 

Characterization of Gelation Behavior for Aqueous 
Methylcellulose Solution by Combining NR and QCM 
 

山岡 賢司・藤井 義久・鳥飼 直也 

三重大院工 

 
温度変化により水に対する溶解性が著しく変化する刺激応答性高分子は、

熱応答性高分子とも呼ばれ、固体表面に吸着またはグラフトすることで、温度

変化により表面性状を制御し、細胞接着性などの機能性を付与することがで

きるインテリジェント材料として広く注目を集めている。固体界面における吸着

状態を考えると、界面に束縛された分子鎖はバルクと比較して分子運動性の

低下が予想される。そのため、界面に特異的な構造と物性は、熱応答性高分

子の機能にも影響すると考えられるが、詳細については未解明な部分が多い。 

本研究では、メチルセルロース（MC）水溶液が示す熱応答性に着目した。

水溶液中の MC 鎖は、加熱により脱水和を起こし、疎水性凝集することで、ネ

ットワーク構造を形成する熱可逆的なゲル化挙動を示す。固体界面近傍では

MC 鎖の運動が束縛され、ゲル化挙動が変化することが予想される。そこで、

中性子反射率（NR）測定に基づく界面構造解析と水晶振動子マイクロバラン

ス（QCM）法を応用した界面粘弾性計測を組み合わせ、固体界面近傍におけ

る MC 水溶液の構造と弾性率の温度変化から、界面に束縛された MC 鎖が

ゲル化挙動に及ぼす影響を評価した。 

NR測定は BL-16 SOFIA(J-PARC, MLF)で実施し、MCの重水溶液と水晶

振動子を模倣した金（Au）基板との界面近傍における MC 鎖の凝集構造に及

ぼす温度の影響を評価した。界面において、MC 鎖は Au 表面に吸着し、

MC/Au間の長距離引力相互作用によってMCが界面濃縮していることを明ら

かにした。さらに、MC の界面濃縮の程度は、ゾル-ゲル転移とも相関を示し、

熱可逆的に変化することが明らかとなった。 

QCM測定では、Au電極を有する水晶振動子を使用し、MC水溶液のゲル

化温度（Tgel）の分析深さ依存性を評価した。分析深さは、QCMの測定周波数

を変化させることで制御した。MC 水溶液の Tgel は、QCM で測定した共振周

波数変化から見積った弾性率の温度依存性から決定した。Tgel は、NR 測定

で観察された MC の界面濃縮に従って低下すると予想されたが、Au 界面に

近づくにつれて上昇する傾向を示した。これは界面に束縛され運動性の低下

した分子鎖が、ゲル化を誘起するMC鎖の凝集を抑制したためと結論した。 
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       MLF-BL20 

固体高分子形燃料電池の中性子線によるその場観察 
In-situ observation of polymer electrolyte fuel cells 

using neutron beams 
 

照沼壱正１、泉妻英樹２、能田洋平３、小泉智３ 

１茨城大学工学部物質科学工学科、２日立電機工業、３茨城大学量子線科学

専攻 

 
固体高分子形燃料電池は、現在では住宅や自動車で実用が始まった。本

研究の目的は、作動状態にある固体高分子形燃料電池の内部の水の所在を

確認できる「その場計測技術」として、小角散乱とラジオグラフィの同時計測技

術を開発することである。 

燃料電池では、発生した水が触媒付近に溜まると、反応に必要な燃料ガス

の供給が滞り、セル電圧の低下の原因となる。これをフラッディングという。そ

のため、燃料電池での水管理は重要であり、発電中の電池の内部の観察の

ようなマクロスケールでは透過性の高い中性子線による透視画像観察が有効

である。 

燃料電池の電解質膜にはフッ素系高分子電解質膜のナフィオンが用いら

れている。ナフィオンの一次構造は疎水性の主鎖骨格に親水性のスルホ基を

有する側鎖がある櫛形である。このような高次構造の観察のようなミクロスケ

ールでは小角散乱が有効である。 

本研究では、大強度陽子加速器 J-PARC の物質生命実験施設 MLF の茨

城県材料構造解析装置 iMATERIA(BL20)を用いて実験を行った。 

この実験では、温度、膜抵抗、画像、小角散乱の同時計測を行った。今回

は発電前の状態や加熱下での予備実験を行った。実験の手順は、まず室温

で乾燥状態を計測し、次に水を注入して室温の膨潤状態、その次に 80℃まで

加熱したときの状態、最後に 105℃まで加熱したときの状態を計測した。この

実験では、温度が上昇すると膜抵抗が減少するという結果が得られた。また、

ラジオグラフィを用いて得られた画像では 80℃から 105℃まで加熱したときの

燃料電池内の水の動きを観察することができた。温度が上昇することで燃料

電池の上側がよく乾燥し、下側では部分的に乾燥している画像が得られた。 

中性子ラジオグラフィの画像観察を手掛かりとして、燃料電池の燃料ガスの

流路を特定して、各場所において中性子小角散乱の計測を行った。フラッディ

ングをしている下部から、液水が存在しない上部にわたって 1mm の間隔で場

所依存性の観察を行った。この実験では触媒層、電解質膜、流路等の液水の

干渉性散乱、非干渉性散乱の場所依存性を観測できた。 

今回の実験では、発電前の状態や加熱した状態での温度、膜抵抗、画像、

小角散乱を得られた。 
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       SPring-8-BL40B2, JRR-3-SANS-U 

SAXS および SANS によるアミノ酸-糖ハイブリッド 

界面活性剤の会合体の構造解析 
Structural Analysis of Aggregates of Amino Acid-Sugar Hybrid 

Surfactants Using SAXS and SANS  
 

長濱佑美１、岩瀬裕希２、矢田詩歩１、吉村倫一１ 

１ 奈良女子大学大学院、 ２ 総合科学研究機構（CROSS） 
 

【緒言】アミノ酸にグリシン、糖にラクトース、マルトース、セロビオース

を用いた新規アミノ酸－糖ハイブリッド界面活性剤が水溶液中で形成す

る会合体の構造を X 線小角散乱（SAXS）と中性子小角散乱（SANS）の相補

利用により調べた。比較としてマルトースを用いた糖型界面活性剤の会合

体の構造を調べ、アミノ酸と糖のハイブリッドの影響について検討した。 
【実験】アミノ酸－糖ハイブリッド界面活性剤（CnGlyLac、CnGlyMal、
CnGlyCel、nはアルキル鎖長で 10〜16）および糖型界面活性剤 C10Malの
会合体の構造は、SAXS（SPring-8、BL40B2）と SANS（JRR-3、SANS-U）を

中心に、粘度、動的粘弾性、低温透過型電子顕微鏡の測定により調べた。 
【結果と考察】C12GlyMalの水溶液における粘度のずり速度依存を Fig. 1に
示す。低濃度（10～250 mmol dm−3）ではミセルの形成が確認され、濃度

が 500 mmol dm−3に増加すると、shear thinningの
挙動を示し、動的粘弾性の周波数依存から粘弾性

体に特徴的な挙動の Maxwell 型モデルを示すこと
から紐状ミセルの形成が認められた。さらに高濃

度になると、ゲルに転移した。一方、糖型の C10Mal
は 40 ºC で溶解した濃度範囲で小さなサイズのミ
セルを形成した。C12GlyMal の SAXS プロファイ
ル（Fig. 2）より，10 mmol dm–3では低 q領域で I 
(q) ~ q–1であり、粘度とずり速度の関係を考慮する

と、棒状ミセルであることがわかった。C12GlyLac、
C12GlyMal、C12GlyCelの SAXSプロファイルに対
して、コア−シェル円柱モデルおよびコア−シェル
楕円体モデルを用いてフィッティングによる解析

を行い、コアとシェルのサイズ、会合数、水和数を

見積もった。C12GlyMalは C12GlyCelと C12GlyLac
と比較して大きなサイズの楕円状ミセルを形成す

ることがわかった。SANS プロファイルに対して
もモデルを用いて解析を行い、SAXS の結果とあ
わせて会合体の構造やサイズを検討した。 

Fig. 2 SAXS profiles for 
C12GlyMal at 25ºC.  

Fig. 1 Shear rate dependence 
of viscosity for C12GlyMal. 
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                            MLF-BL15 

小角散乱を用いたグリシンを対イオンに有するジェミニ型 

カチオン界面活性剤の会合体の構造解析 
Structural Analytics of Aggregates of Quaternary-

Ammonium-Salt-type Gemini Surfactants with 
Glycine in Counterion Using Small Angle Scattering 

王 珊 1,2，岩瀬裕希 3，高田慎一 2，矢田詩歩 1，吉村倫一 1 
1奈良女大院，2原子力機構 J-PARC，3CROSS 

 
【緒言】 我々はこれまでに、界面活性剤とイオン液体の両方の性質を併せも

つ四級アンモニウム塩タイプの両親媒性イオン液体を開発した。しかし、これ

らは対イオンにフッ素原子を有するために、水溶性が低く水中でのミセル形成

は認められなかった。そこで実用的な見地から、両親媒性イオン液体の水へ

の溶解性や環境・人体に対する安全性を高めるために、アミノ酸の一種のグ

リシンを対イオンとするジェミニ型四級アンモニウム塩両親媒性化合物 

（2Cn(2-O-2)Gly、nはアルキル鎖長で n = 8、10、12、14、Fig. 1）を開発した。こ

れらの臨界ミセル濃度は、Br－を対イオンとする 2Cn(2-O-2)Br と比べて、はる

かに低いことがわかった。また、水中で形成さ

れるミセルの構造は、対イオンによって変化す

ることが予想される。本研究では、そのミセル

の構造を中性子および X 線小角散乱法

（SANS・SAXS）を用いて解析した。 

【実験】水溶液中の 2Cn(2-O-2)Glyのミセル構造の鎖長（n）および試料濃度依

存性をそれぞれ検討した。測定は J-PARC・MLF の大観（BL15）、SPring-8 の

BL40B2 および J-PARC 研究棟に設置された SAXS 装置（Anton Paar 

SAXSpoint 5.0）を用いて試料温度 25 ºCで行った。 

【結果と考察】2C12(2-O-2)Gly の 250 mmol dm–3の重水溶液の SANS および

水溶液の SAXS プロファイル（25 ºC）を Fig. 2 に示す。両プロファイルにおい

て、q = 1.2 nm−1にピークが観測された。このピークは、水溶液中で 2C12(2-O-

2)Gly が形成するミセルの表面電荷による粒子

間相関を反映している。この q 領域よりもさらに

高 q領域では、SANS と SAXS の間に大きな差

が観測された。これは散乱長密度分布の違いを

反映している。そこで、特徴が異なる SANS と

SAXS のプロファイルに対して、表面電荷を有す

るコア—シェル回転楕円体モデルの理論散乱関

数を用いたモデルフィッティングによる解析を行

った。本発表では、実験結果の詳細とモデルフィ

ッティング解析の結果について報告する。 

Fig.1 Structure of 2Cn(2-O-2)Gly. 

Fig.2 SANS and SAXS profiles of 2C12(2-O-

2)Gly at 250 mmol dm-3 in D2O and H2O. 
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       KEK-PF BL5A/Spring-8 BL44XU 

磁気浮上装置の疑似微小重力環境における 

ニワトリ卵白リゾチームの結晶化実験 
Crystal growth of hen egg-white lysozyme crystal 

exploiting a quasi-microgravity space by a magnetic 
levitation device 

 
高橋 圭太 1、阪本泰光 2 

１学習院大学理学部物理学科、２岩手医科大学薬学部構造生物分野 

 
宇宙環境のような微小重力下で行われる構造解析向けタンパク質の結晶

化実験では、密度差対流の抑制の効果によって結晶の大型化や回折分解能

の向上が報告されている [1]。一方、超伝導電磁石等の磁場源を用いれば磁

気浮上現象により地上でも物体を浮上することができる。本研究グループは、

小型磁場源である高温超伝導バルク材料を用いて「卓上型磁気浮上装置」を

開発し“疑似的な”無重力環境で種々の反磁性体の浮上を実現した[2]。本研

究では、当該浮上装置を結晶化過程に伴う拡散・対流の制御による高品質結

晶生成システムとして運用するべく、結晶化実験と分解能の評価を行った。 

冷凍機冷却機構を含む磁気浮上装置は、真空容器内の超伝導バルク積層

構造体を磁場中冷却により 21 Kで着磁し、容器外の開放ボア空間(Φ25 mm)

において最大磁場 7.9 T 及び磁気力場-1550 T2/m を得た。結晶化実験はカ

ウンターディフュージョン法で行うとし、キャピラリにタンパク質溶液(40mg/ml

ニワトリ卵白リゾチーム、0.1M 酢酸バッファ pH4.7)を充填し、下端のアガロー

スゲルを通してリザーバ溶液(3.4 M NaCl)を拡散させた。温度

19.7℃に調整した装置のボア内に２週間静置した後、キャピラリ

内に離散した結晶を確認した(図１)。地球重力下の対照実験を実

験室で磁場なしの条件で別途行い比較対象とした。X 線回折実

験を SPring-8 BL44XU で行った結果、最大分解能は微小重力

下：1.00Åに対し重力下：0.84Åであった。 

磁場中のその場観察の結果では約 61 時間以内に結晶化が

完了しており、拡散現象と結晶化がむしろ早まった懸念がある。

セルの配置スペースの事由から、ゲルの長さを対照実験の半分

程度としたことが要因と考えられる。今後、結晶生成を遅延させ

るプロセス設計を結晶成長学と磁気科学の両面で検討する。ま

た、セル内の系が有する磁気浮上の形態について議論する。 

 

【参考文献】 

[1] S. Takahashi et al., JJACG (2016), 43(2), 47-53. (Japanese) 

[2] K. Takahashi et al., Supercond. Sci. Technol. (2022), 35, 054003. 

図１磁場中で結晶化したリゾチーム 
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       PF BL-5A 

Staphylococcus aureus が産生するセリンプロテアーゼ 

ETDの立体構造解析 

Structural analysis of a serine protease ETD from 
Staphylococcus aureus 

 
佐藤柊 1、西藤公司 2、Xu Guo2、Rokaia Fathi Said Ragab2、Ahmed 

Elfadadney2、小薗拓馬 1、西河淳 1、殿塚隆史 1 
1東京農工大学大学院農学府応用生命化学プログラム 

2東京農工大学大学院農学府共同獣医学専攻 

 
【緒言】 黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus が産生するタンパク質である
表皮剥脱毒素（Exfoliative toxin）は、水疱性膿痂疹などの水疱の形成を伴う

疾患を誘導する病原性因子として同定されている。このタンパク質は、皮膚の

細胞接着タンパク質であるデスモグレイン-1（Dsg-1）を特異的に分解するセリ

ンプロテアーゼで、この分解により皮膚の細胞接着を失わせることで、水疱の

形成を誘導する。Exfoliative toxin は特定の動物種の Dsg-1 のみを分解する

という極めて狭い範囲の特異性を持つことが知られているが、その厳密な基

質認識を可能にするメカニズムは未だ明らかになっていない。本研究では、厳

密な基質認識を可能にする構造的な決定因子を探ることを目的として、S. 
aureusが産生する 4 種類の Exfoliative toxin のうち未だ立体構造が明らかに

なっていない Exfoliative toxin D（ETD）について、X 線結晶構造解析により立

体構造を決定した。 

 

【方法】 His タグを付加した ETDを組換え大腸菌で発現させ、Ni-NTAアフィニ

ティークロマトグラフィーにより精製した。限外ろ過により濃縮した後、ハンギン

グドロップ蒸気拡散法により結晶化を行った。高エネルギー加速器研究機構

にて X線回折データを収集し、ETDの立体構造を 1.85 Å分解能で決定した。 

 

【結果】 ETDは、立体構造が既知の他の Exfoliative toxinと同様に、二つのβ

-バレルが垂直に配置したキモトリプシン型の立体構造を持つことが分かった。

また、他の Exfoliative toxin と立体構造を比較することによって、構造中のいく

つかのループが基質特異性に関与している可能性が示唆された。 
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       PF BL-1A 

フィトクロモビリン合成酵素 HY2 の中性子結晶構造解析に

向けた結晶性改善への取り組み 
Efforts to Improve the Crystal Qualities of 

Phytochromobilin Synthase, HY2, for Neutron 
Crystal Structural Analysis 

 
藤田有紀１, 杉島正一 2, 海野昌喜 1,3 

１茨城大院・理工, 2久留米大・医, 3茨城大・フロンティア 

 

 
フェレドキシン依存性ビリン還元酵素 HY2 は、フェレドキシンによって供給さ

れる電子を使用して、ヘム代謝産物であるビリベルジン（BV）を部位特異的に

還元し、フィトクロモビリンを生成する酵素である。HY2(WT：野生型)-BV 複合

体の X 線結晶構造は明らかにされており、BV 付近の構造から反応機構が推

測されているが、さらに詳細に反応機構を解明するため、水素原子の挙動を

観測できる中性子構造解析用の大型結晶作製が必要不可欠である。しかし、

HY2(WT)-BV の結晶は小さく針状であることから、まず、分子パッキング改善

のため、Met89 をアルギニンに置換した M89R 変異体を作製した。さらに、精

製時の二量体形成を除去するため、4 つのシステイン残基をセリン残基に置

換 し た HY2(M89R+4CS) お よ び 、 Cys307 を セ リ ン に 置 換 し た

HY2(M89R+C307S)変異体を作製し、結晶化条件の探索を行った。 

大腸菌の発現系により得られた HY2変異体を精製し、基質 BVの滴定を行

うことで、BV の適量を見積もり、HY2-BV 複合体を得た。スクリーニングキット

を用いて結晶化条件を絞り、その条件を基にシッティングドロップ蒸気拡散法

で結晶化を行った。沈殿剤濃度、緩衝剤の pH、またはドロップの容量、タンパ

ク質の濃度を変えた条件を検討し、得られた結晶の X線回折実験を行った。 

HY2(M89R+4CS)-BV複合体結晶のＸ線回折実験の結果、1.5Åの分解能に

相当する回折強度データを得て、空間群 P212121、格子定数 a＝42.49 Å, b＝

56.77 Å, c＝129.71Åと決定することができた。この構造を HY2（WT）-BV の

構造と比較すると、BVと BV付近の構造に大きな変化は見られなかった。よっ

て、引き続き HY2(M89R+4CS)-BV 複合体を用いて結晶化を行い、その結果

1.5 mm×0.5 mm×0.1 mmの大型の結晶を得た。現在、中性子結晶構造解析

により適した結晶の作製のため、さらに大型の結晶を得るための条件の再検

討を行っている。 
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BL-17A        

硫酸アンモニウムによるタンパク質の結晶化における 

多糖化合物の添加効果 

Influence of Glycan Agents on Protein 
Crystallization with Ammonium Sulfate 

郭 艶 1、星野 忠次 1  

1 千葉大学大学院薬学研究院  
 

Aim: Structural information from the high-resolution crystal analysis is 
advantageous for designing novel pharmaceutics or engineering functional 
proteins. Obtaining high-quality protein crystals is, however, a hurdle. 
Ammonium sulfate (AS) is frequently used as a precipitant for modulating the 
solubility of the protein. The inclusion of glycans in salt-type precipitants is 
sometimes effective for improving the resolution of X-ray diffractions of protein 
crystals. However, the reason why organic chemicals enhance protein crystal 
growth is not well clarified. The aim of this study is to elucidate the reason for 
glycan agents enhancing protein crystallization.  
Methods and Results: Two kinds of protein, influenza virus polymerase acidic 
subunit N-terminal domain (PAN) and chitosanase, were crystallized by AS 
solution including glycoside-glycan, trehalose and 3α,7α,12α-tri-((O-β-D-
glucopyranosyl) ethyloxy)-cholane (Facade-TEG), respectively. Both crystals 
diffracted better than the crystals obtained in our previous work. The calculation 
models for PAN and chitosanase were built from the respective crystal structures 
in the presence of glycan agents. Molecular dynamics simulations were performed 
for the model systems consisting of glycans and proteins to clarify their 
interaction. Root mean square deviation (RMSD), the radius of gyration (Rg), and 
B-factors were obtained from simulation trajectories, indicating the stability of 
the glycan binding. The binding free energy showed that hydrophobic interactions 
primarily stabilize the complexes. The relationship between the electrostatic 
potential around the proteins 
and glycan binding was 
closely examined in the 
simulations. Most of the 
glycan-binding sites were at 
the boundary regions 
between the positive and 
negative areas of 
electrostatic potential, where 
the absolute values of the 
electrostatic potential were low. 
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       PF／BL-1A, 5A 

緑膿菌由来の酸素結合タンパク質 

マイクロヘムエリスリンの構造解析 
Structural Analysis of the Oxygen-binding Protein 

Microoxic Hemerythrin from P. aeruginosa  
 

南本晃希 1, 北西健一 2, 海野昌喜 1,3 

1茨城大工、2東京理科大理、3茨城大フロンティア 

 

ヘムエリスリン(Hr)は、海洋無脊椎動物や一部の環形動物がもつ酸素運搬

タンパク質である。Hr は X 線結晶構造解析により 4 つのαヘリックスの中心

に二鉄が酸素原子で架橋された構造[1]をもち、還元型、酸素結合型、酸化型

の水素原子が関わる酸素結合様式[2]が提唱されている。近年、細菌の Hr の

構造も明らかになり、様々な機能を有することが分かってきた。また、緑膿菌

(Pseudomonas aeruginosa)由来のヘムエリスリン（microoxic hemerythrin：Mhr）

も酸素を結合する機能を有することが分かった。しかし、Mhr については X 線

結晶構造が不明である。そこで本研究は、Mhr の還元型、酸素結合型、酸化

型の構造を明らかにすることで、Mhr の酸素結合様式および機能の解明に取

り組んだ。本研究は、同時に緑膿菌の増殖を抑える酸素結合阻害剤の開発

などにつながることが期待される。 

まず、黄色の酸化型Ｍｈｒの結晶とオレンジ色を示すアジド結合型Ｍｈｒの結

晶を得ることができた。還元剤溶液への結晶のソーキングにより、無色の還元

型Ｍｈｒの結晶とピンク色を示す酸素結合型の結晶などを得ることができた。そ

の後、還元型Ｍｈｒは約 2.4Å、酸素結合型と酸化型Ｍｈｒでは約 2Åの X 線回

折データを得ることに成功し、鉄の異常分散を利用して構造を決定した。Ｍｈｒ

はゲル濾過分析により単量体と推定し、非対称単位には 2 分子が存在した。

得られた構造は他のＨｒと同様に４つのαヘリックスに鉄二核中心の構造をも

ち、二鉄は５つのヒスチジン、グルタミン酸とアスパラギン酸と配位しているこ

とを確認した。加えて、おおよそ 130番目の残基よりC末端側にループ及び短

いヘリックス状の構造が確認され、他の物質との相互作用などの機能を持っ

ている可能性が見られた。この分解能では水素原子は同定できなかったが、

酸素結合型では、分光学から推定されているように酸素にプロトンが結合し、

それが二鉄間の酸素原子と水素結合を持つ可能性が高いと思われる。また、

Ｈｒに似た結合様式であることから、代替血液等の技術に応用できる可能性が

示唆された。 

 

[参考文献] 

[1] Margaret A. H., et al. (1991) J. Mol. Biol., 218, 583-593 

[2] Kelvin H.-C. C. et al. (2015) J. Inorg. Biochem., 150, 81–89  
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       PF BL-5A 

中性子結晶構造解析を目指した 

GFP タンパク質変異体の結晶作製 
Preparation of GFP mutant crystals 
for neutron diffraction experiment 

○柴崎千枝 12、篭谷勇児 2 、安達基泰 2 

1 JAEA (原子力機構)、2 QST (量研機構) 
Green fluorescent protein (GFP) はオワンクラゲ(Aequorea Victoria)から単離

された蛍光タンパク質で、青色の光を吸収して緑色の蛍光を発するタンパク質

である。蛍光強度や波長特性、発色団形成速度などが異なる様々な GFP が

変異体として作製されており、例えば、S65T および F64L のアミノ酸を変異さ

せた EGFP (Enhanced GFP)は、折りたたみ効率と蛍光輝度が増加した変異

体である。このような GFP の変異体は、細胞生物学および生化学において特

定のタンパク質の局在の可視化や、発現レポーターとして広く使用されてい

る。我々は、中性子回折実験によって、発色団のヒドロキシル基の電離状態、

発色団に隣接した His148 および Thr203 のプロトン化、および重要な水分子

の方向を確認することを目的とした。そのために、まず X 線回折実験で 1A 以

下の高分解能データを得られるように結晶化条件を最適化し、その後中性子

回折用の大型結晶を作製した(1.7mm3)。この結晶を用いて回折実験を行った

結果、EGFP については、X 線(BL5A＠KEK-PF)で 0.88A、中性子(BIODIFF＠

FRM II)で 1.45A の分解能のデータを得ることができた。本発表では、GFP 変

異体の大型結晶作製方法について詳しく報告する。 
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BL-1A 

新規プレニル基転移酵素の構造解析 

Structural analysis of a novel prenyltransferase  
 

大城拓未 1，上原秀太 2，田中良和 3，伊藤卓也 4，小寺義男 1,2,5，松井崇 1,2,5 

1 北里大院・理，2 北里大・理，3 東北大院・生命科学，4 大阪大谷大・薬 

5 北里大・理附属疾患プロテオミクスセンター 
 

本研究では，天然有機化合物中で最大の化合物ファミリーであり，イソプレンユニット

を構成単位とするテルペノイド化合物の生合成に関与するプレニル基転移酵素 (PT) 

に注目し，新規PTの構造–機能相関の解明を目指した．PTは C末端側に 6個のHisか

らなる Hisタグを遺伝子工学的に付加した融合タンパク質として大腸菌発現系を用いて

発現させ，Ni アフィニティカラム，サイズ排除カラムに供することで高純度に精製した．

精製した PTは 3種類のスクリーニングキットを用いて 4℃と 18℃で 8 mg/mLから 15 

mg/mLまでの合計2880条件で結晶化し，1条件でのみ再現良く結晶が得られた (図1 

A)．PTの結晶をビームライン BL-1Aで測定したところ，2.1 Å分解能の回折像が得られ

た．回折像を解析した結果，非対称単位中に 4分子の PTが最も適当であると予想され

た．そこで，配列相同性 30%の類縁酵素を鋳型として分子置換法により PTの X線結晶

構造を解析したところ，分子置換法で探索できたのは 4 分子のうち 2 分子のみであっ

た．類縁酵素による分子置換では正しく分子を配置できなかったため，PT のアミノ酸配

列から AlphaFold2により予測したモデル構造を鋳型として分子置換した．その結果，非

対称単位中に 4分子の PTを見つけることができたが，分子同士が衝突しており，立体

構造は正しく配置できていなかった．分子置換法によって PT の立体構造を正しく解析

することが出来なかったため，Se-SAD法を用いた構造解析を行った．Se-Met標識PTを

調製し，結晶化条件を 288条件検討した結果，Se-Met標識 PTの結晶が 1条件で再現

良く確認できた(図 1 B)．得られた結晶を BL-1Aで SADデータを測定し解析した結果，非

対称単位中に４分子の PT が衝突せずに配置できた．Se-SAD 法で決定した構造を鋳型

に分子置換することで新規PTの立体構造が解析できた． 

 

図1. PTの結晶 

A: Native PT の結晶． B: 

Se-Met 標識 PT の結晶．

黒線は 0.2 mmを示す． 
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タンパク質脱イミノ化酵素 PAD3 基質複合体の 

Cryo-EM 解析に向けた研究 
Preliminary Cryo-EM analysis of the PAD3 

 
田嶋慎平 1、川崎政人 2、池田聡人 2、安達成彦 2、海野昌喜 1 

1 茨城大学工学部物質科学工学科、2 構造生物学研究センター 

 
【緒言】 

タンパク質脱イミノ化酵素（PAD）は、Ca2+依存的に、タンパク質中のアルギ

ニン残基をシトルリン残基に変換する反応（シトルリン化）を触媒する酵素の総

称である。哺乳類の PAD には 5 つのアイソザイムが存在し、それらの中には

関節リウマチや多発性硬化症等の様々な病気の発生に関与しているものもあ

る。PAD アイソザイムの中で、PAD1～3 が毛包で発現することが知られてい

る。このうち PAD3 は、毛髪キューティクル細胞に多量に存在する Ca2+結合タ

ンパク質である S100A3 と共局在している。また、S100A3 には単量体あたり 4

つのアルギニン残基（Arg3，Arg22，Arg51，Arg77）が存在する。PAD1，PAD2

は、試験管内で、S100A3 の全てのアルギニン残基をシトルリン化するのに対

して、PAD3 は S100A3 の Arg51 を選択的に認識しシトルリン化する。この反応

は毛髪キューティクルの角化に関与することが示唆されており、この特異的認

識機構を解明することは毛髪角化の機構をより深く理解するために重要であ

る。本研究では、X 線結晶構造解析による PAD3 と基質の複合体構造を試み

てきたが、共結晶化が困難であるため、クライオ電子顕微鏡を用いることを検

討した。 

【実験】 

PAD3 の C646A 変異体（結合能を有するが、活性を持たない）遺伝子を大

腸菌発現系で発現し、3 種類のクロマトグラフィーで精製を行った。初めてのク

ライオ電子顕微鏡測定のため、野生型 PAD3 の活性測定で使用している小分

子基質 BAEE（Bz-Arg-OEt・HCl）を用いて、測定サンプルの調製を行った。 

【結果と考察】 

 PAD3 C646A 変異体(19.6 µM)，1 mM Ca2+，3 mM BAEE の条件で測定を行

い、最終的に 10.6 Åのマップが得られた。形成した氷の層が厚かったためマ

イクログラフで粒子が見えにくく、粒子の会合が観察された。現在、これらの問

題点を改善すべく、条件検討を行っている。本研究会では、条件検討の経過

を報告する。 
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       PF BL-1A、BL-5A、AR-NW12A、AR-NE3A 

Pseudomonas 属細菌の H-NS ファミリータンパク質 TurB の

末端二量体化部位の結晶構造 
Crystal structure of the terminal dimerization site of 

TurB, an H-NS family protein in Pseudomonas 
 

水口千穂 1,2、Vasileva Delyana1、荒川孝俊 1,2、岡田憲典 1、野尻秀昭 1,2 
1東大院・農生科、2東大・微生物連携機構 

 
【背景】細菌の核様体タンパク質の一種である H-NS ファミリータンパク質は、

C末端側のDNA結合ドメインでゲノム上の低GC含量領域を認識して結合し、

N 末端側の二量体／多量体化ドメインを用いて DNA 上で多量体を形成する。

過去に私達は、土壌細菌 Pseudomonas putida KT2440 株由来の H-NS ファミ

リータンパク質 TurBの二量体／多量体化ドメインの結晶構造解析に成功した 

(PDB: 5B52; FEBS Lett., 2016, 590: 3583-94)。この時は多量体形成に必要な

二箇所の二量体化部位のうち、 terminal 

dimerization site (TDS) にアラニン置換を導

入したタンパク質 (TurB_nt61-R8A) を用いて

結晶構造を取得した（図 1）。本研究では、

central dimerization site (CDS) の一部を除

去したタンパク質を用いることで、TDS の二

量体形成機構を解明することを目的とした。 

【方法・結果】CDSを形成するヘリックスα1、α2（図 1）のうち、α2を除去した

TurB_nt50 を大腸菌で発現させ精製した。タンパク質間クロスリンク法により、

TurB_nt50 は二量体を形成するが多量体を形成しないことが示されたため、

TurB_nt50 は TDS で二量体を形成すると期待された。そこで TurB_nt50 の結晶

を取得し、native-SAD 法で得られたモデルを用いて、分子置換法により分解

能 2.7Åで構造を決定した（図 2、PDB: 8H8H）。TurB_nt50は 2 本のヘリックス

から成り、非対称単位中には 8 分子の単量体が含まれていた。いずれも N 末

端側で他の単量体と疎水性相互作用や水素結合を形成しており、これが TDS

の二量体形成様式であると考えられた。また、

TurB_nt61-R8A では 1 本のヘリックス (α1) であっ

た領域が、TurB_nt50では D27で曲がり 2本のヘリッ

クスとなっていた。これにより一方の単量体の R8 と

もう一方の単量体の E37 が塩橋を形成しており、

TurB_nt61-R8A ではこのイオン相互作用が働かない

ことでTDSの二量体形成能が失われていたことが

明らかとなった。 

図 1. TurB_nt61-R8A の結晶構造 

図 2. TurB_nt50の結晶構造 
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       PF BL-1A 

好熱菌由来ガスセンサーホスホジエステラーゼの 

精製と結晶化 

Purification and Crystallization of a Gas Sensor 
Phosphodiesterase from Thermophilic Bacterium 

 
江頭美紀１、青山菜緒１、北西健一２、海野昌喜 3、下仲基之２ 
１東京理科大院理化、２東京理科大理化、3茨城大院理工 

 
 

ヘム結合ガスセンサータンパク質は、ガスセンサードメインと機能ドメインから

構成されている。酸素などのガス分子がヘム鉄に結合するとセンサードメイン

の立体構造が変化し、この構造変化がシグナルとなり機能ドメインに伝達され

る。その結果、酵素活性および転写活性などのスイッチがオン/オフされる。当

研究室ではこれまでに、下痢症を引き起こす原因菌である Vibrio fluvialis 由来

の新たなガスセンサータンパク質 GCS-HD-GYP を同定してきた。このセンサ

ータンパク質は、N 末端側にヘムを有するグロビンセンサードメイン、C 末端側

に HD-GYP ドメインをそれぞれ有し、ガス分子のヘム鉄に対する結合状態に

応じて細菌の重要なセカンドメッセンジャーである c-di-GMP の分解活性を制

御することが明らかとなっている。精製した V. fluvialis 由来 GCS-HD-GYP は、

ゲル濾過カラムの結果より二量体と四量体の平衡状態にあり、X 線結晶構造

解析に適していないと考えられた。そのため、本研究では V. fluvialis 由来

GCS-HD-GYP と相同性のある好熱菌 Tepidiphilus thermophilus 由来 GCS-

HD-GYP に焦点を当て、研究を行っている。T. thermophilus 由来 GCS-HD-

GYP 全長タンパク質は高純度に精製することができたが、結晶化スクリーニン

グの結果、X 線結晶構造解析に適した結晶が得られなかった。したがって、ア

フィニティータグの位置やタグの切断、グロビンドメインのみのタンパク質の発

現、精製を検討したところ、グロビンドメインのみのコンストラクトで結晶が得ら

れた。今後、X 線回折実験を行い、構造解析を行っていく予定である。 
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       J-PARC BL15 

ドラッグキャリアの角層浸透メカニズムに与える 

水分量の影響 
Effect of water content on stratum corneum 

penetration mechanism of drug carriers 
 

中村絵里佳１、岩瀬裕希２、有馬寛２、櫻木美菜１ 
１崇城大学、２CROSS 中性子科学センター 

 
緒言 経皮ドラッグデリバリーシステムでは、W/O 型マイクロエマルション(ME)

などの輸送キャリアが使用される。キャリアの透過ルートである細胞間脂質に

は、長周期ラメラ(L-La)と短周期ラメラ(S-La)の 2 種類の構造があり、これらは

角層(SC)の水分量に依存して規則性の程度や周期が異なることが分かって

いる。SC 水分量に依存してラメラ構造が異なれば、ME の透過機構や脂質と

の作用機構も異なる可能性がある。そこで本研究では、ME を適用した際の

SC 成分と ME の構造変化を小角 X 線散乱(SAXS)と中性子小角散乱(SANS)

により調べ、さらに ME の皮膚透過量を調べることで、SC 水分量と ME の角層

透過機構及び皮膚浸透性との関係性を明らかにすることを目的とした。 

結果と考察 本研究では、水、Isopropyl Myristate と 2 種類の非イオン性界面

活性剤 Tween80/Span20=1/2（wt/wt）を用いて ME を作製した。水分量を調節

した皮膚に対し、ME の皮膚透過試験を行

った結果、全ての ME において水分量の増

加に伴い、ME の透過性が向上する傾向が

見られた。そこで、水分量の異なる SC 中に

おける ME の構造変化と SC 成分の構造変

化を SAXS と SANS にて調べた。SANS 測

定では、内水相を重水に置き換えた ME を

用いることで、SC を浸透する ME の内相か

らの散乱を際立たせた。その結果、SC の

水分が増加するにつれて ME の大きさが増

加することがわかった。次に、SC を重水で

水和することで、ラメラ構造の水分子を重

水に置き換えて SANS 測定を行ったところ、

高水分量条件において、周期が減少している傾向が見られた。これらの結果

から、ME は SC 中の水を内相に取り込みながら浸透することが示唆された。さ

らに、広角 X 散乱(WAXS)にて、SC 成分である脂質の充填構造のピークを解

析した結果、水分量の高い SC における充填構造の乱れが最も大きいことが

分かった。以上のことから、水分量の高い SC では、脂質の充填構造がより乱

れることで ME の SC 浸透が促進され、ME が容易に透過できると考えられる。 

 
Fig.1 SAXS profiles (dots) and theoretical 
curves (lines) of MEs in SC with different 
water contents. 

P-130L(2022C0003) 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-130L(2022C0003) -



      BL-27A 

リン K殻共鳴励起による EGFP発現プラスミド DNA の損傷

と細胞内における修復 

 
EGFP plasmid DNA damage induced by phosphorus 

K-resonance excitation and its cellular repair  
 

小畑 結衣 1,2*、木名瀨 暁理 1*、横谷 明徳 2,1 

1. 茨城大院 理工、 2. 量研 量子生命科学研究所 

 

 
リン原子は DNAの二重らせんの分子骨格を形成する主要な元素であり、こ

の K 殻を励起することで分子鎖切断を効率よく起こすことができると期待され

る。過去の研究では、プラスミド DNA を試料とし、リン K 殻を共鳴励起する軟

X 線 （2153 eV） を照射したのち、分子鎖切断による DNA のコンフォメーショ

ン変化を電気泳動法などの生化学的分析法を用いて研究がなされてきた。し

かし予想とは反対に、DNA の鎖切断や塩基損傷の頻度は、リン K 殻共鳴励

起の有無で大きくは違わなかった。 

そこで本研究では、切断端の化学構造の違いによりこれを細胞が修復する

際の修復効率に差が生じるのではないかと予測し、細胞自体を検出器として

用いる ex vivo 手法を適用してリン K 殻共鳴励起の効果を検討した。照射試

料として、細胞内で緑色蛍光タンパク質 （EGFP） を発現するプラスミド DNA 

（ｐEGFP-C1） を用いた。リンの K殻共鳴吸収ピークである 2.153keVとその低

エネルギー側（2.147eV）及びリン K殻が完全イオン化する 2.160keVの単色軟

X 線を照射した後、アガロースゲル電気泳動でプラスミドに生じた鎖切断の収

率を定量した。さらに照射したプラスミド DNA をヒト乳腺上皮の腺がん細胞 

(MCF7) にトランスフェクションし、EGFP の緑色蛍光をライブセル観察した。

EGFP発現した細胞数をカウントし、その経時変化を DNA修復効率として評価

した。 

電気泳動法により得られた１本鎖切断の吸収エネルギーあたりの生成効率

は全てのエネルギーでほぼ同じであった。しかし照射プラスミドを細胞にトラン

スフェクションした結果、2153 及び 2160eV の照射では 2147eV のそれよりも

EGFP 発現効率が低く、リンの K 殻励起及びイオン化が起こることでより難修

復性の DNA 損傷が誘発されることが明らかになった。 

 

*小畑と木名瀨は even contribution 
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       ＰＦ／BL-1A 

ヒト S100A3 変異体の物性評価および 

四量体構造解明に向けた研究 
Studies for characterization of human S100A3 

mutant and elucidation of its tetrameric structure 
 

飯田泰由 1、井手賢司 1，2、海野昌喜 1，2 

1 茨城大院理工、2 茨城大フロンティア 

 
S100A3 タンパク質は、毛髪キューティクル細胞で多量に発現し、Ca2+依存

的タンパク質脱イミノ化酵素（PAD）により、アルギニンがシトルリンに変換され

ると、Ca2+および Zn2+（Ca2+/Zn2+）の結合親和性が協同的に上昇する。これに

伴い、通常は二量体で存在する S100A3 は Ca2+/Zn2+を結合し、局所的な構

造変化とともに、四量体へと大きな構造変化を起こす[1]。本研究では、

Ca2+/Zn2+結合型四量体 S100A3 の構造を解明することで、Ca2+/Zn2+に対する

協同的な親和性上昇や構造変化の機構を構造生物学的に解き明かすことを

目的としている。これまでの研究で用いてきたシトルリン化モデルである

Arg51Gln 変異体（R51Q）では、四量体と二量体およびそれらが相互作用した

構造が平衡状態にあると推測され、Ca2+/Zn2+結合型四量体 S100A3 の構造

解析には至っていない。そこで本研究では、2 つの新規変異体を用いた。 

R51Q 変異体プラスミドに対して、Arg77Gln 変異および Cys81、Cys99 のジ

スルフィド結合切断を目的に、セリンへの変異導入を行った。精製試料に Ca2+

や Zn2+を添加していき、その際の物性を動的光散乱（DLS）、トリプトファン蛍

光(Trp FL)などで評価した。Ca2+/Zn2+存在下で得られた結晶や Ca2+/Zn2+を含

む溶液にソーキングした結晶を用いて X 線回折実験を行った。 

Trp FL により R51Q＋R77Q 変異体（R51Q＋R77Q）、C81S＋R51Q＋R77Q

変異体(C81S)はどちらも R51Q より低濃度の Ca2+条件で構造変化を起こす結

果が得られた。DLS では、C81S は Zn2+ 2 モル等量, Ca2+ 2 mM 条件で単分散

と考えられる結果が得られた。R51Q＋R77Q では同条件でも二量体と四量体

の混合状態と考えられる結果となり、C81S 変異が四量体化を促進したと考え

られる。一方、紫外可視吸収スペクトルにより、C81S 変異の導入は Ca2+/Zn2+

存在下で沈殿が生じやすくなっていると考えられた。R51Q＋R77Q の結晶構

造では、Ca2+/Zn2+の有無に関わらず、N 末端側の EF-ハンドに金属イオン由

来と考えられる電子密度が確認された。この電子密度が溶液中のどの金属イ

オンに由来するものか確認するため、異常分散を利用した条件で回折実験を

行った。得られた回折データを用いて、現在、精密な構造解析を行っている。 

References 

[1] Kizawa, K., et al, J. Bio. Chem., 2008, 208(8),5004-5013 

[2] 井手賢司 著、博士学位論文、茨城大学理工学研究科、2020 
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       MLF-BL03、KEK PF BL_5A 

水素情報を含めたリゾチームの糖加水分解機構解明のた

めの構造学的研究 
Structural study to elucidate sugar hydrolysis 
mechanism of lysozyme including hydrogen 

information 
鴨崎真仁 1、田中伊知朗 1,2 

１ 茨城大院理工、２ 茨城大フロンティア 
 

リゾチームは細菌の細胞壁ペプチドグリカンを構成する多糖成分の N-

アセチルムラミン酸と N-アセチルグルコサミンの間のグリコシド結合を

加水分解する酵素である。最初に X 線構造解析された酵素として、50 年

前からリゾチームの糖鎖切断機構は提案されている が、いまだに様々な

反応機構が議論されている。現在、最も強く提唱されている反応機構は、

リゾチームの中間体は共有結合を形成して反応が進行するというもので

あるが、これはリゾチーム と共有結合を作りやすいフッ素系リガンドで

行った不自然かつ共有結合を形成するのが当然な条件下での結果による

ものである。生化学的な実験結果でも最近、共有結合性は低いとされてい

る[1]。最近、加水分解後の生成物（NAG)4 と酵素の複合体にて、高分解

能 X線解析を行うと、切断部位近くの Dサイトの糖環の占有率が低く、

一部が加水分解されているようなデータが得られている。また、Asp52 の

側鎖がしっかりとした水素結合のため回転しにくいほか、Dサイトの糖鎖

の C1と Asp52 側鎖の距離が長すぎて、共有結合するのは難しいと示唆さ

れた[2]。そこで、pD4.5 の（NAG)4 のリゾチーム複合体を常温で J-PARC

のビームライン MLF BL03 iBIX を利用して中性子回折実験を行ったデー

タの解析を行った。現在、X/N 同時精密化で、R-free:0.1644/0.2496（X/N）

まで解析を進めた。その結果としてリゾチームの触媒残基 Asp52 のプロ

トネーションを確認することができた。また、リゾチーム単体での中性子

回折結果では、今回観測した Asp52 のプロトネーションが確認できなか

った[3]。このことから Asp52 がプロトネーションすることを観測できた

ことにより、Asp52が Dサイトの C1 と共有結合するため 45°回転するこ

とが難しいことが示唆され、基質が存在する時にプロトネーションする

可能性が高く、その原因を今後の研究課題にしていきたい。 

References 

[1]Y. Abe et al., Protein Sci. 25(2016)1637-1647. [2] I. Tanaka 

et al., Acta Cryst. D77(2021)288-292.[3]T. Chatake et al., Acta 

Cryst. D78(2022)770-778 
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       PF BL-5A 

ディフィシル菌由来スライディングクランプの結晶構造と 

DNA 合成酵素との相互作用 

Crystal structure of sliding clamp derived from 
Clostridioides difficile and insight into interaction 

with DNA polymerases 
 

菱木麻美、岡﨑菫、原幸大、橋本博 

静岡県立大学、薬学部 
 

【背景】Clostridioides difficile 感染症（CDI）はグラム陽性細菌 Clostridioides 
difficile（ディフィシル）が腸管内で毒素を産生し、腸炎や下痢症を引き起こす消化

管感染症であり、重篤になれば死に至る。欧米では CDI に対する関心は高く、政

府主導で対策が行われているが、日本では欧米と比較して CDI への関心が低い。

CDI 治療薬であるバンコマイシンやメトロニダゾールは薬剤感受性の低下や再発が

問題となっている。近年、ディフィシルの RNA 合成を阻害するフィダキソマイシンも標

準治療薬として推奨されるが、副作用としてアナフィラキシーが指摘されており、既存

薬とは異なる機序の治療薬開発が求められる。医療機関や高齢者施設では CDI

の感染拡大が危惧されており、対策は喫緊の課題である。抗菌薬開発の標的とし

て、細菌の DNA 合成が注目されている。DNA 合成は細菌の生存に必須な機能で

あるだけでなく、誤りがちな DNA 合成によって細菌は薬剤耐性を獲得する。細菌の

DNA 合成酵素は足場タンパク質であるスライディングクランプ（DnaN）と結合し、

DNA 合成を行う。したがって、DNA 合成酵素と DnaN との相互作用メカニズムを解

明することで、新たな CDI 治療薬開発に資する知見が得られると期待できる。 

【目的】本研究では、ディフィシル由来の DnaN、薬剤耐性の原因となる誤りがちな

DNA 合成酵素（Pol-IV）に着目し、DnaN の X 線結晶構造解析、DnaN と Pol-IV

との複合体構造解析を目指した相互作用の検討を行った。 

【結果と考察】分子置換法により、2.13Å分解能でディフィシル DnaN の X 線結晶

構造解析に成功した。これまでに構造解析されているグラム陽性細菌及びグラム陰

性細菌由来 DnaN との構造を比較したところ、DNA 合成酵素の結合部位と予測さ

れるポケットの形状に違いが見られた。報告されている大腸菌 DnaN と DNA 合成酵

素ペプチドとの複合体構造に基づき、ディフィシル DnaN と DNA 合成酵素との結合

モデルを作製したところ、ディフィシル DnaN は大腸菌由来 DnaN とは異なる相互作

用様式で DNA 合成酵素と結合する可能性が考えられた。また、ディフィシル Pol-IV

の組換えタンパク質を調製し、ディフィシル DnaN との相互作用を検討したところ、

Pol-IV の C 末端領域で DnaN と相互作用することが示された[1]。 

 

[1] Hishiki et al., J. Biochem., 173, 13-20 (2023) 
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PF BL10C 

X 線小角散乱と全原子分子動力学シミュレーションによる 

α-glucosidase の溶液構造研究 

Solution structure of α-glucosidase as studied by small-
angle X-ray scattering and all-atom molecular dynamics 

simulation 

會澤直樹 1、清水将裕 2、横田幸紀 3、守島健 2、柚木康弘 2、奥田綾 2、 

佐藤信浩 2、井上倫太郎 2、裏出令子 2,、大田ゆかり 4、杉山正明 2 

京都大学大学院理学研究科 1、京都大学複合原子力科学研究所 2、 

群馬大学理工学府理工学専攻 3、群馬大学食健康科学教育研究センター4 

 

緒言：α-glucosidase (AGase) は、非還元末端のα-D-グルコシドの 1-4 或
いは 1-6 結合を加水分解する酵素である。AGase の結晶構造は報告されて
いるが 、溶液中の構造は未だ解明されていない。AGase は生物に普遍的
に存在する代謝酵素であるため、生理条件下に近い AGase の溶液構造の
解明は重要である。本研究では、X 線小
角散乱(SAXS) と全原子分子動力学（Ｍ
Ｄ）シミュレーションを用いて Geobacillus 
sp. HTA-462 の AGase (GSJ) [1]の溶液
構造の解析を試みた。                                          
結果及び考察：大腸菌発現系を用いて
作製した GSJ の溶液を用いて、SAXS 測
定を行った。測定データに対して AUC-
SAXS 法[2]を適用し、凝集体の影響を
除去した SAXS 曲線を得た。この SAXS
曲線 (図１赤丸) から算出された回転半
径(Rg,exp)は 25.7 ± 0.2 Åであった。次
に、結晶構造を初期構造として用い、1
μs のＭＤシミュレーションを行った。10 
ps 毎に構造を抽出し、各構造に対応す
る SAXS 曲線を求め、それらの曲線を平
均した集団平均 SAXS 曲線を得た。この
集団平均 SAXS 曲線から得られた Rg,md

は 25.1Åであり、MD が全体構造を反映できていると言える。一方、実測
SAXS 曲線との平均二乗残差は 10.7であり、特に、局所構造を反映する q	≥
	0.15 Å-1 では、散乱曲線を十分に再現していない。現在、更なる実測
SAXS の再現を目指し、別の力場を用いた MD シミュレーションを進めてい
る。当日はその結果も含め、発表を行う。  

[1] T. .Shirai et al., Proteins, 73, 126,(2008). [2] K. Morishima et al., Commun. Biol. 3 ,294 ,(2020).                                                

 
図 1. AUC-SAXS 法から求めた SAXS 曲線
(赤丸),及び全原子分子動力学シミュレーショ
ンから算出された集団平均 SAXS 曲線(青
線)。挿入図は、0.1≤q/Å−１≤0.3 の拡大図。 
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 PF-BL10C、PF-BL17A 

エンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼ HS 

におけるドメイン IVの機能 

Functions of domain IV in 

Endo-β-N-acetylglucosaminidase HS 
倉内郁哉¹、大倉和貴¹、田中里佳²、米澤健人³、清水伸隆⁴、 

細川千絵¹、伊藤和央⁵、宮原郁子¹ 

 (¹阪公大理・化、²阪公大工・X線、³NAIST・CDG、 

⁴KEK・物構研、⁵阪公大理・生) 

 
エンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼ HS（Endo HS）はヒト唾液由来の

糖鎖加水分解酵素である。この酵素はGH85に分類されるが、そのアミノ酸残

基数は 1008 であり、他の GH85 に属する酵素に比べて約 300 残基ほど多

い。また、複合型糖鎖を特異的に認識し、２分岐型でも３分岐型でも作用する

一方で、ハイマンノース型糖鎖には作用しないという他の GH85に属する酵素

には無いユニークな基質特異性質を持っている。この基質特異性を明らかに

するため、立体構造解析を行った。 

PF-BL17A において Endo HS の単結晶を用い、Ｘ線回折実験を行った。分

子置換法により位相決定を行い、結晶構造を 2.37Å分解能で決定した。Endo 

HS は 5 つのドメイン(ドメイン I～V)から構成されている。ドメイン I～III は構造

が既知のGH85と共通な領域であり、触媒残基とされるアミノ酸残基が立体構

造も保存されていた。ドメイン IV は、長いループで連結され、残り 4 つのドメイ

ンの上部に位置する。（図１）。このドメインは約 200 残基からなるβバレル構

造であり、Daliサーバーを用いた立体構造比較より、O抗原多糖類排出トラン

スポーターにおいて基質糖鎖の非還元末端の認識を担っている C-末端ドメイ

ン[1]とよく似た構造をしていることが分かった。ドメイン IV を欠損すると酵素活

性が消失することから、このドメインが複合

型糖鎖を認識する領域と考えられる。ドメイ

ン Vも、他の GH85酵素には無いドメインだ

が、アミノ酸配列から菌体膜外への分泌シ

グナルとして機能すると予測されており、こ

のドメインを欠損した変異体でも活性が保

持されるため、直接酵素活性に関与しない

と考えられる。 

[1] Mann, E. et al. J. Biol. Chem. 291, 9748-

9761 (2016). 
図 1. Endo HSの結晶構造 
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  PF AR-NW14A 

回折 X 線明滅法を用いたエボラウイルス増殖過程における

感染細胞の形質膜動態計測 
Molecular dynamics of cell membrane in Ebola virus 

proliferation using Diffracted X-ray Blinking 
 

谷中慶三郎 1、大久保達成 2,3、新井達也 1、野澤俊介 4、関口博史 5、 

古山若呼 6、南保明日香 6、三尾和弘 2,3、佐々木裕次 1,3 
1東大院・新領域、2横浜市大院・生命医科学、3産総研・東大オペランド OIL、

4KEK、5SPring-8、6長崎大・感染症共同研究拠点 

 
エボラウイルス(EBOV)は、中央アフリカにおいて大規模なアウトブレイクを

引き起こしている病原体である。高い致死率を持つ疾患を引き起こすため、世

界の公衆衛生上、非常に重要な研究課題となっている。EBOV は 7 種類のタ

ンパク質から構成されており、それぞれがウイルス増殖過程において重要な

役割を持っている。中でもマトリックスタンパク質である VP40 はウイルス増殖

の最終過程に位置し、二量体を形成した後に、感染細胞の形質膜へと輸送さ

れ多量体を形成する[1]。しかし、その経時的動態変化を計測した報告例は全

くない。本研究では回折 X線明滅(Diffracted X-ray Blinking)法を用いて、VP40

の機能を制御して、EBOV 感染細胞の形質膜動態の時分割計測を行った。 

サンプルは wildtype の他に L117R、Ｉ

307R の 2 つの変異体を用意した。L117R

は二量体形成を阻害し、I307R は二量体か

ら多量体の形成を阻害する[1]。各 VP40 を

導入した細胞を 24 時間培養した後に ZnO

結晶(直径 500nm)で標識した。実験は PF 

AR-NW14A で行われ、50ms/frame,250 秒

間の計測を行った。得られた X線像の ZnO

結晶由来の回折リングについて自己相関

関数を算出し、運動の速さを表す減衰定数

を得た。 

DXB法および解析の結果、WTの減数定

数が 0.1(/sec.)であるのに対して、control や各変異体は 0.03(/sec.)から

0.04(/sec.)となった(図 1.)。これらの結果から、VP40 はウイルス増殖過程に起

因する細胞形質膜の動態の増減に 24 時間培養において強く関連しているこ

とが明らかになった。 

この発見は EBOV の感染メカニズムの解明や分子機構の理解だけでなく、

新規な抗ウイルス薬の創製の際の指針となることが期待される。 

[1] Zachary A. Bornholdt et al., Cell, 154, 763-774 (2013). 

図 1. 各サンプルの減衰定数のボックス

プロット . 減衰定数の値が大きいほど

運動性が高い  (左より、Control, WT, 

L117R, I307R). 
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       PF/BL-5A 

ジペプチドを含むシッフ塩基銅(II)錯体の合成と 

リゾチーム結晶への複合検討 
Synthesis of Schiff Base Copper(II) Complexes 

Containing Dipeptides Moiety and Their 
Complexation with Lysozyme Crystals 

 
長谷川佳奈 1、黒田裕斗 1、北西健一 1、中根大輔 1、秋津貴城 1、海野昌喜 2 

1東京理科大学、2茨城大学 

 
近年、金属錯体を蛋白質に付与することで新たな機能材料となる人工金属

蛋白質が注目されている。天然では得ることができない金属錯体を蛋白質に

組み込むことで、新規触媒やバイオセンサーとしての応用が期待されている[1]。

そこで本研究では、ジペプチド誘導体を配位子とし、蛋白質への高い結合能を

示す銅(II)[2]を用いたイオン性の新規銅(II)錯体を合成し、結晶化しやすい蛋白

質である卵白リゾチームへ複合することで、新規人工金属蛋白質を創成する

ことを目的とした。今回、リゾチームへの複合検討に用いる銅(II)錯体として、

配位子にグリシルグリシン(GG)/アラニルアラニン(AA)部位を有する 2 種類の

新規シッフ塩基銅(II)錯体(CuGG/CuAA)を合成した(Fig. 1)。CuGG/CuAA のリ

ゾチームへの複合を検討するため、各銅(II)錯体とリゾチーム複合系における

物性評価を行った。評価には、蛍光分光法、紫外可視吸収分光法、電子スピ

ン共鳴法(ESR)、円二色性分散法を用いた。蛍光分光測定では、CuGG/CuAA

の濃度増加に伴い、リゾチーム特有の蛍光波長 400 nm 付近のピークが弱ま

った。また、CuGG/CuAA の ESR スペクトルと各銅(II)錯体とリゾチーム複合系

の ESR スペクトルを比較したところ、両者のスペクトルにわずかな違いが見ら

れたものの、それぞれ g値はほぼ一致した。ゆえに、CuGG、CuAA ともに非配

位結合的な静電引力や分子間力によってリゾチームに相互作用することが示

唆された。さらに具体的に調べるために、

CuGG/CuAA を含むリゾチーム結晶化の条件検

討を行った。本研究では結晶化法として共結晶化

法と浸漬法を用い、溶媒は酢酸緩衝液(pH 4.7)、

沈殿剤は塩化ナトリウム水溶液を使用し、濃度は

2-7%(w/v)の範囲で 1%刻みとした。浸漬法におい

てCuGG、CuAAそれぞれとリゾチームの複合を試

みたところ、結晶がともに緑色に着色したことを確

認できた。本発表では、上記に加え、回折実験に

ついても報告する。 
[1] H. Davis, T. Ward, ACS Cent. Sci., 5, 1120 (2019). 

[2] W. Bal, M. Sokotowska, E. Kurowska, P. Faller, Biochimica et Biophysica Acta, 1830, 5444 (2013). 

 

Fig. 1錯体の構造式 

(CuGG：R＝H、 

CuAA：R＝CH3) 
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       PF-BL1A 

スプライシング異常を伴う骨髄異形成症候群における

SRSF2 変異体の結晶構造解析 
The structural analysis of SRSF2 mutant causing 
aberrant splicing in myelodysplastic syndrome 

佐藤理央 1, 吉永匡希 1, 尾林栄治 2, 岩崎憲治 1, 吉田尚史 1 

1 筑波大 TARA, 2 島根大医 

 
[背景・目的] 

髄異形成症候群(Myelodysplastic Syndromes: MDS)は造血前駆細胞に由

来する腫瘍性の疾患で、血球生産の異常などを特徴とする造血器腫瘍であ

る。 MDS は、RNA スプライシング因子の 1 つである SRSF2 に変異が起こる

ことで発症する。SRSF2 は、mRNA 前駆体内に存在する、エキソン内スプライ

シング促進配列(Exonic Splicing Enhancer: ESE)を認識し、結合することでスプ

ライシング反応を調節する。SRSF2 の Pro95 に変異が生じると、ESE 配列に

対する結合親和性が変化し、スプライシング異常が誘発されることが報告され

ている。しかし、SRSF2 の変異がどのように RNA との結合を変化させ、スプラ

イシング異常を引き起こすのか、その詳細な分子機構は明らかにされていな

い。そこで本研究では、SRSF2 によるスプライシング異常のメカニズム解明を

目的とし、SRSF2 の変異体 P95H と RNA 複合体の X 線結晶構造解析を実施

し、その立体構造を解明した。 

[方法] 

SRSF2 の変異体 P95H について、RRM ドメイン(1-101)の大腸菌発現系を

構築し、タンパク質試料を調製した。タンパク質の精製には、Ni-NTA カラム、

陰イオン交換カラムを使用し、P95H 変異体の結晶化試料を調製した。その

後、濃縮したタンパク質試料と ESE 配列の RNA を混合し、蒸気拡散法にて結

晶化を行った。さらに、得られた結晶について、高エネルギー加速器研究機構

の放射光施設 PF-BL1A にて X 線回折実験を実施した。 

[結果] 

Ni-NTA カラムによる精製では、試料溶液中に多量の核酸が混入している

ことが示唆されたが、陰イオン交換カラムを用いることで核酸の除去に成功し

た。また、SDS-PAGE の結果から、タンパク質試料は高純度に精製されてい

ることが確認された。最終的に、大腸菌 1L 培養あたり 6.2 mg のタンパク質

試料を調製することに成功した。さらに、SRSF2 と RNA 複合体の結晶化スク

リーニングを行った結果、0.2 M MgCl2、0.1 M HEPES (pH7.5)、25 % (w/v) PEG 

3350 の条件でタンパク質結晶の生成が確認された。X 線回折実験により、分

解能 1.85 Å までの回折強度データ収集を行い、分子置換法によって P95H 変

異体と RNA の複合体構造を明らかにした。 
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       PF BL-15A2 

超好熱アーキア Sulfolobus acidocaldarius 由来アルコール
脱水素酵素の機能の解析 

Analysis of the enzymatic function of alcohol 
dehydrogenase from a hyperthermophilic archaeon 

Sulfolobus acidocaldarius 
岩村陽子 1、郷田秀一郎 2 

1創価大・理工・共生創造理工、2創価大・糖鎖研 

 
超好熱アーキア Sulfolobus acidocaldarius は、その全ゲノム配列解析の結

果から 10 種のアルコール脱水素酵素をもつと推測されており、その複数のア

ルコール脱水素酵素が、それぞれどのような機能をもつのかはわかっていな

い。また、近縁種である Sulfurisphaera tokodaii 由来アルコール脱水素酵素
(StADH)は、大腸菌を宿主に用いて生産されると低い活性しか示さず、加熱に

よって酵素活性が活性化することが報告されている。また、その活性化は酵

素分子中の二価金属イオンの置換によって起こることが明らかとされている。

そこで、本研究では StADH にアミノ酸配列相同性をしめす S. acidocaldarius
由来アルコール脱水素酵素(SacADH)の機能解析及び熱による活性化の有

無を解明することを目的とした。 

SacADH は、大腸菌 BL21 Codon Plus(DE3)-RIPL を宿主に、発現ベクター

に pET-3a を用いて生産を行った。精製は、疎水性クロマトグラフィー、陰イオ

ン交換クロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィーを用いて、SDS-PAGEで

単一のバンドを示すまで精製した。酵素活性測定は、補酵素 NAD+、基質に

ethanolを用いて行った。 

大腸菌で生産された粗酵素液を用いた酵素活性測定の結果、最適ｐH は

9.5 付近であった。また、粗酵素液を加熱した結果、50℃、15 分加熱すると酵

素活性が 14％上昇した。酵素の基質特異性の解析は、ディスクゲル電気泳

動を用いた活性染色と、分光光度計を用いた活性測定を行った。その結果、

粗酵素液では、特に、エタノール対して強い活性を示したが、トレオニン、イソ

プロパノール、リビトールに対する活性も見られた。一方、精製後の酵素を用

いて活性染色を行うとエタノールのみに対して酵素活性が確認された。この結

果から、本酵素はエタノール対して高い基質特異性を示すことが明らかとなっ

た。また、熱活性化におけるZn2+の影響を解析したところ、酵素活性は50℃、

Zn2+イオン存在下での加熱で 34％の上昇が見られた。これらの特徴は、アミ

ノ酸配列相同性を示す StADH とは大きく異なっていることが明らかとなった。 
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       PF-BL-14C 

準単色放射光を用いたマルチビーム 

Ｘ線トモグラフィのための光学系開発 
Development of Optics for Multi-beam X-ray 
Tomography Using Quasi-Monochromatic 

Synchrotron Radiation 
 

Voegeli Wolfgang１、高山青樹１、梁暁宇 2、白澤徹郎 3、 

荒川悦雄１、兵藤一行 4、工藤博幸 5、矢代航 2、6、7  
１東京学芸大、2東北大多元研、3産総研計量標準、4KEK-IMSS-PF、 

5筑波大システム情報、6東北大国際放射光イノベーション・ 

スマート研究センター、7東大物工 

 
 放射光を用いたＸ線トモグラフィは試料の内部構造をマイクロメートルスケー

ルで三次元的に可視化するために広く利用されている手法である。従来法で

は、試料を回転して順次投影像を取得するが、時間分解能は回転速度で制

限されてしまう。一方、我々のグループが最近、試料回転を必要としないマル

チビーム X 線トモグラフィ法を開発し、ミリ秒オーダーの時間分解能を実現し

た[1]。 

 しかしながら、このマルチビームトモグラフィ法で用いる光学系は偏向電磁

石からの横長の白色放射光のためのデザインで、アンジュレータや XFEL 光

源からの高フラックス密度放射光ビームには使用できない。ここでは、アンジ

ュレータ等の準単色光放射光源の使用を想定して開発したマルチビーム光学

系について報告する。 

 新しい光学系は白色放射光源のために開発されたσ偏光配置マルチビー

ム光学系[3]の改善版で、薄いシリコン単結晶をビーム方向に並べて、回折ビ

ームが試料位置を通過するよう調整することで、試料に広い角度範囲で入射

する 20～30ビームを生成するものである。すべてのビームの X線エネルギー

が準単色アンジュレータ放射光のエネルギー幅以内に収まるように結晶の位

置と回折面を選ぶ。 

 Photon Factoryの BL14C で白色放射光を用いて光学系を評価した。パラジ

ウムの吸収端を用いて、すべてのビームのエネルギーを 24.4 keV±100 eV以

内に収めるよう調整した。試料回転なしで、各ビームの投影像を撮影し、CT

再構成ができることを実証した。 

[1] W. Yashiro et al., J. Phys.: Conf. Ser., 2380, 012121 (2022). 

[2] W. Voegeli et al., Optica 7 (2020) 514. 

[3] W. Voegeli et al., J. Phys.: Conf. Ser., 2380, 012063 (2022). 

[4] 工藤 博幸，異常データ検知トモグラフィ ABD-CT の概念提唱と事例紹介，

第 40回日本医用画像工学会（JAMIT）大会/2021-10-15 
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ＰＦ BL-14B, BL-20B 

デジタル X 線トポグラフィ法による 

タンパク質結晶の微小なねじれの観察 
The study on slight twisting in protein crystals  

by digital X-ray topography 
 

阿部満理奈 1、鈴木凌 1、平野馨一 2、小泉晴比古 3、小島謙一 1、橘勝 1 
1 横浜市立大学、2 高エネルギー加速器研究機構、3 広島大学 

 

 
タンパク質結晶の完全性や格子欠陥の評価は、構造解析に向けた高品質

なタンパク質結晶の育成や結晶成長メカニズムの理解に向けて重要である。

我々の研究グループはこれまでに 2 種類のタンパク質結晶が極めて高品質な

結晶であることを報告してきた[1,2]。一方で、品質向上を目指した様々な育成

法が提案されているにもかかわらず、他のタンパク質結晶ではこのような高い

品質には至っていない。他の多くタンパク質結晶は何らかの欠陥を含んでい

る可能性がある。そこで、本研究では放射光 X 線トポグラフィを用いて、タンパ

ク質結晶のひとつであるリゾチーム結晶の不完全性の解明を行った。 

バッチ法を用いて、４つの晶系のリゾチーム結晶の作製を行った。X 線トポ

グラフィ測定は高エネルギー加速器研究機構の PF BL-14B および BL-20B に

おいて室温で行った。波長 1.2 Å、ビームサイズ 3×5 mm2 の単色 X 線を用い

て、結晶全体の測定を行った。結晶をゴニオメーターにセットし、Bragg 角近傍

で結晶を一軸で微小回転させながら、100 枚程度の連続したデジタル X 線トポ

グラフ像を X 線 CCD カメラで取得した。得られた連続トポグラフ像から、局所

的な回折強度曲線の半値幅や回折角度位置の解析を行った。 

結果として、すべてのリゾチーム結晶において、結晶全体にわたって微小な

“ねじれ”が存在していることが明らかとなった[3]。さらに、このねじれは結晶

サイズや結晶性と深い相関があることが明らかになった。今回発見されたねじ

れは通常の手法では観察不可能なほど微小であり、当研究グループが長年

にわたって開発してきたデジタル X 線トポグラフィ技術を駆使することで初めて

観察可能となった。発表では、詳細な解析結果を示し、各結晶系やタンパク質

の種類の比較も交え議論したい。 

 

[1] R. Suzuki et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 115 (2018) 3634. 

[2] M. Abe et al., IUCrJ 7 (2020) 761.  

[3] M. Abe et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 119 (2022) e2120846119. 
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BL-14C 

白色放射光と非対称結晶１枚による 

大視野 X線イメージング 
Large-field X-ray imaging using white synchrotron 

radiation and a single asymmetric crystal 
 

亀沢知夏 1、 兵藤一行１、 松下昌之助２ 
１ＫＥＫ物構研、 ２筑波技術大、  

 

X線イメージング研究の血管造影撮影では血管の動きをリアルタイムで観察

する必要があり、さらに生体のため同じ個体では繰り返し撮影が不可能なた

め十分な X線強度が必要である。さらに血管造影撮影では大視野かつ高空

間分解能が重要である。本研究では縦偏光ウィグラーから放出される白色放

射光及び 1枚の非対称結晶を用いた大視野光学系を組み、X線強度及び空

間分解能評価を行った結果を報告する。 

図 1. 左：実際の実験の様子、右：実験配置の模式図. 
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PF BL-14C 

放射光血管造影による腫瘍内微小血管の可視化 

Visualization of microvessels in tumor using 

synchrotron radiation angiography 
松下昌之助 1、兵藤一行 2、亀沢知夏 2、塚田 亨 3、徳永千穂 3 

坂本裕昭 3、平松祐司 3 

1筑波技術大学、2KEK-放射光、3筑波大学医学医療系心臓血管外科 

腫瘍内微小血管密度（microvessel density：MVD）は、腫瘍の悪性度と予

後に密接に関連している。多くは摘出標本の組織像から顕微鏡的に計測

されており、in vivoでの検討はほとんどなされていない。腫瘍内血管の平

均血管径は 100μm とされており、我々の放射光血管造影で検出出来る

最小血管径は 27μm であるため、同法での腫瘍血管の描出と MVD の

算出が期待される。今回、BL-14C の光源と高感度 CMOS を用いたラット

肺がんにおける腫瘍内血管像を提示する。 
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      PF BL-14B 

Ｘ線暗視野法による前立腺組織の屈折コントラストＸ線ＣＴ像 
Images of the Prostate gland by Refraction-Contrast 
X-ray CT Based on X-ray Dark-Field Imaging Method  
 

小松渚１）、砂口尚輝２）、黄卓然２）、市原周３）、安藤正海４）、島雄大介５） 
１北科大院、２名大院、３名古屋医療センター、４KEK、５大阪物療大学 

 
【緒言】 X 線暗視野法に基づく屈折コントラスト X 線 CTは、従来の吸収コン

トラスト法では描出できない生体軟組織を鮮明にかつ高空間分解能で描出で

き、病理像に迫る断層画像が得られる。さらに非破壊で 3 次元的な構造の観

察が可能なため解剖学的研究に有用であるとして、これまで乳腺病変につい

ての解析で成果を挙げている[1]。本研究では、屈折コントラスト X 線 CT の新

たな応用向けた,基礎検討として前立腺を取り上げ、前立腺組織ブロック内の

構造がどの程度描出されるのかを明らかにすることとした。 

【方法】撮影用 X 線光学系を PF BL14B に構築し、前立腺癌患者より摘出し

た前立腺組織ブロックを試料として撮影を行った。これらの試料の厚さは 2～5 

mmであり、直径 20 mm の円柱状のケースに封入し、アガロースによって固定

した。X 線が試料を伝搬する際に生じた屈折角度を角度分解アナライザ(LAA)

により強度情報に変換し、その強度分布をピクセルサイズ 5.5 μm角のＸ線カ

メラで投影データとして測定した。1投影の露光時間は 4秒とし、回転ステージ

により試料を 0.144°ステップで回転させながら 2500 枚の投影像を得ることで

屈折コントラスト X線ＣＴ画像再構成を行った。 

【結果と考察】Ｘ線暗視野法による屈折コントラストＸ線ＣＴにて前立腺正常組

織内の上皮細胞、腺管、腺腔、尿道などの構造が鮮明に描出されることが明

らかとなった。前立腺癌の所見には基底細胞の欠落、針状結石（クリスタロイ

ド）などがある。生理的に生じる微小結石が明瞭に描出されたため、クリスタロ

イドは屈折コントラスト X 線 CT にて検出可能であると考える。前立腺癌領域

に関して病理画像と比較を行ったところ、腺腔内に充実性の細胞増殖が確認

されたが、上皮細胞と基底細胞間のコントラストは不明瞭であった。今後の検

証により腺上皮と基底細胞の境界が描出されることを立証できれば、屈折コ

ントラスト X 線 CT は病理像に迫る画質で前立腺癌組織を３次元的に観察す

る新たな診断法を提案するものとなるであろう。  

[1] N. Sunaguchi., et al, Breast Cancer Research and Treatment volume, 

180(2020) 

[2]  大西俊造, 梶原博毅ほか: スタンダード病理学, 1998, 文光堂. 
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AR-NE7A 

Deep Image Prior を用いた蛍光 X 線 CT の画質改善 

Improvement of image quality of x-ray fluorescence 
computed tomography by using deep image prior 

 
對馬 結太 1 松岡 将宏 2 笹谷 典太 2 砂口 尚輝 3  

河嶋 秀和 4 兵藤 一行 5 湯浅 哲也 2 銭谷 勉 1 

1 弘前大学、2 山形大学、3 名古屋大学 、4 京都薬科大学、5 KEK 

 
我々のグループでは、創薬や新規治療法開発のための小動物を用いた前

臨床研究での利用を目指した蛍光 X 線 CT を開発してきた。これは、X 線で励

起した非放射性造影剤物質から発する蛍光を利用することで PET(Positron 

Emission Tomography) や SPECT(Single Photon Emission Computed 

Tomography)と同様の機能画像の提供を可能とする。また、放射性の造影剤

を用いないことにより利用環境の制約が緩和される利点がある。しかし、小動

物 in vivo イメージングを行うには、画質改善や検出限界の向上が必要となる。 

本研究では、蛍光 X 線 CT の画質改善のために Deep Image Prior(DIP)と呼

ばれる手法を画像再構成に応用する。DIP は深層学習を応用した手法で、事

前トレーニングの必要がなく、画質改善をしたいターゲット画像のみで画像修

正を行うことができる。また、蛍光 X 線 CT 撮像で得られた投影データには散

乱線成分が含まれており、DIP 処理の効果を低下させる。本研究では、投影

データに対して散乱線成分を除去した後で DIP 処理をする。そうして得た投影

データを画像再構成することによって、蛍光 X 線 CT の画質改善および検出

限界の向上を図った。図 1 に、蛍光 X 線 CT で撮像した円柱ファントムを DIP

処理有りと無しで再構成した画像を示す。ファントムは濃度の異なるヨウ素溶

液を満たした 6 つの穴を有している。DIP を用いる手法は、空間分解能を劣化

させずに、ヨウ素濃度 0.05 mg/ml 領域のコントラストノイズ比を 2.6 から 11.9

に大きく改善させることができた。また、低濃度検出限界を 0.069 mg/ml から

0.035 mg/ml に改善させることができた。 

  

DIP 無し DIP 有り 

図 1 アクリル製ファントムの再構成画像（ヨウ素濃度 0.3, 0.25, 0.2, 0.15, 0.1, 0.5 mg/ml） 
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       MLF-BL15, BL17, BL22 

固体高分子形燃料電池における階層的な構造の解析 
Analysis of Hierarchical Structure in Polymer 

Electrolyte Fuel Cells 
 

原田雅史１ 

１ 豊田中研 
 
 

 固体高分子形燃料電池（PEFC）が発電するとき、空気極側の触媒層では水

素イオンと酸素が反応して水が生成し、生成した水はガス流路から排出され

る。触媒層は数十 nm 程度の細孔を有する多孔体であり、流路は数百 µm 程

度の幅を有する。このように PEFC はスケールの異なる階層構造を有しており、

各構造および内部での現象を理解することが重要である。 

触媒層は、白金ナノ粒子を担持したカーボン粒子の凝集体であり、アイオノ

マと呼ばれるイオン性高分子が粒子表面を覆っている。その厚さは数 nm から

数十 nm と分布を有する。発電に際しては、水素イオンと酸素分子がアイオノ

マを通過して白金ナノ粒子表面で反応する。そのため、アイオノマの内部構造

および被覆状態が性能に影響を及ぼす。本研究では、アイオノマの内部構造

を中性子反射率法で、被覆状態を小角中性子散乱法で解析した。その結果、

カーボンに対する窒素ドープによってカーボンとアイオノマの界面密度を制御

することが可能であること[1]、触媒層作製時のペーストの水/エタノール比が

アイオノマの被覆状態に影響を及ぼさないことを明らかにした［2］。 

ガス流路の役割は、触媒層へのガスの供給とセル外への水の排出である。

氷点下で始動するときには、流路内で水が凍結することでガス供給が阻害さ

れることが懸念される。この現象を明らかにするために、実際の PEFC を模擬

した大型試料を作成し、ガス流路内における水の凍結・融解挙動をパルス中

性子イメージングで解析した。中性子透過率のエネルギー依存性が水と氷で

異なること、および撮像系の開発により、数分という短い時間分解能で水の凍

結・融解挙動を可視化することが可能となった［3］。今後、本技術を活用し、発

電状態での水・氷の生成過程を解析する予定である。 

以上、PEFCの階層的な構造および内部での現象を中性子で評価する技術

を構築し発電性能に関わる各種現象を解明した。 

[1] W. Yoshimune, N. Kikkawa, H. Yoneyama, N. Takahashi, S. Minami, Y. 

Akimoto, T. Mitsuoka, H. Kawaura, M. Harada, N. L. Yamada, H. Aoki, ACS Appl. 
Mater. Interfaces, 14, (2022) 53744. 

[2] M. Harada, S. Kajiya, T. Mitsuoka, S. Takata, H Iwase, H. Aoki, submitted. 

[3] K. Isegawa, D. Setoyama, Y. Higuchi, Y. Matsumoto, Y. Nagai, T. Shinohara, 

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 1040 (2022) 167260. 
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       SPF-B1 

ポジトロニウムレーザー冷却実験の現状 

Current status of laser cooling experiment for 
positronium 

 
周 健治 1,2、田島 陽平 2、魚住 亮介 2、白石 蒼馬 2、宮本 尚樹 2、 

本橋 悠人 2、Randall W. Gladen3、難波 俊雄 4、石田 明 3、吉岡 孝高 1,2 
1東京大学大学院工学系研究科附属光量子科学研究センター 

2東京大学工学部物理工学科・大学院工学系研究科物理工学専攻 
3東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 
4東京大学素粒子物理国際研究センター 

 
電子とその反粒子である陽電子とで構成される水素様原子はポジトロニウ

ム（Ps）と呼ばれる。Ps は強い相互作用をしないレプトンのみで構成されるた

め、その遷移周波数等の理論計算値と実験による測定値とを高精度で比較

できる。これは、量子電磁力学や標準理論を高精度に検証し、宇宙から反物

質が消えた謎の解明等につながることが期待される。測定面で精度を向上す

る鍵と考えられるのが、Ps の冷却である。我々はレーザー冷却を Ps に適用

し、反跳限界温度である 300 mK 程度の温度をもつ Ps の生成に挑戦している。

この温度は、真空中に放出された Ps について、現在の冷却限界温度を 2 桁

以上下回る温度であり、Ps の 1S-2S 遷移周波数測定の精度の大幅な更新に

よる基礎物理学のさらなる精密検証や、反粒子を含む系で初となるボース・ア

インシュタイン凝縮の実現へのブレイクスルーと期待される。 

Ps のレーザー冷却が困難である原因のひとつに、その質量が電子 2 個分

と原子としては最軽量であり、運動エネルギーあたりのドップラーシフトが大き

いことがある。我々は、冷却に伴い変化する Ps の共鳴周波数に追随してその

周波数が時間変化する紫外レーザーを設計製作した。このレーザーは冷却に

必要なサブマイクロ秒間の持続時間を有したパルスレーザーである。このパ

ルスレーザーを用いて Ps のレーザー冷却を実証する実験を、低速陽電子実

験施設（SPF）B1 ビームラインにて遂行している（課題番号 2022G087）。SPF-

B1 ビームラインにて得られるおよそ 10 ns 程度の時間幅をもつパルス低速陽

電子から Ps を生成し、Ps 冷却用パルス紫外レーザーを同期して照射する。

冷却レーザーの照射による速度分布の変化を捉えることで、冷却を実証する。 

これまでのビームタイムにおいて、冷却用レーザーを照射した物理ランを行

い、現在は結果の解析を進めている。本発表では、物理ランに至るまでに構

築した、冷却レーザーの照射の有無を高速に切り替えながら速度分布を測定

することで実験条件のドリフトの影響を受けづらい計測系や、速度分布測定の

精度を高めるための最適な検出系の検証、といった成果を紹介する。 
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       MLF-中性子源 

J-PARC MLF における減速材・反射体遠隔取り合い試験 
Remote handling test of Moderators and Reflector in 

J-PARC MLF 
 

大井元貴、山口雄司、勅使河原誠、直江崇、菊池佳範、安原利幸 

猿田晃一、木下秀孝、原田正英 

J-PARC MLF 
 

J-PARC 物質生命科学実験施設（MLF）の中性子源では、水銀ターゲットで

発生した中性子を減速し、効率良く実験装置に送り出すために、反射体と 3台

の減速材が設置されている。反射体と減速材は 30000 MWh を設計寿命として

おり、順調に運転が行われた場合、2026 年には設計寿命に到達する見込み

である。使用済みの減速材及び反射体は、非常に高い放射能を有するため、

交換作業は遠隔操作で行う必要が有る。MLF は運転開始から既に 15 年が経

過しており、コミッショニング時とは変更のあった部分もあるため、遠隔作業の

手順を再確認し、問題点の洗い出しを行うこととした。遠隔取り合い試験につ

いては、ＭＬＦのホットセル内で交換用の予備機を用いて 2021 年 12 月と 2022

年夏に実施した。（図 1） 

試験では、非結合型減速材の着脱、および、反射体の着脱は大きな問題な

く実施できたが、、結合型減速材は、遠隔操作ではプラグから外れなかったた

めホットセルに入域して対処した。ポイズン型減速材では、減速材ヘッド部の

固定治具のネジの回転方向の問題で、着脱作業において機器を破損するリ

スクがあることが判明した。また、いくつかの吊り具に変形があり、作業に影響

があることが分かった（図 2）。 

確認された問題については、適宜改善を行い、2023年度の夏期メンテナンス

期間中に再度仮組試験を行う。実機の交換作業は 2024 年度に実施を予定し

ている。 

図 1 パワーマニピュレータで反射体固定

ボルトを緩めている様子 
図 2 変形していた減速材アタッチメント

吊具。 

ガイド板が内側に変形 

フックと同じ幅の棒が入らない 
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MLF-JAEA プロジェクト 

水素含有物質の断面積測定 
Measurement of cross sections for Hydrogenous 

materials  
 

原田 正英 1、安部 豊 2、及川 健一 1、河村 聖子 1、稲村 泰弘 1、 

勅使河原 誠 1、大井 元貴 1、池田 裕二郎 3 
1物質生命科学ディビジョン J-PARC センター JAEA、 

2京都大学、3理化学研究所 
 

大型中性子源や小型中性子源で使用されている減速材は、水素の高い減

速特性から、水素含有物質を用いることが多い。冷熱中性子性能を決める全

断面積や散乱断面積を含む散乱特性は、減速材選択の重要なデータである。

しかしながら、これまで広く一般に使われてきたデータには、測定時期が古い

ものがあることや、測定方法もまちまちであることから、不確定性が存在する。

そこで我々は、次世代中性子源開発に向け、2018 年度より、J-PARC センタ

ーの物質生命科学実験施設の中性子実験装置にて、系統的な水素含有物質

の断面積測定を開始した。 

測定では、全断面積の測定は NOBORU で、散乱断面積の測定は

AMATERAS でそれぞれ行った。試料はアルミニウム製セルに封入し、試料の

温度は、20、100、200、300K 及び融点付近の温度点とした。全断面積の測定

は、飛行時間法を用い、試料毎にエネルギー依存の中性子透過率を測定し、

全断面積に変換した。散乱断面積は、チョッパーで複数のエネルギーにチョッ

ピングし、散乱強度を測定することで、散乱断面積に変換した。 

今回の発表では、水素含有物質として、2021 年度に測定したキシレン異性

体（オルソ、メタ、パラ）の結果と異性体間の断面積の比較を報告する。 
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       BL-14C 

Vertical wiggler から放出される X 線の特性評価 
Evaluation of X-ray characteristics emitted from a 

vertical wiggler 
 

亀沢知夏 1、 兵藤一行１、 
１ＫＥＫ物構研  

 

PFの BL-14に設置されている Vertical wigglerは 1983 年に世界で最初に設

置され、1989年から 2 号機が稼働している。現在は縦偏光放射光を得ること

ができる唯一の光源であり、光学素子を重力に安定な方向に設置することが

できるため、大変有用である。BL-14 では、通常は図１のように超伝導電磁石

による主極からの放射光を利用しているが、ウィグラーはその機構の特徴か

ら図のように隣の超電導電磁石による副極からの放射光も発生し、実験ハッ

チへ到達する。本報告では BL-14Cにて、主極、副極から発生する放射光の

物理的特性を実験的に評価した結果を報告する。 

図１. Vertical wiggler から放出される放射光の模式図 

謝辞：本研究は、筑波技術大学：松下昌之助先生、佐賀 LS及び KEK：米山明男先生のご

協力をいただきました。ここに感謝の意を表します。 

本研究は KEK 加速器研究施設：小林幸則先生、本田融先生、谷本育律先生、土屋公央先

生、宮内洋司先生、金秀光先生、齊藤寛峻先生、野上隆史先生、物構研：船守展正先生、

平野馨一先生、佐賀山基先生、奥山大輔先生のご協力を頂きました。ここに感謝の意を評

します。 

本研究は、放射光共同利用実験審査委員会の承認を得て実施した(実験課題番号: 

2022PF-G019)。  

P-172S 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-172S -



       MLF-U1、MLF-U1A 

超低速ミュオンビームラインのコミッショニングと 

U1A エリアにおけるμSR分光器の整備状況 

 Commissioning of the Ultra-Slow Muon Beamline and 

Preparation Status of the μSR Spectrometer at U1A 
KEK 物構研 1, 理研 2, 原研 3, 茨城大工 4 

神田 聡太郎 1，手島 菜月 1，足立 泰平 2，池戸 豊 1，髭本 亘 3,  

三宅 康博 1，永谷 幸則 1，中村 真毅 4，大石 裕 1，下村 浩一郎 1，

Strasser Patrick1，梅田 幸佑 4, 梅澤 卓矢 4 

 
MLF ミュオン科学実験施設(MUSE)における U-Lineでは、ミュオニウムのレー

ザー解離で得た熱速度の超低速ミュオン(USM)を静電加速して各種の研究に

用いる。USM は通常のパルスビームでは到達できない高い時間分解能と、他

の手法では困難な物質界面における深度分解測定を同時に実現する強力な

プローブであり、様々な応用が見込まれている。U1A 実験エリアには、USM を

利用したμSR 測定(USM-μSR)を行うためのミュオンスピン分光器が設置さ

れており、共同利用実験の開始に向けて装置調整が行われてきた。図 1 に

USM-μSR のための分光器を示す。装置全体は高電圧ステージ上に設置さ

れ、試料に照射するビームのエネルギーを 30 keV 以下の任意の値に調整で

きる。分光器は試料に磁場を印加する電磁石とミュオンスピン分光のための

陽電子検出器で構成され、試料はヘリウムフロー型のクライオスタットで温調

される。ここでは、ビームラインおよび分光器のコミッショニング状況と調整運

転で得られた成果について報告する。 

 

 

図 1: U1A 実験エリアに設置されたμSR 分光器． 
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       PF BL-11, PF BL-28, AR-NE5C 

PF における軟 X 線集光ミラーの製作に関する検討状況 

 
Developments in the production of focusing mirrors 

for soft X-ray beamlines at Photon Factory 
 

片岡竜馬 1、田中宏和 1、若林大佑 1,2、鈴木芳生 1、間瀬一彦 1,2 

1 KEK 物構研 PF、2 総研大 

 
PFでは、将来光源に向けたビームライン基盤技術の開発を行うための開発

研究多機能（R&D）ビームラインの整備が計画されている[1]。我々は、R&Dビ

ームラインの実現に向けて、軟X線 (SX) 用の集光ミラーの製作方法に関す

る開発を進めている。高精度非球面ミラーの製作方法とミラーコート材に関す

る検討状況を報告する。 

収差を抑えた強集光を達成するには、高精度の非球面ミラーが必要となる。

我々はこれまで、精密三次元表面形状測定の結果を反映したレイトレースに

よって、ビームラインにインストールすることなくミラーの性能評価を行う手法

を考案し、実際のビームサイズ測定結果が良く再現されることを確認した。最

近、本手法を用いて要求精度を決定し加工した楕円トロイダルミラーの集光性

能評価を実施した。その結果、BL-28Bにおいて半値全幅で20 µm(H) x 13 

µm(V)のビームサイズを達成した。発表では、要求加工精度と性能評価の詳

細について報告する。 

ビーム強度の低減を抑えるには、ミラー表面に良好な反射率特性を持つ材

料を成膜する必要がある。SX光学素子には金蒸着膜および基板との接合性

を高めるCrバインダーがしばしば用いられてきた。しかし、これらのミラーは、

経年によってCr吸収端付近で反射率が著しく低下することが知られている。ま

た、金表面は2 keV以上のエネルギー領域で反射率が20%以下となるため、テ

ンダーX線領域で良好な反射率を得るためにはNiやPdと言った他の蒸着材料

が必要になる。これらの観点から、我々はこれまで数eV–数keVの領域で恒常

的に高反射率を有する蒸着材やバインダー材の検討を進めてきた。本発表で

は、金/CrミラーのCr表面拡散の原因、Crに代わるバインダー材、種々の金属

の斜入射における反射率について、現在の検討状況を報告する。 

 

［1］若林, 開発研究多機能ビームライン建設報告, 第40回PFシンポジウム(2023). 
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MLF-U1 

真空紫外レーザシステムの 

ビーム位置自動制御装置の構築 
Building Autonomous Control System for 

Laser Beam Position 
 

梅澤 卓矢 1、大石 裕 2、神田聡太郎 2、中村 真毅 1、下村 浩一郎 2 
1 茨城大学、2 高エネルギー加速器研究機構 

 

ミュオンビームの運動量分散やパルス幅の特性向上のために、真空紫外レ

ーザを用いた超低速ミュオンの発生と応用に関する研究が進められている。

真空紫外レーザシステムの一部はビームライン内に配置され、ビームタイム

中は容易に光学系が調整出来ない。ビームライン内では室温の変化やミュオ

ンビーム輸送系の電磁石により光学定盤の変位が発生し、レーザビーム位置

の変化が真空紫外光の発生効率を変動させ、超低速ミュオンのビーム強度に

影響する。本研究では真空紫外光発生効率やレーザ照射位置の安定化を目

指したレーザビーム位置自動制御装置を構築する。 

 ビーム位置制御装置は、任意の光路上のビーム位置をカメラで測定し、目

標との差分を基にモーター駆動ミラーマウントを制御することで光軸を一定に

保つ仕組みである。カメラとミラーマウントは Ethernet ネットワークにて遠隔で

制御可能とした。複数の制御アルゴリズムを作成し、目標ビーム位置への収

束時間や安定性を比較した。水平垂直それぞれの方向に 586 µm の大きな変

位が与えられたビームに対して、制御を開始して約 15 秒で目標ビーム位置

へ収束し、その後安定を保つ制御を達成した。 
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MLF 

DAQ ミドルウェアと DAQ コンポーネントの 

コンテナ化の検討 

Containerization of DAQ middleware and its 
components 

 
梶原大貴 1,2、細谷孝明 1,2*、中村龍也 2 

１茨城大院理工、２日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター 

 
現在、J-PARC MLFでは、ビームラインにおける測定制御・データ収集の標

準として DAQ ミドルウェアが用いられており、各ビームライン共通あるいは固

有の DAQ コンポーネントが動作している。この DAQ ミドルウェアの動作環境

はエンタープライズ系 Linuxが推奨されており、MLFで用いられている OSは

主にRHELクローンのCentOS７である。しかし、CentOS７はサポートが２０２

４年６月末で終了するため、脆弱性など問題が発生した際に修正が行われず、

アプリケーションが更新できないといった問題も生じる可能性がある。また、

CentOSは８を最後に開発中止となっており、代替のOSを検討する必要があ

る。その際、ライブラリの依存関係の問題からDAQミドルウェアが正常に機能

するとは限らない。 

そこで、Docker のコンテナ内に DAQ ミドルウェアを構築することで、ホスト

OSに依存せずに安定して DAQ ミドルウェアを動作させる方法を検討した。こ

の方法では、DAQ ミドルウェアおよびコンポーネント群を整備したコンテナを

入れ替えるだけでコンポーネントの導入、更新、削除が、ホスト OS の環境に

依存せずに、安全にかつ容易に行えるようになる。そして、仮想コンテナ化に

よって OS 全体を仮想化するよりシステム資源の負担が小さくなり、可搬性は

高くなると考えられる。 

本研究では各ビームラインで用いる DAQ コンポーネントのセットをコンテナ

として一つにまとめるアプローチと、コンポーネント毎にコンテナを作成するア

プローチの両方の面から検討を行う。前者は各ビームライン別のパッケージと

なり、ビームラインの管理者にとってメンテナンスが容易となる。一方で後者は

コンポーネント別のパッケージとなり、DAQ コンポーネントに詳しいビームライ

ン担当者にとっては、細かくコンポーネントバージョンを管理することが可能と

なる。両方でコンテナを作成し、動作試験および性能評価を行って比較を行う。 

本研究ではコンテナを１つにまとめるアプローチから取り組み、内部に DAQ

ミドルウェアを構築し、サンプルコンポーネントをホスト側から CenｔＯＳ７コンテ

ナとＵｂｕｎｔｕコンテナでの通信制御に成功した。これは Web サーバが

Apache の場合である。今後は Docker と相性の良く、軽量な Web サーバで

ある NGINX を用いて、通信制御の試験を行う。さらに、他の OS でも試験を

し、性能評価を行う予定である。 
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MLF-BL10 

日本刀の微小領域回折試験 
Small gauge volume diffraction test of a Japanese 

sword 
 

及川健一 1、土川雄介 1、ハルヨ ステファヌス 1、松本吉弘 2、鬼柳善明 3 
1JAEA J-PARC センター、2CROSS 中性子科学センター、3 北海道大学 

 
日本刀は古くより武器として発展したため、『折れず曲がらず』という本来相

反する材料特性が求められてきた。その特性を得るための日本刀製造過程

の一つに『造り込み』と呼ばれる工程がある。慶長元年（1596 年）以降の新刀

と呼ばれる日本刀では、比較的柔らかい心鉄（しんがね）を硬い皮鉄（かわが

ね）でくるむような造り込み構造が多く見られる。慶長以前の古刀と呼ばれる

日本刀では、鉄素材の入手経路やどのような造り込みがなされていたかが資

料として残っておらず、これまでは機械的に切断した刀の断面の顕微鏡観察

及び X 線回折を用いた検証が行われてきたが、全容解明には程遠い。また、

日本刀が文化財として貴重なものと世界的に認識された今日では、非破壊検

査が強く望まれている。 

MLF の BL22 や BL19 では、中性子を用いる非破壊日本刀研究グループに

より、これまで CT、ブラッグエッジイメージングや回折実験を行ってきた。塩田

ら[1]はブラッグエッジイメージング実験により、ある古刀の切先に近い部位に

おいてボイドらしきものを捉えた。松本ら[2]は CT により、この古刀のボイドが

造り込みの鍛接部の痕跡を示すと考えられる解析結果を得た。我々は

Rietveld 解析により、そのボイド領域近傍の詳細な情報を得ることを目的とし

て、微小領域回折試験を BL10 にて開始したので、それを紹介する。今回の測

定では 1mm ラジアルコリメータを用い、最小入射ビームサイズ幅 0.5mm×高

さ 5mm とした。当日は得られたデータの解析状況を紹介する。 

 

[1] Y. Shiota et al., Phys. Procedia 88 128 (2017). 

[2] Y. Matsumoto et al., in preparation. 
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       MLF／BL 

第一原理ポテンシャル面を用いた水素の中性子振動スペ

クトル計算 
(Theoretical vibration spectra of hydrogen based on its first-

principles potential surface) 
巽一厳 

JAEA J-PARC センター 

 
  fcc 金属 Pd 等の格子間の水素のポテンシャルは非調和性が大きいため、

その中性子振動スペクトルの𝑆(𝑸, 𝐸)が、第一原理計算で求めた水素ポテン

シャルでの水素原子核量子状態より、計算されている。 

𝑆(𝑸, 𝐸) ∝()*𝜙!(𝒓)𝑒!𝑸∙𝒓𝜙%(𝒓)*
&𝑑𝒓𝛿(E − E% + E!)

%

 

近年の計算機ハード/ソフトウェアの発展から、より複雑な系の第一原理計算

で水素ポテンシャルが比較的容易に得られ、水素吸蔵合金等においても同手

法の適用が可能である。代表的な水素吸蔵合金である LaNi5の水素一次固溶

体では、実験スペクトルの主要ピークについて同手法の理論計算からその起

源が早期に調査されているが、複数種ある水素の占有サイト、あるいは、格

子欠陥を含む場合について同計算の調査が待たれている。本研究は、同手

法の𝑆(𝑸, 𝐸)計算の精度を踏まえ、その

応用を通じ，水素の実験𝑆(𝑸, 𝐸)解析に

適切に活用可能にすることを目的とす

る。 

  水素ポテンシャルを求めるのに、高

対称性のパスに沿ってサンプリングする

方法や、メッシュグリッド上で網羅的にサ

ンプリングする方法がとられている。本

研究では後者をとり、更に系の対称性か

ら既約したサンプリング点のみ用いた。

水素原子核の波動関数を平面波基底で

求め𝑆(𝑸, 𝐸)を計算した。 

  図は fcc 金属 Pd 中の水素について，

今回の計算と既報の計算及び実験の振

動スペクトルを示す。計算は𝑆(𝑸, 𝐸)の方

位依存性を定性的に再現している。他

の系での計算結果とともに，約 20meV

隔たったピーク群で構成されるスペクト

ルの特徴を本計算で解析可能と示唆さ

れた。 

図．本計算結果(上)及び既報の実験(下、点の

データ)と計算(下、線のデータ)での振動スペ

クトル 
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       MLF-BL22 

中性子照射による計数型中性子イメージング検出器 

µNID・BµNID の劣化現象の解明 

Improvement of the µNID and BµNID to reduce aging 
under intense neutron irradiation 

 
Joseph D. Parker１、篠原 武尚２、甲斐 哲也２、松本 吉弘１、 

高田 淳史３、越智 敦彦４ 
１CROSS、２JAEA、３京都大学、４神戸大学 

 
Energy-resolved neutron imaging at the RADEN instrument [1], located at 

beamline BL22 of the J-PARC/MLF, requires a detector with good spatial and 

time resolutions and high count-rate capability, and the development of such 

detectors remains a challenge for the world-wide pulsed neutron imaging 

community. At BL22, we have developed the µNID (µPIC-based neutron 

imaging detector) [2], an event-type micropattern gaseous detector, which can 

provide both good spatial resolution and high count-rate capability. More 

recently, to provide further improvement in rate performance, the BµNID (µNID 

with boron converter) has been developed and was deployed for user 

experiments at BL22 starting in February 2021. Notably, the BµNID has more 

than doubled the rate performance of the µNID, with a peak rate of 10 Mcps. 

While operating under these high rates, however, a significant aging effect was 

observed on the detector, which manifests as a localized degradation of the 

gain after high-intensity neutron exposure. To continue operating the detector 

at full capacity and pave the way for future rate performance increases, this 

aging must be understood and mitigated. Under CROSS Development Proposal 

No. 2022C0006, we have carried out studies of this aging phenomenon, 

including X-ray photoelectron spectroscopy measurements of the chemical 

composition of the surface of an aged detection element and on-beam studies 

of the effect of gas composition on the aging properties of the detector. We 

will discuss the preliminary results of these studies, along with our plans for 

continued testing. We are also carrying out a re-evaluation of the detector 

materials and gas-filling system to identify and eliminate possible sources of 

contamination. 

 

References 

[1] T. Shinohara et al., Rev. Sci. Instrum. 91, 043302 (2020) 

[2] J.D. Parker et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 726, 155-161 (2013) 
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       MLF-BL15 

カイラル磁性体 CrNb3S6 の異方的圧力効果の 

SANS 測定手法の開発 
Development of SANS methods for measuring 

uniaxial pressure effect on chiral magnet CrNb3S6 
 

大石一城 1、姜 佳良 2、高阪勇輔 2、服部高典 3、齋藤開 4、中島多朗 4、 

河村幸彦 1、森川利明 1、廣井孝介 3、鈴木淳市 1 
1CROSS, 2 大阪公立大，3J-PARC Center, JAEA, 4 東大物性研 

 
BL15「大観」は、共用開始以降、電子・磁性、ソフトマター・化学、バイオ・ラ

イフ、構造、環境・エネルギーなどの幅広い分野のユーザーに利用されており、

それらのユーザーの多彩なニーズに応えるため、日々装置の整備・高度化や

試料環境機器の整備を進めている。なかでも、カイラル磁性体をはじめとする

長周期らせん磁気構造やスキルミオンの研究は、BL15「大観」で実施されて

いる重要なテーマの一つである。そこで筆者らは、カイラル磁性体への圧力

（静水圧および一軸圧力）効果を調べるための SANS 測定手法の開発に取り

組んでいる。 
代表的なカイラル磁性体である CrNb3S6 に対する静水圧効果は、これまで

粉末試料による結晶構造解析及び交流帯磁率測定により調べられており[1]、
圧力の増加に伴い c 軸（らせん軸）が顕著に縮むこと、磁気転移温度が減少

することが報告されている。一方で、らせん周期に関する知見はない。我々は、

JAEA 研究課題にて高圧実験手法の開発に取り組み、ピストンシリンダー型

高圧発生装置を用いた 1.2 GPa までの単結晶小角散乱実験に成功した。測定

結果から、圧力の増加に伴い磁気転移温度が減少することを確認し、高圧下

交流帯磁率測定の結果とも定量的によい一致が得られた。更に、磁気伝搬ベ

クトルの圧力依存性から、カイラルらせん磁性の周期が圧力の増加に伴って

短くなることが明らかとなった[2]。らせん周期は J/D に比例することが理論的

に予想されているため、この変化は J に対して D が圧力と共に大きくなること

を示唆する。静水圧実験では、試料を等方的に加圧しているため、体積減少

（あるいは a 軸長の減少）もらせん周期へ影響している。この効果をデカップル

するため、CROSS 開発課題では一軸加圧実験により試料に異方的な圧力を

加え、その結果と比較することで、磁気転移温度、もしくは、らせん周期への

影響をより詳細に調べる計画を立てた。実験は 2 月に実施予定であり、当日

は実験結果について報告する。 
 
[1] M. Mito et al., J. Appl. Phys. 117, 183904 (2015). 
[2] 大石ら, 日本物理学会 2021 年秋季大会 21pC1−13. 
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       MLF電脳班／MLF BL22 

クラウドサービスを利用した 

測定の進捗状況監視システムの開発 
Development of progress monitoring system for 

measurements using cloud services 
 

永井佑樹 1、松本吉弘 1、岡崎伸生 1、篠原武尚 2、 
1CROSS、2JAEA J-PARC センター 

 

Amazon Web Services（AWS）や Google Cloud Platform（GCP）といったクラ

ウドサービスでは、サーバやストレージなどのハードウェアを自身で調達、構

築することなく、迅速に利用することができる。クラウドサービスの中にはマネ

ージドサービスと呼ばれる、インフラの管理（運用、保守など）をサービス提供

者側が請け負うサービスが存在する。適所に活用することで、管理の負担を

軽減できる。 

それらを利用して MLF BL22のカメラ型検出器を使用する測定の進捗を監

視できるシステムを開発した(Fig.)。本システムでは、測定の際に生成されるロ

グファイルを認証された利用者のみが参照可能なストレージにアップロード

し、その内容をインターネット経由で確認することで、利用者が現場から離れ

ている場合でも進捗を監視できる。加えて、ログファイルの取得に失敗した時

や内容が更新されていない場合など、あらかじめ設定した条件を満たすと状

況が通知され、利用者に状況確認を促す。 

ログファイルのアップロードは既存の環境を利用し、内容確認の環境をクラ

ウドで構築した。マネージドサービスを活用したことで、管理対象を最小限にと

どめることができた（Fig. 青枠）。既存の環境と組み合わせた簡易なシステム

を開発する場合は、クラウドサービスを利用するメリットは大きいと考える。 

 

 
Fig. システム構成図 
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       PF BL-19A/B 

軟 X線顕微分光によるマルチモード分析 
Multimode analysis using soft X-ray microspectroscopy 

 
山下翔平 1、若林大佑 1、武市泰男 2、木村正雄 1 

1高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 
2大阪大学 大学院工学研究科 

 

フォトンファクトリーBL-19A/B は、APPLE-II 型アンジュレータ［1］を光源とし、

90〜2000 eV 程度の高輝度軟 X 線が利用可能なビームラインである。A ライ

ンはコンパクト走査型透過 X 線顕微鏡（cSTXM）［2］を常設し、B ラインはフリ

ーポートとしている。両者は振り分けミラーによって容易に切り替えでき、B ラ

インでは持ち込み装置による実験のほか、STXM の標準スペクトル測定用に

全電子収量法、蛍光収量法、透過法に対応した軟 X 線 XAS 測定が利用可能

である。 

従来の STXM では透過法による分析を基本としている。BL-19A ではエンド

ステーションの高度化の一つとして、新たに蛍光収量法および転換電子収量

法を採用し、複数の分析手法による同時分析を可能とした。これに加えて、嫌

気性試料の観察が可能な大気非暴露搬送システムや濡れた試料の分析の

ためのウェット環境システムなどの in-situ 環境を併用することにより、多種多

様な試料・材料への応用展開が期待される。 

本発表では BL-19A の STXM に関する最近の in-situ 測定システムおよび新

たに導入したマルチな分析手法を中心に紹介する。 

本システムの導入・整備・動作試験にあたっては、所内スタッフ優先ビームタ

イム(研究課題番号：2022PF-G001)、2018S1-001、2022S2-001、企業との共

同研究において実施した。 

 

 
図. マルチモード分析の概略図、装置の外観写真、取得画像の一例。 

 

[1] S. Sasaki et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res., A 331, 763 (1993). 

[2] Y. Takeichi et al., Rev. Sci. Instrum., 87, 013704 (2016). 
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       使用ステーション／BL-12C 

表面部分窒化無酸素無炭素 Ti 蒸着膜の排気速度測定と 

放射光ビームラインへの応用 

 
Pumping Speed Measurement of Surface Partially 
Nitrided Oxygen-Free Carbon-Free Ti Deposited 
Films and Application to Synchrotron Radiation 

Beamlines 
 

○菊地貴司 1、片岡竜馬 1、田中宏和 1、若林大佑 1,2、大東琢治 1,2、 

仁谷浩明 1,2、上園波輝 3、櫻井岳暁 3、間瀬一彦 1,2,3 
1KEK 物構研 PF、2 総研大、3 筑波大 

 
高真空中で加熱すると反応性の高い表面が生成し、残留ガスを排気する材

料を非蒸発型ゲッター（NEG）と呼ぶ。NEG は無電源で超高真空を維持できる

ことから、ビームラインに応用すれば、放射光実験施設の CO2 排出削減に貢

献する。本研究では炭素と酸素が極めて少なく、表面を部分的に窒化した Ti

を ICF203 ブランクフランジに蒸着して、排気速度測定装置（図１）に設置し

100℃、150℃、200℃、250℃で 24 時間ベーキングした時の全圧の変化（図２）

と H2 に対する排気速度を測定した。その結果、150℃ベーキングで残留ガスを

排気し、250℃までベーキングすると有意に H2 を排気することを見出した。そこ

で、PF2.5GeV リングの BL-12C の新上流部の配管内面に表面部分窒化無酸

素無炭素 Ti 蒸着し、150℃ベーキングしたところ、30L/s のノーブルポンプと併

用すれば、10–7 Pa 台の超高真空を維持できることを確認した。 

図１．排気速度測定装置。 

図２．150℃、24 時間ベーキングのとき

の全圧測定結果。 
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       BL01, BL02, BL11, BL14, BL15 

MLF の中性子データ処理環境「空蟬」の現状 2022 

Current Status of Data Reduction Software Utsusemi  
 

稲村泰弘 1，伊藤崇芳 2 

1 日本原子力研究開発機構 J-PARC センター， 
 2 総合科学研究機構中性子科学センター 

 
 

「空蟬」は、J-PARC, MLF における中性子散乱用データ処理・解析可視化

環境の一つであり、多くのビームラインで導入されているソフトウェア群である

[1]。特にデータ処理機能の面では、MLF が採用したデータ収集方式であるイ

ベント記録方式の活用をいち早く成功させ、例えば今や世界のスタンダードな

測定として広まった非弾性散乱 Multi-Ei 手法や単結晶試料の多次元データ測

定・可視化手法の実現、リアルタイムデータ処理(Live Data Reduction)の開発

などを行ってきた。 

中でも MLF の実験装置において、測定試料における多様な Time-

Transient な現象を捉えるために採用されたイベント記録方式を実際の測定実

験に応用することが、空蟬の最も重要なミッションであると考えている。この機

能は、主に測定試料へ加えられる外場（温度、電場、磁場など）の変化の制御

や観測するデバイス、もしくは中性子光学系の制御を行うデバイスから電気シ

グナルを得て、データ収集システムで読み込むことで実現される。そのため、

一見分かりにくく複雑なシステム構築とデータ処理が必要であった。目的であ

る活用の幅を広げるためには、よりシンプルなシステムで測定を実現し、デー

タ処理も多彩に行える必要がある。今回の講演では空蟬とデータ収集システ

ムに接続したデバイスで、どのような実験が行えるかを示し、その活用方法を

議論したい。また、昨今加えられた空蟬および可視化モジュール夕顔の機能

や動作環境や今後の開発方針などを述べる。 

 

[1] https://mlfinfo.jp/groups/comp/ja/utsusemi.html 
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       MLF-BL08 

SuperHRPD の現状と機能性物質の構造科学研究 

Current status of SuperHRPD and structural studies 
of functional materials 

 
森一広 1、鳥居周輝 1、山内沙羅 1、Nur Ika Puji Ayu1、萩原雅人 1,2 

1KEK 物構研、2JAEA 物質科学研究センター 
 
 

粉末中性子回折は物質中の軽元素の原子位置を高精度で検出できるプロ

ーブであるなど、物質科学に関する構造学的知見を得るための強力な手段と

して定着している。その中で、高分解能回折実験は、通常の分解能での回折

実験では得られない、あるいは得ることが難しい科学的知見をもたらしてきた。

一例を挙げれば、英国 ISIS の高分解能粉末中性子回折装置 HRPD は、フラ

ーレンの相転移や負の熱膨張の結晶学的研究などの当時の他の中性子回

折装置では難しい科学的知見を物質科学分野に示した。MLF のビームライン

「BL08」に設置されている超高分解能粉末中性子回折装置 SuperHRPD が目

指す物質研究の方向性は、これに類似している。 

SuperHRPD は世界最高分解能(Δd/d = 0.0365%)をもつ中性子回折装置であ

る。SuperHRPD の目指すサイエンスは世界最高分解能の装置性能を駆使し、

他の装置では観測できなかった Symmetry Breaking（対称性の変化）を発見す

ることで、新しい科学的知見に繋げることである。現在、S１型実験課題（プロ

ジェクト型課題）として 2019S05「SuperHRPD を活用した機能性物質の構造科

学研究」が継続中である。本課題では、例えば、量子磁性体や超伝導物質、

マルチフェロ物質など将中性来的な実用材料としての可能性を探る研究や、

有機無機ハイブリット物質、イオン導電体や磁気冷凍材料などのエネルギー

関連物質といった実際の機能性と結晶構造の相関を調べる研究が行なわれ

ている。 

一方、特殊環境周辺機器（SE）についても随時整備を進めている。主な SE と

して、例えば、ボトムローディング型冷凍機、試料交換が容易なトップローディ

ング型冷凍機、高温測定が可能なバナジウム炉を一般課題のユーザーへ提

供している。また S１型実験課題の中では、超伝導マグネットを導入し、2.6 K–

1170 K および 0–14 T の試料環境を実現している。現在、全ての試料環境機

器は安定的に運用されており、SE の試料温度の精度についても検証が進め

られている。当日は SuperHRPD の現状に加えて、S1 型実験課題 2019S05 で

実施されている研究についても一部紹介する予定である。 
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       PF BL-12C 

3Dプリンターを利用したオペランド XAFSセルの作製 
Design and fabrication of operando XAFS cell for 
electrochemical reactions using 3D printer 
 

城戸大貴１, 2、和田敬広 3、江澤元太 2、Qing Wang2、 

木村正雄 1、朝倉清高 2 
1KEK IMSS、2北大 触媒研、3東京医科歯科大 

 
近年、3D プリンター技術は飛躍的に発展し、製造業・医療分野など広い分

野で使用されつつある。3Dプリンターは、従来の機械工作では行うことが困難

であった形状を容易に作り出すことができ、材料のコスト面も抑えることができ

るという利点がある。本研究では、3D プリンターを用いて触媒反応用オペラン

ド蛍光 XAFSセルの作製に挑戦した。 

3D プリンターによる触媒反応用オペランド蛍光 XAFS セル作製では、以下

のような利点が挙げられる。 

・ 試作品をいくつも作り、テストすることが容易 

・ 造形物内に、複雑な流路を埋め込むこともでき、セルの小型化が可能 

一方で、以下のような欠点もある。 

・ 強い酸への耐薬品性が強い材料がなく、耐熱性も乏しいものが多い 

・ 機械工作のような精度を出すためには装置などのコストがかかる 

本研究のセル仕様としては、電極触媒が担持された MEA のカソード側を CO2

のガスで満たし、もう一方のアノード側を水で満たすこと。各電極での電位を

操作するための導通をとること。XAFS測定を行うための入射 X線用の窓と蛍

光 X 線信号用窓をもつこと。が必要がある。そこで、気密性を保ちながら、ガ

スと液体の流路と電極への導通を確保した XAFS セルの設計・試作を行い、

いくつもの試作を経て、触媒反応用オペランド蛍光 XAFSセルを完成させた。 

サイズは手のひらにおさまる大きさ（本体の全長 75 mm、厚さ 17.5 mm)となっ

た。カソード側とアノード側の 2 つのパーツからなり、反応中の変化を知りたい

触媒が塗布されているカソード側に X 線の窓となるカプトンフィルムを付け、1

つの窓で入射 X線と蛍光 X線を取り出すようになっている。さらに、MEAは硫

酸に浸けておく必要があり、MEA との接触面が強い酸性になるので、3D プリ

ンターで作製したセルと MEA が直接触れないよう、テフロン板を挟んだ。この

テフロン板はシールとしての役割も果たしている。 

その結果、ガスおよび水は漏れることなく、BL12C でオペランド蛍光 XAFS 測

定を行うことができた。ポテンショスタットでの電位掃引にともなう XAFS の変

化と CO2還元反応生成物変化を追うことができた。 

本研究は、課題番号 2022G525で実験を行い、NEDOの支援を受けた。 
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       MLF／BL15 

中性子小角・広角散乱装置 BL15（大観）の活動報告 
Activity report on the small and wide angle neutron 

scattering instrument of BL15 (TAIKAN) 
 

森川利明１、高田慎一２、廣井孝介２、大石一城１、岩瀬裕希１、河村幸彦１ 

上田実咲１、鈴木淳市１ 
1 CROSS、 2 J-PARC Center, JAEA  

 
 J-PARC MLF の中性子小角・広角散乱装置 BL15（大観）は、広いｑ領域を測

定できることから、ナノからミクロンスケールの特徴的な構造を持つ様々な試

料の測定に利用されており、ユーザーが要望する実験環境も多岐に渡ってい

る。そうしたユーザーからの要望に応えるべく、BL15では実験環境の整備、高

度化を行ってきている。 

 

 BL15 の試料環境機器に関しては、2021 年度からユーザー実験利用を開始

した新 1T マグネットの更なる整備を行い、付属機器の拡充を図った。1T マグ

ネットは 4K 冷凍機と組み合わせて実験を行うことが多い。そのため、必要に

応じて 4K 冷凍機を鉛直軸回りに回転できる回転ゴニオメーターの取り付けを

可能にした。また、マグネットに搭載する機器としてレーザー加熱炉も準備中

である。さらに、バックグラウンドノイズを低減するための遮蔽板の取り付けも

予定している。付属機器としては、マグネットがビーム軸回りに 90°回転でき

ることを利用して、クレーンを使わず水平方向に 4K 冷凍機を引き抜くための

試料交換用台車や 7 個の試料を連続して測定できる自動試料交換機構の製

作を行った。2022 年度に行った他の試料環境機器の整備、開発状況につい

ても報告を行う。 

  

装置に関しては、これまでの標準的な運転モード（1st フレーム＋T0 チョッ

パー25Hz 回転）に加えて、新しい運転モード（ダブルフレーム、T0 チョッパー

50Hz 回転）の試験を始めており、それに関連して T0 チョッパーの振動対策を

実施した。また、現在、超小角検出器に使用している RPMT（浜松ホトニクス製

光電子増倍管）が生産中止となっていることから、その後継機として、µNID の

導入を予定している。真空散乱槽内に設置できる真空対応型の µNID の設計、

製作を 2021 年度から実施し、µNID を設置するための新しい検出器切り替え

機構の製作を現在進めており、2023 年度に設置する計画である。 
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MLF 

J-PARC MLF 実験制御ソフトウェアフレームワーク IROHA2

の現状 2022 
Present status of the experiment control software 

framework “IROHA2” at J-PARC MLF (FY2022) 
 

長谷美宏幸 1、稲村泰弘 1、森山健太郎 2 
1JAEA J-PARCセンター 

2CROSS中性子科学センター 

 
IROHA2は J-PARC MLFに設置された中性子実験装置の制御や自動測定

を行うための MLF 標準装置制御ソフトウェアフレームワークである。IROHA2

は、機器制御を実施するデバイス制御サーバーおよび機器構成や実験装置

での測定を管理する装置管理サーバー、自動測定を可能にするシーケンス管

理サーバー、実験装置の測定状態やデバイスステータスを統合的に管理する

統合制御サーバーから構成される。IROHA2 は Web ユーザーインターフェイ

スを有しており、装置スタッフやユーザーは Web ブラウザから各サーバーを操

作することが可能である。 

2021 年度から 2022 年度にかけての改善・改良点として、セキュリティサポ

ートが有効な Python3 のマイナーバージョンへの対応や廃止・非推奨機能の

置き換えなどがある。また、主な新機能として(1)デバイス監視ログ可視化機

能の開発と(2)DAQ ミドルウェアとの連携機能の高度化がある。(1)は新規開発

したデバイス監視ログ収集サーバーが定期的に収集するデバイスのステータ

ス情報を分散型検索/分析エンジン Elasticsearch[1]に格納し、それらを Web

アプリケーション可視化ツール Grafana[2]で可視化するシステムである。これ

により装置で使用しているデバイスの情報を一元的に管理し、時系列データを

柔軟に可視化できるようになった。(2)では DAQ ミドルウェアの Kickerコンポー

ネント名の指定方法の改良と統合制御サーバーにおいて各 DAQ コンポーネ

ントの情報を一覧で表示するパネルの追加を行った。これにより設定時の利

便性の向上と、データ収集系と実験装置の状態を一元的に監視することが可

能 に な っ た 。 こ の 他 、 IROHA2 ポ ー タ ル サ イ ト

（https://mlfinfo.jp/groups/comp/ja/iroha2.html）を開設し、IROHA2 のバージ

ョン情報や HTML化したマニュアルなどを公開している。 

今後も装置スタッフなどからの要望を取り入れた新規機能の追加や機能改

善、セキュリティ面でのアップデートやバグ修正などを継続的に実施していく予

定である。 

[1] https://www.elastic.co/jp/elasticsearch/ 

[2] https://grafana.com/ 
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       PF BL-14A/JRR3 T2-2 

マルチドメイン結晶の構造解析を目指した基礎技術の開発 
Development of technologies for structure analysis 

of crystals with multi-domains 
 

坂倉輝俊 1、山本孟 1、木村宏之 1、岸本俊二 2、佐賀山基 2 

1 東北大、2 KEK-物構研 

 
マルチドメインを持つ事により生じる技術的困難のために、精密な結晶構造

の計測が行えない試料は数多くある。その技術的課題としては、以下が挙げ

られる。（１）回折斑点の各ドメインへの帰属、（２）回折斑点が重なり合う箇所

での回折強度の分離と各ドメインへの帰属、（３）実空間でのドメインの分布の

決定による高精度な吸収補正の実現、などである。これらの課題の克服は、

計測対象の拡大のためには、実現されるべきものである。（１）および（２）は回

折計メーカーの提供する市販のソフトウェアで既に実現されている技術でもあ

るが、（１）および（２）と連携した（３）の実現が、データの信頼度を高めるため

の鍵となり、これがマルチドメイン結晶の高精度解析の実用化における最重

要な技術であると考えている。 

我々は、（１）については、２反射法の自動化を図る事で、その基礎技術開

発を進めてきており[1]、これまでに、ＰＦの BL-14AやＪＲＲ３の T2-2などにお

いて、超格子反射の探索や高速な方位行列の決定法に応用してきている。ま

た、（３）については、その初期段階の開発として、吸収補正ソフトウェアの開

発に着手している。結晶外形を高精度に計測するシステムの開発なども（３）

の実現において不可欠な要素となることから、その開発も今後行っていく予定

である。 

本講演では、それらの技術を実現する理論や、ソフトウェアの構造とソース

コードなどについて部分的に解説するとともに、開発の現状について報告する。 

 

 

[1] 坂倉輝俊 他、「二反射法を用いた UB 行列の自動決定ソフトウェアの開

発」、日本結晶学会 2019年度年会, 2019.11.19-20, 金沢 

P-206T 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-206T -



       PF/PF-AR beamline control 

STARS の現状と将来展望 
Current situation and future plan of STARS 

 
仁谷浩明、小菅隆、永谷康子、石井晴乃、西村龍太郎、 

成田千春、松岡亜衣、橋本良昭、五十嵐教之 

KEK物構研 放射光実験施設基盤技術部門 

 
PF ではビームライン制御機器の通信プロトコルとして STARS（Simple 

Transmission and Retrieval System）[1]を開発し、広く利用している。STARSは、

1）スター型トポロジに基づくシンプルな構成、2）TCP/IP 上のソケット通信によ

る汎用性、3）ASCII 転送による高可読性、等の特徴を備えており、OS や開発

言語に依存せずに利用が可能である。利用ライセンスは MIT ライセンスを採

用しており、新規クライアントの開発や機器への組み込みは誰でも自由に行う

ことが出来る。 

STARS は放射光ビームラインで多く利用されるモータコントローラや計測器

の接続を標準のライブラリ群でサポートしており、Web[2]からパッケージをダウ

ンロードしてローカル PC 上に展開することですぐに使用を開始することが出

来る。これまで、STARS の開発には Perl 言語を使用していたが、動作の高速

化や将来の発展性を考慮し、Python3 への移行を進めている。これにより従

来の10倍以上の処理能力を得ることに成功した。これらPython3版のSTARS

ライブラリも GitHubで公開を開始している。 

今後の開発目標は、1）大容量化する実験データの転送、2）Web アプリケー

ションへの対応、3）ノーコード・ローコード開発環境の提供、を目標に開発を進

めている。これらのうちすでに開発が進められているものに関しては順次 PF

内のシステムに導入されており、順調にデータが蓄積されている状況である。 

STARSの普及に関しては、今年度からパッケージの配布環境をGitHub[3]や

NuGet 等のメジャーなシステムに移行しており、誰でも容易にアクセス可能と

なっている。また、STARS の公式 Web サイトもリニューアルを進行中で、今後

チュートリアルの拡充や、オフラインでの講習会も企画中である。 

 

[1] KEK プログラム著作権登録  #592” STARS（Simple Transmission and 

Retrieval System）” 

[2] STARS Webサイト： https://stars.kek.jp/ 

[3] GitHub： https://github.com/IMSS-PhotonFactory/STARS-Core 
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                            MLF-BL02、MLF-BL17、MLF-BL18 

偏極中性子を用いた乱れた構造に係る研究手法の開発 

Development of methodology for studying disordered 

material utilizing polarized neutrons 
鬼柳亮嗣１、高橋慎吾２、松浦直人 3、玉造博夢１、川北至信１、花島隆泰 3、 

大原高志１、奥平琢也 4、奥隆之１ 
１ 原子力機構 J-PARC、２ 茨城大学、３ 総合科学研究機構、4 名古屋大

学 

 
本プロジェクトでは、結晶のような長距離秩序をもたない乱れた構造をもつ

物質を対象として、偏極中性子を用いた測定・解析手法の開発を行う。 

乱れた構造をもつ物質としては、ガラスや液体をはじめ、イオン伝導体やス

ピングラスなども対象として含まれる。乱れた構造を持つ物質では、短距離の

局所的な相関がマクロな物性の発現に重要な役割を果たしているものが多く

あり、局所的な相関を調べることが重要である。また、液体やイオン伝導体に

おける動的な原子の振る舞いを理解するためには、空間的に局所的な相関

だけではなく、時間的に局所的な相関も重要である。散乱実験により得られる

散乱関数 S(q,w)は 2 体相関関数 G(r,t)のフーリエ変換であり、乱れた系を研

究する上で非常に強力な測定手法である。ただし、磁気相関の抽出やイオン

の自己拡散の振る舞い等を調べるためには、選択的に成分を分離する必要

があり、偏極中性子を利用した測定、解析手法の開発を行う。 

2021 年度には以下を行なった。 

l BL02：偏極装置 SEOP の導入・設置方法を検討。 

l BL17：スピントルクによる磁化反転測定方法の検討 

l BL18：SEOP のパフォーマンスを調べるためのテスト測定 

BL18 の測定においては、高

い偏極度が広い波長範囲で

得られ、flipping ratio を測定

できることが確認された。発

表では、プロジェクトの概要と

これまでの成果および今後

の予定を紹介する。 

 

BL18 で行われた偏極テストの際の装置配置 
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       MLF-BL19 

工学材料回折装置「匠」の現状 
Current status of the Engineering Material 

Diffractometer TAKUMI 
 

川崎 卓郎、ゴン ウー、マオ ウェンチ、ハルヨ ステファヌス、相澤 一也 

原子力機構 J-PARC センター 
 

J-PARC 物質・生命科学実験施設に設置された「匠」 [1]は、材料工学や機

械工学に関する研究を目的とした飛行時間型中性子回折装置である。 

匠は工学研究に適した波長レンジ、高中性子束と高分解能をバランスよく

備えている。加えて、測定部位を絞るスリットやラジアルコリメータ等の光学機

器、変形試験機、高温・低温機器などの多様な試料環境が利用可能であり、

構造物の残留応力マッピングや様々な工学プロセス中での材料挙動の時分

割観察を行うことができる。主として格子ひずみ（応力）、相分率、転位組織、

集合組織などの材料の力学特性に影響する結晶学的情報の定量評価が行

われており、鉄鋼・軽金属・形状記憶合金・ハイエントロピー合金などの金属

構造材料を中心に多くの成果を挙げている。 

当日は、試料環境装置の整備状況とともに、匠を活用して行われた最新の

研究成果を紹介する。 

 

[1] BL19 匠 工学材料回折装置ウェブサイト: https://mlfinfo.jp/ja/bl19/ 
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       MLF／BL01 

非弾性中性子散乱装置「四季」の整備・利用状況 
The Direct-Geometry Time-of-Flight Spectrometer 

BL01-4SEASONS at J-PARC 
 

梶本 亮一 1、中村 充孝 1、蒲沢 和也 2、稲村 泰弘 1、 
飯田 一樹 2、池内 和彦 2、石角 元志 2 

1 JAEA J-PARC センター、2 CROSS 中性子科学センター 
 

四季は J-PARC・MLF のビームライン 01 (BL01) に設置されている、数 meV
～数 100 meV のエネルギー領域を測定対象とする直接配置型非弾性散乱

装置である。その中分解能・高測定効率という特徴を活かして、超伝導体、量

子スピン系、フラストレート磁性体、熱電物質等のスピン・格子・原子ダイナミク

スの研究に用いられている [1]。最近の整備・高度化として、大型真空散乱槽

のための真空制御系の自動化、ディスクチョッパーの高速化、ボトムローディ

ング冷凍機およびクライオファーネスの導入、新しい検出器用電気回路の導

入試験、ソーラーコリメータの導入等を行った。また、運用面では、利用のさら

なる拡大を目指して 2022B 期より Fast Track Proposal 課題の受入れを始め

た。本発表ではこれらの整備・利用状況の詳細を示すと共に、検討中の将来

の改造計画についても簡単に紹介する。 
 
[1] https://mlfinfo.jp/ja/bl01/ 
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       PF BL-16A, BL-19B 

高繰返し時間分解共鳴軟 X 線散乱計測システムの開発 
Development of high-repetition-rate time-resolved 

resonant soft X-ray scattering measurement system 
 

深谷亮 1、足立純一 1、中尾裕則 1、山崎裕一 2、田端千紘 3、野澤俊介 1、 

一柳光平 4、石井祐太 5、木村宏之 6、足立伸一 1 
1KEK 物構研、2NIMS-MaDIS、3JAEA、4JASRI、5 東北大理、6 東北大多元研 

 
物質の電気・磁気的な特性を超高速で制御する技術は、次世代超高速スイ

ッチング・通信デバイスへの応用展開への可能性を秘めているため、世界中

で精力的に研究が進められている。ポンプ・プローブ計測法と組み合わせた

時間分解共鳴軟 X 線散乱(tr-RSXS)は、物質を構成する元素ごとの吸収端の

X 線エネルギーをプローブ光として利用することにより、物性に直結する電子

秩序の非平衡状態を元素選択的に観測することを可能にする極めて有効な

実験手法である。しかし従来の時間分解 X 線計測システムでは、試料の励起

光として利用するパルスレーザーの発振繰返し周波数の制限により、MHz 繰

返しの放射光 X 線パルスを一般的に数 kHz まで間引いた条件で時間分解実

験を行う必要があるため、実験可能な試料や条件が限られていた。 

そこで本研究では、シングルショットから MHz まで発振周波数可変な高出

力放射光同期パルスレーザーを導入して、試料や実験条件に応じて最適な繰

返し周波数で高効率に実験を実施することが可能な tr-RSXS 計測システムを

新たに構築した[1]。発表では、データ収録スキームの詳細や、本測定システ

ムのマルチフェロイック材料への適用例を紹介する。 

 
図１. PF BL-16A に構築されたtr-RSXS実験装置（左図）。マルチフェロイック物質SmMn2O5

における(a)Mn-L 端と(b)O-K 端におけるレーザー照射前後の共鳴軟 X 線散乱強度の時間

変化（右図）。 

 

[1] R. Fukaya et al., J. Synchrotron Rad. 29, 1414 (2022). 
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       J-PARC MLF／BL06 VIN ROSE 

2019S07 中性子共鳴スピンエコー分光器群(VIN ROSE)に

よるスローダイナミクス研究 

Study on slow dynamics by the neutron resonance 
spin echo spectrometers (VIN ROSE) 

 
遠藤仁 1、小田達郎 2、日野正裕 3，大下英敏１，瀬谷智洋１ 

１KEK 物構研, 2東大物性研, 3京大複合研 
 

中性子共同利用 S1 型実験課題 2019S07 で BL06 VIN ROSE[1]を用いて実

施している「中性子共鳴スピンエコー分光器群(VIN ROSE)によるスローダイナ

ミクス研究」の報告を行う。 

BL06 では、ビームを分岐する事で MIEZE 型と NRSE 型の２台の共鳴スピン

エコー装置を設置しており、MIEZE 型装置においては、2017B から共同利用実

験を開始している。2022 年度においては、MIEZE 型分光装置を用いて、4K 冷

凍機及び磁場を利用したスピンダイナミクス研究[2]や薄膜における鏡面反射

条件での NSE 測定を実施した。特に薄

膜における MIEZE 測定では、非弾性散

乱が共鳴的に起こっている事を観測した

（図１）。この実験結果は、MIEZE 分光器

の高い Q 分解能を最大限活かす事によ

り得られた成果である。この手法では、

弾性散乱との同時測定が可能であるの

で、反射率も同時に得られるという利点

がある。 

NRSE 型分光装置においては、昨年

度に引き続き、高エネルギー分解能達

成のための位相補正用の大型回転楕

円集光ミラーの開発を進めており[3]、

6Qc スパーミラー化したミラーを用いて、

集光性能等の試験を実施した。 

参考文献 

[1] M. Hino et al., J. Nucl. Sci. Technol. 54, 1223-1232, (2017).  

[2] T. Nakajima et al., Phys. Rev. Res. 2, 043393 (2020). 

[3] T. Hosobata et al., JPS Conf. Proc. 22, 011010 (2018). 

 
図１：炭素薄膜から得られた鏡面反

射条件における MIEZE100kHz の実験

結果. 左軸：(●)規格化した中間相

関関数. (○）ダイレクトビームの

MIEZE 信号の振幅. (○)反射率の

MIEZE 信号の振幅. 右軸：（●）反射

率. 
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       KEK PF-AR NW14A その他 

機械学習を用いた X 線動画解析による動態物性の抽出 

Extraction of dynamic properties from X-ray video 
analysis using machine learning 

倉持昌弘 1、李卓起 2、赤穂昭太郎 3、佐々木裕次 2 
1 茨城大、2 東大新領域、 3 産総研 

 
単色Ｘ線を利用した回折 X 線ブリンキング法（Diffracted X-ray Blinking, 

DXB）は、機能発現に伴う物質の動態物性を計測できる手法である。これまで

に生体分子や無機材料等の動的性質を特徴づけることに成功してきた

（Kuramochi et al., Sci. Rep., 2021; Kuramochi et al ., BBRep., 2022 等）。DXB

測定では、X 線回折

現象に表れる原子

や分子の動態運動

を反映した明滅現象

を 、 自 己 相 関 関 数

ACF によるデータ処

理 法 で 対 応 し て い

る。現状では ACF 減

衰過程のみを評価するため、拡散速度等の極めて限定的な情報しか取得でき

ない。データ内に潜在する未知の動態物性を抽出することは難しい。 

そこで本研究では、機械学習を駆使することで、観測された強度変化に内

在する運動成分を顕在化する手法を提案する。Fig. 1 に示すように ACF 計算

後、主成分分析により ACF 成分を縮約、そのデータに機械学習を適用するこ

とで、各サンプルに特異的な ACF 成分を抽出する。原理検証実験として、ポリ

エーテルエーテルケトン（PEEK）、およびポリエーテルイミド（PEI）の 2 材料に

対して検証を行った。200 ナ

ノ秒 5,000 枚の X 線透過像

データに本手法を適用した。

通常の ACF 解析では、この

透過像データから、PEEK, 

PEI 間の運動性を区別するこ

とは難しいが、Fig. 2 に示す

ように、本機械学習法を用い

ると明確に PEI, PEEK を判別できることがわかった。さらに、2 サンプルに含ま

れる ACF 成分を詳細に分析したところ、一過的な ACF 減衰成分ではなく、高

周波 ACF 成分が PEEK, PEI の動態物性を区別する上で重要であることもわ

かった。現在、この成分と実際の物理特性との関係について調べている。発表

では、これまでに得た最新のデータや知見についても議論したい。 
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       J-PARC MLF BL16 SOFIA  

中性子反射率計 SOFIA における多入射反射率法の実現に

向けたアップグレード II 
Upgrade for realizing Multi Incident-angle Neutron 

Reflectometry at SOFIA Reflectometer II 
 

山田悟史 1, 山田雅子 1,細畠拓也 2, 日野正裕 3, 山形豊 2, 瀬戸秀紀 1 

1KEK, 2 理研, 3 京大 

 
中性子反射率法は物質の界面で反射された中性子を計測し、その干渉か

ら数 nm～数百 nm スケールにおける深さ方向に対する散乱振幅密度の分布

を観察する手法である。中性子は物質透過性が高く、物質に内在する「埋もれ

た界面」を容易に評価することが可能な上、重水素化ラベル法を用いることに

よって特定の部位にコントラストを付けて観測できるというメリットがある。 

J-PARC MLF の BL16 に設置された試料水平型中性子反射率計 SOFIA は

大強度パルス中性子ビームを生かした短時間測定と低いバックグラウンドを

特徴とする装置である。また、2 次元検出器を利用した入射角分布の補正や

非鏡面反射測定やダブルフレームモードを利用した時分割測定おける wide-

Q 領域測定、測定プログラムにおける入射ビーム強度に対する最適化や試料

アライメントの自動化などを実装しており、高いスループットと利便性を兼ね備

えている。 

これに対し、我々は中性子を異なる入射角でサンプルに同時入射し、広い

Q 領域を一度に測定可能な「多入射中性子反射率法」の導入に向けたアップ

グレードを行っている。この手法は ESS の中性子反射率計でも導入が検討さ

れており、J-PARC においてこれを先行して実現することは国際競争力の強

化の面において大きな意味を有すると考えられる。ただし、これを実現するた

めには以下のような光学系を構築する必要があるが、元々の計画ではこのよ

うな測定法は検討されておらず、実現には大きな改造が必要となる。 

 試料位置に異なる方向からビームを入射できる。 

 それぞれのビームが独立にビームサイズ、発散角を調整できる。 

我々は最小限度の改造でこれらの条件を満たすビームが得られるよう設計

を検討し、集光ミラーのペアを 3 セット用いることにより、現在の試料やスリット

等の位置を大きく変更することなく要求が満たせる条件を見いだした。この光

学系は多入射中性子反射率法による広い Q 領域測定だけでなく、集光ミラー

による強度ゲインも同時に得られるという点で ESS の計画よりも優れている。 

当日の講演では、これまでに実施した多入射反射率法実現に向けたアップ

グレードと、現在の状況、今後の予定について詳細を報告する予定である。 
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      JRR-3 HQR (T1-1)、PF BL-4C, 8A、MLF BL20 など 

茨城大学による JRR-3 HQR を含む量子ビーム利用による

研究・教育活動 

Research and Educational Activities  
of Ibaraki University Based on Use of  

Quantum Beams Including JRR-3 HQR  
 

岩佐和晃１，２、大山研司２，１、横山淳２，１、中野岳仁２，１、 

桑原慶太郎２，１、伊賀文俊２，１、中島多朗３ 
１茨城大フロンティアセンター、２茨城大院理工、３東大物性研 

 
茨城大学大学院理工学研究科に量子線科学専攻が設立されて７年となる。

主に KEK, JAEA, QST からクロスアポイントメント教員や連携大学院教員を迎

え、J-PARC MLF, KEK PF 等で専攻の活動を推進してきた。また、東大物性研

との連携協定に基づいて昨年度から JRR-3 の三軸型中性子分光器 HQR 

(T1-1)を運用している。本ポスター発表では、物性物理学分野に焦点を絞って、

HQR を中心とする量子ビームを活用した最近の研究・教育活動を報告する。 

 JRR-3 に物性研が設置している HQR (T1-1)は、Ei = 13.5 meV に固定され

た三軸分光器である。以前から磁気相転移や構造相転移の観測に用いられ

てきた本装置の再整備を進め、現状、常設冷凍機で 3 K までの低温での測定

が可能である（共用冷凍機で 0.3 K 測定も可能）。T1 ガイド管に設置されてい

るため、比較的にバックグラウンドが低く、重い電子系における量子臨界性を

示す磁気秩序や、p 電子系の磁気秩序などの弱いブラッグ反射の観測を試み

た。たとえば、熱中性子吸収の比較的強い Eu, Irを含

む Eu3Ir4Sn13[1]の 2×1×0.5 mm3程度の微小単結晶

で測定したところ、図のように明瞭な磁気反射を観測

できた。この物質の PF BL-4C, 8A での放射光 X 線

回折実験も相補的に行い、磁気相転移より高温側に

同じ波数ベクトルで特徴づけられる構造相転移も見

出した [1, 2]。このようなマルチプローブ利用の場とし

ても HQR のユーザー利用を推進したい。 

上記の研究活動と並行して、量子線科学専攻カリキ

ュラム「J-PARC, JAEA特別実習」を HQR で実施し、

修士課程学生自身が分光器を操作してフォノン測定

を体験した。これまでの J-PARC MLF, KEK PF 等に

おける実習に加えた新たな教育機会として量子ビー

ムコミュニティーへの貢献を継続していきたい。 

[1] J. R. L. Mardegan et al., IEEE Trans. Magn. 49, 4652 (2013). 

 [2] 鈴木陽太郎ほか、2022年度量子ビームサイエンスフェスタポスター発表 
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       MLF電脳班 / MLF広報情報 

ハイブリッドクラウド環境を活用した 

MLF 内外に向けたサービス、広報環境の構築と運用 
Operations for web services and public relations 
with hybrid-cloud environment in J-PARC MLF 

 
岡崎伸生 1、稲村泰弘 2、伊藤崇芳 1、森山健太郎 1、 

永井佑樹 1、鈴木次郎 3,5、鬼柳亮嗣 2、五十嵐美穂 1、 

大内薫 1、入江敦子 4、新妻秀之 1、大友季哉 4,5 

 
1CROSS、2JAEA J-PARCセンター、3KEK計算科学センター、 

4KEK物構研、5KEK J-PARCセンター 

 
Amazon Web Services(AWS)、Google Cloud Platform(GCP)などの商用クラウド

サービスは著しく進化しており、クラウド基盤を使用することでシステム構築の

幅は大きく広がる。ハードウェアや OS、ミドルウェアの保守が最小限で済み、

マネージドサービスも提供されており、これらを適所に採用することで、安定性

向上や保守コスト低減が期待できる。こういったクラウド基盤と自組織で運用

するオンプレミスを組み合わせる形のハイブリッドクラウド環境を構成すること

で、少人数かつ低コストで運用可能な効率的なシステムを構築することを目指

している。 

 

近年、様々な分野でリモートアクセスへの対応が急速に進み、MLFにおいても、

来所せずに実験や解析などを実施する環境や手段が望まれている。MLF に

おいて、リモート利用時のルールや制度の整備が進みつつあるが、本報告で

は、従来から行われている VPN 経由でのアクセスおよびハイブリッドクラウド

環境を活用したリモートデスクトップの環境構築や、リモートアクセスによる測

定データの解析環境の構築について報告する。 

 

さらに、MLF 利用者または一般に向けての Web 広報においてもクラウドサー

ビスを活用している。Web 広報では MLF の成果集約情報を公開しており、関

連するデータベースの構築も行っている。インターネットを活用した広報はクラ

ウド基盤と(当然のことながら)相性がよく、AWS を活用することで、効率的にシ

ステム運用を行うことができ、クラウドサービスを使用するメリットは大きい。こ

れまで運用してきた経験をもとに、クラウドサービスを利用する上での活用ポ

イント、また運用上の注意点などを紹介したい。 
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       PF, MLF, SPF, JRR-3 

量子ビーム連携研究センター (CIQuS) 
Center for Integrative Quantum Beam Science 

(CIQuS) 
 

日本語雨宮健太・KEK物構研 CIQuS 

 
量子ビーム連携研究センター (Center for Integrative Quantum Beam 

Science：CIQuS) は，2020 年 4 月に物構研に新設された研究センターで，放

射光・中性子・ミュオン・低速陽電子という 4 つの量子ビームを備えた，世界的

にもユニークな研究所である物構研のメリットを活かして，新しいマルチプロー

ブ連携研究分野を創成することを目指しています。また，2021 年度からは，運

営費交付金のミッション実現戦略分として，「量子ビーム連携研究によるグリ

ーンイノベーションの推進」を実施しています。 

これらを実現するために CIQuS では，共同利用研究者を異なる量子ビーム

を複合的に利用した研究（マルチプローブ利用研究）へと誘導・支援する「発

掘型共同利用」と，所内スタッフが中心となってイノベーションに貢献できる量

子ビーム連携研究課題を設定し，産学官連携・国際連携によって課題解決す

る「テーマ設定型共同研究」を推進し，これらの取り組みを通して，マルチプロ

ーブ利用研究を展開できる人材の育成を行っています。本ポスターでは，マル

チローブ連携研究を促進するための CIQuSの取り組みの現状を紹介します。 

P-228W 2022年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2022年度量子ビームサイエンスフェスタ - P-228W -



       MLF 

J-PARC MLFにおける KENS実験装置 
KENS instruments at J-PARC MLF 

 
伊藤晋一 

KEK 物質構造科学研究所 中性子科学研究系 
 

 物質構造科学研究所・中性子科学研究系（KENS）では、J-PARC 物質・生

命科学実験施設において、8 台の装置を設置して大学共同利用を展開してい

る（下表）。 
 

BL 装置名 特徴 
BL05 
NOP 

中性子光学基礎物理実

験装置 
基礎物理、中性子光学研究 

BL06 
VIN ROSE 

中性子共鳴スピンエコ

ー分光器群（京大連携） 
物質中のスローダイナミクスを観測 

BL08 
SuperHRPD 

超高分解能粉末回折装

置 
高分解能で粉末結晶中のわずかな

構造変化を観測 
BL09 
SPICA 

特殊環境粉末回折装置 蓄電池材料の構造をその場観測す

ることに特化した粉末回折装置 
BL12 
HRC 

高分解能チョッパー分

光器（東大物性研との

共同運営） 

磁気励起や格子振動などの素励起

を高分解能中性子非弾性散乱によ

り観測 
BL16 
SOFIA 

ソフト界面貝瀬装置 多様な環境下における物質界面の

構造を短時間で観測 
BL21 
NOVA 

高強度全散乱装置 水素化物の規則・不規則構造解析

を中心に、様々な物質構造を解析 
BL23 
POLANO 

偏 極 中 性 子散 乱 装 置

（東北大連携）  
偏極中性子を用いて磁気励起と格

子振動を分離して観測 
 
 各装置においては、他大学・他機関の研究者とともに、S1 型課題によるプ

ロジェクト型研究が展開されている。BL16 では装置調整課題により装置高度

化やユーザー開拓等が実施されている。全ての装置において一般課題をうけ

いれている。また、各装置の高度化を、JAEA、CROSS および外部研究機関とと

もに進めている。ポスターでは KENS 装置の状況や基盤技術開発について紹

介する。 
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       PF/PF-AR 

フォトンファクトリー 

Photon Factory 
 

放射光実験施設 

 
2022年3月7-8日に開催されたKEK国際諮問委員会（KEK-SAC）では、KEKが

新しく予算要求するプロジェクトの優先順位を定めるKEK研究実施計画（KEK-

PIP）2022策定のための評価が行われ、新放射光源施設に向けたR&Dが唯一

の「カテゴリー１」として選出された。答申を受けて作成されたKEK-PIPにおい

ても、「KEKの最優先プログラムとして実施されるべき」と記載され、PIPの定め

る６年間（2022〜2027年度）で技術開発と建設準備を行う計画とされている。

以前より新放射光源施設の候補として検討してきた、超高性能のシングルパ

スビームと、高性能・汎用のストレージビームの２種類のビームの選択利用と

同時利用が可能な「ハイブリッドリング」に向けてのR&Dとして、開発研究多機

能ビームラインの建設地をPFのBL-11と定め、建設の準備を進めている。ま

た、マルチビーム実験に必須のビームの安定化のためにPF光源加速器の高

度化を進めており、電子軌道フィードバックシステムの高度化を開始した。

2022年11月6日、2023年1月5〜6日の２回にわたってPF研究会「開発研究多

機能ビームラインの建設と利用」を開催した。第２回では、建設予定サイトであ

るBL-11や、高度化が行われている光源加速器の見学会も開催された。 

電気代の高騰のため、第３期（2023年1〜3月）の運転の目処が立たない状況

となっていたが、KEK内での調整の結果、PF、PF-ARの両リングともに２月中

旬から１ヶ月弱の期間、運転することとなった。これに伴い、ユーザー運転時

間は、PFが3616時間、PF-ARが2440時間と、昨年度とほぼ同程度となる。 

[BLの整備状況] 開発研究多機能ビームラインをBL-11に建設することに伴

い、50eVから5000eVの広いエネルギー領域をカバーする新しいビームライン、

BL-12Aの建設を進めている。2022年度夏には、BL-12基幹部とBL-12Cの改

造が実施された。現在のBL-11A, 11B, 11Dの利用は2022年度末で停止する

予定であり、これらのビームラインのアクティビティについては、2023年度後半

から利用開始予定の新BL-12Aと既存のビームライン群で継続することになる。 

[共同利用に関する制度改正] 放射光共同利用実験審査委員会(PF-PAC)お

よび物構研運営会議では、学術施設としてのPFのミッションを踏まえた、共同

利用に関する制度改正を進めている。2022年度には、大学院生の主体的な

研究を奨励するしくみについて議論が行われ、2023年度前期課題より、博士

後期課程大学院生のG型課題への申請が認められることとなった。 

 

この他、PFの活動は、PF年報に詳しくまとめられています。 

https://www2.kek.jp/imss/pf/science/publ/pfnenpo/ 
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構造生物学研究センター 
 Structural Biology Research Center 

 
構造生物学研究センター（SBRC）は、物質構造科学研究所（IMSS）内の組織

として 2000 年 5 月に発足し、2013 年１月より千田俊哉センター長を中心とし

た体制で研究活動を推進しています。現在、当センターには約 50 名のメンバ

ーが所属し、約半数がビームラインの研究開発とユーザーサポートに従事し、

約半数が構造生物学的研究に従事しています。 

 当センターは PF と PF-AR において 5 本の生体高分子の結晶構造解析用ビ

ームラインの研究開発を行い、外部ユーザーの共同利用に供しています。ビ

ームラインに関する最先端の研究としては、タンパク質に含まれる天然の硫

黄原子を利用した位相決定法の開発（S-SAD）や、理化学研究所（SACLA）と

共同で X 線自由電子レーザーによる立体構造決定法の開発を行っています。

また同時に独自の生命科学研究を推進し、エネルギー代謝（GTP と細胞機

能）、遺伝情報とエピジェネティクス、糖鎖代謝、感染症（ピロリ菌・薬剤耐性）、

酸化還元関連酵素など生物学的に重要な生命現象について、その背後にあ

る分子機構を立体構造情報に基づいて解明する研究に取り組んでいます。 

 これらの研究には様々な階層での立体構造情報を取得することが必須であ

り、放射光における立体構造解析とクライオ電子顕微鏡や NMR による立体構

造解析を組み合わせることが不可欠です。そのため、クライオ電子顕微鏡に

ついては 2018 年 3 月に導入、同年 10 月より共同利用型の運用を開始し、

NMR については外部との共同研究を推し進めています。さらに、国立研究開

発法人日本医療研究開発機構（AMED）が推し進める創薬等ライフサイエンス

研究支援基盤事業（BINDS）に参画し、構造解析ユニットの構造解析領域・タ

ンパク質生産領域において主要な役割を担っています。 

 結晶用ビームライン（PX：BL-1A, 5A, 17A, NW12A, NE3A）は、主に外部のア

カデミックユーザーの共同利用に供され、放射光共同利用実験審査委員会

（PF-PAC）の審査を経て、各ユーザーにビームタイムが配分されています。主

に生命活動において根源的な反応を担うタンパク質や高難度のヒト由来タン

パク質などの結晶構造解析に加え、創薬関係の課題が数多く推進されていま

す。ビームタイムの一部は企業利用に割り当てられ、現在は国内 13 社に利用

していただいており、主に創薬の基盤情報となりうる薬剤標的タンパク質と化

合物との複合体の結晶構造解析等が行われています。この目的のため、

2009 年にアステラス製薬株式会社に御協賛いただき、ハイスループットのタン

パク質結晶用ビームライン AR-NE3A を建設しました。また、BINDS の支援を

受けて、PF の小角散乱ビームライン（BL-10C, 15A2）の BioSAXS 測定解析シ

ステム、並びに SBRC の全自動結晶化システムの高度化とその利用を積極的

に推進しています。 
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パスコード：@QBSF2022@

 
 

3/14 PFシンポジウム

 
 

Zoomに参加する

 
 

3/15 量子ビームサイエンスフェスタ

 
 

Zoomに参加する

https://zoom.us/j/93873838786?pwd=dTBwcEhEMzhSaFJZVVY0STJ3UlZYUT09
https://us06web.zoom.us/j/87254865190?pwd=cHpxenNNVkVYWnhlZS9oT1hXcXo1UT09
https://us06web.zoom.us/j/87833759281?pwd=TXFHelR5SXRPbkY4bVpNdVZsL09kZz09

