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2022年3月8日(火)

口頭発表会場1

基調講演 | 基調講演

「放射光でリュウグウを調べる：環境化学者からみた

面白さ 」高橋　嘉夫（東京大学）
座長:足立 伸一(KEK物構研)
09:10 〜 10:10  口頭発表会場1

放射光でリュウグウを調べる：環境化学者からみた

面白さ

*高橋 嘉夫1 （1. 東京大学大学院理学系研究科）

   09:10 〜    10:10

[KN-1]

基調講演 | 基調講演

「ホイスラー型形状記憶合金の特異なマルテンサイト

変態」貝沼　亮介（東北大学）
座長:加倉井 和久(CROSS)
10:20 〜 11:20  口頭発表会場1

ホイスラー型形状記憶合金の特異なマルテンサイト

変態

*貝沼 亮介1 （1. 東北大学）

   10:20 〜    11:20

[KN-2]

来賓・主催者代表挨拶 | その他

来賓・主催者代表挨拶
座長:小杉 信博(KEK物構研)
11:20 〜 12:00  口頭発表会場1

来賓・主催者代表挨拶

   11:20 〜    11:50

[2Oral1-1120-1add]

2022年3月7日(月)

口頭発表会場1

MLF シンポジウム | その他

開会挨拶
09:20 〜 09:30  口頭発表会場1

開会挨拶

   09:20 〜    09:30

[1Oral1-0920-1add]

MLF シンポジウム | 口頭発表

MLF施設報告
座長:柴山 充弘(CROSS)
09:30 〜 10:30  口頭発表会場1

MLF全体概要

*大友 季哉1,2 （1. KEK物質構造科学研究所 / J-PARCセン

ター, 2. 茨城大学）

   09:30 〜    09:45

[MLF-1]

MLF中性子源の施設報告

*羽賀 勝洋1 （1. 日本原子力研究開発機構　J-PARCセン

ター　物質・生命科学ディビジョン　中性子源セク

ション）

   09:45 〜    10:00

[MLF-2]

中性子ビームラインの現状

*川北 至信1 （1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機

構J-PARCセンター）

   10:00 〜    10:15

[MLF-3]

施設報告

*門野 良典1,2 （1. KEK物質構造科学研究所, 2. J-PARC

MLF）

   10:15 〜    10:30

[MLF-4]

MLF シンポジウム | 口頭発表

MLF施設トピック
座長:中村 龍也(JAEA J-PARCセンター)
10:30 〜 11:30  口頭発表会場1

ミュオンの新実験エリア「Ｓ２」

*足立 泰平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　ミュオン科学研究系, 2. J-PARCセンター　物

質・生命科学ディビジョン　ミュオンセクション）

   10:30 〜    10:50

[MLF-5]

MLFでの機械学習手法の活用の試み

*巽 一厳1、青木 裕之1,2、酒井 健二1、粉川 広行1 （1. 日本

原子力研究開発機構 J-PARCセンター, 2. 高エネルギー加

速器研究機構 物質構造科学研究所）

   10:50 〜    11:10

[MLF-6]

パルス強磁場発生装置の開発

Development of Pulsed Magnet System

*渡辺 真朗1、野尻 浩之2 （1. JAEA, 2. 東北大学）

   11:10 〜    11:30

[MLF-7]

MLF シンポジウム | その他

MLF利用者懇談会　総会
13:30 〜 14:30  口頭発表会場1

MLF利用者懇談会総会

   13:30 〜    14:30

[1Oral1-1330-1add]

MLF シンポジウム | その他

MLF利用者懇談会　ユーザーからの要望
14:30 〜 15:30  口頭発表会場1

ユーザーからの要望、アンケート結果

報告

   14:30 〜    15:30

[1Oral1-1430-1add]

MLF シンポジウム | 口頭発表
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MLF研究力向上
座長:奥 隆之(JAEA J-PARCセンター)
15:45 〜 16:45  口頭発表会場1

MLF実験装置の遠隔化・自動化

*曽山 和彦1 （1. JAEA J-PARCセンター　物質・生命科学

ディビジョン）

   15:45 〜    16:00

[MLF-8]

MLF研究力向上：学生受入実績

*相澤 一也1 （1. 日本原子力研究開発機構J-PARCセン

ター）

   16:00 〜    16:15

[MLF-9]

MLFと JRR-3の相補利用

*中島 健次1,2 （1. Materials Sciences Research Center,

2. J-PARC Center）

   16:15 〜    16:30

[MLF-10]

意見交換

   16:30 〜    16:45

[1Oral108-10-4add]

MLF シンポジウム | その他

閉会挨拶
16:45 〜 16:55  口頭発表会場1

閉会挨拶

   16:45 〜    16:55

[1Oral1-1645-1add]

2022年3月9日(水)

口頭発表会場1

PF シンポジウム | その他

開会挨拶　
09:30 〜 09:35  口頭発表会場1

開会挨拶

   09:30 〜    09:35

[3Oral1-0930-1add]

PF シンポジウム | 口頭発表

PF施設報告（ I）
座長:兵藤 一行(KEK物構研)
09:35 〜 10:35  口頭発表会場1

施設報告

*船守 展正1 （1. KEK物構研放射光）

   09:35 〜    09:55

[PF-1]

光源報告

*小林 幸則1 （1. 高エネルギー加速器研究機構・加速器研究

施設）

   09:55 〜    10:15

[PF-2]

ビームライン報告

*清水 伸隆1 （1. KEK-IMSS-PF）

[PF-3]

   10:15 〜    10:35

PF シンポジウム | 口頭発表

PF施設報告（ II）
座長:五十嵐 教之(KEK物構研)
10:45 〜 11:45  口頭発表会場1

R＆ Dビームライン建設計画

*若林 大佑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）

   10:45 〜    11:15

[PF-4]

意見交換

   11:15 〜    11:30

[3Oral104-04-2add]

PF-S課題報告

   11:30 〜    11:45

[3Oral104-04-3add]

PF シンポジウム | 口頭発表

PF-UA総会
14:10 〜 15:10  口頭発表会場1

PF-UA総会

   14:10 〜    15:10

[3Oral1-1410-1add]

PF シンポジウム | 口頭発表

PF同窓会
15:10 〜 15:25  口頭発表会場1

PF シンポジウム | 口頭発表

PF将来計画
座長:船守 展正(KEK物構研)
15:35 〜 16:50  口頭発表会場1

短期計画報告① PF/PF-AR完全同時 Top-Up化

*満田 史織1、東 直1、内山 隆司1、帯名 崇1、長橋 進也1、中

村 典雄1、原田 健太郎1、本田 融1、野上 隆史1、佐藤 政則
1、榎本 嘉範1、岡安 雄一1 （1. 高エネルギー加速器研究機

構　加速器研究施設）

   15:35 〜    15:50

[PF-4]

短期計画報告② LLRF更新

*山本 尚人1、内藤 大地1、坂中 章悟1、高橋 毅1 （1. 大学共

同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構　加速器研究施

設　第6研究系）

   15:50 〜    16:05

[PF-5]

長期計画報告

*船守 展正1 （1. KEK物構研放射光）

   16:05 〜    16:25

[PF-6]

PF シンポジウム | その他

閉会挨拶　
座長:QBSF2021 事務局
16:50 〜 16:55  口頭発表会場1
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閉会挨拶

   16:50 〜    16:55

[3Oral1-1650-1add]

SPF 施設報告 | 口頭発表

SPF施設報告
座長:雨宮 健太(KEK物構研)
17:00 〜 17:15  口頭発表会場1

SPF施設長挨拶　

   17:00 〜    17:05

[3Oral108-08-1add]

低速陽電子実験施設報告

*和田 健1、望月 出海1、アハメッド レズワン1、兵頭 俊夫1

（1. 高エネルギー加速器研究機構）

   17:05 〜    17:15

[SPF-1]

セミナー（PF-UA, MLF利用懇主催）　 | その他

セミナー（ PF-UA, J-PARC MLF利用懇主催）
11:45 〜 12:15  口頭発表会場1

セミナー（ PF-UA, J-PARC MLF利用懇

主催）

   11:45 〜    12:15

[3Oral1-1145-1add]

2022年3月7日(月)

コアタイム１

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（奨励賞審査室）
12:30 〜 13:15  コアタイム１

学生奨励賞審査

   12:30 〜    13:15

[1poster-1230-1add]

2022年3月8日(火)

コアタイム２

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
13:00 〜 13:45  コアタイム２

（2021P0200）ディープラーニ

ングを用いた中性子反射率測定に

おける統計ノイズ低減技術の開発

*青木 裕之1,2 （1. 原子力機構, 2. 高エ

ネ機構）

[PC2-10_JP-2021P0200]

(2021P0400)Deformation

behavior of materials with

Millefeuille structure

*1 （1. J-PARC Center, JAEA）

[PC2-12_JP-2021P0400]

（2021C0003）絶縁体粉末試料[PC2-4_CD-2021C0003]

における極低温冷却方法の確立

Study of cooling method for

neutron scattering using

insulating powder samples

*松浦 直人1、石角 元志1、高橋 竜太
2、山内 康弘2、中村 雅俊2、玉造 博夢
2、河村 聖子2 （1. CROSS, 2. J-PARC

Center）

（2021C0001） 動的磁気対相関

関数解析法(DymPDF)の開発

*社本 真一1,4、飯田 一樹1、樹神 克明
2、山内 宏樹2、中村 充孝3、稲村 泰弘
3、張 烈錚4 （1. 総合科学研究機構, 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. 台湾成功大物理学系）

[PC2-2_CD-2021C0001]

（2021P0500）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、ヴ ダン
3,1、石田 武和3 （1. J-PARCセンター

JAEA, 2. 物質科学センター JAEA, 3.

大阪府立大学）

[PC2-13_JP-2021P0500]

(2021C0005) 大観におけるカイ

ラル磁性体の準弾性 SANS測定手

法の開発

*大石 一城1,6、高阪 勇輔2、梅本 好日

古3,1、川又 雅広3,1、廣井 孝介4、河村

幸彦1、森川 利明1、鈴木 淳市1、A

ltynbaev Evgenii5、Grigoriev

Sergey5、池田 陽一6、藤田 全基6 （1.

CROSS, 2. 大阪府立大, 3. 東北大理, 4.

J-PARC, JAEA, 5. PNPI, 6. 東北大金

研）

[PC2-6_CD-2021C0005]

（2021C0004）中性子小角・広

角散乱装置「 TAIKAN」における

調湿環境の開発

*岩瀬 裕希1、有馬 寛1、高田 慎一
2、宮﨑 司1 （1. Comprehensive

Research Organization for Science

and Society (CROSS), 2. J-PARC

Center）

[PC2-5_CD-2021C0004]

（2021P0100）　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

[PC2-9_JP-2021P0100]
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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）

（2021C0008） Counting-type

neutron imaging detector

development towards higher

rate and higher spatial

resolution at BL22

*PARKER JOSEPH1、篠原 武尚2、甲

斐 哲也2、廣井 孝介2、栗田 圭輔2

（1. CROSS, 2. JAEA）

[PC2-7_CD-2021C0008]

(2021C0009) ガス関連物質の超

高圧下における中性子回折実験の

ための手法開発

*町田 真一1、服部 高典2、佐野 亜沙美
2、舟越 賢一1、阿部 淳1 （1. CROSS,

2. JAEA）

[PC2-8_CD-2021C0009]

（2021P0600）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 （1. 日本原子力研究開発

機構J-PARCセンター）

[PC2-14_JP-2021P0600]

（2020C0005、2

021C0006）弱磁場条件下

の偏極中性子オフスペ

キュラー散乱と磁気コント

ラストバリエーション中性

子反射法開発

Development of methods

on polarized neutron off-

specular scattering and

magnetic contrast

variation neutron

reflectivity under weak

magnetic field

*花島 隆泰1、阿久津 和宏1、大

坂 藍2、田中 秀和2、服部

梓2、吉良 弘1、宮田 登1、鈴木

淳市1、加倉井 和久1 （1.

CROSS 中性子科学センター,

2. 大阪大学 産業科学研究所）

[PC2-1_CD-2020C0005-0006]

（2021P0700）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、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

[PC2-15_JP-2021P0700]

4、大木 真里亜5、朝岡 賢彦5、辻 庸一

郎5、雨宮 一樹5 （1. CROSS 中性子

科学センター, 2. JAEA J-PARCセン

ター, 3. KEK J-PARCセンター, 4.

NISSAN ARC, 5. FC-Cubic）

(2021P0300)大強度パルス中性

子と複数種類の検出器を用いた中

性子核反応研究

*木村 敦1 （1. JAEA 基礎工センター）

[PC2-11_JP-2021P0300]

(2021C0002)（2021C00

07）中性子反射率による調

湿環境での高分子薄膜/

Si界面の水の可視化

*宮﨑 司1、宮田 登1 （1. 総合

科学研究機構(CROSS)　中性

子科学センター）

[PC2-3_CD-2021C0002-0007]

高温高圧条件下での固体アルゴンの密度変

化

*小野 重明1 （1. 国立研究開発法人海洋研究開発

機構）

[PC2-33_I-052]

ミリ秒時間分解能Ｘ線トモグラフィのため

のσ偏光型マルチビーム光学系の開発

*Voegeli Wolfgang1、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

（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）

[PC2-62_N-139]

オペランド観測による炭酸コバルト触媒表

面の吸着イオンの機能解明

*原田 一輝1、荒木 優作2、吉田 真明2 （1. 山口

大学工学部, 2. 山口大学院創成科学研究科）

[PC2-29_F-040]

青色光照射によって誘導されるクリプトク

ロム4の構造変化と自己会合

*新井 栄揮1、清水 瑠美1、安達 基泰1 （1.

（国）量子科学技術研究開発機構）

[PC2-51_M-106]

DNA酸化損傷修復酵素 hOGG1の 塩基除

去機構の解明に向けた構造造生物学的研究

/Structural biology for elucidation of

base excision mechanism by a DNA

oxidative damage repair enzyme,

hOGG1

*箕輪 希海1、小室 智稀1、田中 好幸2、海野

昌喜1 （1. 茨城大学大学院 理工学研究科, 2.

徳島文理大学 薬学部）

[PC2-52_M-109]

中性子源特性試験装置 NOBORU の現状

*及川 健一1、原田 正英1、奥 隆之1、酒井 健二
1、大井 元貴1、甲斐 哲也1、篠原 武尚1 （1.

[PC2-69_T-160]
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JAEA J-PARC）

iMATERIAにおける電池の充放電その場測

定環境について

*石垣 徹1 （1. 茨城大学　フロンティア応用原子

科学研究センター）

[PC2-26_E-031]

Ca2+が及ぼす 蛋白質脱イミノ化酵素

PAD3の構造と機能への影響/ Effect of

Ca2+ on the structure and function of

peptidylarginine deiminase type 3

*澤田 瑞季1、島 弘季2、松井 敏高3、舟橋 一真
1、高原 英成4,5、村山 和隆2、五十嵐 和彦2、海

野 昌喜1,5 （1. 茨城大学大学院理工学研究科, 2.

東北大学大学院医工学研究科, 3. 東北大学多元

物質科学研究所, 4. 茨城大学農学部, 5. 茨城大学

フロンティア応用原子科学センター）

[PC2-53_M-112]

白色放射光による X線エラストグラフィの

撮像方法の検討

*亀沢 知夏1、梁 暁宇2、米山　明男1,3、兵藤

一行1,4、⽮代 航2,5 （1. 高エネルギー加速器研

究機構　物質構造科学研究所, 2. 東北大学　多

元物質科学研究所, 3. 九州シンクロトロン光研

究センター, 4. 総合研究大学院大学　高エネル

ギー加速器科学研究科, 5. 東北大学　国際放射

光イノベーション・スマート研究センター）

[PC2-63_O-142]

APDアレイ検出器を用いた ns時間分解

XRDによる熱伝搬可視化の基礎検討

*米山 明男1,2、平野 馨一2、兵藤 一行2、岸本

俊二2 （1. 九州シンクロトロン光研究センター,

2. KEK PF）

[PC2-21_C-016]

金属磁性体 Mn3RhSiの短距離磁気秩序相の

磁気構造

*樹神 克明1、本田 孝志2、山内 宏樹1、社本 真一
3、池田 一貴2、大友 季哉2 （1. 日本原子力研究

開発機構, 2. KEK物構研, 3. CROSS）

[PC2-17_B-004]

グレイガイト(Fe3S4)の生成とその構造特性

*興野 純1、佐野 喜成1 （1. 筑波大学生命環境）

[PC2-32_H-049]

実用リチウムイオン二次電池の劣化イ

メージング

*木野 幸一1、伊藤 孝憲2、藤原 健1、黒田 隆之助
1、大島 永康1、田中 真人1、渡津 章1、神山

崇3,4、米村 雅雄3,4、石川 喜久3,4,5 （1. 産総研,

2. 日産アーク, 3. KEK-物構研, 4. J-PARCセン

ター, 5. CROSS）

[PC2-64_P-145]

中性子干渉性散乱を用いる未知の短距離力

探索感度向上のためのバックグラウンド低

減装置の導入

[PC2-65_Q-148]

*中部 倫太郎1、清水 裕彦1、北口 雅暁1、近藤

亮太2、嶋 達志2、廣本 政之2、Haddock

Christopher3、猪野 隆4、三島 賢二4、Snow

William5、吉岡 瑞樹6 （1. Nagoya Univ., 2.

RCNP Osaka Univ., 3. NIST, 4. KEK, 5. Indiana

Univ., 6. RCAPP Kyushu Univ.）

中性子構造解析に向けたタンパク質の完全

重水素化 / Complete deuteration of

proteins for neutron structure analysis

*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.

茨城大学大学院 理工学研究科, 2. 大阪大学, 3.

東京薬科大学, 4. 宮崎大学, 5. 東北大学）

[PC2-54_M-115]

イネの粒重を抑制する TGW6の X線結晶構

造解析

*赤羽根 健生1、鈴木 喜大2、土屋 渉2、吉澤 拓也
3、松村 浩由3、加藤 悦子2、廣津 直樹1 （1.

東洋大学大学院 生命科学研究科, 2. 農研機構

高度分析研究センター, 3. 立命館大学 生命科学

部）

[PC2-43_L-082]

多糖類一軸配向膜の構造解析

*山路 彩花1、松葉 豪1、桶葭 興資2、池本 夕佳3

（1. Yamagata University, 2. JAIST, 3. JASRI）

[PC2-37_K-064]

MLF光照射試料環境チームの2021年度の

活動

Activities of the MLF Light Irradiation

Sample Environment Team in JFY 2021

*坂口 佳史1、森川 利明1、笠井 聡1、大内 啓一
1、高橋 竜太2 （1. CROSS, 2. JAEA）

[PC2-70_T-163]

マイクロ流路を用いた大形良質タンパク質

結晶育成法の確立

*長谷川 智紀1、根岸 政也2、齋藤 洋也1、田中

伊知朗1,3、新村 信雄1、山田 貢4、石田 卓也
4、吉崎 泉4、皆川 由貴5、伊藤 剛士5、蛭田 佳樹
5、真栄城 正寿6 （1. 茨城大学大学院, 2. 茨城大

学, 3. 茨城大学フロンティア応用原子科学研究セ

ンター, 4. JAXA, 5. 株式会社化研, 6. 北海道大

学）

[PC2-44_L-085]

(2021S2-003, 2018S2-005) テトラシア

ノキノジメタン単結晶上に積層したジベン

ゾテトラチアフルバレンの界面電子構造評

価

*染谷 大地1、郡上 祐輝1、遠藤 豪太1、笠松

昂平1、伊藤 航世1、中西 優生1、宮本 淳之介
1、間瀬 一彦2、中山 泰生1、小澤 健一2 （1.

Tokyo Univ. Sci, 2. KEK, SOKENDAI）

[PC2-30_G-043]
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μ-SRで視るスピネル Li4Ti5O12中の Liイオ

ン拡散

*杉山 純1、梅垣 いづみ2、大石 一城1、中野

岳仁3、西村 昇一郎2、竹下 聡史2、幸田 章宏
2、二宮 和彦4、久保 謙哉5 （1. 総合科学研究機

構(CROSS) 中性子科学センター, 2. 高エネル

ギー加速器研究機構, 3. 茨城大学, 4. 大阪大学,

5. 国際基督教大学）

[PC2-24_D-025]

Pressure induced structural phase

transition of CsCl type CeZn compound

*沈 暁玲1、Binti Amat Dalan Alisha2、川村 幸裕
2、dos Santos Antonio3、松田 雅昌3、馬 翰明
4、郷地 順4、上床 美也4、梅原 出1、上原 政智1

（1. 横浜国立大学理工学府, 2. 室蘭工業大学, 3.

Neutron Scattering Division Oak Ridge National

Laboratory, 4. 東京大学物性研）

[PC2-34_I-055]

ミュオンによるセリンプロテアーゼ加水分

解反応観測

Observation of serine protease

hydrolysis by muon

*小柳 文哉1、田中 伊知朗1、清谷 多美子2、新村

信雄1、中村 惇平3、西村 昇一郎3、幸田 章宏
3、平石 雅俊3 （1. Ibaraki Univ., 2. Showa

Pharmaceutical Univ., 3. KEK）

[PC2-55_M-118]

Ba(Fe1-xScx)12O19（x=0.153，T=4 K）の

incommensurateヘリカル磁気構造解析

*田中 誠也1、丸山 健一1、内海 重宜1、鬼柳 亮嗣
2、石川 喜久3 （1. 公立諏訪東京理科大学, 2.

日本原子力研究開発機構, 3. CROSS）

[PC2-18_B-007]

マイクロ流路による大形良質タンパク質結

晶育成法の精密化とソーマチンへの適用

*根岸 政也1、齋藤 洋也2、長谷川 智紀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）

[PC2-45_L-088]

Fusarium oxysporum 12S 由来ラムノース

グルクロン酸リアーゼの中性子結晶構造解

析

*⽮野 直峰1、近藤 辰哉2、日下 勝弘1、山田

太郎1、荒川 孝俊3、山田 千早3、阪本 龍司
2、伏信 進⽮3 （1. 茨城大学フロンティア応用

原子科学研究センター, 2. 大阪府立大学大学院

生命環境科学研究科, 3. 東京大学大学院農学生

命科学研究科）

[PC2-56_M-121]

J-PARC MLFにおける共通試料環境機器の

整備、コミッショニング、ユーザ支援の状

況

[PC2-79_V-187]

*石角 元志1、高橋 竜太2、山内 康弘2、中村 雅俊
2、河村 聖子2、坂口 佳史1、渡辺 真朗2、奥

隆之2 （1. CROSS, 2. J-PARC Center）

マイクロ流路による大形良質結晶育成法の

グルコースイソメラーゼへの適用

*齋藤 洋也1、長谷川 智紀1、田中 伊知朗1,2、新

村 信雄1、山田 貢3、石田 卓也3、吉崎 泉3、皆川

由貴4、伊藤 剛士4、蛭田 佳樹4、真栄城 正寿5

（1. 茨城大学大学院, 2. 茨城大学フロンティア応

用原子科学研究センター, 3. JAXA, 4. 株式会社化

研, 5. 北海道大学）

[PC2-46_L-091]

希薄Ｍｇ（Ｙ/Ｇｄ）Ｚｎ合金の組織形成

過程のＳＡＸＳ／ＸＡＦＳによる検討

*奥田 浩司1、前河 佳晃1、伊藤 樹人1、井上 晋一
2、河村 能人2 （1. Kyoto Univ., 2. Kumamoto

Univ.）

[PC2-27_E-034]

Eu3Rh4Sn13の結晶構造相転移と反強磁気

秩序の量子ビーム散乱研究

*熊田 隆伸1、岩佐 和晃2、下田 愛海3、尾本 星太
1、西口 日向1、桑原 慶太郎3、佐賀山 基4、中尾

裕則4、石角 元志5 （1. 茨城大学理学部, 2. 茨城

大学フロンティア応用原子科学研究センター, 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(KEK)物質構造科学研究所, 5. 総合

科学研究機構）

[PC2-19_B-010]

非弾性中性子散乱装置「四季」の整備と利

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）

[PC2-71_T-166]

植物オルガネラ C-to-U RNA編集酵素

DYW-1の 構造生物研究

Structural study of plant organellar C-to-

U RNA editing enzyme DYW-1

*藤間 祥子1,2、澤田 優斗1、前田 彩子3、清水

光1、鹿内 利治3、竹中 瑞樹3、清水 敏之1 （1.

東京大学大学院薬学系研究科, 2. 奈良先端科学技

術大学院大学, 3. 京都大学大学院理学研究科）

[PC2-47_L-094]

共鳴 X線発光分光による圧電体 Ba(Ti1-

xSnx)O3の Sn 置換効果

*中島 伸夫1、坂野 碩保1、柿原 瑛樹2、符 徳勝
2、手塚 泰久3 （1. 広島大学, 2. 静岡大学, 3.

弘前大学）

[PC2-22_C-019]

リゾチーム 反応機構解明に向けた糖鎖の

結合様式の研究

[PC2-57_M-124]
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*大林 美咲1、小池 祐季1、鴨崎 真仁2、田中

伊知朗2,3 （1. 茨城大学, 2. 茨城大院理工, 3.

茨城大フロンフィア）

2021年度の MLF放射線安全チームの活動

*原田 正英1、川上 一弘1、奥 隆之1、相澤 一也
1、石角 元志2、橋本 典道3、細谷 倫紀3 （1.

JAEA, 2. CROSS, 3. NAT）

[PC2-66_R-151]

顕微 XPS測定による TiO2結晶表面のアナ

ターゼ／ルチル相境界における光触媒活性

*廣森 慧太1、下山 絢女2、中島 伸夫1、長谷川

巧1、間瀬 一彦3,4、小澤 健一3,4 （1. 広島大学大

学院先進理工, 2. 広島大学理学部, 3. KEK-IMSS-

PF, 4. 総研大）

[PC2-31_G-046]

二次元ファンデルワールス強磁性体 Fe5-

xGeTe2の中性子非弾性散乱研究

*浅井 晋一郎1、藤原 美幸1、山神 光平2、黒田

健太1、近藤 猛1、岡田 佳憲2、伊藤 晋一3、益田

隆嗣1 （1. 東大物性研, 2. OIST, 3. KEK）

[PC2-20_B-013]

MLFにおけるリモートアクセスへ向けた取

り組み

*稲村 泰弘1、伊藤 崇芳2、岡崎 伸生2 （1. 日本

原子力研究開発機構, 2. 総合科学研究開発機構中

性子科学センター）

[PC2-72_T-169]

SAXS とレオロジーによるアミノ酸-糖ハイ

ブリッド 界面活性剤の会合体特性

*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））

[PC2-39_K-070]

サツマイモの測定へ向けた水蒸気雰囲気炉

の改良

*星川 晃範1 （1. Ibaraki University）

[PC2-73_T-172]

超原子価ヨウ素化合物のヨウ素 L3殻

XANES測定

Iodine L3-edge XANES spectroscopy of

hypervalent iodine compounds

*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）

[PC2-58_M-127]

PF BL-14Aにおける4軸回折計制御システ

ムの更新

*坂倉 輝俊1、木村 宏之1、山本 孟1、岸本 俊二2

（1. 東北大, 2. KEK-物構研）

[PC2-74_T-175]

KENSの MLFにおける DAQシステムの構築

*瀬谷 智洋1 （1. 高エネルギー加速器研究機構）

[PC2-75_T-178]

光増感色素 BODIPYを配位子にもつコバロ[PC2-25_D-028]

キシム錯体の共結晶作成の試み

*戸嶋 涼1、細谷 孝明1 （1. 茨城大学）

Met16Glu変異体の構造安定性と X線結晶

構造解析

Structural Stability and X-ray Crystal

Structure of Met16Glu Mutant

*津金 聖和1、山口 峻英1、高妻 孝光1 （1. 茨城

大院理工）

[PC2-59_M-130]

iBIX短時間測定によるタンパク質中性子

結晶構造解析の可能性

*山田 太郎1、⽮野 直峰1、日下 勝弘1 （1. 茨城

大学iFRC）

[PC2-76_T-181]

KEKクライオ電顕の共同利用型の運用と単

粒子解析

*安達 成彦1、川崎 政人1、守屋 俊夫1、池田 聡人
1、山田 悠介1、篠田 晃1、千田 俊哉1 （1. 高エ

ネ機構・物構研・構造生物）

[PC2-48_L-097]

( 2021PF-Q006)熱アニール処理が白金上

のアイオノマー薄膜における水のクラス

ター構造に与える影響

*宇津木 茂樹1,2,3、山田 悟史3 （1. SOKENDAI,

the Graduate University for Advanced Studies,

2. 総合研究大学院大学, 3. 高エネルギー加速器

科学研究所(KEK)）

[PC2-40_K-073]

ビフィズス菌由来の B型血液型抗原に特異

的な GH110 α1,3-galactosidase

AgaBbの構造解析

*鹿島 騰真1、池田 聡人2、守屋 俊夫2、赤間

恵1、荒川 孝俊1、山田 千早1、安達 成彦2、川崎

政人2、千田 俊哉2、芦田 久3、伏信 進⽮1 （1.

東大院・農, 2. KEK-SBRC, 3. 近畿大・生物理

工）

[PC2-49_L-100]

高圧下における半導体ナノ粒子間の相互作

用

*武田 圭生1 （1. 室蘭工業大学）

[PC2-35_I-058]

六方ペロブスカイト関連構造を持つ 高い酸

化物イオン伝導体における伝導経路の解明

Investigation of conduction pathways in

high oxide ion conductors with

hexagonal perovskite– related structures

*城島 一暁1、安井 雄太1、八島 正知1 （1. 東京

工業大学 理学院化学系）

[PC2-23_C-022]

回折 X線ブリンキングによる結晶材料の動

的構造解析

*倉持 昌弘1、引田 理英3、佐々木 裕次2 （1.

[PC2-28_E-037]



©日本原子力研究開発機構 

 JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ

茨城大学・院・理工学, 2. 東京大学・院・新領

域, 3. KEK）

磁気ボトル型エネルギー分析器を用いた

Ne原子の二重光電離ダイナミクスの研究

*菅原 雄真1、彦坂 泰正2、金安 達夫3、足立 純一
4、田中 宏和4、鈴木 功1,4、鈴木 さくら1、小田

切 丈1 （1. 上智大理工, 2. 富山大, 3. SAGA-LS,

4. KEK-IMSS-PF）

[PC2-16_A-001]

Alcaligenes xylosoxidans由来の Azurin

IIの結晶構造解析

*稲葉 直登1、山口 峻英1、高妻 孝光1 （1. 茨城

大学院）

[PC2-60_M-133]

Structure determination of protein-tRNA

complex by using AlphaFold2 predicted

model

*Takuya Usui1, Hana Oe1, Toyoyuki Ose1,2, Min

Yao1,2 （1. Division of life Science Graduate

School of Life Science, Hokkaido University

(Grad. Sch. of Life. sci., Hokkaido Univ), 2.

Faculty of Advanced Life Science, Hokkaido

University, Sapporo, Japan (Adv. Life. Sci.,

Hokkaido univ)）

[PC2-50_L-103]

PF BL-20Bにおける Channel-cut型 X線コ

ンデンサ

*杉山 弘1、平野 馨一1、若林 大佑1、鈴木 芳生
1、五十嵐 教之1、船守 展正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）

[PC2-68_S-157]

（2020G101）ポジトロニウムの

レーザー冷却を見据えたドップラー分光法

の開拓

*魚住 亮介1、田島 陽平1、小林 拓豊1、蔡 恩美
6、石田 明2、難波 俊雄3、浅井 祥仁2、五神

真2、大島 永康4、オローク ブライアン4、満汐

孝治4、伊藤 賢志4、鈴木 良一4、兵頭 俊夫5、望

月 出海5、和田 健5、周 健治1、吉岡 孝高1 （1.

東京大学大学院 工学系研究科, 2. 東京大学大学

院 理学系研究科, 3. 東京大学素粒子物理国際研

究センター, 4. 国立研究開発法人 産業技術総合

研究所, 5. 高エネルギー加速器研究機構 物質構

造科学研究所, 6. 高麗大学校）

[PC2-67_R-154]

SAXSを用いたアミノ酸－糖ハイブリッド

界面活性剤が 形成する会合体の構造解析

*小林 礼実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））

[PC2-41_K-076]

Ni 置換型ルブレドキシン変異体の X

線・中性子結晶子構造解析

*遠藤 啓貴1、庄村 康人1,2 （1. 茨城大学 大学院

理工学研究科 量子線科学専攻, 2. 茨城大学 フロ

ンティア応用原子科学研究センター）

[PC2-61_M-136]

2021年の AMATERASの利用状況と高度化

*河村 聖子1、古府 麻衣子1、村井 直樹1、稲村

泰弘1、若井 大介2、中島 健次3 （1. J-PARC, 2.

NAT, 3. JAEA物質科学研究センター／J-PARC）

[PC2-77_T-184]

SAXSを用いたリン酸エステル塩型アニオ

ン界面活性剤／四級アンモニウム塩系カチ

オン界面活性剤 混合系の会合挙動

吉村 倫一1、*天野 沙耶1、岩瀬 裕希2、⽮田 詩歩
1 （1. 奈良女子大学, 2. 総合科学研究機構

（CROSS））

[PC2-42_K-079]

溶融混練におけるポリプロピレンとシクロ

デキストリンの 包接挙動の解明

*宮崎 航1、松葉 豪1、朴 峻秀2、高島 義徳2 （1.

山形大学工学部, 2. 大阪大学大学院理学科）

[PC2-38_K-067]

Hf10Co90および Hf70Co30非晶質合金の X

線異常散乱法による構造解析

*新妻 佑斗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）

[PC2-36_J-061]

量子ビーム連携研究センター(CIQuS)

*雨宮 健太1 （1. KEK物構研）

[PC2-80_W-189]

低速陽電子実験施設報告

*和田 健1 （1. 高エネルギー加速器研究機構）

[PC2-81_W-191]

構造生物学研究センター

*安達 成彦1 （1. 高エネ機構・物構研・構造生

物）

[PC2-83_W-193]

フォトンファクトリー

*宇佐美 徳子1 （1. KEK物質構造科学研究所　放

射光実験施設）

[PC2-82_W-195]

大学院生のための新しい実習

(BL20A):2021年度の成果

*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）

[PC2-78_U-186]

コアタイム３

ポスターセッション | ポスター発表

ポスターセッション3
13:45 〜 14:30  コアタイム３

中性子散乱用真空槽内における LANケーブ

ル

*富永 大輝1、上田 実咲1 （1. CROSS）

[PC3-70_T-158]
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J-PARC MLFの2021年度の統計情報

*五十嵐 美穂1、伊藤 崇芳1、岡﨑 伸生1、山田

悟史2 （1. 総合科学研究機構, 2. 高エネルギー加

速器研究機構）

[PC3-79_U-185]

オペランド XAFS観測による炭酸ニッケル

水分解触媒の反応メカニズムの解明

*李 梓萌1、坂井 ありす2、吉田 真明2 （1. 山口

大学工学部, 2. 山口大学創成科学研究科）

[PC3-30_F-041]

mSRによるペプチド結合へのプロト

ネーションと プロトンダイナミクスの解析

*菅原 洋子1,2、Pant A. D.3、杉山 純4、幸田 章宏
3、髭本 亘5、下村 浩一郎3、山口 宏6、楠木 正巳
6、山村 滋典2、三輪 寛子7、鳥養 映子8、永嶺

謙忠3、神谷 健秀2 （1. 豊田理化学研究所, 2.

北里大学, 3. KEK, 4. CROSS, 5. JAEA, 6. 関西学

院大学, 7. 電気通信大学, 8. 山梨大学）

[PC3-44_L-080]

PcyA D105N-BVの結晶大型化とプロトン

化状態解明に 向けた結晶構造解析 PcyA

D105N-BVの結晶大型化とプロトン化状態

解明に 向けた結晶構造解析/ Crystal

growth for PcyA D105N-BV and Crystal

Structure Analysis for Elucidation of

Protonated States

*七澤 諒太1、堀江 和輝1、萩原 義徳2、杉島

正一3、和田 啓4、福山 恵一5、海野 昌喜1,6 （1.

茨城大学大学院 理工学研究科, 2. 久留米工業高

等専門学校 生物応用化学科 , 3. 久留米大学

医学部, 4. 宮崎大学 医学部, 5. 大阪大学大学院

理学研究科, 6. 茨城大学フロンティア応用原子

科学研究センター）

[PC3-53_M-107]

DNA酸化損傷修復酵素 hOGG1の反応中間

体の捕捉のための結晶化条件の検討/

Optimizations of Crystallization

Conditions for Trapping Reaction

Intermediates of the DNA Oxidative

Damage Repair Enzyme, hOGG1

*古賀 昌孝1、小室 智稀2、箕輪 希海2、田中

好幸3、海野 昌喜2,4 （1. 茨城大学工学部物質科

学工学科, 2. 茨城大学大学院理工学研究科, 3.

徳島文理大学薬学部, 4. フロンティア応用原子

科学研究センター）

[PC3-54_M-110]

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、阿久津 和宏1、柴山 充弘1 （1.

一般財団法人 総合科学研究機構）

[PC3-71_T-161]

粉末 X線回折、中性子回折測定による ギ酸[PC3-35_I-053]

結晶分子間水素結合の圧力変化の観察

*篠崎 彩子1、服部 高典2、町田 真一3 （1. 北海道

大学, 2. JAEA, 3. CROSS）

Effect of deformation-induced

martensitic transformation on

nonuniform deformation of metastable

austenitic steel

*Wenqi Mao1, Wu Gong1, Takuro Kawasaki1,

Stefanus Harjo1 （1. Japan atomic energy

agency）

[PC3-27_E-032]

試料重水素化環境及び分析手法の開発

Development of Sample Deuteration and

Analysis Systems

*阿久津 和宏1、佐原 雅恵1、上田 実咲1、鈴木

淳市1 （1. （一財）総合科学研究機構　中性子

科学センター）

[PC3-38_K-062]

緑膿菌由来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3 （1. 茨城

大学大学院, 2. 東京理科大学, 3. 茨城大学フロン

ティア）

[PC3-55_M-113]

B型肝炎ウイルス逆転写酵素の薬剤耐性化

機構の洞察

Structural insights into the mechanisms

of drug resistance in HBV reverse

transcriptase

*安武 義晃1,2、服部 真一朗3、田村 範子1、前田

賢次3、満屋 裕明3,4 （1. 産総研・生物プロセス,

2. CBBD-OIL, 3. 国立国際医療研究センター・研

究所, 4. National Cancer Institute, National

Institutes of Health (NIH)）

[PC3-45_L-083]

インフルエンザウイルス RNAポリメ

ラーゼ阻害剤の探索と X線結晶構造解析

Exploration and X-ray Crystallography of

Influenza Virus RNA Polymerase

Inhibitors

*大林 ひかり1、郭 艶 1、加茂 大知1、額賀 路嘉
2、山本 典生3、西田 紀貴1、星野 忠次1 （1.

千葉大院薬, 2. 城西国際大薬, 3. 東海大医）

[PC3-56_M-116]

Cu-Pd-Fe三元合金における CsCl型規則構

造の形成メカニズム

*高橋 美和子1、川崎 卓郎2、Harjo

Stefanus2、梅津 理恵3 （1. 筑波大学数理物質,

2. 原研 J-PARC, 3. 東北大金研）

[PC3-22_C-017]

ナノ空間に閉じ込められた水の X線構造解[PC3-37_J-059]
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析

*吉田 亨次1、山口 敏男1、馬渡 和真2 （1. 福岡大

学理学部, 2. 東京大学大学院工学研究科）

回折 X線明滅法を用いた天然ゴム内分子動

態の解析

*新井 達也1、増井 友美2、引田 理英3、岸本 浩通
2、佐々木 裕次1 （1. 東京大学新領域創成科学研

究科, 2. 住友ゴム工業株式会社, 3. 高エネル

ギー加速器研究機構）

[PC3-39_K-066]

Inelastic Neutron Scattering Study on a

Helimagnet Ni2InSbO6

*1、2、2、3、1 （1. ISSP, Univ. Tokyo, 2. AMS,

Univ. Tokyo, 3. IMSS, KEK）

[PC3-18_B-005]

糖質加水分解酵素ファミリー31に属する

α-1,3-グルコシダーゼの X線結晶構造およ

びクライオ電子顕微鏡構造

*池谷 真里奈1、守屋 俊夫2、安達 成彦2、川崎

政人2、朴 龍洙1,3、宮崎 剛亜1,3 （1. 静大・創造

院・バイオサイエンス, 2. KEK・物構研・構造生

物学研究センター, 3. 静大・グリーン科学技術研

究所）

[PC3-46_L-086]

計算機設計した新規 MBL阻害剤の結晶構

造解析

*加茂 大知1、郭 艶1、米田 友貴2、額賀 路嘉
3、西田 紀貴1、星野 忠次1 （1. 千葉大院薬, 2.

北大院工, 3. 城西国際大薬）

[PC3-57_M-119]

準弾性中性子散乱エネルギープロファイル

へのアダプティブカーネル密度推定の適用

*巽 一厳1、松浦 真人2、島崎 秀昭3、稲村 泰弘1

（1. 日本原子力研究開発機構, 2. 総合科学研究

機構, 3. 北海道大学）

[PC3-72_T-164]

Klebsiella pneumoniae マルトヘキサ

オース生産アミラーゼの結晶中での構造変

化

*藤本 瑞1、岸根 尚美1、門間 充 （1. 農研機

構・高度分析研究センター）

[PC3-47_L-089]

ジベンゾバレレン誘導体の結晶相フォトク

ロミズムのその場観察

*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）

[PC3-25_D-026]

(2018G095) 擬環状型で二量体化した

エーテル型リン脂質から成る膜の構造解析

土田 直之1、高木 俊之2、*高橋 浩1、吉原 利忠
1、飛田 成史1、園山 正史1 （1. 群馬大学　理工

学府, 2. 産業技術総合研究所）

[PC3-58_M-122]

J-PARC MLF機器安全チーム　2021年度活[PC3-80_V-188]

動報告

*野尻 雄幸1、神原 理2、田中 浩道2、大内 啓一
1、幸田 章宏3、河村 成肇3、桐山 幸治1、鈴谷

賢太郎2、奥 隆之2、相澤 一也2 （1. CROSS, 2.

J-PARCセンター(JAEA), 3. J-PARCセン

ター(KEK)）

モデル化による polybutadieneの局所ダイ

ナミクス解明

*菊地 龍弥1,2,3、間下 亮1、金谷 利治4、増井

友美1,5、岸本 浩通1、中島 健次2,6 （1.

Sumitomo Rubber Industries ,Ltd., 2. J-PARC

Center, 3. High Energy Accelerator Research

Organization, 4. Kyoto University, 5. Tohoku

University, 6. Japan Atomic Energy Agency）

[PC3-40_K-068]

Gd3Ir4Sn13の単結晶合成と放射光 X線回折

による構造相転移の研究

*尾本 星太1、岩佐 和晃2、下田 愛海3、熊田 隆伸
1、西口 日向1、桑原 慶太郎3、佐賀山 基4、中尾

裕則4、石角 元志5 （1. 茨城大理, 2. 茨城大フロ

ンティアセンター, 3. 茨城大院理工, 4. KEK 物講

研, 5. 総合科学研究機構）

[PC3-19_B-008]

（2020G077）小角 X線散乱法による c-

MYC遺伝子プロモーターのグアニン四重鎖

構造とコイル構造の観測

*宮内 滉平1、山置 佑大2、今村 比呂志3、加藤

稔1,3 （1. 立命館大学　生命科学研究科, 2. 京都

大学　エネルギー理工学研究所, 3. 立命館大学　

生命科学部）

[PC3-48_L-092]

CoVO3における V-V二量体化による Jeff =

1/2状態の消失

*上山 幸子1,2、山本 孟2、池田 陽一3、山田 幾也
4、中村 崇司2、木村 宏之2 （1. 東北大理, 2.

東北大多元研, 3. 東北大金研, 4. 大阪府大工）

[PC3-20_B-011]

小型電子加速器を用いた食品表面殺菌への

応用

*吉田 昌弘1、片岡 憲昭2、河原 大吾2、関口 正之
2、長谷川 大祐1、塩田 佳徳1、尾崎 健人1 （1.

金属技研株式会社, 2. 東京都立産業技術研究セン

ター）

[PC3-66_P-146]

エチレン酸化反応条件における Ag (110)

上の表面化学種のその場観測

In Situ Observation of Surface Species on

Ag (110) under Ethylene Oxidation

Conditions

*村野 由羽1、豊島 遼1、江口 晋亮1、近藤 寛1

（1. 慶応義塾大学）

[PC3-31_G-044]
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位相差 X線 CTおよび MRIを用いたヒト発

生過程における大腿筋の定量解析

*山口 豊1、村瀬 亜美2、児玉 竜汰2、山田 重人
1,2 （1. 京都大学大学院医学研究科先天異常標本

解析センター, 2. 京都大学大学院医学研究科人

間健康科学系専攻）

[PC3-65_O-143]

CeCoSi の高圧低温下における秩序相と構

造相転移 II

*川村 幸裕1、池田 翔1、林 純一1、武田 圭生1、関

根 ちひろ1、松村 武2、郷地 順3、上床 美也3、冨

田 崇弘3、高橋 博樹4、谷田 博司5 （1. 室蘭工大,

2. 広大院先進理工, 3. 東大物性研, 4. 日本大学, 5.

富山県立大）

[PC3-36_I-056]

BL-6C 単結晶 X線異常散乱法の実際

*徳田 誠1、川又 透1、市村 卓視2、井上 裕太郎
2、牧野 友紀2、栗林 貴弘3、杉山 和正1 （1.

東北大学金属材料研究所, 2. 東北大学大学院工学

研究科, 3. 東北大学大学院理学研究科）

[PC3-28_E-035]

高強度全散乱装置 NOVAにおける偏極中性

子回折システムの導入及び現状

*本田 孝志1,2,3、奥平 琢也2,4、高橋 慎吾5、奥

隆之2,5、池田 一貴1,2,3、大下 英敏1,2、大友 季哉
1,2,3,5 （1. KEK物構研, 2. J-PARCセンター, 3.

総研大, 4. 名古屋大, 5. 茨城大）

[PC3-73_T-167]

海洋放線菌由来新規酵素の構造解析

*大城 拓未1、田中 良和2、伊藤 卓也3、小寺 義男
1,4、松井 崇1,4 （1. 北里大院・理, 2. 東北大

院・生命科学, 3. 大阪大谷大・薬, 4. 北里大

理・付属疾患プロテオミクスセンター）

[PC3-49_L-095]

機能性材料の蛍光Ｘ線ホログラフィー

*八方 直久1、井上 雄登2、木村 耕治2、林 好一
2、細川 伸也3 （1. Hiroshima City University,

2. Nagoya Institute of Technology, 3.

Kumamoto University）

[PC3-23_C-020]

経済的除染方法開発のための汚染土壌から

の137Cs 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. 茨城大院理工, 2. 茨城大フロンティア）

[PC3-34_H-050]

エンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼ

HSの X線結晶構造解析

*倉内 郁哉1、大倉 和貴1、田中 里佳2、細川

千絵1、伊藤 和央3、宮原 郁子1 （1. 大阪市大院

理・物質分子, 2. 大阪市大工・X線測定室, 3.

大阪市大院理・生物地球）

[PC3-59_M-125]

中性子単結晶構造解析装置 SENJUによる逆

空間データの Paraviewへの対応

[PC3-74_T-170]

*石川 喜久1、鬼柳 亮嗣2、大原 高志2、中尾 朗子
1、宗像 孝司1、森山 健太郎1 （1. 総合科学研究

機構 , 2. 原子力機構 J-PARC）

高強度セルロースナノファイバーコンポ

ジットイオンゲルの構造とアク

チュエーターへの応用

*武野 宏之1,2、井野口 弘樹1 （1. 群馬大学大学

院理工学府, 2. 群馬大学食健康科学教育研究セン

ター）

[PC3-41_K-071]

スピンダイマー形成化合物 Ce5Si3の中

性子非弾性散乱実験による研究

*植田 大地1、岩田 由規2、小林 理気2、桑原 慶太

郎3、益田 隆嗣4,1、伊藤 晋一1 （1. KEK中性子,

2. 琉球大学, 3. 茨城大学, 4. 東大物性研）

[PC3-21_B-014]

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）

[PC3-75_T-173]

軟 X線顕微分光ビームライン PF BL-

19A/Bの高度化

*山下 翔平1、若林 大佑1、武市 泰男2 （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, 2. 大阪大学 大学院工学研究科

物理学系専攻 応用物理学コース）

[PC3-76_T-176]

3 次元螺旋入射における 4 極磁石の回転機

構の性能評価及び X-Y 結合による入射効率

の評価

*中村 侑平1、飯沼 裕美1、小久保 拓登1、染谷

宏彦2、畠山 ありさ1、平山 穂香1 （1. 茨大理工,

2. KEK）

[PC3-69_S-155]

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 マルチドメインタ

ンパク質の溶液構造ダイナミクス研究

*川﨑 夏輝1、井上 倫太郎2、守島 健2、佐藤

信浩2、清水 将裕2、柚木 康弘2、奥田 綾2、裏

出 令子2、Hiranyakorn Methanee3、⽮木-内海

真穂3、加藤 晃一3、杉山 正明2 （1. 京都大学大

学院理学研究科, 2. 京都大学複合原子力科学研

究所, 3. 自然科学研究機構　生命創成探究セン

ター）

[PC3-60_M-128]

軟 X線電気化学 XAFSセルの開発と炭素系

燃料電池触媒への応用

*石井 諒1、豊島 遼1、清水 啓史1、武安 光太郎
2、中村 潤児2、間瀬 一彦3、近藤 寛1 （1. 慶大

理工, 2. 筑波大数理物質, 3. KEK-放射光）

[PC3-32_G-047]
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中性子背面反射型分光器 DNAの現状と整

備計画

*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 （1. J-PARCセン

ター, 2. CROSS, 3. JAEA）

[PC3-77_T-179]

X線結晶構造解析に向けた病原菌および好

熱菌由来ガスセンサータンパク質の精製

*江頭 美紀1、青山 菜緒2、北西 健一3、下仲

基之3 （1. 東京理科大、理、応用化学, 2. 東京

理科大院、理、化, 3. 東京理科大、理、化）

[PC3-61_M-131]

MLF気体廃棄物処理設備の運転報告と改良

計画

*髙宮 志歩1、甲斐 哲也1、上原 聡明1、木下 秀孝
1、原田 正英1、酒井 健二1、羽賀 勝洋1、高木

素則2、黒須 祐輝2 （1. J-PARCセンター, 2. 木村

化工機株式会社）

[PC3-68_R-152]

ディフィシル菌由来スライディングクラン

プの X線結晶構造解析

*岡﨑 菫1、菱木 麻美1、 原 幸大1、橋本 博1 （1.

University of Shizuoka）

[PC3-50_L-098]

単結晶中性子回折計 SENJUにおけるリ

モートアクセス環境整備の現状

*森山 健太郎1、大原 高志2、Ryoji Kiyanagi2、中

尾 朗子1、宗像 孝司1、石川 喜久1、長谷美 宏幸2

（1. 一般財団法人　総合科学研究機構　中性子

科学センター, 2. 独立行政法人　日本原子力研究

開発機構　J-PARCセンター）

[PC3-78_T-182]

X線トポグラフィによるβ-Ga2O3の転位機

構の解析

*山口 博隆1 （1. 産業技術総合研究所）

[PC3-64_N-140]

ミュオンペニングトラップ用電極中のスピ

ン運動の評価

*小久保 拓登1、飯沼 裕美1、足立 恭平2、下村

浩一郎2、永谷 幸則2、西村 昇一郎2、仁尾 真紀

子3、Pant Amba Datt2、樋口 嵩4 （1. 茨城大学,

2. KEK物構研, 3. 理研, 4. 阪大RCNP）

[PC3-67_Q-149]

負ミュオン寿命法による鉄鋼中微量炭素の

非破壊深度分布測定

*久保 謙哉1、二宮 和彦2、浅利 駿介3、稲垣

誠4、吉田 剛5、竹下 聡史6、梅垣 いづみ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. 国際基督教大学, 2. 大阪大学放射線基盤機

構, 3. 大阪大学理学部, 4. 京都大学複合原子力科

学研究所, 5. 高エネルギー加速器研究機構放射線

科学センター, 6. 高エネルギー加速器研究機構物

[PC3-29_E-038]

質構造科学研究所ミュオン科学研究系, 7. 日本原

子力研究開発機構原子力科学研究部門先端基礎

研究センター, 8. 国立歴史民俗博物館）

SAXSによる奥久慈産漆由来ラッカーゼの

溶液構造

*菅井 碧宙1、山口 峻英1、高妻 孝光1 （1. 茨城大

学理工）

[PC3-51_L-101]

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、張 小威2 （1. 産業技術総合研究所

計量標準総合センター, 2. 中国科学院高能物理研

究所）

[PC3-24_C-023]

スクラロース-水混合溶液中のタンパク質の

選択的溶媒和

黒岩 勇1、*槇 靖幸1、安中 雅彦1 （1. 九州大学

大学院理学研究院）

[PC3-42_K-074]

X線・中性子線回折によるジベンゾバレレ

ン誘導体の フォトクロミズムのその場観

察

*吉田 楓1、細谷 孝明1 （1. 茨城大学）

[PC3-26_D-029]

（2020G631） 多孔材料から放出される

ポジトロニウムの飛行時間法によるエ

ネルギー分布測定

*周 健治1、魚住 亮介1、小林 拓豊1、田島 陽平
1、吉岡 孝高1、前川 雅樹2、和田 健3、難波

俊雄4、石田 明5、浅井 祥仁5 （1. 東大工, 2.

量研, 3. KEK 物構研, 4. 東大素セ, 5. 東大理）

[PC3-17_A-002]

Met16His Pseudoazurinの X線結晶構造

解析

*青山 雄亮1、山口 峻英1、日下 勝弘1、高妻

孝光1 （1. 茨城大学院理工）

[PC3-62_M-134]

量子ビームによる絹の染色機構に関する研

究

*山口 峻英1、星川 晃範1、篠塚 雅子2、中野 睦子
2、阿部 仁1,3、日下 勝弘1、高妻 孝光1 （1. 茨城

大院理工, 2. 茨城県産業技術イノベーションセン

ター 繊維高分子研究所, 3. KEK物構研）

[PC3-43_K-077]

SAXSによるウルシ由来ステラシアニンの

構造解析

*中山 綾乃1 （1. 茨城大学）

[PC3-63_M-137]

精密湿度気流を用いた室温測定環境

*松垣 直宏1、山田 悠介2、引田 理英2、平木 雅彦
3、千田 美紀2、千田 俊哉2 （1. Photon Factory,

KEK, 2. SBRC, IMSS, KEK, 3. MEC, KEK）

[PC3-52_L-104]

(2019S03) J-PARC BL05 (NOP)にお[PC3-3_KS-2019S03]
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ける基礎物理研究 (2021)

*三島 賢二1 （1. KEK）

(2019S09) 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、金子 直勝
1,2、猪野 隆1,2、山内 沙羅1,2、植田 大地
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. KEK物構研, 2. J-

PARCセンター, 3. CROSS, 4. 東北大金

研）

[PC3-7_KS-2019S09]

(2018S12) パルス偏極中性子ビーム

の利用

*清水 裕彦1 （1. 名古屋大学）

[PC3-2_KS-2018S12]

（2019S06） 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

*池田 一貴1,2,3、本田 孝志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7、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、安 芳次
1、佐次田 頌3、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 量子ビーム, 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）

[PC3-5_KS-2019S06]

（2020I16）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

*山田 悟史1、細畠 拓也2、日野 正裕3、山形

豊2 （1. 高エネルギー加速器研究機構, 2.

理化学研究所, 3. 京都大学）

[PC3-1_KI-2020I16]

(2019S05) SuperHRPDの開発と機能

性物質の構造科学研究

*萩原 雅人1,2、鳥居 周輝2、山内 沙羅
2、齊藤 高志2、神山 崇2、森 一広2 （1.

JAEA, 2. KEK）

[PC3-4_KS-2019S05]

(2020S01) 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、横尾 哲也1、中

島 多朗2、浅井 晋一郎2、齋藤 開2、植田

大地1、川名 大地2、杉浦 良介2、浅見

[PC3-9_KS-2020S01]

俊夫2、井畑 良明3、谷野 弘明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. 東京大学 物性研究所, 3. J-

PARCセンター）

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

*遠藤 仁1、小田 達郎2、日野 正裕3、大下

英敏1、瀬谷 智洋1、安 芳次1 （1. 高エネ

ルギー加速器研究機構, 2. 東京大学, 3.

京都大学）

[PC3-6_KS-2019S07]

(2019S10) 特殊環境回折装置

SPICA（ BL09）における機能性物質

の構造科学

*齊藤 高志1 （1. KEK）

[PC3-8_KS-2019S10]

（2018L0200） 非晶質シリケイ

ト微粒子の水分子ダイナミクス

の解析

*奥地 拓生1、富岡 尚敬2、瀬戸 雄介
3、梅田 悠平1、山田 武4、玉造 博夢
5、柴田 薫5 （1. 京都大複合研, 2.

JAMSTEC, 3. 神戸大院理, 4.

CROSS東海, 5. 原子力機構）

[PC3-11_ML-2018L0200]

(2019L0600) エポキシ硬化物の

界面凝集状態に及ぼす湿度の効

果

*川口 大輔1,2、種子田 英伸1、青木

美佳2、宮田 登3、宮﨑 司3、 宇4、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.

高エネ機構, 5. JAEA）

[PC3-16_ML-2019L0600]

(2018L0400)In-situ neutron

diffraction observation of

dynamic transformation during

the high temperature

deformation of a Zircaloy-4

alloy

その場中性子回折測定による

Zircaloy-4合金の高温変形中にお

ける動的相変態挙動の観察

*Guo Baoqi1、Mao Wenqi2、柴田

曉伸3、Chong Yan1、Harjo

Stefanus2、Gong Wu2、Jonas

John4、辻 伸泰1 （1. 京都大学, 2. J-

PARCセンター, 3. 物質・材料研究機

構, 4. McGill University）

[PC3-13_ML-2018L0400]
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(2019L0300)マルチドメイン蛋

白質の構造とダイナミクスの階

層性の解析

*中川 洋1、斎尾 智英2、長尾 道弘
3,4,5、井上 倫太郎6、杉山 正明6、富

永 大輝7、川北 至信1 （1. 原子力機

構, 2. 徳島大, 3. NIST, 4. メリーラン

ド大, 5. デラウェア大, 6. 京都大, 7.

CROSS）

[PC3-14_ML-2019L0300]

(2017L1300)中性子回折・散乱

を用いた新規イオン伝導体およ

び複合アニオン材料の構造科学

*藤井 孝太郎1、張 文鋭1、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. 東京工業大学　理学院, 2.

KEK IMSS, 3. JAEA J-PARCセン

ター）

[PC3-10_ML-2017L1300]

（2019L0400）固体高分子形燃

料電池触媒層におけるアイオノ

マ被覆構造

*原田 雅史1、岩瀬 裕希2、高田 慎一3

（1. 豊田中研, 2. CROSS, 3. 原子力

機構）

[PC3-15_ML-2019L0400]

(2018L0300)オペランド中性子

回折を用いたリチウムイオン電

池の状態解析

*尾宮 哲也1、池澤 篤憲1、斉藤 景一
2、高橋 慶多2、米村 雅雄3、齊藤

高志3、神山 崇3、荒井 創1 （1. 東京

工業大学, 2. 株式会社NTTファシリ

ティーズ, 3. KEK）

[PC3-12_ML-2018L0300]

総合科学研究機構　中性子科学センターの

活動

*小西 盛也1、野間 敬1 （1. CROSS）

[PC3-81_W-190]

J-PARC MLFにおける KENS実験装置

*伊藤 晋一1 （1. 高エネルギー加速器研究機構

物質構造科学研究所）

[PC3-82_W-192]

JRR-3供用運転再開と JRR-3ユーザーズオ

フィスの活動

*田村 格良1、樹神 克明1、井川 直樹1、阿部

一英1、松江 秀明1 （1. 国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構 原子力科学研究部門　原子

力科学研究所 研究炉加速器技術部　計画調整課

）

[PC3-83_W-194]

磁鉄鉱の酸化プロセス: マグヘマイト[PC3-33_H-048]

(γ-Fe2O3)の空孔秩序転移

*興野 純1、杵渕 伊吹1 （1. 筑波大学生命環境）

2022年3月9日(水)

コアタイム4

ポスターセッション | ポスター発表

ポスターセッション4
13:15 〜 14:00  コアタイム4

(2021PF-S003) 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. 高エネルギー加速

器研究機構 物質構造科学研究所）

[PC4-12_PS-2021PF-S003]

(2019S2-003) 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）

[PC4-7_PS-2019S2-003]

(2020S2-002) 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、榎戸 祐馬1、藤岡 悠理
1、松本 恵1、高橋 実樹1 （1. Tohoku

University）

[PC4-9_PS-2020S2-002]

(2018S2-006) コヒーレント軟

X線回折によるメゾスコピック領

域の磁気イメージング

*山崎 裕一1 （1. 物質・材料研究機

構）

[PC4-4_PS-2018S2-006]

(2021S2-004) 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. 物質・材料研究機

構）

[PC4-16_PS-2021S2-004]

（2018S2-004）ディラック酸化

物の探索

*組頭 広志1 （1. 東北大学多元物質科

学研究所）

[PC4-2_PS-2018S2-004]

（2021S2-002）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. 東北大学多元物質科

学研究所）

[PC4-14_PS-2021S2-002]

(2020U001) SARS-Cov-2のプロ

テアーゼと阻害化合物の共結晶構

[PC4-20_PU-2020U001]
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造解析

*星野 忠次1、郭 艶1、三輪 和範1、喬

欣悦1、本保 佳蓮1、山本 典生2 （1.

千葉大学大学院薬学研究院, 2. 東海大

学医学部）

（2021PF-S001）3次元

X線ズーミング顕微鏡の開発

*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. 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）

[PC4-10_PS-2021PF-S001]

(2019T002) 低温での溶液

XAFS測定装置の開発と高原子価金

属錯体の解明

*鈴木 崇1、阿部 仁1,2、島崎 優一1 （1.

茨城大院理工, 2. 高エネルギー加速器

研究機構）

[PC4-17_PT-2019T002]

(2021S2001) 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. 東北大学材料科学高

等研究所）

[PC4-13_PS-2021S2-001]

(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

*辻川 夕貴1、張 小妮1、堀尾 眞史1、望

月 出海2、和田 健2、兵頭 俊夫2、近藤

剛弘3、松田 巌1 （1. 東大物性研, 2.

KEK-物構研 SPF, 3. 筑波大学数理）

[PC4-19_PT-2021T002]

(2018S1-001) 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、河合 敬宏1、中村 智樹
3、榎戸 祐馬3、井上 皓介4、野田 夏実
1、山下 翔平2、武市 泰男2、木村 正雄
2、伊規 須素子5、若林 大祐2、薮田

ひかる6、癸生川 陽子7、諸野 祐樹
5、浦本 豪一郎8、白石 史人6、浅野

眞希9、板井 啓明1、奥村 大河1、宮原

正明6、坂田 昂平10、小野 寛太2、福士

圭介4、関根 康人11 （1. 東京大学大学

院理学系研究科, 2. 高エネルギー加速

器研究機構 フォトンファクトリー, 3.

東北大学, 4. 金沢大学, 5. 海洋研究開

発機構, 6. 広島大学, 7. 横浜国立大学,

[PC4-1_PS-2018S1-001]

8. 高知大学, 9. 筑波大学, 10. 国立環境

研究所, 11. 東京工業大学・地球生命

研究所）

(2020S2-001) 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）

[PC4-8_PS-2020S2-001]

(2018S2-005) BL-13B光電子分

光システムのマイクロ測定を目指

した高度化と機能性材料の精密物

性評価研究

*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、冨重 圭一
7、中山 泰生8、間瀬 一彦1,9、山田

洋一10、吉信 淳11 （1. 高エネル

ギー加速器研究機構物質構造科学研究

所, 2. 東京工業大学, 3. 産業技術総合

研究所, 4. 立教大学, 5. 横浜国立大学,

6. 慶応義塾大学, 7. 東北大学, 8. 東京

理科大学, 9. 総合研究大学院大学, 10.

筑波大学, 11. 東京大学物性研究所）

[PC4-3_PS-2018S2-005]

(2021S2-003) 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、簑

原 誠人3、山田 洋一7、吉信 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. 慶応義塾大

学, 7. 筑波大学, 8. 東京理科大学, 9.

東京大学物性研究所）

[PC4-15_PS-2021S2-003]

(2020U002) SARS-CoV-2スパイ

ク蛋白質と中和抗体 NT-193複合

体の X線結晶構造解析

*喜多 俊介1、小野寺 大志2、安達

悠2、森山 彩野2、野村 尚生1、田所

高志1、安楽 佑樹1、湯本 航平1、Tian

Cong1、福原 秀雄1、鈴木 干城3、橋

口 隆生3、高橋 宜聖2、前仲 勝実1 （1.

北海道大学薬学研究院, 2. 国立感染症

研究所, 3. 京都大学 ウイルス・再生医

科学研究所）

[PC4-21_PU-2020U002]

(2019S2-001) 偏光特性を活用し[PC4-5_PS-2019S2-001]
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た核共鳴前方散乱法による

Fe系化合物の軌道秩序とその揺ら

ぎの観測

Direct observations of orbital

orders and　fluctuations in iron-

based compounds using nuclear

forward scattering technique

小林 寿夫1、*池田 修悟1、神田 智弘
1、河智 史朗1、柴崎 裕樹2、岸本 俊二
2、船守 展正2 （1. 兵庫県立大学, 2.

高エネルギー加速器研究機構-物質構

造科学研究所）

(2019S2-002) X線顕微鏡を中心

とした航空機材料の機能マッピ

ング

*木村 正雄1,2、渡邊 稔樹1,3、武市

泰男1,2、丹羽 尉博1、君島 堅一1,2、内

山 智貴3、内本 喜晴3 （1. 高エネル

ギー加速器研究機構, 2. 総合研究大学

院大学, 3. 京都大学）

[PC4-6_PS-2019S2-002]

（2021T001）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、阿部

仁3,4,5、井口 弘章1、高石 慎也1 （1.

東北大院理, 2. 電通大, 3. KEK-物構研,

4. 総研大, 5. 茨城大）

[PC4-18_PT-2021T001]

配向制御 Zr-MOF薄膜における白金ナノ粒

子の構造解明

*富崎 展生1、田 旺帝1 （1. 国際基督教大学）

[PC4-34_F-039]

オンプレミスとクラウドサービスを組み合

わせた MLF向けサービス、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、中谷

健3、鈴木 次郎4,6、森山 健太郎1、山田 悟史
5,6、五十嵐 美穂1、大内 薫1、入江 敦子5,6、大友

季哉5,6 （1. CROSS, 2. JAEA J-PARCセンター, 3.

QST, 4. KEK 計算科学センター, 5. KEK 物構研,

6. KEK J-PARCセンター）

[PC4-73_T-159]

アミノ酸シッフ塩基銅(Ⅱ)錯体を含むリゾ

チーム結晶化条件検討

*武田 千奈1、黒田 裕斗1、古屋 哲人1、中根

大輔1、秋津 貴城1、北西 健一1、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）

[PC4-55_M-105]

ヒト S100A3変異体を用いた四量体構造解

明に向けた研究/

Research for tetramer structure analysis

using mutants of human S100A3

*飯田 泰由1、井手 賢司1,2、海野 昌喜1,2 （1.

茨城大学大学院理工学研究科, 2. 茨城大フロン

ティア）

[PC4-56_M-108]

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3,4,1 （1.

茨城大学工学部物質科学工学科, 2. 久留米大学

医学部, 3. 茨城大学大学院理工学研究科, 4. フロ

ンティア応用原子科学研究センター）

[PC4-57_M-111]

単結晶中性子回折計 SENJUの最新状況

*大原 高志1、鬼柳 亮嗣1、中尾 朗子2、宗像 孝司
2、石川 喜久2、森山 健太郎2、田村 格良1、金子

耕士1 （1. J-PARC Center, Japan Atomic

Energy Agency, 2. CROSS）

[PC4-74_T-162]

Rhodothermus marinus由来グルコシル糖

転移酵素のアカルボースとの複合体構造の

解析

Structure analysis of glucosyltransferase

from Rhodothermus marinus complexed

with acarbose

*宮坂 祐希1、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）

[PC4-47_L-081]

非充填スクッテルダイト化合物 CoSb3の圧

力誘起構造変化による格子熱伝導率低減効

果

*淡路 功太1、西村 和也1、諏訪 雄哉1、林 純一
1、川村 幸裕1、武田 圭生1、後藤 弘匡2、関根

ちひろ1 （1. 室蘭工大院工, 2. 東京大学物性研究

所）

[PC4-38_I-054]

レドックスセンサーヒスチジンキナーゼの

ヘムエリスリンドメインの構造解析

*北西 健一1、海野 昌喜2,3 （1. 東京理科

大、理、化, 2. 茨城大、理工、量子線, 3. 茨城

大、フロンティア）

[PC4-58_M-114]

フォトンファクトリー小角 X線散乱ビーム

ラインの現状

*高木 秀彰1、五十嵐 教之1、永谷 康子1、大田

浩正2、森 丈晴1、谷田部 景子1、高橋 正剛1、西

[PC4-41_K-063]
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條 慎也3、鈴木 文俊3、羽方 望3、清水 伸隆1

（1. KEK物構研, 2. 三菱電機 SC, 3. 日本アクシ

ス）

タンパク質の動的核偏極中性子回折実験

*田中 伊知朗1,2、能田 洋平1,2、前田 智貴2、小泉

智1,2 （1. 茨城大学院理工, 2. 茨城大学フロン

ティア）

[PC4-48_L-084]

μ+SR及び SANSによるハードカーボン中

の Naイオン拡散

*大石 一城1、五十嵐 大輔2、多々良 涼一2,3、西

村 昇一郎4、幸田 章宏4、駒場 慎一2,3、杉山 純1

（1. CROSS, 2. 東京理科大, 3. ESICB, 4. J-

PARC, KEK）

[PC4-29_D-024]

結晶性ポリマーにおける表面分子動態の温

度可変測定

*稲益 礼奈1,3、張 宰源1、引田 理英2、山口 央基
3、佐々木 裕次1 （1. 東京大学新領域創成科学研

究科, 2. 高エネルギー加速器研究機構, 3. ダイキ

ン工業株式会社）

[PC4-42_K-065]

ウイルススパイクタンパク質のＸ線１分子

計測による 分子動態と感染力との相関

*佐々木 大輔1、新井 達也1、引田 理英3、関口

博史4、三尾 和弘2、佐々木 裕次1,2 （1. 東大新

領域, 2. 産総研・東大 OIL, 3. KEK, 4. SPring-

8）

[PC4-59_M-117]

AZ31合金繰り返し変形挙動のマルチス

ケール観察

*ゴン ウー1、ハルヨ ステファヌス1、川崎 卓郎
1、相澤 一也1、辻 伸泰2 （1. 日本原子力研究開

発機構, 2. 京都大学）

[PC4-32_E-033]

霊長類腸内細菌由来母乳オリゴ糖分解酵素

と専用シャペロンの X線結晶構造解析と

BioSAXS

星野 菜摘1、山田 千早1,2、清水 伸隆3、荒川

孝俊1,2、片山 高嶺4、*伏信 進⽮1,2 （1. 東京大学

大学院農学生命科学研究科, 2. 東京大学微生物科

学イノベーション連携研究機構, 3. 高エネル

ギー加速器研究機構, 4. 京都大学大学院生命科学

研究科）

[PC4-49_L-087]

リゾチーム-NAG 複合体の中性子解析によ

る反応機構考察

*鴨崎 真仁1、茶竹 俊行2、山田 太郎3、⽮野

直峰3、日下 勝弘3、田中 伊知朗1,3 （1. 茨城大

学大学院理工学研究科量子線科学専攻, 2. 京都

大複合研, 3. 茨城大フロンティア）

[PC4-60_M-120]

La3(Co1-xRux)4Sn13における結晶構造相転[PC4-23_B-006]

移と超伝導

*西口 日向1、岩佐 和晃2、下田 愛海3、熊田 隆伸
1、尾本 星太1、桑原 慶太郎3、佐賀山 基4、石角

元志5 （1. 茨城大学理学部, 2. 茨城大学フロン

ティアセンター, 3. 茨城大院理工, 4. KEK物構研,

5. 総合科学研究機構）

回折 X線明滅法(DXB)を用いた 光捕集反応

中心複合体の分子動態解析

Molecular dynamics analysis of light-

harvesting1-reaction center core

complex using Diffracted X-ray Blinking

*大久保 達成1,2、藤村 章子1、新井 達也1,3、張

宰源1,3、一柳 光平4、野澤 俊介4、深谷 亮4、三

尾 和弘1,2、佐々木 裕次1,3 （1. 産総研東大オペ

ランドOIL, 2. 横浜市立大学大学院生命医科学研

究科, 3. 東京大学大学院新領域創成科学研究科,

4. 高エネルギー加速器研究機構）

[PC4-50_L-090]

高分子材料のミリ秒時分割分子動態計測と

実験室線光源を用いた高速化

*下村 峻⽮1,2、新井 達也1、張 宰源1、佐々木

大輔1、引田 理英3、鈴木 芳生1,3、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.

産業技術総合研究所オープンイノベーションラ

ボラトリー, 3. 高エネルギー加速器研究機構）

[PC4-43_K-069]

μ SR で観た VO2中の水素挙動

*岡部 博孝1、平石 雅俊1、幸田 章宏1,2、松下

能孝3、大澤 健男3、大橋 直樹3、門野 良典1,2

（1. 高エネルギー加速器研究機構, 2. 総合研究

大学院大学, 3. 物質・材料研究機構）

[PC4-24_B-009]

蛍光 X 線ホログラフィーによる Fe3O4

価数混合結晶の構造と原子位置ゆらぎ

*細川 伸也1、八方 直久2、松下 智裕3、木村

耕治4、林 好一4 （1. 熊本大学, 2. 広島市立大学,

3. 奈良先端大学, 4. 名古屋工業大学）

[PC4-27_C-018]

軟 X線発光分光によるモルデナイトの O

2p部分電子構造

*細川 伸也1、佐藤 仁2、手塚 泰久3、足立 純一4

（1. 熊本大学, 2. 広島大学, 3. 弘前大学, 4.

KEK）

[PC4-35_F-042]

茨城県生命物質構造解析装置 iBIXによるト

ランスサイレチン変異体 Y116S及び

Y116Vの中性子構造解析

*日下 勝弘1、横山 武司2、山田 太郎1、⽮野 直峰
1、田中 伊知朗1、水口 峰之2 （1. 茨城大学, 2.

富山大学）

[PC4-51_L-093]

Nd3T4Sn13(T = Rh,Ir)におけるカイラル結[PC4-25_B-012]
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晶構造相転移と反強磁気秩序

*下田 愛海1、岩佐 和晃2、桑原 慶太郎1、佐賀山

基3、中尾 裕則3、石角 元志5、大原 高志4、中尾

朗子5 （1. 茨城大学大学院理工学研究科, 2. 茨城

大学フロンティアセンター, 3. KEK　物構研, 4.

J-PARCセンター, 5. CROSS）

中性子共鳴スピンエコー分光法における

2回集光体系を用いた位相補正法

*船間 史晃1、日野 正裕2、遠藤 仁3、小田 達郎
4、田崎 誠司1 （1. 京都大学工学研究科, 2. 京都

大学複合原子力科学研究所, 3. 高エネルギー加速

器研究機構物質構造科学研究所, 4. 東京大学物性

研究所）

[PC4-75_T-165]

In situ AP-XPSによる水素化分解向け

ReOx-Rh触媒の活性化処理過程の観測

河井 淳平1、豊島 遼1、伊勢川 和久1、Chen

Jiatang1、冨重 圭一2、*近藤 寛1 （1. 慶應義塾

大学, 2. 東北大学）

[PC4-36_G-045]

回折 X 線明滅法による細胞表面での不凍

タンパク質の動態計測

Dynamic behaviors of antifreeze proteins

on the living cells monitored by

Diffracted X-ray Blinking

*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）

[PC4-61_M-123]

共結晶を用いた BODIPY-コバロキシムの

結晶構造の制御 による光反応制御の試み

Control of photoreactions of BODIPY-

cobaloxime complex using cocrystals

今野 開斗1、*飯塚 透也1 （1. 茨城大学大学院）

[PC4-30_D-027]

放射光と高解像度受像体を用いた腎微小循

環の描出

*松下 昌之助1、兵藤 一行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, 2. 高エネルギー加速器研究機構物質構造科

学研究所, 3. 筑波大学医学医療系心臓血管外

科）

[PC4-68_O-144]

中性子実験用調湿発生装置の整備

*有馬 寛1、高田 慎一2、廣井 孝介2、岩瀬 裕希
1、森川 利明1、宮田 登1、宮﨑 司1、笠井

聡1、大内 啓一1、青木 裕之2 （1. 一般財団法人

総合科学研究機構, 2. 国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構）

[PC4-76_T-168]

Aサイト秩序型ペロブスカイト[PC4-28_C-021]

CaCu3Ti4O12の電子構造の方位角依存性

*手塚 泰久1、浅利 真人1、加藤 梨紗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 （1. Hirosaki University, 2. KEK, PF, 3.

Hiroshima University, 4. Osaka Prefecture

University）

ギガパスカル圧力下における塩化マグネシ

ウム水溶液中のイオン溶媒和・会合および

水の構造

*山口 敏男1、吉田 亨次1、服部 高典2、町田 真一
3 （1. 福岡大学理学部, 2. JAEA, 3. CROSS）

[PC4-40_J-060]

PFタンパク質結晶構造解析ビームラインで

の全自動測定とリモート実験

*山田 悠介1,2、篠田 晃1、松垣 直宏1,2、引田

理英1,2、平木 雅彦2,3、千田 俊哉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　

構造生物学研究センター, 2. 総合研究大学院大学

　高エネルギー加速器研究科, 3. 高エネルギー加

速器研究機構　共通基盤施設　機械工学セン

ター）

[PC4-52_L-096]

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）

[PC4-62_M-126]

工学材料回折装置「匠」の現状

*川崎 卓郎1、マオ ウェンチ1、ゴン ウー1、諸岡

聡1、ハルヨ ステファヌス1、相澤 一也1 （1.

Japan Atomic Energy Agency）

[PC4-77_T-171]

鉄鋼・磁石材料の高磁場・高温熱処置過程

における中性子その場観測用レーザー加熱

装置の開発

*河村 幸彦1、大石 一城1、鈴木 淳市1 （1. 総合

科学研究機構）

[PC4-78_T-174]

BaF2-SnF2系フッ化物イオン伝導体の構造

と電気化学特性

*森 一広1、嶺重 温2、齊藤 高志1、大友 季哉
1、安部 武志3、福永 俊晴4 （1. KEK物構研, 2.

兵庫県立大, 3. 京大院工, 4. 京大産官学）

[PC4-33_E-036]

BL-27における原子力基盤研究

*岡本 芳浩1、永井 崇之1、秋山 大輔2、岩田 景子
1、宇佐美 徳子3 （1. JAEA, 2. Tohoku Univ., 3.

KEK-PF）

[PC4-69_P-147]

中性子・ X線回折データの統合に基づく

重要な汎用性高分子の結晶構造の検証と精

[PC4-44_K-072]
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密化

Verification and Refinement of Crystal

Structures of Important Multi-Purpose

Polymers on the Basis of Organized

Combination of X-ray and Neutron

Diffration Data Analyses

*田代 孝二1,2,3、日下 勝広2、山元 博子3 （1.

豊田工業大学, 2. 茨城大学, 3. あいちシンクロト

ロン光センター）

超低速ミュオンビームラインとμ SR分光

器のコミッショニング

*神田 聡太郎1 （1. KEK 物質構造科学研究所

ミュオン科学研究系）

[PC4-72_S-156]

DAQミドルウェアのコンテナ化の検討

*梶原 大貴1、細谷 孝明1 （1. 茨城大学）

[PC4-79_T-177]

5-ハロゲン化ウラシルの X線光電子分光測

定

*泉 雄大1、大原 麻希1、馬場 祐治1,2、横谷 明徳
1 （1. 量子科学技術研究開発機構, 2. 日本原子

力研究開発機構）

[PC4-63_M-129]

鉛フリーハライド系ダブルペロブスカイト

半導体 Cs2AgInCl6の高圧下光物性と結晶構

造

*服部 亮佑1、松石 清人1、中野 智志2、藤久 裕司3

（1. 筑波大数物, 2. 物材機構, 3. 産総研物質計測

標準）

[PC4-39_I-057]

J-PARC MLF BL06 中性子共鳴スピンエ

コー分光器群 (VIN ROSE)のための位相補

正集光ミラー開発状況

Current status of ellipsoidal supermirror

for phase correction of neutron

resonance spin echo spectrometers (VIN

ROSE) at BL06, J-PARC

*日野 正裕1、小田 達郎2、遠藤 仁3、細畠 拓哉
4、船間 史晃1、山田 悟史3、吉永 尚生1、竹田

真宏4、山形 豊4、瀬戸 秀紀3 （1. 京都大学, 2.

東京大学, 3. 高エネルギー加速器研究所, 4. 理化

学研究所）

[PC4-80_T-180]

リゾチーム反応機構解明に向けた反応遅延

条件での結晶化の試み

*小池 佑季1、大林 美咲1、鴨崎 真仁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

ロンティアセンター）

[PC4-53_L-099]

ボールミル粉砕によるフォルステライトナ[PC4-37_H-051]

ノ粒子の微細構造変化とその影響

*岡田 慧1、興野 純2 （1. 筑波大学大学院理工情

報生命学術院生命地球科学研究群, 2. 筑波大学

生命環境系）

負ミュオン捕獲による放射性核種生成量の

測定

*山口 雄司1、原田 正英1、河村 成肇2、羽賀

勝洋1 （1. JAEA, 2. KEK）

[PC4-70_Q-150]

MLF中性子源用のデカップラー製作の現状

*大井 元貴1、井上 広巳1、勅使河原 誠1、原田

正英1、池田 裕二郎2 （1. JAEA, 2. 理化学研究

所）

[PC4-71_R-153]

(2020G036)還元型 Cytochrome c'の

X線結晶構造解析

*鶴野 湧也1、山口 峻英1、高妻 孝光1 （1. 茨城

大学院理工学研究科）

[PC4-64_M-132]

MLF単結晶中性子回折装置 SENJの試料環

境整備の現状

*宗像 孝司1、鬼柳 亮嗣2、大原 高志2、中尾 朗子
1、石川 喜久1、森山 健太郎1、神原 理2 （1.

CROSS中性子科学センター, 2. 原子力機構J-

PARCセンター）

[PC4-81_T-183]

X線小角散乱による大腸菌フェリチンの鉄

コア構造に及ぼす無機リン酸の影響の解明

*桑田 巧1、柳田 侑樹1、青木 英莉子2、藤原 和夫
1,2、池口 雅道1,2 （1. 創価大学大学院　理工学研

究科　生命理学専攻, 2. 創価大学　糖鎖生命シス

テム融合研究所）

[PC4-54_L-102]

SANSによる PVAフィルムの調湿下延伸過

程のその場評価

In-situ SANS Characterization on

Structural Changes in a Poly(vinyl

alcohol) Film during Uniaxial Stretching

under humidity controlled conditions

*張 朔源1、有馬 寛1、高田 慎一2、森川 利明
1、岩瀬 裕希1、宮崎 司1 （1. 一般財団法人 総合

科学研究機構（CROSS） 中性子科学センター,

2. 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構　

J-PARC センター）

[PC4-45_K-075]

RADEN における共鳴イメージング技術開

発

*土川 雄介1、甲斐 哲也1、Parker Joseph2、篠

原 武尚1 （1. JAEA, 2. CROSS）

[PC4-67_N-141]

ハニカム格子におけるカチオン二量体化

*山本 孟1、上山 幸子1、山田 幾也2、木村 宏之1

（1. 東北大学多元物質科学研究所, 2. 大阪府立

[PC4-26_B-015]
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大学工学研究科）

ピリジン分子への真空紫外光照射に伴う負

イオン生成

*今村 隼1、泉田 未来1、高村 朝陽1、鈴木

功1,2、小田切 丈1 （1. Sophia University, 2.

KEK-IMSS-PF）

[PC4-22_A-003]

好熱性細菌thermus thermophilus

HB27由来 nucleaseTT_C0005の構造解析

*田村 青葉1、西野 達哉1 （1. Tokyo University

of Science）

[PC4-65_M-135]

SANSによるリン酸エステル塩型アニオン

界面活性剤が 作る泡沫のミクロ構造解析

*天野 沙耶1、⽮田 詩歩1、吉村 倫一1 （1. 奈良

女子大学大学院）

[PC4-46_K-078]

タンパク質結晶構造解析ビームライン AR-

NW12Aにおける紫外・可視吸収分光装置

の現状

*引田 理英1,2、山田 悠介1,2、松垣 直宏1,2、平木

雅彦2,3、千田 俊哉1,2 （1. 高エネ機構 物構研

構造生物学研究センター, 2. 総研大 高エネル

ギー加速器研究科, 3. 高エネ機構 共通基盤 機械

工学センター）

[PC4-66_M-138]

3,4-ジアミノピリジンを配位したコバロキ

シム錯体の結晶相光反応

*伊藤 竜磨1 （1. 茨城大学）

[PC4-31_D-030]

(2021PF-S002) 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）

[PC4-11_PS-2021PF-S002]

2022年3月8日(火)

口頭発表会場1

パラレル （A1） | 口頭発表

（ A1） オペランド1
座長:川崎 卓郎(JAEA J-PARC)
14:45 〜 16:00  口頭発表会場1

量子ビームを用いた実環境下動的計測への期待

*赤木 浩1 （1. 科学技術振興機構 研究開発戦略センター）

   14:45 〜    15:10

[OA1-1]

共鳴軟 X線散乱によるオペランド磁気テクスチャ計

測の現状と展望

*山崎 裕一1 （1. 物質・材料研究機構）

   15:10 〜    15:35

[OA1-2]

エネルギー分析型中性子イメージング装置

RADENにおけるオペランド実験

*篠原 武尚1 （1. 日本原子力研究開発機構　J-PARCセン

ター）

   15:35 〜    16:00

[OA1-3]

パラレル （A2） | 口頭発表

（ A2） オペランド2
座長:中尾 裕則(KEK物構研)
16:15 〜 17:30  口頭発表会場1

In-situ measurement of cast iron during

deformation simulating a harsh environment

*Stefanus Harjo1, Wu Gong1, Takuro Kawasaki1 （1. J-

PARC Center, JAEA）

   16:15 〜    16:40

[OA2-1]

水素社会を目指した触媒と量子ビーム

*朝倉 清髙1、三輪 寛子2 （1. 北海道大学, 2. 電気通信大

学）

   16:40 〜    17:05

[OA2-2]

熱処理プロセスにおける Fe基アモルファス合金 →

Fe基ナノ結晶合金のオペランド計測

*太田 元基1,2、幸田 章宏3、大森 千広3、荒河 一渡2、平山

尚美2、三宅 康博3、吉沢 克仁3、小倉 克廣1 （1. Hitachi

Metals Ltd. , 2. Shimane Univ. Next Generation Tatara

Cocreation Center, 3. KEK）

   17:05 〜    17:30

[OA2-3]

口頭発表会場2

パラレル （B1） | 口頭発表

（ B1） 材料1
座長:原田 雅史(豊田中央研究所)
14:45 〜 16:00  口頭発表会場2

中性子準弾性散乱による燃料電池触媒層中の水のダ

イナミクス

Dynamics of Water in Catalyst Layer of Fuel Cell

by Quasi-elastic Neutron Scattering

*伊藤 華苗1、山田 武2、篠原 朗大3、高田 慎一1、川北

至信1 （1. JAEA/J-PARCセンター, 2. 総合科学研究機構, 3.

豊田中央研究所）

   14:45 〜    15:10

[OB1-1]

白金単結晶表面における硫黄吸着・分解・脱離挙動

の解明 -燃料電池触媒の被毒・回復モデル-

*増田 卓也1 （1. 物質・材料研究機構）

   15:10 〜    15:35

[OB1-2]

中性子準弾性散乱による Liイオン伝導性固体電解質[OB1-3]
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LLTOにおける Liダイナミクスの研究

Microscopic dynamics of lithium diffusion in

single crystal of the solid-state electrolyte La2/3-

xLi3xTiO3 (x=0.13) by quasielastic neutron

scattering

*松浦 直人1、藤原 靖幸2、森分 博紀3、尾原 幸治4、 川北

至信5 （1. CROSS, 2. 信州大学工学部, 3. JFCCナノ構造研

究所, 4. 高輝度光科学研究センター, 5. J-PARCセンター）

   15:35 〜    16:00

パラレル （B2） | 口頭発表

（ B2） 材料2
座長:松浦 直人(CROSS)
16:15 〜 17:30  口頭発表会場2

X線・中性子散乱による水素貯蔵材料の結晶構造の

解明

*佐藤 豊人1 （1. 芝浦工業大学）

   16:15 〜    16:40

[OB2-1]

遷移金属シリサイド中のエレクトライド電子が示す

異常反磁性

*平石 雅俊1、小嶋 健児1,2、岡部 博孝1、幸田 章宏1,3、門

野 良典1,3、Wu Jiazhen4、細野 秀雄5 （1. KEK-IMSS, 2.

TRIUMF, 3. 総研大, 4. 東工大フロンティア研, 5. 東工大元

素センター(MCES)）

   16:40 〜    17:05

[OB2-2]

” Water-in-salt”超濃厚 Li塩水溶液中の Li+局所構

造とスペシエーション分析

*渡辺 日香里1 （1. 東京理科大学）

   17:05 〜    17:30

[OB2-3]

口頭発表会場3

パラレル （C1） | 口頭発表

（ C1） 生命1
座長:山田 悠介(KEK物構研)
14:45 〜 16:00  口頭発表会場3

中性子散乱で捉えたタンパク質の凍結水和水と非凍

結水和水

*山本 直樹1 （1. 自治医科大学　医学部）

   14:45 〜    15:10

[OC1-1]

細胞質への照射の有無が細胞の放射線感受性に与え

る影響とそのメカニズム

*前田 宗利1、前田 未佳1、宇佐美 徳子2、冨田 雅典3 （1.

公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター　研究開発部

　粒子線医療研究室, 2. 大学共同利用機関法人高エネル

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, 3. 一般財団法人電力中央研究所　サステナブルシステ

[OC1-2]

ム研究本部　生物・環境化学研究部門）

   15:10 〜    15:35

構造生物学研究センターにおける結晶化の自動化

*加藤 龍一1 （1. 高エネルギー加速器研究機構・物質構造

科学研究所・構造生物学研究センター）

   15:35 〜    16:00

[OC1-3]

パラレル （C2） | 口頭発表

（ C2） 生命2
座長:山田 悠介(KEK物構研)
16:15 〜 17:30  口頭発表会場3

クライオ電子顕微鏡単粒子解析の利点と欠点

*岩崎 憲治1 （1. 筑波大学・生存ダイナミクス研究セン

ター）

   16:15 〜    16:40

[OC2-1]

X線・中性子散乱を加えた統合アプローチによるマ

ルチドメインタンパク質の構造・ダイナミクス解析

*杉山 正明1 （1. 京都大学）

   16:40 〜    17:05

[OC2-2]

構造生物学の第2ラウンド

*千田 俊哉1 （1. 高エネルギー加速器研究機構・物構

研・構造生物）

   17:05 〜    17:30

[OC2-3]

口頭発表会場4

パラレル （D1） | 口頭発表

（ D1） 基礎物理
座長:神田 聡太郎(KEK物構研)
14:45 〜 16:00  口頭発表会場4

最先端超伝導検出器で探るミュオン原子形成過程の

全貌

*東 俊行1 （1. 理化学研究所　東原子分子物理研究室）

   14:45 〜    15:10

[OD1-1]

多層膜中性子干渉計

*北口 雅暁1 （1. 名古屋大学　素粒子宇宙起源研究所）

   15:10 〜    15:35

[OD1-2]

ポジトロニウム負イオンの光脱離分光と 高品質ポ

ジトロニウムビーム技術への展開

*満汐 孝治1 （1. 産業技術総合研究所）

   15:35 〜    16:00

[OD1-3]

パラレル （D2） | 口頭発表

（ D2） 物性
座長:中野 岳仁(茨城大学)
16:15 〜 17:30  口頭発表会場4

巨大異常ホール効果を生み出す磁気八極子秩序の軟[OD2-1]
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X線磁気円二色性

*木俣 基1 （1. Tohoku University）

   16:15 〜    16:40

マルチフェロイック物質 Ba2MnGe2O7における磁

気異方性の非自明な温度依存性

*長谷川 舜介1、林田 翔平1、浅井 晋一郎1、松浦 直人2、I

gor Zaliznyak3 （1. 東大物性研, 2. CROSS, 3.

Brookhaven National Laboratory）

   16:40 〜    17:05

[OD2-2]

毒鉄鉱における幾何学的フラストレーションによる

自発的な低次元性の観測

*大熊 隆太郎1 （1. オックスフォード大学）

   17:05 〜    17:30

[OD2-3]

口頭発表会場1

量子ビームサイエンスフェスタ | その他

開会挨拶
09:00 〜 09:10  口頭発表会場1

開会挨拶

   09:00 〜    09:10

[2Oral1-0900-1add]
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

基調講演 | 基調講演

「放射光でリュウグウを調べる：環境化学者からみた面白さ 」高橋　嘉夫

（東京大学）
座長:足立 伸一(KEK物構研)
2022年3月8日(火) 09:10 〜 10:10  口頭発表会場1

要旨を差し替えました：要旨PDF
 

 
放射光でリュウグウを調べる：環境化学者からみた面白さ 
*高橋 嘉夫1 （1. 東京大学大学院理学系研究科） 

   09:10 〜    10:10   

https://mlfinfo.jp/sp/qbs-festa/2021/abst/2Oral101.pdf


放射光でリュウグウを調べる：環境化学者からみた面白さ 
Watching Ryugu using Synchrotron Radiation: 

Its Unique Feature from the View of  
Environmental Chemist 

高橋 嘉夫 1,2 

(1東京大学大学院理学系研究科、2KEK-Photon Factory) 

 はやぶさ２プロジェクトでもたらされたリュウグウの試料は、起源

物質と考えられる CI コンドライトに類似の特徴を持つ。これまでも CI
コンドライト隕石は多く調べられてきたが、これらは地球環境による変

質を受けており、起源物質の真の姿を表してはいない。リュウグウは、地

球の初期状態を示す最適な試料であり、その特徴を失うことなく分析を

進める必要がある。そのために、量子ビームを用いた各種分析は理想的な

手法である。本講演では、2021 年 6 月から開始された量子ビームによる

初期分析から分かったリュウグウの姿を紹介する。これらの分析として、

J-PARC での負ミュオン特性 X 線を用いた非破壊元素分析実験と、Photon 
Factory の BL-3A でのマイクロビームを用いた X 線回折実験により、リ 

ュウグウの基本的な元素分析と鉱物分析が進められた。

 これらの分析を基本的な情報として、我々のグループでは、東北大の
中村智樹教授らと協力して、Photon Factory の BL-19A に装備された走査

型透過 X 線顕微鏡（STXM; Scanning Transmission X-ray Microscopy）を用

いた分析を行った。その際、STXM でリュウグウ試料を嫌気状態のまま

分析するため、Focused Ion Beam 試料作成装置とも連動したグローブボッ

クスを用いた分析方法を確立し（Noda et al., 2021）、リュウグウを大気に

触れることなく分析することに挑戦している。本講演では、これらの成

果について、可能な範囲でご紹介したい。�
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

基調講演 | 基調講演

「ホイスラー型形状記憶合金の特異なマルテンサイト変態」貝沼　亮介

（東北大学）
座長:加倉井 和久(CROSS)
2022年3月8日(火) 10:20 〜 11:20  口頭発表会場1
 

 
ホイスラー型形状記憶合金の特異なマルテンサイト変態 
*貝沼 亮介1 （1. 東北大学） 

   10:20 〜    11:20   



ホイスラー型形状記憶合金の特異なマルテンサイト変態 

Abnormal Martensitic Transformations  
in Heusler-type Shape Memory Alloys 

 
貝沼亮介１ 

１ 東北大学大学院工学研究科 

 
形状記憶合金としては NiTi 系が最もよく知られているが、体心立方格子を

基本に X2YZ を化学量論組成とするホイスラー合金系も数多く報告されてい

る。その中でも化学量論組成から大きくずらした CuAlMn 系は加工性と形状

記憶特性に優れ医療用デバイスや建築用部材への実用が進んでいる。一方、

Ni2MnGa や Co2Cr(GaSi)といった Mn や Co を含有するホイスラー合金系

は、原子の配列状態により強磁性や反強磁性を示すため物性的に興味深い

ばかりでなく、磁場誘起マルテンサイト変態や磁気熱量効果などの実用面で

も魅力的である。本講演では、始めに典型的な形状記憶効果とマルテンサイ

ト変態を示す CuAlMn 系を例として挙げ、母相/マルテンサイト（M）相間の熱

力学的な相安定性や超弾性効果について説明する。その上で、磁気変態とマ

ルテンサイト変態が強く相互作用するケースとして NiMn 基および

Co2Cr(GaSi)ホイスラー合金について紹介する。 

Ni2MnGa は、母相も M 相も共に強磁性を示し M 相単結晶では 10％もの

巨大な双晶磁歪が報告されている。一方、Ni2MnIn や Ni2MnSn は母相が強

磁性であるのに対し M 相は常磁性を示す。従って、Zeeman エネルギーによ

り磁場誘起逆マルテンサイト変態に起因するメタ磁性相転移を起こすことが出

来る。講演では、メタ磁性転移型がどの様な相安定性から生じるかについて

解説する。また、NiMn 基では、150K 以下の低温域で変態ヒステリシスが異

常に増大することや熱変態停止現象が見出されている。相安定性と母相/M

相界面の移動度の観点からこれらの現象を説明する。 

Co2Cr（GaSi）を始めとした Co 系ホイスラー型形状記憶合金は 2010 年代

に我々の研究グループにより複数見出されている。Co系ホイスラー合金の多

くはハーフメタル強磁性を示すことで知られており、その DOS構造からマルテ

ンサイト変態は生じにくいと考えられていた。その様な中でも、幾つかの合金

系では、組成を Co 過剰側へずらすことでマルテンサイト変態が出現すること

を見出した。特に Co2Cr（GaSi）において興味深いのは、通常冷却過程で生じ

得ない母相への誘起逆（リエントラント）変態が生じる点である。この現象は母

相の磁気変態の影響によるもので、純鉄が bccδ→fccγ→bccαへと逆戻り

するのと類似の現象と言える。 
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

来賓・主催者代表挨拶 | その他

来賓・主催者代表挨拶
座長:小杉 信博(KEK物構研)
2022年3月8日(火) 11:20 〜 12:00  口頭発表会場1

来賓挨拶： 

石川　貴史（文部科学省 研究振興局　基礎・基盤研究課　素粒子・原子核研究推進室長） 

 

主催者代表挨拶： 

山内　正則（KEK機構長） 

大井川　宏之（JAEA理事） 
 

 
来賓・主催者代表挨拶 
   11:20 〜    11:50   



[2Oral1-1120-1add]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

11:20 〜 11:50  (2022年3月8日(火) 11:20 〜 12:00  口頭発表会場1)

来賓・主催者代表挨拶
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

MLF シンポジウム | その他

開会挨拶
2022年3月7日(月) 09:20 〜 09:30  口頭発表会場1

脇本　秀一（JAEA J-PARC副センター長） 
 

 
開会挨拶 
   09:20 〜    09:30   



[1Oral1-0920-1add]
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JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

09:20 〜 09:30  (2022年3月7日(月) 09:20 〜 09:30  口頭発表会場1)

開会挨拶



[MLF-1]

[MLF-2]

[MLF-3]

[MLF-4]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021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施設報告
座長:柴山 充弘(CROSS)
2022年3月7日(月) 09:30 〜 10:30  口頭発表会場1
 

 
MLF全体概要 
*大友 季哉1,2 （1. KEK物質構造科学研究所 / J-PARCセンター, 2. 茨城大学） 

   09:30 〜    09:45   

MLF中性子源の施設報告 
*羽賀 勝洋1 （1. 日本原子力研究開発機構　J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン　中性子源

セクション） 

   09:45 〜    10:00   

中性子ビームラインの現状 
*川北 至信1 （1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構J-PARCセンター） 

   10:00 〜    10:15   

施設報告 
*門野 良典1,2 （1. KEK物質構造科学研究所, 2. J-PARC MLF） 

   10:15 〜    10:30   



MLF全体概要 
Overview of MLF 

 
大友季哉 

KEK 物構研/J-PARC センター、茨城大 
 

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 3 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。

2021 年 4 月からは、700 kW の陽子を安定的に利用することができるように

なった。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。

また、MLF が重視する産業利用の分野においても、企業との共同研究、産学

連携コンソーシアムや NEDO プロジェクトなどの産学連携アプローチにより多

くの成果が上がっている。発表では、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 中性子源の施設報告 
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 中性子源施設の夏期メンテナンスでは、多くの放射線管理区域

内作業の安全性をこれまで以上に向上させるため、特に慎重な作業管理を要

する放射線作業について工程を見直し、十分なメンテナンス期間を確保して、

ビーム利用運転を 2022 年 1 月から開始することとした。 

この間、10 月には水銀ターゲット容器の交換作業を開始し、容器から試験

片を切出した後に、11月1日に新規ターゲット容器への交換が完了した。切出

した直径 5cm の試験片の表面を詳細に調べた結果、ビーム運転に伴って水

銀中に励起される圧力波による損傷深さは 0.86mm 程度で事前予測と同程度

に抑えられていることが判明し、流動水銀中へのマイクロバブル注入による損

傷低減効果が高出力運転でも非常に有効であることを実証できた。この結果

は、さらに高出力の安定なビーム運転に資するものであり、現在 730kW で運

転中の 14 号機ではこの 4 月から利用運転の出力を 800kW に上げる予定であ

る。また、中性子実験に適した中性子ビームパルスを作り出す減速材･反射体

集合体の予備機を用いて、MLF のホットセル内にて遠隔操作試験を実施し、

数年以内に実施を計画している高放射線場での実機交換作業の予行演習を

行った。ここで得られた知見を活用し、実際の作業が円滑に且つ安全に進む

よう準備を進める。 
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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 原子力機構 

 
J-PARC 物質・生命科学実験施設（MLF）の中性子実験装置やその周辺技術

の開発など最新の情報を利用者と共有する。MLFでは現在 21本の中性子ビ

ームラインが運用中である。共用ビームラインが 7 本、JAEA 設置者ビームラ

インが 4 本、KEK 設置者ビームラインが 8 本、茨城県ビームライン 2 本であ

る。装置の高度化、試料環境機器の追加などに加え、測定手法の開発や、自

動化・遠隔化など、様々な取り組みがなされており、その代表的な部分を紹介

したい。 
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施設報告 

Facility Report 
 

大友、羽賀、川北、門野・J-PARC MLF 

 
MLF ミュオン科学実験施設（MUSE）の現状： 

D1・D2・S1各実験装置では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により国外

ユーザーの実験実施が困難な状況が続いているが、その他の大学共同利用

実験についてはほぼ通常通りに実施されている。特に、D2実験装置を用いた

「はやぶさ２」帰還試料の初期解析は昨年７月に無事実施され、今後の解析

結果が待たれる状況である。また、S・H ラインのインフラ整備の進捗により、

2021B期からは新たに S２エリア・H1エリアへのビーム供給が可能になった。

本講演ではこれらの項目を中心に、ミュオン施設の直近一年間の概況を報告

する。 
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021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施設トピック
座長:中村 龍也(JAEA J-PARCセンター)
2022年3月7日(月) 10:30 〜 11:30  口頭発表会場1
 

 
ミュオンの新実験エリア「Ｓ２」 
*足立 泰平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　ミュオン科学研究系, 2. J-

PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン　ミュオンセクション） 

   10:30 〜    10:50   

MLFでの機械学習手法の活用の試み 
*巽 一厳1、青木 裕之1,2、酒井 健二1、粉川 広行1 （1. 日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター, 2. 高

エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所） 

   10:50 〜    11:10   

パルス強磁場発生装置の開発 
Development of Pulsed Magnet System 
*渡辺 真朗1、野尻 浩之2 （1. JAEA, 2. 東北大学） 

   11:10 〜    11:30   



ミュオンの新実験エリア「S2」 
The new muon experimental area “S2” 

 
足立泰平１, ２、 ミュオニウム 1s2s コラボレーション 

１KEK-物構研-ミュオン、 ２J-PARC-MLF 

 
J-PARC 物質・生命科学実験施設（MLF）第 1 実験ホールにある表面ミュ

オンビームライン（S ライン）において、ミュオニウムの精密分光実験へ向けて、

新たな S2実験エリアの建設および、その試運転を行った。 

ミュオニウム（正ミュオンと電子の結合状態）は、複合粒子である陽子を持

つ水素原子に比べ、精密に理論計算を行うことができる。このミュオニウムの

電子状態を 1s から 2s へ狭帯域のレーザーで共鳴遷移させることで、その励

起エネルギーを精密に求める実験を行う計画である。先行研究より２桁高い

精度を実現することで、ミュオン質量の決定精度向上、電弱統一理論の精密

検証、新物理の探査などに貢献する予定である。 

S2実験エリアは既設の表面ミュオンビームライン（Sライン）から分岐し延長

した先にある。ＭＬＦでは、25 Hz で、ダブルバンチのミュオンビームが生成さ

れるが、これをキッカーで既設のＳ１エリアと新設のＳ２エリアに振り分けること

で、効率的にミュオンビームを利用できるようになっている。 

２０２２年１月には、Ｓ１エリアとＳ２エリアへの同時ビーム取り出しに成功し、

いよいよ、S2 実験エリアでの精密測定実験開始に向けた準備が整いつつあ

り、励起用レーザーの試運転などが行われている。本発表では、Ｓ２エリアの

詳細と最新の状況について報告する。 

 

 
MLF第１実験ホールに建設された S2エリア ２０２１年７月撮影 
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MLFでの機械学習手法の活用の試み 

Application of Machine Learning Methods in MLF 
 

巽一厳１、青木裕之１、２、酒井健二１、粉川広行１ 
1JAEA/J-PARC、 2KEK物構研  

 
大型共用実験施設では、機械学習・AI 等のデータ駆動的な研究手法の適

用が総合的な分析能力の向上を目指し進められてきている。J-PARC MLFで

の適用例を本発表で紹介する。計算科学者・装置科学者・利用者の協働や発

案が同手法の活用には重要と考えている。 

 実験データ・計測への適用 

短時間計測した中性子反射率の運動量移行プロファイルからポアソンノイ

ズを除去した真の反射率プロファイルをディープラーニングによる回帰により

青木らが予測した[1]。多数の模擬データを学習に供することで推定精度を向

上し、同等精度の散乱長密度プロファイルを予測するために必要となる計測

時間を大幅に短縮した。動的観察等においてこの点は活用できると期待され

る。 

非弾性/準弾性散乱の実験データにおいて、ポアソン点過程に基づくデータ

駆動的手法を発表者らは適用した。非弾性散乱においては最適なヒストグラ

ムビン巾が、得られているデータに対して一意的に求められ、総計数の異なる

データの最適なビン巾もよく予想した[2]。この推定を組込んだ効率的な計測

が期待できる。また、準弾性散乱確率密度のエネルギープロファイルにデータ

駆動的な密度推定を適用し、ローレンチアン等の関数パラメタのフィッテイン

グの不確かさを低減した[3]。 

  MLF運転への適用 

全結合ニューラルネットワークによる回帰を MLF 運転データに対し酒井ら

が試行し、中性子ターゲット周辺冷却水温度とビーム強度から水銀温度を予

測している：異常事象調査等への応用の検討がされている。中性子ターゲット

内の気泡率等流体力学計算結果の回帰予測のみならず同ターゲット構造の

最適化までを粉川らは試行している。 

 
 

文献 

[1] H. Aoki et al., Sci. Rep. (2021) 11 22711. 
[2] K. Tatsumi et al., J. Appl. Cryst., Submitted. 
[3] K. Tatsumi et al., MLF Annual activity report 2020.  
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パルス強磁場発生装置の開発 
Development of Pulsed Magnet System 

 
渡辺真朗１、野尻浩之２ 

１JAEA-JPARC センター、２東北大学-金属材料研究所 
 

近年、物質科学の分野で自由電子レーザーや放射光・パルス中性子と強

磁場を組み合わせた実験の重要性が認識され、新しい手法･分野として広が

っている。その背景には格段に進化した X 線･中性子線生成技術と、量子ビー

ムと組み合わせたパルス強磁場装置の開発がある。物質科学の分野におい

て、J-PARC のように強力な中性子ビーム等の利用が可能になったことで、例

えば磁場誘起相転移において時間変化するパルス磁場の下での磁気構造の

時間発展を測定することが目指されており、基礎物理の課題の１つと共有さ

れている。 

 J-PARC MLF において、さまざまなビームラインに対して設置可能となるす

るため、試料環境機器の１つとして小型可搬型のパルス強磁場発生装置の

開発を進めている。現在 J-PARC MLFはビームパワー700kW 程度までに達し

ており、我々が開発するパルス強磁場発生装置では数 10 パルスで 1 データ

が取得可能である。特に、ユーザーへの利便性と実用性を飛躍的に高めるた

めに、ＧＭ冷凍機を利用したパルス強磁場発生装置を開発してきた。また、昨

今のコロナ禍の影響で実験に常時アクセス不可能な状況も鑑み、できるだけ

無人で実験可能なシステムの導入も進めてきた。特に最近、新たに自動液体

窒素供給装置を導入した。それまでの実験では、数時間ごとに手動で液体窒

素を供給する必要があったが、新たに自動液体窒素供給装置を導入したこと

により、最大数日の自動運転を可能とした。 

開発したパルス強磁場発生装置は、主

に小型ソレノイドコイルとそのインサート、

真空容器、ＧＭ冷凍機等で構成されてい

る。図１に装置の断面を示す。現状では最

大３０テスラまで発生可能で、温度は GM

冷凍機で４Kまで冷却可能で、ヒーターを用

いて常温まで対応可能である。本発表で

は、完成した本パルス強磁場発生装置の

特性や中性子利用ビーム実験の状況、及

び今後予定している温度や電圧・電流の測

定・イベントモード等の検出器系やパルス

磁場の３５テスラへの増強などについて報

告する。 

図１：パルス強磁場発生装置 

GM 
refrigerator 

Vacuum 
chamber 

Insert 

Coil 
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

MLF シンポジウム | その他

MLF利用者懇談会　総会
2022年3月7日(月) 13:30 〜 14:30  口頭発表会場1

詳細はこちら→PF-UA, MLF利用懇特設サイト
 

 
MLF利用者懇談会総会 
   13:30 〜    14:30   

http://qbsf-pfua-mlfus.jp/index.html
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

13:30 〜 14:30  (2022年3月7日(月) 13:30 〜 14:30  口頭発表会場1)

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 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

MLF シンポジウム | その他

MLF利用者懇談会　ユーザーからの要望
2022年3月7日(月) 14:30 〜 15:30  口頭発表会場1

詳細はこちら→PF-UA, MLF利用懇特設サイト
 

 
ユーザーからの要望、アンケート結果報告 
   14:30 〜    15:30   

http://qbsf-pfua-mlfus.jp/index.html
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

14:30 〜 15:30  (2022年3月7日(月) 14:30 〜 15:30  口頭発表会場1)

ユーザーからの要望、アンケート結果報告
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021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研究力向上
座長:奥 隆之(JAEA J-PARCセンター)
2022年3月7日(月) 15:45 〜 16:45  口頭発表会場1
 

 
MLF実験装置の遠隔化・自動化 
*曽山 和彦1 （1. JAEA J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン） 

   15:45 〜    16:00   

MLF研究力向上：学生受入実績 
*相澤 一也1 （1. 日本原子力研究開発機構J-PARCセンター） 

   16:00 〜    16:15   

MLFと JRR-3の相補利用 
*中島 健次1,2 （1. Materials Sciences Research Center, 2. J-PARC Center） 

   16:15 〜    16:30   

意見交換 
   16:30 〜    16:45   



MLF実験装置の遠隔化・自動化 

Remote and Automatic Control  
of Experimental Facility  

 
曽山 和彦 

物質・生命科学ディビジョン 

JAEA J-PARCセンター 

 
 

MLF における実験の遠隔化は、①装置スタッフによる遠隔実験制御・デー

タ監視による負担軽減や、②学生や理論家など幅広いユーザーの参加機会

の拡大、そしてリモート解析環境を通じたデータ駆動科学の展開など、共用研

究施設である J-PARC において、基礎科学研究の推進、イノベーション創出

に大きな役割を果たすことが期待される。 

MLF では、昨年度から、内閣府の官民研究開発投資拡大プログラム

（PRISM）による実験装置、試料環境の自動化・スマート化のための開発など

を進めるとともに、今年度は「実験装置の遠隔化に関する検討会」を設置し、

情報セキュリティ、機器安全、試料輸送等の観点から、遠隔実験のガイドライ

ンを整備し、ユーザー並びに装置スタッフが、遠隔実験を実施するにあたって

注意すべき事項と、作業フローにおける情報セキュリティチェックシート、機器

安全チェックシートを作成している。 

ユーザーが、J-PARC センターサイト外から遠隔実験を行う際には、情報セ

キュリティの面から、JLANシステム内のMLF実験装置・機器を、SSL暗号通

信で VPN接続する必要があり、装置責任者を通じた申請が必要になる。また、

機器安全の面からは、実験手順について装置スタッフと十分議論し、制御でき

る機器やその動作範囲などを理解し、モニター等で監視することが求められる。 

本報告では、MLF での実験装置、試料環境の自動化・スマート化の現状と

ともに、情報セキュリティ、機器安全、試料輸送等に関する遠隔実験ガイドライ

ンについて紹介する。 
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MLF 研究力向上：学生受入実績 
Improvement of MLF research ability: Student 

acceptance record 
 

相澤 一也 
日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 

 
最近、物質・生命科学実験施設(MLF)では、次世代の中性子科学研究者・

技術者の育成及び将来の利用者拡大等を目的として、JAEA、KEK、CROSS
の種々の学生受入制度を積極的に活用して、学生受入強化に取組み初めて

いる。学生受入は、所謂中性子散乱に限らず、中性子源、検出器・デバイス開

発等の多岐に渡る分野を対象としている。JAEA、KEK、CROSS の諸制度を

まとめると対象とする学生は、学部学生から博士過程後期の学生までであり、

受入期間は、最短数日から最長１年である。制度によっては、1 年受入した学

生は、次年度も受入可能である。学生のメリットとしては、自身の中性子散乱

実験のしやすさ等の他に、最先端の各種実験・技術開発に、身近に触れるこ

とが出来ると共に、J-PARC 研究棟等に整備した各種試料調整・作製装置、

分析装置等を使用出来ることが挙げられる。また、現在は新型コロナウイルス

禍で人の移動がそれ以前に比べて制約されている面があるが、MLF が立地

する茨城県東海村は、東京駅から JR 東日本特急で１.5～2 時間程度、高速

バスで 2.5 時間程度の距離に位置しており、必要に応じた長期受入学生の所

属大学への往来は、大きな負荷がかからない環境にある。 
講演では、JAEA、KEK、CROSS の学生受入制度の説明及び最近の実績

について報告し、学生受入に関する意見交換や要望等を承り、今後の運用に

活用したいと考えている。 
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MLF と JRR-3 の相補利用 

Collaboration between MLF & JRR-3 
 

中島 健次・JAEA物質科学研究センター、JAEA J-PARCセンター 

 

仮登録の要旨です。 

MLF シンポジウムの研究力向上セッション内の標記内容について報告する。

JRR-3 は、昭和 37 年に日本初の国産研究炉として初臨界を迎え、その後、

大規模改修の後に平成 2 年に現在の高性能汎用研究炉として利用を開始し

た 20 MWの定常中性子源である。その後 20 年以上にわたって日本の中性

子科学を牽引してきたが、東日本大震災後に停止を余儀なくされた。昨年、10

年間の停止期間を経てようやく利用が再開され、国内ユーザーを中心に再び

利用者が実験ホールに戻ってきた。JRR-3 は、J-PARC の物質・生命科学実

験施設に隣接する定常中性子源として、両者の相補的な利用が期待される。

今回は、MLF の利用者向けに、JRR-3 での中性子利用の概要を紹介し、

MLF との相補的な利用について、昨年再開後の状況や今後の期待される利

用方法についてご紹介し、利用者の参考にさせていただきたい。
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16:30 〜 16:45  (2022年3月7日(月) 15:45 〜 16:45  口頭発表会場1)

意見交換



[1Oral1-1645-1add]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

MLF シンポジウム | その他

閉会挨拶
2022年3月7日(月) 16:45 〜 16:55  口頭発表会場1

小杉　信博（KEK物構研所長）
 

 
閉会挨拶 
   16:45 〜    16:55   
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PF シンポジウム | その他

開会挨拶　
2022年3月9日(水) 09:30 〜 09:35  口頭発表会場1

高橋　嘉夫（PF-UA会長・東京大学）
 

 
開会挨拶 
   09:30 〜    09:35   
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©日本原子力研究開発機構 
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PF シンポジウム | 口頭発表

PF施設報告（ I）
座長:兵藤 一行(KEK物構研)
2022年3月9日(水) 09:35 〜 10:35  口頭発表会場1
 

 
施設報告 
*船守 展正1 （1. KEK物構研放射光） 

   09:35 〜    09:55   

光源報告 
*小林 幸則1 （1. 高エネルギー加速器研究機構・加速器研究施設） 

   09:55 〜    10:15   

ビームライン報告 
*清水 伸隆1 （1. KEK-IMSS-PF） 

   10:15 〜    10:35   



       

ＰＦ施設報告 
PF director’s report 

 
船守展正・KEK物構研放射光 

 
2022年 3月 11日で、PF はファーストビームから 40 年となります。日本の

放射光科学の発展の礎を築いた先人達に心よりの敬意を表します。 

 

2021年度は、COVID-19の影響を受けながらも、これまで順調に共同利用・

共同研究が推進されています。年度途中からの光熱水費の高騰により、予算

上の不安を抱える状況になりましたが、機構からの支援により、当初計画通り、

前年度比 120％となる PF3600時間・PF-AR2400時間を目指して第 III期の運

転を開始したところです。利用者の皆さんには、この運転時間の増分を有効

に活用していただくことを期待しています。 

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

や学生の教育などにとっては、極めて重要です。2022 年度予算として、2021

年度と同等の運営費と光源の老朽化対策・高度化のための施設整備費が措

置されました。光熱水費の高騰により、この運営費では今年度の半分以下の

運転時間になりますが、PF3600 時間・PF-AR2400 時間を確保できるよう、機

構に支援を要請しています。 

今回の PF シンポジウムでは、開発研究多機能ビームラインの建設計画に

関する説明と意見交換、今年度からスタートした PF-S 課題（施設内の特別課

題）の報告を予定しています。前者は、長期計画への準備という位置づけでの

重要性に加え、既存ビームラインの再編という重要性（利用者への影響）から、

機会を設けました。後者は、放射光共同利用実験審査委員会（PF-PAC）の

S1/S2型やT型課題などの中間・最終評価の方法の見直しに関する試行を兼

ねて実施するものです。その他、短期および長期の将来計画を紹介するセッ

ションを設けています。将来計画のセッションの最後には、総合討論の時間も

設けていますので、皆さまからの忌憚のないご意見をお願いします。 

 

PF-PAC は、共同利用実験の課題審査を行うのに加え、「放射光を利用す

る研究計画に関する重要事項を審議する」ことが任務となっています。どのよ

うな議論を進めているかなど、当日、本報告において、紹介したいと思いま

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2021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た。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、運用に向けた試験を開始し

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た。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：PFリングにおけるBPM回路システムの更新の概念図（左図：旧シス

テム、右図：新システム） 
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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。

2021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進められています。一方、実験者のオン

サイトでの対応が必須な実験内容もあるため、マンパワーの観点を抜きにし

ても全てをリモート化することが難しい現状もあります。利用ユーザーの皆様

と積極的に議論をしながら、より良く、さらには高度な実験環境整備に向けて

取り組んで参ります。 

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 9つのチームが組織されて

おり、輸送系や真空系機器の共通管理化、PF-S課題の推進、基盤ネットワー

クの増強等を中心として、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、昨

年度から始めている PF/PF-AR のビームライン再整備の議論を基に、開発研

究多機能ビームラインの建設計画に向けた検討も進めています。本発表では、

2021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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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

PF シンポジウム | 口頭発表

PF施設報告（ II）
座長:五十嵐 教之(KEK物構研)
2022年3月9日(水) 10:45 〜 11:45  口頭発表会場1
 

 
R＆ Dビームライン建設計画 
*若林 大佑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） 

   10:45 〜    11:15   

意見交換 
   11:15 〜    11:30   

PF-S課題報告 
   11:30 〜    11:45   



R&D ビームライン建設計画 
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。2021 年度 4 月から、UVSOR・

HiSOR にご協力いただき、R&D ビームライン検討会を立上げて、月に 1 回の

ペースで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して、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、SX と HX 両ブランチはテンダーX 線領

域で重なった広範なエネルギー領域をカバーしており、HX ブランチの実験ハ

ッチは十分な広さを確保して、集光あるいは非集光の単色光と白色光をいず

れも使うことができる設計となっている。また、上流部を含む大きな光学系の

変更を伴うような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。 
今年度は、テンダーX 線領域までの利用を見据えたミラー加工技術の検討

や、自由度を高めつつ十分な安全を確保できる高度なフェイルセーフシステム

と制御技術の開発と言った項目を先行して進めている。また、PF における

R&D ビームライン建設場所を含めた具体的な検討を開始した。発表では、こ

れまでの検討事項の詳細を紹介するとともに、今後想定される建設計画につ

いても述べる。 
 
［1］ 若林, 開発研究専用ビームラインの整備, 第 38 回PF シンポジウム(2021). 
［2］ Harada et al., J. Synch. Rad. 29, 118-124 (2022). 
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意見交換

 

 

11:30 〜 11:45  (2022年3月9日(水) 10:45 〜 11:45  口頭発表会場1)

PF-S課題報告
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PF-UA総会
2022年3月9日(水) 14:10 〜 15:10  口頭発表会場1

詳細はこちら→PF-UA, MLF利用懇特設サイト
 

 
PF-UA総会 
   14:10 〜    15:10   

http://qbsf-pfua-mlfus.jp/index.html
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PF-UA総会
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PF同窓会
2022年3月9日(水) 15:10 〜 15:25  口頭発表会場1
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PF将来計画
座長:船守 展正(KEK物構研)
2022年3月9日(水) 15:35 〜 16:50  口頭発表会場1
 

 
短期計画報告① PF/PF-AR完全同時 Top-Up化 
*満田 史織1、東 直1、内山 隆司1、帯名 崇1、長橋 進也1、中村 典雄1、原田 健太郎1、本田 融1、野上 隆

史1、佐藤 政則1、榎本 嘉範1、岡安 雄一1 （1. 高エネルギー加速器研究機構　加速器研究施設） 

   15:35 〜    15:50   

短期計画報告② LLRF更新 
*山本 尚人1、内藤 大地1、坂中 章悟1、高橋 毅1 （1. 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

　加速器研究施設　第6研究系） 

   15:50 〜    16:05   

長期計画報告 
*船守 展正1 （1. KEK物構研放射光） 

   16:05 〜    16:25   



PF/PF-AR完全同時 Top-Up化 

Fully simultaneous Top-Up injection to PF and PF-
AR ring in KEK 

 
満田 史織 1、東 直 1、内山 隆司 1、帯名 崇 1、長橋 進也 1、中村 典雄

1、原田 健太郎 1、本田 融 1、野上 隆史 1佐藤 政則 2、榎本 嘉範 2、岡安 

雄一 2、 
1KEK 加速器研究施設第 6系研究系、2KEK 加速器研究施設第 5系研究

系 

 

PF-AR（AR）はリング運転エネルギーを 6.5GeV と高く保ち 40mA 以上の

大電流シングル電子ビームを蓄積することで大強度パルス放射光を発生する

ユニークな放射光源として存在感を示している。しかしながら近年の基礎科学

予算の低減から高い運転電力を必要とする高エネルギー運転は総運転時間

の確保が難しくなっている現状がある。その打開策として AR の特色を失わな

い程度にかつ運転電力のコストの抑制幅が最大となる最適な 5.0GeV リング

エネルギーによる運転オプションが検討され現在順調に運用が進んでいる。 

5.0GeV 低エネルギー運転は、おおよそ半期ずつ低エネルギー運転を織り

交ぜることで総運転時間の確保に大きく貢献している。この新たな運転オプシ

ョンの技術的な要は、2017年に建設が完成した Linacから ARへの 6.5GeV

単一エネルギーのみの輸送に対応する直接ビーム入射路を、5.0GeVの電子

ビームも輸送が可能なように、PF と AR で持ち時間を配分しその時間内に入

射路のエネルギーを変更し、それぞれの持ち時間内で Top-Up運転を継続す

るものである。この「疑似 Top-Up 運転」においては、その期間内は Top-Up

運転が持続されるがそれ以外は電流減衰モードとなる。また、PF、AR のいず

れかが運転調整中（ビームダンプ、ビーム寿命急落などのトラブル対応も含む）

やマシンスタディー時には常時ビームを必要とする相手のリングへビーム配

分を優先せざるを得ず、その反面、片方のリングには電流減衰モードのストレ

スを強要せざるを得ない。今後、ビームの短寿命化が考えられるローエミッタ

ンス運転オプションやリング内にインターナルターゲットを置く ARテストビーム

ライン運転との共存において大きな足枷となることも懸念されている。AR での

低エネルギー運転における「本 Top-Up運転」の実現が希求されている。 

これらの現状課題及び将来的な ARの高度運用に向けた準備として、2019

年度より PF/PF-AR完全同時 Top-Up化の検討が開始された。エネルギーを

下げるビームの曲げ角への影響をエネルギーの低く制御しやすい PF 側輸送

路で余剰角補正電磁石を追加設置することで ARの Top-Up運転のエネルギ

ー可変に対応させるものである。2021 年度には予算化が進み、あらたなシス

テムの設計、製作が完了している。2022 年度夏に設置工事が行われ、その

秋より PF/PF-AR完全同時 Top-Up運転の運用が開始される予定である。 
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PF将来計画_短期計画報告② LLRF更新 

PF-2.5GeV-ring LLRF upgrade  
 

山本 尚人・KEK-加速器 第 6研究系 

 
PF の高周波（RF）システムは電子ビームを加速する RF 空洞、空洞に供給

する RFを増幅・分配する大電力 RF系、低電力 RF（LLRF; Low Level RF）

系の 3つに大きく分けられる。 

LLRF系は RFの位相・振幅制御と機器保護を目的としたインターロック群で

構成されており、約 30 年前に構築されたシステムを改修しながら運用してき

た。しかし、技術の発展により今となっては性能的に見劣りする状況となって

おり、既に調達不能な機器も多い。 

このような背景のもと、我々PF RF-Gでは LLRF全体の更新を進めている。

更新では調達不能な機器を現代の技術で置き換えるとともに、RF の位相・振

幅制御及び高速インターロック信号処理に最新のデジタル技術を導入する。

この更新により LLRF 系の信頼性・保守性が大きく改善するとともに、電子ビ

ーム加速に用いられる RF場の変動が一桁以上低減され、ビーム安定化と品

質向上が期待される。 

例えば、現在の PF-RFシステムでは RF電力の増幅に用いられるクライスト

ロン電源由来のリップルや RF位相安定化回路が発生するホワイトノイズによ

り、周回ビームが進行方向に変動していることがわかっている。本更新により

デジタル処理回路を導入することで、上記リップルを抑制し、ホワイトノイズの

発生源を取り除くことが可能となる。これにより、放射光パルスのタイミング変

動が現在の約 10 psから 1 ps以下に低減できると考えている。 

本発表では更新の概要を簡単に紹介した後、期待される放射光性能向上に

ついて詳細を説明する。 
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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。2021 年度には、長期計画に関して、フォトンファクトリー計画

推進委員会の設置、ハイブリッドリングの概念設計の論文の発表［1］という 2

つの重要な前進がありました。 

フォトンファクトリー計画推進委員会は、機構長により設置された委員会で、

機構内外の委員の参加のもと、年 2回程度、公開で開催されることになってい

ます。第 1回は、2022年 2月 1日に開催されました。山内機構長の挨拶の後、

小杉物構研所長が委員長に指名され、機構外委員の自己紹介、これまでの

長期計画の検討状況の報告、それを踏まえた基本方針の審議が行われまし

た。基本方針として、2022 年度からの第 4 期中期目標・中期計画期間に R&D

を進め、2027 年度からの第 5 期に実機を建設して共同利用を開始することが

認められました。ただし、実機の実現が重要ですので、スケジュールについて

は、状況に応じて柔軟に対応していくことになります。 

検討状況の報告で紹介されたのが、概念設計の論文が発表されたハイブ

リッドリング［1］です。昨年度の PF シンポジウムでも紹介しましたが、高性能

の SR ビーム（0.5-1nmrad, 500ｍA）と超高性能の SP ビーム（0.1nmrad, 50fs, 

1nC）を特別な設計の蓄積リングに共存させ、ビームの選択利用と同時利用を

します。SRビームは、PFの特長である垂直ウィグラーや孤立大電荷バンチの

利用も含め、多様な実験手法の継続と発展を可能にします。SP ビームは、超

高速ダイナミクス研究を可能にします。更に、SP ポンプ＆SR プローブや

SP&SR プローブの 2 ビーム同時利用は、放射光科学に新しい展開をもたらす

と期待されます。 

PFシンポジウムと同期間に開催される予定の KEK国際諮問委員会で良い

評価を受けて、更に計画を前進させられるよう、努力して参りますので、引き

続き、皆さまからのご助言をお願いいたします。 

 

 

［1］ Harada et al., Conceptual design of the Hybrid Ring with superconducting 

linac, J. Synchrotron Rad., 29, 118-124, 2022. 

https://doi.org/10.1107/S1600577521012753 
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PF シンポジウム | その他

閉会挨拶　
座長:QBSF2021 事務局
2022年3月9日(水) 16:50 〜 16:55  口頭発表会場1
 

 
閉会挨拶 
   16:50 〜    16:55   



[3Oral1-1650-1add]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

16:50 〜 16:55  (2022年3月9日(水) 16:50 〜 16:55  口頭発表会場1)

閉会挨拶



[3Oral108-08-1add]

[SPF-1]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

SPF 施設報告 | 口頭発表

SPF施設報告
座長:雨宮 健太(KEK物構研)
2022年3月9日(水) 17:00 〜 17:15  口頭発表会場1
 

 
SPF施設長挨拶　 
   17:00 〜    17:05   

低速陽電子実験施設報告 
*和田 健1、望月 出海1、アハメッド レズワン1、兵頭 俊夫1 （1. 高エネルギー加速器

研究機構） 

   17:05 〜    17:15   
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SPF施設長挨拶　
小杉　信博（KEK物構研SPF施設長）



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 Ahmed2，兵頭俊夫 1 

1 KEK 物構研 SPF，2 KEK 物構研 CIQuS 
 

 本施設では専用リニアック (～50 MeV, < 600 W) で加速された電子ビーム

で生成した世界最高クラスの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最表面近傍の原子配列，およびそれと表面物性の関

係解明，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。2021年度の共

同利用実施課題数は 18 課題、共同利用実人数は 32 名、ユーザー実験の配

分時間は 3992 時間(予定)である。 
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 2020年度より開

始されている。既存のリモートバルブのみによるインターロックシステムを導入

した 2020 年度に続き，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，インターロックシステムに組み込んで運用を開始した。 
ビーム輸送コイル用の電源のうち，老朽化およびリモート制御に難のある

電源 26台を新しい電源に置き換え，放射光実験施設基盤技術部門の制御系

チームによって新電源のリモート制御の整備が行なわれ，運用を開始した。ビ

ームステアリング用の両極性電源 30 台も老朽化により故障が頻発して交換

が必要だが，故障した場合には加速器第五研究系(入射器)から不要になった

同じ仕様の両極性電源を支給していただくことで当面は対処する。 
SPF で整備を進めてきた試料準備チャンバーに，LEED/AES 装置を新た

に導入し，共同利用ユーザーによる使用が開始された。また，LEPD ステーシ

ョンには，PF と共通して導入を進めることになった通電加熱タイプと互換で，

冷却効率を高めた

試料ホルダの導入

と実験環境の整備

を進めている。 
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セミナー（ PF-UA, J-PARC MLF利用懇主催）
2022年3月9日(水) 11:45 〜 12:15  口頭発表会場1

詳細はこちら→PF-UA, MLF利用懇特設サイト
 

 
セミナー（ PF-UA, J-PARC MLF利用懇主催） 
   11:45 〜    12:15   

http://qbsf-pfua-mlfus.jp/index.html
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ポスターセッション1（奨励賞審査室）
2022年3月7日(月) 12:30 〜 13:15  コアタイム１
 

 
学生奨励賞審査 
   12:30 〜    13:15   
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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
2022年3月8日(火) 13:00 〜 13:45  コアタイム２
 

 
（2021P0200）ディープラーニングを用いた中性子
反射率測定における統計ノイズ低減技術の開発 
*青木 裕之1,2 （1. 原子力機構, 2. 高エネ機構） 

(2021P0400)Deformation behavior of materials
with Millefeuille structure 
*1 （1. J-PARC Center, JAEA） 

（2021C0003）絶縁体粉末試料における極低温冷却
方法の確立 
Study of cooling method for neutron scattering
using insulating powder samples 
*松浦 直人1、石角 元志1、高橋 竜太2、山内 康弘2、中村 雅俊2、玉造

博夢2、河村 聖子2 （1. CROSS, 2. J-PARC Center） 

（2021C0001） 動的磁気対相関関数解析法
(DymPDF)の開発 
*社本 真一1,4、飯田 一樹1、樹神 克明2、山内 宏樹2、中村 充孝3、稲村

泰弘3、張 烈錚4 （1. 総合科学研究機構, 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. 台湾成功大物

理学系） 

（2021P0500）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、ヴ ダン
3,1、石田 武和3 （1. J-PARCセンター JAEA, 2. 物質科学センター JAEA,

3. 大阪府立大学） 

(2021C0005) 大観におけるカイラル磁性体の準弾性
SANS測定手法の開発 
*大石 一城1,6、高阪 勇輔2、梅本 好日古3,1、川又 雅広3,1、廣井 孝介4

、河村 幸彦1、森川 利明1、鈴木 淳市1、Altynbaev Evgenii5

、Grigoriev Sergey5、池田 陽一6、藤田 全基6 （1. CROSS, 2. 大阪府

立大, 3. 東北大理, 4. J-PARC, JAEA, 5. PNPI, 6. 東北大金研） 

（2021C0004）中性子小角・広角散乱装置「
TAIKAN」における調湿環境の開発 
*岩瀬 裕希1、有馬 寛1、高田 慎一2、宮﨑 司1 （1. Comprehensive

Research Organization for Science and Society (CROSS), 2. J-PARC

Center） 

（2021P0100）　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） 

（2021C0008） Counting-type neutron imaging
detector development towards higher rate and
higher spatial resolution at BL22 
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*PARKER JOSEPH1、篠原 武尚2、甲斐 哲也2、廣井 孝介2、栗田 圭輔2

（1. CROSS, 2. JAEA） 

(2021C0009) ガス関連物質の超高圧下における中性
子回折実験のための手法開発 
*町田 真一1、服部 高典2、佐野 亜沙美2、舟越 賢一1、阿部 淳1 （1.

CROSS, 2. JAEA） 

（2021P0600）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 （1. 日本原子力研究開発機構J-PARCセンター） 

（2020C0005、2021C0006）弱磁場条件下の偏極
中性子オフスペキュラー散乱と磁気コントラストバリ
エーション中性子反射法開発  
Development of methods on polarized neutron off-
specular scattering and magnetic contrast variation
neutron reflectivity under weak magnetic field 
*花島 隆泰1、阿久津 和宏1、大坂 藍2、田中 秀和2、服部 梓2、吉良 弘1

、宮田 登1、鈴木 淳市1、加倉井 和久1 （1. CROSS 中性子科学セン

ター, 2. 大阪大学 産業科学研究所） 

（2021P0700）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、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5、朝岡 賢彦
5、辻 庸一郎5、雨宮 一樹5 （1. CROSS 中性子科学センター, 2. JAEA

J-PARCセンター, 3. KEK J-PARCセンター, 4. NISSAN ARC, 5. FC-

Cubic） 

(2021P0300)大強度パルス中性子と複数種類の検出器
を用いた中性子核反応研究 
*木村 敦1 （1. JAEA 基礎工センター） 

(2021C0002)（2021C0007）中性子反射率による調
湿環境での高分子薄膜/Si界面の水の可視化 
*宮﨑 司1、宮田 登1 （1. 総合科学研究機構(CROSS)　中性子科学セン

ター） 

高温高圧条件下での固体アルゴンの密度変化 
*小野 重明1 （1. 国立研究開発法人海洋研究開発機構） 

ミリ秒時間分解能Ｘ線トモグラフィのためのσ偏光型
マルチビーム光学系の開発 
*Voegeli Wolfgang1、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 （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） 

オペランド観測による炭酸コバルト触媒表面の吸着イ
オンの機能解明 
*原田 一輝1、荒木 優作2、吉田 真明2 （1. 山口大学工学部, 2. 山口大学

院創成科学研究科） 

青色光照射によって誘導されるクリプトクロム4の構
造変化と自己会合 
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*新井 栄揮1、清水 瑠美1、安達 基泰1 （1. （国）量子科学技術研究開

発機構） 

DNA酸化損傷修復酵素 hOGG1の 塩基除去機構の解明
に向けた構造造生物学的研究/Structural biology for
elucidation of base excision mechanism by a DNA
oxidative damage repair enzyme, hOGG1 
*箕輪 希海1、小室 智稀1、田中 好幸2、海野 昌喜1 （1. 茨城大学大学院

理工学研究科, 2. 徳島文理大学 薬学部） 

中性子源特性試験装置 NOBORU の現状 
*及川 健一1、原田 正英1、奥 隆之1、酒井 健二1、大井 元貴1、甲斐 哲

也1、篠原 武尚1 （1. JAEA J-PARC） 

iMATERIAにおける電池の充放電その場測定環境につ
いて 
*石垣 徹1 （1. 茨城大学　フロンティア応用原子科学研究センター） 

Ca2+が及ぼす 蛋⽩質脱イミノ化酵素 PAD3の構造と機
能への影響/ Effect of Ca2+ on the structure and
function of peptidylarginine deiminase type 3 
*澤田 瑞季1、島 弘季2、松井 敏高3、舟橋 一真1、高原 英成4,5、村山 和

隆2、五十嵐 和彦2、海野 昌喜1,5 （1. 茨城大学大学院理工学研究科, 2.

東北大学大学院医工学研究科, 3. 東北大学多元物質科学研究所, 4. 茨城

大学農学部, 5. 茨城大学フロンティア応用原子科学センター） 

⽩色放射光による X線エラストグラフィの撮像方法の
検討 
*亀沢 知夏1、梁 暁宇2、米山　明男1,3、兵藤 一⾏1,4、⽮代 航2,5 （1. 高

エネルギー加速器研究機構　物質構造科学研究所, 2. 東北大学　多元物

質科学研究所, 3. 九州シンクロトロン光研究センター, 4. 総合研究大学

院大学　高エネルギー加速器科学研究科, 5. 東北大学　国際放射光イノ

ベーション・スマート研究センター） 

APDアレイ検出器を用いた ns時間分解 XRDによる熱
伝搬可視化の基礎検討 
*米山 明男1,2、平野 馨一2、兵藤 一⾏2、岸本 俊二2 （1. 九州シンクロ

トロン光研究センター, 2. KEK PF） 

金属磁性体 Mn3RhSiの短距離磁気秩序相の磁気構造 
*樹神 克明1、本田 孝志2、山内 宏樹1、社本 真一3、池田 一貴2、大友

季哉2 （1. 日本原子力研究開発機構, 2. KEK物構研, 3. CROSS） 

グレイガイト(Fe3S4)の生成とその構造特性 
*興野 純1、佐野 喜成1 （1. 筑波大学生命環境） 

実用リチウムイオン二次電池の劣化イメージング 
*木野 幸一1、伊藤 孝憲2、藤原 健1、黒田 隆之助1、大島 永康1、田中

真人1、渡津 章1、神山 崇3,4、米村 雅雄3,4、石川 喜久3,4,5 （1. 産総研,

2. 日産アーク, 3. KEK-物構研, 4. J-PARCセンター, 5. CROSS） 

中性子干渉性散乱を用いる未知の短距離力探索感度向
上のためのバックグラウンド低減装置の導入 
*中部 倫太郎1、清水 裕彦1、北口 雅暁1、近藤 亮太2、嶋 達志2、廣本

政之2、Haddock Christopher3、猪野 隆4、三島 賢二4、Snow William
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5、吉岡 瑞樹6 （1. Nagoya Univ., 2. RCNP Osaka Univ., 3. NIST, 4.

KEK, 5. Indiana Univ., 6. RCAPP Kyushu Univ.） 

中性子構造解析に向けたタンパク質の完全重水素化 /
Complete deuteration of proteins for neutron
structure analysis 
*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. 茨城大学大学院 理工学研究科, 2. 大阪大学, 3. 東

京薬科大学, 4. 宮崎大学, 5. 東北大学） 

イネの粒重を抑制する TGW6の X線結晶構造解析 
*赤羽根 健生1、鈴木 喜大2、土屋 渉2、吉澤 拓也3、松村 浩由3、加藤

悦子2、廣津 直樹1 （1. 東洋大学大学院 生命科学研究科, 2. 農研機構

高度分析研究センター, 3. 立命館大学 生命科学部） 

多糖類一軸配向膜の構造解析 
*山路 彩花1、松葉 豪1、桶葭 興資2、池本 夕佳3 （1. Yamagata

University, 2. JAIST, 3. JASRI） 

MLF光照射試料環境チームの2021年度の活動 
Activities of the MLF Light Irradiation Sample
Environment Team in JFY 2021 
*坂口 佳史1、森川 利明1、笠井 聡1、大内 啓一1、高橋 竜太2 （1.

CROSS, 2. JAEA） 

マイクロ流路を用いた大形良質タンパク質結晶育成法
の確立 
*長谷川 智紀1、根岸 政也2、齋藤 洋也1、田中 伊知朗1,3、新村 信雄1

、山田 貢4、石田 卓也4、吉崎 泉4、皆川 由貴5、伊藤 剛士5、蛭田 佳樹
5、真栄城 正寿6 （1. 茨城大学大学院, 2. 茨城大学, 3. 茨城大学フロン

ティア応用原子科学研究センター, 4. JAXA, 5. 株式会社化研, 6. 北海道

大学） 

(2021S2-003, 2018S2-005) テトラシアノキノジメタ
ン単結晶上に積層したジベンゾテトラチアフルバレン
の界面電子構造評価 
*染谷 大地1、郡上 祐輝1、遠藤 豪太1、笠松 昂平1、伊藤 航世1、中西

優生1、宮本 淳之介1、間瀬 一彦2、中山 泰生1、小澤 健一2 （1. Tokyo

Univ. Sci, 2. KEK, SOKENDAI） 

μ-SRで視るスピネル Li4Ti5O12中の Liイオン拡散 
*杉山 純1、梅垣 いづみ2、大石 一城1、中野 岳仁3、西村 昇一郎2、竹

下 聡史2、幸田 章宏2、二宮 和彦4、久保 謙哉5 （1. 総合科学研究機構

(CROSS) 中性子科学センター, 2. 高エネルギー加速器研究機構, 3. 茨城

大学, 4. 大阪大学, 5. 国際基督教大学） 

Pressure induced structural phase transition of CsCl
type CeZn compound 
*沈 暁玲1、Binti Amat Dalan Alisha2、川村 幸裕2、dos Santos

Antonio3、松田 雅昌3、馬 翰明4、郷地 順4、上床 美也4、梅原 出1、上

原 政智1 （1. 横浜国立大学理工学府, 2. 室蘭工業大学, 3. Neutron

Scattering Division Oak Ridge National Laboratory, 4. 東京大学物性

研） 
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ミュオンによるセリンプロテアーゼ加水分解反応観測 
Observation of serine protease hydrolysis by muon 
*小柳 文哉1、田中 伊知朗1、清谷 多美子2、新村 信雄1、中村 惇平3

、西村 昇一郎3、幸田 章宏3、平石 雅俊3 （1. Ibaraki Univ., 2. Showa

Pharmaceutical Univ., 3. KEK） 

Ba(Fe1-xScx)12O19（x=0.153，T=4 K）の
incommensurateヘリカル磁気構造解析 
*田中 誠也1、丸山 健一1、内海 重宜1、鬼柳 亮嗣2、石川 喜久3 （1. 公

立諏訪東京理科大学, 2. 日本原子力研究開発機構, 3. CROSS） 

マイクロ流路による大形良質タンパク質結晶育成法の
精密化とソーマチンへの適用 
*根岸 政也1、齋藤 洋也2、長谷川 智紀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） 

Fusarium oxysporum 12S 由来ラムノースグルクロン
酸リアーゼの中性子結晶構造解析 
*⽮野 直峰1、近藤 辰哉2、日下 勝弘1、山田 太郎1、荒川 孝俊3、山田

千早3、阪本 龍司2、伏信 進⽮3 （1. 茨城大学フロンティア応用原子科

学研究センター, 2. 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科, 3. 東京大

学大学院農学生命科学研究科） 

J-PARC MLFにおける共通試料環境機器の 整備、コ
ミッショニング、ユーザ支援の状況 
*石角 元志1、高橋 竜太2、山内 康弘2、中村 雅俊2、河村 聖子2、坂口

佳史1、渡辺 真朗2、奥 隆之2 （1. CROSS, 2. J-PARC Center） 

マイクロ流路による大形良質結晶育成法のグルコース
イソメラーゼへの適用 
*齋藤 洋也1、長谷川 智紀1、田中 伊知朗1,2、新村 信雄1、山田 貢3、石

田 卓也3、吉崎 泉3、皆川 由貴4、伊藤 剛士4、蛭田 佳樹4、真栄城 正寿
5 （1. 茨城大学大学院, 2. 茨城大学フロンティア応用原子科学研究セン

ター, 3. JAXA, 4. 株式会社化研, 5. 北海道大学） 

希薄Ｍｇ（Ｙ/Ｇｄ）Ｚｎ合金の組織形成過程のＳＡ
ＸＳ／ＸＡＦＳによる検討 
*奥田 浩司1、前河 佳晃1、伊藤 樹人1、井上 晋一2、河村 能人2 （1.

Kyoto Univ., 2. Kumamoto Univ.） 

Eu3Rh4Sn13の結晶構造相転移と反強磁気秩序の量子
ビーム散乱研究 
*熊田 隆伸1、岩佐 和晃2、下田 愛海3、尾本 星太1、西口 日向1、桑原

慶太郎3、佐賀山 基4、中尾 裕則4、石角 元志5 （1. 茨城大学理学部, 2.

茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター, 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(KEK)物質構造科学研究所,

5. 総合科学研究機構） 

非弾性中性子散乱装置「四季」の整備と利用状況 
*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） 



[PC2-47_L-094]

[PC2-22_C-019]

[PC2-57_M-124]

[PC2-66_R-151]

[PC2-31_G-046]

[PC2-20_B-013]

[PC2-72_T-169]

[PC2-39_K-070]

[PC2-73_T-172]

[PC2-58_M-127]

[PC2-74_T-175]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

植物オルガネラ C-to-U RNA編集酵素 DYW-1の 構造
生物研究 
Structural study of plant organellar C-to-U RNA
editing enzyme DYW-1 
 
*藤間 祥子1,2、澤田 優斗1、前田 彩子3、清水 光1、鹿内 利治3、竹中 瑞

樹3、清水 敏之1 （1. 東京大学大学院薬学系研究科, 2. 奈良先端科学技

術大学院大学, 3. 京都大学大学院理学研究科） 

共鳴 X線発光分光による圧電体 Ba(Ti1-xSnx)O3の Sn 置
換効果 
*中島 伸夫1、坂野 碩保1、柿原 瑛樹2、符 徳勝2、手塚 泰久3 （1. 広島

大学, 2. 静岡大学, 3. 弘前大学） 

リゾチーム 反応機構解明に向けた糖鎖の結合様式の研
究 
*大林 美咲1、小池 祐季1、鴨崎 真仁2、田中 伊知朗2,3 （1. 茨城大学, 2.

茨城大院理工, 3. 茨城大フロンフィア） 

2021年度の MLF放射線安全チームの活動 
*原田 正英1、川上 一弘1、奥 隆之1、相澤 一也1、石角 元志2、橋本 典

道3、細谷 倫紀3 （1. JAEA, 2. CROSS, 3. NAT） 

顕微 XPS測定による TiO2結晶表面のアナターゼ／ル
チル相境界における光触媒活性 
*廣森 慧太1、下山 絢女2、中島 伸夫1、長谷川 巧1、間瀬 一彦3,4、小澤

健一3,4 （1. 広島大学大学院先進理工, 2. 広島大学理学部, 3. KEK-

IMSS-PF, 4. 総研大） 

二次元ファンデルワールス強磁性体 Fe5-xGeTe2の中性
子非弾性散乱研究 
*浅井 晋一郎1、藤原 美幸1、山神 光平2、黒田 健太1、近藤 猛1、岡田

佳憲2、伊藤 晋一3、益田 隆嗣1 （1. 東大物性研, 2. OIST, 3. KEK） 

MLFにおけるリモートアクセスへ向けた取り組み 
*稲村 泰弘1、伊藤 崇芳2、岡崎 伸生2 （1. 日本原子力研究開発機構, 2.

総合科学研究開発機構中性子科学センター） 

SAXS とレオロジーによるアミノ酸-糖ハイブリッド 界
面活性剤の会合体特性 
*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）） 

サツマイモの測定へ向けた水蒸気雰囲気炉の改良 
*星川 晃範1 （1. Ibaraki University） 

超原子価ヨウ素化合物のヨウ素 L3殻 XANES測定 
Iodine L3-edge XANES spectroscopy of hypervalent
iodine compounds 
*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） 

PF BL-14Aにおける4軸回折計制御システムの更新 
*坂倉 輝俊1、木村 宏之1、山本 孟1、岸本 俊二2 （1. 東北大, 2. KEK-物
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構研） 

KENSの MLFにおける DAQシステムの構築 
*瀬谷 智洋1 （1. 高エネルギー加速器研究機構） 

光増感色素 BODIPYを配位子にもつコバロキシム錯体
の共結晶作成の試み 
*戸嶋 涼1、細谷 孝明1 （1. 茨城大学） 

Met16Glu変異体の構造安定性と X線結晶構造解析 
Structural Stability and X-ray Crystal Structure of
Met16Glu Mutant 
*津金 聖和1、山口 峻英1、高妻 孝光1 （1. 茨城大院理工） 

iBIX短時間測定によるタンパク質中性子結晶構造解
析の可能性 
*山田 太郎1、⽮野 直峰1、日下 勝弘1 （1. 茨城大学iFRC） 

KEKクライオ電顕の共同利用型の運用と単粒子解析 
*安達 成彦1、川崎 政人1、守屋 俊夫1、池田 聡人1、山田 悠介1、篠田

晃1、千田 俊哉1 （1. 高エネ機構・物構研・構造生物） 

( 2021PF-Q006)熱アニール処理が⽩金上のアイオノ
マー薄膜における水のクラスター構造に与える影響 
*宇津木 茂樹1,2,3、山田 悟史3 （1. SOKENDAI, the Graduate

University for Advanced Studies, 2. 総合研究大学院大学, 3. 高エネル

ギー加速器科学研究所(KEK)） 

ビフィズス菌由来の B型血液型抗原に特異的な
GH110 α1,3-galactosidase AgaBbの構造解析 
*鹿島 騰真1、池田 聡人2、守屋 俊夫2、赤間 恵1、荒川 孝俊1、山田 千

早1、安達 成彦2、川崎 政人2、千田 俊哉2、芦田 久3、伏信 進⽮1 （1.

東大院・農, 2. KEK-SBRC, 3. 近畿大・生物理工） 

高圧下における半導体ナノ粒子間の相互作用 
*武田 圭生1 （1. 室蘭工業大学） 

六方ペロブスカイト関連構造を持つ 高い酸化物イオン
伝導体における伝導経路の解明 Investigation of
conduction pathways in high oxide ion conductors
with hexagonal perovskite– related structures  
 
*城島 一暁1、安井 雄太1、八島 正知1 （1. 東京工業大学 理学院化学

系） 

回折 X線ブリンキングによる結晶材料の動的構造解析 
*倉持 昌弘1、引田 理英3、佐々木 裕次2 （1. 茨城大学・院・理工学, 2.

東京大学・院・新領域, 3. KEK） 

磁気ボトル型エネルギー分析器を用いた Ne原子の二
重光電離ダイナミクスの研究 
*菅原 雄真1、彦坂 泰正2、金安 達夫3、足立 純一4、田中 宏和4、鈴木

功1,4、鈴木 さくら1、小田切 丈1 （1. 上智大理工, 2. 富山大, 3. SAGA-

LS, 4. KEK-IMSS-PF） 

Alcaligenes xylosoxidans由来の Azurin IIの結晶構造
解析 
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*稲葉 直登1、山口 峻英1、高妻 孝光1 （1. 茨城大学院） 

Structure determination of protein-tRNA complex by
using AlphaFold2 predicted model 
*Takuya Usui1, Hana Oe1, Toyoyuki Ose1,2, Min Yao1,2 （1. Division

of life Science Graduate School of Life Science, Hokkaido University

(Grad. Sch. of Life. sci., Hokkaido Univ), 2. Faculty of Advanced Life

Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan (Adv. Life. Sci.,

Hokkaido univ)） 

PF BL-20Bにおける Channel-cut型 X線コンデンサ 
*杉山 弘1、平野 馨一1、若林 大佑1、鈴木 芳生1、五十嵐 教之1、船守

展正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） 

（2020G101）ポジトロニウムのレーザー冷却を見据
えたドップラー分光法の開拓 
*魚住 亮介1、田島 陽平1、小林 拓豊1、蔡 恩美6、石田 明2、難波 俊雄3

、浅井 祥仁2、五神 真2、大島 永康4、オローク ブライアン4、満汐 孝

治4、伊藤 賢志4、鈴木 良一4、兵頭 俊夫5、望月 出海5、和田 健5、周

健治1、吉岡 孝高1 （1. 東京大学大学院 工学系研究科, 2. 東京大学大学

院 理学系研究科, 3. 東京大学素粒子物理国際研究センター, 4. 国立研究

開発法人 産業技術総合研究所, 5. 高エネルギー加速器研究機構 物質構

造科学研究所, 6. 高麗大学校） 

SAXSを用いたアミノ酸－糖ハイブリッド界面活性剤
が 形成する会合体の構造解析 
*小林 礼実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）） 

Ni 置換型ルブレドキシン変異体の X 線・中性子結晶
子構造解析 
*遠藤 啓貴1、庄村 康人1,2 （1. 茨城大学 大学院理工学研究科 量子線科

学専攻, 2. 茨城大学 フロンティア応用原子科学研究センター） 

2021年の AMATERASの利用状況と高度化 
*河村 聖子1、古府 麻衣子1、村井 直樹1、稲村 泰弘1、若井 大介2、中

島 健次3 （1. J-PARC, 2. NAT, 3. JAEA物質科学研究センター／J-

PARC） 

SAXSを用いたリン酸エステル塩型アニオン界面活性
剤／四級アンモニウム塩系カチオン界面活性剤 混合系
の会合挙動 
吉村 倫一1、*天野 沙耶1、岩瀬 裕希2、⽮田 詩歩1 （1. 奈良女子大学,

2. 総合科学研究機構（CROSS）） 

溶融混練におけるポリプロピレンとシクロデキストリ
ンの 包接挙動の解明 
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       MLF-BL17 

ディープラーニングを用いた中性子反射率測定における 

統計ノイズ低減技術の開発 

Deep learning approach for noise reduction  
in neutron reflectometry  

 
青木裕之 1,2 

1 原子力機構、2 高エネ機構 
 

 中性子は物質への高い透過性を有するため、材料内部に埋もれた界面の

研究を行うための有力なプローブである。発表者は、特に高分子材料におけ

る界面での構造及び分子運動を明らかにするため、プロジェクト課題「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」を進めて

いる。本プロジェクトでは、中性子反射率装置「写楽」及び中性子準弾性散乱

装置「DNA」を用いた界面の構造・ダイナミクスの評価を行うための新しい計

測・解析手法の開発を行う。本発表においては、上記プロジェクト課題におい

て開発を進めている、反射率測定における測定の高速化を行う手法について

紹介する。 

 J-PARC MLF では広い波長幅の中性子パルスを発生しているため、中性子

反射率測定において、一定の入射角で広い q 範囲を同時に計測することがで

きる。測定データを適当な時間幅で分割してデータリダクションを行うことで、

反射率プロファイルの時間変化をリアルタイムで取得し、試料の構造変化を評

価することが可能となる。速い構造変化を評価するためには、時間幅を短くす

る必要があるが、反射プロファイルあたりの検出中性子数が減少するため、

統計誤差が大きくなり構造解析の精度が低下する。そこで本研究では、ディー

プラーニングによって中性子反射率測定における統計ノイズの特徴を学習し、

測定後のデータからノイズのみを除去する手法の開発を行った[1]。これによ

り、従来の 1/10 の強度で、これまでと同等の精度を得ることができた。本手法

は、時間分解計測の分解能を大幅に向上するほか、トモグラフィー[2]のような

長時間を要する実験の積算時間を短縮することが可能になると考えられる。 

 

参考文献 

1) H. Aoki et al, Sci. Rep., 11, 22711 (2021) 

2) H. Aoki et al, Langmuir, 37, 196 (2021) 
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       MLF／BL19 

ミルフィーユ構造を持つ材料の変形挙動 

Deformation behavior of materials with Millefeuille 
structure 

 
ハルヨ ステファヌス・JAEA、ゴン ウー・JAEA、川崎卓郎・JAEA、相澤一也・

JAEA、山崎倫昭・熊大、眞山剛・熊大、荻原幸司・名工大、徳永透子・名工大 
 

 硬質層と軟質層が交互に積層した層状構造をとるミルフィーユ構造物質に

おいて、キンク導入により著しく強度が増加することが発見され、金属学の従

来の(1)固溶強化、(2)析出強化、(3)加工硬化(転位強化)、(4)結晶粒微細化強

化に加えて、第 5 の強化法としてキンク強化仮説が提案されている。キンク強

化の概念は普遍性があり、層状のセラミックス材料や高分子材料等へ応用が

期待され注目を集めている。従来は、キンクの形成は変形の一モードとして捉

えられており、強化につながるとは考えられて来なかった。この常識を覆す強

化の起源に関しては、回位による応力場やキンク組織の階層性等が関与して

いることが類推されているが実証まで至っていない。 

 ミルフィーユ構造の材料においてキンク強化が有効かどうかを調べるために、

体積率が約 25%の長周期積層構造（LPSO）相を有する Mg97Zn1Y2合金の試験

片を、As-Cast 後、押出比が 5.0（R=5.0）及び 12.5（R=12.5）の 623K 熱間押出

後の棒から押出方向が負荷方向になるように切り出し、J-PARC の TAKUMI

実験装置を用いて室温で変形させながらその場中性子回折実験を行った。

LPSO 相はミルフィーユ構造を持つものであり、熱間押出によって LPSO 相に

キンクが導入される。LPSO 層へのキンク量や LPSO 相の集合組織等を、熱

間押出の押出比を変化させることで制御することができる。本実験では、押出

比を変化させたときの LPSO 相の強度変化及び Mg97Zn1Y2合金の強度変化を

定量化してみた。 
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       CROSS開発課題／BL02 

絶縁体粉末試料における極低温冷却方法の確立 
Study of cooling method for neutron scattering 

using insulating powder samples 
 
松浦直人 1、石角元志 1、高橋竜太 2、山内康弘 2、中村雅俊 2、玉造博夢 2、河

村聖子 2 
1CROSS 、2J-PARC Center 

 
BL02, BL14など低エネルギー領域を測定する分光器において、フラス

トレート磁性体、量子スピン系など注目を集めている系で極低温（<300mK）を

要求する課題が増加している。そのような試料の中でも特に絶縁体粉末試料

は粒界で熱が伝わりにくく、極低温まで冷やすにはノウハウと特殊な試料セル

が必要である。また、中性子は他の測定プローブよりも 10g 程度の大量の試

料が必要であることに加え、中性子ビームによる発熱もあることから、実際に

粉末試料の内部まで冷えていることは中性子ビームを用いたシグナルを見な

いと判断がつかないという状況にある。ユーザーの希望する極低温での実験

を確実に成功させるためには、絶縁体粉末試料を確実に極低温に冷やせるノ

ウハウを施設側の装置担当者ならびに試料環境チームにおいて蓄積し、試料

及び試料セルをユーザーまかせにせず、積極的にユーザーに助言を行う必

要がある。本CROSS開発課題では上記の目的のため、海外の施設で行われ

ている複数の冷却方法で冷却し、実際にビームに当ててシグナルを見ること

により、極低温領域（<1K）での試料内の温度を調べた。 

絶縁体粉末試料を極低温まで冷やすポイントは、粒界での熱接触を向

上させることにあるが、熱接触を向上させる手法は、試料セル、試料によって

異なる。また、熱接触を向上させる媒体によるバックグラウンドも装置により異

なり、適切な手法を選択する必要がある。本課題では、圧着法、重水法、高圧

ヘリウム法の３つの方法による冷却を行い、BL02 で中性子散乱シグナルを調

べた。測定には 1 次元反強磁性チェーンを持つ粉末試料を用いた。用いた試

料は 0.88K で反強磁性秩序を示し、0.3meV のスピンギャップが開くことが知ら

れている。0.2meV 近傍のシグナルは 0.5K 付近まで緩やかに温度変化してい

ることから、E=0, 0.2, 0.3meVのシグナルの強度から試料が 0.5Kより十分低温

になっていることが判定できる。ポスターでは本課題で得られたノウハウ、媒

体によるバックグラウンドの違いなどを紹介する。 
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       MLF-BL01 

2021C0001 動的磁気対相関関数解析法の開発
Development of dynamic magnetic pair-density 

function analysis 
 

社本真一１、飯田一樹１、樹神克明 2、山内宏樹 2、 

中村充孝 3、稲村泰弘 3、張烈錚 4 

１ CROSS、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 

 
パルス中性子散乱は、TOF による幅広い運動量空間 Q の散乱情報を利用

した局所構造解析法に適している。これまでは実質的にエネルギー積分した

瞬間の対相関関数で研究されてきたが、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相関関数法の解析も行われるようになった。最近はこ

のエネルギー軸でもフーリエ変換により時間依存が議論されている。しかしこ

れらは格子のダイナミクスに限られており、まだ磁気モーメントのダイナミクス

は調べられていない。1MW 大強度では、より高い統計精度での測定が可能と

なり、磁気成分の分離が可能になることから、新しい利用技術研究として、動

的磁気対相関関数解析法(DymPDF)の開発を試みた。 

 測定試料は Mn 磁気モーメントからなる三角形クラスターが頂点共有でつな

がったハイパーカゴメ格子（-Mn構造）のMn3RhSi合金[1]などとして、高強度

非弾性散乱装置 四季（BL01）で測定した。この物質では Mn が負の散乱長を

持ち、Rh と Si が正の散乱長を持ち、全体で平均すると散乱長が打ち消される

傾向にあることから、磁気散乱が核散乱に比べて強い。低い Q 領域では、非

弾性散乱スペクトルに磁気散乱しか現れないことから、今回は核散乱と磁気

散乱を区別しない、動的対相関関数解析法プログラムを作成し、G(r,E)を図 1

のように求めた。参考までに NOVA(BL21)で得られた磁気対相関関数(mPDF) 

G(r)を図2に示す[2]。得られた低エネルギーのG(r,E)は、ネール点直上のG(r)

と一致した。今後、プログラムは空蝉上で誰でも使えるようにする予定である。 

参考文献 [1] H. Yamauchi et al., Commun. Mat. 1, 43 (2020). [2] K. Kodama et 

al., J. Phys. Soc. Jpn. 90, 064708 (2021). 

 

 

 

 

 

図 1. Mn3RhSi

の DymPDF．

測定条件は T= 

6 K, Ei= 18 

meV． 

図 2. Mn3RhSi

の mPDF [2]． 
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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)大阪府立

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-BL15 

大観におけるカイラル磁性体の準弾性 SANS 測定手法 

の開発 
Development of quasi-elastic SANS measurement 

method for chiral magnets at TAIKAN 
 

大石一城 1,6、高阪勇輔 2、梅本好日古 3,1、川又雅広 3,1、廣井孝介 4、 

河村幸彦 1、森川利明 1、鈴木淳市 1、 

A. Evgenii5、S. Grigoriev5、池田陽一 6、藤田全基 6 
1CROSS、2大阪府立大、3東北大理、4J-PARC, JAEA、5PNPI、6東北大金研 

 
カイラル磁性体の相互作用を理解する為にはスピン波分散の測定は極め

て重要である。しかし、カイラル磁性体の中性子散乱研究ではその殆どが弾

性散乱による静的な磁気構造研究に留まっている。その理由として、カイラル

らせん磁気構造の周期が磁気交換相互作用と Dzyaloshinskii-Moriya 相互作

用の比で決定され、らせんの周期が必然的に数十 nm と長いことが挙げられ

る。磁気衛星反射は核散乱に起因する基本反射の裾に観測されるが、その

観測には Q 分解能の高い冷中性子小角散乱測定が必要になる。 

一般の中性子小角散乱装置の検出器は非常に狭い回折角度範囲をカバ

ーする為、カイラル磁性体のスピン波分散を過不足無く観測することは難しい。

しかし、2015 年に S. Grigoriev らは、MnSi の磁場中中性子小角散乱測定を実

施し、磁気衛星反射の準弾性散乱成分を解析することでスピン波分散の情報

を引き出すことに成功した[1]。これは、スピン波分散の磁場依存性を活用す

る間接的な手法ではあるが、多くの制約が存在する中性子小角散乱装置に

おけるカイラル磁性体のスピン波分散の測定手法として期待されている。   

我々は CROSS 開発課題において MLF 大観の大面積検出器を活用してカ

イラル磁性体の準弾性中性子小角散乱測定手法の開発を試みた。実験は、

MnSi 単結晶を用いて入射中性子の波長をディスクチョッパーで単色化して行

った。実験及び解析の結果の詳細を当日報告する。 

 
[1] S. V. Grigoriev et al., Phys. Rev. B 92, 220415 (2015). 
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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 

Development of sample environment for temperature 
and humidity control on TAIKAN 

 
岩瀬裕希 1、有馬 寛 1、高田慎一 2、宮﨑 司 1 

1CROSS、2J-PARC Center 
 

 近年、燃料電池用電解質膜の解析に代表されるように温度と湿度制御下の

物質・材料のナノ構造解析のニーズが高まっており、特に、中性子の特徴でも

ある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を湿度

制御下で行う要望が多くなってきていた。この要望に応えるために、J-PARC 

MLF の中性子小角・広角散乱装置「TAIKAN」において湿度制御下での実験

環境整備を進めた。 

 図 1 に、 近 MLF に導入

された加湿ガス供給装置の

概要を示す。加湿ガスは、

乾燥したガスを温度制御さ

れた水に通すことで得られ

る。加湿ガスの D2O 濃度を

変えるには、タンク内の水

を目的の D2O 濃度の水に

入れ替える必要があり、実

験 ロ ス が 大 き い 。 一 方 、

MLF で導入したシステムで

は、D2O と H2O の加湿用タ

ンクは分離して用意され、

それぞれのタンクに供給す

るガスの流量と温度を精密

に制御することで、加湿ガ

スのD2O濃度を連続的に変

化させることができる。ま

た、複数の試料を同じ温度湿度条件で測定できるように７連の試料交換機

（図 2）や引っ張り試験機などを整備した。 

 デモンストレーション実験として、燃料電池の膜・電極接合体（MEA）および

電解質膜の測定を行なった。本発表では TAIKAN で利用可能な調湿制御環

境の詳細と、MEA、および電解質膜の測定・解析結果について報告する。 

 
図 1. TAIKAN で導入した加湿ガス供給装置の

概要図. 
 

 

図 2. 温度・湿度制御可能な 7 連試料交換機. 
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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、2020 年度に測定したメシチレン、ト

ルエン、キシレンの結果を報告する。 
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       MLF-BL11 

ガス関連物質の超高圧下における 

中性子回折実験のための手法開発 
Development of neutron-diffraction techniques for 

the gases materials under high pressure 
 

町田真一 1，服部高典 2，佐野亜沙美 2，舟越賢一 1，阿部淳 1 

1 CROSS、2 JAEA 

 
高圧実験は物質の構造・物性を調べるうえで重要な手法であり、X 線回折

や分光実験など様々なプロブを用いて評価されてきた。その中で近年、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中性子線の利用が進

められている。MLFの BL11-PLANETでは、大型の 6軸マルチアンビルプレス

による高温高圧、また、中型プレスによる低温～室温、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。しかしながら、さらなる超高圧下に

おける実験はこれらの高圧発生装置では難しい。またガス物質を含む系での

実験では、ガスを供給する物質を試料とともに試料容器内に封入する必要が

あるため、実験内容が制限されてしまう。一方で、ダイヤモンドアンビルセル

(DAC)は、さらなる高圧力を発生することが可能であり、また持ち運びが容易

な小型な装置であるため、水素などのガス物質を直接試料容器内に封入する

ことができる。そこで本研究では、DAC装置と J-PARC, MLFの中性子線利用

により、構造中に水素ガス等を含むガス関連物質の、100 GPa のような超高

圧下における中性子回折実験を行うための手法の開発を行うことを目的とし

た。 

DAC を用いた高圧中性子回折実験を行う上で、得られた回折パターンの強

度補正方法の開発が長年の大きな課題となっていた。具体的には、入射中性

子ビームが単結晶のダイヤモンドアンビルを通過することで発生する、単結晶

回折スポットや入射中性子ビームの吸収の影響を補正する必要があった。こ

のことに対し PLANET では、単結晶ダイヤモンドの影響が現れるピクセル範

囲・波長範囲にマスクをかける手法を独自で開発し、このマスクソフトの実装

を行った。その結果、単結晶ダイヤモンドによる回折パターンへの影響を排除

し、解析可能な中性子回折パターンを得ることができるようになった。 

実際の高圧中性子実験としては、現在までに氷(D2O)の 70 GPaまでの中性

子回折パターンの取得に成功している。得られた回折パターンについて、DAC

用マスクソフトを利用して補正を行ったデータを用いることで、高い精度でのリ

ートベルト解析を行うことができた。本発表では、開発を行った DAC および解

析環境について、その仕様の詳細を紹介し、また、高圧中性子回折実験の実

験結果の例を紹介する。 
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       MLF-BL02,BL17,BL18,BL19 

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 

日本原子力研究開発機構 J-PARC センター 
 

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、非偏極中性子を用いた場

合、例えば、磁性体から得られる 2 体相関関数は、原子間の 2 体相関と磁気

モーメント間の 2 体相関の重ね合わせとなる。また、非偏極中性子準弾性散

乱から得られる相関関数は自己相関と 2 体相関の重ね合わせとなる。したが

って、磁気相関の精密な抽出や、イオンの自己拡散の振る舞い等を調べるた

めには、上記の各成分の分離が本質的に重要となる。一方で、MLF において

は偏極中性子のための SEOP の開発が進められており、既に実測定に使え

る性能を有している。 

本プロジェクトでは、乱れた系に係る研究の更なる発展を目指し、偏極中性

子の磁気モーメントや干渉性／非干渉性散乱に対する特徴的な応答を利用し

た測定手法や解析手法の開発を行う。 

 
本プロジェクトで主に対象とする物質系 

errors in the experimental and simulation data. As we will discuss
below, !2S Q! " is both noisy and effectively !at around its minimum,
such that many distinct model Hamiltonians could achieve simi-
larly small values of the !2S Q! " error measure. Thus, even if we
could "nd the global minimum of !2S Q! ", it might still be far from
the physically correct model for Dy2Ti2O7.

To address the ill-posed nature of this inverse scattering problem,
we present two strategies: (1) We employ machine learning
techniques to replace !2S Q! ". with our error measure !2SL that is
more robust to errors in the experimental and simulation data, and
puts more weight on “characteristic features” of the structure factor.
(2) Rather than reporting just the single “best” model, we sample
from the entire set of Hamiltonian models for which the error
measure is below some tolerance threshold. In this way, our method
will report not just a model, but also a model uncertainty.

We use an autoencoder23 to formulate !2SL , our choice of error
measure. Autoencoders were originally developed in the context
of computer vision, where they are known to be effective at image
compression and denoising tasks. Here we apply them to
interpret structure factor data, and to disambiguate among many
possible solutions of the inverse scattering problem. Our
autoencoder is a neural network that takes an S(Q) as input
(either simulated or experimental), encodes it into a compressed
latent space representation SL, and then decodes to an output
SAE(Q) that captures the essence of the input S(Q), while
removing irrelevant noise and artifacts.

The autoencoder’s latent space SL # !S1; S2; ! SD" provides a
low-dimensional characterization of the S(Q) data. The dimension
D of the latent space should strike a balance between over"tting and
under"tting. Keeping D relatively small limits the autoencoder’s
ability to "t irrelevant noise in the training data. On the other hand,
D should be large enough to allow the autoencoder !exibility to
capture physically relevant characteristics in S(Q). We selected D=
30 based on the D-dependance of !S(Q) (error over the validation
dataset). (see Supplementary Fig. 7)

Note that the physical S(Q) data will contain many more
scalar components than the 30 available in the latent space. Thus,
by design, the autoencoder’s output SAE(Q) can only be an
approximation to its input S(Q). After proper training, one hopes
that the autoencoder will be able to extract the relevant
characteristics of a given S(Q), while discarding irrelevant
information such as noise and experimental artifacts. The
autoencoder determines what information is relevant according
to its ability to encode and faithfully decode the training data
(Methods: Training details).

We employ the simplest possible autoencoder architecture: a
fully-connected neural network with a single hidden layer. The
hidden space activations (i.e., the latent space representation) are
de"ned as SL # f !

P
Q WL;Qm!Q"S!Q" $ bL", where S(Q) is the

input to the autoencoder, and the matrix WL,Q and vector bL are to
be determined from the machine learning training process. Given
simulated structure factor data as input, we interpolate to the
experimental Q-points as necessary. The output of the autoencoder
is de"ned as SAE!Q" # f !

P30
L#1 W

0
Q;LSL $ b0Q", where the new

matrix W 0
Q;L and vector b0Q are also trainable. We employ the

logistic activation function f x! " # 1=!1$ e%x" at both layers. This
choice guarantees that the output SAE(Q) is non-negative.

Figure 2 illustrates how the trained autoencoder processes the
Dy2Ti2O7 scattering data. Figure 2a shows the raw experimental
data Sexp(Q) while Fig. 2b shows how the autoencoder "lters the
experimental data to produce SexpAE Q! ". The autoencoder preserves
important qualitative features of the data, while being very
effective at removing experimental artifacts. Figure 2c shows the
simulated data Ssimopt Q! " for the optimal Hamiltonian model Hopt,
without any autoencoder "ltering. We will describe later our
procedure to determine Hopt. Note that the best model, Ssimopt Q! ", is
in remarkably good agreement with SexpAE Q! ". This agreement is
consistent with the fact that the autoencoder was trained
speci"cally to reproduce simulated data.

Figure 3 provides another way to understand how the
autoencoder is processing the S(Q) data. In Fig. 3a we show a
cross section of Sexp(Q) in the high symmetry plane h;%h; 0& '%!
k; k;%2k& '". Figure 3b shows the corresponding simulated data
Ssimopt Q! " for the optimal model Hamiltonian. Now we perturb Hopt

to a new model Hperturb, which keeps all parameters from Hopt
except modi"es J2 from 0.16 K to !0.18 K. Despite the relatively
signi"cant change !J2 ( 0:1J1, there is very little change to
the structure factor. Indeed, Fig. 3c shows that !Ssim # Ssimopt Q! " %
Ssimperturb Q! " is an order of magnitude smaller than the peaks in
Ssimopt Q! ", and relatively noisy. This illustrates the inherent
dif"culty of our inverse scattering problem: many J2 values seem
to produce similarly good Hamiltonians.

The autoencoder latent space can be effective in extracting and
amplifying important S(Q) features that might otherwise be
hidden. To show this, we consider the latent space representations
SL and S0L for Ssimopt Q! " and Ssimperturb Q! ", respectively. We ask: How
much does SL need to be modi"ed toward S0L in order to capture
the important characteristics of Ssimperturb Q! ", i.e., the perturbations

1

a b c

0

[l,
 l,

 l
]

[k, k, –2k ]
[k, k, –2k ]

[h,
 –h

, 0
]

[h,
 –h

, 0
]

[h,
 –h

, 0
]

[k, k, –2k ]

[l,
 l,

 l
]

–1

–1 –2

0

2

–2 –2

0 0

2 2

0
1

–1 –1
0 0

1 1

1

0

–1

[l,
 l,

 l
]

1

0

–1

Fig. 2 Comparison of the experimental and simulated data. a The scattering function Sexp(Q) for the Dy2Ti2O7 crystal at 680mK. b The same
experimental data after being !ltered by the autoencoder, SexpAE !Q". c Simulated scattering data from the optimal model spin Hamiltonian, Ssimopt !Q". In going
from (a) to (b), the autoencoder has !ltered out experimental artifacts such as the red peaks, the missing data at the dark patches, etc. Using both
scattering and heat capacity data, we determine the optimal spin Hamiltonian couplings to be J2= 0.00(6) K, J3= 0.014 (16) K and J30 = 0.096(12) K with
J1= 3.41 K and D= 1.3224 K having been !xed in prior work17.
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Extracting the correct interactions from experimental data is
essential for modeling. For magnetic insulators, the model is
described by the spin Hamiltonian equation, dictated by

symmetry, single-ion properties, and electron overlap between
ions. The problem of extracting a spin Hamiltonian from neutron
scattering data (inverse scattering problem) is often ill-posed and
compounded by the need to use theory to interpret scattering
data. Further, the available experimental data may not be enough
to accurately determine the model parameters because of limited
access to experimental data, a large noise magnitude at each
scattering wavevector, or systematic errors associated with, e.g.,
background subtraction. Selecting the optimal Hamiltonian to
model the experimental data is often a formidable task, especially
when many parameters must be simultaneously determined.
Tools for doing so are needed to uncover the physics that is
emerging from large classes of complex magnetic materials1,2.

Dy2Ti2O7 is a highly frustrated magnet showing complex beha-
vior including spin liquid formation3–8. The magnetism originates
from Dy3+ ions which behave as classical Ising spins on a pyro-
chlore lattice of corner-linked tetrahedra, as in Fig. 1a. Figure 1b
shows the four essential magnetic interactions including a ferro-
magnetic coupling that results from the combination of exchange
with a large dipolar interaction. This FM coupling makes Dy2Ti2O7
a canonical spin-ice material, i.e., the spins on each tetra-
hedron obey the ice rules that only allow for two-in two-out
con!gurations9,10. This divergenc-free condition leads to a spin
liquid with macroscopic degeneracy that features north and south
charged magnetic monopoles interacting via a 1/r potential at ele-
vated temperatures3. A full low temperature characterization
demands the study of a vast number of spins subject to short and
long-range interactions. Spin dynamics occurs through millisecond
quantum tunneling processes11 and the measured characteristic
equilibration time ! increases drastically upon lowering the tem-
perature, leading to irreversible behavior below 600mK12–15. This
slowdown has resulted in major dif!culties16,17 in measuring and
interpreting experiments such as heat capacity at low temperatures.

Here we introduce an autoencoder-based approach that can
potentially address important modeling challenges, such as a
proper background and noise subtraction, more reliable inference
of model Hamiltonians, improved transferability to other physical
systems, and ef!ciency. We apply our method to neutron scat-
tering measurements of Dy2Ti2O7 in order to infer the optimal
parameters for a dipolar spin ice model description.

Results
Neutron scattering measurements and simulations. Here we
use diffuse neutron scattering from time-of-"ight techniques (see

Methods: Experimental details) on the CORELLI instrument at
the Spallation Neutron Source, Oak Ridge National Laboratory to
measure the magnetic state of Dy2Ti2O7. Three-dimensional (3D)
volumes of diffuse scattering were measured in the 100 –960 mK
temperature range. In view of the low temperature equilibration
challenge, we undertake our analysis on data sets at 680 mK,
which is low enough for correlations to be well developed but
suf!ciently high to reach equilibrium over a short time scale.
Figure 2a shows the background-subtracted data at 680 mK. This
is proportional to the modulus squared of the spin components in
the wavevector space. However, an additional aspect of neutron
scattering is that it samples only the spin components perpen-
dicular to the wavevector transfer Q.

We employ a dipolar spin-ice Hamiltonian that includes
exchange terms up to third-nearest neighbors:

H ! J1
P
i;jh i1

Si " Sj # J2
P
i;jh i2

Si " Sj # J3
P
i;jh i3

Si " Sj

# J30
P
i;jh i30

Si " Sj # Dr31
P
i;j

Si"Sj
rijj j3 $

3 Si"rij% & Sj"rij% &
rijj j5

! " %1&

where Si can be viewed as an Ising spin of the ith ion, Fig. 1b. The
model includes !rst, second, and two different third nearest
neighbor interaction strengths, J1, J2, J3, and J3!, respectively.
There is also a dipolar interaction with strength D, which couples
the ith and the jth spins, according to their displacement vector
rij. Prior work has determined D= 1.3224 K and J1= 3.41 K to
high accuracy17–21. In the present modeling effort, we seek to
determine the three unknown parameters J2, J3, and J3! without
any use of prior knowledge. Given a model Hamiltonian H, we
use Metropolis Monte Carlo to generate a simulated structure
factor, Ssim(Q), to be compared with the experimental data Sexp
(Q) (Methods: Simulation details).

Optimizing Hamiltonian for diffuse scattering data. In a direct
approach, one might try to minimize the squared distance,

"2S Q% & !
1
N

X

Q

m%Q& Sexp Q% & $ Ssim Q% &
# $2

%2&

between the raw experiment and simulation data. We introduce a
factor m Q% & 2 f0; 1g masking selected Q-points where experi-
mental artifacts can be identi!ed (see Supplementary Fig. 4). The
number of non-masked Q-points is N !

P
Q m%Q& ' 1:2 ´ 105.

We initially investigated optimization methods, such as the par-
ticle swarm method22, to overcome local barriers and !nd the
global minimum of "2S Q% &. However, despite nominal success in
optimization, we quickly ran into reliability issues stemming from

c
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Fig. 1 Crystal structure and the effective magnetic model. a Atomic structure of Dy2Ti2O7 comprised of tetrahedra of magnetic Dy ions (blue) and
nonmagnetic octahedra of oxygen ions (red) surrounding Ti ions (cyan). b The magnetic moments located on Dy ions are constrained by crystal !eld
interactions to point in or out of the tetrahedra. They form a corner sharing pyrochlore lattice. The pathways of nearest neighbor (1), next-nearest-neighbor
(2) and two inequivalent next-next-nearest neighbor (3 and 3!) interactions are shown as thick colored lines.
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       MLF-BL17 

弱磁場条件下の偏極中性子オフスペキュラー散乱と 

磁気コントラストバリエーション中性子反射法開発 
Development of methods on polarized neutron off-

specular scattering and magnetic contrast variation 
neutron reflectivity under weak magnetic field 

 
花島隆泰 1、阿久津和宏 1、大坂藍 2、田中秀和 2、服部梓 2、吉良弘 1、 

宮田登 1、鈴木淳市 1、加倉井和久 1,  
1CROSS 中性子科学センター、2大阪大学 産業科学研究所 

 
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。当課題の長期的な目的は、(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（以後、POSS)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) それらの開発成果をユ

ーザー利用に供することである。2021 年度までに項目(i) を達成し、0.25～

6mT の弱磁場環境における偏極中性子反射率法(以後、PNR)の効率的な測

定を可能とした。そして 2022 年度までに項目(ii)を達成する予定である。 

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。弱磁場環境で効率的に偏極中性子反射

率を測定するためには、反射率計上流の偏極子から下流の検極子までの間

の接続磁場を精密に調整する必要があるため、そのような弱磁場環境のビー

ムラインへの導入と各デバイスの微調整が必要となる。 

当日は、弱磁場試料環境、得られた偏極度等の性能の紹介とともに、標準

試料を用いた PNR および POSS の実験結果を示す。 
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ソフトウェアの情報提供等で協力頂いた。ここに深く感謝する。また、BL17 で
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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、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５、朝岡賢彦５、辻庸一郎５、

雨宮一樹５ 
１CROSS、２JAEA-J-PARC、３KEK-J-PARC、４NISSAN ARC、５FC-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。 

中実担体触媒層と中空担体触媒層の中性子小角散乱断面積のアイオノマ

ー/担体重量比（I/C 比）依存性を比較評価したところ、散乱断面積は両触媒

層ともに I/C 比の増加とともに増加した。特に q＜0.01A-1における散乱断面積

の増加は担体粒子サイズの相関の増加に対応し、また、0.1＜q＜1A-1 におけ

る散乱断面積の増加は白金触媒粒子サイズの相関の増加に対応することが

確認された。これらの結果は両空間サイズにおけるアイオノマー分布の増加

を反映していると考えられる。さらに、中空担体触媒層では 0.01＜q＜0.1A-1で

散乱断面積に特徴的な構造も観測され、これは担体粒子の中空構造に起因

していると考えられる。しかし、この散乱断面積における I/C 比依存性は観測

されなかった。この結果は中空構造がアイオノマー分布にほとんど影響を与え

ないことを示していると考えられる。 

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 一般利用課題（2020B0211（PI：今

井））および JAEA プロジェクト課題（2021P0700（PI：大友））により行われた。 
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       BL04 

大強度パルス中性子と複数種類の検出器を用いた中性子

核反応研究 
Research on nuclear data and trace-element 

analysis using the highest intensity pulsed neutrons 
and different type detector systems 

 
木村 敦１ 

１JAEA 基礎工センター 
 

 
BL04:ANNRI は大強度パルス中性子源とγ線検出器を組合せるという特色

を持った装置である。特に大強度パルス中性子源と高エネルギー分解能の

Ge 検出器を組合せは非常にユニークなものであり、ANNRI ではこれを利用し

た核データ測定研究と微量元素分析研究が行われている。 

ANNRI も完成から 10 年を超え、安定した運用が行われている。一方で、ユ

ーザーなどの要望に応えるための装置の改良や測定手法の開発も着実に進

められており、DAQ の更新や Li-Glass 検出器の導入、新たな解析・分析手法

の導入などが行われている。このような新しい装置や測定手法を導入した際

には、標準的な試料を用いた性能評価や実際に測定に用いる試料を用いた

実証を行う必要があるが、予期せぬ問題が発生し再測定を行わなくてはなら

ない場合が多く、これを半年ごとに募集が行われる一般課題で行う事は困難

である。そこで、BL04 ではプロジェクト課題を用いて、ANNRI の装置開発・技

術開発と連動し、新規に開発した装置や解析手法に関してその実証研究を実

際の測定対象を用いて進めている。 

具体的には 

⚫ 散乱断面積の大きい試料に対する捕獲断面積の高精度測定法の開発 

⚫ 性子単色化フィルターを用いた高エネルギー中性子に対する断面積測

定法の開発 

⚫ 新シンチレータを用いた反応断面積測定法の開発 

⚫ 中性子共鳴透過分析（NRTA）測定手法の開発 

⚫ 水素を多く含む試料の PGA測定における補正法の開発 

⚫ 中性子フィルターを用いた高精度分析法の開発 

⚫ 共鳴を用いた非破壊温度分析法の開発 

等の実証研究を進めており、本プロジェクト課題の概要と進捗状況・成果の概

略について報告する。 
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       MLF-BL02, MLF-BL16, MLF-BL17 

(2021C0002) （2021C0007）中性子反射率による調湿環境で

の高分子薄膜/Si 界面の水の可視化 
Visualization of Water Accumulation at Polymer Thin 

Films/Si interface under Humidity Conditions by 
Neutron Reflectivity 

 
宮﨑 司、宮田 登 

CROSS 中性子科学センター 
 

近年、環境負荷低減の観点から、自動車などの輸送機器の軽量化が求めら

れている。そこで構造材はじめ、構成部材を鋼からアルミ、マグネシウム合金、

樹脂/金属接合材、有機/無機コンポジット材へと切り替えることが求められて

いる。 

しかしながら、樹脂と金属の複合材では機械的強度が金属単体よりも低い

ということ以外にも、耐湿信頼性が低いという欠点がある。これらの材料の使

われる環境は高温高湿など過酷である。高温高湿度下では、元々なじみのよ

くない金属と樹脂の界面に水が偏析し、界面の密着性を低下させることで、機

械的特性などが低下する、と考えられている。しかしながら、界面に偏析して

いると思われる水を可視化することは非常に難しい。なぜなら、材料が高温高

湿度下に置かれた状態でなければ、界面の水は存在しない。すなわち、高温

高湿度下で材料中の樹脂/金属界面を“その場”観察しなければならない。も

う一つの課題は、界面に偏析する水の量が極めて少ないことである。樹脂/金

属界面へ水が偏析するドライビングフォースは、極性の高い金属表面と水の

相互作用、すなわち静電力などのいわゆる分子間力である。これらは短い距

離でしか働かないから、界面の水の厚みはせいぜい数 nm である。 

そこで我々のグループでは、J-PARC MLF の BL16 と BL17 で様々な調湿

環境で実験をおこなった。重水を使った高湿度下で Si 基板上に成膜した種々

の高分子薄膜を試料として、界面の水の可視化を試みた。 

結果として、室温の飽和蒸気圧下や85℃、85%RHの種々の調湿環境下で、

界面の 3 nm 程度の領域に最大体積分率で 50％近い水が偏析することがわ

かった。 

 当日は BL16, BL17 で得られた結果についてさらに詳述する。 

 

PC2-3_CD-2021C0002-0007 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2021年度量子ビームサイエンスフェスタ - PC2-3_CD-2021C0002-0007 -



       高温高圧実験ステーション／AR-NE1A 

高温高圧条件下での固体アルゴンの密度変化 
Change in density of solid argon at high pressures 

and high temperatures 
 

小野重明 1 

1 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

 
地球表層に存在する揮発性物質の多くは、地球内部へ沈み込む海洋プレ

ートとともに、地球深部へ輸送されると考えられている。それらの揮発性物質

は、地球内部で安定な鉱物として存在する。例えば、水に関しては含水鉱物と

して、二酸化炭素に関しては炭酸塩鉱物として存在する。一方、希ガス元素に

関しては、他の元素との反応をしないため、希ガス元素単体で存在すると考え

られるが、その詳細は明らかになっていない。そこで、本研究では地球大気成

分として 3番目に多く存在するアルゴンに注目し、その物性を調べた。 

実験は、AR-NE１A で行い、ハッチ内に設置されているイメージングプレート

を用いて X 線回折実験を行った。ダイヤモンドアルビル型高圧発生装置を利

用し、高圧条件下でレーザー加熱によりアニールした試料を測定した。実験試

料は気体アルゴンを液体窒素で冷却して液体アルゴンを作成し、それを圧力

標準物質の金粉末とともに、試料室に封入した。測定した金の体積と試料温

度を、金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

力を見積もった。高圧低温条件下では、アルゴンは液体から固体へ相転移す

るため、実験試料であるアルゴン結晶の格子状数を精密に決定することによ

り、固体アルゴンの圧縮率を見積もった[１]。 

本研究課題で見積もった室温条件での圧縮率と第一原理計算で見積もっ

た熱膨張率を組み合わせることにより、地球内部に相当する高温高圧条件下

での固体アルゴンの密度を推定することに成功した。その結果から、固体アル

ゴンは地球マントル中では、周囲のマントル物質より密度が小さいことが判明

した[１]。我々が第一原理計算から見積もったアルゴンの溶融温度を考慮する

と、沈み込み帯では、アルゴンは固体として地球深部へ運ばれ、下部マントル

全域に大量の固体アルゴンが存在している可能性が明らかになった。また、

下部マントル中の固体アルゴンが、マントル上昇流とともに上部マントルへ運

ばれると、アルゴンは固体から超臨界状態へ相転移することも示唆された。 

 
References 

 [1] 2. S. Ono (2020) Sci. Rep. 10, 1393. doi.org/10.1038/s41598-020-58252-8. 
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       PF-BL-14C 

ミリ秒時間分解能Ｘ線トモグラフィのための 

σ偏光型マルチビーム光学系の開発 
Development of σ-polarization-type multi-beam 

imaging system for millisecond X-ray tomography 
 

VOEGELI Wolfgang・東京学芸大，梁暁宇・東北大多元研， 

白澤徹郎・産総研計量標準，荒川悦雄・東京学芸大， 

兵藤一行・KEK-IMSS-PF，工藤博幸・筑波大システム情報， 

矢代航・東北大多元研 

 
近年、試料の内部構造を可視化できるＸ線トモグラフィについて時間分解能

の向上を目指す研究が進められている。最近我々のグループは試料回転な

しでＸ線トモグラフィーデータを取得できるマルチビーム光学系を開発した[1]。

この光学系はπ偏光の回折配置を利用しているため、90°に近い投影方向

では偏光因子によってＸ線の強度が非常に弱くなり、角度欠損が発生してしま

う。 

ここでは、90°付近においても角度欠損が生じないσ偏光配置のマルチビ

ーム光学系について報告する。新しい光学系は薄いシリコン単結晶をビーム

方向に並んでいるホルダーに取り付けたものである。各結晶からの回折ビー

ムが試料位置で交叉するように結晶の位置および向きを設計した。 

縦型ウィグラーから発生する白色放射光を利用できる Photon Factory の

BL14C で評価実験を行い、テスト試料の透過率像を録画時間１ ms で観察し

た。透過率像を用いて試料の 3 次元トモグラフィ再構成に成功した。π偏光型

マルチビーム光学系[１]と比べて、試料まわりに直径 70 mm 程度の空間が開

いていることにより試料の環境制御装置等の導入がしやすくなることに加えて、

ビームサイズが大きい、ビームの安定性が高いなどの利点がある。 

今回テストした光学系とすべての投影像を同時に観察できるマルチビーム

画像検出器系[2]を組合せれば、ミリ秒時間分解能Ｘ線トモグラフィの新しい展

開が期待できる。 

 

[1] W. Voegeli, K. Kajiwara, H. Kudo T. Shirasawa, X. Liang and W. Yashiro, 

Optica 7, 514 (2020). 

[2]T. Shirasawa, X. Liang, W. Voegeli, E. Arakawa, K. Kajiwara, and W. Yashiro, 

Appl. Phys. Express 13, 077002 (2020). 
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       PF-BL9A, 16A 

オペランド観測による炭酸コバルト触媒表面の 

吸着イオンの機能解明 
Functional Elucidation of adsorbed ions on the 

surface of cobalt carbonate catalysts by operando 
observation 

 
○原田 一輝 1、荒木 優作 2、吉田 真明 2(1. 山口大・工、2. 山口大院・創成科学) 

 
近年、持続可能な社会の実現に向けて、水の電気分解による水素生成が

注目されている。水の電気分解では、水素生成の効率に対して酸素生成の効

率が良くなく、より高効率な酸素生成触媒の開発が進められている。中でも、

Co イオンを含む炭酸溶液中で電析した炭酸コバルト触媒が優れた酸素生成

触媒の一つとして知られている。これまで様々な分光分析でこの触媒の物性

や機能が明らかになっているが、溶液中の炭酸イオンの役割についてはまだ

十分にはわかっていない。 

そこで本研究では、炭酸コバルト触媒と触媒上に吸着した炭酸イオンにつ

いて、オペランド条件下で全反射型赤外分光(ATR-IR)測定と X 線吸収微細構

造(XAFS)測定を行うことにより、炭酸コバルト触媒上における吸着イオンの役

割を調べた。 

まず、触媒活性の変化

を調べるため、炭酸カリ

ウム溶液(K-Ci)から硫酸

カリウム溶液 (K-Si)へと

電解質溶液を交換したと

きの酸素発生電流を測

定した（Figure 1）。その結

果、炭酸溶液中では大き

な酸素発生電流が流れ

ているのに対して、硫酸

溶液中では電流値が小さ

いことが分かった。このこ

とから、炭酸コバルト触媒を硫酸溶液中に置くと活性が著しく低下し、炭酸溶

液中に戻すと活性ももとに戻ることが示された。当日の発表では、ATR-IR 測

定と XAFS測定の結果についても報告する予定である。 

 

 

Figure 1 酸素発生電流の変化 
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       PF BL10C 

青色光照射によって誘導される 

クリプトクロム 4 の構造変化と自己会合 
Conformational change and self-association of 

cryptochrome 4 induced by blue light irradiation 
 

新井栄揮、清水瑠美、安達基泰 

量研・量子生命科学研究所 

 

一部の磁覚保有種の網膜細胞に存在する蛋白質クリプトクロム (CRY)は、

地磁気程度の磁場を検出できる量子磁気センサーとして機能しうることが、多

くの研究者によって明らかにされつつある。現在提唱されている仮説では、青

色光照射によって生じる CRY 内のラジカル対の電子スピンが磁気情報を受容

していると考えられている[1,2]。一方、CRY の構造学的・分子論的研究は大幅

に不足しており、そのため、量子レベルの微弱な磁気情報を CRY から神経系

へ伝達して知覚化する仕組みは明らかにされていない。そこで本研究では、

磁気受容機能発揮時（青色光照射下）におけるヨーロッパコマドリ由来 CRY4 

(erCRY4)の構造学的特徴や分子挙動を、X 線小角散乱法（SAXS）及びサイズ

排除クロマトグラフィー（SEC）により精査した。放射光施設 Photon Factory 

BL-10C を利用して SAXS 解析を行った結果、erCRY4 単量体は、454nm の青

色光を照射することにより、最大径 Dmax が 77 Å から 74 Å へ減少することが

明らかになった。また、SAXS データに基づく erCRY4 単量体の Ab-initio モデ

リングを行った結果、青色光照射により erCRY4 の三次構造が収縮することが

示唆された。一方、SEC による分析では、青色光照射により、ゲルろ過カラム

内の erCRY4 の保持時間が短縮されることが明らかになった。これらの結果か

ら、青色光照射は、erCRY4 の自己会合性を増大させる構造変化を誘導する

と推察された。青色光照射により網膜細胞内の erCRY4 の自己会合性が増大

すれば、erCRY4 が生じるラジカル対の細胞内局所濃度が増大し、これにより、

磁気情報のシグナルが増幅される可能性がある。 

 

[1] Ritz T, et al., Biophys J. (2000) 78, 707 

[2] Maeda K, et al., PNAS. (2012) 109, 4774 
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PF-BL1A,BL5A,BL17A 

DNA 酸化損傷修復酵素 hOGG1 の 

塩基除去機構の解明に向けた構造生物学的研究 

Structural biology for elucidation of base excision 

mechanism by a DNA oxidative damage repair enzyme, 

hOGG1 
箕輪希海 1, 小室智稀 1, 田中好幸 2, 海野昌喜 1 

茨城大 1,徳島文理大 2 

 

【緒言】ヒト 8-オキソグアニン DNA グリコシラーゼ(hOGG1)は DNA の酸化損

傷塩基である 8-オキソグアニンの除去を行うグリコシラーゼ反応に加え、この

反応によって生じる脱塩基部位の 3’末端側を切断するβリアーゼ反応を行う

二機能グリコシラーゼである。このうちβリアーゼ反応については Lys249 が

関与する触媒機構が明らかとなっている [1]。それに対してグリコシラーゼ反

応については、Lys249 及び Asp268 が触媒残基として同定されているが、そ

の触媒機構は未だ不明である。本研究では、グリコシラーゼ反応において脱

離する 8-オキソグアニンに対しプロトン供与を行うと推察されている Lys249

をヒスチジンに変異し、活性を pH 依存的なものとした K249H 変異体を用いる

ことで、X 線結晶構造解析でグリコシラーゼ反応中間体を直接観察し、グリコ

シラーゼ反応触媒機構を解明することを目的として hOGG1K249H-8oxoG 

DNA 複合体 X 線結晶構造解析を行った。 

【実験】大腸菌発現系により目的タンパク質の発現を行い、各種クロマトグラフ

ィーによる精製を行い得た精製 hOGG1K249H 試料を用いて、低活性条件下

で hOGG1K249H-8oxoG DNA 複合体結晶化を行った。得られた結晶を有活

性条件溶液へのソーキングにより反応を進行させたのち X 線結晶構造解析

を行った。 

【結果と考察】従来完全にグリコシラーゼ反応を停止できていなかった条件と

比較し、さらに低活性側で複合体結晶化を行ったことにより、完全なグリコシラ

ーゼ反応前の複合体結晶を得る事ができた。また、活性が上がる酸性溶液へ

のソーキングを行った結果、グリコシラーゼ反応の進行が確認でき、構造解析

の結果活性部位周辺の水分子の移動が確認できた。このため、グリコシラー

ゼ反応においては、活性部位近傍にある水分子が関与すると考えられる。今

後は、得られた複合体結晶を用いて酸性溶液へのソーキング時間に伴う反応

の進行を確認し、反応中間体構造を観測する予定である。 

【参考文献】 

[1] Fromme, J. C. et al. Nat. Struct. Biol. 10,204-211(2003)                    
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MLF-BL10 

中性子源特性試験装置 NOBORU の現状 
Current status of NOBORU at MLF BL10 
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J-PARC 物質生命科学実験施設（MLF）の BL10 に設置された中性子源特

性試験装置 NOBORU は、2008 年 5 月末の MLF の初中性子ビーム観測以

降、『中性子源施設として自ら責任を持って中性子ビーム性能を把握し、質の

高い中性子ビームをユーザーに提供すること』及び『ビーム制御、検出器開発

などを含むテストポートとしての利用』を 2 本の柱として掲げ、運営を続けてい

る。装置建設からはすでに 15 年以上経過し、近年はデータ計測系や光学機

器等の制御に関連する更新を進めてきた。幸い、チョッパーや真空関連など

主要機器の重故障にはこれまで遭遇せず、装置稼働率はほぼ 100％を維持

してきている。 

NOBORU のユーザー層は、元来手法開発といったテストポート利用がメイ

ンであったが、近年は本装置を主戦場として利用するユーザーも増えてきた。

epi-thermal 中性子の共鳴吸収を利用した実験や、即発γ線を利用した白色

中性子ホログラフィーでは、検証実験を経たサイエンスの成果が創出されてき

ている[1]。また、高エネルギー中性子の照射実験や基礎物理系の実験課題

の申請・採択割合も増加傾向にある。本発表では、近年の NOBORU の利用

状況の概要並びに、今後の装置運営・高度化指針について報告する。 

 

[1] https://mlfinfo.jp/ja/bl10/publications.html 
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       ML20 

iMATERIA における電池の充放電その場測定環境について 

In-operando measurement environment for battery 
charging / discharging in iMATERIA. 

 
石垣 徹 

茨城大学 フロンティア応用原子科学研究センター 
 

リチウムイオン二次電池の高容量化、高耐久化の検討を行う上で、構造の
乱れと容量の関係、劣化現象と構造の関係などを理解することは重要で
ある。電池をある状態で解体して測定する ex-situ 実験が多く行われてき
たが、充放電 in-operando 測定が多く行われるようになってきた。なか
でも、中性子回折は Li 感受性が高いことと、物質透過力の高さで電池そ
のままの測定が可能で有ることから、円筒電池、ラミネートセル電池など
の測定環境を iMATERIA でも整備している。 
ラミネートセル電池では、活物質が少ないことから、今回、積層型のラミ
ネートセル LIB を用いて充放電その場中性子回折実験を実施したので、
それについて報告を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
10 層積層した、ラミネート Li の充放電下そのば回折データの１分ごとで時分割を行い、マッピング表示し

たもの（d=3.2Å～3.9Å付近）充放電レートは 0.1Ｃ。 
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       SLS／X06SA  

Ca2+が及ぼす 

蛋白質脱イミノ化酵素 PAD3 の構造と機能への影響 
Effect of Ca2+ on the structure and function of 

peptidylarginine deiminase type 3 
 

澤田瑞季 1、島弘季 2、松井敏高 3、舟橋一真 1、 

高原英成 4,5、村山 和隆 2、五十嵐和彦 2、海野昌喜 1,5 
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【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。そのため、アイソザイム選択的阻害剤の設計が強く望まれる。また、

PAD4 は自身もシトルリン化することが以前に報告されているが［1］、PAD3 が

自己シトルリン化反応を触媒するかは報告されていない。Ca2+がPAD3に及ぼ

す影響を、構造と機能の両面から明らかにすることで、アイソザイム選択的阻

害剤に関する新たな洞察を与える。 

【実験】大腸菌発現系で遺伝子を発現し、PAD3 を 3 種類のクロマトグラフィー

で精製し、蒸気拡散法で結晶化した。高濃度 Ca2+との共結晶化で得られた

Ca2+結合型 PAD3は、Ca2+が本来結合すべきでない部位に結合したアーティフ

ァクトであると考えられたため、結晶に低濃度Ca2+をソーキングすることで改善

を試みた。Swiss Light Sourceでの全自動測定で得た回折データをもとに X線

結晶構造解析を行った。また、PAD3 の機能を調べるために活性測定を様々

な条件下で行った。さらに、自己シトルリン化の有無を調べるためにウエスタ

ンブロットを行い、LC-MS/MSで自己シトルリン化部位の特定を試みた。 

【結果と考察】X 線結晶構造解析の結果、Ca2+結合型 PAD3 の構造を分解能

2.82Åで得ることに成功した。低濃度 Ca2+存在下で得られた構造では、Ca2+が

適切な部位に結合し、基質結合ポケットが形成されることが分かった。この構

造と PAD アイソザイムの基質結合部位の構造や大きさ・電荷について比較す

ることで、PAD3 選択的阻害剤設計に新たな洞察を与えた。また、Ca2+濃度に

依存して自己シトルリン化が起こることを見出し、高濃度 Ca2+存在下で得られ

た構造が、自己シトルリン化が進んだ構造である可能性を考察し、LC-

MS/MSを利用して PAD3の自己シトルリン化部位を特定した。 

【参考文献】 

[1] F. Andrade, et al. 2010. Arthritis Rheum. 62(6). 1630–1640. 
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       BL-14C 

白色放射光による X 線エラストグラフィの 

撮像方法の検討 
Development of the imaging method of x-ray 
elastography using white synchrotron x-rays 
亀沢知夏 1、 梁暁宇２、 米山明男１、３、 兵藤一行１、４、 矢代航３、５ 

１ＫＥＫ物構研、 ２東北大多元研、  
３佐賀 LS、 ４総研大物構、 ５東北大国際放射光  

 
X 線イメージングは、物体内部の形状を非侵襲的に可視化するために、医

療現場などで広く用いられている。一方、生体内部の硬さは病変部位と正常

部位で異なることが知られており、エラストグラフィという対象病変部位の硬さ

分布を非侵襲的に画像化する手法が 1990年代より超音波やMRI等を用いて

開発されてきた。我々は、病変部位を高空間分解能で撮像可能な X 線を用い

て、被写体内の弾性率を従来よりも高空間分解能で画像化できる 2次元 X線

エラストグラフィを実証した。一方、2 次元面内の弾性率画像の取得にとどまっ

ていた。 

本発表では現在開発している白色放射光 X線と高速 X線検出器（CMOSカ

メラ）、振動装置を用いた X線エラストグラフィについて報告する。図１のように

白色放射光 X線と高速検出器と組合わせることにより、1秒間の照射時間で、

被写体内の弾性率を 3 次元で表示可能な３次元 X 線エラストグラフィに必要

な画像データを取得することができた。将来は弾性率が時間変化する試料等

の撮影も可能になると考えている。 
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図 1. BL-14Cにおける白色放射光 X線を用いた 3次元 X線エラストグラフィシステム. 
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       PF BL14C 

APD アレイ検出器を用いた ns 時間分解 XRD による 

熱伝搬可視化の基礎検討 

Feasibility study of visualization of thermal propagation by 
time resolved XRD using APD array detector 

米山明男 1,2、平野馨一 2、兵藤一行 2、岸本俊二 2 
1九州シンクロトロン光研究センター, 2KEK PF  

 
 APD アレイ検出器を用いた超高速 XRD による固体中の熱伝搬可視化を目

的として計測系の構築を進めている。APD アレイ検出器の最小時間分解能は

0.5 ns で、周回する各電子バンチから放射されたパルス放射光（2 ns 間隔）に

よる回折 X 線を個々に検出することができる。このため、図 1 のようにパルス

レーザー照射による加熱と組み合わせることで（ポンプ＆プローブ）、格子面

間隔の変化を 2 ns で連続的に検出することが可能になる。本発表では、基礎

検討としてヒーターで加熱したアルミ板による X 線回折を対象として、加熱に

伴う回折 X 線の角度（位置）変化を ADP アレイ検出器で検出できた結果等を

報告する。 

 

 

図１ APD アレイ検出器を用いた ns 時間分解 XRD とパルスレーザーを組み

合わせたポンプ＆プローブによる熱伝搬可視化システムの概要 
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       MLF／BL21 

金属磁性体 Mn3RhSi の短距離磁気秩序相の磁気構造 
Magnetic structure of short-range ordering in 

intermetallic antiferromagnet Mn3RhSi 
 

樹神克明 1、本田孝志 2、山内宏樹 1、社本真一 3、池田一貴 2、大友季哉 2 
1 原子力機構、2KEK 物構研、3CROSS 

 
Mn3RhSi は Mn 原子が形成する正三角形が 3 次元的につながった構造をも

ち、β-Mn と同様の結晶構造をもつ。この系は転移温度 TN～190 K 以下で反

強磁性長距離秩序を示すが、中性子回折実験では TN 上下の広い温度領域

で磁気散漫散乱が観測され、短距離磁気秩序状態がTNの上下で常磁性相お

よび反強磁性長距離秩序相と共存している[1]。我々はこの短距離磁気秩序

相の磁気構造を調べる目的で、高強度全散乱装置 NOVA を用いて粉末中性

子回折実験を行い、得られた回折データから磁気散乱成分を抽出して磁気対

相関関数（磁気 PDF）を導出した。 

図 1(a)に TN の上下 180 K および 220 K で得られた磁気 PDF を示す。220 K

の磁気 PDF は最近接 Mn 距離に対応する 2.7 Å 付近で負の対相関ピークを

示すが、長距離領域では顕著なピークは観測されず、短距離磁気秩序しか存

在していないことがわかる。一方 180 K では同様に 2.7 Å 付近で負のピーク

を示すとともに、長距離磁気秩序に対応して長距離領域まで磁気対相関ピー

クが観測される。中性子回折で決定された磁気構造[1]を用いて計算した磁気

PDF を図中に青線で示す。青線は 180 K の磁気 PDF の 5Å以上の領域をよ

く再現するが、それより短距離領域を再現できない。赤線は青線に 220 K で得

られた磁気 PDF をスケールして足し合わせたもので、こちらは 180 K の磁気

PDF をよく再現できている。この結果は短距離磁気秩序相の磁気構造は長距

離秩序相とは異なること、180 K では短距離および長距離の磁気秩序相が共

存していることを示している。図 1(b)は 220 K の磁気 PDF から決定した短距離

磁気秩序相の磁気構造である。単位格子中に含まれる 4 つの正三角形内で

120 度構造をとるが、図中の赤と青の正三角形内の磁気モーメントは互いに

反転している。２つの赤または青の正三角

形の選び方は４つのうちどれを選んでも等

価であり、この磁気構造は 4C2=6 重に縮退

している。この縮退状態は 4 つの正三角形

の重心位置がほぼ正四面体になってい

て、正三角形間にフラストレーションが働い

ていることに起因すると考えられる。 

[1] Yamauchi et al. Commun. Mat. 1.43 

(2020). 

図 1(a) 220 Kおよび 180 Kで得
られたMn3RhSiの磁気PDFと、
長距離磁気構造から計算した磁
気 PDF。 (b)短距離磁気秩序相
の磁気構造。 
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       PF-BL9C 

グレイガイト(Fe3S4)の生成とその構造特性 

Formation of greigite (Fe3S4) and its structural properties 
 

佐野 喜成，興野 純 

筑波大学生命環境 
 

粉末 X 線回折，ラマン分光，X 線吸収微細構造，第一原理量子化学計算を

用いて，ナノ結晶マキナワイト（FeS）からグレイガイトへ（Fe3S4）への構造相転

移とグレイガイトの構造特性を調べた．本研究ではグレイガイトの水熱条件下

での生成条件を明らかにした．ナノ結晶マッキナワイトを出発物質とし，140℃

で 12 時間水熱反応させることで，ナノ結晶マッキナワイトはグレイガイトに相

転移した．この反応では，グレイガイト以外の鉄含有相は出現しなかった．構

造相転移の過程で，結晶子サイズは 5 nm から 12 nm に増加した．3 時間の

水熱反応後，Fe3+/ΣFe 比は著しく増加したが，ナノ結晶マッキナワイトの 格

子定数 a および c はほとんど変化しなかった．相転移直後のグレイガイトは

より大きな格子定数を示し，このことは過剰な Fe2+が八面体サイトに取り込ま

れたことを示唆した．その後，グレイガイトは徐々に収縮し，Fe3+/ΣFe は理想

値に近づいた．単位格子体積と Fe の価数変化は，グレイガイトが発生した当

初は，不定比性によってグレイガイト中の Fe2+がより多く八面体サイトに収容

されていたことを示唆する．また，本研究の結果は，グレイガイトが化学組成

が，(Fe3+)[Fe2+
2-xFe3+

x](S(7+x)/2�(1-x)/2) (0 ≤ x ≤ 1)の範囲で変化していることを示

した．ナノ結晶マッキナワイトの水熱処理は，純粋なナノ結晶グレイガイトの合

成に応用できる可能性がある． 
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実用リチウムイオン二次電池の劣化イメージング 
Imaging of degradation for 

commercial lithium-ion batteries 
 

木野 幸一１、伊藤 孝憲 2、藤原 健１、黒田 隆之助１、大島 永康１、 

田中 真人１、渡津 章１、神山 崇 3,4、米村 雅雄 3,4、石川 喜久 3,4,5 
１産総研、2 日産アーク、3KEK-物構研、4J-PARC センター、5CROSS 

 
リチウムイオン二次電池（LIB）の性能向上課題の一つに、サイクル充放電

による劣化の抑制がある。実用 LIB はナノメートルからセンチメートルにわた

るスケールの階層構造で作られており、空間的に非一様な劣化が考えられる。

実際、非破壊分析能力に優れた高エネルギーX 線回折や中性子線回折測定

にて、非一様劣化が明らかになりつつあるが[1-3]、広範囲かつ詳細に劣化を

イメージとして分析するのは容易ではない。そこで我々はブラッグエッジイメー

ジングをLIBに用い、非一様劣化を定量的画像で明らかにする研究を行った。 

実験は、MLFのSPICAにて行われた。LIB試料として、市販携帯電話用LIB

にて、新品セルと充放電サイクル劣化させセルを用いた。セルは SPICA 試料

位置付近に置かれ、その下流の２次元中性子検出器にて、セルを透過した中

性子が計測された。 

中性子波長の関数としての LIB セル透過率スペクトルには、負極材のグラ

ファイトや、充電に伴いグラファイトのグラフェン層間にリチウムが入った LiC6

結晶などのブラッグエッジが認められた。新品セルと劣化セルを比較すると、

放電時には共に一様にグラファイトが存在していることが分かった。一方充電

時の LiC6 結晶には、明瞭な違いが認められた。新品セルでは高密度で一様

に LiC6 結晶が生成されていたのに対し、劣化セルでは低密度で非一様であっ

た。正極タブから離れるに従い密度が下がっている様子が 1 mm 空間分解能

のイメージとして明瞭に得られた。 

本発表では、上に述べた LIB セルの充放電能力の劣化のイメージングに成

功した成果[4]を詳細に説明する。 
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中性子干渉性散乱を用いる未知の短距離力探索 
感度向上のためのバックグラウンド低減装置の導入 
The installation of instruments used for 

background suppression to improve measurement 
sensitivity in a search for a new possible 

intermediate range interaction using coherent 
neutron scattering 

中部倫太郎1, 清水裕彦1, 北口雅暁2, 近藤亮太3,  嶋達志3,  
廣本政之3, Christopher C. Haddock4 

猪野隆5, 三島賢二5, W.Michael Snow6, 吉岡瑞樹7 
1 名大理, 2 名大KMI, 3 阪大RCNP, 

 4 NIST, 5 高エ研, 6 インディアナ大, 7 九大RCAPP 

　現代物理学の課題として、重力相互作用が他の基本相互作用と比較し
て著しく小さいという階層性問題が存在している。その解決策として、
ミリメートル以下のスケールでは重力相互作用の逆二乗則が破れる可能
性を指摘するADD模型などが考案されている。我々は低エネルギー中性
子波動とナノ粒子標的の干渉性散乱における運動量移行から、相互作用
距離λ=10 ‒ 100 nm領域での未知の短距離力を探索する計画を進めて
いる。低エネルギー中性子と物質の相互作用では核力が支配的となる
が、散乱振幅の低エネルギー極限である散乱長が核種によって正負が異
なり、また長波長中性子は平均の散乱長を感じるため、適切に混合比を
選ぶと未知力探索のバックグラウンドとしての核力を大幅に低減させる
ことができる。一方で、核力低減を図ったナノ粒子標的からの散乱を有
意に測定するために、実験体系におけるバックグラウンドの低減も同時
に必要である。これまでの中性子照射結果から、検出器信号のパイル
アップやコリメータエッジ部分の散乱といった入射中性子ビームに起因
するバックグラウンドが支配的であると見積もられ、それらを現状から
4桁低減させることで未知力による結合の制限を先行研究から更新でき
ることがわかった。本講演では、新たな実験装置を導入した測定結果か
ら、バックグラウンドの低減度について報告する。 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中性子構造解析に向けたタンパク質の完全重水素化 
Complete deuteration of proteins for neutron 

structure analysis 
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、負の散乱長により隣接する原子の正の散乱長

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。PcyA はビリベルジンからフィコシア

ノビリンを生合成する特異的な 2段階の 2電子（計 4電子）還元反応を触媒す

る酵素である。Glu76 はその還元反応における第一プロトンドナーと考えられ

ているが、当研究室で解析した中性子構造では、Glu76 側鎖カルボキシ基の

水素原子が確認できなかった[2]。また、BtFd は Bacillus thermoproteolyticus
由来の 4Fe-4S 型フェレドキシンである。当研究室で解析した中性子構造では、

Asp64 のカルボキシ基はプロトン化していなかったが、量子科学計算より、

Asp64 はプロトン化している構造が安定であると求められた（未発表データ）。 

これらの矛盾点を解決するため、本研究では、上記 2 種のタンパク質のさら

なる高分解能・高精度の中性子構造解析を目指し、タンパク質試料の完全重

水素化を試みた。 

本シンポジウムでは、重水素条件下でのタンパク質遺伝子発現と質量分析

でタンパク質の重水素化率を確認した結果と中性子構造解析に向けた結晶

化について報告する。 

2 つのタンパク質は重水と重水素化試薬を用いた M9 培地でタンパク質遺

伝子の発現を行い、軽水条件下で精製を行った。精製試料の重水素置換を

行った後、質量分析を行った。BtFd に関しては、99.8 %重水素化されているこ

とが確認できた。一方、PcyA については 45 %程度の重水素化率であり、試料

調製のさらなる改良が必要であると考えている。 

[1] K. Koruza., et al., Archive of Biochemistry and Biophysics ,(2018). 645  

26–33. 

[2] Unno M. et al., (2015), J. Am. Chem. Soc., 137, 5452-5460 
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イネの粒重を抑制する TGW6 の X 線結晶構造解析 
X-ray crystallography of TGW6, which limits  

grain size in rice 
 

赤羽根 健生 1、鈴木 喜大 2、土屋 渉 2、吉澤 拓也 3、松村 浩由 3、 

加藤 悦子 2、 廣津 直樹 1 

1-東洋大院-生命科学研究科、2-農研機構-高度分析研究センター、 

3-立命館大-生命科学部 

 
イネはアジアを中心に世界人口の半数以上の主食であり、増大する食料需

要に対してその収量増加が求められている。THOUSAND-GRAIN WEIGHT 6 
(TGW6) はイネの粒重を抑制する遺伝子であり、機能喪失によって収量を向

上させる。その遺伝子産物の TGW6はインドール酢酸 (IAA) の配糖体 (IAA-

グルコース) を加水分解する酵素であり、IAAを供給し胚乳細胞数を抑制する

ことで粒長の伸長および粒重を制限する。一方、インドの在来品種“カサラス”

がもつ tgw6は、塩基配列の 1塩基欠失による機能喪失型であり、IAAの供給

量を低下させ粒重を増加させる [1]。TGW6 に特異的な阻害剤を開発すること

ができれば、TGW6 を化学的に制御することで収量を向上させることが期待で

きる。しかしながら、阻害剤開発に必要となる TGW6 の詳細な立体構造や反

応機構は明らかになっていない。そこで本研究では、TGW6 の X 線結晶構造

解析を行った。 

TGW6 は大腸菌発現系を用いて調製し、結晶化を行った。TGW6 単体の X

線回折データを 2.6Å分解能で取得した [2]。立体構造は TGW6 と 36%のアミ

ノ酸配列相同性をもつ STR1 (PDB: 2FPB) の構造を用いた分子置換で決定し

た。構造の精密化を行った結果、R 値が 22.1%、Rfree値が 26.4%の TGW6 単体

の立体構造を取得した。続いて、TGW6 単体とその酵素反応物の IAA との複

合体の立体構造解析を試みた。同様の手順で TGW6-IAA の共結晶を作製し、

PF-BL17A で X 線回折実験を行った。その結果、分解能が 2.3Åの回折デー

タを取得した。単体の構造をもとに原子モデルの構築・精密化を行い、現在ま

でに R 値が 22.4%、Rfree 値が 24.5%の構造が得られている。本研究によって

TGW6 の構造情報が得られ、阻害剤の開発に向けた基盤を手に入れることが

できた。一方、TGW6-IAA複合体については活性部位内部の電子密度が不明

瞭であるため、リガンドの分子モデルを構築できていない。そのため、TGW6

の基質認識機構の一部解明を目指して解析を進めている。 

 

Reference 

[1] Ishimaru et al. Nat. Genet. 45 (2013) 707―711. 

[2] Akabane et al. Protein Expr. Purif. 188 (2021) 105975. 
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PF BL-6A、SPring-8 BL-43IR 

多糖類一軸配向膜の構造解析 
Structural Analysis of Uniaxially Oriented 

Polysaccharide Films 
山路彩花１、松葉豪１、桶葭興資２、池本夕佳３ 

１山形大学、２北陸先端科学技術大学院大学、３JASRI 

 
【緒言】 

 多糖類は細胞足場材料やドラッグデリバリーシステムなどの医用材料として

の利用が有望視されており、その構造制御が非常に重要である。そこで、In 

vitro乾燥実験として高粘性の多糖類水溶液を制限空間から乾燥させた場

合、固気液界面の接触線にそって高分子が配向して膜形成することが分かっ

た。このような配向膜の作製技術によって、生体適合性と環境適応性を合わ

せ持った材料への展開が期待されている。そこで本研究では、湿度制御下に

おける構造変化について明らかにすることを試みた。 

【実験方法】 

 試料は、キサンタンガム 1.5wt%の一軸配向垂直膜を用いた[1]。一軸配向膜

の構造変化を評価するために SPring-8 BL-43IRにて調湿 IR測定を行った。

また、一軸配向膜のナノスケール構造を評価するために PF BL-6Aにて小

角・広角 X線散乱測定を行った。 

【結果と考察】 

 Fig. 1 に一軸配向膜の調湿 IRプ

ロファイルを示す。キサンタンガム

の特徴的な吸収ピークには、

3400cm-1付近(-OH伸縮振動)、

2900cm-1付近(C-H伸縮振動)、

1720cm-1・1600cm-1付近(-C=O伸

縮振動)、1400cm-1・1370 cm-1付近

(-COO-伸縮振動)、1280cm-1付近

(-C-O-C-伸縮振動)のピークが挙

げられる。カルボニル伸縮振動である 1600cm-1付近のピークはどちらも徐々

に低波数側にシフトし、加湿することで強度が弱くなった。これにより湿度の増

加に伴いエノール型の存在比が大きくなることが分かった。乾燥過程において

は、強度増大および高波数側へのシフトが観測された。これらのことから、一

軸配向膜の表面上で吸水・脱水が起こっていると考察した。 

【結論】 

 多糖類一軸配向膜の加湿による構造変化の観測に成功した。 

【参考文献】 

[1] Okeyoshi, K., Polymer J., 2020, 52, 1185–1194. 

Fig. 1 一軸配向膜の調湿 IR プロファイル 

      (a)3800-2700cm-1 (b)1800-650cm-1 
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MLF 光照射試料環境チームの 2021 年度の活動 
Activities of the MLF Light Irradiation Sample 

Environment Team in JFY 2021 
 

坂口佳史 1、森川利明 1、笠井聡 1、大内啓一 1、高橋竜太 2・ 
1CROSS, 2JAEA 

 
J-PARC 物質・生命科学実験施設（MLF）の大きな特徴は強いビーム強度

を有することである（2022 年 1 月現在で陽子ビーム強度 726kW）。強いビーム

強度により測定時間は短くなる。これにより、これまで観測が困難であった反

応系における過渡現象を追うことも可能となる。光照射によって生じる光反応

はそうした実験対象のひとつである。MLF SEチームの光照射環境サブチーム

では MLF で光照射実験を行うための機器、制御環境の整備を進めている[1, 

2]。本ポスター発表では 2021 年度の活動を報告する。 

2021 年度、BL17 では、中性子反射率・ラマン散乱同時測定が可能なラマン

分光システムを導入した実験を行った。BL03 では、高出力 LED 光源を用いた

光照射実験を行った。 

また、MLF 以外でも活動を行った。JRR-3 HERMES では、MLF の SANS 用

電気炉と水銀光源を用いた実験を行った。PF BL27A においては、軟 X線ビー

ムライン上で試料に高出力 LED 光を照射できるシステムを構築し、光照射蛍

光 XAFS 測定を行った。 

当日のポスター発表ではこれら活動の詳細を報告する。 

 

BL17 での実験では花島隆泰博士（CROSS）のご協力をいただきました。

BL03 での実験は日下勝弘教授（茨城大）、田代孝二教授（茨城大、あいちシ

ンクロトロン光センター）、廣木淳一氏（茨城大）と共に行われました。JRR-3 

HERMES での実験は、池田陽一博士（東北大）、大河原学氏（東北大）、有馬

寛博士（CROSS）、野尻雄幸氏（CROSS）のご協力のもと行われました。PF 

BL27A での光照射実験では、本田充紀博士（JAEA）、馬場祐治博士（JAEA）

のご協力をいただきました。皆様方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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マイクロ流路を用いた 
大形良質タンパク質結晶育成法の確立 

Establishment of a method for growing large, high-quality 

protein crystals using microfluidic channels 
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 タンパク質の構造解析の手法の一つに中性子構造解析がある。これは
X線構造解析に比べ、水素原子の正確な位置情報の観測ができ、結晶に
放射線損傷が生じない。しかしながら、中性子は X線に比べて強度が小
さいので大形良質結晶が必要となる。 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]しかし、そのために必要な結晶や結晶化の制御が必要となる。
そこで先行研究においてマイクロ流路を用いた結晶個数の制御[2]を応用
することで可能性を見出した。これらを踏まえて 1次元の微小空間内で
タンパク質結晶育成を行い、マイクロ流路内における結晶析出のメカニ
ズムの解明と結晶核個数の制御に向けた実験を行い、マイクロ流路を用
いた大形良質タンパク質結晶育成法の確立を目指した。 
 本研究の実験で用いたマイクロ流路はポリジメチルシロキサンとスラ
イドガラスで構成された流路で深さ 20~95µm、幅 20~100µmの組み合わ
せでできている。これらの一部の流路の中にリゾチームの結晶化相図に
基づいた条件のリゾチームと結晶化剤 NaCl を含んだ溶液を加えて数日
静置し、流路中に生成した結晶の様子の観察を行った。また、この結果
を基にマイクロ流路で結晶核を育成して取り出し、結晶成長に適したリ
ザーバーに移す実験を行った。 
本研究の実験の結果、先行研究で観察された離散的に結晶が形成され

る現象を今回用いたマイクロ流路においても同じ現象が見られた。また
マイクロ流路内で形成した結晶数とマイクロ流路内の溶液体積、タンパ
ク質濃度に相関が見られた。これにより結晶核個数の制御のための指標
が求められた。また、その指標に基づいてインキュベートし、結晶が析
出していないマイクロ流路内の微小溶液を、空気層を利用してリザーバ
ーへ注入することに成功し、そこで条件から予想される少数の結晶育成
を確認することができた。 [3] 
 
[1] N.Niimura et al.,2011., “Neutron Protein Crystallography Hydrogen, 

Protons, and Hydration in Bio-macromolecules.” Oxford University Press 
(2011), p.52 

[2] M.Maeki., et al., “Controlling Protein Crystal Nucleation by Droplet-Based 

Microfluidics,” Chem. Eur. J. 2014, 20, 1049 – 1056 
[3]田中伊知朗、他 8 名(2020)、他 9 名(2021)、「マイクロ流路デバイスを
用いた結晶製造方法及び装置」、特願 2020-198815、特願 2021-193746 
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PF-BL13B 
テトラシアノキノジメタン単結晶上に積層した 

ジベンゾテトラチアフルバレンの界面電子構造評価 
Interface electronic structures of 

dibenzotetrathiafulvalene on the single crystal TCNQ 
 
染谷 大地 1，郡上 祐輝 1，遠藤 豪太 1，笠松 昂平 1，伊藤 航世 1， 
中西 優生 1、宮本 淳之介 1、小澤 健一 2、間瀬 一彦 2、中山 泰生 1 

東理大院理工 1、KEK物構研・総研大 2 

 
 分子ドーパントとして用いるような強いドナー・アクセプターを組み合わせると、
基底状態で両分子間に電荷移動が生じた有機電荷移動錯体が形成される。

DBTTF-TCNQ錯体単結晶を使用した電界効果トランジスタでは、同じ構成分
子でも結晶形によって移動度が異なることが報告されている 1)。このように電

荷移動錯体は結晶形によって異なる電子構造を示すことがわかっているもの

の、構成分子の界面電子構造については未だ完全な理解には至っていない。

そこで本研究では有機電荷移動錯体

の代表的なアクセプター分子である
7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane 
(TCNQ)の単結晶上に、ドナー分子で
あ る dibenzotetrathiafulvalene 
(DBTTF)を積層した界面について、
紫外光電子分光法(UPS)及びX線光
電子分光法 (XPS)を用いて評価し
た。 
 TCNQ 単結晶及び DBTTF/TCNQ
界面における UPS スペクトルを 
Fig.1 に示す。二次電子カットオフ
(SECO)は DBTTF の積層に伴い最
大約 0.3 eV低エネルギー側へのシフ
トすることから、ドナー分子の影響に

よる真空準位の低下が示唆された。価電子帯領域では、膜厚 0.5 nm 時点で
TCNQ の最高被占有軌道由来のスペクトル構造が大きく変化していることか
ら、少量の DBTTFの積層でも TCNQの電子構造が変化することが示唆され
る。本講演では、本研究室で実施した光電子収量分光法(PYS)における実験
結果と合わせて DBTTF の積層に伴う界面電子構造の膜厚依存性について
議論する。 なお本研究は課題番号 2018S2-005 及び 2021S2-003 として実
施されたものである。 
1) Oana D. Jurchescu et al., Mater. Horiz., 2022, 9, 271–280, (2021). 

Fig.1: UPS spectra of DBTTF on TCNQSC. 
(left: valence band, right: SECO) 
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       MLF／D1, S1 

µ-SR で視るスピネル Li4Ti5O12中の Li イオン拡散 

µ-SR study on spinel Li4Ti5O12 
 
杉山 純 1, 梅垣いづみ 2, 大石一城 1, 中野岳仁 3, 西村昇一郎 2 竹下聡史 2, 

幸田章宏 2, 二宮和彦 4, 久保謙哉 5 
1CROSS 中性子科学センター, 2高エネ研, 3茨城大, 4大阪大, 5国際基督教大 

 
【目的】 Li イオン電池の負極材料として研究されているスピネル構造 Li4Ti5O12
中の Li 拡散挙動を、負のミュオンスピン回転緩和（µ-SR）法で調べた。

Li4Ti5O12 中に打ち込まれた負ミュオンは主に酸素原子に捕獲され、ミュオン酸

素原子を形成する。酸素はスピネル格子を形成しているので、ミュオン酸素原

子も Li4Ti5O12 の分解温度まで格子位置で安定である。一方、正ミュオンは格

子間に位置し、高温では自身が拡散する。正負のミュオンを併用することによ

り、より信頼性の高いイオン拡散測定が可能となる。 
 

【実験】 市販の Li4Ti5O12粉末、約 16 g を銅製の測定容器に充填し、J-PARC 

MLF の崩壊ミュオンチャンネル D1 でµ-SR スペクトルを測定した。測定温度範

囲は 100-400 K だった。 
 

【結果】 µ-SR 測定によ

ると、300 K 以上で動的

な挙動が観測された。

図 1 に内部磁場の揺動

速度、つまり Li イオンの

ホッピング速度（n）の温

度依存性を示す。同一

ロット試料のµ+SR 測定

の結果も併記した。両手

法で見積もったn±は、そ

の絶対値は異なるもの

の、熱活性化エネルギ

ーは見積もり誤差の範

囲内で一致した。つま

り、µ±SR がスピネル格

子中での Li イオン拡散

を捉えていることを検証

した。 

  

 

図 1 同一ロットの Li4Ti5O12試料を用いて、µ±SR
で見積もった内部磁場の揺動速度（n）と絶対温
度の逆数の関係。n=n0+n1exp(-Ea/kT)の式によ
り熱活性化エネルギー（Ea）を求めると、µ-SR で
見積もったn-の Eaは 0.08(5) eV、µ+SR で見積もっ
たn+の Ea は 0.080(11) eV だった。右軸はスピネ
ル格子内の 8a と 16c サイト間のジャンプを仮定
して求めた Li+の自己拡散係数（DJLi+DBG）。DBGは
n0によるバックグラウンドを示す。 
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Pressure induced structural phase transition of CsCl

type CeZn compound
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      MLF-S1 

ミュオンによるセリンプロテアーゼ加水分解反応観測 
Observation of serine protease hydrolysis by muon 

 
小柳文哉 1、清谷多美子 2、新村信雄 1、田中伊知朗 1,3、 

中村惇平 4、平石雅俊 4、西村昇一郎 4、幸田章宏 4 

1 茨城大院理工、 2 昭和薬科大、 3 茨城大フロンティア、 4 KEK  

 
酵素タンパク質セリンプロテアーゼの加水分解反応では、触媒基トリオ

Ser195、His57、Asp102 の触媒機構が特徴的であり、触媒機構の際には電

子・プロトン移動が発生していることが推測される。この電子・プロトン移動に

起因する磁場を、正ミュオンによる µSR 実験により調べた。 

試料は、トリプシンと、その阻害剤であるリマ豆由来トリプシンインヒビター

（LBTI）の複合体を用いた。この系については、加水分解反応による阻害剤の

切断断片がとどまるため、トリプシンの加水分解反応は阻止されるが、トリプ

シンの酵素逆反応により切断断片の再結合反応が起き、触媒基トリオ周辺の

電子・プロトン移動は常時生じていることが中性子回析により示されている［1］。

酵素反応は常温で、ある程度の水分を含んだ状態で進むことが知られる[2]。

測定は、重量比で水分量 0%、20%、50%に調整した 3 種類の試料に対し、常温

300K および低温 200K の 2 種類の温度という計 6 条件について比較すること

にして、それぞれについて縦磁場(LF)を 0～100G の大きさで印加して行った。 

測定データの一部を解析ソフト musrfit でまとめたものを Fig.1 に示す。酵素

活性のある常温で水分を含む条件で、緩和カーブがなだらかになる、内部磁

場分布の運動先鋭化(motional narrowing)がみられた。緩和の様子を関数によ

り解析したところ、ミュオンによる緩和成分のうち動的なふるまいを見せる

fluctuation の項目においても酵素活性の有無で差が得られた。更なる解析を

進めることで、中性子回折法で

は観測できなかった加水分解

に関与する水分子からの内部

磁場への効果が観測できれ

ば、µSR in Biology の生命科学

への新たな寄与が見えてくる。

発表では解析結果についてよ

り詳細に報告する。 

 

 

[1] K. Kawamura et al., Acta Cryst. D67, 140-148, (2011) 

[2] J. A. Rupley et al., p.111-132, Water in Polymers, ACS, (1980) 

Fig.1 水分量 50%(左)、0%(右)、温度 300K(黒)、200K(赤)で、

LF0G の µSR 時間スペクトル 
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       MLF-BL18 

Ba(Fe1-xScx)12O19（x=0.153，T=4 K）の 
incommensurate ヘリカル磁気構造解析 

Incommensurate helimagnetic structure analysis of 
Ba(Fe1-xScx)12O19 (x=0.153,T=4 K) 

 
田中誠也 1，丸山健一 1，内海重宜 1，鬼柳亮嗣 2，石川喜久 3

 
1 公立諏訪東京理科大学， 2 日本原子力研究開発機構，3CROSS 

 
緒言 M 型六方晶フェライト BaFe12O19 に

非 磁 性 イ オ ン で あ る Sc3+ を 添 加し た

Ba(Fe1-xScx)12O19 ではヘリカル磁性が発

現するが，各磁気モーメントの位置と大き

さ，方向など詳細なヘリカル磁気構造や，

その発現機構は未解明のままである． 
  図 1 に BaFe12O19 の 4 つの超交換相

互作用と我々が仮定した 1 つの超交換相

互作用（赤線）の経路を示す．この系の超

交換相互作用はすべて反強磁性的であ

るが，J5 は J4 に比べ十分弱いため，Fe2
と Fe5 の磁気モーメントは強磁性的に配

列する．Sc3+を添加すると J5 が相対的に

強くなることで，磁気モーメントが平行配

列を保てなくなり，ヘリカル磁性が発現す

ると考えている．本実験の目的は中性子

回折実験から磁気構造解析を決定し，ヘ

リカル磁性の発現機構を探ることである． 
実 験 結 果  図 2 に 磁 気 超 空 間 群

P63(00g)-t で解析した T= 4K における Sc
濃度 x=0.153 結晶の磁気構造解析結果

を示す．結晶・磁気構造因子 F の観測値

Fobs と解析値 Fcalc の比較より信頼度因子

R=11.81 と良い結果が得られた． 
 図 3 に磁気構造解析によって得られた

スピン配置を示す．Fe4 が Sc3+によって優

先的に置換されることで Fe2，Fe4 のスピ

ン間の相対角度が 180°から 86°になり，

Fe2，Fe5 では 0°から 141°になることが

分かった．このことから相対的に J5 が強くなったことが示唆された． 

図 2 Sc 濃度 x=0.153 の結晶・

磁気構造因子 Fobs と Fcalc の比

x=0.153  

ncrystal=2400 
T=4 K 

nmag=93 

R=11.81 

図 1 BaFe12O19 の超交換相互作用． 

図3 T=4 KにおけるSc濃度x=0.153

のスピン配置と超交換相互作用． 
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KEK-PF/BL5A 

マイクロ流路による大形良質タンパク質 
結晶育成法の精密化とソーマチンへの適用 

Refinement of the method for growing large high-
quality protein crystals using microfluidic channels 

and its application to thaumatin 
 

根岸政也 1、齋藤洋也 2、長谷川智紀 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 

 
タンパク質の構造解析法の 1 つとして中性子回折法がある。この手法は X

線回折法では難しい水素原子の正確な位置決定が可能であり、更に放射線
による損傷もない。しかし、中性子線は強度が小さいため、大形良質なタンパ
ク質の結晶が必要となる。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]そのために必
要な結晶や結晶化の制御が必要である。これまでの先行研究では、マイクロ
流路によるリゾチームやグルコースイソメラーゼを用いた結晶核の個数の制
御が示されている。[2]これらを踏まえてリゾチームの大形結晶育成手法の精
密化とソーマチンを用いて結晶核の個数の制御に向けた実験を行い、マイク
ロ流路を用いた大形良質タンパク質結晶育成法の確立を目指した。 
 １つ目に先行研究のリゾチームの結晶化曲線をもとにその溶解度曲線を求
め、これにより準安定相を導いた。２つ目にマイクロ流路を用いたソーマチン
の結晶化実験を行った。実験で用いたマイクロ流路はポリジメチルシロキサン
とスライドガラスで構成された流路で深さ 20～95µm、幅 20～100µm の組み
合わせでできている。これらの一部の流路の中にソーマチンの結晶化相図に
基づいた条件のソーマチンと結晶化剤酒石酸ナトリウムカリウムを含んだ溶
液を加えて１週間静置し、流路中に生成した結晶の様子の観察を行った。 

本実験の結果、リゾチームの溶解度曲線を求めた結果結晶の大形化の重
要な指標となる準安定相が判明した。また、ソーマチンにおいても 1 つのタン
パク質濃度に対して、マイクロ流路内で結晶が生成し、リゾチームやグルコー
スイソメラーゼと同様[2]、結晶数とマイクロ流路内の溶液体積に相関が見られ
た。 

 
[1] N.Niimura et al.,2011., “Neutron Protein Crystallography Hydrogen, 

Protons, and Hydration in Bio-macromolecules.” Oxford University Press 
(2011), p.52 

[2] 田中伊知朗、他 8 名(2020)、他 9 名(2021)、「マイクロ流路デバイスを用
いた結晶製造方法 及び装置」、特願 2020-198815、特願 2021-193746 

PC2-45_L-088 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2021年度量子ビームサイエンスフェスタ - PC2-45_L-088 -



PF BL-5A, MLF-BL03 

Fusarium oxysporum 12S 由来ラムノースグルクロン酸 

リアーゼの中性子結晶構造解析 

Neutron structural analysis of rhamnose glucuronic 
acid lyase from Fusarium oxysporum 12S  

 
矢野直峰１、近藤辰哉２、日下勝弘１、山田太郎１、荒川孝俊３、山田千早３、 

阪本龍司２、伏信進矢３ 

１ 茨大・フロンティアセンター、２ 大阪府大院・生命環境科学、３ 東大院・農 

 
Fusarium oxysporum 12S 由来ラムノースグルクロン酸リアーゼはアラビアガ

ム末端を構成するグルクロン酸とラムノースの間の結合を β-脱離反応によ

り切断し、L-ラムノースを遊離する。X 線結晶構造とアミノ酸変異体の活性測

定の結果から、我々は His85 がグルクロン酸から水素原子を引き抜き、グル

クロン酸 O4 原子へ水素原子を付加する反応機構提唱している。グルクロン

酸とラムノースの間の切断では水素原子の引き抜きと付加が起こるので、水

素原子を含めたより詳細な反応機構を提唱するためには中性子結晶構造解

析により水素原子を含む立体構造を活性部位周辺で決定する必要がある。そ

こで、野生型とラムノースとの複合体で中性子結晶構造解析を行った。 

結晶化条件の検討を行ったところ、重水中で体積が約 1.5mm3の大型結晶を

得ることが出来た。MLF-BL03 の iBIX で中性子回折データ測定を行ったとこ

ろ、1.8Å 分解能のデータセットを得る事が出来た。また、同一結晶を用いて、

PF BL-5A で X 線回折データ測定を行ったところ、1.25Å 分解能のデータセッ

トを得る事が出来た。X 線と中性子の強度データを用いた構造精密化と中性

子散乱長密度図の作成を行い、活性部位周辺の水素原子位置を決定した。

その結果、ラムノースの O1 原子の先の水素原子は His85 の NE2 原子と水

素結合していることが分かった (図 1)。こ

のことは His85 が基質切断反応において、

グルクロン酸 O4 原子へ水素原子を付加

することを示唆している。また、His85 と

His105 の ND1 原子では H 原子から D原

子への交換が起こっていた。Asp83 のカル

ボキシル基は His85 と His105 の ND1 原

子と水素結合していることから、Asp83 は

His85 と His105 のプロトン化状態に関わっ

ていると考えられる。 
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       MLF／BL 共通 

J-PARC MLF における共通試料環境機器の 

整備、コミッショニング、ユーザ支援の状況 
Operation, Maintenance and Commissioning of  

BL-common Low-temperature Sample Environment 
equipment in J-PARC MLF 

 
石角元志 1、高橋竜太 2、山内康弘 2、中村雅俊 2、河村聖子 2、 

坂口佳史１、渡辺真朗２、奥隆之２ 

１ CROSS、２ J-PARC Center 

 
J-PARC MLF では、各ビームラインが整備している試料環境機器とは別にビ

ームラインに共通して使える低温試料環境機器を整備している。MLF の試料

環境チームに所属する低温マグネットグループでは、主な共通低温試料環境

機器としてトップローディング 4He クライオスタット、縦磁場 7T 超伝導マグネッ

ト、希釈冷凍機インサート、3He 冷凍機などを整備している。特に、2016 年度

後半からユーザ実験に供される低温試料環境機器の整備台数が増えたこと

に伴って、近年ではユーザ実験支援の課題数や使用するビームラインの数も

増えている。 

最近では極限環境（極低温と強磁場）でのユーザ実験の数も激増しており、ビ

ームライン側からの試料環境の要望も多くなっている。これらの要望に応え、

機器のさらなる性能向上と実験の効率化を目指すため、我々は、希釈冷凍機

の制御温度の拡大、真空槽に鉄フレームが使用されているビームラインでの

使用可能最高磁場の再検討、バックグラウンドの低減などに取り組んできた。 

講演では、低温マグネットグループが整備している共通低温試料環境機器の

紹介（仕様・運用など）や近年のユーザ実験における利用実績に加えて、機器

整備・コミッショニングの状況、特に低温試料環境機器の使用可能 BL の拡大、

非弾性中性子散乱装置の実験用の希釈冷凍機交換ガスの最適化の詳細に

ついて報告する。 
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   KEK-PF/BL5A 

マイクロ流路による大形良質結晶育成法の 

グルコースイソメラーゼへの適用 
Application of a microfluidic method for growing 
large, high-quality crystals to glucose isomerase 

 

齋藤洋也 1、根岸政也 2、長谷川智紀 1, 新村信雄 1, 田中伊知朗 1,3, 山田貢 4, 

石田卓也 4, 吉崎泉 4,皆川由貴 5, 伊藤剛士 5, 蛭田佳樹 5, 真栄城正寿 6 

 

1 茨城大院理工, 2 茨城大工、3 茨城大フロンティア, 4 JAXA, 5（株）化研, 6 

北海道大学 

 
中性子回折法は機能にかかわるタンパク質の水素原子の観察が可能で結

晶内のタンパク質の分子構造が崩れることはないが、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型良質
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[2]。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、特に本研究では、前年度リゾチームを用いてマイクロ
流路内に離散的に結晶が観測された[3]のを踏まえグルコースイソメラーゼに
も適用できるかどうかを確かめた。 

本研究の実験においてマイクロ流路はポリジメチルシロキサンとスライドガ
ラスで構成されている。またグルコースイソメラーゼは、Streptomyces 
rubinginosus 由来のナガセケムテックス社製のグルコースイソメラーゼタンパ
ク質溶液（Spezyme GIpf；安定化剤としてソルビトールが入っている）につい
て予め溶媒交換を行なってから用いた。その際交換溶液として pH7.7 の
HEPES 緩衝液を使用し遠心式フィルターデバイス AmiconUltra (MWCO: 
10,000)を用いた限外ろ過(8500rpm,277K)により行なった。使用した流路とグル
コースイソメラーゼの条件としてグルコースイソメラーゼの濃度 30[mg/ml]に
硫酸アンモニウム 10%[w/v]を加えたもので流路深度 30[µm]×流路幅
100,63,38[μm]の３流路に結晶を仕込んだ。またグルコースイソメラーゼ濃度
20[mg/ml]に硫酸アンモニウム 10%[w/v]を加えたもので流路深度 49[µm]×流
路幅 100×63,60[µm]の３流路に結晶を仕込んだ。その後一週間静置し流路
内に生成した結晶の様子の観察を行なった。 

本研究の実験の結果リゾチームの場合と同様にグルコースイソメラーゼに
おいても流路体積と結晶数について相関が見られた[4]。 

 
[1] Niimura et al., “Neutron protein crystallography: hydrogen, protons, and 
hydration in biomacromolecules”, Oxford University Press (2011) p.52 
[2] Maeki et al., Chem, Eur. J., 20(2014)1049 
[3] 田中伊知朗、他 8 名, 「マイクロ流路デバイスを用いた結晶製造方法及び
装置」、特願 2020-198815. 
[4] 田中伊知朗、他 9 名、「マイクロ流路デバイスを用いた結晶製造方法及
び装置」、特願 2021-193746. 
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       PF BL-10C,BL-9C,BL-15A1 

希薄Ｍｇ（Ｙ/Ｇｄ）Ｚｎ合金の組織形成過程のＳＡＸＳ／ＸＡＦＳ

による検討 

Nａｎｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ ｏｆ ｄｉｌｕｔｅ Mg-（Y/Ｇｄ）-Zn 

ternary alloys examined by SAXS and XAFS 
 

奥田浩司１ 前河佳晃１、伊藤樹人１、井上晋一 2、河村能人 2 

京大工１、熊本大ＭＲＣ2 

 
ＭｇＹＺｎ合金はＬ１２クラスターと称されるＹ８Ｚ６+interstitial という単位構造が

Mg の hcp 格子最密面に５～７周期の周期性をもって配列する長周期積層構

造（LPSO構造）と呼ばれる規則構造を形成することが知られており、この構造

の持つ強い力学的異方性によってキンク変形という特徴ある変形機構が働く

ことが報告されている。この変形機構が働く加工材料では顕著な強度の上昇

が報告されている一方、Yや Zn の添加では Mgに対して顕著な比重と価格の

上昇も伴うため、最小の添加量で強化を実現するためのプロセス・組織設計

が必要とされている。我々は LPSO 相の単相組成である Mg85Y9Zn6 組成で

の LPSO 形成キネティクスを小角高角同時その場測定法で調べてきたが、そ

の組織形成のキネティクスが希薄領域でも適用されるのかについては自明で

はない。特に希薄材料で期待されているのは LPSO 相としての 3 次元相の形

成ではなく、その部分構造がｈｃｐ母相に分散した準安定構造に期待が寄せら

れている。このような組織の形成機構を調べるため、希薄組成の Mg-Y/Gd-

Zn 試料の溶体化処理材を定速昇温で加熱した時の構造変化を In-

situSWAXS によって調べるとともに、形成された組織が LPSO 相の偏析層 1

単位（積層欠陥と L12 クラスター配列）と同一の構造的特徴を持っているかに

ついて EXAFS によって調べた。 

使用した試料は Mｇ97Y/Gd2Zn1 組成鋳造材およびＭｇ97,6Y1Zn0.4組成の強

加工材である。強加工材はランダム方位の微結晶組織となっているのに対し、

前者は鋳造による比較的大きな結晶粒をもつ組織である。微細結晶試料では

熱処理に伴い、高温領域でＬＰＳＯの部分構造の形成に対応する単層あるい

は数層のＬＰＳＯ構造の偏析層に対応する構造が形成されていることがあきら

かとなった。また、結晶がランダム方位を持つことに対応して針状構造因子と

エバルト球の交差によるランダムな位置から始まり、終わる放射状の小角散

乱強度が認められた。In-situ 昇温結果からは化学量論組成で積層欠陥の大

量導入が認められる５５０Ｋよりやや高い温度を境に 2 種類のクラスターが生

成/消滅することが明らかとなり、高温側のクラスターが LPSOバルク相の L12

クラスターと同一の構造を有することが示された。 

〔1〕 H.Okuda et al., Magnesium Technology, Proc. TMS2022, Feb.2022 
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       PF BL-4C, BL-8A, JRR-3 T1-1 

Eu3Rh4Sn13の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 
Eu3Rh4Sn13 

 
熊田隆伸 1, 岩佐和晃 2, 下田愛海 3, 尾本星太 1, 西口日向 1 桑原慶太郎 3, 

佐賀山基 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 

 
R3Rh4Sn13 (R = Ce, La)は空間群Pm3̅nの立方晶系とされていたが、350 Kで

構造相転移を起こし、低温相は波数ベクトル q = (1/2, 1/2, 0)で特徴付けられ

るカイラル立方晶系 I213になることが報告さ

れた[1]。Eu3Rh4Sn13 は 11.2 K で磁気秩序

すると報告されていたが、結晶構造相転移

は見いだされていない[2]。そこで、本研究

では単結晶試料を 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の相転移を調べ

た。 

高エネルギー加速器研究機構放射光実験

施設の BL-8A での X 線回折実験による精

密構造解析の結果、室温付近では空間群

Pm3̅nに属することが確認できた。一方、

BL-4Cでの実験により、上図に示したような

超格子反射(3.5, 2.5, 0)などが約 30 K 以下

で増大する現象を観測した。すなわち

Eu3Rh4Sn13 でも空間群Pm3̅n-の高温相から

I213のカイラル結晶構造の低温相に転移する

ことが予想される。さらに JRR-3 T1-1 で中性

子回折実験を行い、下図に示すように約 11 K

以下で増大する新たな反射強度を(3, 2.5, 2.5)

などに観測し、反強磁気秩序が現れることを

見出した。 

[1] K. Suyama et al., PRB 97, 235138 (2018).  

[2] A. Maurya et al. , JPS Conf. Proc. 3, 

017022 (2014). 
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       MLF／BL01 

非弾性中性子散乱装置「四季」の整備と利用状況 
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り、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]。ユ
ーザー利用は安定して実施できているが、バックグランドの低減や光学系の

改良等のさらなる高性能化、利便性や安全性の向上を目指して装置の整備を

継続している。最近行った装置の整備としては、関連機器の遠隔制御化、試

料環境機器用ラジアルコリメータの改良、ビーム光学系の交換機構の導入、

ガス・冷却水導入用ユーティリティ配管の拡張、単結晶用データ解析ソフトの

アップデートなどが挙げられる。本発表では以上のような装置の整備状況や、

最近の利用例等について紹介する。 
 
[1] https://mlfinfo.jp/ja/bl01/ 
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       PF/BL-17A、PF/BL-10C 

植物オルガネラ C-to-U RNA 編集酵素 DYW-1 の 

構造生物研究 

Structural study of 
plant organellar C-to-U RNA editing enzyme DYW-1 

 

藤間祥子１,2、澤田優斗１、前田彩子 3、清水光１、鹿内利治 3、 

竹中瑞樹 3、清水敏之 1 
１東大院薬、2奈良先端大、3京大院理 

 
RNA 編集は転写後修飾の１つで、遺伝子の挿入、欠損また塩基置換を起こ

す。植物のミトコンドリアあるいは色素体では、シチジンからウリジンへの (C-

to-U) RNA 編集は蛋白質の発現において必要不可欠な修飾であり、

Pentatricopeptide repeat (PPR)蛋白質が担う。一般に PPR 蛋白質は N 末端

に標的 RNA を認識する PPR ドメイン、C 末端に C-to-U の変換反応(デアミナ

ーゼ反応)を触媒する DYW ドメインを持つ。DYW-1 は色素体に局在する DYW

ドメインだけを持つ蛋白質であり、C 末端の DYW ドメインを欠損した PPR 蛋白

質 CRR4 と複合体を形成しデアミナーゼ活性を獲得する。 

 DYW-1 はこれまで報告されているデアミナーゼとアミノ酸配列相同性が低く、

全体構造および複合体化による活性化機構については未解明であった。そこ

で、本研究では、DYW-1 の構造を X 線結晶構造解析、X 線小角散乱により決

定し CRR4 との複合体化による DYW-1 活性化機構の解明を目指した。 

 DYW-1 の DYW ドメインの結晶構造 Zn-SAD 法により 1.8 Å 分解能で決定し

た。DYW-1 の N 末端シグナルペプチドを欠損させたほぼ全長の DYW-1 の溶

液構造を X 線小角散乱で決定した。溶液構造から、DYW-1 の N 末端側は細

長く伸びた変性構造をとると推測された。2021年に報告されたOTP86の DYW

ドメインの構造比較から DYW-1 は、PG box と呼ばれるbシートが一部欠損し

たデアミナーゼドメインを持つこと、Alpha Fold2 による CRR４全長構造予測か

ら CRR4 が持つ PG box は欠損を相補するようにbシート構造を有することが

明らかになった。また、PG box の N 末端側に存在する E2 領域が活性ポケッ

トの形成に重要であることが他種のデアミナーゼとの構造比較より示された。

In vivo RNA 編集活性測定を行い E2 

と PG box がデアミナーゼ活性に必

要であることを示した。以上の結果

から、 DYW-1 と CRR4 は PG box

を介して複合体を形成し、完全なデ

アミナーゼフォールドを形成すること

により活性化体となる DYW-1 活性

化モデルを提唱した(Figure1)。 

… 5’

Gating 
domain

Deaminase
domain

RNA3’

DYW1

Active state

PG box
PPR 
repeat

E1 +E2 

…

Inactive state

Catalytic site
(activation)

PG box

Figure 1   提唱した DYW-１活性化機構 
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       PF BL-9A、BL-7C 

共鳴 X線発光分光による 

圧電体 Ba(Ti1-xSnx)O3の Sn 置換効果 

Sn-doping effect of piezoelectric Ba(Ti1-xSnx)O3 by 
resonant X-ray emission spectroscopy 

 
中島伸夫１、坂野碩保１、柿原瑛樹２、符徳勝２、手塚泰久３

 

１ 広島大院先進理工、２ 静岡大院総合科、３ 弘前大院理工 

 
Ba(Ti1-xSnx)O3（BTSO）は Sn 置換量（x）の増加に伴い、母相（チタン酸バリ

ウム）の温度変化による相境界が x＝0.1 付近で一つになり、同時に巨大な圧

電歪みを示す[1]。比較的大きい置換量で極大を示す特異な性質の起源を解

明するために、筆者らは Ti K吸収端および Sn L3吸収端の X線吸収スペクト

ル測定（XAS）を行い、簡単な格子模型を仮定したシミュレーション計算を行っ

た[2,3]。その結果、Sn置換によりその近傍に酸素欠損が生じ易くなり、誘電分

極の担い手である Ti のオフセンター変位が減少するとの結論を得た。酸素欠

損による局所的な格子歪みと外場に対する強的秩序の協奏が、x＝0.1 での

圧電歪みの増大につながると考察している。すなわち、x=0.1 でもまだ保たれ

ている Ti オフセンター変位が格子変形の自由度を得ることで、わずかな外場

（電場や応力）によって、大きさ圧電応答を示すと考えられる。 

BTSO の巨大圧電歪みに対するこの予想を確かめるために、新たに Ti K

共鳴発光分光測定を行った（図１）。スペクト

ルで弾性散乱（Elastic）よりも低エネルギー

側に現れる電荷移動散乱ピーク（CT1, 

CT2）は、ペロブスカイト型チタン酸化物の

Tiオフセンター変位に敏感である[4,5]。CT1

および CT2 ともに Sn 置換量の増加にした

がって強度が減少しており、格子の膨張に

伴って Ti-O 間の共有結合が弱まっているこ

とがわかる。特に、CT2 は x=0.15 で消失し

ており、オフセンター変位が著しく減少して

いることがわかる。一方、x=0.1 では CT2 強

度が残っていることから、巨大圧電歪みに

対する予想の正しさが確かめられたと結論

できる。 
 
[1] 柿原:日本物理学会 2020 年秋季大会 9pK1-4. 

[2] 坂野:日本物理学会 2021 年秋季大会 22aK1-3. 

[3] 坂野:2022 年日本放射光学会 8C204S.  

[4] 中島: 放射光 28, 12 (2015).  

[5] 中島、川上: 固体物理 595, 481 (2015). 

図 1：Ba(Ti1-xSnx)O3の Ti K

共鳴発光スペクトル 
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       PF-BL-5A,BL-17A 

リゾチーム反応機構解明に向けた糖鎖の結合様式の研究

Lysozyme Research on the binding mode of glycans to 

elucidate the reaction mechanism 

 

大林美咲 1,小池祐季 1,鴨崎真仁 2,田中伊知朗 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 

 

リゾチームの加水分解反応において、現在最も強く提唱されている反

応機構は、共有結合中間体を作成し反応が進む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リガンドで行った不自然な条件

下での結果によるものである。そこで、本研究では結合様式の研究とし

てリゾチームの反応が生体内で進む際、より自然な系で観察するため、

N-アセチルグルコサミン(MAG)の多量体を基質に用いて共結晶化を行

い、条件と結合の関係性を探索した。また、本研究では加水分解反応速

度を低下させる条件を探索するために、低 pH、添加剤としてポリエチレ

ングリコール(PEG)の 6K,20K、グルコース、グリセリンの混合条件での結

晶化を試みた。 

実験に用いたリゾチームは SIGMA-ALDRICH 社のニワトリ卵白リゾチ

ーム、糖は Megazyme 社の(NAG)4、をそれぞれ使用した。3μL＋3μLス

ケールでバッチ法にて共結晶化を行い、(NAG)4には PEG(ポリエチレング

リコール)6K と 20K をそれぞれ混合しない条件と 18％(w/v)混合した条件

で行った。また、グルコースとグリセリンを 10,20,30％(w/v)混合した条件

で結晶化を行った。pH3.0,4.5、pH2.0 で、X 線回折実験では、PF BL-

5A,17Aにて行った。 

 (NAG)4の複合体の共結晶化においては、PEG 20K を混合した条件に

おいて、(NAG)4が切れずに 4量体まで確認できた。また、PEG 6K を混

合した条件においては、NAGが 2量体のみ確認でき、通常の向きと異な

っていたものが確認できた。また、リゾチーム単体の構造とグリセリンを

20％混合した条件の構造を比較したところ、Asp101 に大きな差異が見つ

かった。発表では、結果に関する詳細な比較や議論を行う予定である。 

 

[1] D. J. Vocadlo et al., Nature 412 (2001) 835. 

[2] I. Tanaka et al., Acta Cryst. D77 (2021)288. 
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MLF-中性子源 

2021 年度の MLF 放射線安全チームの活動 
Activity of the MLF radiation safety team 

 in FY2021 
 

原田 正英 1、川上 一弘 1、奥 隆之 1、相澤 一也 1、石角 元志 2、 

橋本 典道 3、細谷 倫紀 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、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。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、2021 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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       PF BL-13B 
顕微 XPS 測定による TiO2結晶表面の 

アナターゼ／ルチル相境界における光触媒活性 

Photocatalytic Activity at Anatase/Rutile Phase 
Boundary of TiO2 Crystal Surface by micro-XPS  

 
廣森慧太 1、下山絢女 2、中島伸夫 1、長谷川巧 1、間瀬一彦 3,4、小澤健一 3,4 

1広大院先進理工、2広大理、3KEK-IMSS-PF、4総研大 
 

二酸化チタン（TiO2）の光触媒活性は構造異性体のアナターゼ型とルチル

型を混合させることにより向上する。これに対しては、アナターゼ／ルチル相

境界で電位勾配が形成され、光励起キャリアの電荷分離が促進されるため高

活性になるという提案がある[1]。しかし、結晶面を特定し、電子構造と光触媒

活性を直接実験的に観測した例はこれまでにない。そこで、アナターゼ／ルチ

ル相境界を持つ TiO2結晶を用いて、電子構造と光触媒活性の相関を実験的

に明らかにすることを目的として本研究を行った（2021S2-003）。 

TiO2表面の３つのサイト（アナターゼ領域・ルチル領域・アナターゼ／ルチル

相境界）の光触媒活性を PF BL-13B におけるマイクロビーム［10 µm（垂直方

向）×70 µm（水平方向）］を用いた X線光電子分光（XPS）で評価した。光触

媒活性は、試料表面に飽和吸着

した酢酸分子の紫外線レーザー

（3.3 eV）照射による分解・脱離に

伴う C 1s XPSピークの減衰で評

価した。その結果、活性のサイト

依存性が明らかになった。特にア

ナターゼ領域で吸着酢酸が早く脱

離することが確認された。また、

清浄表面の Ti 2p3/2、O 1s内殻準
位および、価電子帯スペクトルの

測定結果より、エネルギー準位は

アナターゼで深く、ルチルで浅く、

相境界で滑らかに接続することが

明らかになった（図 1）。ポスター

発表では、光触媒活性のサイト依

存性と電子構造の相関について

議論する。 

 
[1] D. O. Scanlon et al., Nature Materials 12, 798 (2013). 

 

Anatase

Rutile

EF

ECB

EG = 3.0 eV

EVB

Anatase Rutile

Band Bending

EG = 3.2 eV

TiO2 Crystal

図 1：アナターゼ／ルチル相境界でのエネルギー

準位接続の模式図 
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       MLF-BL12 

二次元ファンデルワールス強磁性体 Fe5-xGeTe2の 

中性子非弾性散乱研究 

Inelastic Neutron Scattering study on two-dimensional van 

der Waals Ferromagnet Fe5-xGeTe2 
 
浅井晋一郎 1，藤原美幸 1，山神光平 2，黒田健太 1，近藤猛 1，岡田佳憲 2， 

伊藤晋一 3，益田隆嗣 1 
1東大物性研，2OIST，3KEK 

 
二次元の原子層がファンデルワールス(vdW)力で結合する二次元 vdW物

質は、様々な性質をもつ原子層を組み合わせることで新規な機能性を発現す

る人工構造体（vdWヘテロ構造体）を構成する材料として興味がもたれて研

究されてきた。vdW結晶 Fe5-xGeTe2は、磁性を担う Feが二次元の層を形成

し、それらが vdW力で結合した物質である[1]。この物質は結晶構造として強

い二次元性をもつにも関わらず約 300 K という高い温度で強磁性磁気相転移

を示す[1]。さらに、120 K付近でも相転移を示唆する異常が磁化率や電気抵

抗率などの物性測定で観測された[2]。さらに、粉末中性子回折実験からは磁

気構造の変化が 120 K付近で示唆されている[2]。このような性質は 150 Kで

のみ磁気転移を示す類縁物質である Fe3GeTe2[3]とは大きく異なり、原子層に

新たに導入された Feがスピンハミルトニアンに与えた影響に興味が持たれ

る。 

 今回、我々はこの物質のスピンハミルトニアンを決定するため、J-PARC、

MLFに設置された HRC分光器において中性子非弾性散乱実験を行い、磁

気励起の観測を行った。その結果、本分光器に設置された小角バンクを用い

た測定において Q = 0 Å-1近傍から立ち上がる分散をもった磁気励起を観測

した。また、Fe3GeTe2において実験的に決定されたスピンハミルトニアン[4]を

参考に線形スピン波計算を行い、実験結果を説明するスピンハミルトニアンを

決定した。本講演では、見積もられたパラメーターからこの物質の磁性につい

て議論した結果も合わせて報告する。 

 

[1] A. F. May et al., ACS Nano 13, 4436 (2019). 

[2] A. F. May et al., Phys. Rev. Mat. 3, 104401 (2019). 

[3]. A. F. May et al., Phys. Rev. B 93, 014411 (2016). 

[4]. S. Calder et al., Phys. Rev. B 99, 094423 (2019). 
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       MLF 電脳班 

MLF におけるリモートアクセスへ向けた取り組み 

Works on the remote access at MLF, J-PARC 
 

稲村泰弘 1，伊藤崇芳 2，岡崎伸生 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 

 
J-PARC, MLF において、測定中の状態監視、測定後の測定データの入手や

データ処理作業などの点で、装置のそばにいなくても作業が行えるという意味

でのリモートアクセスへの需要は以前から非常に高いものがあった。それらの

要望に対し MLF 計算環境グループ（電脳班）を中心に開発を進めている。例

えば装置やデータ測定の状況を実験ホール外の建屋から、さらには J-PARC

サイト外から確認する手段の開発・提供を行っており、一部の装置でのデータ

配布システムを導入するなど、非常に限定的ではあるが対応を進めてきた。 

しかし昨今のコロナ禍の中、ユーザーやスタッフがより積極的にリモートアクセ

スを活用する、特に J-PARC サイト外からのアクセスを活用し、実験遂行やデ

ータ処理などを進めなくてはならない場面が飛躍的に増えており、より幅広い

対応が必要となっている。そこで電脳班ではすぐにでも技術的に可能なリモー

トアクセス、特に J-PARC サイト外からのアクセスのモデルを提案(Fig.1)し、ま

ずはリモートからの実験・解析やデータ転送などを実現しようとしている。並行

して MLF ではこのモデルに従い、実際の運用に必要となるガイドラインの設計

作業などが進められている。 

本講演では、MLF におけるリモートアクセスの現状を主に技術的な面から紹

介する予定である。 

 
Figure 1. リモートアクセスモデル 
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       SPring-8-BL40B2 

SAXS とレオロジーによるアミノ酸-糖ハイブリッド 

界面活性剤の会合体特性 
Aggregation properties of amino acid-sugar hybrid surfactants 

by SAXS and rheology 
 

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】アミノ酸として優れた保湿性を有するグリシン、糖として麦芽糖

由来のマルトースに着目し、アミノ酸－糖ハイブリッド界面活性剤の水

溶液中における会合体特性を調べた。比較として糖型界面活性剤の会合

体特性を調べ、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（グリシン）－糖（マルトース）ハイブリッド界面活性剤

CnGlyMal（nはアルキル鎖長で 10〜16）およびマルトースを用いた糖型
界面活性剤 CnMalの会合体の構造は、X 線小角散乱（SAXS）、レオロジー、

低温透過型電子顕微鏡（cryo-TEM）の測定により調べた。 
【結果と考察】アミノ酸－糖ハイブリッド界面活性剤 C12GlyMal および糖
型界面活性剤 C12Mal の 1.0 wt%の水溶液における
クラフト温度はそれぞれ< 5、34.5 ºCであり、アミ
ノ酸の導入により高い水溶性を示した。C12GlyMal
の水溶液における粘度のずり速度依存性（Fig. 1）
から、低濃度ではミセルを形成し、濃度が 500 mmol 
dm−3に増加すると Shear thinning の挙動が見られ
た。粘弾性の角周波数依存性から、粘弾性体に特徴

的な挙動の Maxwell型モデルが認められ、紐状ミセ
ルの形成が示唆される。cryo-TEM からは、複雑に
絡み合った内径約 4 nm の紐状ミセルが確認され

た。さらに高濃度になると、ゲルに転移した。水溶

液の温度を上昇させると増粘を示した。一方、糖型

界面活性剤 C12Malは 40 ºCで溶解した濃度範囲で
ミセルを形成し、高次構造の会合体は確認されなか

った。SAXSプロファイル（Fig. 2）からは、1.4 nm−1

付近の q領域（qは散乱ベクトルの大きさ）に親水
基と疎水基の電子密度の違いによるコア−シェル構
造に基づくピークが見られた。低濃度の低 q領域で
は I(q) ~ q–1であり、棒状ミセルの形成が示唆され
る。高濃度では、構造因子 S(q)の影響が大きくなる
ために qの傾きが小さくなるものと考えられる。 
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Fig. 2 SAXS profiles for 
C12GlyMal at 25ºC. From 
the bottom: 10, 25, 50, 75, 
100, 250, 500 mmol dm-3. 
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Fig. 1 Shear rate 
dependence of viscosity 
for C12GlyMal at 25ºC. 
From the bottom: 25, 50, 
75, 100, 250, 500, 750 
mmol dm-3. 
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       MLF-BL20 

サツマイモの測定へ向けた水蒸気雰囲気炉の改良 
Improvement of steam atmosphere furnace  

for sweet potato measurement 
 

星川晃範 

茨城大学 フロンティア応用原子科学研究センター 
 

 茨城県材料構造解析装置(iMATERIA)では人材育成事業の一環として、農

業総合センターと共同で「べにはるか」を試料として様々な測定を行なってい

る。サツマイモの熱処理による回折パターンを比較する中で、それぞれの芋

の特性なのか、熱処理による影響なのか判断できない場合がでてきた。こうし

た中、水蒸気雰囲気炉を使って生

芋から蒸し芋に至る過程をその場

観察するため、既存の燃料電池用

の装置から装置改良を行なってい

る。これまでは試料の上側を水蒸

気が通過しており、試料に水蒸気

が直接当たっていなかった。今回、

試料に対して直接当たるように下

側から水蒸気を入れて上側から出

すように配管を変更した。この際、

検出器バンクの間に配管や配線

が通るように工夫した。試料はス

ティック状の生芋をバルク試料とし

て測定することを想定している。試

料セット時に配管の向きが変わら

ないように VCR 継手を使用する。

装置性能は試料温度９０℃、湿度

９０％程度を想定し調整を行なっ

ている。現状の開発状況等に関し

て報告を行う。 

 

 

図１. 試料周りの様子 
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       BL-27B 

超原子価ヨウ素化合物のヨウ素 L3殻 XANES 測定 
Iodine L3-edge XANES spectroscopy of hypervalent 

iodine compounds 
 

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. 量研 量子生命科学研究所、 2. 北海道大学大学院 薬学研究院 

 

 
ケージド化合物は生物活性を持つ分子に光分解性の保護基を結合させる

ことで不活性化した化合物であり、保護基の特定の共有結合を光化学的に切

断することにより再活性化できる。ケージド化合物は光照射により空間的・時

間的に生物活性を操作できることから生体内の狙った場所での薬剤放出等

への応用が期待されている。ケージド化合物の活性化には可視から近赤外領

域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

ある。そこで、生体透過性の高い X 線と特異的に反応する保護基を用いたケ

ージド化合物の開発を目指している。X 線照射により活性化できるケージド抗

がん剤に用いる保護基の候補として、高エネルギーX 線に対する吸収断面積

が大きく、選択的な結合切断を誘導することが期待される超原子価ヨウ素化

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)とジアセトキシヨードベンゼン(PIDA)のＸ線に対する反応性を評価す

るため、ヨウ素 L3 殻吸収端近傍のエネルギー領域で XANES スペクトルを測

定した。 

XANES スペクトルは、KEK-PF の BL-27B で試料粉末を Scotch メンディン

グテープに塗布して透過法により測定した。 

IBA と 2-ヨード安息香酸は特徴的な 4 つの、また PIDA は 5 つの吸収ピー

クを示した。2-ヨード安息香酸と比較すると超原子価ヨウ素化合物の共鳴吸

収の強度は大きく、そのピークは高エネルギー側にシフトした。当日は、吸収

ピークに対応する単色 X 線照射によって生じる分解生成物に関しても議論す

る予定である。 

 

謝辞：本研究は JSTの CREST（Grant No. JPMJCR1902）の支援を受けたもの

である。 
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       PF BL-14A 

PF BL-14A における４軸回折計制御システムの更新 
Modernization of the controlling system of  

the 4-circle diffractometer at PF BL-14A 
 

坂倉輝俊１、木村宏之 1、山本孟 1、岸本俊二 2 

東北大、KEK-物構研 

 
4 軸回折計は結晶回転にオイラー角の３軸回転機構を備えており、ψ回転

と呼ばれる、「回折面の法線周りでの回転」を実現することができる。一般的な

結晶構造解析を行うだけであれば、ψ角に依存した回折強度を議論する必要

はないが、より高 S/N 比のデータ計測を狙う場合などでは、多重回折の影響

を無視することはできず、ψ回転角に依存した回折強度の違いを計測できる 4

軸回折計は不可欠である。PF の BL-14A は 4 軸回折計を備え、水素原子の

検出や、高精度な電子密度計測が行える世界でも屈指のビームラインである。

このような計測が実現している背景には、ビームラインの建設時から今日に

至るまで、PF スタッフや回折計ユーザーがハードウェアとソフトウェアの現代

化を定期的に行ってきた事によっている。現在、検出器は 108cps までの高計

数率を実現した APD 検出器を搭載しており、これがポアソン統計から決まる

統計的 S/N 比を世界に類する装置がない高水準で実現している。また、回折

の理論上、予測は可能であるが、適切な定量的扱いをしないために混入する

系統誤差による S/N 比についても、多重回折の回避計測法を導入したことで

比類なき確度を実現できている。このような装置は、超交換相互作用などに関

与する電子軌道を本質的に捉えることができる可能性を秘めていることから、

我々はその可能性を更に高めるための技術開発に取り組んでいる。 

しかしながら、現在の BL-14A の現在の回折計制御ソフトウェア Diff14A-

linux は、20 年近く前のハードウェア構成に依存したソフトウェアとなっており、

その更新が必要となってきている。移植性は Linux Kernel 2.6 且つ 32-bit 環

境にとどまっており、最新の Kernel 5.X,且つ 64-bit 環境への移植が課題であ

る。FORTRAN77は言語仕様のいくつかが、既に非推奨となっていることから、

過去の更新作業において、十分な現代化が図られなかった箇所のソースコー

ドが、最新のコンパイラに対応していない。また、GPIBも既に Legacyな規格と

なっており、Ethernetあるいは USBへの移行も必要である。また、将来におけ

る維持管理の容易さと拡張性を確保するには、ソースコードの可読性の向上

や、ソースコードの公開を意図したドキュメントの整備も必要である。本講演で

は、FORTRAN77 から C++への置き換えなど、将来に知識と技術を引き継ぐた

めの試みの現状について紹介する。 
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       MLF-BL06,08,09,12,21,23 

KENS の MLF における DAQ システムの構築 
Development of DAQ system in MLF KENS 

 
瀬谷 智洋 

KEK-中性子 

 
KENS（KEK Neutron Science Devision）では J-PARC MLF で 8 本のビーム

ラインを運用している。この内 DAQ-Middleware(1)を使用してでーた収集を行っ

ている 6 本のビームラインについて、KENS-DAQ グループにて実験用計算機

システムの構築と運用を行っている。 

システムの構築と運用の効率化、導入コストの削減のため2018 年より KVM 

(Kernel-based Virtual Machinn)による仮想化に取り組んでおり、現在では全て

のビームラインにて仮想化環境によるデータ収集を行っている。これらは統一

された構成となっており、OS や DAQ-MW のバージョンの他、ローカルネットワ

ークの構成ルールなど、様々な点で共通化が図られている。また、5 年に 1 回

ハードウエアのリプレイスを実施しており、新 OS への対応などもその際に順

次実施している。 

共通化はソフトウエアに限らず、ハードウエアでも行われており、搭載してい

るメモリーモジュールやストレージなども極力同一のものを選定するようにして

いる。 

KVM による仮想化を実施する前は、ビームラインごとに 10 台～20 台程度

の物理サーバーを用意し実験環境を整備していたが、仮想化を導入してから

は、大幅な物理サーバーの削減が実施できた。比較的データ量の少ない、

BL06,08,12,23 については 1 つの物理サーバーに、DAQ、解析、実験制御、ス

トレージの機能をもたせ実験を行っている。比較的データ量の多い BL09,21 は、

用途ごとに機能を分散させ、4 台～5 台物理サーバーを用いて運用していた。

今後は BL09,21 にでも 1 台の物理サーバーで全ての機能をもたせる予定であ

る。 

これにより仮想化以前は 80 台以上あった物理サーバーは 10 台以下に削

減することができた。 

 

(1) DAQ-Middleware  https://daqmw.kek.jp/ 
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光増感色素 BODIOPY を配位子にもつコバロキシム錯体

の共結晶作成の試み 
Co-crystallization of BODIPY-cobaloxime complexes 
 

戸嶋涼、細谷孝明 
（茨城大院理工） 

 
コバルトに二つのグリオキシム、その垂直方向に

アルキル基と塩基が配位した錯体をコバロキシム

錯体という。有機コバルト錯体であるコバロキシ

ム錯体は可視光を照射することで、結晶状態を保

ったままアルキル基が異性化反応を起こす[1]。
一方で近年、蛍光色素である BODIPY が配位し
たコバロキシム(Fig.1)が水素発生触媒として注
目されている[2]。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

に還元されるという機構が提唱されているが、詳

しい反応機構は未だ解明されていない。本研究

室ではこれまでに、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隊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

にわたり、再現が取れずにいた。本研究では、

水素結合を期待できるカルボン酸とアミンの共

結晶を用いた BODIPY-コバロキシム錯体の反
応制御を目的としている。 
酸を置換した BODIPY-コバロキシム錯体

(Fig.2)を合成し、塩基との共結晶の形成による
擬似多形を作成することで、性質を大きく変える

ことなく複数の化合物による反応制御が行え

る。錯体の合成ができたらカウンター塩基を変

えるだけで無数の結晶構造の作成が可能であ

る。 
本発表では実施した合成方法やその結果について報告する。 
 
References 
[1] Yuji Ohashi et al., Crystallography reviews, 2013, Vol19, 2-146  
[2] J.Bartelmess et al., Inorg, Chem., 2014, 53, 4527-4534 
 

Figure 1 

Figure 2 
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      PF BL-5A 

Met16Glu 変異体の構造安定性と X 線結晶構造解析 
Structural Stability and X-ray Crystal Structure 

of Met16Glu Mutant 
 

津金聖和、山口峻英、高妻孝光 

茨城大院理工 

 

Achromobactor cycloclastes 由来のシュウドアズリンは、脱窒菌において亜

硝酸還元酵素と亜酸化窒素還元酵素への電子供与体として機能するブルー

銅タンパク質である。活性中心の銅に配位する His81 のイミダゾール環と、第

二配位圏に位置する Met16 のスルフィド S 原子との弱い S-π 相互作用が、

シュウドアズリンの分光学的・電気化学的性質や構造安定性に大きく影響を

与えていることが報告されている[1-4]。本研究では、メチオニン 16 番を酸性

アミノ酸であるグルタミン酸(Glu)に置換した Met16Glu 変異体を用いて、anion-

π相互作用がシュウドアズリンの構造と性質に与える影響を検討した。 

pH 7.0 における電子吸収スペクトルと ESR スペクトルから、Met16Glu 変異

体の活性中心は Rhombic 成分の割合が高くなることが明らかになった。タン

パク質の構造安定性を明らかにするために pH 6.0, 4.0, 3.6, 3.0 において ESI-

MS を測定した。pH 3.6 で、Met16Glu 変異

体の folded-holo 型の割合は 75%であり、

Wild Type と同程度の構造安定性を有して

いた。さらに、Met16Glu 変異体の結晶を

作成し、X 線結晶構造解析を行ったとこ

ろ、Glu16 と His81 の距離は Chain A, B, C, 

D でそれぞれ、3.86, 3.90, 3.89, 4.00 Å であ

ったため、Glu 側鎖の anion と His81 のイミ

ダゾール環の間には、anion-π相互作用

が働いているものと考えられる(Figure 1)。 

 

[1]  M. B. Fitzpatrick, Y. Obara, K. Fujita, D. E. Brown, D. M. Dooley, T.  

Kohzuma, R. S. Czernuszewicz, J. Inorg. Biochem, 2010, 104(3), 250-260. 

[2]  R. F. Abdelhamid, Y. Obara, Y. Uchida, T. Kohzuma, D. M. Dooley, D. E. 

Brown, H. Hori, J. Biol. Inorg. Chem, 2007, 12(2), 165-173. 

[3]  T. Yamaguchi, M. Akatsu, A. Taborosi, T. Kohzuma, Chem. Lett., 2020, 

49(12), 1456-1458. 

[4]  T. Yamaguchi, Y. Nihei, D. E. K. Sutherland, M. J. Stillman, T. Kohzuma, 

Protein Sci., 2017, 26(10), 1921-1931. 
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       MLF BL-03、PF BL-5A 

iBIX 短時間測定によるタンパク質中性子結晶構造解析の可

能性 

Preliminary neutron protein crystallographic 
analysis with short measurements using iBIX. 

 
山田太郎、矢野直峰、日下勝弘 

茨城大学-iFRC 
 

J-PARC MLF BL-03 に設置されている茨城県生命物質構造解析装置 iBIX

は 34 台の高効率で空間および時間分解能に優れた中性子検出器を有してい

る。検出された中性子データは測定中に即時に記録される。この検出器を用

いると飛行時間型ラウエ法により単結晶試料から生じる多くの中性子回折点

の強度データを効率よく収集することが可能である。今回、体積が約 1 mm3の

細菌由来ノイラミニダーゼ・阻害剤 DANA 複合体の結晶を用いて 1 日のテスト

測定を行った。MLF の加速器出力は 740 kW であった。空間群は P212121であ

る。１結晶方位について波長帯 2-6 Å のパルス中性子を 30 分露光し、これを

42 結晶方位で繰り返した。データ処理の結果、dmin = 2.4 Å までの全独立反射

の 98%を平均 8.7 回測定することができた。等価反射強度のばらつきを示す

Rpim 因子は全データで 0.18 と大きくなっているが、等価反射を二つのセットに

分割した際の平均強度のピアソンの相関係数 CC1/2 は 0.96 となった。これは

短時間の測定により得られた個々の強度データは低い中性子カウントによる

誤差が大きいものの、多くの回数の測定データを平均化することで、より精度

が高いデータが得られることを示している。このデータと PF BL-5A で取得した

dmin = 1.1 Å のＸ線回折データを併用して XN 結合構造精密化を行ったところ、

データとモデルの一致度を表す Rfree因子は 0.23 と許容できる値となった。 

酵素反応中カルボカチオン中間体を安定化すると考えられている Tyr342 の

水酸基は脱プロトン化を受けておらず Glu231 と通常の水素結合を形成してい

ることが観測された。また基質末端のシアル酸基のグリコシド結合を切断する

際にプロトンを供与するとされる Asp62 のカルボキシル基はプロトン化を観測

することができなかったが、中性子回折データの分解能が最低限であることや、

観測対象があらわな水素結合に関与していないことからプロトン化状態の断

定は難しかった。阻害剤 DANA については分子間および分子内水素結合に

関与しているプロトンについては観測できたが回転可能な水酸基については

観測ができなかった。DANA の 3 位の水素原子 H3 については占有率を求め

た結果、軽水素 100%と H/D 交換は起こっておらず、互変異性によるカルボカ

チオン中間体への変換の可能性は低いことが分かった。 
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       KEK クライオ電顕施設／Talos Arctica 

KEK クライオ電顕の共同利用型の運用と単粒子解析 

Operation of cryo-EM in KEK and 
single particle analysis of multi-subunit complexes 

 
安達成彦 1、川崎政人 1、守屋俊夫 1、池田聡人 1、 

山田悠介 1、篠田晃 1、千田俊哉 1 
1 KEK-物構研-構造生物 

 
生命はタンパク質・核酸・糖・脂質などの分子から構成されるが、これらの分

子が生体内で働く仕組みを理解するためには、それらの形を知ることが極め

て重要である。そのため現代の生命科学において、生体内の機能単位である

タンパク質複合体、タンパク質-核酸複合体、脂質を貫通する膜タンパク質複

合体の立体構造解明は必要不可欠な位置を占めている。X 線結晶解析はタ

ンパク質の立体構造情報を原子分解能で与えてくれる強力な手法であるが、

タンパク質複合体、タンパク質-核酸複合体、膜タンパク質複合体など、結晶

化がきわめて困難なサンプルに対しては異なるアプローチを組み合わせて研

究を進めることが望ましい。ここ 10 年ほどでクライオ電子顕微鏡の分野では

本体・検出器・測定方法・解析ソフトウェアなどに革命的な進歩があり、結晶化

することなく、側鎖が見える程度の分解能でタンパク質の立体構造を解析する

ことが可能となった。そのため、放射光施設における X 線結晶解析や X 線小

角散乱と、クライオ電子顕微鏡による単粒子解析を統合的に進められる環境

の整備が待望されていた。 

 

 このような状況を踏まえて、2018 年 3 月、KEK に 200kV の加速電圧を有す

るクライオ電子顕微鏡（Thermo Fisher Scientific 社、Talos Arctica G2）が導入

された。検出器として Falcon 4を備え、画像コントラスト増強用の位相板を有し

ている。同年 4月より KEKスタッフが Thermo Fisher Scientific の初期トレーニ

ングを受講し、その内容をテキストとしてまとめ、同年 10 月より共同利用型の

運用を開始した。アカデミアユーザーは BINDS 経由で利用可能であり、2021

年度は 38グループが利用している。企業ユーザーの利用も多く、2021 年度は

11 社と年間契約を結んでいる。年間稼働日数は 200日を予定しており（メンテ

ナンス 100日、留保 65 日）、6 割を外部アカデミア、3割を企業、1割を内部に

配分している。2021 年度の装置稼働日（258 日）の内訳は、外部アカデミア

159 日（62%）、企業 65 日（25%）、内部 34 日（13%）となっている。さらに単粒子

解析に必要な解析環境も整備を進めており、2018 年の導入以降の 46 ヶ月で

5Å以上の分解能のマップを 60種類得て、11 報の論文を出版した。今後とも、

ユーザーの方々と共に、KEK のクライオ電子顕微鏡を発展させていきたい。 
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       PF BL6A,7C 

熱アニール処理が白金上のアイオノマー薄膜における水の

クラスター構造に与える影響 
Effect of Thermal Annealing on Water Cluster 

Structure in Ionomer Thin Films on 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) 

 
温室効果ガスの排出に起因した地球温暖化対策として、固体高分子形燃

料電池の研究がよりいっそう注目されている。この電池の心臓となるのが正
極/高分子電解質膜/負極を結着した膜電極接合体で、集電体となる炭素の
表面に担持された白金とそのバインダーも兼ねた、電解質膜の界面で水を生
成することにより、電気エネルギーが生み出される。これに対し、この触媒界
面を模倣したモデル系についてナノ構造と性能の関連を調べる研究が広く行
われてきたが、膜電極接合体を作成する過程で広く用いられている「デカール
電極処理」の影響は無視されてきた。この工程では、電解質膜のガラス転移
温度を超える 120～140℃で 10～15 分程度の熱アニールが施されており、構
造と機能に大きな影響を及ぼすことは想像に難くない。そこで我々は、熱処理
が白金触媒表面で電解質膜に与える影響について斜入射 X 線小角散乱(GI-
SAXS)および X線反射率法(XR)を用いたナノ構造観察を試みた。 
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で成膜した。実験は Photon Factory BL-6A
で GI-SAXS を、BL-7C で XR を用い、
湿度でプロトン伝導度が変化すること
を考慮して、乾燥窒素下および 20, 40, 
60, 80%RH に調湿して実験を行った。
Fig .1に乾燥下(RH3～4%)における面内
方向のGISAXSプロファイルを示す。各
プロファイルは 140℃での熱アニール
処理時間が異なる試料のものであり、
𝑞 = 0.2Å−1近傍に薄膜面内のナノ構
造を反映した干渉ピークが観測されて
いる。これは、アイオノマーピークと呼
ばれており、Nafion の側鎖末端のスル
ホン酸基が水分子を内包しながら凝集
することによって形成されたイオンクラ
スター間の相関に由来したピークである。熱アニール処理時間が増加するに
従い、アイオノマーピーク近傍の散乱強度が増加していることがわかる。した
がって、熱アニール処理が低湿度環境下においても引き抜くことのできない水
(残存水)のクラスター構造を形成していることが示唆された。 
当日の発表では XR も含めた湿度依存性の結果、さらに水晶振動子マイク

ロバランス(QCM)測定の結果も合わせて議論する予定である。 

Fig.1 乾燥下(RH3～4%)における各アニール
処理時間の面内方向 GISAXSプロファイル 
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Structural insight into GH110 AgaBb, 

a bifidobacterial α1,3-galactosidase specific for 
type B blood group antigen 
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       PF BL18C 

高圧下における半導体ナノ粒子間の相互作用 
The interaction between semiconductor 

nanoparticles under high pressure 
武田 圭生 1，丹羽 正貴 1，林 純一 1，葛谷 俊博 1， 

関根 ちひろ 1，濱中 泰 2，若林 大佑 3，佐藤 友子 4，船守 展正 3 
1 室蘭工大、2 名工大院物質工学、3KEK PF IMSS、4 広大院理 

 
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。そのナノ粒子に静水圧を

印可することにより、ナノ粒子間隔の精密な制御が期待できる。分光学的な実

験手法と併せて，高圧下におけるカルコパイライト構造をもつ半導体ナノ粒子

の構造を研究した。 

CuInS2 ナノ粒子径は透過電子顕微鏡による観察及び粉末 X 線回折線幅か

ら 2～4nm 程度の大きさであった。大気圧下では、粒子サイズの影響からブロ

ードのピークではあるが、それらの回折指数から正方晶系で右下図の構造で

あることが確認できる。このナノ粒

子の SAXS を測定すると約 2nm と

約 3nm のサンプルで、それぞれ約

30Å、約 40Å付近に大きなピーク

が現れる。これらのピーク位置はナ

ノ粒子間距離に相当するものと考

えられる。加圧すると，d 値は減少

することから粒子同士が接近してい

ると考えられる．高角 X 線回折から

粒子径の減少を見積り，粒子間の

接近と発光スペクトルとの関係につ

いて考察する． 
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       MLF-BL08 

六方ペロブスカイト関連構造を持つ 

高い酸化物イオン伝導体における伝導経路の解明 
Investigation of conduction pathways in high oxide 
ion conductors with hexagonal perovskite–related 

structures  
 

城島 一暁 1, 安井 雄太 1, 八島 正知 1 
1東京工業大学 理学院 化学系 

 
イオン伝導体である金属酸化物は, 固体酸化物形燃料電池(SOFCs)の電解

質や酸素センサーなどへの応用が期待されている. イオン伝導と結晶構造は

密接な関係にあり, 優れたイオン伝導性は一部の限られた構造の化合物の

みにしか発現しない. 当研究室では, 優れたイオン伝導体である六方ペロブ

スカイト関連酸化物を新たに発見し, 六方ペロブスカイト型構造を持った化合

物が高いイオン伝導度を有することを見出した 1 . また, 本研究において, 六

方ペロブスカイト関連酸化物の中から, 新たに世界最高クラスの酸化物イオ

ン伝導体を発見した. そのため, 発見した材料が優れた酸化物イオン伝導を

発現する要因を解明することを目的として, 高温その場中性子回折測定を行

った. 得られた回折データに対して, palmierite 型の構造を初期モデルに用い

た Rietveld解析を行った結果, 良いフィッティングが得られ, 見出した材料が

高温において palmierite型構造を持っていることを明らかにした. また精密化

した酸素原子の異方性原子パラメータから, 酸化物イオンの拡散は 6cサイト

に位置する金属原子 Mが中心となって構成されている MO4四面体の回転に

よって引き起こされる“コグ・ホイール機構”によって起こっていることが示唆さ

れた. コグ・ホイール機構での酸化物イオンの拡散は六方ペロブスカイト関連

酸化物では初めての例である. したがって, 本研究では高温その場中性子回

折測定と得られたデータに対する Rietveld解析によって, 新たに発見した材

料の高い酸化物イオン伝導は, 材料原子が含む M原子の配位の柔軟性が

高いことに基づいていることを明ら

かにした. 本研究を通じて, 優れた

イオン伝導には配位柔軟性が高い

元素を含んでいることが重要であ

ることが示された. この発見は, 新

たな高い酸化物イオン伝導体探索

の際の指針となることが期

待される.  

[1] M. Yashima et al.,  

Nat. Comm., 2021, 12, 556. 

Figure 1. Crystal Structure of palmierite 

type high oxide–ion conductor. 
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       KEK PF-AR NW12A 

回折 X 線ブリンキングによる結晶材料の動的構造解析 

Dynamic Structure Analysis for Crystal grains  
with Diffracted X-ray Blinking 

倉持昌弘 1、引田理英 2、佐々木裕次 3 

1 茨城大、2 KEK、 3 東大新領域 

 
原子や分子が規則正しく並んだ結晶であるにもかかわらず、光や摩擦、蒸

気、微弱な機械刺激を与えることで、室温付近でも構造相転移を引き起こし、

物性が変化するユニークな結晶材料が注目を浴びている。 

我々は、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）を世界ではじ

めて実現し、生体分子の動

的性質を捉えることに成功し

た（Sekiguchi et al., Sci. Rep., 

2018）。本手法は、生体分子

だけでなく、無機材料をはじ

めとした多結晶材料に対して

も有効な計測手法であり、機

能発現に伴う材料物性の動

的性質を捉えることができる（図１）（Kuramochi et al., Sci. Rep., 2021）。 

本研究では、光刺激によって相転移を示す結晶材料、分子ローター、EC 材

の計測に取り組んでいる。DXB 法を駆使し、これら結晶材料の動的構造解析

を実施した。KEK PF-AR NW12A において、50 ミリ秒（2,000 フレーム）の時分

割計測を行った。Ｘ線回折像から、各結晶の回折信号に対して自己相関解析

（ACF）を実施し、構造ダイナミクスを調べた。興味深いことに、光相転移結晶

では、ACF 減衰定数が光照射前後で大きく異なり、UV 照射直後の結晶格子

ゆらぎが抑制されることがわかった（図２）。これら動態の違いは、結晶中の光

異性化反応によって発生する応力と、相界面によって発生する応力のうち、相

界面による応力が結晶構造の動的挙動に大きく影響することに起因することが

わかった。DXB 計

測により、結晶材

料の構造特異的な

運動性、環境依存

的な動的性質を取

得でき、合理的な

材料設計の指針を

提供できると考え

ている。 
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磁気ボトル型エネルギー分析器を用いた 

Ne 原子の二重光電離ダイナミクスの研究 

Dynamics of double photoionization in neon studied 
by a magnetic bottle spectrometer 
菅原雄真 1、彦坂泰正 2、金安達夫 3、足立純一 4、 

田中宏和 4、鈴木功 1,4、鈴木さくら 1、小田切丈 1 
1 上智大理工、2 富山大、3 SAGA-LS、4 KEK-IMSS-PF 

 
原子の軟 X 線吸収では、内殻電子と共に価電子も放出する二重光電離

が観測される。そのメカニズムとして Shake-off と Knock-out の２つが知られ

ている[1]。前者は内殻電子の電離により価電子が感じる有効電荷が瞬間

的に変化することで２つ目の電子が電離する過程であり、後者は内殻電子

が電離する際に価電子に衝突し、価電子が弾き飛ばされる電離過程である。

これらの電離過程がどのように寄与するかはわかっていない。本研究では、

二重光電離ダイナミクスを調べることを目的に、磁気ボトル型エネルギー分

析器による多電子同時計測法を用いて、二重光電離過程を経て生成する二

価イオン Ne2+(1s-12p-1[1,3P])の状態生成比(1P/3P)を、光子エネルギーを Ne

原子の二価イオン化閾値付近から 200 eV 以上の範囲で変化させ測定した。 

実験は高エネルギー加速器研究機構放射光実験施設(KEK-PF)の軟X線

ビームライン BL-2B で行った。磁気ボトル型エネルギー分析器による多電

子同時計測法は、放出された全ての電子のエネルギー相関の測定を可能

にする。そのため二重光電離によって生成される二価イオン化状態の分光

や、詳細な二重光電離のダイナミクスを調べるのに適している[2]。磁気ボト

ルとは、放出電子を全立体角にわたって検出できる装置であり、多電子同

時計測法に対して高効率である。電子の運動エネルギーは、約 2.5 m のフラ

イトチューブを通過する電子の飛行時間を測定することで決定した。本実験

での電子の飛行時間は典型的に数 μs であるのに対し、電子蓄積リングで

得られるパルス放射光の周期は 624 ns とはるかに短く飛行時間測定に適

していない。そこでパルスセレクターを用いてパルス放射光を間引き、約 4.4 

μs 周期とすることで上記の測定を可能にした[3]。 

測定の結果から、Ne2+(1s-12p-1[1,3P])の状態生成比(1P/3P)が光子エネル

ギーに依存し、二価イオン化閾値付近では１P 状態の生成が優勢となった。

閾値付近における統計重率との不一致は、Knock-out メカニズムがそのエ

ネルギー範囲で寄与しており、かつ Knock-out で放出された 2 電子は、スピ

ンの向きが互いに反平行を選択する傾向にあることを示している。 

 

[1] T. Schneider and J. M. Rost, Phys. Rev. A67, (2003), 062704 

[2] Y. Hikosaka et al., Phys. Rev. A 103 (2021) 043119 

[3] J. Adachi et al., J. Phys. :Conf. Ser. 1412 (2020) 152092 
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       PSI BL-X06SA 

Alcaligenes xylosoxidans 由来の Azurin II の結晶構造解析 
X-ray diffraction crystal structure analysis of Azurin 

II from Alcaligenes xylosoxidans at 1.15Å 
 

稲葉直登、山口峻英、高妻孝光 

茨城大院理工 

 
Azurin I と Azurin II は Alcaligenes xylosoxidans に見出されるブルー銅タンパ

ク質である。Azurin の生理的機能は、亜硝酸還元酵素への電子供与体[1]、

NO 酸化ストレスへの応答 [2]、Cu トランスポーター[3]等が考えられているが、

その詳細は明らかにされていない。Azurin I/II は 2 つのα-Helix 構造および

β-barrel 構造からなり、活性中心の銅に NHis46、NHis117、 SCys112、OGly45、SMet121

が配位した歪んだ三方両錘型の構造をしている。Azurin I/II のアミノ酸配列は

およそ 60%の相同性が存在するが、構造およ

び機能の詳細な違いは不明である。そこで

本研究では、Azurin II の高分解能 X 線結晶

構造解析を行った。 

Azurin II の結晶化は、結晶化剤に NaCl と

PEG3350 を用い、ハンギングドロップ蒸気拡

散法によって行なった。この結晶を用いて、

PSI BL-X06SA で X 線回折実験を行ったとこ

ろ、得られた結晶の空間群は P4122、格子定

数は a = b = 51.850 Å, c = 99.860 Å, α =β = 

γ = 90.00°であり、最高分解能 1.15 Åで構

造解析を行った。 

 

 

 

[1] Fraser E. Dodd, et al. Biochemistry. Vol.34, No.32, 1995, 10180-10186, 

[2] A.C.F. Gorren, et al. Biochim. Biophys. Acta 916 (1987) 38-47 

[3] Yuying Han, et al.. PLoS Pathog. December 9, 2019. 

[4] C Li, et al. Acta Crystallogr. Sect. D: Biol. Crystallogr.(1998). D54, 347-354 

 

 
Fig.1: Azurin II の構造 
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       PF/BL5A 

AlphaFold2の予測モデルによる 

タンパク質-tRNA複合体の構造決定 
Structure determination of protein-tRNA complex  

by using AlphaFold2 predicted model 
 

〇碓井拓哉 1, 大江花 1, 尾瀬農之 1,2, 姚閔 1,2 

        1. 北海道大学 生命科学院 X線構造生物学研究室  

        2. 北海道大学 先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門 

 
 セレン(Se)は，ほとんどの生物種にとって必須であると同時に，深刻な毒性

をもたらす。他の微量元素と比較して，セレンの摂取適正量域は非常に狭く，

ヒトの健康を考える上でも詳細な研究が欠かせない。生物の主要な Se 利用

の 1 つとして，tRNA のアンチコドン 1 位への 2-セレノウリジン合成(Se 修飾)

がある。この修飾はmRNAのコドンと tRNAのアンチコドンの親和性を変化さ

せ，タンパク質の翻訳効率を制御する[1]。 

 いくつかの原核生物において，2-セレノウリジン合成酵素 SelUは，3種類の

tRNA（tRNAGlu/Gln/Lys）のアンチコドン 1位の 5-メチルアミノメチル 2-チオウリジ

ン（mnm5s2U34）から，まず，5-メチルアミノメチル 2-ゲラニルチオウリジン

（mnm5ges2U34）という中間体を形成しそして，5-メチルアミノメチル 2-セレノ

ウリジン（mnm5se2U34）を合成する[2]。つまり，SelU は 2 段階の全く異なっ

た反応を触媒する。ゲラニル化を中間体とするSe導入反応は酵素反応として

新奇であり，tRNA Se 修飾による翻訳制御の分子メカニズムを理解するため

には SelU と tRNAの複合体構造が必須である。 

 我々は，3.1 Å の回折能を持つ SelU-tRNA 複合体結晶を作製した。しかし

ながら，位相決定の段階で，SelU に類似タンパク質はなく，分子置換法の適

用が困難であった。また、より高分解能の結晶作製も難航している。そこで，

Alphafold2 の予測モデル

を用いることでSelU-tRNA

複合体の位相決定に成功

した (図 1)。本発表では，

複合体結晶の作製の工夫

および位相決定について

報告し，議論する。 

                   図 1. 予測モデルを用いた位相決定 

参考文献 

[1] G. Leszczynska et al. Int. J. Mol. Sci. 21:2882 (2020).  

[2] M. Sierant et al. 2018. FEBS Lett. 592:2248-2258 (2018). 
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PF BL-20B 

PF BL-20B における Channel-cut 型 X 線コンデンサ 

Channel-cut X-ray condenser at PF BL-20B 
 

杉山弘，平野馨一，若林大佑，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 

 
X 線ビームを高光束密度化する方法として，動力学的 X 線回折の非対称

反射を利用してビームを圧縮するX線コンデンサ（あるいはX線コンプレッサ）

と呼ばれる手法がある[1]。反射率測定やフレネルゾーンプレート光学系の構

築など，全光束強度やビームの角度平行性を多少犠牲にしても光束密度を改

善したい場合に有効な手段である。 

ここでは Channel-cut 型 X 線コンデンサを FZ-Si 結晶で製作して，PF BL-

20B において入射ビーム（10 keV）と平行な高密度化した出射ビームを生成し

高密度化度を確認した。結果として垂直方向のビーム幅を約 1/25 に圧縮し，

50 μm 幅内のビーム強度を約 3.6 倍に高密度化できた（下図参照）。 
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[1] 例えば，Karol Végsö et al., J. Appl. Cryst. (2016). 49, 1885 
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       SPF-B1 

ポジトロニウムのレーザー冷却を見据えた 

ドップラー分光法の開拓 

Development of a Doppler spectroscopy method 
 envisioning laser cooling of positronium 

 
魚住亮介 1、田島陽平 1、小林拓豊 1、蔡恩美 6、石田明 2、難波俊雄 3、 

浅井祥仁 2、五神真 2、大島永康 4、オロークブライアン 4、満汐孝治 4、 

伊藤賢志 4、鈴木良一 4、兵頭俊夫 5、望月出海 5、和田健 5、 

周健治 1、吉岡孝高 1 
1東大工、2東大理、3東大素セ、4産総研、5KEK 物構研、6高麗大学 

 
ポジトロニウム(Ps)は、電子と陽電子からなる水素様原子である。10 K 程度

の低温な Ps の実現は、原子特性の精密測定による素粒子標準模型の検証

など重要な応用研究につながることが期待されている。 

しかし、Ps の冷却は現在のところ 150 K [1]までしか実現されていない。ま

た、10 K 程度の低温な Ps が仮に実現された場合にも、高分解能での温度測

定手法は確立されているとは言えない。そこで我々は、Ps の 1S-2P 遷移を用

いた、深紫外チャープパルスレーザーによるレーザー冷却、および、波長可変

ナノ秒深紫外レーザーによるドップラー分光法により、Ps の高速な冷却と高分

解能な温度測定にそれぞれ、課題番号 2020G101 にて取り組んでいる。 

レーザーによる Ps の冷却や分光を行う上では、現在生成できる Ps 原子気

体が希薄であること、温度が高く速度分布が広いこと、そして 142 ns という短

い寿命で Ps が対消滅してしまうことが実験上の困難を生む。このような条件

下でも、効率よく Ps をレーザーと相互作用させられる実験系として、図 1 のよ

うな系を、高エネルギー加速器研究機構の低速陽電子実験施設にて構築し

実験を進めている。真空チャン

バー内にて高強度の紫外光を

何度も折り返すこのような系で

は、安定した励起信号の取得

に工夫が必要であることがこれ

までの実験でわかっている。 

本発表では、このよう実験系

において行っているドップラー

分光実験のこの 1 年の進展に

ついて紹介する。 

 

[1] S. Mariazzi et al., Phys. Rev. 

Lett. 104, 243401 (2010). 

 
図 1  真空中チャンバー内の模式図。Ps は上下の反射材

によって閉じ込められ、その領域内を紫外レーザーが何度

も折り返されながら走るような設計になっている。 
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       SPring-8-BL19B2, BL40B2, MLF-BL15 

SAXS を用いたアミノ酸－糖ハイブリッド界面活性剤が 

形成する会合体の構造解析 
Structural analysis for aggregates formed by amino 

acid-sugar hybrid surfactants by SAXS 
 

小林礼実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】アミノ酸系および糖型界面活性剤の研究はそれぞれ数多く行われ

ているが、アミノ酸と糖の両方を用いて作られたハイブリッド界面活性

剤の研究はない。本研究では、アミノ酸としてバリンまたはグリシン、

糖としてラクトースまたはマルトースを用いたアミノ酸－糖ハイブリッ

ド界面活性剤（CnValLac、CnValMal、CnGlyLac、nはアルキル鎖長で n = 

10、12、14、16）が水溶液中で形成する会合体の構造を調べた。比較と

してラクトース由来の糖型界面活性剤（CnLac、n = 10、12、14）を用い

て、会合体の構造を同様に調べ、アルキル鎖長、アミノ酸と糖のハイブ

リッド構造、糖の構造が会合挙動に与える影響を検討した。 

【実験】アミノ酸－糖ハイブリッド界面活性剤および糖型界面活性剤が形成す

る会合体の構造は、X 線小角散乱（SAXS）を中心に、中性子小角散乱、粘度、

動的粘弾性、低温透過型電子顕微鏡などの測定により調べた。 

【結果と考察】C12ValLacの 10～250 mmol dm–3におけるSAXSプロファイル

を Fig.1に示す。いずれも 2つのピーク（低 q領域から qm1、qm2）が見られた。

qm1 は静電的反発による会合体間の相関を表し，qm2 は親水基および疎水基

の電子密度の違いを反映する。qm1 と体積分率（Φwt）の間には、直線の傾き

が 1/2のとき棒状・ひも状ミセル、1/3のとき球状・楕円体ミセルを形成すること

が知られている。C12ValLacは、10～75 mmol dm–3で直線の傾きが約 1/3、

75～250 mmol dm–3で約 1/2 となり（Fig.1の挿入図）、濃度の増加に伴い球

状・楕円体ミセルから棒状・ひも状ミセルへの転移

が示唆される。これは粘度および動的粘弾性の結

果からも支持される。CnGlyLac（n = 10、12）およ

び C10Lac の SAXS の散乱プロファイルは、コア－

シェル型回転楕円体モデルを用いて表すことができ、

良好なフィッティング結果が得られた。アルキル鎖と

糖の間にグリシンを導入することで、ミセルのシェル

の厚みは増大し、アルキル鎖長が増加すると、コア

のサイズは短軸、長軸ともに大きくなった。また、ア

ミノ酸の導入とアルキル鎖長の増加は、ミセルの会

合数および水和数を増加させることがわかった。 

Fig. 1 SAXS profiles for 

C12ValLac. Inserted figure is 

weight fraction (Φwt) 

dependence of qm1 and qm2.  
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       MLF-BL03、PF-BL-5A  

Ni 置換型ルブレドキシン変異体の 

X 線・中性子結晶子構造解析 
X-ray and neutron crystal structure analysis of  

the Ni-substituted rubredoxin mutant 
 

遠藤啓貴 1、庄村康人 1,2 
1茨城大院理工、2茨城大フロンティアセンター 

 

【目的】 

 ルブレドキシンは多くの細菌や古細菌がもつ電子伝達タンパク質で、その酸

化還元中心は単核鉄と四つのシステイン配位子からなる。以前より、人工的

に鉄をニッケルに置換した Ni 置換型ルブレドキシン（NiRd）は水素合成活性を

示すことが知られており[1]、その高い安定性と産生効率から、貴金属を必要と

しない水素合成触媒としての産業利用が期待されている。本発表では、配位

子の一つのシステインをヒスチジンに置換した NiRd 変異体の X 線結晶構造

解析および中性子結晶構造解析に向けたテスト測定の結果を報告する。 

【方法】 

 好熱菌 Caldanaerobacter subterraneus 由来のルブレドキシン変異体を大腸
菌発現系を用いて産生し、アフィニティークロマトグラフィーによって精製した。

得られた鉄結合型ルブレドキシンに対して変性剤を用いたリフォールディング

によってニッケル置換した後、陰イオン交換クロマトグラフィーを行い、NiRd 変

異体の精製標品を得た。結晶化はシッティングドロップ蒸気拡散法で行い、X

線回折データは PF BL-5Aにて収集した。中性子回折実験は、10日間の重水

素化沈殿剤による浸漬を行った結晶を用いて J-PARC MLF BL03で行った。 

【結果・考察】 

好気条件下で凍結処理した酸化型結晶を用いて、0.8 Å 分解能で X線結晶

構造解析を行った結果、四つのシステイン配位子のうちの一つがヒスチジンに

置換されており、ニッケルへの配位が正四面体構造のままであることが確認

された。一方、変異導入にともなう周囲の主鎖構造および水和構造の変化や、

ヒスチジン配位子のダブルコンフォメーション化など、野生体には見られなかっ

た構造的特徴が確認された。また、水素合成反応に関与していると考えられ

るタンパク質や水分子由来の水素原子の位置決定を目指し、NiRd 変異体の

大型結晶調製を試みた結果、0.32 mm3の単結晶が得られ、テスト測定の結果、

約 20分間の露光で 1.95 Å分解能までの反射を目視で確認することができた。 

今後は反応中間体の調製条件を検討し、その中性子結晶構造解析を目指す。 

参考文献 

[1] Pascal Saint-Martin et al., PNAS 1988, 85, pp. 9378-9380. 
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       MLF-BL14 

2021年の AMATERASの利用状況と高度化 
User program and upgrades at AMATERAS in 2021 

 
河村聖子 1、古府麻衣子 1、村井直樹 1、稲村泰弘 1、若井大介 2、中島健次 1,3 

1J-PARC MLF、2NAT、3JAEA物質科学研究センター 

 
 冷中性子ディスクチョッパー型分光器「AMATERAS」は、2009 年に運用を開

始して以来、MLF の非弾性・準弾性散乱装置の 1 台として、幅広い分野の中

性子散乱実験を実施してきた。近年、採択課題の約半数以上が海外ユーザ

ーとなっており、そのためコロナ禍が始まった 2020年以降、来所できないユー

ザーの実験の一部を装置グループが代行する形で実施している。2021年 1～

12月は、一般課題 18件（長期課題 1件を含む）が実施された。実験課題申請

件数は、年々増加しており、最近は競争率が非常に高くなっている。また、以

前から様々な試料環境機器が使用されるのが AMATERASの特徴であったが、

今年度は特に、極低温・磁場下における磁性研究が多くみられた。 

 2021 年度は、装置高度化の一環として、ガイド管ミラーの延伸を行った。こ

れまで AMATERAS のガイド管ミラーは、試料位置から 1.6m 上流にある単色

化用高速ディスクチョッパーの直前まで設置されていたが、今年度、このチョッ

パーの下流から真空散乱槽直前までの約 50cmの区間について、従来のB4C

コリメーターを撤去し、新たにミラーを設置した。これにより、1～20meV のエネ

ルギー領域においては、約 2割以上程度の強度の改善がみられている。装置

グループでは、他にも、更なる実験効率向上を目指して、新規冷凍機の導入

やハッチ周辺部分の改造の準備を始めている。 
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       SPring-8-BL19B2, BL40B2 

SAXS を用いたリン酸エステル塩型アニオン界面活性剤／

四級アンモニウム塩系カチオン界面活性剤 

混合系の会合挙動 
Aggregation behavior for mixed systems of phosphate 

ester-type anionic surfactants and quaternary 
ammonium salt-type cationic surfactants by SAXS 

 
天野沙耶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】アニオン界面活性剤とカチオン界面活性剤の複合体であるカタニ

オニック界面活性剤は、両界面活性剤の混合比および混合濃度を変える

ことによって、ベシクルや紐状ミセルなどの会合体を容易に形成し、低

濃度においても増粘作用を示すことが知られている。本研究では、アミ

ド結合含有および非含有の 2 種類のリン酸エステル塩型界面活性剤
（C11AmC2PO4Na、C12PO4Na）とドデシルジメチルベンジルアンモニウ
ムブロミド（C12BDAB）を含む 3 種類の四級アンモニウム塩系カチオン
界面活性剤の混合系における pH 7の水溶液中での会合挙動を、両界面活
性剤の混合比や混合濃度を変えて検討した。 
【実験】リン酸エステル塩型界面活性剤および四級アンモニウム塩系カチ

オン界面活性剤の混合系が形成する会合体の構造は、X 線小角散乱

（SAXS）を中心に、レオロジー、低温透過型電子顕微鏡（cryo−TEM）、動
的光散乱（DLS）などの測定により調べた。 
【結果と考察】C12PO4Na/C12TAB 混合系の 100 mmol dm–3 における SAXS
プロファイルを Fig.1 に示す。SAXS プロファイルより、静電相互作用による混

合ミセルの形成が示唆された。C12PO4Na/C12TAB 混合系では、混合比によっ

て粘度のせん断速度依存性が異なった。混合比 6 : 4 および 5 : 5 において、

ずり速度の増加に伴い粘度が減少するshear thinningが見られた。貯蔵弾性

率（ G’ ） お よ び 損失 弾 性 率

（G’’）と角周波数（ω）の関係

より、ω が小さいときは G’ < 
G’’、ω が大きくなると逆に G’ 
> G’’となり Maxwell 型モデル

を示した。これらの結果より紐

状ミセルの形成が示唆される。

cryo−TEM からも混合比 6 : 4

の水溶液において紐状ミセル

が確認された（Fig. 2）。 

Fig 1. SAXS profiles for 
C11AmC2PO4Na/C12BDAB at 
250 mmol dm–3. 
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Fig. 2 Cryo−TEM image 
of C12PO4Na/C12TAB at 
25ºC. 
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       PF BL6A 

溶融混練におけるポリプロピレンとシクロデキストリンの 

包接挙動の解明 

 
 Elucidation of inclusion behavior of Polypropylene 

and cyclodextrin in melt kneading 
 

宮崎航 1・松葉豪 1・朴峻秀 2・高島義徳 2 
1山形大工・2阪大院理 

 

[緒言] ポリプロピレンは合成樹脂であり、生活の中で非常に多く利用されて

いる。また、α‐シクロデキストリン(α‐CD)は 6 つのグルコースがα‐1，4 グリ

コシド結合によって結合している環状の化合物である。これら 2 種類の試料を

混練した際に包接が起きれば、物性の向上が期待できる。本研究では、ポリ

プロピレンとα‐CD のブレンドを作製し、実験として粘弾性測定や示差走査

熱量測定(DSC)と温調 In-Situ X 線構造解析、力学測定を行うことで、結晶モ

ルフォロジーと物性評価との相関を明らかにすることを試みた。 

[実験方法] アイソタクチックポリプロピレン(iPP)試料として、日本ポリプロ株

式会社製のノバテック MA1B(HPP)とマレイン酸変性ポリプロピレンである BYK 

Additives 社製の BYK9212(マレイン酸比 1.8%)を用いた。試料として HPP 単

体と HPP とマレイン酸変性 PP を 95:5 にブレンドした MPP 試料を用いた。ま

た、シクロデキストリン(CD)試料としてシクロケムバイオ製のトリアセチル化

α‐CD を用いた。HPP 試料および MPP 試料に任意の濃度（0 wt%及び

0.1wt%～5.0 wt%）の CD 試料を二軸押出混練機（井元製作所製）で混練を行

った。まず、物性評価するため Melt Flow Indexer(東洋精機製作所)を用い、粘

度の評価を行った。さらに、結晶化プロセスを評価するため、10℃/min で

DSC 測定および SPring-8・BL38B2 と KEK の PF の BL6A にてその場 in-situ

小角・広角 X 線散乱(SAXS/WAXS)を行った。 

[結果・考察] 0.1～3.0wt%は MPP と比較し徐々に粘度が減少したが、5.0wt%で

は粘度の低下が観測された。このような挙動は、MPP は CD 濃度の増大によ

り、相互作用が強くなるため MVR が減少（粘度増大）するが、5.0wt%では

MPP 自身の濃度低下によって、粘度が低下したのではないかと考察した。そ

こで、結晶モルフォロジーに及ぼす影響を評価するため、溶融から 140℃に降

温させたときの SAXS プロファイルを評価した。MPP 試料でも観測される散乱

ベクトル q = 0.45 nm-1のピークは 0.1, 1.0wt%では、ラメラの形成が促進される

が、3.0wt%と 5.0wt%ではピークが消失し、ラメラの形成が阻害された。 

これらの結果から、少量の CD 添加の場合は CD が MPP の分子を認識して

運動性を低下し、結晶成長を促進した、一方ある程度の添加量(3.0wt%以上)

では CD 相が形成されるため結晶成長を阻害されていると考察した。 
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       PF BL-7C 

Hf10Co90および Hf70Co30非晶質合金の 

X線異常散乱法による構造解析 
AXS-analysis of Hf10Co90 and Hf70Co30 amorphous 

alloys 
 
東北大学工学研究科 1金属材料研究所 2, 〇新妻佑斗（M1）1, 川又透 2,  

杉山和正 2 
 

【緒言】 Hf 非晶質合金は幅広い合金組成で

作製可能であることが知られているが[1]，合

金組成と非晶質構造の関係を調査した研究

例は少ない．本研究では，Hf-Co 系非晶質合

金を対象に，X 線異常散乱法（AXS）および逆

モンテカルロシミュレーション（RMC）を用いた

3次元構造モデルを作成することによりHf-Co

非晶質合金の構造の特徴を調査した． 

【実験方法】 Hf10Co90および Hf70Co30薄帯状

非晶質合金を，単ロール液体急冷法によって

作製した．2 種類の非晶質合金の Hf L3 およ

び Co K吸収端を対象とした AXS測定を実施

した．得られた環境干渉関数を制約条件とし

て RMC シミュレーションを実施し，非晶質構

造の 3 次元構造モデルを作成した．各元素の

Goldschmidt 半径をもとに剛体球無秩序充填

モデル(DRPモデル)を作成し，比較検討した． 

【結果】 AXS-RMC シミュレーションによって

作成された非晶質構造モデルは，AXS 測定

から得られる環境および通常干渉関数の詳細

を再現可能である（Fig. 1）．Hf10Co90 非晶質

構造モデルの部分二体分布関数（Fig. 2）にお

いて，RMC モデルでは DRP モデルに対して

Hf-Hf の第一近接相関が短距離化する傾向

が観察された．一方で合金組成の異なる

Hf70Co30 ではこれらの特徴は観察されず，Hf-

Hf 相関の短距離-中距離構造における構造

的役割が合金組成に伴い変化していることが

示唆された． 
[1] Buschow and Beekmans, Solid State Commun.,35(1980) 233. 

Fig. 1 Hf10Co90における AXS測定

から得られた通常および環境干渉

関数と DRP および DRP モデルの

計算値の比較. 

Fig. 2 Hf10Co90における DRPおよび

RMCモデルから計算される部分二体

分布関数． 
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       PF, MLF, SPF 

量子ビーム連携研究センター (CIQuS) 
Center for Integrative Quantum Beam Science 

(CIQuS) 
 

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。そのために 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。 
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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 Ahmed2，星健夫 1,3，兵頭俊夫 1，一宮彪彦 1，水野清義 1， 

仁谷浩明 5，小菅隆 5，齋藤裕樹 5，石井晴乃 5，永谷康子 5，五十嵐教之 5，榎本嘉範 6，白川明広
6，諏訪田剛 6，設楽哲夫 6，古川和朗 6，岩瀬広 7，河裾厚男 8，白澤徹郎 9，石田明 10，周健治 10 

1 KEK 物構研 SPF，2 KEK 物構研 CIQuS，3 鳥取大，5 KEK 物構研 PF， 

6 KEK 加速器，7 KEK 共通基盤，8 量研，9 産総研，10 東京大 

 
 本施設では専用リニアック (～50 MeV, < 600 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

た物質最表面近傍の原子配列，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。2021 年度の共同利用実施課題数は 18 課題、共同利用実人

数は 32 名、ユーザー実験の配分時間は 3992 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 2020年度より開

始されている。既存のリモートバルブのみによるインターロックシステムを導入

した 2020 年度に続き，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，インターロックシステムに組み込んで運用を開始した。 
ビーム輸送コイル用の電源のうち，老朽化およびリモート制御に難のある

電源 26台を新しい電源に置き換え，放射光実験施設基盤技術部門の制御系

チームによって新電源のリモート制御の整備が行なわれ，運用を開始した。ビ

ームステアリング用の両極性電源 30 台も老朽化により故障が頻発して交換

が必要だが，故障した場合には加速器第五研究系(入射器)から不要になった

同じ仕様の両極性電源を支給していただくことで当面は対処する。 
SPF で整備を進めてきた試料準備チャンバーに，LEED/AES 装置を新た

に導入し，共同利用ユーザーによる使用が開始された。また，LEPD ステーシ

ョンには，PF と共通

して導入を進めるこ

とになった通電加熱

タイプと互換で，冷

却効率を高めた試

料ホルダの導入と

実験環境の整備を

進めている。 
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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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       PF/PF-AR 

フォトンファクトリー 

Photon Factory 
 

放射光実験施設 
 

KEK として放射光の長期計画を推進するための体制である「フォトンファクトリ

ー計画推進委員会」が設置され、2021 年度後半より委員会の活動を開始した。

この委員会は、機構外の学識経験者を含む 30 余名の委員より構成され、フォ

トンファクトリーの長期計画のコンセプトの策定、フィージビリティの検証、ロー

ドマップの策定や更新などを行う。新放射光源施設の有力な候補として、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（マルチビーム利用）が可能な新しい概念の放射

光リング「Hybrid リング」について議論を重ねてきたが、2022 年 1 月に概念設

計の論文を出版した。この新光源に向けた R&D として、マルチビーム利用が

可能な開発研究多機能ビームラインを PF に設置する準備を進めている。ま

た、短期計画として、PF リングの高度化(PF Upgrade 2020)を進めており、高度

化および喫緊の課題である老朽化対策を順次実施している。 

PF プロジェクト経費が約１割回復したことに伴い、2021 年度のユーザー運転

時間は PF が 3624 時間、PF-AR が 2416 時間（予定）と、ここ数年の水準から

大きく増やすことができた。 

[BL の整備状況] PF/PF-AR の多くのビームラインでは、遠隔化・自動化など

の機能強化を進めている。PF-AR 南棟では、KEK 素粒子原子核研究所を中

心に、電子ビームを取り出す測定器開発テストビームライン(AR-SE2A)の建設

が行われ、2021 年度後半からコミッショニングが開始された。 

[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の議論を経て、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。2021 年度には PF-PAC 分

科の再編が行われ、同一ビームラインにおける複数分科の評点の混在が解

消された。また、従来の「スタッフ優先課題」「施設留保課題」を整理し、PF のミ

ッション遂行の円滑化と創出成果の最大化を目的とした「PF 課題」の運用を

2021 年度から開始した。施設として特に推進すべき課題は PF-S 課題として、

2021 年度には３課題が実施されている。） 

 

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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       BL20A 

大学院生のための新しい実習(BL20A):2021年度の成果 
Training of synchrotron radiation science for 

graduate students at BL20A: Achievement in FY2021 
 

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。装置の概略を図 1 に示す。PF リ

ングからのパルス放射光により生成す

る励起貴ガス原子からの蛍光を、放射

光パルスと同期させて時間分解計数す

る。得られた時間スペクトルから放射光

パルスの時間構造を実感し、さらに解

析から励起原子の寿命を求めることが

主な課題である。 

2021 年度は、前年度に引き続き

COVID19 の影響により、非常に厳しい

スケジュールとなったが、実習参加希

望者は倍増し、実習を実施することが

出来た。実習中に装置トラブルがあっ

たものの、時間スペクトルを測定し、放

射光パルスの時間構造を直接観測することはできた。また、本年度も光源加

速器や先端の放射光ビームラインの見学を行い、参加学生に加速器を体感さ

せ、放射光実験の魅力を感じさせることが出来た。 

本実習を実施するにあたり、毎年、KEK-PFには大変お世話になっている。 

図 1 実習装置の概略 

図２ 実習で得られる時間スペクトルの例 
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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3
2022年3月8日(火) 13:45 〜 14:30  コアタイム３
 

 
中性子散乱用真空槽内における LANケーブル 
*富永 大輝1、上田 実咲1 （1. CROSS） 

J-PARC MLFの2021年度の統計情報 
*五十嵐 美穂1、伊藤 崇芳1、岡﨑 伸生1、山田 悟史2 （1. 総合科学研究機構, 2.

高エネルギー加速器研究機構） 

オペランド XAFS観測による炭酸ニッケル水分解触媒の反応
メカニズムの解明 
*李 梓萌1、坂井 ありす2、吉田 真明2 （1. 山口大学工学部, 2. 山口大学創成科

学研究科） 

mSRによるペプチド結合へのプロトネーションと プロトン
ダイナミクスの解析 
*菅原 洋子1,2、Pant A. D.3、杉山 純4、幸田 章宏3、髭本 亘5、下村 浩一郎3

、山口 宏6、楠木 正巳6、山村 滋典2、三輪 寛子7、鳥養 映子8、永嶺 謙忠3

、神谷 健秀2 （1. 豊田理化学研究所, 2. 北里大学, 3. KEK, 4. CROSS, 5. JAEA,

6. 関西学院大学, 7. 電気通信大学, 8. 山梨大学） 

PcyA D105N-BVの結晶大型化とプロトン化状態解明に 向け
た結晶構造解析 PcyA D105N-BVの結晶大型化とプロトン化
状態解明に 向けた結晶構造解析/ Crystal growth for PcyA
D105N-BV and Crystal Structure Analysis for Elucidation
of Protonated States 
*七澤 諒太1、堀江 和輝1、萩原 義徳2、杉島 正一3、和田 啓4、福山 恵一5、海

野 昌喜1,6 （1. 茨城大学大学院 理工学研究科, 2. 久留米工業高等専門学校 生物

応用化学科 , 3. 久留米大学 医学部, 4. 宮崎大学 医学部, 5. 大阪大学大学院理学

研究科, 6. 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター） 

DNA酸化損傷修復酵素 hOGG1の反応中間体の捕捉のため
の結晶化条件の検討/Optimizations of Crystallization
Conditions for Trapping Reaction Intermediates of the
DNA Oxidative Damage Repair Enzyme, hOGG1  
*古賀 昌孝1、小室 智稀2、箕輪 希海2、田中 好幸3、海野 昌喜2,4 （1. 茨城大学

工学部物質科学工学科, 2. 茨城大学大学院理工学研究科, 3. 徳島文理大学薬学

部, 4. フロンティア応用原子科学研究センター） 

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、阿久津 和宏1、柴山 充弘1 （1. 一般財団法人 総合科学研究機

構） 

粉末 X線回折、中性子回折測定による ギ酸結晶分子間水素
結合の圧力変化の観察 
*篠崎 彩子1、服部 高典2、町田 真一3 （1. 北海道大学, 2. JAEA, 3. CROSS） 

Effect of deformation-induced martensitic transformation
on nonuniform deformation of metastable austenitic steel 
*Wenqi Mao1, Wu Gong1, Takuro Kawasaki1, Stefanus Harjo1 （1. Japan

atomic energy agency） 



[PC3-38_K-062]

[PC3-55_M-113]

[PC3-45_L-083]

[PC3-56_M-116]

[PC3-22_C-017]

[PC3-37_J-059]

[PC3-39_K-066]

[PC3-18_B-005]

[PC3-46_L-086]

[PC3-57_M-119]

[PC3-72_T-164]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

試料重水素化環境及び分析手法の開発 
Development of Sample Deuteration and Analysis
Systems 
*阿久津 和宏1、佐原 雅恵1、上田 実咲1、鈴木 淳市1 （1. （一財）総合科学研

究機構　中性子科学センター） 

緑膿菌由来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3 （1. 茨城大学大学院, 2. 東京理科大学, 3.

茨城大学フロンティア） 

B型肝炎ウイルス逆転写酵素の薬剤耐性化機構の洞察 
Structural insights into the mechanisms of drug
resistance in HBV reverse transcriptase 
 
*安武 義晃1,2、服部 真一朗3、田村 範子1、前田 賢次3、満屋 裕明3,4 （1. 産総

研・生物プロセス, 2. CBBD-OIL, 3. 国立国際医療研究センター・研究所, 4.

National Cancer Institute, National Institutes of Health (NIH)） 

インフルエンザウイルス RNAポリメラーゼ阻害剤の探索と
X線結晶構造解析 
Exploration and X-ray Crystallography of Influenza Virus
RNA Polymerase Inhibitors 
*大林 ひかり1、郭 艶 1、加茂 大知1、額賀 路嘉2、山本 典生3、西田 紀貴1、星

野 忠次1 （1. 千葉大院薬, 2. 城西国際大薬, 3. 東海大医） 

Cu-Pd-Fe三元合金における CsCl型規則構造の形成メカニズ
ム 
*高橋 美和子1、川崎 卓郎2、Harjo Stefanus2、梅津 理恵3 （1. 筑波大学数理

物質, 2. 原研 J-PARC, 3. 東北大金研） 

ナノ空間に閉じ込められた水の X線構造解析 
*吉田 亨次1、山口 敏男1、馬渡 和真2 （1. 福岡大学理学部, 2. 東京大学大学院

工学研究科） 

回折 X線明滅法を用いた天然ゴム内分子動態の解析 
*新井 達也1、増井 友美2、引田 理英3、岸本 浩通2、佐々木 裕次1 （1. 東京大

学新領域創成科学研究科, 2. 住友ゴム工業株式会社, 3. 高エネルギー加速器研

究機構） 

Inelastic Neutron Scattering Study on a Helimagnet Ni2
InSbO6 

*1、2、2、3、1 （1. ISSP, Univ. Tokyo, 2. AMS, Univ. Tokyo, 3. IMSS, KEK） 

糖質加水分解酵素ファミリー31に属するα-1,3-グルコシ
ダーゼの X線結晶構造およびクライオ電子顕微鏡構造 
*池谷 真里奈1、守屋 俊夫2、安達 成彦2、川崎 政人2、朴 龍洙1,3、宮崎 剛亜1,3

（1. 静大・創造院・バイオサイエンス, 2. KEK・物構研・構造生物学研究セン

ター, 3. 静大・グリーン科学技術研究所） 

計算機設計した新規 MBL阻害剤の結晶構造解析 
*加茂 大知1、郭 艶1、米田 友貴2、額賀 路嘉3、西田 紀貴1、星野 忠次1 （1. 千

葉大院薬, 2. 北大院工, 3. 城西国際大薬） 

準弾性中性子散乱エネルギープロファイルへのアダプ
ティブカーネル密度推定の適用 
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*巽 一厳1、松浦 真人2、島崎 秀昭3、稲村 泰弘1 （1. 日本原子力研究開発機構,

2. 総合科学研究機構, 3. 北海道大学） 

Klebsiella pneumoniae マルトヘキサオース生産アミラーゼ
の結晶中での構造変化 
*藤本 瑞1、岸根 尚美1、門間 充 （1. 農研機構・高度分析研究センター） 

ジベンゾバレレン誘導体の結晶相フォトクロミズムのその
場観察 
*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） 

(2018G095) 擬環状型で二量体化したエーテル型リン脂質
から成る膜の構造解析 
土田 直之1、高木 俊之2、*高橋 浩1、吉原 利忠1、飛田 成史1、園山 正史1 （1.

群馬大学　理工学府, 2. 産業技術総合研究所） 

J-PARC MLF機器安全チーム　2021年度活動報告 
*野尻 雄幸1、神原 理2、田中 浩道2、大内 啓一1、幸田 章宏3、河村 成肇3、桐

山 幸治1、鈴谷 賢太郎2、奥 隆之2、相澤 一也2 （1. CROSS, 2. J-PARCセン

ター(JAEA), 3. J-PARCセンター(KEK)） 

モデル化による polybutadieneの局所ダイナミクス解明 
*菊地 龍弥1,2,3、間下 亮1、金谷 利治4、増井 友美1,5、岸本 浩通1、中島 健次2,6

（1. Sumitomo Rubber Industries ,Ltd., 2. J-PARC Center, 3. High Energy

Accelerator Research Organization, 4. Kyoto University, 5. Tohoku

University, 6. Japan Atomic Energy Agency） 

Gd3Ir4Sn13の単結晶合成と放射光 X線回折による構造相転移
の研究 
*尾本 星太1、岩佐 和晃2、下田 愛海3、熊田 隆伸1、西口 日向1、桑原 慶太郎3

、佐賀山 基4、中尾 裕則4、石角 元志5 （1. 茨城大理, 2. 茨城大フロンティア

センター, 3. 茨城大院理工, 4. KEK 物講研, 5. 総合科学研究機構） 

（2020G077）小角 X線散乱法による c-MYC遺伝子プロ
モーターのグアニン四重鎖構造とコイル構造の観測 
*宮内 滉平1、山置 佑大2、今村 比呂志3、加藤 稔1,3 （1. 立命館大学　生命科

学研究科, 2. 京都大学　エネルギー理工学研究所, 3. 立命館大学　生命科学

部） 

CoVO3における V-V二量体化による Jeff = 1/2状態の消失 
*上山 幸子1,2、山本 孟2、池田 陽一3、山田 幾也4、中村 崇司2、木村 宏之2

（1. 東北大理, 2. 東北大多元研, 3. 東北大金研, 4. 大阪府大工） 

小型電子加速器を用いた食品表面殺菌への応用 
*吉田 昌弘1、片岡 憲昭2、河原 大吾2、関口 正之2、長谷川 大祐1、塩田 佳徳1

、尾崎 健人1 （1. 金属技研株式会社, 2. 東京都立産業技術研究センター） 

エチレン酸化反応条件における Ag (110) 上の表面化学種の
その場観測 
In Situ Observation of Surface Species on Ag (110) under
Ethylene Oxidation Conditions 
*村野 由羽1、豊島 遼1、江口 晋亮1、近藤 寛1 （1. 慶応義塾大学） 

位相差 X線 CTおよび MRIを用いたヒト発生過程における大
腿筋の定量解析 
*山口 豊1、村瀬 亜美2、児玉 竜汰2、山田 重人1,2 （1. 京都大学大学院医学研
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究科先天異常標本解析センター, 2. 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系

専攻） 

CeCoSi の高圧低温下における秩序相と構造相転移 II 
*川村 幸裕1、池田 翔1、林 純一1、武田 圭生1、関根 ちひろ1、松村 武2、郷地

順3、上床 美也3、冨田 崇弘3、高橋 博樹4、谷田 博司5 （1. 室蘭工大, 2. 広大

院先進理工, 3. 東大物性研, 4. 日本大学, 5. 富山県立大） 

BL-6C 単結晶 X線異常散乱法の実際 
*徳田 誠1、川又 透1、市村 卓視2、井上 裕太郎2、牧野 友紀2、栗林 貴弘3、杉

山 和正1 （1. 東北大学金属材料研究所, 2. 東北大学大学院工学研究科, 3. 東北

大学大学院理学研究科） 

高強度全散乱装置 NOVAにおける偏極中性子回折システム
の導入及び現状 
*本田 孝志1,2,3、奥平 琢也2,4、高橋 慎吾5、奥 隆之2,5、池田 一貴1,2,3、大下 英

敏1,2、大友 季哉1,2,3,5 （1. KEK物構研, 2. J-PARCセンター, 3. 総研大, 4. 名古

屋大, 5. 茨城大） 

海洋放線菌由来新規酵素の構造解析 
*大城 拓未1、田中 良和2、伊藤 卓也3、小寺 義男1,4、松井 崇1,4 （1. 北里大

院・理, 2. 東北大院・生命科学, 3. 大阪大谷大・薬, 4. 北里大理・付属疾患プ

ロテオミクスセンター） 

機能性材料の蛍光Ｘ線ホログラフィー 
*八方 直久1、井上 雄登2、木村 耕治2、林 好一2、細川 伸也3 （1. Hiroshima

City University, 2. Nagoya Institute of Technology, 3. Kumamoto

University） 

経済的除染方法開発のための汚染土壌からの137Cs 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. 茨城大院理工, 2. 茨城

大フロンティア） 

エンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼ HSの X線結晶構
造解析 
*倉内 郁哉1、大倉 和貴1、田中 里佳2、細川 千絵1、伊藤 和央3、宮原 郁子1

（1. 大阪市大院理・物質分子, 2. 大阪市大工・X線測定室, 3. 大阪市大院

理・生物地球） 

中性子単結晶構造解析装置 SENJUによる逆空間データの
Paraviewへの対応 
*石川 喜久1、鬼柳 亮嗣2、大原 高志2、中尾 朗子1、宗像 孝司1、森山 健太郎1

（1. 総合科学研究機構 , 2. 原子力機構 J-PARC） 

高強度セルロースナノファイバーコンポジットイオンゲル
の構造とアクチュエーターへの応用 
*武野 宏之1,2、井野口 弘樹1 （1. 群馬大学大学院理工学府, 2. 群馬大学食健康

科学教育研究センター） 

スピンダイマー形成化合物 Ce5Si3の中性子非弾性散乱実
験による研究 
*植田 大地1、岩田 由規2、小林 理気2、桑原 慶太郎3、益田 隆嗣4,1、伊藤 晋一
1 （1. KEK中性子, 2. 琉球大学, 3. 茨城大学, 4. 東大物性研） 
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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） 

軟 X線顕微分光ビームライン PF BL-19A/Bの高度化 
*山下 翔平1、若林 大佑1、武市 泰男2 （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, 2. 大阪大学 大学院工学研究科 物理学系専攻

応用物理学コース） 

3 次元螺旋入射における 4 極磁石の回転機構の性能評価及
び X-Y 結合による入射効率の評価 
*中村 侑平1、飯沼 裕美1、小久保 拓登1、染谷 宏彦2、畠山 ありさ1、平山 穂

香1 （1. 茨大理工, 2. KEK） 

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
マルチドメインタンパク質の溶液構造ダイナミクス研究 
*川﨑 夏輝1、井上 倫太郎2、守島 健2、佐藤 信浩2、清水 将裕2、柚木 康弘2

、奥田 綾2、裏出 令子2、Hiranyakorn Methanee3、矢木-内海 真穂3、加藤 晃

一3、杉山 正明2 （1. 京都大学大学院理学研究科, 2. 京都大学複合原子力科学

研究所, 3. 自然科学研究機構　生命創成探究センター） 

軟 X線電気化学 XAFSセルの開発と炭素系燃料電池触媒への
応用 
*石井 諒1、豊島 遼1、清水 啓史1、武安 光太郎2、中村 潤児2、間瀬 一彦3、近

藤 寛1 （1. 慶大理工, 2. 筑波大数理物質, 3. KEK-放射光） 

中性子背面反射型分光器 DNAの現状と整備計画 
*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 （1. J-

PARCセンター, 2. CROSS, 3. JAEA） 

X線結晶構造解析に向けた病原菌および好熱菌由来ガスセン
サータンパク質の精製 
*江頭 美紀1、青山 菜緒2、北西 健一3、下仲 基之3 （1. 東京理科大、理、応用

化学, 2. 東京理科大院、理、化, 3. 東京理科大、理、化） 

MLF気体廃棄物処理設備の運転報告と改良計画 
*髙宮 志歩1、甲斐 哲也1、上原 聡明1、木下 秀孝1、原田 正英1、酒井 健二1

、羽賀 勝洋1、高木 素則2、黒須 祐輝2 （1. J-PARCセンター, 2. 木村化工機株

式会社） 

ディフィシル菌由来スライディングクランプの X線結晶構
造解析 
*岡﨑 菫1、菱木 麻美1、 原 幸大1、橋本 博1 （1. University of Shizuoka） 

単結晶中性子回折計 SENJUにおけるリモートアクセス環境
整備の現状 
*森山 健太郎1、大原 高志2、Ryoji Kiyanagi2、中尾 朗子1、宗像 孝司1、石川

喜久1、長谷美 宏幸2 （1. 一般財団法人　総合科学研究機構　中性子科学セン

ター, 2. 独立行政法人　日本原子力研究開発機構　J-PARCセンター） 

X線トポグラフィによるβ-Ga2O3の転位機構の解析 
*山口 博隆1 （1. 産業技術総合研究所） 

ミュオンペニングトラップ用電極中のスピン運動の評価 
*小久保 拓登1、飯沼 裕美1、足立 恭平2、下村 浩一郎2、永谷 幸則2、西村 昇

一郎2、仁尾 真紀子3、Pant Amba Datt2、樋口 嵩4 （1. 茨城大学, 2. KEK物構
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研, 3. 理研, 4. 阪大RCNP） 

負ミュオン寿命法による鉄鋼中微量炭素の非破壊深度分布
測定 
*久保 謙哉1、二宮 和彦2、浅利 駿介3、稲垣 誠4、吉田 剛5、竹下 聡史6、梅垣

いづみ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. 国際基督教大学, 2. 大阪大学放射線基盤

機構, 3. 大阪大学理学部, 4. 京都大学複合原子力科学研究所, 5. 高エネル

ギー加速器研究機構放射線科学センター, 6. 高エネルギー加速器研究機構物質

構造科学研究所ミュオン科学研究系, 7. 日本原子力研究開発機構原子力科学研

究部門先端基礎研究センター, 8. 国立歴史民俗博物館） 

SAXSによる奥久慈産漆由来ラッカーゼの溶液構造 
*菅井 碧宙1、山口 峻英1、高妻 孝光1 （1. 茨城大学理工） 

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、張 小威2 （1. 産業技術総合研究所計量標準総合センター, 2. 中国

科学院高能物理研究所） 

スクラロース-水混合溶液中のタンパク質の選択的溶媒和 
黒岩 勇1、*槇 靖幸1、安中 雅彦1 （1. 九州大学大学院理学研究院） 

X線・中性子線回折によるジベンゾバレレン誘導体の
フォトクロミズムのその場観察 
*吉田 楓1、細谷 孝明1 （1. 茨城大学） 

（2020G631） 多孔材料から放出されるポジトロニウ
ムの飛行時間法によるエネルギー分布測定 
*周 健治1、魚住 亮介1、小林 拓豊1、田島 陽平1、吉岡 孝高1、前川 雅樹2、和

田 健3、難波 俊雄4、石田 明5、浅井 祥仁5 （1. 東大工, 2. 量研, 3. KEK 物構研,

4. 東大素セ, 5. 東大理） 

Met16His Pseudoazurinの X線結晶構造解析 
*青山 雄亮1、山口 峻英1、日下 勝弘1、高妻 孝光1 （1. 茨城大学院理工） 

量子ビームによる絹の染色機構に関する研究 
*山口 峻英1、星川 晃範1、篠塚 雅子2、中野 睦子2、阿部 仁1,3、日下 勝弘1

、高妻 孝光1 （1. 茨城大院理工, 2. 茨城県産業技術イノベーションセンター

繊維高分子研究所, 3. KEK物構研） 

SAXSによるウルシ由来ステラシアニンの構造解析 
*中山 綾乃1 （1. 茨城大学） 

精密湿度気流を用いた室温測定環境 
*松垣 直宏1、山田 悠介2、引田 理英2、平木 雅彦3、千田 美紀2、千田 俊哉2

（1. Photon Factory, KEK, 2. SBRC, IMSS, KEK, 3. MEC, KEK） 

(2019S03) J-PARC BL05 (NOP)における基礎物理研究
(2021) 
*三島 賢二1 （1. KEK） 

(2019S09) 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、金子 直勝1,2、猪野 隆1,2、山内 沙羅1,2、植田 大地
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. KEK物構研, 2. J-PARCセンター, 3. CROSS, 4.
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東北大金研） 

(2018S12) パルス偏極中性子ビームの利用 
*清水 裕彦1 （1. 名古屋大学） 

（2019S06） 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 
*池田 一貴1,2,3、本田 孝志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7、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、安 芳次1、佐次田 頌3、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 量子

ビーム, 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） 

（2020I16）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 
*山田 悟史1、細畠 拓也2、日野 正裕3、山形 豊2 （1. 高エネルギー加速器研究

機構, 2. 理化学研究所, 3. 京都大学） 

(2019S05) SuperHRPDの開発と機能性物質の構造科学研究 
*萩原 雅人1,2、鳥居 周輝2、山内 沙羅2、齊藤 高志2、神山 崇2、森 一広2 （1.

JAEA, 2. KEK） 

(2020S01) 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、横尾 哲也1、中島 多朗2、浅井 晋一郎2、齋藤 開2

、植田 大地1、川名 大地2、杉浦 良介2、浅見 俊夫2、井畑 良明3、谷野 弘明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. 東京大学 物性研究

所, 3. J-PARCセンター） 

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 
*遠藤 仁1、小田 達郎2、日野 正裕3、大下 英敏1、瀬谷 智洋1、安 芳次1 （1. 高

エネルギー加速器研究機構, 2. 東京大学, 3. 京都大学） 

(2019S10) 特殊環境回折装置 SPICA（ BL09）における機
能性物質の構造科学 
*齊藤 高志1 （1. KEK） 

（2018L0200） 非晶質シリケイト微粒子の水分子ダイナミ
クスの解析 
*奥地 拓生1、富岡 尚敬2、瀬戸 雄介3、梅田 悠平1、山田 武4、玉造 博夢5、柴

田 薫5 （1. 京都大複合研, 2. JAMSTEC, 3. 神戸大院理, 4. CROSS東海, 5. 原子

力機構） 

(2019L0600) エポキシ硬化物の界面凝集状態に及ぼす湿度
の効果 
*川口 大輔1,2、種子田 英伸1、青木 美佳2、宮田 登3、宮﨑 司3、 宇4、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. 高エネ機

構, 5. JAEA） 

(2018L0400)In-situ neutron diffraction observation of
dynamic transformation during the high temperature
deformation of a Zircaloy-4 alloy 
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その場中性子回折測定による Zircaloy-4合金の高温変形中
における動的相変態挙動の観察 
*Guo Baoqi1、Mao Wenqi2、柴田 曉伸3、Chong Yan1、Harjo Stefanus2

、Gong Wu2、Jonas John4、辻 伸泰1 （1. 京都大学, 2. J-PARCセンター, 3.

物質・材料研究機構, 4. McGill University） 

(2019L0300)マルチドメイン蛋白質の構造とダイナミクス
の階層性の解析 
*中川 洋1、斎尾 智英2、長尾 道弘3,4,5、井上 倫太郎6、杉山 正明6、富永 大輝7

、川北 至信1 （1. 原子力機構, 2. 徳島大, 3. NIST, 4. メリーランド大, 5. デラ

ウェア大, 6. 京都大, 7. CROSS） 

(2017L1300)中性子回折・散乱を用いた新規イオン伝導体
および複合アニオン材料の構造科学 
*藤井 孝太郎1、張 文鋭1、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. 東京工業大学　理学院, 2. KEK IMSS,

3. JAEA J-PARCセンター） 

（2019L0400）固体高分子形燃料電池触媒層におけるアイ
オノマ被覆構造 
*原田 雅史1、岩瀬 裕希2、高田 慎一3 （1. 豊田中研, 2. CROSS, 3. 原子力機

構） 

(2018L0300)オペランド中性子回折を用いたリチウムイオ
ン電池の状態解析 
*尾宮 哲也1、池澤 篤憲1、斉藤 景一2、高橋 慶多2、米村 雅雄3、齊藤 高志3

、神山 崇3、荒井 創1 （1. 東京工業大学, 2. 株式会社NTTファシリティーズ, 3.

KEK） 

総合科学研究機構　中性子科学センターの活動 
*小西 盛也1、野間 敬1 （1. CROSS） 

J-PARC MLFにおける KENS実験装置 
*伊藤 晋一1 （1. 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所） 

JRR-3供用運転再開と JRR-3ユーザーズオフィスの活動 
*田村 格良1、樹神 克明1、井川 直樹1、阿部 一英1、松江 秀明1 （1. 国立研究

開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門　原子力科学研究所 研

究炉加速器技術部　計画調整課 ） 

磁鉄鉱の酸化プロセス: マグヘマイト(γ-Fe2O3)の空孔秩序
転移 
*興野 純1、杵渕 伊吹1 （1. 筑波大学生命環境） 



       MLF-BL02  

中性子散乱用真空槽内における LAN ケーブル 

LAN-cable sheaths in a vacuum vessel for neutron 
scattering 

 
富永 大輝、上田 実咲 

総合科学研究開発機構 中性子科学センター 
 

BL02 真空槽内から発見された淡黄色粘性液体は、ポリ塩化ビニル（PVC）

被覆に使用されるフタル酸エステル系可塑剤であることが判明した。真空散

乱槽内に設置される検出器や電子機器には導線が必要であり、絶縁被覆・シ

ース材として PVC 剤が使用されたものが多いため、これらの損傷・劣化に起

因していると考えられる。高分子は電離放射線との相互作用により結合が切

断され、高分子構造によって損傷のしやすさが異なる[1]。これを参考に、市販

の LAN ケーブル被覆を用いて可塑剤等の添加物が流出するメカニズムなら

びに代替材を検討した。 

添加物には、一般に可塑剤・難燃剤・色素・酸化防止剤・金属不活性化剤

などが含まれ[2]、PVC 被覆の場合は PVC を軟質化するために大量の可塑剤

（30–60％）が含まれる[3]。詳細は明かされていないが、近年、環境負荷を考

慮した物質を用いたものへ移行している[4、5]。真空槽内を想定して、ガンマ

線照射や中性子照射後に真空処理した後の重量変化や弾性率変化からケー

ブル被覆を評価した。 

一連の実験結果から、可塑剤や難燃剤など添加物を含有する PVC 製やポ

リオレフィン（PO）製の LAN ケーブル被覆は電離放射線照射により，高分子鎖

の損傷がおき，真空雰囲気下で添加物が被覆から流出することが判った。ガ

ンマ線照射と中性子照射で，明確に影響が異なることも判った。耐放射線性

を有するポリイミド（PI）ケーブル被覆は，耐超高真空性にも優れることから，

現状で入手できる中では，中性子用真空槽内で使用するケーブル被覆材とし

て最適である。 

【謝辞】 京都大学複合原子力科学研究所でガンマ線照射実験（R2074）、

J-PARC の物質・生命科学実験施設で中性子実験（2021I0002）を遂行した。

その他の実験は総合科学研究機構の実験室で行った。 

【文献】 [1]大木義路 電氣學會雜誌 110, 5, 354, 1990. [2]S. Liu et al. 

Polymer Degradation and Stability, 156, 252, 2018. [3]R. Navarro et al. 

Macromolecules 43, 5, 2377, 2010. [4]西野裕暁ら 日本信頼性学会誌 40, 3, 

133, 2018. [5]木村一史 日本ゴム協会誌 75, 8, 348–351 2002. 
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       MLF 広報情報 

J-PARC MLF の 2021 年度の統計情報 
J-PARC MLF Statistic Information in FY2021 

 
五十嵐美穂１、伊藤崇芳１、岡﨑伸生１、山田悟史２ 

１ 総合科学研究機構（CROSS）、２ 高エネルギー加速器研究機構 

 
J-PARC MLF は世界中から実験課題申請を受け付けており、以下の 3 つの

観点から統計情報の公開が重要である。 

 

1. 利用成果について社会に説明する責任がある。 

2. 実験施設の効率的な運営を行うためにも利用成果の把握と検証が必要で

ある。 

3. ユーザーへの現状報告を行う。さらに、潜在ユーザーへの情報提供も念頭

に置き、新規ユーザー獲得につなげる。 

 

上記を踏まえ、2019 年秋より統計情報の公開を開始し、定期的に更新して

いる。統計情報は 3点あり、利用統計、運転統計、成果統計である。2022年 1

月現在の内容は下表の通り。 

 

利用統計 申請数の推移(短期課題) 

採択数の推移(短期課題) 

採択課題実験責任者所属割合(2020A 期、2020B+2021A

期 短期課題) 

採択課題分科会別割合(2020A 期、2020B+2021A 短期一

般利用課題) 

MLF ユーザー数の推移(全課題) 

運転統計 ビーム強度の履歴 

成果統計 論文数および Top10%論文割合の推移 

MLF Top10%論文一覧 2018年出版論文 

2019年出版論文 

論文化率(短期一般利用課題) 

論文分野割合(2006-2020 総計) 

 

本発表においては、2021 年度の公開情報の詳細を紹介する。 

 

MLF 統計情報：https://mlfinfo.jp/ja/aboutmlf/statistics.html 
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       PF-BL9A, 16A 

オペランド XAFS観測による 

炭酸ニッケル水分解触媒の反応メカニズムの解明 
Elucidation of the reaction mechanism on the nickel 

carbonate water splitting electrocatalyst by 
operando XAFS observation  

 

李 梓萌、坂井ありす、吉田 真明（山口大院） 

近年、再生可能エネルギーを利用した水の電気分解による水素製造法が

注目されている。しかし、水分解の水素生成反応に比べて酸素生成反応の効

率が十分ではないことから、高効率な酸素生成触媒の開発が求められている。

その中で近年、炭酸ニッケルが小さな過電圧で効率的に水を分解できる酸素

生成触媒として機能することが報告された 1。そこで本研究では、炭酸ニッケル

における吸着イオンの役割を調べるため、電解質水溶液を交換した際の触媒

活性試験とオペランド X 線吸収分光(XAFS)測定による吸着種の観測を行い、

炭酸アニオンの役割を解明することを目的に実験を行った。 

まず、炭酸ニッケル触媒を電析し、炭酸カリウム(K-Ci)およびリン酸カリウム

(K-Pi)水溶液に入れ替え、水分解電流の比較を行った。続いて、水分解反応

下において、KEK-PF BL9A および SPring-8 BL01B1 において硬 X 線 XAFS

を、KEK-PF BL16A および UVSOR BL3U において軟 X 線 XAFS 測定を行っ

た。 

活性試験の結果を Fig. 1に示す。炭酸ニ

ッケル触媒を炭酸カリウム中で測定する

と、高い水分解電流が観測され、優れた触

媒として機能することを確認した。続いて、

リン酸カリウム中で測定すると、水分解電

流はほとんど変化せず、リン酸中において

も触媒活性を維持することが分かった。一

方で、比較のため、リン酸中でニッケル触媒

を電析したところ、ほとんど水分解電流は観 

測されず、触媒活性を示すためには炭酸中 

で触媒を電析することが大事であることが 

示唆された。 

当日の発表では、XAFS測定の結果についても報告する予定である。 
 

 

1）X. Sun et al., Sustainable Energy Fuels, 2017, 1, 1287 

Fig.1 炭酸 Ni（青）とリン酸 Ni（赤）の活性試験 
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       MLF-S1 

SRによるペプチド結合へのプロトネーションと 

プロトンダイナミクスの解析 

Analysis of Dynamics of a Protonated Peptide Bond 

by SR 
 

菅原洋子 1,2・A.D. Pant3・杉山純 4・幸田章宏 3・髭本亘 5・下

村浩一郎 3・山口宏 6・楠木正巳 6・山村滋典 2・ 

三輪寛子 7・鳥養映子 8・永嶺謙忠 3・神谷健秀 2 

1豊田理研・2北里大学・3 KEK・4 CROSS・5 JAEA・ 

6関西学院大学・7電気通信大学・8山梨大学 

 

生体分子の機能発現にとり、プロトン移動は重要な役割を果たしている。近

年、ペプチド結合を介したプロトン移動の可能性が示され、高い関心が持たれ

る。ミュオン（+）は軽いプロトン（+）とも呼ばれ、ミュオンの注入はプロトネー

ションに相当した分子種を生み出す。SR により観測される+のダイナミクス

の情報は、+のダイナミクスについて貴重な情報を与える。 

ペプチド結合をもつ最も簡単な分子である N-メチルアセトアミド（NMAA：

CH3CONHCH3）、および、対照化合物として、グリシン（NH3
+CH2COO-）、グリシ

ンがペプチド結合でつながったトリグリシン（TG：NH3
+（CH2CONH）２CH2COO-）

など一連の化合物について結晶状態のSR 測定と量子化学計算を進めてい

る。NMAA について、SR データの温度依存性と、結晶構造モデルを用いた

DFT計算（ONIOM法を併用）により、ペプチド結合へのプロトネーションの最安

定部位はカルボニル基の酸素原子であるが、準安定部位として、窒素原子に

もプロトネーションが起こりうること（図１）、また、酸素に付加した H+（+）は水

素結合に沿って高い運動性をもつことが示された。これらの結果は、TG の

SR データとも対応しており、SR により、生体物質の機能において電子移動

とカップルして不可欠なプロトン移動のダイナミクスについての情報が得られ

ることが明らかになった。 

 
図 1 ONIOM法により得られた N-メチルアセトアミド結晶内のプロトネーション部位 
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       PF-AR-NW12A、MLF-BL03 

PcyA D105N-BV の結晶大型化とプロトン化状態解明に 

向けた結晶構造解析 

Crystal growth for PcyA D105N-BV and Crystal Structure 

Analysis for Elucidation of Protonated States 
 

七澤諒太 1, 堀江和輝 1, 萩原義徳 2, 杉島正一 3, 和田啓 4, 

福山恵一 5 , 海野昌喜 1, 6 

1 茨城大院理工, 2 久留米高専・生物化学, 3 久留米大・医, 4 宮崎大・医,  

5 阪大院理・生物科学, 6 茨城大 iFRC 

 
フェレドキシン依存性ビリン還元酵素の 1つ PcyAはヘム分解産物であるビ

リベルジン(BV)を出発物質として２段階の還元反応によりビリン色素の１つで

あるフィコシアノビリン(PCB)の生合成反応を触媒する。この反応の特徴は

PcyA が基質 BV の異なる２つの部位を一定の順序で部位特異的に還元する

点である。我々は野生型 PcyA-BV 複合体の中性子結晶構造解析により、構

造中に中性BVとプロトン化した BVH＋が混在し、その付近に存在する Asp105

もプロトン化、脱プロトン化した 2 つのコンホメーションをとっていることを見出

した[1]。この BV の 2 つの状態は計算科学的に予測されていた野生型 PcyA-

BV 複合体の吸収スペクトルとの相関関係と一致する結果であった[2]。また、

Asp105Asn (D105N)変異体および Ile86Asp (I86D)変異体それぞれと BVの複

合体の吸収スペクトルでは、WT で見られた長波長側のピークがそれぞれ消

滅および増大していた。本研究では、水素原子を可視化する有力な手法であ

る中性子結晶構造解析により、D105N-BV 複合体の BV および周辺アミノ酸

残基のプロトン化状態を明らかにし、野生型 PcyA-BV や I86D-BV との構造

比較を行うことで、吸収スペクトルと基質周辺のプロトン化状態との相関関係

を証明することを目的とした。 

以前に行った D105N-BV 複合体の中性子結晶構造解析では、不十分な重

水素化のため、もしくは回折データの質が悪かったため、BV および周辺アミノ

酸残基のプロトン化状態決定に至らなかった。そこで、条件の改良で得られた

新たな結晶を用いて中性子回折実験および同一結晶の X 線回折実験を行っ

た。得られた結晶構造より、D105N 中では BV は中性状態で存在しており、計

算科学的解析と一致する結果となった。また、野生型 PcyA-BV および I86D-

BVと比べ、BV周辺のアミノ酸残基のプロトン化状態やコンホメーションが異な

っていた。 

 

[1] Unno, M., et al., (2015) J.A.C.S., 137, 5455-5458      

[2] Hagiwara, Y., et al., (2016) FEBS Lett., 590, 3425-3434 
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       PF BL-5A 

DNA酸化損傷修復酵素 hOGG1の 

反応中間体の捕捉のための結晶化条件の検討 

 
Optimizations of Crystallization Conditions for 
Trapping Reaction Intermediates of the DNA 
Oxidative Damage Repair Enzyme, hOGG1 

 
古賀昌孝１、小室智稀 2、箕輪希海 2、田中好幸 3、海野昌喜 2, 4 

１茨城大工、2茨城大院理工、3徳島文理大薬、4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、グリコシラー

ゼ反応の触媒機構を解明するために、pH 依存的に活性を持つ K249H 変異

体を用いて、グリコシラーゼ反応中間体を捕捉することを目指した。そのため

に、最適な結晶化条件の探索を行った。 

〔実験〕大腸菌の発現系で得られた hOGG1 K249H 変異体を精製し、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。PFで得られた結晶の X線回折実験

を行った。 

〔結果・考察〕K249H 変異体が活性を持たない pH 8.0 での結晶化条件の探

索により、形状は良くないが結晶を得ることが出来た。X線回折実験の結果は、

構造精密化の途中である。まだ良質な結晶を得ることが出来ておらず、まず

は良質な結晶を再現性良く得ることが出来る、K294H変異体が不活性な塩基

性条件の結晶化条件を探索する必要がある。 

 

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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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[1]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。これに対し、2H–NMR 法は化合物中における 2H の数と

結合状態を分析できるため、重水素標識化合物の構造分析に利用されてい

る。この手法は 2H を直接的に観測できることから、1H–NMR 法よりも不純物

の影響を評価しやすい。しかしながら、2H–NMR 法は 1H–NMR 法と比較して

検出感度が低いため、定量分析には用いられていないのが現状である。 
本研究では、定量 2H–NMR 法の確立を目指し、内標準試料を用いた 2H–

NMR 測定および分析技術の

開発を行った。図 1 に 1H お

よび 2H–NMR 法で観測され

たスペクトル例を示す。2H–

NMR 法において、標準試料

の濃度を 20 mg/mL、データ

積算時間を 2 時間とした場合

に、定量分析が可能な精度

のデータを得た。本発表で

は、定量 2H–NMR 法の開発

に向けた計画とこれまでの研

究成果を詳細に紹介する。 
 
Reference 
[1] T. A. Darwish et al., Anal. Chim. Acta, 927 (2016) 89-98 
 

図 1 アセトン溶媒中における 1,4–BTMSB–d4 内標準 

物質の 1H および 2H–NMR スペクトル 
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粉末 X 線回折、中性子回折測定による 

ギ酸結晶分子間水素結合の圧力変化の観察 
X-ray and neutron diffraction analysis of 
intermolecular interactions in formic acid  

under high-pressure 
篠崎彩子 1，服部高典 2, 町田真一 3 

1 北大院理, 2 JAEA, 3 CROSS  

 
1. はじめに 

  もっとも単純なカルボン酸のギ酸（HCOOH）は、室温で加圧すると 1 GPa未

満の圧力で結晶化して直方晶系 Pna21をとる。結晶中でギ酸分子は O-H…O

間の水素結合によって鎖状に配列している。ラマン散乱、赤外吸収スペクトル

測定では、約 4.5 GPaで水素原子の分子間移動に伴う cis-trans転移(Shimizu 

1986)、約 20 GPaで水素結合の対称化(Goncharov et al. 2005)が報告されて

いる。本研究では、軽水素ギ酸(HCOOH)と重水素ギ酸(DCOOD)について、高

圧下粉末 X 線回折により圧縮挙動の違いを、重水素化試料については高圧

下粉末中性子構造解析により水素結合の圧力変化を調べた。 

 

2. 実験方法 

 まず、PF-BL18C においてダイヤモンドアンビルセル(DAC)を用いて室温高

圧下の粉末 X 線回折実験を行った。軽水素ギ酸については約 45 GPa, 重水

素ギ酸については 22.5 GPa までの測定を行った。また、J-PARC-MLF の

PLANET ビームライン(BL11)での中性子回折実験では、パリ―エジンバラプレ

ス(VX4)を用いて室温下での加圧を行った。圧媒体あり（フロリナート 3M FC72）

と圧媒体なしの条件で実験を行った。中性子回折実験では、X 線回折で求め

た重水素ギ酸の状態方程式から圧力を決定し、計 3 回の実験で 10.8 GPa ま

での中性子回折パターンを取得した。 

 

3. 結果と考察 

 X線回折実験において、先行研究と同様に 40 GPaまでの加圧、減圧過程で

は有意な結晶構造の変化は観察されなかった (Yamawaki et al. 1999, 

Goncharov et al. 2005)。また、軽水素ギ酸と重水素ギ酸の圧縮挙動に有意な

違いは見られなかった。2.7GPaから 6.3 GPaの間で測定した中性子回折パタ

ーンのリートベルト解析の結果から、加圧に伴う分子 O…D 距離の顕著な減

少が見られた。一方で分子内 O-D 間距離の変化はわずかであった。Shimizu 

(1986)で報告された 4.5 GPa 前後での cis-tarns 転移を示す結果は得られな

かった。 
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       MLF 

試料重水素化環境及び分析手法の開発 
Development of Sample Deuteration and Analysis 

Systems 
 

阿久津 和宏、佐原 雅恵、上田 実咲、鈴木 淳市 

総合科学研究機構（CROSS） 中性子科学センター 

 
 CROSS は、いばらき量子ビーム研究センターの建屋内にユーザーが試料

準備等を行うためのユーザー実験準備室を整備･運用している[1]。実験準備

室 III（バイオ・ソフトマター）では、ソフトマター系試料の合成、調整、特性評価

を行うための機器類が整備されているが、近年、試料重水素化環境の高度化

と重水素標識化合物の分光分析法の開発も実施されている。  

 試料重水素化環境としては、汎用のガラス・ステンレス器具による簡易重水

素化方法の開発等を実施している（図 1）。合成された重水素標識化合物は、

中性子反射率計の利用実験等に用いられ[2]、利用成果の創出に繋がってい

る。 

 また、フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR、測定波数範囲: 350〜4,000 

cm-1）は全反射測定（ATR）法が標準仕様となっており、溶液、粉末等の試料

の分析が可能で、中性子実験前後の重水素標識化合物やセラミック試料等

の状態解析等に活用されている。蛍光分光法や 1H-NMR 等の手法も重水素

標識化合物の分析に有効であり、それらの分光法による重水素標識化合物

分析法の開発も実施されている。 

本発表では、上記の開発に加え、重水素標識化合物の分析に向けたその

他の機器類の整備状況についても詳しく紹介する。 

 
図 1: 簡易型試料重水素化装置（左）及び蛍光分光光度計（右）。 

 
References 

[1] Y. Sakaguchi et al., Hamon, 24, 60—61 (2014).  

[2] K. Akutsu-Suyama et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 17512—17516 

(2019). 
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       PF BL-1A, 5A、SLS X06SA 

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 microhemerythrin, an oxygen-

binding protein from Pseudomonas aeruginosa 
 

南本晃希 1, 北西健一 2, 海野昌喜 1, 3 

1 茨城大院・理工、2 東京理科大・理、3 茨城大・フロンティア 
 

【緒言】 最近になり発見された緑膿菌由来のヘムエリスリン様タンパク質（マ

イクロヘムエリスリン：Mhr）[3]は、海洋無脊椎動物や一部の環形動物がもつ酸

素運搬タンパク質ヘムエリスリン(Hr)と類似の構造と機能を持つと推定されて

いる。Hr の単量体は 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

鉄が酸素に架橋された構造[1]をもち、還元型、酸素結合型、酸化型の酸素結

合様式[2]が提唱されているが、X 線構造解析では水素原子の可視化が難しく

この結合様式を実験的に見ることは難しい。この特異な酸素結合様式を水素

原子レベルで解明するために、我々は緑膿菌 P. aeruginosa 由来の Mhr の中

性子構造解析を目指した。この研究は、同時に、緑膿菌の増殖を抑えるのに

従来の抗菌薬に変わる新たな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。この Mhr については立体構造さえも未報告であることから、本研

究では、X 線結晶構造解析から取り掛かかった。 

 

【実験】大腸菌発現系で Mhr の遺伝子を発現し、Ni アフィニティ及びゲル濾過

カラムクロマトグラフィーによって精製し、PEG を組成に含むリザーバーを用い

てシッティングドロップ蒸気拡散法で結晶化した。得られた結晶から PF での X

線回折データをもとに X 線結晶構造解析を行った。 

 

【結果】結晶化スクリーニングとその条件の最適化の結果、酸化型、還元型及

び azide 結合型 Mhr の結晶を得ることができた。、酸化型 Mhr の結晶から最

高分解能 1.93Åの X 線回折データを得ることに成功し、鉄の異常散乱を用い

た方法で構造を決定した。 Mhr はゲル濾過分析により単量体と予測されてお

り、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。また、酸化型特有の酸

素原子も確認できた。さらに、Mhr 特有の C 末端構造も世界で初めて明らか

にした。 

[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 

[3] Michelle E. Clay. et al. (2020) PNAS., 117, 3167–3173 
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       PF BL-1A 

B 型肝炎ウイルス逆転写酵素の薬剤耐性化機構の洞察  

Structural insights into the mechanisms of drug 
resistance in HBV reverse transcriptase 

 

安武義晃 1,2・服部真一朗 3・田村範子 1・前田賢次 3・満屋裕明 3,4 
1 産総研・生物プロセス、2 CBBD-OIL、3 国立国際医療研究センター・研究所、

4 National Cancer Institute, National Institutes of Health 
 

 

B 型肝炎ウイルス（HBV）は全世界で約２億５千万人に持続感染し、HBV が原

因の肝癌や肝硬変等の疾患により年間 100 万人近くが死亡している。現在使

用されている抗 HBV 薬は全て HBV 逆転写酵素（RT）をターゲットとした核酸

アナログ製剤であるが、継続的な薬剤の投与により出現する薬剤耐性ウイル

スが大きな問題となっている。特に、主要な抗 HBV 薬であるエンテカビル

（ETV）およびラミブジン（3TC）が効きにくくなる共通したアミノ酸置換（HBV RT 

M204V/L180M 等）が報告されており、これらアミノ酸置換が生じた薬剤耐性ウ

イルスにも強い効果を示す新たな核酸アナログの開発が急務である。新規薬

剤設計を行うために HBV RT の立体構造情報は重要な役割を担う。しかしな

がら、HBV RT は極めて不安定かつ不溶性の酵素として知られ、いかなる発

現システムを用いても大量安定に取得することは困難である。したがって構造

学的研究も全く進んでいない。一方、私たちはこれまで、HIV RT の活性ポケッ

ト に HBV RT 型 の ア ミ ノ 酸 を導入 し た ３重 変異体 （ 3MB キ メ ラ

（Q151M/Y115F/F116Y））を作成し、3MB キメラを持つ HIV が ETV/3TC に強

い感受性を示すように変化することを発見した。そこで 3MB キメラに HBV RT

の M204V/L180M に相当する変異、M184V/F160M を導入したところ、HBV同

様に ETV/3TC に対す る 薬 剤 感受性 が M184V の導入で減少し 、

M184V+F160M でさらに大きく減少することがわかった。そこで、HIV RT 3MB お

よび 3MB+M184V, 3MB+M184V+F160M の結晶構造解析を行い、これらの構

造の詳細な比較検討を行ったところ、特に F160M の効果により活性ポケットを

構成するアミノ酸側鎖の相対的な位置が微細変化し、ETV/3TC が M184V の

側鎖メチルおよびプライマーの３’末端リボースリングとの立体障害により結合

し難くなる様子が観察された。これら HBV 型 HIV RTキメラおよび薬剤耐性変

異体の立体構造は、薬剤耐性を克服する新規抗 HBV 薬設計に重要な情報を

提供する。 
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インフルエンザウイルス RNAポリメラーゼ阻害剤の 

探索と X線結晶構造解析 
Exploration and X-ray Crystallography  

of Influenza Virus RNA Polymerase Inhibitors 
 

大林ひかり 1, 郭艶 1, 加茂大知 1，額賀路嘉 2, 山本典生 3,  

西田紀貴 1, 星野忠次 1 
1千葉大院薬，2城西国際大薬，3東海大医 

 
【背景・目的】 

インフルエンザウイルスは季節的な流行を繰り返し，世界的に年間 25～30 万

人もの死者を出している。主要な抗インフルエンザ薬として，M2 阻害剤とノイ

ラミニダーゼ阻害剤が挙げられるが，耐性ウイルスが問題となっている。 

近年，新規の抗インフルエンザ薬として RNA ポリメラーゼ阻害剤が開発され

ている。ウイルスの RNAポリメラーゼは３つのサブユニットから構成される。 

そこで本研究では，エンドヌクレアーゼ活性を持つ PA サブユニットの N 末端

(PAN)を標的とする新規抗インフルエンザ薬の開発を目的とし，エンドヌクレア

ーゼ阻害活性を有する新規化合物を合成・評価した。 

【方法・結果】 

我々は既に，良好なエンドヌクレアーゼ阻害活性を示す化合物 1 と，1 にアミ

ンを導入した化合物 2 を同定していた。化合物 1は既に PANとの X線結晶構

造解析が行われ，結合様式が明らかにされている。しかし，化合物 2 におい

ては結晶構造解析は行われていなかった。そこで，本研究では化合物 2 の X

線結晶構造解析を行い，PANとの結合様式を明らかにした。 

また、化合物 1 の結合様式を元に、新たに芳香環を導入した化合物 3 を設計

し合成を試みた。当初の合成経路では副反応の結果、目的の化合物 3 では

なく化合物 4 が得られたが、化合物 1 と同等のエンドヌクレアーゼ阻害活性を

示した。そこで同様に X 線結晶構造解析を行い、化合物 4 と PANとの結合様

式を明らかにした。 

さらに、新たな合成経路を再検討し、当初の目的であった化合物 3とその類縁

体の合成に成功した。化合物 3 も化合物１に劣るもののエンドヌクレアーゼ阻

害活性を示した。 

今後は，化合物３のPANとのドッキングシミュレーションと結晶構造解析を行い，

それらの結果をもとに，さらなる構造最適化を行う予定である。 
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MLF-BL19

Cu-Pd-Fe三元合金におけるCsCl型規則構造の
形成メカニズム

Mechanism of the formation of the CsCl-type
ordered structure in Cu-Pd-Fe alloys

筑波大数理物質、原研 J-PARCA、東北大金研 B

高橋美和子、川崎卓郎 A、ハルヨ・ステファヌス A、梅津理恵 B

Cu-Pd二元合金は 40at.%Pd近傍の組成で fcc(A1)不規則相から CsCl型 (B2)規
則相へと規則・不規則相転移を起こす。この相転移は原子配列と同時に格子の大きな変
化を伴う。また転移温度 TcはCsCl型の理想的組成からPd低濃度側に大きくはずれた
40at.%Pdで最高値をとる。Cu-Pd合金の規則構造に関する報告は数多いが、現在に至
るまでこの特異な相転移現象のメカニズムは解明されていない。本研究では、Feが温度
によって fcc構造 (γ-Fe）または bcc構造（α-Fe、δ-Fe）をとり、Cu-Pd合金と同じ格
子変化を伴う構造相転移を起こすことに着目し、Feを 10at.%以下の低濃度で固溶させ
たCu-Pd-Fe三元合金における相転移現象へのFe添加効果をを調べることにより、この
相転移メカニズムの解明を目指している。Pd低濃度領域（< 40at.%）のCu-Pd-Fe三
元合金を作製し、その規則・不規則相転移をX線、中性子線回折測定およびを示差熱分
析測定 (DTA）により調べた結果、三元合金ではB2相は単相としては形成されずに常
にA1相との共存相として現れる一方で、Tcは上昇して二元合金Cu60Pd40での最高相
転移温度 598oC（Tc0）を大きく上回ることが明らかとなった。図 1にCu57Pd38Fe5の高
温 in-situ中性子回折測定およびDTA測定の結果を、図 2にその相転移の様相の概略図
を示す。不規則化の開始温度 Tc（図中では Tc1 = 628oC）より高温側の非常に広い温度範
囲（< Tc2 = 893oC）に渡ってB2相がA1相中に共存し、温度上昇とともにその割合が
減少していることが示されている。発表では電気抵抗、磁化率の測定結果について合わせ
て報告する予定である。

図 1.Cu57Pd38Fe5おける中性子反射強
度の温度依存性とDTA曲線.

　

図 2. Cu57Pd38Fe5の相転移の様相.
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ナノ空間に閉じ込められた水の X 線構造解析 
X-ray diffraction of water confined in a nano-space 

 
吉田亨次１、山口敏男１、馬渡和真２ 

１ 福岡大理 ２ 東大院工 

 

マイクロ流体デバイスに代表されるように微小空間を利用した化学反応や

物質の分離精製法が注目されている。最近のナノテクノロジーの目覚ましい

進歩により、トップダウンによる数百ナノメートルの流路を持った流体デバイス

の作製が可能となっている。このようなナノ空間内に閉じ込めた水は高粘度、

高プロトン移動度、低誘電率といった様々な特異な物性を有することが明らか

となっている。ナノ空間の特性を活用したバイオデバイスやエネルギーデバイ

スの開発のためには、ナノ空間水の構造を明らかにする必要がある。 

本研究では、高輝度の放射光を利用して、チャンネル幅が 300 nm (チャン

ネル形状は square 型と plate 型)および 500 nm である SiO2 と SiN のハイブリ

ッドデバイス中の水の構造解析を行った[1, 2]。空のデバイスからの散乱を差

し引き、ナノ空間内の水の動径分布関数を得た。500 nm 空間中の水の動径

分布関数はバルク水のものとほぼ一致しており、ナノ空間内の水の量が数 

nL であるにもかかわらず、構造解析が可能であることを示している。しかしな

がら、バルク水との違いを見出すことは困難であった。一方、300 nm 空間中の

水の動径分布関数ではバルク水との違いが見られた（Ｆig.１）。1.8 Å のピーク

（水素結合している水分子の水素原子―酸素原子間距離）および 2.8 Å のピ

ーク（水分子の酸素原子間距離）について、ナノ空間水（square 型）はバルク

水に比べてピーク強度が高い。水分子同士の rigid な水素結合が形成されて

いると考えられる。また、7 Å

付近の第 3 配位圏のピーク

はナノ空間水（square 型と

plate 型の両方）ではバルク

にくらべて小さく、ナノ空間で

は水の 3 次元構造は歪んで

いると思われる。 

 

[1] K. Mawatari et al., Lab 

Chip 18, 1259-1264 (2018). 

[2] K. Mawateri et al., J. Mol. 

Liquids, in press (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 300 nm ナノ空間中の水の動径分布
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       PF-AR NW12A 

回折 X 線明滅法を用いた天然ゴム内分子動態の解析 
Observation of molecular dynamics of natural 

rubber using diffracted X-ray blinking 
 

新井達也 1、増井友美 2、引田理英 3、岸本浩通 2、佐々木裕次 1 
1東京大学大学院新領域、2住友ゴム工業、3高エネルギー加速器研究機構 

 
【緒言】：天然ゴムは、イソプレンを主成分として脂質・タンパク質等を数%含む

高分子多成分系である。一見固体に見えるゴムの内部では無数のポリマー

分子がミクロブラウン運動をしており、それらは物性と密接に関係している。し

かし、そのような微小運動を簡易的に測定する方法は確立されていない。本

研究では、加硫促進剤剤として酸化亜鉛 ZnO が添加された天然ゴムを薄膜

化したサンプルに対して、回折 X 線明滅法(Diffracted X-ray Blinking: DXB)を

用いることで、ゴムの内部分子動態を測定することを目的とした。 

 

【方法】：天然ゴム ST-600(ムサシノケミカル株式会社)の X線回折像の取得に

は、PF-AR ＮＷ12A および SPring-8 BL40XU を使用し、検出器には EIGER2 

１M 及び PILATUS3 S 2M を用いた。ZnO 結晶の運動測定には DXB 法を用い

た。ZnO の動きに由来する X 線回折強度揺らぎ(明滅)を自己相関関数を用い

て解析することにより、運動の速さ(Decay constant)に変換した（図 a）。 

 

【結果・考察】：ST-600 の通常状態と引張状態の時分割 X 線回折像を比較す

ると、引張状態で ZnO の運動が大き

く上昇する事が分かった(図 b, c)。ま

た 、 その回転拡散係数は 100 

mrad2/s という非常に遅い運動であ

ることが分かった。ZnO はポリイソプ

レンと結合しているため、これはゴム

全体の運動を反映していると考えら

れる。更に、測定温度を 298K から

258K に変化させた際には、酸化亜

鉛の運動が劇的に減少した。これ

は、この温度領域に ST-600 のガラ

ス転移点が存在するためだと考えら

れる。これらの結果より、高分子系

に存在する結晶性物質をプローブと

することで、高分子の動態計測が可

能であることが明らかになった。 
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       PF-BL5A、PF AR-NW12A  

糖質加水分解酵素ファミリー31 に属するα-1,3-グルコシダ

ーゼの X 線結晶構造およびクライオ電子顕微鏡構造 
Crystal and cryogenic electron microscopy 

structures of a glycoside hydrolase family 31 α-1,3-
glucosidase 

 
○池谷 真里奈 1、守屋 俊夫２、安達 成彦２、川崎 政人２、 

朴 龍洙 1,３、宮崎 剛亜 1,３ 

１ 静大・創造院・バイオサイエンス、２ KEK・物構研・構造生物学研究センタ

ー、３ 静大・グリーン科学技術研究所 

 

［目的］ 我々はこれまでに乳酸球菌 Lactococcus lactis のゲノムより糖質加

水分解酵素ファミリー31（GH31）に属する機能未知遺伝子 LlGH31_u1 を見出

し、その遺伝子産物が、グルコースがα-1,3 結合した糖であるニゲロオリゴ糖

を加水分解する酵素であることを明らかにした。本研究では、LlGH31_u1 の基

質認識機構の構造基盤を明らかにするため、X 線結晶構造解析およびクライ

オ電子顕微鏡による単粒子解析を行った。 

[方法・結果］ N 末端に His タグを融合させた組換え LlGH31_u1 を用いてハン

ギングドロップ蒸気拡散法により結晶を作製し、PF ビームラインにおいてＸ線

回折強度測定を行った。空間群 P21（結晶学的非対称単位中に 6 分子）また

は P6322（結晶学的非対称単位中に 1 分子）に属する二種類の結晶が得られ、

それぞれのリガンドフリー構造を 1.75 Å および 1.85 Å の分解能で決定した。さ

らに、空間群 P6322 に属する結晶のニゲロース複合体構造を 1.75 Å の分解 

能で決定した。また、KEK で運用されているクライオ電子顕微鏡 Talos Arctica 

G2 (加速電圧：200 kV、検出器：Falcon 3EC detector) により測定したデータを

用いて単粒子解析を行い、分解能 2.73 Å のリガンドフリーLlGH31_u1 のマップ

を得た。 

結晶構造とクライオ電顕構造のいずれからも LlGH31_u1 がホモ六量体を形

成することが示唆された。両者の全体構造は類似しており、空間群 P21 の結

晶構造と電顕構造の CαRMSD 値は 1.340 Å であった。リガンド複合体の構造

から、六量体の形成によって、隣接するプロトマーの Tyr99 残基が、触媒部位

に結合したニゲロオリゴ糖と水素結合を形成し、基質認識に関わると考えられ

た。一方で、電顕構造においては Tyr99 残基が存在するループ部分のマップ

は不明瞭であった。また、電顕構造と結晶構造でわずかに異なっている領域

が存在し、結晶のパッキング効果のない状態では、Tyr99 残基が存在するル

ープやこれらの領域が揺れ動いている可能性が示唆された。 
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       PF BL-17A 

計算機設計した新規 MBL阻害剤の結晶構造解析 

Crystal Structure Analysis of a Novel MBL Inhibitor 
Designed by Computer 

 
○加茂 大知 1、郭 艶 1、米田 友貴 2、額賀 路嘉 3、西田 紀貴 1、星野 忠次 1 

1千葉大院薬、2北大院工、3城西国際大薬 

 
【背景・目的】 

抗菌薬の効かない薬剤耐性菌の脅威は世界的に広まっており、2050 年に

は薬剤耐性に起因する世界の年間死者数が 1,000 万人を超え、がんによる

年間死者数 820 万人を超えるとの試算もある。代表的な抗菌薬である β ラク

タム剤を加水分解する β ラクタマーゼのうち、活性中心に亜鉛原子を持つメタ

ロ-β-ラクタマーゼ(MBL)は、多剤耐性菌の一因として危惧されている。現在、

臨床レベルのMBL阻害剤はなく、その開発が急務となっている。 

 

【方法・結果】 

 これまでの研究で、MBLのうち IMP-1 (Imipenemase)とNDM-1 (New Delhi 

MBL)に阻害活性を示すヒット化合物 1a を同定し、IMP-1 との共結晶を得た

(PDB#; 6JKA)。X線結晶構造解析の結果を基に、MDシミュレーションを行っ

たところ、化合物 1aの δ-ラクタム環が MBLに加水分解され、新たに生じたカ

ルボキシル基が MBL 活性中心の亜鉛原子と相互作用すると示唆された。[1] 

結合構造を基に、所属研究室で独自に開発したドッキングシミュレーションソフ

トウェアである Orientation プログラム[2]を用いて化合物 3a を設計した。合成

した化合物 3aはMBL阻害活性を示した。そこで構造改変を進め、リード化合

物として第三級アミン 4bを得たのち、IMP-1との共結晶を得た。 

 本発表では、計算機を用いた化合物設計、ならびに合成したリード化合物 4b

と IMP-1複合体の結晶構造解析について述べる。 

 
【参考文献】 
[1] Kamo, T. et al. Chem. Pharm. Bull. 2021, 69 (12), 1179-1183 
[2] Fuji, H. et al. Chem. Pharm. Bull. 2017, 65 (5), 461-468 
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       MLF／BL02 

準弾性中性子散乱エネルギープロファイルへのアダプティブ

カーネル密度推定の適用 
Application of adaptive kernel density estimation to 

quasi-elastic neutron scattering energy profiles 
 

巽一厳１、松浦真人２、島崎秀昭３、稲村泰弘１ 

１JAEA J-PARC、２CROSS、３北海道大学 

 
ポアソン点過程に基づくヒストグラムビン巾[1]やカーネルバンド巾[2]の最適

化が提案され、前者は非弾性中性子散乱に試行された[3,4]。準弾性中性子

散乱(QENS)では強い弾性散乱ピークを含み、局所で最適化する必要がある。

エネルギープロファイルを解析する場合、ビン巾を経験的に決めたヒストグラ

ムが従来用いられてきた。本研究では、得られたデータに対しカーネルバンド

巾を局所で最適化する密度推定法[2]を適用した。 

 ナフィオンの QENS データを用いた。モ

ニター強度および散乱強度の分布を、計

数統計を保持して取得し、それぞれの密

度推定の除算を QENS エネルギープロフ

ァイルの推定とした。低温での推定を装

置分解能関数とし、室温の推定を２成分

のローレンチアンでフィッテイングした。

室温のイベントデータを計測時間で限定

し、データの総計数に対する半値半幅の

依存性を調べた。 

 結果例を右図に示す。0.00025meV の

ビン幅のヒストグラムで同様のフィッテイ

ング解析した結果と比較する。カーネル

密度推定とヒストグラムでの半値半幅は

概ね整合した。カーネル密度推定でのエ

ラーバーはヒストグラムのものの約半分

以下に全般的になっている。統計が不足

するとカーネル密度推定の場合よりヒス

トグラムでの半値半幅は定まらない。 

文献 

[1] H. Shimazaki et al., Neural Comput., 19 1503 (2007). 

[2] H. Shimazaki et al., J Comput. Neurosci. 29 171 (2010). 

[3] K. Muto et al., J. Phys. Soc. Jpn., 88 044002 (2019). 

[4] K. Tatsumi et al., J. Appl. Cryst. Submitted. 

 
図.バンド巾局所最適化したカーネル密度推
定でのローレンチアン半値半幅(KDE 成分
1,2)および等幅ヒストグラムでのローレンチ
アン半値半幅(ヒストグラム成分1,2)。横軸は
各部分データの総カウント数の全測定時間
での総カウント数に対する割合。 
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       AR-NW12A 

Klebsiella pneumoniae マルトヘキサオース生産アミラーゼ

の結晶中での構造変化 

Conformational changes of the Klebsiella pneumoniae 

maltohexaose-producing amylase in the crystal 
 

藤本 瑞、岸根 尚美、門間 充 

農研機構-高度分析研究センター 

 
Klebsiella pneumoniae のマルトヘキサオース生産α-アミラーゼ（KpG6A13） 

は、酵素反応初段階で、澱粉からグルコース 6 個で構成されるマルトヘキサオ

ースを生産し、その後マルトースとグルコースまで分解する[1]。酵素の生産物

特異性を明らかにするため、X 線結晶構造解析を進めている。 

これまでに、KpG6A13 は大腸菌発現系を用いて調製し、結晶化を行い[2]、

テルビウム誘導体結晶を用いた単波長異常分散法（SA 法）により立体構造を

決定した。KpG6A13 は、糖分解酵素ファミリー13 に属し、多くのα-アミラーゼ

でみられる TIM-バレル構造を持つ触媒ドメインとその周辺の複数の小ドメイン

で構成される。基質認識機構を明らかにするためマルトオリゴ糖との複合体

の構造解析を試みてきたが、触媒部位が結晶中の分子パッキングにより塞が

れており、複合体構造を得ることができなかった。そこで、KpG6A13 の N 末端

のドメインの欠失変異体（KpG6A13ΔN）を作製し、改めて結晶化条件の検討

を行い結晶を取得した。 

KpG6A13ΔN の結晶の X 線回折データを、高エネルギー加速器研究機構

放射光施設（PF-AR）、ビームライン NW12 において 2.3Åまでの分解能で取

得した。立体構造を分子置換法用いて決定し確認したところ、触媒ドメインは

構造をとっていたが、触媒ドメインに挿入された Bドメインと呼ばれる領域の一

部に電子密度が観察されなかった。KpG6A13ΔN は、試料にカルシウムを添

加した状態では結晶が生成せず、カルシウムを加えない条件で得られた結晶

を構造解析に用いたため、本来分子内に２個存在するカルシウムがない非活

性型構造が観察されたものと考えられた。 

そこで、結晶にカルシウムを添加して、X 線回折データを取得し構造の変化

を確認したところ、カルシウム添加後は、触媒ドメインと B ドメインの間へのカ

ルシウムイオンの結合が見られ、活性型酵素の構造を有していた。 

現在、KpG6A13 の基質認識機構の解明を目指してマルトオリゴ糖との複合

体の構造解析を進めている。 

 

Reference 

[1] Momma, Biosci Biotechnol Biochem. (2000) 64, 428-431.  

[2] Momma et al. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. (2004) 60, 2352-2354. 
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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の 

その場観察 

In-situ observation of crystalline photochromism of 
dibenzobarrelene derivatives 

川本 一輝、細谷 孝明、茨城大学大学院理工 

 
ジベンゾバレレン誘導体は溶液・固相中で可視・紫外光を照射すると多様な

反応を起こす【1】。これまでの研究では、結晶相における橋頭部との反応様式

の関連性に注目し、Ｘ線構造解析によるその場観察から架橋部にベンゾイル

基、橋頭部にメチル基を持つ 1b では架橋部のベンゾイル基のカルボニル酸

素が橋頭部の水素を引き抜く Norrish Type Ⅱ反応が起こっていることを明ら

かにした[2]。また、架橋部にエトキシ基、橋頭部にアセチル基を持つ 1c は 1b

と同様にＸ線構造解析によるその場観察から tri-π-methane転位反応と思われ

る中間体が確認された[3]。橋頭部に tri-π-methane 転位が起こった際にビラジ

カルを安定化させる電子求引基であるホルミル基と Norrish Type Ⅱ反応に必

要な γ-水素原子があるメチル基を持つ 1d を合成した。当研究室内の結果か

らではどの反応機構かわからないためＸ線構造解析や IR で着色体への構造

変化の機構を解明するとともに、着色体の構造、とくに橋頭部置換基と反応

性・色変化の関係性を明らかにしていくことを目的とした。1d は単結晶Ｘ線構

造解析にて構造が確認され、光照射を行うと単結晶が無色から緑色に変化し

た。この緑色に変化した単結晶をＸ線構造解析したところ照射前と比べて特に

構造などに変化が見られなかった。これは光が単結晶表面のみで反応が進

行し内部まで光が届かずに全体として反応進行率が低かったためと考えられ

る。また、IR測定にて 330 nmの光を照射し構造変化の追跡を行った。照射時

間の増加に伴って架橋部のカルボニル基の吸収と思われる 1724 cm-1のピー

クが減少し、1740 cm-1 付近に新たなピークが出現した。また、1708 cm-1 のホ

ルミル基と思われるピークが減少し、1716cm-1 に新たなピークが現れた。また、

1637cm-1 の C=C 結合のピークの減少も見られたことから、架橋部の π 結合

が切れたと考えられる。光照射によって tri-π-methane転位反応が起こり、架橋

部のπ結合が切れたことで架橋部の共役が切れたことでカルボニル基のピー

クが高波数側にシフトし、ホルミル基については立体障害が大きくなったため

高波数側にシフトしたと考えられる。 

 

[1] Chem. Soc. Rev., 2005, 34, 48–57 

[2] Shihomi Okabe and Takaaki Hosoya,  

   JPS Conf. Proc., 8 031014 (2015) 

[3] H29 年度 中村祐樹 茨城大学大学院 

   理工学研究科量子線科学専攻 修士論文 

                             

架橋部 

橋頭部 
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擬環状型で二量体化したエーテル型リン脂質から成る膜の

構造解析 

Structural analysis of membranes composed of 
pseudo-cyclic tetraether bisphosphatidylcholine 

  

土田直之 1、高木俊之 2、高橋 浩 1、吉原利忠 1、飛田成史 1、園山正史 1 
1群馬大学院理工、2産業技術総合研究所 

 
古細菌の多くは、熱水や塩湖など極限環境に生息している。真正細菌とは

異なり、古細菌の生体膜脂質はエーテル結合型脂質であるという特徴を持つ。

さらに、古細菌脂質種の多くは、脂質分子がフィタニル鎖の単一または二重中

間層を介して架橋され環状化合物となっている。真核生物、真正細菌の膜脂

質では、疎水鎖はエステル結合で繋がっており、環状でもない。上記の膜脂

質の特徴が、古細菌の生体膜に高い熱安定性と低い膜透過性を与え、古細

菌が高温や高塩濃度環境に適応できたと考えられている。しかし、エーテル

結合、それに環状であることが分子機構的に、どう安定性に寄与しているか

の詳細は良く分っていない。 

 最近、我々は、環状であることの効果の詳細を調べる目的で、あえて擬環状、

つまり、リン脂質の 2 本の疎水鎖の内一方だけを結びつけた擬環状エーテル

結合型リン脂質（PC-DTPC）（図１)を合成し、その膜物性を調べた（Tsuchida  

et al., BBA 1863 (2021) 183569）。結果、通常のエーテル型リン脂質の

DTPC とは異なる物性を示した。 

本研究では、その差の起源を探るため、PC-DTPC と DTPCのそれぞれか

ら成る膜の構造を X線回折で調べた。実験は、高エネ研の放射光施設で行っ

た。回折強度から電子密度分布を計算した結果、擬環状にすることで膜厚は

通常のエーテル型リン脂質の膜よりも薄くなり、また、膜中央部分の電子密度

が上昇することを見出した。膜構造と膜物性の相関について議論する予定で

ある。 

 
 

図 1 通常のエーテル結合型リン脂質 DTPC（A）と擬環状のエーテル結合型

リン脂質 PC-DTPC（B） の化学構造。（A）では、脂質二重層膜を形成する時

の配置で 2個の DTPC分子を描いている。 

 

PC3-58_M-122 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2021年度量子ビームサイエンスフェスタ - PC3-58_M-122 -



（施設）        

J-PARC MLF 機器安全チーム 2021 年度活動報告 
Activities of MLF Equipment Safety Team 

 
野尻雄幸 1、神原理 2、田中浩道 2、大内啓一 1、幸田章宏 3、 

河村成肇 3、桐山幸治 1、鈴谷賢太郎 2、奥隆之 2、相澤一也 2 
1 総合科学研究機構 中性子科学センター 

2 J-PARC センター（JAEA） 
3 J-PARC センター（KEK） 

 
J-PARC MLF では、利用者が成果を創出するための実験を安全に実施で

きるように、MLF機器安全チームにおいて利用者がMLFへ持ち込む機器の安

全確認や機器安全に関する相談対応等の安全支援を行っている[1]。MLF 機

器安全チームは JAEA、KEK、CROSSメンバーで構成されており、今年度の活

動実績としては、確認の対象となった 147 件※の実験課題に対して、現品又は

書類による安全審査を合計 107件実施した。また、前回の安全審査合格後、1

年を経ていない安全審査を必要としない機器の持ち込み 40 件を確認した

（2022 年 1 月現在）。 

※2020 年度は新型コロナウィルスによる利用者の一時受け入れ停止の影 

響等により課題件数が減少し、合わせて安全審査件数も減少したが、 

2021年度の審査件数は例年並みに復帰している。 

MLF 機器安全チームでは、MLF で実験を行う上で使用する機器の安全の

ポイントを J-PARC MLF の利用者情報纏め Web サイト(Next to Ｍｅｅｔ＠ＭＬ

Ｆ)[2]で公開し、適宜更新を行っている。本報告では、最近の更新内容を含め

た具体的な安全のポイントや、その他安全審査の効率化として行った幾つか

の改善内容を紹介する。 

 

[1]大内啓一ら、“J-PARC MLF 機器安全チーム 活動報告”、 

2018 年度量子ビームサイエンスフェスタ 

[2] J-PARC MLF 利用者情報纏め Webサイト（Next to Ｍｅｅｔ＠ＭＬＦ）の 

（機器安全に関して） 

https://mlfinfo.jp/ja/regulations/instrument_safety.html 
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       MLF BL-14 

モデル化による polybutadiene の局所ダイナミクス解明 
Local dynamics of polybutadiene by new models 

 
菊地龍弥 1,2,3, 間下亮 1, 金谷利治 4, 増井友美 1,5, 岸本浩通 1, 中島健次 2,6 

1住友ゴム工業, 2J-PARC, 3KEK, 4京大, 5東北大, 6JAEA 

 
近年、SDGs を始めとして、製品に対する社会的ニーズが非常に高くなって

いる。我々のグループでは、ゴムの燃費の向上や製品の長寿命化、安全性・

信頼性の向上など様々な研究を行っている。その中で、様々なゴム物性とゴ

ムの原子・分子ダイナミクスとの関係性を解明することで、画期的なゴム材料

の開発を目的として、MLF においてゴムの QENS 実験を継続して行っている

[1]。一方、ゴム物質における局所ダイナミクスの研究は進められているもの

の、具体的な解析モデルとして確立されていない。そのため、ゴム材料開発へ

の応用はあまり進んでいない。本研究では、QENS によって観測される局所ダ

イナミクスを詳細にかつ具体的に解明することで理解を深め、応用への道筋

をつけることを目的にしている。 

基本的なゴムの１つである polybutadiene の QENS スペクトルについて、複

数の緩和とボゾンピークを同時に評価可能な MDA[2]を開発し解析を行った

（図 1）。その結果、低温のガラス状態から高温のゴム状態まで、ボゾンピーク

を含め 5 つの運動モードが分離された。これらのモードの強度および緩和時

間についてその Q 依存性および温度依存性に抽出し（図 2）、新たに構築した

モデルで解釈を行った。本発表では、構築したモデルについてとそのモデルに

よる解析結果を示し、モデルの妥当性とその結果から得られる物理描像につ

いて議論を行う。 

[1] T. Masui, et al., J. Phys.: Conf. Ser. 502 012057. 

[2] T. Kikuchi, et al., Phys. Rev. E 87, 062314 (2013).  

 

図 1 改良MDAの結果 

 

図 2 Fast process, extra fast process, 

boson peak強度の温度依存 
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       PF BL-4C, BL-8A 

Gd3Ir4Sn13の単結晶合成と放射光Ｘ線回折による 

構造相転移の研究 
Single-crystal growth and synchrotron X-ray 

diffraction study on structural phase transition of 
Gd3Ir4Sn13 

 

尾本星太 1, 岩佐和晃 2, 下田愛海 3, 熊田隆伸 1, 西口日向 1, 桑原慶太郎 3, 

佐賀山基 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 

 
化合物R3T4X13（R：希土類など、T：遷移金属元素、X：Snなど）においては、

超伝導や反強磁性、フラストレート磁性等の多様な興味深い物性を持つこと

から注目されている。一般に、本化合物の結晶構造は空間群Pm3̅nに属する

と報告されている[1]。しかしGd3Ir4Sn13では、室温においては空間群I4132の

結晶構造を持つ可能性が先行研究により指摘されていた[2]。そこで本研究で

は、独自に単結晶試料を合成し、その X 線回折実験を行うことでGd3Ir4Sn13
の構造相転移の詳細を明らかにすることを目的とした。 

高エネルギー加速器研究機構放射光実験施設の BL-4C, 8A において実施

した X線回折実験では、 

Pm3̅nの構造に対して

(1 2⁄ , 1 2, 0⁄ )の波数を

持つ超格子構造を室温

においても見出した。さ

らに低温になるほどそ

のピーク強度が増大す

る (右図)。また転移温

度は 370 K程度と見積も

られる。 

一方、先行研究にお

いて 10 K 以下で反強磁気秩序が提案されている[2]。本研究においても同様

の磁化率異常が見られた。今後、結晶構造を決定するとともに、共鳴 X 線磁

気散乱によって磁気秩序構造に関する情報を得る予定である。 

 
[1] J. P. Remeika, G. P. Espinosa, A. S. Cooper, H. Barz, J. M. Rowell, D. B. McWhan, J. M. Vandenberg, 

D. E. Moncton, Z. Fisk, L. D. Woolf, H. C. Hamaker, M. B. Maple, G. Shirane, and W. Thomlinson, Solid 

State Commun. 34, 923 (1980).  

[2] C. Nagoshi, R. Yamamoto, K. Kuwahara, H. Sagayama, D. Kawana, M. Kohgi, H. Sugawara, Y. Aoki, 

H. Sato, T. Yokoo and M. Arai, J. Phys. Soc. Jpn. 75, 044710 (2006). 
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       PF/BL-10C 

小角 X線散乱法による c-MYC遺伝子プロモーターのグア

ニン四重鎖構造とコイル構造の観測 
G-quadruplex and coil structures of the c-MYC gene 

probed by a small-angle X-ray scattering 
 

宮内滉平１、山置佑大 2、今村比呂志３、加藤稔１，３ 
１立命館大院生命、2京都大エネ研、3立命館大生命 

 

 核酸は標準構造である二重らせん構造以外に非標準構造をとり得る。非標

準構造の一つにグアニン四重鎖(GQ)構造がある。GQ構造はがんなどの疾患

と深く関わっていることから、その構造安定性などの物性の知見は新薬開発

などにも役立つと期待される。これまでの我々の研究では c-MYC遺伝子の

プロモーターDNA (c-MYC DNA)が形成する GQ構造をモデルとし、その GQ

構造-コイル転移を赤外分光法と紫外分光法で観測してきた。これらの分光法

は GQ構造における規則的な局所構造に由来する信号をプローブとしている

ため、GQ構造やコイル構造の全体構造・形状に関する情報は得られない。

特にコイル構造の広がり方は構造安定性を議論する上で重要な情報である

が、これまで不明であった。そこで本研究では小角 X線散乱（SAXS）法を用い

て、c-MYC DNAの GQ構造とコイル構造を観測することを目的とした。GQ構

造の形成には一価のカチオンが必要であることが分かっている。本研究では

カリウムイオンを添加した溶液と添加しない溶液を用意し、それぞれ SAXS測

定を行い、その粒子の大きさ、半径を求めた。 

PC3-48_L-092 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2021年度量子ビームサイエンスフェスタ - PC3-48_L-092 -



       SPring-8 BL02B2/BL14B2/BL27SU、JRR-3 HERMES  

CoVO3における V-V 二量体化による Jeff = 1/2 状態の消失 
Disappearance of Jeff = 1/2 State of Co2+ induced by V–V Dimerization in CoVO3. 

 
上山幸子 1,2,山本孟 2,池田陽一 3,山田幾也 4,中村崇司 2,木村宏之 2 

1東北大理， 2東北大多元研, 3東北大金研,4大阪府大工 

 
イルメナイト型 CoVO3は Co2+-O 八面体と V4+-O 八面体が作るハニカム格

子が交互に積層した構造を持つ。理想的なイルメナイト型構造は菱面体晶

（空間群R-3）であるが、CoVO3は三斜晶歪み（空間群 P-1）を持つ。両物質と

も高圧高温条件での合成の報告例はあるが、結晶構造や磁性の詳細は明ら

かにされていなかった[1]。本研究では、結晶構造歪みが起こる起源とそれに

伴う磁性の変化に注目し、結晶構造解析と磁気特性評価を行った。 

イルメナイト型 CoVO3 多結晶試料は、超高圧合成法を用いて作製した。

SPring-8 BL02B2 での放射光 X 線回折とリートベルト解析より、CoVO3 は

500 K 以下で三斜晶（P-1、Figure.1(a)）構造を持ち、それ以上の温度で菱面

体晶相（R-3）へ転移することを発見した。三斜晶構造では V ハニカム格子上

で V-V 二量体を形成することがわかった。V-V 二量体を持つことから V4+イオ

ンが非磁性になり、Co2+の磁気モーメントのみが現れることが予想できる。V-

V 二量体を持たないイルメナイト型 CoTiO3では、Co2+は Jeff = 1/2 として振る

舞う。[2] しかし、イルメナイト型CoVO3では結晶が歪むことでCo2+のS = 3/2

状態となることがわかった。発表では、詳細な結晶構造や物性について議論

する。 

[1] B. L. Chamberland, J. Solid State. Chem. 1, 2, 138 (1970). [2] M. Hoffmann, Phys. Rev. 

B, 104, 014429 (2021). 

 
Figure.1 CoVO3のハニカム構造と電子状態 （緑の部分は V-V 二量体化を表す） 

PC3-20_B-011 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2021年度量子ビームサイエンスフェスタ - PC3-20_B-011 -



小型電子加速器を用いた食品表面殺菌への応用 
Application of Surface Sterilization for Foods 

using Small Electron Accelerator 
 

吉田昌弘１、片岡憲昭２、河原大吾２、関口正之２、 

長谷川大祐１、塩田佳徳１、尾崎健人１ 

１ 金属技研株式会社、２ 東京都立産業技術研究センター 

 

 

高分子材料の改質や医療機器滅菌など、電子加速器は様々な分野で利用

されており、海外に目を向けると、近年、植物検疫や食品照射の分野におけ

る研究開発が活発に行われている。RI を使用せず電子線（EB）を発生できる

電子加速器を使用すれば、比較的安全に放射線を活用することが可能である

が、電子加速器は装置が大型かつ複雑で非常に高価といった課題もある。 

金属技研株式会社では、小型で比較的安価な産業利用に適した電子加速

器の開発を進めており、現在、東京都立産業技術研究センターと共同で、薬

液など使用しない環境にやさしい殺菌プロセスとして、EB を利用した食品表面

の殺菌に関する研究開発を行っている。 

国内では食品への放射線照射は原則禁止されているが、食品の製造や加

工における工程管理のための照射に限り、食品に対して 0.10 Gy 以下の照射

を例外的に認めている。また、放射線の定義は原子力基本法に拠るとされて

おり、1 MeV 未満の低エネルギー電子線は、食品衛生法上で使用が制限され

ている放射線にはあたらない。今回、弊社滋賀工場の小型電子加速器試験

機を用いた食品表面殺菌への応用を検討した。 

小型電子加速器マイクロトロンは、690 keV～

950 keV の間でエネルギー変更が可能で、非常に

コンパクトなため小スペースにも設置でき、手軽に

EB を利用しやすい。690 keV～950 keV に対する

一般的な食品表面の有効透過厚さは 3mm～5mm

程度であり、厚みのある外皮の表面殺菌に適応で

きる。そこで、各エネルギーの EB を食品に均一照

射し、EB 照射と同時に発生する制動 X 線の可食

部における吸収線量が 0.10 Gy 以下となる条件を

確立することで食品への応用が期待できる。 

本報告では、弊社で開発中の小型電子加速器

について紹介するとともに、食品表面殺菌への EB

応用を検討するための基礎データとして取得した

結果について報告する。 

小型電子加速器試験機  
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       PF-BL13B 

エチレン酸化反応条件における 

Ag (110)上の表面化学種のその場観測 
In Situ Observation of Surface Species on Ag (110) 

under Ethylene Oxidation Conditions 
 

村野由羽，豊島遼，江口晋亮，近藤寛 

慶大理工 

 
 

【序論】 銀（Ag）触媒によるエチレンのエポキシ化は産業上重要な系である．

我々は先行研究[1]で，エチレンの部分酸化に寄与する Ag 触媒表面上の酸素

種として，カーボネート (CO3) を提案した．本研究は，エチレン酸化反応中の

Ag 触媒上の CO3と触媒活性との相関解明を目的としている． 

 

【実験】 エチレン酸化反応条件 (全圧 0.2 Torr, 室温（RT）-520 K) における

Ag (110) モデル触媒上の表面化学種を準大気圧 X線光電子分光 (AP-XPS)

と偏光変調赤外反射吸収分光 (PM-IRRAS) を用いてその場観測した．また，

四重極質量分析計を用いて触媒活性を同時に観測した． 

 

【結果・考察】 O 1s（図 1 右）および C1s スペクトルより，すべての温度領域で

Ag 表面上に CO3 (C=O 含む) が存在することが観測された．また，Ag 3dスペ

クトル（図 1 左）より，表面温度の上昇に伴って Ag が酸化され，CO3とより強く

結合するようになると考えら

れる．同じ条件で測定した

PM-IRRAS スペクトルは，CO3

が 360 K 以下では単座体 

CO3 として，450 K 以上では二

座体 CO3 として存在すること

を示唆している．また，触媒活

性は約 450 K 以上で観測され

ており，二座体 CO3 がエチレ

ンのエポキシ化に関与する可

能性がある． 

 

【参考文献】 

[1] Isegawa, K.; Ueda, K.; Amemiya, K.; Mase, K.; Kondoh, H. J. Phys. Chem. C 

2021, 125, 9032-9037. 

 

図 1. Ag 3d および O 1sその場 XPS スペクトル 
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MRI と位相差 X 線 CT を用いたヒト胚子・胎児の股関節周

囲筋の三次元可視化と定量解析 

Three-dimensional visualization and quantitative 
analysis of musculoskeletal system around hip joint 
of human embryo and fetus using MRI and PCX-CT 

 
山口豊 1、村瀬亜美 2、児玉竜汰 2、山田重人 1,2 

1. 京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター   

2. 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 
 

 ヒト股関節周囲の筋骨格系は直立二足歩行に適した構造になっているが、

これらの筋が形成される胎児期に、どのようなプロセスで個々の筋が分離・成

熟するかについてはほとんど知られていない。正常な筋骨格系の形成過程を

理解することは、ヒトの二足歩行の習得を解明するだけでなく、正常な胎児の

成長を予測することも可能となるため、先天性の筋障害や疾患の検出にも役

立つ。 

 そこで、本研究では位相差 X 線 CT、MRI を用いて胚子期の筋形成と胎児期

の筋成熟の過程を明らかにし、妊娠 8〜23 週のヒト股関節周囲筋の 4D アトラ

スを提供することを目的とした。対象は京都大学医学部附属先天異常標本解

析センターが所蔵するヒト胚子・胎児ホルマリン固定標本 43 体とし、標本の大

きさに合わせて位相差 X 線 CT、3T MRI および 7T MRI の 3 つの撮像装置を

用いた。中でも、位相差 X 線 CT は X 線が物質を透過する際に生じる位相シ

フトを利用した撮像方法であり、MRI よりも高い空間分解能での撮像が可能で

ある点が利点である。また、一般的に使用される吸収 X 線 CT とは異なり軟骨

や筋組織などの軟部組織の測定も可能であり、発生初期の筋骨格系の三次

元可視化が期待できる。これらから取得された画像をもとに、組織切片像と比

較しながら筋領域の抽出・三次元再構成を行い長さや体積の定量解析を行な

った。 

 結果として、はじめに筋肉の分離においては近位から遠位、表層から深層

に分離が進む傾向があり、全ての筋骨格要素はカーネギーステージ 22（妊娠

８週前半）までに形成されることが示された。次に胎児期の筋成熟については、

胎児の大きさ（頭殿長）と大腿骨、大腿筋は互いに相関して大きくなることがわ

かった。また、大腿筋の比率をみると、胎児期初期から中期にかけて二足歩

行に重要な広筋群などの単関節筋の割合が増加し、成人の筋構成に近づい

ていくことが示された。この研究は出生後の歩行の準備が胎児期に始まると

いう筋形成の新たな仮説を提供する可能性があり、ヒトの正常な筋骨格系発

達の理解に貢献すると考える。 
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CeCoSi の高圧低温下における秩序相と構造相転移 II 
Ordering Phase and Structural Transition of CeCoSi 

at Low Temperatures and under Pressures II 
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CeCoSiは常圧において正方晶CeFeSi型 (P4/nmm, No.129)の結晶構造で

あるが（第 I 相）[1]、Ps～4.9 GPa で圧力誘起の構造相転移を示し、直方晶以

下の対称性に低下する(第 IV 相)[2]。また CeCoSi は常圧で二つの長距離秩

序を示す。秩序温度 T0～12 K 以下で第 II 相に、ネール温度 TN～9 K 以下で

第 III 相になり、第 II、第 III 相はそれぞれ多極子秩序、反強磁性秩序と提案さ

れている[3,4]。また第 II、第 III 相は加圧によりそれぞれ P*～2.2 GPa、 P1～

1.3 GPaで消失する[5]。これらの第 II相、第 III相は主に電子物性のみ調べら

れており、第 IV 相は XRD 実験により構造の観点からのみ調べられている。こ

の第 I-IV相の構造物性を体系的に理解するために、0～6 GPaの圧力範囲、

6～300 K の温度範囲における低温高圧下粉末 X 線回折実験、および 0～8 

GPa、3～300 K の圧力下電気抵抗測定をおこなった。電気抵抗測定はキュー

ビックアンビルセルを用い、CeCoSi の単結晶試料を用いた。低温高圧下粉末

X 線回折実験は CeCoSi 単結晶を粉末にしたものを用い、メンブレン駆動式ダ

イヤモンドアンビルセル(DAC)を用いておこなった。DAC のアンビル径は 0.8 

mm および 0.5 mm で低圧を重点的に測定するときと高圧を測定するときで使

い分け、再現性の確認も含めて合計 4 回通り測定をおこなった。DAC は BL-

18C 設置の GM 冷凍機で冷却し、コリメータはφ100μm を用いた。圧力媒体

はメタノール：エタノール＝4:1 の混合液を用い、加圧減圧は圧力媒体が液体

である室温においておこなった。圧力はルビー蛍光法により同定した。まず X

線回折実験では第 II 相、第 III 相近傍において明確な構造相転移は観測され

ず、Ps は降温ととも低圧にシフトし最低温度の 6 K では～3.6 GPa であった。

この結果で第 IV 相の構造相転移と第 II, III 相の P1, P*での電子状態の変化

は、直接関係がないことが明らかになった。電気抵抗測定から X 線と同様の

温度圧力で構造相転移を示す急峻な変化を観測した。また、第 I 相から第 IV

相で劇的に電子状態が変化し、価数の変化を示唆する結果を得た。 

[1] O. I. Bodak, et al., 11, 283 (1970). 
[2] Y. Kawamura et al., J. Phys. Soc. Jpn., 89, 054702 (2020). 
[3] H. Tanida et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88, 054716 (2019) 
[4] B. Chevalier and S.F. Matar, Phys. Rev. B 70, 174408 (2004). 
[5] E. Lengyel et al., Phys. Rev. B 88, 155137 (2013). 
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BL-6C単結晶 X線異常散乱法の実際 

Single Crystal AXS Diffraction at BL-6C 
 

徳田誠 1，川又透 1，市村卓視 2，井上裕太郎 2， 

牧野友紀 2，栗林貴弘 3，杉山和正 1 
1東北大学金属材料研究所，2東北大学大学院工学研究科， 

3東北大学大学院理学研究科 

 
X線における原子の散乱因子は角度依存性をもつトムソン散乱項 f0(Q)とエ

ネルギー依存性をもつ異常散乱項 f’(E) + if’’(E)の和で表せる．異常散乱項の

エネルギー依存性はX線吸収端近傍で急峻な変化を示すことから，原子番号

が近接する元素の識別を可能とする．  

BL-6C 単結晶異常散乱グループは，複雑な構造中での目的元素の分布決

定，原子番号の隣接する元素の分布決定，そして酸化数が異なる同種元素

の席選択性などの問題に積極的に取り組んでいる． 

 異常散乱実験は，汎用の四軸回折計に diamond 移相子で生成された円偏

光 X 線を導き実施した．本報告では，Al 基近似結晶 Al80.6Ni4.5Cr14.9 および

Al72.6Cu11Cr16.4 合金(Ni-, Cu-edge)，violarite Fe0.94Co0.40Ni1.64S4(Fe-, Co-, 

Ni-edge)，および灰鉄鉱 ilvaite Ca(Mn, Fe2+, Fe3+)3Si2O8(OH) (Fe-edge)の

結果を報告する．それぞれ，目的元素吸収端近傍の 2波長ないしは 3波長の

回折データを収集し，得られた構造因子の差をフーリエ変換することで元素お

よび価数コントラストマップを得た．得られたコントラストマップを，Fig.1(a), (b)

および (c)に示す．単結晶異常散乱法を用いることで，Al近似結晶中の Niお

よびCuの構造的な役割，violariteの遷移元素の分布そして ilvaiteの Fe2+の

選択配置に関する実験結果が得られている． 

 

 
Figure 1. BL-6Cで実施した単結晶異常散乱法の実際 
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       MLF-BL21 

高強度全散乱装置 NOVA における偏極中性子回折 

システムの導入及び現状 
Installation and current status of polarized neutron 

diffraction system in High Intensity Total 
Diffractometer NOVA 

 
本田孝志 1,2,3、奥平琢也 2,4、高橋慎吾 5、奥隆之 2,5、池田一貴 1,2,3 

大下英敏 1,2、大友季哉 1,2,3,5 

1 KEK物構研、2 J-PARCセンター、3 総研大、4 名古屋大、5 茨城大 

 
J-PARC MLF の BL21 高強度全散乱装置（NOVA）では、ラジアルコリメー

タ（NOVARC）の導入に伴い高温から極低温まで様々な試料環境における低

バックグラウンドでの実験が可能となっている[1]。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た[2]。これは軽水素試料やキュリ

ー点の高い磁石材料の回折実験に対して有用なものである。 

NOVAでは1 eV付近といった高エネルギー中性子まで利用できることから、

広いエネルギー帯の中性子を偏極させることが可能、かつ広い立体角を覆え

る 3Heスピンフィルターが適している。そこで NOVAのビームライン上、中性子

ビームの入射側と散乱側にそれぞれ 3He スピンフィルター（偏極子、検極子）

を設置し偏極緩和時間の評価を行ったところ、それぞれ約 60 時間、約 150 時

間となり、実際の偏極中性子回折実験に十分利用可能であることがわかった。 

これらを踏まえて試験的偏極中性子回折実験を行ったので、本講演では

NOVA における偏極中性子システムのスペックから、試験的実験の結果を含

めた本システムの現状に関して詳細を報告する。 

 

本研究の一部は KEK 中性子共同利用実験 S1 型課題（2019S06）、文科省

JSPS 科研費（JP18H05518「ハイドロジェノミクス」）の助成のもとに進められた。 

 

[1] 角田茉優ら, 2020 年度量子ビームサイエンスフェスタ, 2021 年 3 月 9-11

日.  

[2] T. Okudaira et al., Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 977, 

164301 (2020).  
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BL-1A, BL-17A 

海洋放線菌由来新規酵素の構造解析 
Structural analysis of a novel enzyme 

from marine actinomycetes 
 

大城拓未 1，田中良和 2，伊藤卓也 3，小寺義男 1,4，松井崇 1,4 

1 北里大院・理，2 東北大院・生命科学，3 大阪大谷大・薬 

４ 北里大・理附属疾患プロテオミクスセンター 

 
本研究では海洋放線菌から単離された抗真菌作用を持つ化合物の合成に関

与する酵素の構造-機能相関解明に取り組んだ．ゲノム解析の結果から，抗

真菌作用を持つ化合物の合成には複数の酵素が関与し，その中でも化合物

合成の鍵と推測される酵素の同定に成功した．そこで，本酵素の X 線結晶構

造を解析するために，大腸菌発現系で大量調製した酵素をアフィニティカラム

で粗精製したのち，さらにサイズ排除カラム (SEC) で精製し，結晶化した．し

かし，結晶は得られず，様々な結晶化条件やイオン交換カラムを加えた３段階

精製も検討したが，いずれからも結晶は得られなかった．そこで，精製条件を

再検討し，アフィニティカラムからの溶出条件を直線勾配から多段階のステッ

プワイズに変更したところ，目的試料が複数の画分に分かれて精製された．

分画された各試料をそれぞれ SEC精製すると，すべてのピークは同一位置で

溶出された (図 1)．しかし，各ステップワイズ画分を SEC 精製した試料をそれ

ぞれ結晶化したところ，一部の試料のみ再現性良く結晶が得られた．また，硫

酸アンモニウムや PEG など異なる物質を沈澱剤とした複数の結晶化条件で

結晶を得ることができた．得られた結晶の一部は BL-1A で 2.1 Å 分解能の X

線回折データの取得に成功した．既知構造で最も配列相同性の高い分子で

分子置換を試みたが立体構造を決定できなかったため，Se-Met 標識試料の

結晶から Se-SAD 法により位相を決定し，本酵素の立体構造決定に成功した． 

図 1．SEC 精製のクロマトグラ

ム．横軸に保持容量，縦軸に波

長 280 nm での吸光度を示す．

実線は結晶が得られた試料，破

線は結晶が得られなかった試

料． 
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PF-BL6C 

機能性材料の蛍光Ｘ線ホログラフィー 

X-ray fluorescence holography  
on Functional materials 

 
八方直久 1、井上雄登 2、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、EXAFS（広域Ｘ線吸収微細構造法）よりも広範囲に３次元で見ることができ

る結晶構造解析手法である。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 2021 年度に、構造相転移材料 La(Co0.8Fe0.2)4Sn13、

A サイト秩序型ペロブスカイト CaCu3Ti4O12、熱電材料 TlGaTe2、太陽電池材料

CuInSe2、シンチレータ材料 Y0.3Lu0.7AlO3(Ce1%)、PbWO4、NaBi(WO4)2、近似結

晶 Ag40In46Yb14 と、準結晶 Ag41In44Yb15、マルチフェロイック材料 Pb(Fe0.5Ta0.5)O3 

（PFT）などの測定を行った。本講演では、それらの中から、マルチフェロイック

材料の XFH の結果について紹介する。 

PFT は、ネール温度 143 K 以下で反強磁性、キュリー温度 243 K 以下で強

誘電性を示す。また、PFT は B サイトに価数の違う Fe3+と Ta5+がランダムに分

布しているペロブスカイト構造を持つ[1]。B サイト元素の価数の違いによって

局所構造が異なると考えられるが、これまでの X 線回折では等価な構造とし

て扱われてきた[2]。本研究では、X 線回折では判別できない PFT の Fe 周辺

と Ta 周辺の原子配列の違いを調べるために XFH 実験を行った。測定で得ら

れた、300 K における Fe 周辺の Pb面の原子像を図(a)に、Ta 周辺の Pb面の

像を図(b)に示す。Fe 周りで

は最近接 Pb の原子像が観

測できたのに対し、Ta 周りで

は対応する原子像の強度が

弱くなっている様子が観測さ

れた。講演では、Fe 周りの局

所構造の温度変化について

も報告する。 
[1] S. Nomura et al., J. Appl. Phys. 

7, 600 (1967). 

[2] N. Lampis et al., J. Phys.: 

Condens. Matter 12, 2367 

(2000). 

 

図 300K における (a) Fe 周辺、(b) Ta 周辺の

Pb 面の原子像 
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経済的除染方法開発のための汚染土壌からの 
137Cs 溶出条件の探索 

Study for 137Cs elution conditions from contaminated 
soils for the development of economical 

decontamination methods 
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

力発電所事故が発生し、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 2 つの存在様式が報告されている。一つは、ケイ酸塩

鉱物中に放射性 Cs が含まれている存在様式[1]と、もう一つは多数の元素で

構成されるシリカ系非晶質中に放射性 Cs が含まれている存在様式[2][3][4]

である。昨年のポスターでは、土壌中に上記 2 つの存在様式が混在している

ことを報告した[5]。一方で、都市ごみ焼却灰には可溶性放射性 Cs と、不溶性

放射性 Cs が含まれ、焼却灰から水溶液中へ放射性 Cs が溶出することや、

焼却灰を高温加熱すると不溶性放射性 Cs の割合が減少することが報告され

ている[6]。以上を踏まえ、本研究では高温乾燥した汚染土壌に含まれる放射

性 Cs の溶解性の調査と、汚染土壌に含まれる放射性 Cs の塩基性水溶液へ

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土壌を使用し、土壌を 900℃の高温

で乾燥させる実験を行い、簡易ベクレル計による乾燥前後の放射能変化から

放射性 Cs の熱安定性を調査した。さらに、振とう機と篩孔径 0.5μmのガラス

濾紙を使用し、土壌と水溶液を振とう・ろ過する実験を行い、土壌に含まれる

放射性 Csの溶解性を調査した。 

乾燥実験では、乾燥前後において放射能が大きく変化せず、放射性 Cs は

900℃までの高温下で熱安定性が高いことを発見した。ポスターでは、高温乾

燥土壌における放射性Csの溶解性や、塩基性水溶液を使用した際の汚染土

壌における放射性 Cs の溶解性について報告する。 

 

[1]山口等, 農業環境技術研究所報告, 31 (2012), 75-129 

[2] K. Adachi et al., Sci. Rep. 3 (2013) 2554. 

[3] A. Yamaguchi, et al., Radiol. Med. Diag. Imag., 3(4) (2020) 

[4] N.Niimura et al., J. Environ. Radioact., 139, 234-239, (2015) 

[5] 杉原等, 2020 年度量子ビームサイエンスフェスタ ポスター発表, P1-066H 

[6] A. Ohbuchi et al., Chemosphere, 248 (2020) 126007. 
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PF-BL17A 

エンド--N-アセチルグルコサミニダーゼ HS の 

X 線結晶構造解析 

X-ray crystallography of  

Endo--N-acetylglucosaminidase HS 
 
倉内郁哉 1、大倉和貴 1、田中里佳 2、細川千絵 1、伊藤和央 3、宮原郁子 1 

(1大阪市大院理・物質分子、2大阪市大工・X線測定室、 
3大阪市大院理・生物地球) 

 
エンド--N-アセチルグルコサミニダーゼ HS（Endo HS）はヒト唾液由来の酵

素タンパク質である。この酵素は N-結合型糖鎖のうちコンプレックス型のみを

認識して、加水分解・糖鎖転移反応を起こす。哺乳動物細胞で付加される糖

鎖はコンプレックス型であるため、Endo HS を用いた糖鎖リモデリングは医薬

品開発・品質向上への応用が期待できる。そこで我々は糖鎖加工技術の基

盤となる構造情報を得るために、X線回折を用いて Endo HSの立体構造解析

を行った。 

 我々は、2 つの異なる晶系に属する Endo HS の立体構造をそれぞれ決定し

た(Triclinic型と Orthorhombic型)。Endo HSは 5つのドメインから構成されて

おり、得られた 2つの構造は非常によく一致していたが、Triclinic型では C末

端に存在するドメインⅤにあたる電子密度が得られずモデルを置くことができ

なかった（図１）。ドメイン V は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、欠損した変異体でも活性が保持されるため、

直接触媒反応に関与しないと考えられる。ドメイン I〜III は、Endo D や Endo 

A と同じフォールドであり、触媒残基も保存されていることが分かった。そこで、

活性部位へコンプレックス型糖鎖が結合したモデルを作成し、基質認識部位

を予測することができた。 

さまざまな金属イオン存在下

で Endo HSの酵素活性を測定し

たところ、水銀イオン存在下にお

いてのみ酵素活性が可逆的に

阻害された。水銀化合物をソー

キングした結晶構造を決定した

ところ水銀はドメインⅣに結合し

ていることが分かった。ドメイン

Ⅳは、欠損すると活性がなくなる

ことから、基質認識に関与すると

予想された。 図 1 Endo HS の全体構造 
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       MLF-BL18 

中性子単結晶構造解析装置 SENJU による逆空間データの

Paraview への対応 

Reciprocal Space Mapping using Paraview from 
Single Crystal Neutron Diffraction Data by SENJU   

 
石川 喜久 1, 鬼柳 亮嗣 2, 大原 高志 2, 中尾 朗子 1, 宗像 孝司 1 

 森山 健太郎 1 
1 CROSS, 2原子力機構 J-PARC 

 

J-PARC MLF BL18 に敷設する中性子単結晶構造解析装置 SENJU は、大

強度白色中性子を用いた TOF-Laue 法により、広範囲の 3 次元逆空間を一度

に測定することが可能である。これら逆空間を直接可視化することは超格子

の探索や散漫散乱の研究に有用である。SENJU では STARGazer 内にある 

ReciproMapper により、逆空間可視化ソフトウェアをユーザに提供している。 

  近年のグラフィック技術の進展に伴い、大規模な 3 次元データ可視化ソフト

ウェアが大きく発達している。なかでもマルチプラットフォーム型グラフィックソ

フトウェア ParaView は材料科学や建築工学など多彩な分野で使われている

[1]。また、中性子科学では ORNL SNS CORELLI などで用いられている。 

  今回、我々は SENJU の逆空間データを VTK(Visualization ToolKit)形式に

変換するスクリプトを作成し、ParaView による可視化、描画編集への対応を進

めた(Fig. 1)。今後、UB matrix に基づく逆格子グリッドの追加や任意のカメラ方

位設定などを導入することにより、定性的な描画から定量的な座標計測へ開

発を進める予定である。当日は、ParaView で必要となるデータ構造やマクロな

どについて詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] https://www.paraview.org/ 

Fig. 1.  (左図) SENJU で測定した MnF2 の 3 次元逆空間マッピングおよび Sphere 

modeling によって重ねた Bragg 点. (右図) 逆空間の x*-y* & y*-z*ニ面 Slice 図 
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       PF-BL6A 

高強度セルロースナノファイバーコンポジットイオンゲルの

構造とアクチュエーターへの応用 

 

Mechanically Robust Cellulose Nanofiber Ion Gels and an 

Application to Gel Actuators 

 
武野宏之１,2、井野口弘樹 1 

１ 群馬大院理工、２ 群馬大食健康科学教育研究センター 
 

 
[緒言] 

セルロースは植物の細胞壁の主成分であり、地球上で最も豊富に存在するバ

イオマス資源である。セルロースの微細化技術の向上により、フィラーとしてセ

ルロースナノファイバー（CNF）を用いた高強度複合材料への開発が盛んに行

われている。近年、我々は架橋剤として四ホウ酸ナトリウム(borax)を用いたポ

リビニルアルコール(PVA)ゲルに対して CNFを添加したコンポジットハイドロゲ

ルが高強度かつ高伸長であることを報告した[1]。本研究では、溶媒としてイオ

ン液体(IL)を用いた CNF コンポジットイオンゲルを作製した。 

[実験]  

CNF/PVA/borax/IL ゲルを作製し、放射光小角 X 線散乱(SAXS) /広角 X 線

散乱(WAXS)同時測定により、その構造を調査した。また、そのイオンゲルを電

極で挟むことによって作製した３層型イオンゲルアクチュエーターを作製し、そ

の電気応答性を調査した。 

[結果]  

CNF/PVA イオンゲルの伸長測定の結果、ゲルの弾性率は 13 MPa(borax 添

加ゲル)、9.9 MPa(borax 無添加ゲル)の非常に高い値を示した。それらは、同

じ濃度の CNF/PVA ハイドロゲルに比べて約２０倍(borax 添加ゲル)、約４０倍

(borax 無添加ゲル)であった。CNF/PVA イオンゲルの WAXS 測定の結果、こ

のイオンゲルは PVA微結晶から成ることが確かめられ、この微結晶が架橋点

として振舞うことにより高強度なゲルが形成されたと考えられる。さらに、

SAXS データ解析の結果、その微結晶は～70Åのサイズ、微結晶間距離～

200Åを有することが確かめられた。 
 

[参考文献] 

[1] H. Takeno, H. Inoguchi, and W.-C. Hsieh, , Cellulose, 27, 4373–4387(2020) 
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       MLF/BL12 

スピンダイマー形成化合物 Ce5Si3の中性子非弾性散乱実

験による研究 
Inelastic neutron scattering study of spin dimer 

compound Ce5Si3 

 
植田大地 1, 岩田由規 2, 小林理気 2, 桑原慶太郎 3、益田隆嗣 4, 1, 伊藤晋一

1 
1KEK中性子, 2琉球大学, 3茨城大学, 4東大物性研 

 
幾何学的なフラストレーションや空間反転対称性の破れは、様々な興味深い

物性発現に重要な役割を果たす。正方晶系 Ce5Si3は Ce が 2 つの非等価な

サイトを占有し、そのうちのひとつのサイト(Ce2)がシャストリー・サザーランド

格子を形成する幾何学的フラストレーションを有する系である。これまでの研

究で、フラストレーションを有しないサイト(Ce1)の Ce 原子は 11.6 K で反強磁

性に磁気転移することが報告されている[1]。一方で、フラストレーションを有す

る Ce2 サイトの Ce 原子においては、2.5 K 付近で観測される比熱異常により

スピンダイマー形成が示唆されたが、これまで中性子実験によるスピンダイマ

ー形成に伴う磁気励起等のミクロな証拠は得られていなかった。そこで我々

は、Ce5Si3 と非磁性参照物質 La5Si3 の多結晶試料を用いた中性子非弾性散

乱実験を J-PARC, MLF内に設置されている HRC(BL12)で実施した。スピンダ

イマー形成に起源を持つ磁気励起は 0.4 meV 付近に観測され、Ce 系におい

て初めてスピンダイマー形成のミクロな証拠を得た。さらに、観測された磁気

励起は SSL では説明の出来ない大きな分散を持つことを明らかにした。発表

では実験で得られた結晶場を含む磁気励起を示し、f 電子系金属間化合物に
おけるスピンダイマー形成の起源について議論する。 

 

[1] M. Kontani, et al., J. Magn. Magn. Mater. 70, 378 (1987) 
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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金属、磁

性体、超伝導体、ソフトマター、生体高分子等の様々な試料の測定に利用さ

れており、そのため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、ペルチェ式温調試料交換機(9 連)の整備

を行った。本装置では、-20～80℃の温度範囲での測定が可能である。温度コ

ントローラーの PID 制御パラメーターを最適化することによって、オーバーシュ

ートすることなく目標温度に到達することを可能とした。また、新 1T マグネット

もユーザー利用に向けて整備を行ってきた。新 1T マグネットを利用する際に

必要となるバイポーラ直流電源、大型チラーも導入し、全体システムとしての

立ち上げを行った。特にバイポーラ直流電源からは最大 100A の大電流が印

加されるため、マグネット冷却水の流量低下、マグネット温度の上昇という異

常の検出時に直流電源をシャットダウンするインターロックを追加し、安全面

の対策も行った。 

 偏極度解析を目的として 2020 年度に導入した偏極度解析用ステージ（小型

磁気スーパーミラーアナライザー設置機構）は、ユーザー実験での利用成果

が得られ始めている[1]。測定時のステージ位置調整にかかる時間を短縮し、

より多くのデータを測定できるよう、これまで手動であった回転機構、X-方向

移動ステージの自動化を進めている。 

 3He検出器は継続的に増設され、2020年度には 4つの検出器バンク（小角、

中角、高角、背面）の充填率は 91%にまで到達した。しかし、大強度中性子で

照射され検出器の劣化が顕著となったため、検出器の長寿命化研究を行い、

ストッピングガスの CF4 から N2 への交換が有効であることを実験的に明らか

にした。2021 年度は小角バンク中央部の検出器（300mm 長 PSD 8 ユニット）

を、この長寿命タイプの検出器に交換した。このことにより、安定した検出器感

度での測定が可能となることが期待される。 

 

 [1] M. Uchida et al., Sci. Adv. 7, eabl5381 (2021). 
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PF BL-19A/B 

軟 X 線顕微分光ビームライン PF BL-19A/B の高度化 

Upgrading of soft X-ray microspectroscopy 
beamline (PF BL-19A / B) 

 
山下翔平 1、若林大佑 1、武市泰男 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大阪大学 大学院工学研究科 

 
フォトンファクトリーでは、軟 X 線領域の新しいビームライン BL-19A/B を建

設し、2019 年度からその運用を開始した。BL-19A/B は、APPLE-II 型アンジ

ュレータ［1］を光源とし、可変偏角不等刻線間隔平面回折格子分光器［2］によ

って分光された 90-2000 eV 程度の高輝度軟 X 線を利用した実験を可能とす

る。コンパクト走査型透過 X 線顕微鏡（cSTXM）［3］を常設した A ブランチとフ

リーポートとなる B ブランチの二つで構成され、振り分けミラーによって容易に

切り替え可能とする。B ブランチでは、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 測定装置が利用可能

であるほか、ユーザーによって持ち込まれた装置にも対応する。 

最近では、エンドステーションの高度化の一つとして、A ブランチの STXM に

おいて嫌気性試料の観察が可能な大気非暴露搬送システムを導入し、電池

や触媒材料、地球外物質の分析評価に応用されている。また、蛍光収量法や

転換電子収量法を組み込んだ STXM 測定、STXM のセットアップに適用した

密封型の小型セルを用いることでより多目的な（例：ウェット環境）測定を可能

とすべく整備を進めている。 

B ブランチにおいては、潜在的な需要を背景に、大気非暴露での XAS 測定

を可能予定とする。加え、軟 X 線顕微分光ビームラインでの高輝度マイクロビ

ームを活かした新たな研究分野の開拓を目指し、マイクロ流路反応セルを新

たに設計開発した。反応セルを大気圧ヘリウム雰囲気下に置き、複数の溶液

が混合する流路内での化学反応を空間的に解析するための実験環境・研究

拠点を整えている。 

本ビームラインの建設にあたっては、国際競争力強化事業および新学術領

域研究「水惑星学の創成」の支援を受けた。マイクロ流路反応セルに使用す

る PDMS 製マイクロ流路の作成にあたっては、分子科学研究所 装置開発室

との協力研究によって製作された。動作試験は、所内スタッフ優先ビームタイ

ム(研究課題番号：2021PF-G009)内で実施した。 

 

[1] S. Sasaki et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res., A 331, 763 (1993). 

[2] K. Amemiya and T. Ohta, J. Synchrotron Rad., 11, 171 (2004). 

[3] Y. Takeichi et al., Rev. Sci. Instrum., 87, 013704 (2016). 
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       MLF H-Line 

3次元螺旋入射における 4極磁石の回転機構の性能評価

及び X-Y 結合による入射効率の評価 
Performance evaluation of rotating mechanism of 

quadrupole magnet for the three-dimensional spiral 
injection and evaluation of injection efficiency for  

X-Y coupling 
 
中村侑平 1，飯沼裕美 1，小久保拓登 1，染谷宏彦 2，畠山ありさ 1，平山穂香 1 

茨大理工 1，KEK2 

 
J-PARC MLF H-Lineでは、標準模型を超える物理探索のために muon 

g-2/EDM実験の準備が進んでいる。本発表では、実験の要となる技術開発

の一つである、3次元螺旋入射の実証実験にかかる技術開発について報告

する。J-PARCで行う本番実験の 1/3スケールのテストビームラインには、ビ

ームの進行方向と垂直な平面内の運動に相関をかけるための装置である 3

連の 4極磁石の回転機構がある。これにより、蓄積磁石の磁場分布に適した

X-Y結合をビームに与えることができる。先行実験で一定の成果を出している

ものの、回転機構を手作業で調整するため、機器の設定の再現性に課題が

ある。そこで、4極磁石の回転機構の水平・垂直方向、及び回転をモーター制

御にすることで遠隔操作が可能な装置(下図)を製作した。本装置の姿勢制御

の性能評価の結果を踏まえ、様々な X-Y結合と 3次元螺旋入射の入射効率

の関係を系統的に評価する手法について議論する。 

 

 図 4極磁石の姿勢制御をするための回転機構 
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PF-10C 

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 

マルチドメインタンパク質の溶液構造ダイナミクス研究 

Solution structure and dynamics of  

multidomain protein as studied by small-angle X-ray scattering and 

all-atom molecular dynamics simulation 
川﨑夏輝 1、井上倫太郎 2、守島健 2、佐藤信浩 2、清水将裕 2、柚木康弘 2、 

奥田綾 2、裏出令子 2、Methanee Hiranyakorn3、矢木-内海真穂 3、加藤晃一 3、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、 

自然科学研究機構 生命創成探究センター3 

 

背景：これまでの理論的及び実験的研究から、複数のドメインから構成されるマルチドメインタン

パク質のドメイン運動は機能の発現・調節に密接に関連していることが報告されている。そのた

め、マルチドメインタンパク質の機能の理解には、溶液中でのドメイン運動の解明が必要不可欠

である。ユビキチン (Ub) は76個のアミノ酸残基からなる小型タンパク質であり、UbのC末端が他

のUbのN末端又は7つのリジン残基 (K) の何れかと結合することで連鎖ユビキチン (Poly-Ub) 

を形成する。Poly-Ubはその結合様態に応じてDNA修復、転写制御等の機能に関与していること

が知られている。我々は、このPoly-Ubの中で、特に二つのUbがC末端とリジン残基 （K48） で直

線状に結合した連鎖ユビキチン (L-di-Ub) の溶液中での構造及びダイナミクスに注目した。 

結果及び考察：既報の手順に則りL-di-Ubを調製・精

製後[1]、283Kにてサイズ排除クロマトグラフィーX線小

角散乱 (SEC-SAXS) 測定を行いL-di-UbのSAXS曲

線を得た (図１水色〇)。得られたSAXS曲線に対して

ギニエ解析を行うことで回転二乗半径  (𝑅g ) は、

𝑅g,exp = 19.9 ± 0.2 Åと求められた。溶液中のL-di-

Ubと結晶構造の差異の有無を確かめるため、Pepsi-

SAXS[2]を用いて結晶構造からSAXS曲線を計算した 

(図１黒線)。このSAXS曲線から求めた𝑅gは、𝑅g,xtal =

16.9 Åであり、更に実験SAXS曲線に対する平均残

差二乗和は、𝜒xtal
2 = 5.6と求められた。以上の結果か

ら、溶液中の構造と結晶構造は異なることが明らかと

なり、これは溶液中におけるL-di-Ubのドメイン運動に

起因すると考えられる。そこで、結晶構造を初期構造

としてGROMACS (力場AMBER99-SB[3]) を用いて283 Kにおける100 nsの全原子分子動力学シミ

ュレーションを行った。得られたトラジェクトリーから10 ps毎の構造を抽出し、各構造のSAXS曲線

を計算し、これらを平均化したSAXS曲線を得た (図１赤線)。この平均SAXS曲線は𝑅g,MD_ave =

17.4  Å , 𝜒MD_ave
2 = 4.2であり、結晶構造から求めた散乱プロファイル  (𝑅g,xtal = 16.9  Å, 

𝜒xtal
2 = 5.6) より実験データの再現性は高まったが、未だ実験データの完全な再現には至らなか

った。その原因として、二つのドメイン間の相互作用が現状のシミュレーションでは十分に再現さ

れていなかったためと考えられる。当日は、実験データを再現するための力場パラメータの最適

化及びL-di-Ubのドメイン運動の同定に関する発表も行う。 

[1] T. Hirano et al., J. Biol. Chem, 286, 37496 (2011). [2] S. Grudinin, M. Garkavenko, and A. Kazennov. Acta. Cryst., D, 73, 449 (2017) 

[3] V. Hornak et. al., Proteins, 65, 712 (2006) 

図 1. L-di-Ub の実験 SAXS 曲線(水色〇)、L-di-Ub の結晶

構造から計算される SAXS 曲線(黒線)、全原子分子動力学

シミュレーションの構造毎の SAXS 曲線のアンサンブル平均

(赤線)。 
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       PF-BL13A 

軟 X線電気化学 XAFSセルの開発と 

炭素系燃料電池触媒への応用 
Development of Soft X-ray EC-XAFS Cell and 

Application to Carbon-Based Fuel Cell Catalysts 
 

石井諒 1、豊島遼 1、清水啓史 1、武安光太郎 2、中村潤児 2、 

間瀬一彦 3、近藤寛 1 

1 慶大理工、2 筑波大数理物質、3 KEK-放射光 

 
[序論] 

一般に、燃料電池のカソードには炭素(C)担体に白金(Pt)微粒子を担持した

触媒が使用されている。近年、希少物質である Pt に代わる新規触媒として窒

素ドープグラフェン(NDG)が注目されている[1]。ただし、現状の NDG は Pt に比

べてカソードで進行する酸素還元反応(ORR)の活性が低いことが課題である。

活性向上のために、Ptとは異なる NDGのORR機構解明が望まれる。本研究

では、電気化学環境(EC)で測定が可能な X 線吸収微細構造(XAFS)のセルを

開発し、ORR 環境下における NDG のその場測定を行なった。 

[実験] 

NDG のその場測定に向けた軟 X 線電気化学 XAFS セルを開発した(図 1)。

微量の N からの信号を検出するため、XAFS スペクトルは蛍光収量で取得す

る設計とした。軟 X線は空気中の透過能が低いため、X線光路は真空もしくは

He雰囲気を必要とする。真空と He雰囲気を仕切る膜には厚さ 300 nmの SiC

膜、He 雰囲気と溶液を仕切る膜には Au

コートされた厚さ 100 nm の SiC 膜

(Au/SiC 膜)を用いた。Au/SiC 膜を作用

極、Ag/AgCl電極を参照極、Pt線を対極

とした。溶液は酸素飽和 0.1 M 硫酸とし、

酸素を NDG に供給するため、溶液を循

環させる設計とした。 

[結果・考察] 

開発したセルを用いて、電位を段階的に変えながら NDG の N-K 端 XAFS

を測定した。電位を下げるにつれて還元電流の増加が確認され、XAFSスペク

トル形状の変化が観測された。このことから、NDG 触媒上で ORR が進行する

と N 原子近傍の構造が変化することが示唆される。今後は NDG 触媒の担持

方法やセル構造の改良を通して検出感度を向上させ、高 S/N 比のスペクトル

取得を目指す。 

 

[1] Guo, D.; et al. Science 2016, 351, 361-365. 

図 1 軟 X 線電気化学 XAFS セル 
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       MLF-BL02 

中性子背面反射型分光器 DNA の現状と整備計画 
Current status and upgrade plan of neutron 

backscattering spectrometer DNA 
 
J-PARC センター1, CROSS2, JAEA3 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 

 
DNA 分光器は、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、ピ

コ秒からナノ秒に亘る原子や分子、スピンなどのダイナミクスの測定に利用さ

れている[1,2]。本発表では、DNA の現状と現在進めている整備計画について

報告する。 

2021 年夏季停止期間中には Si311 アナライザーを広角側に 2 バンク増設

し、Si311 で 1.79 < Q < 3.70 [Å-1]、Si111 で 0.08 < Q < 1.98 [Å-1]の広い Q 範

囲をカバーできるようになった。また、老朽化が見られた Si111 アナライザーの

一部の交換を行った。 

ビームタイムを使ったコミッショニングでは、入射中性子の規格化に用いて

いる窒素モニターの劣化に対応するための新たな試料位置 I()測定モニター

のコミッショニングを開始した。また、ラジアルコリメーターの評価を開始した。 

ビームの大強度化による測定時間の短時間化、測定数の増加に対応する

ために、BL02 標準のクライオファーネスに設置できる試料交換機（PEACE）[3]

や自動 He ガス置換システム(DICE)[3]が定常的に運用され、実験の省力化が

進んでいる。 

また、幅広い分野に渡る DNA ユーザーの要求に応える為、DNA に設置で

きる 3.5T マグネット、高温試料環境（～1000℃）、20 試料輸送タイプ自動試料

交換機の整備を進めている。 

 

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] “Status of neutron spectrometers at J-PARC” ,  R. Kajimoto et al., 

Physica B, Physica B 562 148-154(2019). 

[3] “Position-Encoded Automatic Cell Elevator for BL02, J-PARC MLF”, T. 

Tominaga et al., JPS Conf. Proc. 33, 011095 (2021). 
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X線結晶構造解析に向けた病原菌および好熱菌由来ガス

センサータンパク質の精製 
Purification of Gas-sensor Proteins from Pathogenic 

and Thermophilic Bacteria for Structural Analysis 
 

江頭美紀１、青山菜緒２、北西健一 3、下仲基之 3 
１東京理科大、理、応用化学、２東京理科大院、理、化、3東京理科大、理、化 

 
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 と相同性のあるタンパク質を微生物のゲノムデータベ

ースより探索し、X線結晶構造解析に向けた、高純度で安定かつ活性のあるサンプ

ルの精製を目標とした。探索により同定された、V. fluvialis と近縁種である Vibrio 

furnissiiおよび好熱菌 Tepidiphilus thermophilus由来 GCS-HD-GYP に焦点

を当て、精製を試みた。カラム精製の結果より、V. furnissii 由来 GCS-HD-GYP

は V. fluvialis 由来のものと同様、二量体と四量体の平衡状態をとることが分かっ

た。一方、T. thermophilus 由来のものは高純度に精製することができた。どちらの

細菌由来の GCS-HD-GYP も吸収スペクトルから酸化型ヘム(Fe(III))では、ヘム

鉄に His/H2O が配位した 6 配位高スピン、還元型ヘム(Fe(II))では His が配位し

た 5 配位高スピンであった。また、還元型ヘム(Fe(II))には酸素および一酸化炭素

が結合し、特徴的なスペクトルを示した。c-di-GMP の分解活性測定の結果、酸

化型ヘム(Fe(III))において T. thermophilus由来GCS-HD-GYP では c-di-GMP

が分解されることが明らかとなり、構造解析用サンプルとして適していると考えられた。

今後、X 線結晶構造解析に向けた精製タンパク質の結晶化スクリーニングを行って

いく予定である。 
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       MLF-中性子源 

MLF気体廃棄物処理設備の運転報告と改良計画 
Operation report and improvement plan of off-gas 

processing system at MLF 
 

髙宮 志歩 1、甲斐 哲也 1、上原 聡明 1、木下 秀孝 1、原田 正英 1、 

酒井 健二 1、羽賀 勝洋 1、高木 素則 2、黒須 祐輝 2 

1 日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター、2 木村化工機株式会社 

 
 J-PARC の物質・生命科学実験施設(MLF)の核破砕中性子源では、水銀を

ターゲット材料として使用している。水銀の核破砕生成物のうち、気体状の核

種(トリチウム、希ガス、水銀蒸気)の大部分は、水銀循環系内のサージタンク

のカバーガス(ヘリウム)に蓄積すると想定し、その処理のため気体廃棄物処

理設備が設置されている。 

毎年実施している水銀ターゲット容器交換作業では、カバーガスを気体廃

棄物処理設備で受け入れ、水銀をドレンしてから水銀ターゲット容器を取り外

す手順となる。これまでの運転経験から、一定量のトリチウムや希ガスがカバ

ーガスに移行せずに水銀循環系の内壁に付着したままであることが分かって

いる。そのため、水銀ターゲット容器の交換作業においては、これらの核種が

系外へ放出されることを抑制する必要がある。 

 本報告では、2021年度の気体廃棄物処理設備の運転報告とともに、現在計

画中であるトリチウム放出抑制に向けた設備改良の設計検討について述べる。 
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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 

X線結晶構造解析 
X-ray crystal structure analysis of sliding clamp 

derived from Clostridioides difficile 
 

岡﨑菫、菱木麻美、原幸大、橋本博 

静岡県立大学薬学部 

 
【目的】Clostridioides difficile感染症（CDI）はディフィシル菌が腸管内で毒素を

産生し、腸炎や下痢を引き起こす消化管感染症であり、日本国内にて重症例

やアウトブレイク事例が認められている。現在使用されている治療薬としてメト

ロダニゾールやバンコマイシンが挙げられるが、薬剤耐性による感受性の低

下や再発が問題となっており、新たな治療薬の開発が求められている。近年、

ディフィシル菌の 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

推奨されているが、重大な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に基づく CDI 治療戦略の開発が求められている。本研

究では、ディフィシル菌の DNA 複製系に着目し、DNA 合成の足場として機能

するスライディングクランプ（CdDnaN）を対象に、その立体構造と複製酵素と

の相互作用メカニズムを X 線結晶構造解析によって解明することで、新たな

CDI治療戦略の開発に資する構造科学的知見を得ることを目指す。 

【方法】CdDnaN をコードする遺伝子を大腸菌の発現ベクターに導入し、大腸

菌 BL21(DE3)を用いて大量培養した。得られた菌体を超音波破砕し、複数の

カラムクロマトグラフィーにより精製した。精製した CdDnaN と誤りがちな複製

酵素（CdDinB）のペプチドを混合し、市販のスクリーニングキットを用いて共結

晶化条件を探索した。得られた結晶化条件を最適化し、PF BL-5A にて X 線

回折強度データを収集した。構造解析はプログラム MOLREPを用いた分子置
換法で行い、プログラム REFMACを用いて精密化した。 

【結果】CdDnaN を高純度に精製した。結晶化スクリーニングの結果、複数の

条件で結晶を得た。得られた結晶を用いて X 線結晶構造解析を行い、2.1 Å

分解能で CdDnaN 単体の構造解析に成功した。また、単体とは異なる結晶化

条件で得られた結晶について X 線結晶構造解析を行ったところ、CdDnaN に

結合したCdDinBぺプチドと考えられる電子密度を確認することができた。しか

し、分解能が低いためにアミノ酸側鎖の同定が困難であり、相互作用メカニズ

ムの解明には至っていない。今後は、結晶化条件や X 線回折実験の際の凍

結条件の検討を行い、複合体の構造解析を目指す。 
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       MLF-BL18 

単結晶中性子回折計 SENJU におけるリモートアクセス環境

整備の現状 
Current Status of the Remote Access Environment 

for the Single Crystal Neutron Diffractometer SENJU  
 
森山健太郎 1、大原高志 2、鬼柳亮嗣 2、中尾朗子 1、宗像孝司 1、石川喜久 1、

2長谷美宏幸 
1CROSS 中性子科学センター、 
2原子力機構 J-PARC センター 

 
J-PARC MLF のリモートアクセス環境に対するニーズは、現在のコロナ禍の

状況においてより一層高まりつつある。リモートによる実験監視やデータ解析

という従来型のニーズに加えて、リモート実験や代行実験という新しい実験形

態に柔軟に対応可能なリモートアクセス環境が求められている。 

単結晶中性子回折計SENJUでは、このようなニーズに対応するために、クラ

ウドサービスを基盤としたリモートアクセス環境の整備を進めている。 

データ解析ソフトウェア STARGazer の Web アプリケーション版として

STARGazer Online（SGO）を開発し、Amazon Web Services(AWS)上に SGO の

システムを構築した。実験ユーザーは Web ブラウで SGO にアクセスし、デー

タの解析や取得が可能である。また、仮想デスクトップサービスである

Amazon Workspaces を利用して、従来版 STARGazer を利用するための Linux

環境を構築した。これにより実験ユーザーの計算機スキルやニーズに応じた

プラットフォーム（Web 環境/Linux 環境）でのデータ解析が可能である。 

その他に装置制御フレームワークである IROHA2 の監視モードを拡張し、

AWSのサービスやチャット型コミュニケーションツール Slackと連携した実験監

視システムを構築した。実験ユーザーは Web ブラウザで AWS にアクセスする

ことで、実験の進捗状況を確認することができる。また、Slack による監視では、

従来のカレントステータスに加えて、Begin や End 等の操作やエラー発生など

のイベント発生状況をリアルタイムで監視することが可能である。さらにはリモ

ート実験や代行実験において装置スタッフや実験ユーザー間で実験結果の共

有やチャット形式のコミュニケーションにより実験計画などを議論することなど

も可能である。 

本発表では、リモート解析環境や実験監視を中心に BL18 におけるクラウド

サービスを活用したリモートアクセス環境整備の現状について報告する。 
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      PF BL-3C、20B 

X 線トポグラフィによる β-Ga2O3の転位機構の解析 

Analysis of dislocation mechanism in β-Ga2O3 by 
using X-ray Topography 

 
山口 博隆 

産業技術総合研究所 
 

酸化ガリウムは大きなエネルギーギャップと絶縁破壊電界をもつことからパ

ワーエレクトロニクス材料への応用が期待されている。いくつかの多形がある

が、単斜晶系の β-Ga2O3 は最も熱的な安定相で、融液からの結晶成長が可

能であり、良質で大口径のウェーハの供給が期待されている。一方、これまで

よく知られている半導体結晶とは異なる結晶構造であることから、転位などの

結晶欠陥を基礎づけるすべり面などの基礎的性質はまだわかっていないこと

が多い。 

これまでに、結晶構造から可能なすべり面を提案し[1]、X 線トポグラフィに

よる実験的な検証を進めてきた。試料はノベルクリスタルテクノロジー製の

Edge-defined film-fed growth (EFG)法による結晶であり、X 線トポグラフィ実験

は BL-3C および BL-20 を利用している。転位のバーガースベクトルの同定に

より、転位の形態とすべり面を考察した[1]。また、(2#01)面上に積層欠陥を見

いだし、部分転位ループに起因することを示した[2]。また、(010)面基板はウ

ェーハプロセスの切断や切削による加工層が(2#01)面や(001)面基板より深

いことを示した[3]。(010)表面の加工ダメージが著しいことは、ビッカース強度

の面比較によって裏付けられた[4]。このほか、ビッカース圧痕の形成とアニー

ル処理による転位の発生[4]など、すべり面の解明を進めている。 

本研究は、（株）ノベルクリスタルテクノロジーとの共同研究である。 

 

[1] H. Yamaguchi et al., Superlattice Microstruc. 99, 99 (2016).  

[2] H. Yamaguchi et al., J. Appl. Cryst. 51, 1372 (2018).  

[3] H. Yamaguchi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 59, 125503 (2020).  

[4] H. Yamaguchi et al., To be published in Jpn. J. Appl. Phys. 
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MLF H-Line 

ミュオンペニングトラップ用電極中のスピン運動の評価 

Study of spin motion in muon penning trap electrodes 

茨大理工
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小久保 拓登
1
, 飯沼 裕美

1
, 足立 恭平

2
, 下村 浩一郎

2
, 永谷 幸則

2
, 

西村 昇一郎
2
, 仁尾 真紀子

3
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J-PARC 基礎物理実験では、ミュオンと電子の束縛状態であるミ

ュオニウムの微細構造測定からミュオンの磁気能率を決める

MuSEUM 実験が進行している。さらに、超低速のミュオンを一様

静磁場・4 重極静電ポテンシャルに捕獲し閉じ込めて磁気能率を精

密測定するミュオントラップ実験計画が新たに始まった。ミュオン

の基礎物理量を異なる方法で精密測定することで、新物理探索の可

能性をさらに高めることを目的としている。この新実験において磁

気能率を測定するうえでミュオントラップ用の電極開発は重要な課

題となっている。 

トラップ用電極開発を行うう

えでトラップ電磁場内での低速

ミュオンのスピン運動の検証、

そのときに発生させる理想的な

電場分布の検討が必要である。

本発表では矩形電極(図１)が作

る電場分布を OPERA-3D で算出

し、理想的な電場分布との差異

を評価する。また、トラップ電磁

場中でのミュオンについての軌

道・スピントラッキングを行い

固有運動周波数およびスピン歳

差周波数の系統誤差の見積もり

を行う。 

 

 
 

図 1 OPERA-3D によって製作し

た矩形電極モデル
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負ミュオン寿命法による鉄鋼中微量炭素の非破壊深度分布

測定 
Depth selective and non-destructive quantitative 

analysis of carbon in steel by negative muon lifetime 
method 

 
久保謙哉 1，二宮和彦 2，浅利駿介 3，稲垣誠 4，吉田剛 5，竹下聡史 6， 

梅垣いづみ 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 国際基督教大，2 阪大放射線機構，3 阪大理，4 京大複合研，5 高エネ研放射

線，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 

 
鉄鋼中の炭素量は鉄鋼の機械的物理的性質に大きく影響する．鉄鋼中の炭

素の定量にはいくつかの方法が利用されているが，非破壊的かつ深さ選択的

に定量できる方法は無い． 

寿命 2.2 s の負ミュオンは，物質に注入されたのちに停止すると，その近辺

の原子核に捕獲されてミュオン原子を形成する．ミュオン原子中の負ミュオン

は，脱励起を繰返してミュオン 1S 軌道に到達する．1S 軌道の負ミュオンは原

子核に極めて近く，原子核捕獲が起こる．これが自然壊変と競合するため，ミ

ュオン原子中の負ミュオンの見かけの寿命は 2.2 sより短くなる．原子核捕獲

は負ミュオンを捕獲した原子核の原子番号で決まるので，物質中の負ミュオン

の見かけ上の寿命を崩壊電子を使って測定すると，その物質の原子番号が

わかる．物質が複数の元素から成るときには，生成したミュオン原子の種類に

応じて複数の寿命をもつ成分が重なり合ったミュオン壊変曲線が得られる．こ

の曲線を解析すれば，物質中の元素組成を知ることができ，定量分析が可能

である．この方法は非破壊的であるとともに，負ミュオンの入射エネルギーを

変化させることにより，深さ選択的な分析も実現できる． 

これまで見かけの鉄中の微量炭素の分析を目標として手法開発を行ってき

ていたが，寿命が炭素に近い，酸素や窒素に捕獲された負ミュオンからの信

号が，寿命解析による微量炭素定量の妨害となることが判明していた．今回

試料周辺環境を種々検討することにより，この酸素や窒素に由来する信号が，

ビーム出口付近から散乱して空気中に停止するビーム成分に由来することが

明らかとなり，スズで吸収することによって妨害を大幅に低減できることがわ

かった．試料環境を真空中にしなくても，鉄中微量炭素の非破壊深度分析が

できることになり，日本刀など文化財として貴重であって傷つけられないような

鉄製品の分析に応用を進めていくための基礎データを報告する． 
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PF BL-6A 

                             

SAXS による奥久慈産漆由来ラッカーゼの溶液構造 
Solution structure of laccase from Okukuji lacquer 

by SAXS 

 
菅井碧宙１、山口峻英 1、高妻孝光 1 

１茨城大院理工 

 
 

 漆の木から採取される樹液は、縄文時代から塗料や器物として利用されて

きた。中でも茨城県奥久慈産の漆樹液は世界最高品質を誇り、人間国宝の

漆芸家が用いている。漆塗膜は、樹液の主成分であるウルシオールの酸化

重合反応によって形成され、樹液中のラッカーゼがこの反応を触媒する。漆由

来のラッカーゼは、1883 年に Yoshida によって発見され[1]、Omura によって日

本産漆由来のラッカーゼとベトナム産漆由来の生化学的性質の比較検討が

行われた[2]。また、ラッカーゼは触媒作用に重要な活性中心に分光学的性質

の異なるタイプⅠ銅、タイプⅡ銅、タイプⅢ銅をそれぞれ有するマルチ銅酸化

酵素の一種である。ウルシラッカーゼは、アミノ酸配列の相同性からアスコル

ビン酸酸化酵素に似た構造であると考えられているが[3]、その構造は明らか

にされていない。ウルシラッカーゼは、分子量

100 kDa のうち 45%を占める糖鎖によって覆われ

ており[4]、糖鎖のフレキシビリティにより結晶化

が困難である。本研究では結晶の作成を必要と

しない X 線小角散乱（SAXS）を用いてラッカーゼ

の構造解析を行なった。 

奥久慈産ウルシ由来ラッカーゼの SAXS 曲線

（図１）のギニエ領域を解析して得られた慣性半

径 Rg は 36 Åであった。糖鎖を除去した真菌由

来ラッカーゼの結晶構造から予想される慣性半

径(20 Å)よりも大きいことから、糖鎖の構造を反映しているものと考えられ、発

表ではこの詳細について報告する。 

 

【参考文献】 
1. H. Yoshida, J. Chem. Soc., 43, 472 (1883). 
2. T. Omura, J. Biochem., 50, 264 (1961). 
3. K.Nitta, K.Kataoka, T.Skakurai, J.Inorg.Biochem.,91, 125-131 (2002)  
4. B. Reinhammar, Biochim. Biophys. Acta, 205, 35 (1970). 

 

 
図 1. ウルシラッカーゼの

SAXS 曲線 
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       PF-BL3C  

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、張小威 2 

1 産総研計量標準総合センター、2 中国科学院高能物理研究所 
 

2019年5月20日に国際単位系（SI）の基本単位のなかの質量、電流、温度、

物質量の単位が再定義された。質量については基礎物理定数の一つである

プランク定数で再定義され、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

定数の絶対測定が行われる。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）により一様性評価が行われる。 

産総研は、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（分布）評価を行っ

ている。 

さらに、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対象結晶との二結晶間格子比較を行うことによ

り、対象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、X 線の単色化を行うモノクロメータ（MDCM）のアライメントが、

測定の不確かさに及ぼす影響について評価を行っている。 
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       PF-BL6A, BL10C 

スクラロース-水混合溶液中のタンパク質の選択的溶媒和 

Preferential Solvation of Proteins  
in Sucralose + Water Mixtures  

 
黒岩 勇 1、槇 靖幸 1、安中雅彦 1 

1 九州大院理・化学 
 

溶液中のタンパク質に糖類を添加すると、熱などに対する構造の安定性が

向上することが知られている。このような添加物によるタンパク質の構造の安

定性の変化は、タンパク質の周りの溶媒和と相関があると考えられている。最

近、X 線小角散乱（SAXS）を用いた研究により、糖水溶液中のミオグロビン溶

液では、糖はミオグロビン表面から排除される傾向があることが示された [S. 

Ajito, H. Iwase, S. Takata, M. Hirai, J. Phys. Chem. B, 122, 8685 (2018)]。我々

は最近、スクロースのハロゲン化誘導体であるスクラロースをタンパク質水溶

液に添加すると、タンパク質の構造安定性が低下することを見出したが、選択

的溶媒和についての知見はこれまでなかった。本研究では SAXS を用いてス

クラロース-水混合溶液中でのタンパク質の選択的溶媒和について調査した。 

図１に、ウマ骨格筋由来のミオグロビンの SAXS 散乱曲線をギニエ解析する

ことで得られた原点散乱強度𝐼(0)のスクラロース濃度依存性を示す。図には

比較のために、スクロース-水混合溶液中のミオグロビンの結果も示した。ス

クロースの場合に比べ、スクラロースでは、規格化された𝐼(0)!/#の糖濃度に

対する減少は緩やかであった。上記の文献と同様の方法による、理論散乱曲

線計算プログラム CRYSOL を用いた計算と実験との比較から、スクロースはミ

オグロビン表面から排除され、スクラロースはミオグロビン表面に吸着する傾

向があることが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：スクラロース(○)またはスクロース(□)を添加した場合の糖濃度に対する

𝐼(0)!/#の相対的変化。 
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X 線・中性子線回折によるジベンゾバレレン誘導体の 

フォトクロミズムのその場観察 

In-situ observation of photochromism of 
dibenzobarrelene derivatives by X-ray and 

neutron Diffraction 
 

吉田楓、細谷孝明（茨城大工） 
 

ジベンゾバレレン誘導体は（DBB、図１参照）固相・溶液中でフォトクロ

ミズムを起こし、光を照射することで分子構造が変化し様々な反応（ジ-

π-メタン転位、トリ-π-メタン転位、［2+2］光環付加反応、Norrish Type

Ⅱ反応など）が同時に起こることが報告されている［1］。本研究室ではこれ

まで結晶相反応における橋頭部置換基(R2,R3)と反応様式の関連性に注

目し、X線回折によるフォトクロミズムのその場観

察の結果から、架橋部置換基(R1)のカルボニル酸

素が橋頭部の水素を引き抜いて始まる Norrish 

Type II反応が起こっていることを明らかにした［2］。                           

 そこで、DBB の反応機構や着色の仕組みを明

らかにするため橋頭部・架橋部の置換基を組み

換え、様々な誘導体を合成した。そのうちの一つの誘導体は、光を照射

することにより無色から黄色への変化を確認できた。これまでの傾向か

ら、暖色系（ピンク、オレンジ、黄色など）に着色する誘導体はジ-π-メタ

ン転位が起こりやすい傾向にあるため、退色せず反応は不可逆であると

予想されていた。しかし、この誘導体において非常に低速ではあるが退

色が見られるため可逆的な反応を起こしている可能性が高いと考え、本

発表では IR等の分光法を踏まえてフォトクロミズム機構の研究過程を報

告する。 

 

参考文献  

［1］ Danaboyina Ramaiah et al., Chem. Soc. Rev., 34, 48-57 (2005)  

［2］ Shihomi Okabe and Takaaki Hosoya, JPS Conf. Proc., 8 031014 

(2015)  

［3］ 中村 裕樹 H29 年度 修士論文 

図 1 
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       SPF-B2 

多孔材料から放出されるポジトロニウムの 

飛行時間法によるエネルギー分布測定 

Time-of-flight measurement of positronium energy 
distributions emitted from porous materials  

 
周健治 1、魚住亮介 1、小林拓豊 1、田島陽平 1、吉岡孝高 1、前川雅樹 2、 

和田健 3、難波俊雄 4、石田明 5、浅井祥仁 5 
1東大工、2量研、3KEK 物構研、4東大素セ、5東大理 

 
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 はレプトンのみにより構成されるため、そのエネルギー準

位構造の高精度な理論計算が可能であり、精密な測定との比較を通して、束

縛系量子電磁力学の精密検証や、素粒子理論における基本対称性の破れの

探索といった、基礎科学研究における重要な課題に取り組むことができる。 

精密測定を行うには、真空中に低温の Ps を用意することが必要となる。低

速陽電子を多孔材料に打ち込むと、材料中の電子をはぎとり Ps を形成し、空

孔中を拡散しながら材料表面に達した Ps が真空中に放出される。拡散の間、

空孔表面との相互作用により熱化し、減速した Ps を得ることができる。運動エ

ネルギーの低い Ps が効率よく放出される多孔材料が見つかれば、精密測定

や、さらなる冷却や高密度化を追求して得られる Ps のボース・アインシュタイ

ン凝縮など、進展が期待できる。研究課題 2020G631 では、種々の多孔材料

からの Ps 放出エネルギー分布を、Ps 飛行時間法を用いて測定し、材料探索

を進めている。 

Ps 飛行時間法では、Ps の崩壊

に伴い放出されるガンマ線を位

置敏感に検出することで、飛行

時間分布を測定し、運動エネル

ギー分布を評価する。図 1 に、二

酸化ケイ素（シリカ）により構成さ

れた多孔材料であるシリカエアロ

ゲルを用いた結果を示す。材料

から遠方にある検出器では、遅

いタイミングでのカウントが多く、

飛行時間測定が行えている事が

わかる。この分布から、Ps の崩

壊時定数による歪みの効果など

を補正し、エネルギー分布の評

価を進めている。 
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図 1 シリカエアロゲルから放出された Ps の飛行時
間分布。2つの位置敏感配置としたガンマ線検出器を
用いており、凡例には材料表面から測った有感位置の

距離を示した。より材料から遠い位置に配置した検出

器では遅いタイミングでのガンマ線カウントが多く、

飛行時間測定が行えていることがわかる。 
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       PF BL-5A, MLF-BL03 

Met16His Pseudoazurin の X 線結晶構造解析 
X-ray Crystallographic analysis 

of Met16His Pseudoazurin 
 

青山雄亮、山口峻英、日下勝弘、高妻孝光 

茨城大院理工 

 
Achromobacter cycloclastes 由来の Pseudoazurin(PAz)は銅含有タンパク

質で、脱窒素呼吸において亜硝酸還元酵素(NiR)および亜酸化窒素還元酵素

(N2OR)の電子伝達体として働いている。PAz の活性中心は、Cys78 のチオラ

ート S 原子、Met86 のスルフィド S 原子、His40 および His81 側鎖のイミダゾ

ール N 原子に銅（Ⅱ）イオンが配位した歪んだ四面体構造をとっている。活性

部位近傍の Met16 残基は His81 のイミダゾール環と弱く相互作用し、活性中

心の電子状態を制御している[1,2]。本研究では、Met16His PAz の X 線結晶

構造解析を行い、Met１６His 変異体による構造変化について検討した。 

Met16His PAz の結晶化は沈殿剤を PEG1500 とした Sitting-drop 蒸気拡散

法により行った。また X 線回折実験は Photon Factory にある BL-5A にて行

った。 

Met16His PAz の結晶は P21 に属しており、格子定数は a = 34.55 Å, b = 

61.36 Å, c = 110.59 Å、α=γ= 90.00°β= 94.99°であった。Met16His PAz

の結晶構造は 1.60 Å 分解能で解析を行い、現在の R 値と R-Free はそれぞ

れ 16.5 %と 25.3%となった。Met16His PAz と Wild Type（4YL4）の RMSD は

Chain A,B,C,D それぞれにおいて 0.337 Å, 0.341 Å, 0.387 Å, 0.318 Å で、全体

構造に変化は見られなかった。第二配位圏の His16 のイミダゾールは、銅に

配位する His81 のイミダゾールと相互作用可

能な距離に位置し Face-to-Face 型の構造で

あることが明らかになった。 

 
References 
1. R. F. Abdelhamid, Y. Obara, Y. Uchida, T. 

Kohzuma, D. M. Dooley,D. E. Brown, H. Hori, 
J. Biol. Inorg. Chem. 2007, 12, 165-173 

2. M. B. Fitzpatrick, Y. Obara, K. Fujita, D. E. 
Brown, D. M. Dooley,T. Kohzuma, R. S. 
Czernuszewicz, J. Inorg. Biochem. 2010, 104, 
250-260 

図 1. Met16His の活性中心近傍における

His16 と His81 の相互作用 
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       PF-BL9C、PF-BL6A、MLF-BL03 

量子ビームによる絹の染色機構に関する研究 

Study of Silk Staining Mechanism by Quantum Beam 
 
山口峻英 1、星川晃範 1、篠塚雅子 2、中野睦子 2、阿部 仁 1,3、日下勝弘 1、高

妻孝光 1 
1 茨城大院理工、2 茨城県産業技術イノベーションセンター 繊維高分子研究

所、3KEK 物構研 

 
絹は、衣服をはじめとして有用な生活材料として、古来より活用されてきたタ

ンパク質である。染色技術は、社会に提供される上で、絹のような生体高分子

材料に彩りを与え、付加価値をつけるという重要な役割を有している。染色過

程には、少なからず遷移金属錯体が媒染剤として利用されているが、これま

で絹の染色メカニズムにおける金属錯体の役割や高分子材料への結合状態

は未だ明らかにされていない。 

媒染剤である酢酸銅で処理したのちに、キハダ抽出物で染色した草木染絹

糸の K 吸収端 XANES (図 1)は、酢酸銅処理の

みを行なった絹糸に比べて、立ち上がりエネル

ギーが約 1.5 eV 低エネルギー側にシフトしてい

た。キハダ抽出物に含まれる色素は、絹糸に

定着する際に、媒染剤として絹糸に担持された

銅と相互作用しているものと考えられる。さら

に、染色による絹糸の繊維構造の変化を調べ

たるために、小角・広角 X 線散乱法で検討し

た。得られた X 線散乱像には繊維構造の周期

性に由来するピークが観測され、染色方法の

違いにより散乱強度に差が見られたため、そ

の詳細についても報告する。 

 

 

 

 

 
図 1. 媒染剤である酢酸銅

で処理した絹糸と、草木染

め絹糸の銅 K 吸収端 X 線吸

収スペクトル 
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PF-BL6A 

SAXS によるウルシ由来ステラシアニンの構造解析 

Structural Analysis of Stellacyanin from a Japanese 
Lacquer tree by SAXS 

 
中山綾乃、菅井碧宙、山口峻英、高妻孝光 

茨城大院理工 
 

ウルシ(Rhus vernicifera)から採取される樹液は古来より塗料などに利用さ

れ、北海道にある垣ノ島遺跡では約 9000 年前の漆副葬品が出土している。

漆芸に用いられる漆樹液の中でも茨城県奥久慈地方の漆樹液は、透明度が

高く光沢も良く、その品質は日本一とも言われている。ステラシアニンは、

1940 年に Keilin らによって漆樹液中に見出されたタンパク質である[1]。その

生理的機能は明らかにされていないが、システイン、2 つのヒスチジンおよび

グルタミンが配位したタイプ１銅を分子内に 1 つ有していることから、電子伝達

タンパク質であると考えられている。ステラシアニンの分子量は 20kDa で、こ

のうち 40％が糖鎖により構成される糖タンパク質である[2]。本研究では、奥

久慈産ウルシからステラシアニンを精製し、小角 X 線散乱法(SAXS)を用いて

構造解析を行なった。 
SAXS 曲線(図１)のギニエ解析を行なったところ、ステラシアニンの慣性半径

は 23.5 Å であった。距離分布関数(P(r))を GNOM により求めたところ、最大

半径(DMAX)は 80.08 Å であった。また、Kratky plot(図 2)は、high-Q 側が大き

くなっていることから、SAXS 曲線は糖鎖のフレキシブルな構造を反映してい

るものと考えられる。 

 
1. Kwilin, D.; Mann, T. Nature 1940, 50, 304. 
2. B. Reinhammar, Biochim. Biophys. Acta, 1970, 205, 35 
 

 
図 1. 奥久慈産ウルシ由来ステラシアニンの SAXS 曲線(左)と Kratky 
plot(右) 
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       PF-BL-5A 

精密湿度気流を用いた室温測定環境 
Room Temperature data collection environment 

using humidity-controlled air stream 
 

松垣直宏 1、引田理英 2、山田悠介 2、平木雅彦 3、千田美紀 2、千田俊哉 2 

１ KEK-放射光、２ KEK-IMSS-SBRC、３ KEK-MEC 

 
BL‐5A は、PF2.5GeV リングにおいて多極ウィグラーを光源とする構造生物学

ビームラインである。幅広い波長範囲で高フラックスビームを利用でき、大面
積 X 線検出器（Pilatus3 S6M）による迅速な測定が可能となっている。試料回

りの空間に余裕があり、標準サンプルピン以外、例えばキャピラリー中に封⼊
された結晶や、マイクロ流路結晶化デバイスなどをマウントして、室温下での

回折データ収集が行われている。 

近、湿度気流下で試料結晶の脱水制御を行い、回折データを収集する

室温測定環境を整備した。分流式精密湿度気流発生装置から得られる相対

湿度(rh)99%の気流下で、標準ピンに母液ごとマウントされたフェレドキシン還

元酵素（BphA4）結晶は、長時間ほぼ同等の回折能を維持した。相対湿度を

変化させて低線量のデータセットを取得しそのデータ統計を⽐較したところ、

rh80%付近で悪化し、再度 rh90%以上にすると統計値が改善した。さらに、温調

されたクライオ気流シャッターを用いて湿度気流環境からクライオ気流環境に

瞬時に切り替え、特定の脱水状態の結晶をフラッシュクーリングすることも可

能である。 

湿度気流装置は回折計に組み込まれて常設されており、装置を起動するだ

けで面倒な準備不要でこの室温測定環境を利用できる。発表ではユーザー公

開の予定やロボットによる試料交換、 適な脱水状態探索（からのフラシュク

ーリング）の自動化など将来展望について述べたい。 
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       J-PARC MLF BL05  

J-PARC BL05 (NOP)における基礎物理研究 (2020) 
Fundamental physics activities at J-PARC (BL05) 

 
三島賢二・KEK 物質構造科学研究所 

(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開始した。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。 
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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、金子直勝 1,2、猪野隆 1,2、山内沙羅 1,2、植田大地
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 
 
 

  2019S09 課題で推進されている KEK の S1 型課題は、J-PARC の MLF に

偏極中性子散乱装置の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、武漢肺炎の影響で今年度の海外からの利用実験は全てキャ

ンセルとなった。また、経年変化を含めた老朽化による不具合と、機器の保守

及びアップデート対応にも相当の時間と労力を要した。特に主要機器の一つ

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は、様々な試行錯

誤をおこない、その解決に向けた努力を重ねた。現在、なんとか 1 月のビーム

復帰に間に合い運転再開を確認したが、最終的な原因究明には至っていない。 

  このような多くの困難を抱えながらも、併せて偏極度解析の実現に向けて

デバイスの開発を継続し、MLF での利用に向けた各種安全審査をすすめた。

2021 年までに、SEOP 偏極システム、ガイド磁場及び試料位置印加用の非対

称ヘルムホルツコイルシステム（これは近日中）、そしてアナライザーミラー各

機器のビームライン設置と安全審査が完了した。1 月のビーム再開からいよ

いよ偏極ビームの取り出しとコミッショニングを開始する予定である。また、偏

極中性子のデータ取得及び解析用のソフトウェア開発にも着手しており、併せ

て随時高度化を図ってゆく。更に今年度の大きな進捗の一つとして新たな

PSDの導入が挙げられる。PSDで使用する 3He ガスの値段は依然として高止

まりし、入手が困難な状態が続いている。また読み出し回路用のモジュールに

ついても、半導体の高騰と人材不足による技術継承など多くの問題を抱えた

状態にある。そうした中で、POLANO の一バンク分（32 本分に相当）の検出器

導入が実現した。これらは検出領域の小角部に設置予定であり、これにより

磁気散乱など小さい Q 領域のデータ取得が可能となる。講演では建設、整備、

開発、運営の状況を中心に POLANO における S1 型課題のアクティビティーを

総括する。 
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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-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 
 
池田一貴 1, 2, 3、本田孝志 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 7、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、安芳次 1、佐次田頌 3、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 量子ビーム、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（プロトン）を高精度で観測しうる量子ビームであ

り、とくに物質中の水素–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

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。 

2021 年度は主に以下の成果が得られた。 

（測定基盤技術の高度化） 

・ラジアルコリメータ導入による試料環境バックグランド低減効果の検証 

・回折曲線および 2体分布関数の解析における精度の評価 

・偏極中性子散乱実験環境の導入 

（構造解析手法の開発および利用） 

・磁気 PDFを利用した局所磁気構造解析 

・バナジウム系合金およびアルミニウム系錯体水素化物における水素吸蔵放

出メカニズムの解明と新規水素化物の構造解析 

・H/Dおよび 6Li/7Li同位体置換試料による液体の精密構造解析 

 本研究の一部は、中性子共同利用 S1 型実験課題（2019S06）、科研費新学

術領域研究（JP18H05518（ハイドロジェノミクス）、JP19H05814）、基盤研究(C)

（19K12650）の助成のもとで進められた。 
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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 
Upgrade for realizing Multi Incident-angle Neutron 

Reflectometry at SOFIA Reflectometer 
 

山田悟史 1, 細畠拓也 2, 日野正裕 3, 山形豊 2 

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、この夏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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       MLF-BL08 

SuperHRPD の開発と機能性物質の構造科学研究 

Development of SuperHRPD and structural study of 
functional material 

 
萩原雅人 1,2、鳥居周輝 2、山内沙羅 2、齊藤高志 2、神山崇 2、森一広 2 

1JAEA 物質科学研究センター、2KEK 物構研中性子 
 
 

粉末中性子回折は物質科学を支える強力な手段であり、物質構造科学上の

知見を得る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、あるいは得るのが難しい科学的知

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にもたらした。

MLF に設置されている SuperHRPD は中性子回折計では世界最高分解能(Δ
d/d = 0.0365%)をもち、強度や S/N においては他の TOF 回折装置より優れて

いる。Super-HRPD の目指すサイエンスは装置性能を生かし、他の装置では

観測されなかった Symmetry Breaking を発見し新しい科学的知見に繋げるこ

とであり、表題のタイトルでプロジェクト型 S 型課題 2019S05 を推進している。

量子磁性体や超伝導物質、マルチフェロ物質など将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た。 

試料環境に関しては、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、超伝導マグネット

を備えており、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現在安定的に運用されている。解析環境に関しては

粉末リートベルト解析ソフトウェア Z-Rietveld を用い、結晶構造解析だけでなく

MEM 解析や磁気構造解析を行なうことができる。また大量のデータを扱うこと

等を想定した自動解析や SPD法を用いた磁気構造解析など自主開発や共同

研究により進めている。 

 当日は SuperHRPD と S 型課題 2019S05 の現状および、特徴を生かした研

究を数例紹介する予定である。 
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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 
the High Resolution Chopper Spectrometer 

 
伊藤晋一 1、益田隆嗣 2,1、横尾哲也 1、中島多朗 2、浅井晋一郎 2、齋藤開 2、

植田大地 1、川名大地 2、杉浦良介 2、浅見俊夫 2、井畑良明 3 、谷野弘明 1 
1KEK中性子、2東大物性研、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の高分解能チョッパー分光器

（High Resolution Chopper Spectrometer, HRC）を J-PARC MLFの BL12
に設置した。本研究は、KEK物構研 S1型課題及び東大物性研 IRT課題とし
て運営しているものであり、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すものである。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。今年度は，特に，フラストレート系 
Ce5Si3[1]，三角格子反強磁性体 RbFeCl3[2]，ファンデルワールス強磁性体 
Fe5-xGeTe2[3,4]、スキルミオン物質 GdRu2Ge2[5]、ヘリ磁性体 Ni2InSbO6[6]
の研究で進展があった。 
 
[1] 植田大地他、日本中性子科学会年会(2021)、HRC 研究会(2021)、量子ビームサイエ

ンスフェスタ(2022) 
[2] 長谷川舜介他、日本中性子科学会年会(2021)、HRC 研究会(2021) 
[3] 浅井晋一郎他、日本物理学会秋季大会(2021)、HRC 研究会(2021)、日本中性子科学

会年会(2021)、量子ビームサイエンスフェスタ(2022) 
[4] 藤原美幸他、日本物理学会年次大会(2022) 
[5] 周芝苑他、HRC 研究会(2021) 
[6] Zheyuan Liu 他、量子ビームサイエンスフェスタ(2022)、日本物理学会年次大会(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，安芳次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」の現況報告を行う。 

今年度途中から本課題代表であった小田達郎氏の東大物性研への異動に

伴い、代表を KEK 遠藤仁が引き継いだ。研究の実施内容として大きな変更点

は無く、引き続き MIEZE 分光装置を中心に装置開発とサイエンスを展開して

行く予定である。 

今年度は、図示する様に、MIEZE 分光装置専用の 4K GM 冷凍機と 0.6T 電

磁石を導入し、磁性体に磁場を印加した状態での小角領域におけるスピンエ

コー測定が可能となった。また、MPPC 半導体光検出素子を用いた大型検出

器の開発を継続して行い、実験制御系として、これまでの LabView 制御から

EPICS と DAQ-Middleware を用いたシステムへの移行を行なっているなど、コ

ミッショニングは順調に進

んでいる。 

長フーリエ時間測定を目

指して開発中の NRSE 分光

装置では、大型の回転楕

円集光ミラーの開発を継続

して行なっており、早期の

実用化に繋げる予定である

[2]。 

詳細については当日発

表する。 

参考文献 

[1] M. Hino et al., J. Nucl. Sci. Technol. 54, 1223-1232, (2017) 

[2] T. Hosobata et al, JPS Conf. Proc. 22, 011010 (2018). 及び本会議におけ
る日野正裕氏ポスター発表 

  
図：MIEZE 分光装置に据付けられた 0,6T マグネットと 4K

冷凍機 
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       MLF-BL09 

特殊環境回折装置 SPICA（BL09）における機能性物質の 

構造科学研究と装置開発 
Structural research of functional materials and 

instrument development at Special Environment 
Powder Diffractometer SPICA (BL09) 

 
齊藤高志 1,2,3、塩家正広 4、南波薫 5、鳥居周輝 1,2、神山崇 1、森一広 1,2 

1KEK 物構研、2J-PARC センター、3 総研大、4BBT、5WDB エウレカ 
 

J-PARC MLF の革新型蓄電池実験棟（BL09）に設置された特殊環境回折

装置 SPICA は、電池における充放電反応の operando 測定を主目的として電

池研究に特化した仕様で開発された TOF 型粉末中性子回折装置である。ま

た革新型蓄電池実験棟には専用の化学実験室やオフビームで長期間利用で

きる充放電測定設備が備えられており、大強度中性子を利用して効率よく蓄

電池の解析を行うことができるよう工夫されている。SPICA は回折計として高

分解能と大強度という、相反する性能を共存させるよう設計され、高精度の粉

末構造解析を行うことが出来る他、ブラッグエッジ透過分光法によるイメージ

ング測定も可能である。これまで蓄電池反応のリアルタイム計測や固体電解

質材料のイオン伝導経路解明など、機能性物質の構造科学研究を行うプロジ

ェクト型 S 型課題を推進してきた。また SPICA は広範囲な研究分野を対象と

した一般利用課題にも供されており、幅広い温度範囲での利用が求められて

いることから、クライオスタットおよびクライオファーネスの開発・整備を行って

きた。データ解析環境については、BL08 等と協力してリートベルト法、MEM 法

等を含むデータ解析ソフトウェアパッケージ Z-Code の開発を行っており、オペ

ランド測定等で生じる大量のデータを扱うことを想定した自動解析や磁気構造

解析が可能である。 

本発表では、SPICA での S 型課題において展開してきた機能性材料の構

造科学研究と、装置開発の現状について紹介する。 

 

謝辞：本研究の一部は、独立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO）の委託事業の支援により実施した。 
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       MLF-BL2 

非晶質シリケイト微粒子の水分子ダイナミクスの解析 
Water molecule dynamics in amorphous silicate 

nanoparticles analyzed by quasielastic scattering 
 

奥地拓生 1,富岡尚敬 2,瀬戸雄介 3,梅田悠平 1,山田武 4,玉造博夢 5,柴田薫 5 

1 京都大複合研, 2JAMSTEC, 3 神戸大院理, 4CROSS 東海, 5 原子力機構 

 
地球の水は、太陽系の誕生期に微惑星の集積によって供給された後に、

高温高圧条件での化学反応によって水酸基や水素化物へと化学的形態を変

化させつつ、表層や内部で再分配され、輸送、貯蔵されてきたと考えられてい

る。このような水酸基や水素化物の一部が再び水に戻って現在の海洋を構成

している。この水をつくる水素原子は、 も軽くて動きやすい元素であるととも

に、中程度の結合力を持つ水素結合を形成する。含水鉱物は地球内部の水

の主たる媒質であり、その構造内部の水素原子の化学的形態は水酸基が卓

越するが、それが水素結合の働きによって高温高圧の条件で巧みに保持され

ている[1,2]。このような水素は隣接原子間程度の距離において、水酸基の配

向の静的・動的な切替わり、イオンあるいは欠陥としての高速の拡散など、多

様なダイナミクス(移動または運動、分子振動とは異なる)を示す。これらの水

素のダイナミクスの解析には中性子準弾性散乱法が特に有効である [3,4]。 

それでは地球に届く以前の水の重要な貯蔵と輸送の媒質の一つである、非

晶質の含水（または水和）ケイ酸塩の水素は、どのようなダイナミクスを示す

のであろうか。中性子準弾性散乱法では、水素原子核によって非干渉性散乱

された中性子の運動量とエネルギーの変化を通して、水素のサイト間跳躍の

距離と頻度を解析する。そこから水素のダイナミクスを、体積拡散や表面拡散

などの素過程に仕分けて調べることができる。この手法は非晶質物質に対し

ても結晶質物質と同程度以上に有効である[5]。そこで本研究では、吸着した

水分子との反応を経て徐々に結晶化しつつある、非晶質ケイ酸塩の状態を、

J-PARC MLF の DNA 分光器を用いて高温その場で解析してきた。その結

果、少なくとも二種類の水素のダイナミクスが明確になった。その一方はケイ

酸塩と水の界面、もう一方はその界面で閉じられた nm オーダーの空間に存

在する水分子と考えられる。本発表ではこれらの水素のダイナミクスの温度変

化についての計測の結果を述べ、その惑星科学的な意義を議論する。 

 
[1] 奥地ほか (2017) 日本結晶学会誌, 59, 309. 

[2] Purevjav et al. (2020) IUCrJ, 7, 370. 
[3] Okuchi et al. (2018) J. Appl. Cryst. 51, 1564. 
[4] 奥地 (2021) 日本結晶学会誌, 63, 129. 
[5] 奥地ほか (2018) 日本鉱物科学会年会 R5-12.  
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MLF-BL17 

エポキシ硬化物の界面凝集状態に及ぼす湿度の効果 
An Effect of Humidity on Aggregation States of 

Epoxy at Interface 
 

1,2川口大輔、1種子田英伸、2青木美佳、3宮田 登 
3宮崎 司、4Yuwei Liu、4,5青木裕之、1,2田中敬二 

1九大院工、2九大接着セ、3CROSS東海、4高エネ機構、5JAEA 

 
エポキシ硬化物はマルチマテリアル化を実現する高強度かつ高耐久性を

兼備した接着剤として期待されている。その実現には、異種固体界面におけ

るエポキシ硬化物の凝集状態ならびに接着特性を分子レベルで理解すること

が必要となる。また、エポキシ硬化物と異種固体界面における劣化には偏析

した水分子が関与すると考えられている。本研究では、高湿度下におけるエ

ポキシ硬化物の凝集状態を明らかにすることを目的とした。 

試料として、水素化ビスフェノール A ジグリシジルエーテルおよび 1,4-ビス

(アミノメチル)シクロヘキサンをモル比 2:1(等

量比)で混合した硬化物を用いた。膜は、テト

ラヒドロフラン溶液からスピンキャスト法に基

づきシリコン基板上に調製し、窒素雰囲気

下、293 Kで 24 hプレ硬化させた後、373 K

で 1 h硬化させた。乾燥状態および重水蒸気

雰囲気下における膜厚方向の密度分布は中

性子反射率(NR)測定に基づき評価した。 

Fig. 1(a)は乾燥状態および相対湿度 85%

で測定したエポキシ薄膜の NR 曲線である。

測定温度はいずれも室温である。図中の実

線は Fig. 1(b)のモデル散乱長密度(b/V)プロ

ファイルから計算した反射率である。調湿下

の場合、基板界面近傍における(b/V)値は乾

燥時と比較して高い値を示した。これは、界

面に偏析した D2O、および、エポキシに含ま

れる OH 基の水素-重水素(H-D)交換が影響

する可能性がある。100%のH-D交換を仮定

したときの (b/V)値より界面近傍における

(b/V)値が大きいことを考慮すると、固体界面

には重水の濃縮層が形成されたと考えられ

る。 
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Fig. 1.  (a) NR curves for an epoxy 
film supported on a silicon substrate 
under dried and D2O vapor (RH85 %) 
conditions at room temperature.  
Experimental data sets are shown by 
plots, and best-fit curves calculated 
using model (b/V) profiles shown in (b) 
are expressed by solid and dotted lines. 
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(2018L0400)In-situ neutron diffraction

observation of dynamic transformation during

the high temperature deformation of a

Zircaloy-4 alloy 

その場中性子回折測定による Zircaloy-4合金の

高温変形中における動的相変態挙動の観察
*Guo Baoqi1、Mao Wenqi2、柴田 曉伸3、Chong Yan1、Harjo Stefanus2、Gong Wu2、Jonas John4、辻 伸泰1

（1. 京都大学, 2. J-PARCセンター, 3. 物質・材料研究機構, 4. McGill University）



       BL02 

マルチドメイン蛋白質の構造とダイナミクスの階層性の解析 
Analysisi of Hierarchy of Structure and Dynamics of 

Multidomain Proteins 
 

中川洋 1，斎尾智英 2，長尾道弘 3,4,5，井上倫太郎 6， 

杉山正明 6，富永大輝 7，川北至信 1 

1原子力機構， 2徳島大，3NIST，4メリーランド大，5デラウェア大， 
6京都大，7CROSS  

 
 

マルチドメインタンパク質の柔軟なコンフォメーションは、その生物学的機能を担っ

ている。3つのドメインからなるタンパク質:MurD (47kDa) は、酵素反応において、

ドメインのコンフォメーションを open 構造から semi-closed 構造、closed 構造と順

次変化させるが，各コンフォメーションにおけるドメインのダイナミクスは不明であ

った。本研究では、小角 X線・中性子散乱法（SAXSおよび SANS）、動的光散乱法（DLS）、

中性子背面散乱法（NBS）、中性子スピンエコー法（NSE）、および分子動力学（MD）シ

ミュレーションを組み合わせて、MurDの対応する 3つの状態（アポおよび ATP、阻害

剤結合状態）におけるコンフォメーション・ダイナミクスを検証した。まず、MD計算

のトラジェクトリーに主成分分析を適用した結果、ねじれと開閉のドメインモードが

主要な共同運動として同定された。更に、既知の結晶構造に基づく理論計算と実験の

SAXSプロファイルのずれは、ATP結合状態ではアポ状態よりも小さくなり、阻害剤結

合時にはさらに減少することが明らかになった。これらの結果は、リガンド結合によ

りタンパク質のドメイン運動が段階的に抑制されることを示唆している。DLS と NBS

のデータを用いて、NSE データからナノメートルおよびナノ秒スケールのドメイン運

動の情報を抽出した。アポの状態では、MurDはねじれのドメインモードと開閉のドメ

インモードの両方が存在するが、ATP が結合するとねじれドメイン運動が抑制され、

阻害剤が結合した状態ではさらに開閉のドメインモードが抑制されることがわかっ

た。これらの結果は、小角散乱法や MD シミュレーションで測定された構造変化と一

致している。また、分子シミュレーションから、ドメイン運動と活性部位のアミノ酸

の揺らぎが連動していることが分かった。このような酵素反応に伴うドメインダイナ

ミクスの変化は、各反応状態に特異的に結合するリガンドとの親和性や反応効率に関

係すると考えられる。 

 

[1] H. Nakagawa et al., Biophysical journal, 120, 3341-3354 (2021) 
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       MLF 長期課題 2017L1300 / 2020L0800 

中性子回折・散乱を用いた新規イオン伝導体 

および複合アニオン材料の構造科学 

Structure Science of Ionic Conductors and Mixed-Anion 

Materials by Neutron Diffraction and Scattering  
藤井孝太郎 1，張文鋭 1，八島正知 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) 

 電池等への応用が可能なイオン伝導体や，アニオン元素が複数含まれ特異

な物性をもつ複合アニオン材料は，次世代の材料として注目を集めており，基

礎から応用まで幅広く注目される重要な材料である．その機能は構造と密接に

関係があり，その構造を精確に調べることは，その材料が示す機能を理解し，

新材料を探索する指針を立てる上で必要不可欠である．特に比較的軽元素の

アニオン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．本長期課題では，SuperHRPD, SPICA, SENJU, NOVA での中性

子回折・散乱実験と構造解析により，我々が見出した新規材料を中心に，それ

らが示す機能の構造的要因を明らかにすることを目的としている．最近の研究

成果として，実用材料を超えるものを含む新規イオン伝導体の発見[1-5]や，新

規複合アニオン材料および関連材料の発見[6-12]，高イオン伝導度を示す酸化

物イオン伝導体におけるイオン伝導機構の解明[13-16]などがある． 
 

【成果】 
[1] M. Yashima, et al. Nat. Commun., 2021, 12, 556 (2017L1300) 
[2] M. Shiraiwa, et al. J. Mater. Chem., 2021, 9, 8607 (2017L1300) 
[3] W. Zhang, et al. Nat. Commun., 2020, 11, 1224 (2017L1300) 
[4] W. Zhang, et al., J. Mater. Chem. A, 2020, 8(47), 25085 (2017L1300) 
[5] Y. Yasui, et al. Inorg. Chem. 2019, 58(14), 9460 (2017L1300) 
[6] T. Masese, et al. Nat. Commun., 2021, 12, 4660 (2017L1300, 2020L0800) 
[7] S. Gao, et al. Nat. Commun., 2021, 12, 151 (2017L1300) 
[8] H. Ito, et al. Adv. Sci., 2021, 8, 2101413 (2017L1300) 
[9] Y. Masubuchi, et al. J. Solid State Chem., 2021, 296, 122000 (2017L1300) 
[10] T. Yamamoto, et al., Nat. Commun., 2020, 11, 5923 (2017L1300) 
[11] R. Ohtani, et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(43), 19254 (2017L1300) 
[12] T. Matsumoto, et al. ChemCatChem, 2020, 12(7), 1968 (2017L1300) 
[13] M. Yashima, et al., J. Mater. Chem. A, 2019, 7(23), 13910 (2017L1300) 
[14] K. Hibino, et al. ACS Appl. Energy Mater., 2021, 4, 8891 (2017L1300) 
[15] K. Fujii, et al. J. Mater. Chem. A, 2018, 6(23), 10835 (2017L1300) 
[16] W. Uno, et al., J. Ceram. Soc. Jpn., 2018, 126(5), 341 (2017L1300) 
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       MLF-BL15 

固体高分子形燃料電池触媒層におけるアイオノマ被覆構造 
Coating Structure of Ionomer in Catalyst layers of 

Polymer Electrolyte Fuel Cells 
 

原田雅史 1、岩瀬裕希 2、高田慎一 3 

1 豊田中研、2 CROSS、3 原子力機構 

 
 

固体高分子形燃料電池の発電を担っている触媒層は、アイオノマ（イオン性

高分子）で被覆された白金担持カーボン粒子の多孔体である。アイオノマは発

電に必要なプロトンの伝導と酸素の透過に影響を及ぼすので、その被覆構造

が発電性能に影響を及ぼす。アイオノマの被覆構造は、コントラスト変調小角

中性子散乱法で解析され、カーボンに対して均一に吸着した領域と不均一に

析出した領域でモデル化された［1］。ここでは、構造が異なるカーボン（Vulcan

と Ketjen）を用いた触媒層についてアイオノマ吸着と析出の挙動を比較する。

これらの触媒層のプロトン伝導は Vulcan > Ketjen である。 

図 1 は、上記 2 種類のカーボンを用いアイオノマとカーボンの重量比（I/C）を

0.5 から 1.5 まで変化させて作製した触媒層ついて、小角中性子散乱を測定し

た結果である。触媒層は H2O と共存させて密閉セルにセットし、25℃で湿度

100％RH に保持した。Vulcan と Ketjen のいずれの場合も、q = 0.15 Å-1 付近

でピークが観測され、強度は I/C の増加にともなって大きくなった。ピークはア

イオノマ中の水クラスタに由来し、水クラスタ（サイズ：数十Å）の形成は吸着

アイオノマ（100Å程度の厚さ）で抑制されるので、強度が析出アイオノマの量

を反映している。I/C が同じでも、Vulcan と Ketjen でピーク強度が異なり、

Vulcan > Ketjen なので、析出アイオノマの量が触媒層のプロトン伝導に影響

を及ぼしていると推察された。 

 
[1] M. Harada et al., ACS Omega, 6, 15257-15263 (2021). 

図 1 アイオノマとカーボンの重量比（I/C）が異なる触媒層の小角中性子散乱 

(a) Vulcan を用いた触媒層 (b) Ketjen を用いた触媒層 
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       MLF-BL09 

オペランド中性子回折を用いた 

リチウムイオン電池の状態解析 

Degradation Analysis of Lithium-Ion Batteries  
Using Operando Neutron Diffraction 

   
尾宮哲也 1、池澤篤憲 1、斉藤景一 2、高橋慶多 2、米村雅雄 3、齊藤高志 3、 

神山崇 3、荒井創 1 

1 東工大、2 NTT ファシリティーズ、3 KEK-中性子 
 

1. 目的 

近年、リチウムイオン電池（LIB）は電源遮断時に備えたバックアップ電池に

代表される大型用途での利用が検討されている。負荷と並列接続されて定電

圧（フロート）充電されるバックアップ電池を定期的な放電を組み合わせて作

動させることで、夜間電力活用や、フロート充電状態を避けることによる電池

寿命の改善が期待できる。しかし、フロート充電と放電の組み合わせによる

LIB の劣化挙動は明らかになっていないため、長期課題（2018L0301）により、

劣化させた LIB の挙動を作動状態（Operando）で解析し、劣化要因を検討した。 

 

2. 実験 

市販円筒型 LIB を連続フロート充電する、および連続充電を避けるため毎日

1 回満放電、毎日 1 回 30%放電を挟む、三つのモードで最大 726 日間の劣化

試験を行い、得られたセルを BL09 の SPICA 分光計において、放電させなが

ら回折測定を実施した。 

 

3. 結果および考察 

連続フロート充電に毎日 1 回満放電を挟んだセルは、他のセルと比較して著

しい容量劣化を示した。この容量劣化の要因を探るため、Operando 中性子回

折を実施した。その結果、層状正極材料の層間距離に相当するピークの放電

に伴う遷移が、劣化試験後により不明瞭となることが判明した。これは、正極

に著しい反応分布が生じたためであり、正極の内部抵抗増大が示唆された。

また試験前後のインピーダンス測定からも、正極の内部抵抗増大が推察され

た。中性子回折プロファイルの検討より、脱落等による活物質の逸失よりも、

抵抗の増加が、容量劣化にもたらす影響が大きいことが判明した。また毎日 1

回 30%放電を挟んだものは、同等の積算容量で比較して、毎日 1 回満放電の

ものよりも容量劣化が抑制されていた。回折プロファイルの解析の結果、セル

の充電不良が改善されたことが分かった。この結果は、放電深度を狭めること

で内部抵抗増大が抑制可能なことを示している。 
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       J-PARC MLF 

総合科学研究機構 中性子科学センターの活動 

Activity of CROSS in 2021 
 

総合科学研究機構(CROSS) 中性子科学センター 利用推進部 

 
J-PARC の特定中性子線施設の登録施設利用促進機関である CROSS 中

性子科学センター（以下、「CROSS」という。）は、J-PARC センターと連携し、

中性子線共用施設（共用ビームライン）の課題公募と選定、施設利用者に対

する情報提供・相談・実験支援等を行っています。CROSS は、J-PARC MLF

の利用促進活動を通じて、施設利用者の課題解決に貢献していきます。 

○J-PARC MLF における 2021B 期及び 2022A 期の一般利用課題（短期、1

年）の定期公募を行いました。2021B 期への申請数は全ビームラインで 411

件あり、そのうち共用ビームラインへの申請は 160 件でした。申請された課

題は委員会で審査が行われ、採択数は全ビームラインで 169 件、そのうち

共用ビームラインは 57 件でした（新利用者支援課題（New User Promotion : 

NUP）1) 9 件、1 年課題 1 件含む）。また 2022A 期の公募では全ビームライ

ンで 353 件、うち共用ビームラインには 137件の申請があり、現在審査を行

っています（2022 年 1 月時点）。 

○J-PARC MLFでは学術研究利用・産業利用をより活発化していくため 

「J-JOIN」を組織し、J-PARC MLF の一元的な利用相談窓口を設置しまし

た。https://jrr3ring.jaea.go.jp/jjoin/ 

○放射光・中性子の連携利用の促進を図るため、CROSS と JASRI2)が協力し

て、放射光・中性子連携利用の Web サイトに、放射光・中性子連携利用の

相談窓口を設置しました。 

  https://sites.google.com/jasri-service.jp/srn-concierge/ホーム 

〇放射光・中性子の連携利用の促進に向けて、第 4 回粉末回折測定合同研

修会を SPring-8（11/5・兵庫）及び JRR-3（11/18・茨城）、第 5 回小角散乱

測定合同研修会を SPring-8（10/4・兵庫）及び J-PARC MLF（2022/2/10予

定・茨城）において企画しました。量子ビーム施設の施設利用者に実習を通

して放射光、中性子それぞれの測定技術の特徴を把握していただくことで、

効果的な連携的利用方法の検討の一助とすることを目的として、2019 年度

より CROSS と JASRI が協力して実施しています。 

○中性子科学における人材育成を行うため、CROSS では研究生制度を導入

しています。2021 年度は中性子科学に関する知識や技術を習得したい大

学院生を研究生として 6 名（2022 年 1 月現在）受け入れています。 

  https://neutron.cross.or.jp/ja/student/ 

 
1) https://neutron.cross.or.jp/ja/users/trial_use/ 

2) JASRI は、SPing-8 及び SACLA の登録施設利用促進機関です。 
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       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 

基礎物理実験装置 基礎物理、中性子光学研究 

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 

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 

水平型反射率計 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 

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 

BL06 

VIN-ROSE 

スピンエコー装置 

（京大連携） 

物質中のスローダイナミクスを観

測 

BL23 

POLANO 

偏極中性子回折装置 

（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 型課題申請によ

るプロジェクト型研究が展開されている。2019A より、BL23 POLANO について

も、非偏極限定ながら一般課題の受け入れを開始した。これにより、全ての装

置において一般課題が実施されることとなった。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のサマリーを

紹介する。 
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JRR-3供用運転再開と JRR-3 ユーザーズオフィスの活動 
Restart of User Program of JRR-3 and activities of 

JRR-3 Users Office 
 

田村格良、樹神克明、井川直樹、阿部一英、松江秀明 

日本原子力研究開発機構 JRR-3ユーザーズオフィス 

 
JRR-3 は熱出力 20MW、炉心付近における最大熱中性子束 3x1014 

n/(cm2・sec) の我が国最大級の研究炉である。平成 2 年に大規模な改造を

行い、照射設備、ビーム実験用設備および冷中性子源装置を有する世界最

高水準の実験研究が可能な汎用型研究炉に生まれ変わった。その後、種々

の中性子ビーム実験、放射化分析、医療用アイソトープの製造等が行われ、

基礎研究から産業利用に至る幅広い分野に利用されきた。 

JRR-3 は、平成 22 年 11 月に施設定期検査で停止後、新規制基準適合性

審査を経て、平成 30 年 11 月に設置変更許可を取得した。平成 31 年 4 月か

らは、原子炉建家、ビームホール等の耐震補強工事を開始し、令和 3 年 1 月

にこれら耐震補強工事を竣工し、令和 3 年 2 月末の運転再開となった。運転

再開後は慎重に試験運転や実験装置の調整等を行い、令和 3年度は 7月 12

日から 11 月 19 日まで 4 サイクルの供用利用運転を実施した。なお、令和 3

年度の定期公募時には下期も併せて中性子ビームで 121件であった。 

耐震補強工事と並行して、シャッターより炉心側の冷中性子導管の更新等

によるビーム強度増強等の施設及び装置の高度化を目指す一方で、ユーザ

ーズオフィスによる JRR-3 の利用する際の利用者の利便性向上にむけた活

動にも取り組んでいる。 

本ポスターでは、再開した JRR-3 の供用利用運転の現状及び JRR-3の中

性子利用について紹介すると共に、日本中性子科学会の「ロードマップ特別

委員会」の提言[1]でも述べられている JRR-3 の利用ジャンルの多様性、さら

には教育への活用の観点からプラットフォームのハブ施設となることへの期待

に応えるべく活動を行っている JRR-3 ユーザーズオフィスの活動を紹介させ

ていただく。 

 

参考文献 

[1] 中性子科学会特別委員会報告 「ロードマップ検討委員会提言と評議会

の決定に関する報告書」 （2018.7.9） https://www.jsns.net/committee 
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       PF-BL8B，PF-BL9C 

磁鉄鉱の酸化プロセス: マグヘマイト(γ-Fe2O3)の空孔秩序転移 
Oxidation process of magnetite: Vacancy ordering 

transition in maghemite (γ-Fe2O3) 
 

杵渕 伊吹，興野 純 

筑波大学生命環境 
 

磁鉄鉱からマグヘマイトを経てヘマタイトに至る酸化過程を，X 線回折と X

線吸収分光法で調べた．100℃で 3 時間加熱した磁鉄鉱の XRD パターンは，

空孔が部分的に秩序配列したマグヘマイト（空間群 P4132 または P4332）の回

折ピークを示した．その後，250℃で 3 時間加熱した磁鉄鉱の XRD パターンに

は，空孔が完全に秩序配列した正方晶マグヘマイト（空間群 P41212 または

P43212）に対応する回折ピークが含まれていた．250℃で加熱した磁鉄鉱から

は，ヘマタイトの回折ピークが出現した．その後，300℃では磁鉄鉱の回折ピ

ークが消失し，代わりにマグヘマタイトとヘマタイトが XRD パターンを支配した

が，マグヘマタイトの量は 300℃から減少した．マグヘマイトは 500℃で完全に

消失し，最終的にヘマタイトが XRD パターンを支配するようになった．リートベ

ルト法によるフィッティングの結果，格子定数と八面体サイトの Fe の占有率は，

25℃から 300℃の温度で連続的に減少していた．X 線吸収端近傍構造

（XANES）の結果は，Fe3+/ΣFe が 300℃まで増加し，その後 500℃まで一定で

あることを示し，磁鉄鉱中の Fe2+が 300℃で完全に Fe3+に酸化されたことを示

していた．さらに，八面体サイトの Fe-O 結合と八面体サイト間の Fe-Fe 相互

作用に対応する 1.7と 3.1Åの放射状構造関数（RSF）ピークの強度は，25℃か

ら 300℃まで連続して減少していた．第一配位のフィッティングの結果，八面体

サイトの配位数と Fe の占有率は，25℃から 300℃の温度範囲で連続的に減

少しており，リートベルトのフィッティング解析の結果とほぼ一致した．磁鉄鉱

の格子定数は，磁鉄鉱とマグヘマイトの間で，a = 0.0985x + 8.3397 (x = 

Fe2+/Fe3+) の関係で変化していた．本研究の結果，磁鉄鉱の酸化プロセスで

は，Fe は八面体サイトから連続的に除去され，空孔が部分的に分布するマグ

ヘマイトが生成され，磁鉄鉱の酸化が完了すると，Fe3+の構造体内拡散により

空孔の秩序化がさらに進行し，空孔が完全な秩序分布を持つマグヘマイトが

形成されることが明らかになった．  
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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4
2022年3月9日(水) 13:15 〜 14:00  コアタイム4
 

 
(2021PF-S003) 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. 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所） 

(2019S2-003) 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） 

(2020S2-002) 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、榎戸 祐馬1、藤岡 悠理1、松本 恵1、高橋 実樹1 （1. Tohoku

University） 

(2018S2-006) コヒーレント軟 X線回折によるメゾスコ
ピック領域の磁気イメージング 
*山崎 裕一1 （1. 物質・材料研究機構） 

(2021S2-004) 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. 物質・材料研究機構） 

（2018S2-004）ディラック酸化物の探索 
*組頭 広志1 （1. 東北大学多元物質科学研究所） 

（2021S2-002）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. 東北大学多元物質科学研究所） 

(2020U001) SARS-Cov-2のプロテアーゼと阻害化合物の
共結晶構造解析 
*星野 忠次1、郭 艶1、三輪 和範1、喬 欣悦1、本保 佳蓮1、山本 典生2 （1. 千

葉大学大学院薬学研究院, 2. 東海大学医学部） 

（2021PF-S001）3次元 X線ズーミング顕微鏡の開発 
*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. 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） 

(2019T002) 低温での溶液 XAFS測定装置の開発と高原子
価金属錯体の解明 
*鈴木 崇1、阿部 仁1,2、島崎 優一1 （1. 茨城大院理工, 2. 高エネルギー加速

器研究機構） 

(2021S2001) 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. 東北大学材料科学高等研究所） 

(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 
*辻川 夕貴1、張 小妮1、堀尾 眞史1、望月 出海2、和田 健2、兵頭 俊夫2、近

藤 剛弘3、松田 巌1 （1. 東大物性研, 2. KEK-物構研 SPF, 3. 筑波大学数理） 
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(2018S1-001) 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、河合 敬宏1、中村 智樹3、榎戸 祐馬3、井上 皓介4、野田 夏実1

、山下 翔平2、武市 泰男2、木村 正雄2、伊規 須素子5、若林 大祐2、薮田 ひ

かる6、癸生川 陽子7、諸野 祐樹5、浦本 豪一郎8、白石 史人6、浅野 眞希9

、板井 啓明1、奥村 大河1、宮原 正明6、坂田 昂平10、小野 寛太2、福士 圭

介4、関根 康人11 （1. 東京大学大学院理学系研究科, 2. 高エネルギー加速器

研究機構 フォトンファクトリー, 3. 東北大学, 4. 金沢大学, 5. 海洋研究開発

機構, 6. 広島大学, 7. 横浜国立大学, 8. 高知大学, 9. 筑波大学, 10. 国立環境

研究所, 11. 東京工業大学・地球生命研究所） 

(2020S2-001) 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） 

(2018S2-005) BL-13B光電子分光システムのマイクロ測
定を目指した高度化と機能性材料の精密物性評価研究 
*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、冨重 圭一7

、中山 泰生8、間瀬 一彦1,9、山田 洋一10、吉信 淳11 （1. 高エネルギー加速

器研究機構物質構造科学研究所, 2. 東京工業大学, 3. 産業技術総合研究所, 4.

立教大学, 5. 横浜国立大学, 6. 慶応義塾大学, 7. 東北大学, 8. 東京理科大学,

9. 総合研究大学院大学, 10. 筑波大学, 11. 東京大学物性研究所） 

(2021S2-003) 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、簑原 誠人3、山田 洋一7、吉信 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. 慶応義塾大学, 7. 筑波大

学, 8. 東京理科大学, 9. 東京大学物性研究所） 

(2020U002) SARS-CoV-2スパイク蛋白質と中和抗体 NT-
193複合体の X線結晶構造解析 
*喜多 俊介1、小野寺 大志2、安達 悠2、森山 彩野2、野村 尚生1、田所 高志1

、安楽 佑樹1、湯本 航平1、Tian Cong1、福原 秀雄1、鈴木 干城3、橋口 隆

生3、高橋 宜聖2、前仲 勝実1 （1. 北海道大学薬学研究院, 2. 国立感染症研究

所, 3. 京都大学 ウイルス・再生医科学研究所） 

(2019S2-001) 偏光特性を活用した核共鳴前方散乱法によ
る Fe系化合物の軌道秩序とその揺らぎの観測 
 
Direct observations of orbital orders and　fluctuations
in iron-based compounds using nuclear forward
scattering technique  
小林 寿夫1、*池田 修悟1、神田 智弘1、河智 史朗1、柴崎 裕樹2、岸本 俊二2

、船守 展正2 （1. 兵庫県立大学, 2. 高エネルギー加速器研究機構-物質構造

科学研究所） 

(2019S2-002) X線顕微鏡を中心とした航空機材料の機能
マッピング 
*木村 正雄1,2、渡邊 稔樹1,3、武市 泰男1,2、丹羽 尉博1、君島 堅一1,2、内山
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智貴3、内本 喜晴3 （1. 高エネルギー加速器研究機構, 2. 総合研究大学院大

学, 3. 京都大学） 

（2021T001）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、阿部 仁3,4,5、井口 弘章1、高石 慎也1 （1. 東北大

院理, 2. 電通大, 3. KEK-物構研, 4. 総研大, 5. 茨城大） 

配向制御 Zr-MOF薄膜における白金ナノ粒子の構造解明 
*富崎 展生1、田 旺帝1 （1. 国際基督教大学） 

オンプレミスとクラウドサービスを組み合わせた MLF向
けサービス、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、中谷 健3、鈴木 次郎4,6、森山 健太郎
1、山田 悟史5,6、五十嵐 美穂1、大内 薫1、入江 敦子5,6、大友 季哉5,6 （1.

CROSS, 2. JAEA J-PARCセンター, 3. QST, 4. KEK 計算科学センター, 5.

KEK 物構研, 6. KEK J-PARCセンター） 

アミノ酸シッフ塩基銅(Ⅱ)錯体を含むリゾチーム結晶化条
件検討 
*武田 千奈1、黒田 裕斗1、古屋 哲人1、中根 大輔1、秋津 貴城1、北西 健一1

、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） 

ヒト S100A3変異体を用いた四量体構造解明に向けた研究
/ 
Research for tetramer structure analysis using mutants
of human S100A3 
*飯田 泰由1、井手 賢司1,2、海野 昌喜1,2 （1. 茨城大学大学院理工学研究科,

2. 茨城大フロンティア） 

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3,4,1 （1. 茨城大学工学部物質科学工学

科, 2. 久留米大学医学部, 3. 茨城大学大学院理工学研究科, 4. フロンティア

応用原子科学研究センター） 

単結晶中性子回折計 SENJUの最新状況 
*大原 高志1、鬼柳 亮嗣1、中尾 朗子2、宗像 孝司2、石川 喜久2、森山 健太

郎2、田村 格良1、金子 耕士1 （1. J-PARC Center, Japan Atomic Energy

Agency, 2. CROSS） 

Rhodothermus marinus由来グルコシル糖転移酵素のアカ
ルボースとの複合体構造の解析 
Structure analysis of glucosyltransferase from
Rhodothermus marinus complexed with acarbose 
*宮坂 祐希1、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） 

非充填スクッテルダイト化合物 CoSb3の圧力誘起構造変
化による格子熱伝導率低減効果 
*淡路 功太1、西村 和也1、諏訪 雄哉1、林 純一1、川村 幸裕1、武田 圭生1

、後藤 弘匡2、関根 ちひろ1 （1. 室蘭工大院工, 2. 東京大学物性研究所） 



[PC4-58_M-114]

[PC4-41_K-063]

[PC4-48_L-084]

[PC4-29_D-024]

[PC4-42_K-065]

[PC4-59_M-117]

[PC4-32_E-033]

[PC4-49_L-087]

[PC4-60_M-120]

[PC4-23_B-006]

[PC4-50_L-090]

©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

レドックスセンサーヒスチジンキナーゼのヘムエリスリン
ドメインの構造解析 
*北西 健一1、海野 昌喜2,3 （1. 東京理科大、理、化, 2. 茨城大、理工、量子

線, 3. 茨城大、フロンティア） 

フォトンファクトリー小角 X線散乱ビームラインの現状 
*高木 秀彰1、五十嵐 教之1、永谷 康子1、大田 浩正2、森 丈晴1、谷田部 景

子1、高橋 正剛1、西條 慎也3、鈴木 文俊3、羽方 望3、清水 伸隆1 （1.

KEK物構研, 2. 三菱電機 SC, 3. 日本アクシス） 

タンパク質の動的核偏極中性子回折実験 
*田中 伊知朗1,2、能田 洋平1,2、前田 智貴2、小泉 智1,2 （1. 茨城大学院理工,

2. 茨城大学フロンティア） 

μ+SR及び SANSによるハードカーボン中の Naイオン拡散 
*大石 一城1、五十嵐 大輔2、多々良 涼一2,3、西村 昇一郎4、幸田 章宏4、駒

場 慎一2,3、杉山 純1 （1. CROSS, 2. 東京理科大, 3. ESICB, 4. J-PARC,

KEK） 

結晶性ポリマーにおける表面分子動態の温度可変測定 
*稲益 礼奈1,3、張 宰源1、引田 理英2、山口 央基3、佐々木 裕次1 （1. 東京大

学新領域創成科学研究科, 2. 高エネルギー加速器研究機構, 3. ダイキン工業

株式会社） 

ウイルススパイクタンパク質のＸ線１分子計測による 分
子動態と感染力との相関 
*佐々木 大輔1、新井 達也1、引田 理英3、関口 博史4、三尾 和弘2、佐々木

裕次1,2 （1. 東大新領域, 2. 産総研・東大 OIL, 3. KEK, 4. SPring-8） 

AZ31合金繰り返し変形挙動のマルチスケール観察 
*ゴン ウー1、ハルヨ ステファヌス1、川崎 卓郎1、相澤 一也1、辻 伸泰2 （1.

日本原子力研究開発機構, 2. 京都大学） 

霊長類腸内細菌由来母乳オリゴ糖分解酵素と専用シャペロ
ンの X線結晶構造解析と BioSAXS 
星野 菜摘1、山田 千早1,2、清水 伸隆3、荒川 孝俊1,2、片山 高嶺4、*伏信 進

矢1,2 （1. 東京大学大学院農学生命科学研究科, 2. 東京大学微生物科学イノ

ベーション連携研究機構, 3. 高エネルギー加速器研究機構, 4. 京都大学大学

院生命科学研究科） 

リゾチーム-NAG 複合体の中性子解析による反応機構考察 
*鴨崎 真仁1、茶竹 俊行2、山田 太郎3、矢野 直峰3、日下 勝弘3、田中 伊知

朗1,3 （1. 茨城大学大学院理工学研究科量子線科学専攻, 2. 京都大複合研, 3.

茨城大フロンティア） 

La3(Co1-xRux)4Sn13における結晶構造相転移と超伝導 
*西口 日向1、岩佐 和晃2、下田 愛海3、熊田 隆伸1、尾本 星太1、桑原 慶太

郎3、佐賀山 基4、石角 元志5 （1. 茨城大学理学部, 2. 茨城大学フロンティア

センター, 3. 茨城大院理工, 4. KEK物構研, 5. 総合科学研究機構） 

回折 X線明滅法(DXB)を用いた 光捕集反応中心複合体の分
子動態解析  
Molecular dynamics analysis of light-harvesting1-
reaction center core complex using Diffracted X-ray
Blinking 
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*大久保 達成1,2、藤村 章子1、新井 達也1,3、張 宰源1,3、一柳 光平4、野澤 俊

介4、深谷 亮4、三尾 和弘1,2、佐々木 裕次1,3 （1. 産総研東大オペランドOIL,

2. 横浜市立大学大学院生命医科学研究科, 3. 東京大学大学院新領域創成科学

研究科, 4. 高エネルギー加速器研究機構） 

高分子材料のミリ秒時分割分子動態計測と実験室線光源を
用いた高速化 
*下村 峻矢1,2、新井 達也1、張 宰源1、佐々木 大輔1、引田 理英3、鈴木 芳生
1,3、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. 産業技術

総合研究所オープンイノベーションラボラトリー, 3. 高エネルギー加速器研

究機構） 

μ SR で観た VO2中の水素挙動 
*岡部 博孝1、平石 雅俊1、幸田 章宏1,2、松下 能孝3、大澤 健男3、大橋 直樹
3、門野 良典1,2 （1. 高エネルギー加速器研究機構, 2. 総合研究大学院大学,

3. 物質・材料研究機構） 

蛍光 X 線ホログラフィーによる Fe3O4 価数混合結晶の
構造と原子位置ゆらぎ 
*細川 伸也1、八方 直久2、松下 智裕3、木村 耕治4、林 好一4 （1. 熊本大学,

2. 広島市立大学, 3. 奈良先端大学, 4. 名古屋工業大学） 

軟 X線発光分光によるモルデナイトの O 2p部分電子構
造 
*細川 伸也1、佐藤 仁2、手塚 泰久3、足立 純一4 （1. 熊本大学, 2. 広島大学,

3. 弘前大学, 4. KEK） 

茨城県生命物質構造解析装置 iBIXによるトランスサイレ
チン変異体 Y116S及び Y116Vの中性子構造解析 
*日下 勝弘1、横山 武司2、山田 太郎1、矢野 直峰1、田中 伊知朗1、水口 峰

之2 （1. 茨城大学, 2. 富山大学） 

Nd3T4Sn13(T = Rh,Ir)におけるカイラル結晶構造相転移と
反強磁気秩序 
*下田 愛海1、岩佐 和晃2、桑原 慶太郎1、佐賀山 基3、中尾 裕則3、石角 元

志5、大原 高志4、中尾 朗子5 （1. 茨城大学大学院理工学研究科, 2. 茨城大学

フロンティアセンター, 3. KEK　物構研, 4. J-PARCセンター, 5. CROSS） 

中性子共鳴スピンエコー分光法における 2回集光体系を用
いた位相補正法 
*船間 史晃1、日野 正裕2、遠藤 仁3、小田 達郎4、田崎 誠司1 （1. 京都大学

工学研究科, 2. 京都大学複合原子力科学研究所, 3. 高エネルギー加速器研究

機構物質構造科学研究所, 4. 東京大学物性研究所） 

In situ AP-XPSによる水素化分解向け ReOx-Rh触媒の活性
化処理過程の観測 
河井 淳平1、豊島 遼1、伊勢川 和久1、Chen Jiatang1、冨重 圭一2、*近藤 寛
1 （1. 慶應義塾大学, 2. 東北大学） 

回折 X 線明滅法による細胞表面での不凍タンパク質の動
態計測 
 
Dynamic behaviors of antifreeze proteins on the living
cells monitored by Diffracted X-ray Blinking 
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*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） 

共結晶を用いた BODIPY-コバロキシムの結晶構造の制御
による光反応制御の試み  
Control of photoreactions of BODIPY-cobaloxime
complex using cocrystals 
今野 開斗1、*飯塚 透也1 （1. 茨城大学大学院） 

放射光と高解像度受像体を用いた腎微小循環の描出 
*松下 昌之助1、兵藤 一行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, 2. 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所, 3.

筑波大学医学医療系心臓血管外科） 

中性子実験用調湿発生装置の整備 
*有馬 寛1、高田 慎一2、廣井 孝介2、岩瀬 裕希1、森川 利明1、宮田 登1、宮

﨑 司1、笠井 聡1、大内 啓一1、青木 裕之2 （1. 一般財団法人総合科学研究

機構, 2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構） 

Aサイト秩序型ペロブスカイト CaCu3Ti4O12の電子構造の
方位角依存性 
*手塚 泰久1、浅利 真人1、加藤 梨紗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 （1. Hirosaki University, 2. KEK, PF, 3.

Hiroshima University, 4. Osaka Prefecture University） 

ギガパスカル圧力下における塩化マグネシウム水溶液中の
イオン溶媒和・会合および水の構造 
*山口 敏男1、吉田 亨次1、服部 高典2、町田 真一3 （1. 福岡大学理学部, 2.

JAEA, 3. CROSS） 

PFタンパク質結晶構造解析ビームラインでの全自動測定
とリモート実験 
*山田 悠介1,2、篠田 晃1、松垣 直宏1,2、引田 理英1,2、平木 雅彦2,3、千田 俊

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　構造生物学

研究センター, 2. 総合研究大学院大学　高エネルギー加速器研究科, 3. 高エ

ネルギー加速器研究機構　共通基盤施設　機械工学センター） 

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） 

工学材料回折装置「匠」の現状 
*川崎 卓郎1、マオ ウェンチ1、ゴン ウー1、諸岡 聡1、ハルヨ ステファヌス1

、相澤 一也1 （1. Japan Atomic Energy Agency） 

鉄鋼・磁石材料の高磁場・高温熱処置過程における中性子
その場観測用レーザー加熱装置の開発 
*河村 幸彦1、大石 一城1、鈴木 淳市1 （1. 総合科学研究機構） 

BaF2-SnF2系フッ化物イオン伝導体の構造と電気化学特性 
*森 一広1、嶺重 温2、齊藤 高志1、大友 季哉1、安部 武志3、福永 俊晴4 （1.

KEK物構研, 2. 兵庫県立大, 3. 京大院工, 4. 京大産官学） 
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BL-27における原子力基盤研究 
*岡本 芳浩1、永井 崇之1、秋山 大輔2、岩田 景子1、宇佐美 徳子3 （1. JAEA,

2. Tohoku Univ., 3. KEK-PF） 

中性子・ X線回折データの統合に基づく 重要な汎用性高
分子の結晶構造の検証と精密化 
Verification and Refinement of Crystal Structures of
Important Multi-Purpose Polymers on the Basis of
Organized Combination of X-ray and Neutron Diffration
Data Analyses  
 
*田代 孝二1,2,3、日下 勝広2、山元 博子3 （1. 豊田工業大学, 2. 茨城大学, 3.

あいちシンクロトロン光センター） 

超低速ミュオンビームラインとμ SR分光器のコ
ミッショニング 
*神田 聡太郎1 （1. KEK 物質構造科学研究所 ミュオン科学研究系） 

DAQミドルウェアのコンテナ化の検討  
*梶原 大貴1、細谷 孝明1 （1. 茨城大学） 

5-ハロゲン化ウラシルの X線光電子分光測定 
*泉 雄大1、大原 麻希1、馬場 祐治1,2、横谷 明徳1 （1. 量子科学技術研究開

発機構, 2. 日本原子力研究開発機構） 

鉛フリーハライド系ダブルペロブスカイト半導体 Cs2
AgInCl6の高圧下光物性と結晶構造 
 
*服部 亮佑1、松石 清人1、中野 智志2、藤久 裕司3 （1. 筑波大数物, 2. 物材

機構, 3. 産総研物質計測標準） 

J-PARC MLF BL06 中性子共鳴スピンエコー分光器群 (VIN
ROSE)のための位相補正集光ミラー開発状況 
Current status of ellipsoidal supermirror for phase
correction of neutron resonance spin echo
spectrometers (VIN ROSE) at BL06, J-PARC  
*日野 正裕1、小田 達郎2、遠藤 仁3、細畠 拓哉4、船間 史晃1、山田 悟史3

、吉永 尚生1、竹田 真宏4、山形 豊4、瀬戸 秀紀3 （1. 京都大学, 2. 東京大

学, 3. 高エネルギー加速器研究所, 4. 理化学研究所） 

リゾチーム反応機構解明に向けた反応遅延条件での結晶化
の試み 
*小池 佑季1、大林 美咲1、鴨崎 真仁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センター） 

ボールミル粉砕によるフォルステライトナノ粒子の微細構
造変化とその影響 
*岡田 慧1、興野 純2 （1. 筑波大学大学院理工情報生命学術院生命地球科学

研究群, 2. 筑波大学生命環境系） 

負ミュオン捕獲による放射性核種生成量の測定 
*山口 雄司1、原田 正英1、河村 成肇2、羽賀 勝洋1 （1. JAEA, 2. KEK） 

MLF中性子源用のデカップラー製作の現状 
*大井 元貴1、井上 広巳1、勅使河原 誠1、原田 正英1、池田 裕二郎2 （1.
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JAEA, 2. 理化学研究所） 

(2020G036)還元型 Cytochrome c'の X線結晶構造解析 
*鶴野 湧也1、山口 峻英1、高妻 孝光1 （1. 茨城大学院理工学研究科） 

MLF単結晶中性子回折装置 SENJの試料環境整備の現状 
*宗像 孝司1、鬼柳 亮嗣2、大原 高志2、中尾 朗子1、石川 喜久1、森山 健太

郎1、神原 理2 （1. CROSS中性子科学センター, 2. 原子力機構J-PARCセン

ター） 

X線小角散乱による大腸菌フェリチンの鉄コア構造に及ぼ
す無機リン酸の影響の解明 
*桑田 巧1、柳田 侑樹1、青木 英莉子2、藤原 和夫1,2、池口 雅道1,2 （1. 創価

大学大学院　理工学研究科　生命理学専攻, 2. 創価大学　糖鎖生命システム

融合研究所） 

SANSによる PVAフィルムの調湿下延伸過程のその場評価 
In-situ SANS Characterization on Structural Changes in
a Poly(vinyl alcohol) Film during Uniaxial Stretching
under humidity controlled conditions 
*張 朔源1、有馬 寛1、高田 慎一2、森川 利明1、岩瀬 裕希1、宮崎 司1 （1. 一

般財団法人 総合科学研究機構（CROSS） 中性子科学センター, 2. 国立研究

開発法人 日本原子力研究開発機構　J-PARC センター） 

RADEN における共鳴イメージング技術開発 
*土川 雄介1、甲斐 哲也1、Parker Joseph2、篠原 武尚1 （1. JAEA, 2.

CROSS） 

ハニカム格子におけるカチオン二量体化 
*山本 孟1、上山 幸子1、山田 幾也2、木村 宏之1 （1. 東北大学多元物質科学

研究所, 2. 大阪府立大学工学研究科） 

ピリジン分子への真空紫外光照射に伴う負イオン生成 
*今村 隼1、泉田 未来1、高村 朝陽1、鈴木 功1,2、小田切 丈1 （1. Sophia

University, 2. KEK-IMSS-PF） 

好熱性細菌thermus thermophilus HB27由来
nucleaseTT_C0005の構造解析 
*田村 青葉1、西野 達哉1 （1. Tokyo University of Science） 

SANSによるリン酸エステル塩型アニオン界面活性剤が 作
る泡沫のミクロ構造解析 
*天野 沙耶1、矢田 詩歩1、吉村 倫一1 （1. 奈良女子大学大学院） 

タンパク質結晶構造解析ビームライン AR-NW12Aにおけ
る紫外・可視吸収分光装置の現状 
*引田 理英1,2、山田 悠介1,2、松垣 直宏1,2、平木 雅彦2,3、千田 俊哉1,2 （1.

高エネ機構 物構研 構造生物学研究センター, 2. 総研大 高エネルギー加速器

研究科, 3. 高エネ機構 共通基盤 機械工学センター） 

3,4-ジアミノピリジンを配位したコバロキシム錯体の結晶
相光反応 
*伊藤 竜磨1 （1. 茨城大学） 

(2021PF-S002) 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
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光実験施設） 



  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、広視

野・低分解能実空間イメージングから狭視野・高分解能 CDI まで連続的に可

能な測定手法や、同様の光学系での測定だが逆空間信号に注目した磁性体

中のトポロジカル欠陥構造に対する新たな観測手法などを開拓してきた[3]。

このように軟 X 線領域のコヒーレンスを利用したイメージング手法は、まだま

だ未開拓で、様々な可能性を秘めている測定手法である。また、将来光源で

の重要な光の性質である「コヒーレンス」の利用は、PF として推進すべき研究

の 1つと言える。 

このような背景の下で本 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、様々な測定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している。

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。 

 

[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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       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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       3A 

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、榎戸祐馬１、藤岡悠理１, 松本恵１，高橋実樹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の全球分光観測を遂行し、小惑星

表面に 2 回着陸し，2020 年 12 月に地球にサンプルを含むカプセルが帰還し

た． 

我々は 2021 年 6 月から，リュウグウサンプルの初期分析を行い、サンプル

の岩石鉱物学的特徴を調べている。多くのリュウグウ粒子に対し、KEK にて

放射光 X 線回折実験を行い、個々の粒子を構成する含水鉱物の特性や存在

度から、水質変成条件や加熱条件を推定することが科学目標である。リュウ

グウはラブルパイル型小惑星であり、最初に形成された小惑星が破壊され再

集積したものである。したがって、リュウグウ表面には元の天体（母天体）の

様々な場所で形成された粒子が混合して存在している。個々の粒子の特徴を

調べることで，破壊前のリュウグウ母天体で起こった水質変成や加熱変成が

天体スケールでどのように起こったかを理解することができる． 

ポスターでは，2021 年 6 月にビームライン３A で行ったリュウグウサンプル

の X 線回折実験の結果から，リュウグウがどのような鉱物で形成されている

か，その鉱物組み合わせから，リュウグウの天体内部では，どのような水質変

成が起こっていたのかを紹介したい． 
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       BL-3A, 4C, 8A/8B, 13A, 16A 

コヒーレント軟 X 線回折による 

メゾスコピック領域の磁気イメージング 

Coherent Soft X-ray Diffraction Imaging for 

Mesoscopic Magnetic Structures 
 

山崎裕一 （物材機構 MaDIS, KEK物構研, 理研 CEMS） 

 
本 S2 課題（2018S2-006; 研究期間 2018 年 10 月-2021 年 9 月）は、共鳴

軟 X線散乱を用いたコヒーレント軟 X線回折イメージングによるメゾスコピック

領域の磁気構造や電子状態の実空間観測を行うことを目的としている。特に、

共鳴 X線散乱の特性を最大限に活かした、コヒーレント X線回折によるホログ

ラフィー測定や位相回復アルゴリズムによる磁気テクスチャの実空間イメージ

ング、パルス放射光を使った時分割測定による磁気テクスチャの高速ダイナミ

クス観測、電流・電場・磁場・応力など多彩な外場に対する磁気テクスチャの

応答観測を行っていく。これらの研究により、メゾスコピック磁気構造の基礎物

性を構造物性・電子物性の観点から解明し、強相関電子系やスピントロニクス

物質、機能性材料で観測される創発物性の発現機構や特性の解明を目指し

てきた。本研究期間では、共鳴軟 X 線散乱によって磁気スキルミオン格子構

造相転移の観測とその起源と解明[1]、磁気カイラルソリトン格子において熱

揺らぎによってアシストされるトポロジカル安定性[2]、反強磁性体における X

線磁気円二色性の理論提唱と実験による観測[3,4]などの研究成果を発表し

た。また、新たに開発している軟 X線顕微鏡を用いて、軟 X線光渦の生成とイ

ンラインホログラフィによる光渦の位相観測にも成功した[5,6]。発表では、本

S2 研究期間に得られた成果について総括し、今後の展開について示す。 

 

[1] R. Takagi, Y. Yamasaki, et al., Nature Communications 11, 5685 (2020) 

[2] T. Honda, Y. Yamasaki, et al., Scientific Reports. 10, 18596 (2020) 

[3] Y. Yamasaki, H. Nakao, T. Arima, J. Phys. Soc. Jpn. 89, 083703 (2020) 

[4] M. Kimata, Y. Yamasaki, et al., Nature Communications, 12, 5582 (2021) 

[5] Y. Ishii, Y. Yamasaki; Phys. Rev. Applied 14, 064069 (2020)  

[6] Y. Ishi, Y. Yamasaki, et al., Scientific Reports 12, 1044 (2022) 
 

 

PC4-4_PS-2018S2-006 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2021年度量子ビームサイエンスフェスタ - PC4-4_PS-2018S2-006 -



       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）測定法の開発や、フレネルゾーンプレートに

よって試料の照射領域を可変にする結像照射型軟 X 線回折顕微鏡の開発を

進めてきた。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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       BL-2A, BL-4C, BL-16A 

ディラック酸化物の探索 

Search for oxides with Dirac fermion using the 
combination of sophisticated oxide growth techniques 

and advanced synchrotron-radiation analysis  
 

組頭広志 1、堀場弘司 2、北村未歩 2、志賀大亮 1、湯川龍 3、神田龍彦 1、長谷川直

人 1、宮崎悟 1、程 詳遴 1、和田亜里斗 1、吉松公平 1、小林正起 4、石橋章司 5、

簑原誠人 5、A. F. Santander-Syro6 他 

東北大多元研 1、KEK 物構研 2、阪大院工 3、東大院工 4、産総研 5、パリ・サクレー大 6 
 本 S2 型課題では、放射光解析に基づく量子物質開発「Materials by 

design」というスキームを用いて、１．化学的に安定・安全であり、２．

諸物性がバラエティーに富み、かつ、３．電子デバイス材料との親和性

が高く応用性の高い酸化物でディラック電子系を実現することを目的と

している。具体的には、理論計算により予言されている幾つかの酸化物

および超構造をレーザー分子線エピタキシー（MBE）法を駆使して合成し、

ディラックコーンの存在をその場での角度分解光電子分光（in-situ 

ARPES）により直接決定する。ここで、放射光の円偏光依存性（右円・左

円偏光の 2 色性）を用いてスピンテクスチャ状態を特定することで、デ

ィラック電子状態の検証を行う。さらには、「ディラック電子の検証」

にとどまらず、本 S2 課題メンバー内の薄膜作製グループとの密接な連携

を通して物性評価、および超構造・デバイスの製作へと展開する。ディ

ラック電子系を酸化物で実現できれば、絶縁体から金属、超伝導から強

磁性に至るほぼすべての物性を内包する機能性酸化物とのヘテロ接合を

用いることで、多彩な物性制御が可能になり、基礎研究のみならず応用

上の大きな展開が期待される。 

  本年度は、エピタキシャル応力下でディラック状態が発現することが

示唆されている SrNbO3超薄膜の ARPES測定を行った。最終年度（2021年

９月まで）という時間的な制約から、その他のディラック酸化物の研究

は理論計算を用いた候補物質の探索にとどめ、一般的な酸化物ナノ構造

の研究に注力した[1,2]。また、新型コロナ禍下での国際共同研究として、

フランスグループとの遠隔実験[3]を行い、DX 環境を整えた。 

[1] T. Kanda et al., Phys. Rev. B 104, 115121 (2021). 
[2] R. Yukawa et al., Nat.Commun. 12, 7070 (2021). 
[3] M. Theers et al., Sci. Adv. 7, eabj1164 (2021). 
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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、神田龍彦 1、長谷川直人 1、宮崎悟 1、和田亜

里斗 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。そのため本研究では、これまで建設・改良を進め

てきた「in-situ ARPES +レーザーMBE 複合装置」に新たにマイクロ集光

光学系と電圧印加システムを組み込むことで、デバイス動作時の量子状

態変化を正確に可視化する。このオペラントμARPES 化により、新デバイ

スの原理検証と共に、素子構造の最適化を行う。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す。

さらには、原理検証にとどまらず、本 S2 課題メンバー内の薄膜作製グル

ープとの密接な連携を通して量子物性評価、および超構造・デバイスの

創生へと展開する。これにより、酸化物のみならず量子物質科学におけ

る「放射光解析プラットホーム」を構築・運営することで、放射光解析

に基づく量子物質開発を推進する。 

[1] R. Yukawa et al., Nat.Commun. 12, 7070 (2021). 
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PF BL-17A 

SARS-Cov-2 のプロテアーゼと阻害化合物の

共結晶構造解析 
Identification of Inhibitory Compounds for SARS-
Cov-2 Proteases and Crystal Structure Analysis 

 
 

星野忠次 1, 郭艶 1, 三輪和範 1，喬欣悦 1, 本保佳蓮 1, 山本典生 2 
1千葉大院薬，2東海大医 

 
【背景・目的】 

新型コロナウイルス感染症は、現在、人類にとって大きな脅威となっており、

SARS-CoV-2 増殖阻害剤の開発は重要な課題である。本研究では、理論計

算・タンパク質生化学実験・Ｘ線結晶構造解析・有機合成・ウイルス感染実験

を融合させた研究を遂行して、SARS-CoV-2 に有効な抗ウイルス薬を同定・

創出する。新規薬物の創出において、構造情報を生かした効率的な研究を行

うことが本研究の特徴である。 

【方法・結果】 

高速計算機システムを利用した新型コロナウイルス感染症対応研究とし

て、認可薬および臨床試験薬からなる化合物データベース（DrugBank）を用い

て、薬物スクリーニングを行った。標的タンパク質は、SARS-CoV-2の3CLプロ

テーゼ、PLプロテアーゼ、ならびにRNAポリメラーゼである。総計100種類弱の

化合物を選定した上で、60種類を発注し、58種類を入手した。入手化合物に

ついて、3CLプロテーゼならびにPLプロテアーゼの酵素阻害活性を測定した。 

3CL プロテーゼに対して、明確な阻害活性を示す薬物が、5 種類同定でき

た。この 5 種類の中には、C 型肝炎治療薬の Boceprevir が含まれていた。実

際に、Boceprevir は阻害活性を示すことが知られている[Cell Res. 30 (2020) 

678]。この他にβカロテン様薬物が阻害活性を示すことが分かった。βカロテン

類縁体についても、SARS-CoV-2 の増殖抑制能について報告がある。一方で、

残り３種類の薬物については、阻害活性等は報告されていない。 

PL プロテアーゼに対しても、明確な阻害活性を示す薬物が、58 種類の中よ

り 5 種が同定できた。いずれの薬物も酵素阻害活性を持つことは報告されて

いない。RNA ポリメラーゼについては、酵素レベルでの阻害活性測定は未実

施である。現在、同定した化合物について、標的との結合構造解析ならびに

ウイルス感染実験による SARS-CoV-2 の増殖抑制の評価を行っている。 

さらにウイルスの中和抗体について、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質を

標的とした既報告の３種の抗体を選定した。３種の抗体を計算機内で改良し

て、成熟を試みた。その結果、改良した抗体分子は、いずれも元の抗体よりス

パイクタンパク質との結合親和性が向上した。 
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       PF BL-14B、PF BL-20B、PFAR-NE1 

（2021PF-S001）3 次元 X 線ズーミング顕微鏡の開発 
(2021PF-S001) Development of three dimensional 

x-ray zooming microscopy 
 

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顕微鏡には、倍率を連続的

に調整可能なズーミング機能が備わっており、このズーミング機能のおかげで、

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

詳しく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、従来の X 線

顕微鏡・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く、さらに、関

心領域を最適倍率で観察することも難し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、X 線顕微鏡・イメージングにズーミング機能を組み込む

ことに取り組んでいる [1]。 

 

本プロジェクトでは、以下のような４班体制で開発を進めている。 

1) X 線結像顕微鏡班 

2) 大視野イメージング班 

3) 画像処理・解析班 

4) X 線光学素子班 

 

今年度の特筆すべき成果としては、二つのフレネルゾ－ンプレートを組み合わ

せた X 線ズーミング結像顕微鏡の開発と、マルチコントラストの大視野 X 線ズ

ーミング光学系の開発の二つが挙げられる。また、この他にも、X 線結像顕微

鏡で位相像を取得する新しいアルゴリズムの開発や、X 線コンデンサの開発

なども行った。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] PF News 39 (2021) p9-10. 
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       KEK-PF, BL9A 

低温での溶液 XAFS 測定装置の開発と 

高原子価金属錯体の解明 
Developments of XAFS instruments for 

measurement in solution state at low temperature 
and elucidation of high-valent metal complexes 

 
鈴木 崇 1、阿部 仁 1,2、島崎 優一 1 

1 茨城大院理工、 2 高エネルギー加速器研究機構 
 

酸素分子を用いて一級アルコールをアルデヒドへと酸化する銅酵素である

ガラクトースオキシダーゼ(GO)の活性型は銅(II)-フェノキシルラジカル種であ

ることが知られている。GO の詳細な反応機構を明らかにするために、これま

でに多くの銅(II)フェノキシルラジカル錯体が報告されてきたが、実際に酸素分

子によって銅(II)-フェノキシルラジカル錯体が生成する例は少ない。 

そこで、GO の活性中心を模倣した銅(II)-フェノラート錯体と酸素分子との反

応によるフェノキシルラジカル錯体の生成を検討したところ、実際に酸素分子

によるフェノキシルラジカル錯体の生成に成功した。この系では、固体の状態

では銅(II)-フェノラートとして存在する錯体が、溶液中において銅(I)-フェノキシ

ルラジカルと銅(II)-フェノラートとの平衡状態にあることを見出し、銅(I)-フェノ

キシルラジカル種が酸素分子による酸化反応の重要な反応中間体であること

を見出した。しかし、溶液中でのみ観測される銅(I)-フェノキシルラジカル種は

不安定であり、その詳細な電子状態を明らかにすることはできていない。 

このような金属酵素の活性中心を模倣した金属錯体の酸化還元挙動なら

びに、触媒反応中の活性種や反応中間体の詳細な電子状態についての知見

は重要である。しかし、活性種や反応中間体は一般的に不安定であり、X 線

結晶構造解析等の手法を用いて構造的知見を得ることは難しい。また、結晶

構造等が明らかになっている金属錯体においても、固体状態と溶液状態とで

電子状態が異なる化学種も存在するため、固体状態と溶液状態の両方の電

子状態の知見を得ることが重要である。溶液中において、詳細な構造や電子

状態の知見が得られる XAFS 測定は有用であるが、不安定化合物の溶液中

の XAFS 測定は既存の BL-9A のセットアップでは難しいのが現状である。 

そこで本研究では、溶液状態の試料の測定が可能な測定装置の設計、そ

の装置を使った溶液中の XAFS 測定を目的とした。本発表では、設計した装

置と各錯体の電子状態について報告する。 
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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 
１ 東北大学 WPI-AIMR, ２ 大学院理学研究科 

 
トポロジカル絶縁体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といったよう

な、新たなトポロジカル相の実証の鍵となる局所性の高い空間領域での電子

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集光高分解能 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の直接決定を可能にすることで、原子層トポ

ロジカル絶縁体、高次トポロジカル絶縁体、トポロジカル半金属など、対称性

に起因した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、低エネルギー励起状態と特異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、ARPES 装置の上流に設置した KB ミラーチェンバーの光軸調整

を行い、試料上のスポットを 12 µm (V) x 10 µm (H)まで微小化することに成功

した。また、高精度・高速の空間マッピングを実装したソフトウェアの開発を行

った。これらの装置開発と並行して、トポロジカル物質・量子物質の高分解能

マイクロ ARPES 実験を幾つかの物質について行った。最近発見されたカゴメ

超伝導体 CsV3Sb5の電子構造を決定して、波数空間内で van Hove 特異点ど

うしをつなぐ散乱が CDW に重要な役割を果たすことを明らかにし[1]、さらに

Cs 吸着により CDW が制御可能なことを見出した[2]。電荷軌道秩序相にある

層状 Mn 酸化物については、ARPES 測定の結果が新たに構築したミニマルな

タイトバインディングモデルとよく一致することを見出した。XMg2Bi2(X=Ca, Sr, 

Ba)について、化学的安定性と相転移制御の可能性を併せ持つ新たな３次元

トポロジカルディラック半金属であることを見出した[3]。原子層遷移金属ダイカ

ルコゲナイド 1T-NbSe2および 1T-TaSe2については、熱擾乱や光励起に対し

て極めて強固な二次元モット絶縁体であることを見出した[4]。 

発表論文：  [1] K. Nakayama et al., Phys. Rev. B 104, L161112 (2020). [2] K. 
Nakayama et al., Phys. Rev. X 12, 011001 (2022). [3] D. Takane et al., Sci. Rep. 11, 
21937 (2021). [4] Y. Nakata et al., Nat. Commun. 12, 5873 (2021). 他 
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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, 望月 出海 2, 和田 健 2, 

兵頭 俊夫 2, 近藤 剛弘 3, 松田 巌 1 
１東大物性研, 2KEK-物構研 SPF, 3筑波大数理 

 
近年、グラフェンに代表される単原子シートの研究が世界中で実施されて

いる。なかでもホウ素(B)の単原子層物質であるボロフェンとその化合物シー

ツは B原子の化学的性質から多彩な二次元構造をとるため[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

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。そこで本課題では、Cu(111)などの結晶

金属基板上に 2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。 

本課題初年度の成果として、TRHEPD を用いた Cu(111)基板上 2 次元ホ

ウ素マテリアルの構造解析の結果を報告する。この構造については、ボロフェ

ンの原子配置[2]の他に、B と Cuから構成された二次元ホウ化銅の提案[3]もな

されており、その構造の解明が急がれていた。本研究で、TRHEPD のロッキ

ング曲線を測定し、その解析を行った結果、本物質が Cu(111)上の二次元ホ

ウ化銅であることが判明した。 

講演では実験及び解析結果の詳細を説明するとともに、他の構造モデルと

も比較しながら、この二次元ホウ化銅の原子配置について議論する。 

 
[1] I. Matsuda, K. Wu ed. 2D boron: Borophane, Borophene, Boronene (Springer, 2020) 

[2] R. Wu et al., Nat. Nanothecnol. 14, 44 (2019). 

[3] C. Yue et al., Fundam. Res. 1, 482-487 (2021). 
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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、榎戸祐馬 3、井上皓介 4、野田夏実 1、

山下翔平 2、武市泰男 2、木村正雄 2、伊規須素子 5、若林大祐 2、薮田ひかる 6、

癸生川陽子 7、諸野祐樹 5、浦本豪一郎 8、白石史人 6、浅野眞希 9、奥村大河 1、

宮原正明 6、福士圭介 4、関根康人 11 
(1 東京大、2KEK-PF、3 東北大、4 金沢大、5JAMSTEC、6 広島大、7 横浜国大、 

8 高知大、9 筑波大、10 国環研、11 東工大・地球生命研)

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）の予算を建設費用に充てて

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、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た。今年

度は、BL-19A の STXM でリュウグウ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用いた分析方法を、Focused Ion Beam 試料作成装置

との連結も含めて確立した（Noda et al., 2021）。さらに、リュウグウから

の帰還試料の実際の分析に向けて、同プロジェクトの初期分析班に本課

題メンバーが参画し、実際のリュウグウ試料のリハーサル分析と 2021 年6 
月からの本分析を実施した。特に 6 月の初期分析では、リュウグウ試料の 

FIB 試料の作成と STXM 分析を大気に触れることなく実施することに挑

戦した（Nakamura et al., submitted）。その他、火星表層の環境を示すと考

えられる火星隕石の研究（Suga et al., 2021）など、惑星科学研究への応用

が進んでいる。一方で、関連研究者による STXM 分析を促進するため、

新学術領域研究の活動の一部として、STXM 利用を希望する研究者を公

募するなどして、土壌学や古環境学（Igisu et al., submitted）などへの応用

も進め、新規ユーザーおよび新規応用分野の開拓も進めている。これに
は、新学術領域研究メンバーや本 S1 課題メンバーによる分析サポートが

大きな貢献をしている。 
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PF BL-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。 

2021 年度には、前年度に引き続き、測定可能な回折点の数が限られる、極

薄単結晶、あるいは単結晶薄膜を用いて、構造の同定に必要な測定手法の

開発に取り組んだ。単結晶試料として、長鎖アルキル基を有する BTBT 誘導

体における置換基の効果で、構造と半導体特性に大きな違いが生じることを

明らかにした。また、試料への X 線の入射角度を精密に制御することにより、

回折強度を正確に測定する手法を用いて、薄膜試料での構造決定が可能で

あることが示された。 

このほか、有機半導体として有望な試料を用い、その温度変化による構造

変化の様子の観測を行い、高温領域における液晶性の発現の確認など、新

規に合成された物質群の基礎物性測定などを行っている。 
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       使用ステーション／BL-13B, 3B 

BL-13B 光電子分光システムのマイクロ測定を目指した 

高度化と機能性材料の精密物性評価研究 
Precise Evaluation of Physicochemical Properties of 

Functional Materials and Catalysts by Advanced 
Photoemission Measurement Systems at BL-13B  

 
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，冨重圭一 7， 

中山泰生 8，間瀬一彦 2, 9，山田洋一 10，𠮷𠮷信 淳 11 
1東工大，2 KEK 物構研，3産総研，4立教大，5横国大，6慶応大，7東北大， 

8東理大，9総研大，10筑波大，11東大物性研 

 
 BL-13B で共同利用に供されている光電子分光装置（SES200 装置）で顕微

分光測定を可能とするシステムを構築し，機能性材料の物性解明を目指した

研究課題（課題番号 2018S2-005）を 2018 年度第二期から 2021 年度第一期

まで実施した。 

 顕微分光システムの構築では，(1)高精度 XYZステージの導入（2019年 4月）

とステージ制御プログラムの開発・評価（2019 年 5 月，10 月）[1]，(2)二軸ゴニ

オメータ（i GONIO）の新規設計・導入（2020 年 9 月）と ARPES 測定と連動した

フェルミ面マッピングプログラム開発（2020 年 10 月，2021 年 2 月，5 月），(3)

後置鏡（トロイダル鏡）の更新（2020 年 9 月），(4)集光ビームの評価（2020 年

10 月，2021 年 2 月，5 月）を実施した。 

 ビーム集光は，トロイダル後置鏡をタンジェンシャルとサジタル半径が 98.2 m

と 0.0698 m のものから 43.0 m と 0.0399 m のものに更新することで達成した。

この結果，光エネルギー100 eV でのビームサイズは 226 µm（水平）×43 µm

（垂直）から 78 µm×15 µm へと大幅に縮小された。現在のところ，最高空間分

解能 70 µm×12 µm で顕微光電子分光，および顕微 X 線吸収分光による連続

スキャン測定が行えるようになった[2]。 

 上記の性能が達成されたのが 2020 年第二期であり，本 S2 課題の残り期間

が 2 期分と少なかったため，顕微分光を積極的に利用した研究は緒についた

ばかりである。しかし，有機半導体結晶や酸化物半導体薄膜のバンド構造解

析，触媒表面の化学反応性解析，光触媒材料の活性評価，有機太陽電池材

料の吸着構造解析，カーボンナノチューブ複合紙の化学組成解析といった各

種研究が進められた。すでに学会発表で成果報告されているものもあるが，

これらの研究は本課題の後継課題である 2020S2-003 に引き継がれており，

今後論文などの成果発表につながってゆくことが期待される。 

 

[1] Y. Aiura et al., J. Synchrotron Radiat. 27, 923 (2020). 

[2] K. Ozawa et al., J. Synchrotron Radiat., accepted (2022). 
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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，簑原誠人 3，山田洋一 7，𠮷𠮷信 淳 9 
1 KEK 物構研，2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 線集光ビームを使った顕微分光システムを備えたビームラインの導入

が世界中の 3GeV 放射光施設で進み，マイクロ・ナノメートルの空間分解能で

の材料物性研究が精力的に行われている。このような情勢にキャッチアップ

するために，2018 年度から 2018S2-005 課題の下で BL-13B の共用光電子

分光装置の高度化を開始し，2021 年度には 70 µm（水平）×12 µm（垂直）の

最高空間分解能で顕微光電子分光測定と顕微 X 線吸収分光測定が行えるよ

うになった[1,2]。ただし，COVID-19（2020 年度第 I 期）とアンジュレータ U#13

の故障（2020 年度第 III 期）の影響で計画が予定より遅れたため，BL-13B で

の顕微分光研究はまだ緒に就いたばかりである。 

 そこで本課題では，前課題でスタートさせた研究をさらに発展させ，早い段

階でインパクトのある研究成果を BL-13B の活用事例として発表することで， 

本顕微分光システムの性能を広くアピールして新規利用者を呼び込む起爆剤

にする。研究では，各種機能性材料のステップ，結晶エッジ，ドメイン境界，原

子・分子の不均一吸着のような構造的に不連続な局所領域を含む表面にお

いて，その元素組成分布や化学活性，電子状態を二次元イメージとして視覚

化し，座標に紐づけられた複数の物性間の相関を解析することで機能発現を

視覚的に捉えることを目指す。 

 PF ではマイクロ ARPES システムが BL-28A でほぼ同時期に開発され運用

され始めた。試料表面の状態の良い場所で理想的な価電子バンド構造を取

得して解析する物理分野の物性研究が世界的にみると多いが，BL-28A（およ

び BL-2A）でもこういった物性物理研究が主に展開されている。これに対して

BL-13B で実施する本課題では，触媒反応や有機分子といった化学に傾注し

た研究を多く実施し，化学分野での顕微軟 X 線分光研究の先鞭をつけ，この

分野でのリーディングビームラインとして分野牽引を果たすことを狙う。 

 

[1] Y. Aiura et al., J. Synchrotron Radiat. 27, 923 (2020). 

[2] K. Ozawa et al., J. Synchrotron Radiat., accepted (2022). 
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       PF BL-1A、BL-17A 

SARS-CoV-2 スパイク蛋白質と 

中和抗体 NT-193 複合体の X 線結晶構造解析 

X-ray crystal structure analysis of SARS-CoV-2 spike 
protein and neutralizing antibody NT-193 complex 

 

喜多俊介 1,小野寺大志 2,安達悠 2,森山彩野 2, 野村尚生 1， 

田所高志 1,安楽佑樹 1，湯本航平 1,田聡 1,福原秀雄 1， 

鈴木干城 3，橋口隆生 3,高橋宜聖 2,前仲勝実 1 

 

1 北海道大学薬学研究院、2 国立感染症研究所、3 京都大学 ウイルス・再生

医科学研究所 
 

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）は、ウイルス膜表面のスパイク蛋白質

（spike）を宿主細胞のアンジオテンシン変換酵素（ACE2）に結合させて宿主に

感染する。spike とヒト ACE2 の結合を阻害する中和抗体は、新型コロナウイル

スに対する治療薬として期待されており、様々な特徴を持った抗体が開発され

てきた。我々が、ヒト抗体産生マウスを用いて作製した抗体 NT-193 は、

SARS-CoV-2 に対する非常に高い中和活性を持ち、かつ SARS-CoV との交

差性も示した。そこで我々は NT-193 による spike の認識機構を明らかにする

ため、NT-193Fab 断片とスパイク蛋白質の受容体結合ドメイン（RBD）複合体

の X 線結晶構造解析を行った（図）。NT-193 による spike への結合は、ACE2

と spike との結合と類似しており、spike 上の ACE2 結合部位は NT-193 軽軽

鎖の結合部位と重複していた。また、NT-193 重鎖は、SARS-CoV と SARS-

CoV-2 との間で保存性の高い領域を認識していた。今回解析した構造により、

NT-193 が強い中和活性と交差性を両立させる仕組みが理解された。 

 

 
図 SARS-CoV-2 スパイク蛋白質と中和抗体 NT-193 複合体の構造（右）。比

較のためにスパイク蛋白質と ACE2 複合体を載せた（左）。 
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       PF-AR/NE1 

偏光特性を活用した核共鳴前方散乱法による Fe系化合物

の軌道秩序とその揺らぎの観測 
Direct observations of orbital orders and 

fluctuations in iron-based compounds using nuclear 
forward scattering technique 

池田修悟 1, 神田智弘 1, 河智史郎 1, 柴崎裕樹 2,  

岸本俊二 2, 船守展正 2, 小林寿夫 1 

１ 兵庫県立大学、２ 高エネルギー加速器研究機構-物質構造科学研究所 

 
前年度までに我々は、57Fe 核共鳴前方散乱(NFS)による金属鉄と試料の同

時測定から、3d電子空間分布の変化(軌道秩序)を観測することに成功した。  

今年度は、鉄系超伝導体に属する BaFe2Se3に対して確立した本手法から Fe

の 3d 電子状態について研究を行った。斜方晶 Pmn21 の BaFe2Se3 は、FeSe4

四面体が稜共有することで梯子状に連なる擬一次元的な結晶構造を形成す

る。240K近傍で Feサイトが反強磁性秩序を示し、圧力印加により超伝導を発

現する[1]。常圧の BaFe2Se3は半導体でブロック型反強磁性構造であり、一般

的な鉄系超伝導体と電子状態が異なる[1]。以上の背景から他の鉄系超伝導

体との超伝導発現機構の比較、特に軌道自由度の寄与が大変注目されてい

る。図は常圧・室温における NFS スペクトルであり、放射光の電場 e に対し
て、(a,b)は単結晶の梯子足掛け方向(rung)を、(c,d)は梯子方向(leg)に揃えて

いる。常圧・室温の BaFe2Se3は常磁性であるため、観測されている量子ビート

は電場勾配に由来する。スペクトルを再現するためには最近接 Se イオンの寄

与を考慮するだけでは困難で、図の実線に示すように Feの 3d電子軌道の寄

与が必要であった。ま

た特徴の異なる rung と

leg 方向の両スペクトル

からも明らかなように、

Fe サイトの電子状態

は、2 回対称性を持つ。

本年度では、さらに

BaFe2Se3に関して低温・

高圧まで実験を行っ

た。また NFS の高度化

の観点から金属鉄から

円偏光のγ線を取り出

すことを試みたので、こ

れらの結果についても

報告する。 

図 : 常圧・室温における(a,c)BaFe2Se3 と(b,d)金

属鉄との同時測定による NFS スペクトル。実線

(青)は解析結果。 

[1] T. Aoyama et al. : PRB 99, 241109(R), (2019) 
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       PF-AR NW2A、PF BL-15A1、BL-19A/B、BL-9C など 

X 線顕微鏡を中心とした航空機材料の機能マッピング 
Mapping of functioning in materials for airplanes  

using X-ray microscopes 
木村正雄１,2、渡邊稔樹１,3、武市泰男１,2、丹羽尉博１、君島堅一１,2内山智貴 3、内本喜晴 3 

１KEK-物質構造科学研究所-放射光、2総研大-高エネ加速器科学研究科、 
3京大-人間・環境学研究科  

我々は SIP 国プロ「革新的構造材料」１に参画し航空機用構造材料の研究に取り組んでき

た２。 同プロジェクトで整備・研究した様々な X 線顕微鏡による観察技術３,４を活用して、本

S2 課題では、航空機材料の機能マッピングに取り組んだ。 

航空機材料は長期にわたり機能を維持する信頼性が重要となる。そこで材料の階層構造

や不均一性を丸ごと評価するために、X 線顕微鏡によるマルチスケール＆マルチモーダル

な計測アプローチにより、各々の材料について下記のとおり機能発現メカニズムの解明に

つながる様々な知見が得られた５-７。  
【1】機体の翼や胴体の構造材料として用いられている炭素繊維強化プラスチック（CFRP） 
マルチスケールでの in situ X-CT 計測技術（視野 20 μm〜数 mm）によるナノスケールの

き裂観察により、応力印加状態や炭素繊維の配列により、(a)炭素繊維/樹脂界面および(b)
樹脂内でのき裂発生モードが大きく異なることを解明した８-１４。  
【2】車輪軸やリベット等の負荷応力の変化が大きい部分で使われる金属材料 
DXAFS とレーザー照射を組み合わせることにより、Cu の破壊１５,１６や Fe-C 系の構造相転

移の時分割計測１７,１８を行った。Cu の破壊に関しては、衝撃波により、弾性→塑性変形が生

じ、破壊直前に Cu 原子が｢長距離秩序を保ちながらも短距離秩序が失われるユニークな

状態｣が出現することを解明し破壊制御の基礎知見を提示した。  
【3】リチウムイオン電池 
反応に伴う金属元素の化学状態（価数）を 50 nm の空間分解能で三次元マッピングする

技術１９,２０、SRO と LRO の変化を同視野で観察する技術２１を確立した。これらの技術をベー

スに、Li-Co-O, Li-Ni-Mn-Co-O 系での充放電サイクルにおける金属元素の化学状態の変

化を観察し、活物質粒子内や粒子間での不均一性の挙動に関する知見が得られ、現在解

析を進めている。さらに不均一性を評価するホモロジー２２の観点からの検討も行っている。  
KEK での放射光実験は、PF-PAC 2019S2-002 のもとで実施された。本研究の一部は内閣府の戦略的イノ

ベーション創造プログラム（SIP）「革新的構造材料」（管理法人：JST）、未来社会創造事業｢モノの寿命の解明
と延伸による使い続けられるものづくり｣および JSPS科研費 JP 19H00834の助成を受けて実施した。 

 
参考文献 【概説】 [1] http://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/index.html, [2] M. Kimura, Synch. Rad. 
News 30, 23(2017), [3] Y. Niwa et al., AIP Conf. Proc., 2054, 050003 (2019), [4] M. Kimura et al., 
The Chemical Record, 19, 1462 (2019), [5] PF 研究会「XAFS・X 線顕微鏡分光分析分野での IMSS, 
PF 戦略的利用に関する研究会」 (2019). [6] 木村ら, MRM Forum (2020), [7] 木村ら, 第 75 回日

本物理学会 (2020) 【CFRP】 [8] T. Watanabe et al., Microsc. Microanal. 24, 432 (2018), [9] 渡邊

ら, 第 22 回日本 XAFS 討論会(2019), [10] M. Kimura et al, Sci. Rep., 9, 19300, (2019), [11] T. 
Watanabe et al., Comp. Sci. Tech., 197, 108244 (2020), [12] 木村ら, 検査技術, 26, 56 (2020), [13] 
木村, 表面と真空, 64, 556 (2021), [14] M. Kimura et al., Comp. Sci. Tech., (accepted) (2022), 
 【金属】 [15] 丹羽ら, 第 34 回日本放射光学会年会(2021), [16] Y. Niwa et al., Mater. Sci. Eng. A, 
831, 142199 (2022), [17] Niwa et al., Mat. Trans., 2, 155 (2021), [18] 木村, 表面と真空, 64, 206 
(2021), 【LIB】 [19] 武市ら, 第 22 回日本 XAFS 討論会(2019), [20] Y. Takeichi et al., Microsc. 
Microanal. 24, 484 (2018), [21] K. Kimijima et al., Radiat. Phys. Chem. 175, 108153 (2020), [22] M. 
Kimura et al, Sci. Rep. 8, 3553 (2018). 
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       BL12C 

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 
Development of analysis methods for XANES 

spectra of metal complexes using machine learning 
 

福健太郎 1・吉田健文 2・阿部仁 3.4.5・井口弘章 1・高石慎也 1 
1東北大院理 2電通大 3KEK-物構研, 4総研大 5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 50 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

タ分割に成功した。また、配位子を滴下しながら XAFS 測定を行った結果、配

位子交換反応に伴って所属するクラスターが変化した。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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PF-BL12C 

配向制御 Zr-MOF 薄膜における白金ナノ粒子の構造解明 
Determination of Platinum nanoparticles embedded 

in orientation controlled Zr-MOF thin films 
 

〇富崎 展生、田 旺帝 

国際基督教大学 教養学部 

 
多孔性配位高分子（Porous Coordination Polymer : PCP, Metal-organic 

framework : MOF）は高い構造規則性による高度な分子選択性を有し、溶液中

での自己集合化という合成面での利便性を持ち合わせている。こうした特性を

さらに高度化するため、我々は単結晶TiO2(110)表面にカルボキシル基を有す

る有機分子が規整吸着構造を形成することに着目し、配向が制御された

HKUST-1 や Cu-MOF-2 などの PCP/MOF 薄膜の合成を実現した 1-2)。 

こうした知見を活かし、近年、我々

はデバイスへの応用が期待できる

FTO基板を自己組織化単分子膜で

修飾することで、配向が制御された

UiO-67 および NU-1000 薄膜の作

製にも成功した。さらに、PCP/MOF

とナノ粒子との複合化を目指して、

配向性薄膜の構造を損なうことな

く、白金ナノ粒子(PtNPs)を MOF 薄

膜に固定できる条件を見出した。 

本研究では全反射蛍光 XAFS 法

により、配向がそろった UiO-67 お

よび NU-1000 薄膜に形成された

PtNPs の局所構造を検討した。そ

の結果、Figure に示すように複合

化後にも PtNPs の局所構造が保持さ

れていることがわかった。シンポジウ

ムではこれらの詳細を報告する。 

 

1) M. Hashimoto et al., Electrochemistry, 82 (2014) 335, 2) M. Hase et al., ECS 
Transaction, 75(52), 49-53 (2017).  

（謝辞）本研究は JSPS 科研費 19K05509 の助成を受けたものです。 

 

Figure XANES spectra. (a) Pt foil, 

(b)Pt-PVP-NPs,(c)PtNPs@NU-1000/SAM-

OH/FTO, (d)PtNPs@NU-1000/SAM-

COOH/FTO, (e)PtNPs@UiO-67/SAM-

COOH/FTO, (f)PtO2,(g)K2PtCl4 
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       MLF電脳班 / MLF広報情報 

オンプレミスとクラウドサービスを組み合わせた 

MLF 向けサービス、広報環境の構築と運用 
Operations of MLF services and public relations 

with hybrid-cloud environment 
 
岡崎伸生 1、稲村泰弘 2、伊藤崇芳 1、中谷健 3、鈴木次郎 4,6、森山健太郎 1、 

山田悟史 5,6、五十嵐美穂 1、大内薫 1、入江敦子 5、大友季哉 5,6 

 
1CROSS、2JAEA J-PARCセンター、3QST、4KEK計算科学センター、 

5KEK物構研、6KEK J-PARCセンター 

 
Amazon Web Services(AWS)、Google Cloud Platform(GCP)などの商用クラウド

サービスの進化は著しく、クラウド基盤を使うことにより実現できることは加速

度的に増加している。また、ハードウェアや OS、ミドルウェアの保守が最小限

にできるマネージドサービスを適所に採用することで、安定性向上、保守コス

ト低減が期待される。また、広報のように不特定多数に向けた情報提供を行う

際には、内部環境と切り離されたクラウド環境を使用することで、迅速かつ安

全に目的を達成することが可能となる。このように、サービスの構築において、

大部分をクラウドに置き換えることは可能ではあるが、それだけではすべてが

うまくいくとは限らない。そのため、従来のオンプレミス環境と組み合わせ、利

便性とコストとの解決点を探る必要があると考えている。 

 

施設的には、継続しているコロナ禍において、ユーザーが自由に施設に来る

ことができない状況でも、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整備が進められているが、本報

告では技術面からのアプローチとして、クラウドサービスと従来の計算環境を

組み合わせたシステム(いわゆるハイブリッドクラウド)の検討状況について触

れる。具体的には、リモートデスクトップ環境の構築および利用者向けのデー

タ配信システムといったものが挙げられる。あわせて MLF 内部向けシステム

についても取り上げたい。 

 

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 広報には MLF の成果集約情報の公開を行うという

側面もあり、関連するデータベースの構築も行っている。こういった広く情報を

公開する性質のサービスは、クラウドサービスを使用するメリットは大きい。こ

れらの運用をもとに、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/BL-5A 

アミノ酸シッフ塩基銅錯体を含むリゾチーム結晶化条件検討 
Examination of lysozyme crystallization conditions 
containing amino acid Schiff base copper complex 

 
武田千奈１、黒田裕斗１、古屋哲人１、中根大輔１、 

秋津貴城１、北西健一１、海野昌喜２ 
１東京理科大学、２茨城大学 

 

蛋白質に低分子化合物を複合させた結晶構造解析は、立体構造に基づく

蛋白質と薬剤の作用メカニズムの解明や予想だけでなく、低分子だけで結晶

化しにくい分子の構造解析や、柔軟な環境中で変形・運動・相互作用する低

分子の研究に適している。そこで、単独の金属錯体のみではなく、錯体を複合

した卵白リゾチームの X 線結晶構造解析を系統的に推進することで、低分子

結晶学に近い精度での構造解析や、通常の化学的な方法論を適用した性状

の解明を目指している。ところが本来の基質でない低分子（金属錯体）を蛋白

質中に取り込ませ結合させることは、一般的にそれほど単純ではない。そこで

本研究では、結晶化が比較的容易とされる卵白リゾチームを敢えて用いて、

（光異性化が知られているアゾベンゼン部位を有するあるいは無い）性質の異

なるアミノ酸部位を有するアミノ酸シッフ塩基銅(Ⅱ)錯体を含む、単結晶を得る

ための、ソーキングや共結晶化の条件検討を行った。 

例えば超純水中でリゾチームに対して Ala、Leu 部位を有するアミノ酸シッフ

塩基銅(Ⅱ)錯体は 5 当量、Val、 Glu、Gln 部位を有するアミノ酸シッフ塩基銅

(Ⅱ)錯体は 10当量の錯体を含む溶液でソーキングした。一方共結晶化（24 h）

では、Ala, Leu, Val, Glu, Gln 錯体に対して、抗凍結剤の割合(20, 30 %)を検討

した。いずれも緩衝溶液としては酢酸バッファー(pH 4.7)を用いた。X線回折実

験は KEK-PF(BL-5A)にて自動測定で行った後、データ処理をした。 

当初、アミノ酸シッフ塩基銅(Ⅱ)錯体と卵白リゾチームを溶液中で撹拌する

いわば錯体「合成」反応を行うことで、常法（低温下ハンギングドロップ法）によ

り結晶化が可能となることから、アミノ酸部位を系統的に変化させうると考えて

実験してきたが、試料調製の効率が悪いうえに反応中の変性のリスクが高い

課題があった。一方、よりマイルドな条件で卵白リゾチーム単結晶中に金属錯

体を導入するために、ソーキングを試みたが、少なくとも銅(Ⅱ)より配位能が

低い亜鉛(Ⅱ)錯体では、単結晶の着色を確認したものの、回折実験時には錯

体が存在していないといった、非配位結合的な分子間相互作用によるゆるや

かな結合にとどまった。いずれも配位子に疎水的なアミノ酸あるいはアゾベン

ゼンが含まれる構造のものでは、基本的に水溶媒（緩衝溶液）と相性が悪く、

そもそも高濃度で溶解しないといった困難があった。詳細な結果は当日報告

する。 
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       ＰＦ／BL-1A 

ヒト S100A3 変異体を用いた四量体構造解明に向けた研究 
Research for tetramer structure analysis  

 using mutants of human S100A3 
 

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（S100A3）は、キューティクル細胞に多量発現している

EF-ハンドモチーフを持つカルシウム結合タンパク質である。S100A3 のアルギ

ニン残基（Arg3, Arg22, Arg51, Arg77）は、タンパク質脱イミノ化酵素により

Ca2+依存的にシトルリンに変換される[1]。この翻訳後修飾により Ca2+および

Zn2+（Ca2+/Zn2+）に対する親和性が協同的に上昇し、通常二量体で存在する

S100A3 は Ca2+/Zn2+依存的に四量体に構造変化することが示唆されている

[1]。これまでに四量体化に深く関与すると考えられる S100A3 の Arg51 のシト

ルリン化モデルとして R51Q 変異体を用いた研究が行われたが、この四量体

の構造解析には至っていない[2]。本研究では新たに四量体時の界面にあた

ると考えられる Arg77 に Gln 変異を導入した R51Q + R77Q 変異体を作製し、

二量体時の結晶構造と多量体化状態を既存の変異体と比較した。 

大腸菌発現系で得られた S100A3 変異体の精製を行い、低タンパク質濃度

で Ca2+/Zn2+を添加した。サイズ排除クロマトグラフィー（SEC）分析及び動的光

散乱（DLS）を用いて、この変異体の多量体化状態を調べた。また、蒸気拡散

法で結晶化を行い、金属を含まない条件で得られた結晶について、Photon 

Factory BL-1A で X 線回折実験を行った。 

SEC 分析の結果、R51Q+R77Q 変異体では R51Q 変異体と比較して多量体

の存在比が高くなっている結果が得られた。また DLS の結果からは、R51Q＋

R77Q 変異体は金属イオン存在下で分子サイズの増加が大きくなっている結

果が得られた。構造解析の結果、R51Q+R77Q 変異体の構造は R51Q 変異体

の構造と大きく変化していないことが明らかになった。 

 

【参考文献】 

[1] Kizawa, K., et al., J.Biol. Chem., 283 (2008), 5004-5013. 
[2] Ite, K., et al, ACS Omega., 2020 
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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 3,4 

１茨城大・工, 2久留米大・医, 3茨城大院・理工, ,4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（PΦB）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、実際にその反応が行われているかを確認するため、

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)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。リザーバー中の沈殿剤濃度、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。 

ｐH6.5 条件下で得られた HY2(M89R+4CS)-BV 複合体結晶のＸ線回折実験

の結果、1.93Åの分解能に相当する回折強度データを得ることができた。しか

し、HY2(M89R+C307S)-BV 複合体については、同条件下で高分解能の回折

データを得ることはできなかった。今回得られた HY2(M89R+4CS) -BV複合体

の構造を HY2（WT）-BVの構造と比較すると、BV付近の構造に変化が見られ

た。この原因としてｐH または変異の影響が挙げられることから、結晶化条件

の再検討や HY2(M89R+C307S)-BV 複合体結晶の X 線回折実験を行う必要

があると考えている。 
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       MLF-BL18 

単結晶中性子回折計 SENJUの最新状況 
Current status of a single crystal neutron 

diffractometer SENJU 
 
大原高志 1、鬼柳亮嗣 1、中尾朗子 2、宗像孝司 2、石川喜久 2、森山健太郎 2、

田村格良 1、金子耕士 1 
1原子力機構 J-PARC、 2CROSS 

 
J-PARC MLF の BL18 に設置されている TOF 単結晶中性子回折計 SENJU

は正式名称を特殊環境微小単結晶中性子構造解析装置といい、様々な特殊

環境下における物質の結晶構造、磁気構造を得るための装置である。我々は

SENJU においてより幅広い実験をより安定して実現するため、加えて最近は

COVID-19 の状況下においてビームラインに人が集まる状況を避けるため、

様々な改良を行っている。本発表では SENJU での実験の遠隔化に向けた取

り組みを中心にハードウェア、ソフトウェアのアップデートを紹介するとともに、

最近の学術的成果を紹介する。 
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       PF-AR-NE3A 

Rhodothermus marinus 由来グルコシル糖転移酵素の 

アカルボースとの複合体構造の解析 
Structure analysis of glucosyltransferase from 

Rhodothermus marinus complexed with acarbose 
 

宮坂祐希 1、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 

 
【緒言】 糖質加水分解酵素ファミリー（GH）13 の多くはデンプンに作用する酵

素であり、GH13 は 3 つのドメイン A-B-C を共通に持つことが知られている。

我々は、好熱性細菌 Rhodothermus marinusの GH13酵素 Rmar_0285 と既知

の GH13 酵素との配列相同性が 30%程度と低いことから、本酵素が新奇な性

質を有すると考え研究を行っている。本酵素は 990 アミノ酸残基から成り、構

造予測ではドメインは N1-N2-N3-A-B-C-D から成ると推定される。これまで

の研究で本酵素はマルトオリゴ糖に対し糖転移活性を示すことを見出しており、

またドメインを短縮した変異体 N3-A-B-C の結晶構造を決定している。今回、

N3-A-B-C と、その阻害剤である擬似四糖アカルボースとの複合体構造の解

析を行ったため報告する。 

【方法と結果】 組み換え大腸菌により産生されたRmar_0285 N3-A-B-CをNi-

NTAアフィニティークロマトグラフィー、陰イオン交換クロマトグラフィーにより精

製し、ハンギングドロップ蒸気拡散法によりアカルボースとの共結晶を作製し

た。高エネルギー加速器研究機構にて 1.8 Å分解能の X 線回折データ収集

を行い、リガンドが結合していない Rmar_0285 N3-A-B-Cの構造をテンプレー

トとした分子置換法により構造を決定した。活性中心にアカルボースに対する

糖転移により生成した擬似六糖が結合しており、サブサイト-3から+3を占有し

ていた。また、活性中心からおよそ 20 Å離れた位置にアカルボースの一部

の結合が見られた。 
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           PF-AR／BL18C 

非充填スクッテルダイト化合物 CoSb3の圧力誘起構造変化 

による格子熱伝導率低減効果 

Effect of pressure-induced structural change on lattice 

thermal conductivity reduction in unfilled skutterudite 

compound CoSb3 
 

淡路 功太 1，西村 和也 1, 諏訪 雄哉 1, 林純一 1, 川村幸裕 1,  

武田 圭生 1, 後藤 弘匡 2, 関根ちひろ 1 
1室蘭工大院工, 2東大物性研 

 

非充填スクッテルダイト化合物 CoSb3 は体心立方晶系の結晶構造を持ち, 

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 κ が高いという欠点を持つ．しかし, 

Sb 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(RxCo4Sb12)

することで, κが大幅に低減することが知られている[1]. また最近, Kraemer ら

や松井らにより CoSb3が作るカゴの空隙の中に Sb が入り込む圧力誘起構造

変化が報告されている[2, 3]. Sbがカゴの中入ることで, κが低減することが期

待できるが, 自己充填反応後(SbxCo4Sb12-x)の試料の物性測定は報告されて

いないことから , 我々は高圧合成を用いて物性測定が可能なサイズの

SbxCo4Sb12-x を合成した. しかし，X 線回折実験の結果，回折ピークの分裂が

観測され, 自己充填相と非充填相が共存する試料であることが確認された．

自己充填相は部分的ではあるが，この試料で格子熱伝導率 κLの低減（CoSb3

に比べて 36.5%低減）が確認された．これは自己充填反応による熱電性能向

上の可能性を示唆する結果である．試料全体を自己充填相にすることができ

れば, さらなる熱電性能の向上が期待される. そこで，自己充填相と非充填

相が共存する SbxCo4Sb12-x に対して, 再度加圧を行った場合，非充填相の自

己充填反応が起こるか，また，自己充填相は再加圧によって充填率がさらに

向上するかについて調べたので報告する. 

高圧下粉末 X 線回折実験の結果，非充填相は 25 GPa 付近で加圧に対し

セル体積の減少が抑制される異常が観測され，自己充填反応が進んだと考

えられる. 一方，自己充填相はそのような異常は示さなかった．また，35 GPa

までの加圧で，回折ピークの分裂は観測されなくなった．さらに，減圧後のセ

ル体積は自己充填相では変化がなかったのに対し，非充填相では加圧前よ

り大きくなる結果を得た． 

 
[1] Y. Chen et al., J. Appl. Phys. 54, 055501 (2015). 
[2] A. C. Kraemer et al., Phys. Rev. B, 75 (2007) 024105. 

[3] K. Matsui et al., J. Physics: Conf. Ser. 215 (2010) 012005. 
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       PF BL-1A 

レドックスセンサーヒスチジンキナーゼのヘムエリスリンドメインの 

構造解析 

Structural Analysis of the Hemerythrin Domain of  
a Redox Sensor Histidine Kinase 

 
北西健一１、海野昌喜 2,3 

１東京理科大、理、化、２茨城大院、理工、量子線、3 茨城大、フロンティア 
 

 

センサータンパク質は、一般にセンサードメインと機能ドメインから構成される。周

囲の環境変化に応答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。鉄酸化細菌由来の Bhr-HK は N 末

端ヘムエリスリンドメインにある鉄二核中心に酸素が結合すると、酸化型へと直ちに

自動酸化され、その酸化還元変化によって、C 末端ドメインのヒスチジンキナーゼが

活性化され、自身のヒスチジンを自己リン酸化するレドックスセンサーヒスチジンキナ

ーゼである。大腸菌にて、ヘムエリスリ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、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 を使用して、得られた結晶の X 線回折データの収集を行った。分子

置換法によって、1.5 Å 分解能で酸化型の構造解析に成功した。結晶は R32 の空

間群に属し、格子定数は a = b = 116 Å, c = 53 Å, a = b = 90°, g = 120°で、

非対称単位にヘムエリスリンセンサードメイン 1 分子が含まれていた。全体構造は 4
本のaへリックスが束になった、4 ヘリックスバンドル構造をとり、その内部に酸化還元

に重要な鉄二核中心が位置していた。その鉄二核中心においては、片方の鉄

(Fe1)には、His87、His91、His130、もう一方の鉄(Fe2)には His29、His66 が配

位し、Fe1 と Fe2 の間には、酸素原子が架橋していた。また、Glu70、Asp135 は

両方の鉄に配位していた。また、酸素結合部位(Fe2)には、塩化物イオンが配位し

ていた。酸化還元に伴う構造変化を原子レベルで可視化するために、今後は、還

元型の構造解析を進めていく予定である。 
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       BL-6A、Bl-10C, BL-15A2 

フォトンファクトリー小角 X 線散乱ビームラインの現状 
Present status of small angle X-ray scattering 

beamlines at the Photon Factory 
 

高木秀彰 1、五十嵐教之 1、永谷康子 1、大田浩正 2、森丈晴 1、 

谷田部景子 1、高橋正剛 1、西條慎也 3、鈴木文俊 3、羽方望 3、清水伸隆 1 
1 KEK 物構研・放射光、2三菱電機 SC、3日本アクシス 

 
 Photon Factory(PF)には BL-6A、BL-10C 及び BL-15A2 の 3 本の SAXS ビ

ームラインが運用されている。偏光電磁石光源である BL-6A と BL-10C にお

いて、BL-6A では波長は 1.5Åで固定であるのに対し、BL-10C では 0.89～

1.77Åの波長のX線が利用できる。短周期アンジュレーターを挿入光源とする

BL-15A2 は世界的にもユニークなテンダーX 線が利用でき、0.93～5.9Åと幅

広い波長が利用できるビームラインである。ユーザーとしては、ポリマー材料

を始めとするソフトマター分野や、タンパク質科学などの生物・生命分野、コロ

イド科学分野など多岐にわたる分野の研究者グループに活発に利用されてい

る。PF では従来の研究分野に加え、最近では食品科学における利用も広が

っている。新規研究分野の開拓や新しいユーザーも取り込み、利用はより活

発になっている。 

 本発表では、PF の 3 本の SAXS ビームラインの現状について紹介する。試

料周辺機器の整備状況や、BL-15A2で開発中の二次元SAXS/WAXS同時測

定用の WAXS チャンバーの開発状況なども紹介する。 
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       MLF-BL20、PF-BL5A 

タンパク質の動的核偏極中性子回折実験 
Protein neutron diffraction experiment of dynamic 

nuclear polarization 
 

田中伊知朗 1,2、能田洋平 1,2、前田智貴 2、小泉智 1,2 

1 茨城大院理工、2 茨城大フロンティア 

 
中性子回折において動的核偏極法を用いると、水素原子の検出感度が

向上する。最大で約 8 倍の水素の散乱長が相対的に得られ、重水素化し

ていない試料でも、S/N 比の良いデータが得られる。この手法を適用する

ためには、不対電子を持ったラジカル分子を試料に導入し、数 T 程度の

高磁場と約１K の超低温にする必要がある。以前、ビームなしの条件で

2.5Tの常伝導磁石を用いて 50mM の TEMPOL (4 - Hydroxy - 2, 2, 6, 6 

- tetramethylpiperidine - 1 - oxyl)を含む溶液で作成したリゾチーム

タンパク質の多結晶に対して 22.3%の偏極率が得られた。今回、さらに高

い偏極率で、偏極中性子ビームを用いた回折像の収集も目指して、J-PARC 

MLF の BL20 に設置された超電導７T 電磁石を用いたタンパク質多結晶の

核偏極実験を行った。 

リゾチームと TEMPOL は Merck から購入した。リゾチームの多結晶は、

バッチ法にて、pH4.5 の 50mM の酢酸ナトリウム緩衝液に TEMPOL 100mM、

NaCl9％（wt/v）、リゾチーム 60mg/mL の条件で 1.5mL チューブにて複数

作成して集めた。グリセロールを 30％（wt/v）で混合した約 100mg の多

結晶をテフロンと石英窓で構成されるセルに封入した。入射中性子は 93%

負に偏極させた。試料は 1.2K にて 68%正偏極と 59%負偏極にすることが

でき、4.2K の平衡状態（偏極 0%）でも測定した。それぞれの偏極度に対

して中性子露光時間は 4hr, 2.5hr, 1hr だった。加速器のプロトン出力

は 600kWで、印加磁場は 7T、マイクロ波周波数は 188GHz だった。 

波長 4-9Åで積分した I(Q)グラフによると数本の粉末回折ピークが

Q=0.1-0.2Å-1 付近に観測できた。3 つの偏極率に対応して、異なったバ

ックグラウンドレベルやピーク強度が明瞭に確認できた。ピークの帰属

は解析中だが、Q～0.1Å-1（d～60Å）の最大ピークは、タンパク質結晶が

正方晶系（P43212)だとすると(110)反射となることが予想される。 

同じロットの試料をクライオループですくい、液体窒素で瞬間凍結し

て、KEK-PF BL5Aにて回折像をとった結果、強い粉末リングのほか、数々

の弱い粉末リングが得られた。この結果から、氷晶ではなく、タンパク質

の粉末回折が観測されることが分かった。 
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       MLF-BL15, S1 

µ+SR 及び SANS によるハードカーボン中の Na イオン拡散 
Na Diffusion in Hard Carbon Studied by  

Positive Muon Spin Rotation/Relaxation and  
Small-Angle Neutron Scattering 

 
大石一城 1, 五十嵐大輔 2, 多々良涼一 2,3, 西村昇一郎 4, 幸田章宏 4,  

駒場慎一 2,3, 杉山 純 1 
1CROSS, 2東京理科大, 3ESICB, 4J-PARC, KEK 

 
リチウム資源量やその産出が特定の地域に限られることから、Na イオン電

池及び K イオン電池が、高価な Li イオン電池の代替品として精力的に研究さ

れている[1,2]。これらのイオン電池内部では、電荷担体として Li+、Na+及び K+

が拡散移動する。このためイオンの動きやすさの指標である「自己拡散係数 

DJ」を定量的に見積もる手法は、新規電池材料の開発に欠かせない。Na イオ

ン電池の負極材料として研究されているハードカーボンは、グラフェンがラン

ダムに積層・凝集した非晶質構造を有する。我々は、Na イオン拡散挙動を明

らかにするため正のミュオンスピン回転緩和（µ+SR）測定を、また、ハードカー

ボン内の微細空孔サイズ及び Na イオン挿入に伴う微視的構造を調べるため

中性子小角散乱（SANS）実験を行った。 

図 1 に µ+SR 測定により得られた

ハードカーボン中の Na イオンのホッ

ピング率ν及び自己拡散係数 DJ
Na

の温度依存性を示す [3] 。室温

(27℃)における自己拡散係数は 2.5

×10-11 cm2/s と見積もられ、グラファ

イト中の Li イオンの自己拡散係数の

1/3～1/6 である一方、熱活性化エ

ネルギーは Li イオンの 1/5～1/7 程

度であることが分かった。また SANS

では、Na イオン濃度の違いによる散

乱プロファイルの変化を観測した。 

 

 
[1] N. Yabuuchi, S. Komaba et al., Chem. Rev. 114, 11636 (2014).  

[2] T. Hosaka, S. Komaba et al., Chem. Rev. 120, 6358 (2020).  

[3] K. Ohishi, D. Igarashi, R. Tatara, S. Nishimura, A. Koda, S. Komaba, and J. Sugiyama, ACS Phys. Chem. Au 

(DOI:10.1021/acsphyschemau.1c00036) 

 
図 1：異なる Na イオン濃度（SOC）の試料におけ

る Na イオンのホッピング率 ν と温度の逆数の関

係。右軸は Na イオンの自己拡散係数（DJNa）[3]。 
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       PF-AR NW12A など 

結晶性ポリマーにおける表面分子動態の温度可変測定 
Temperature Variable Measurements of  

Surface Dynamics in Crystalline Polymers 
 

1,3稲益礼奈、1張宰源、2引田理英、3山口央基、1佐々木裕次 
1東京大学新領域創成科学研究科、2高エネルギー加速器研究機構、 

3ダイキン工業株式会社 

 
＜緒言＞ 

 身の回りで広く使われている高分子材料は、基本単位としてのモノマー、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、複数

の階層構造によってその多様な物性を発揮している。そのため分子凝集状態

や分子動態を計測することは、高分子物性のメカニズム解明のため重要であ
る。特に、高分子材料が機能を発揮する表面・界面についてその場観察を行

うことが望ましいが、これまで秒単位以下の速い動きを評価できる時分割測定

法はなかった。そこで今回、X 線連続スナップショット画像の回折輝点の揺ら
ぎから分子動態情報を得る「回折 X線明滅（Diffracted X-ray Blinking：DXB）

法」を用い、結晶性ポリマー表面の分子動態を初めて観察した。 

＜方法・結果＞ 

 ラボX線光源としてMicroMax-007 HF、2次元検出器として Pilatus 200K-A 

を用い、薄膜表面すれすれに X 線を入射させることで表面の分子動態計測を

試みた。室温から約 50°Cまでポリマー薄膜温度を変化させながら 50 msごと

2000 枚ずつ X 線連続スナップショット撮影を行い、分子動態の指標である減
衰係数を各温度において算出することができた。この際、測定に結晶性ポリマ

ーを用いることで、金ナノ結晶等のラベルなしでも解析に十分な回折強度が得

られた 1)。 

 また、PF-AR NW12A においても温度変化させながら DXB 測定を行った。

当日は他の結晶性ポリマーの測定結果についても併せて報告する。 

 
図 1 反射測定のジオメトリ 

＜参考文献＞ 
1) Arai et. al., Struct. Dyn., 8, 044302 (2021). 
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       PF-AR-NW12A 

ウイルススパイクタンパク質のＸ線１分子計測による 

分子動態と感染力との相関 
Correlation between infectivity and dynamic of viral spike 

proteins using X-ray single molecule observation 
 

 
佐々木大輔 1、新井達也 1、引田理英 3、関口博史 4、三尾和弘 2、佐々木裕次 1,2 

1 東大新領域、2 産総研・東大 OIL、3 KEK、4 SPring-8 
 

SARS-CoV-2 ウイルスによるパンデミックにより、世界中の公衆衛生、経

済に甚大な影響を与えている。昨年度から α(B.1.1.7)、β(B.1.351)、γ(P.1)、

δ(B.1.617)、ο(B.1.1.159) などの変異ウイルスが発生し、感染は世界各国で

さらに拡大している。各変異体のスパイクタンパク質のアミノ酸配列は明らか

になっているが、感染メカニズムが変異によってどのように変化するかは不明

である。本研究では、１分子動態計測法の一つである  Diffracted X-ray 

Tracking (DXT) 及び DXB (Diffracted X-ray Blinking) を用いて、α(B.1.1.7)、

γ(P.1)、δ(B.1.617) に変異のないサンプルを加えた４種のスパイクタンパク

質の分子動態計測を行い、分子動態と感染性の関係について考察した。 

測定は、基盤固定したスパイクタンパク質に対し、金ナノ結晶を標識した

ACE2 タンパク質を結合させたサンプルに対して行った  (Fig.)。DXB 測定は 

50ms/frame (PF-AR-NW12A)、DXT 測定は 100µs/frame (SPring-8 BL40XU) の

時間スケールでそれぞれ行い、変異種ごとの分子動態を計測した。 

測定結果は、感染力の高いδ型が変異のないものと比べ運動が大きくなっ

た。スパイクタンパク質の分子運動と感染力の関係が示唆される。 

 今後の研究として、スパイクタンパク質のレセプターである ACE2 タンパク

質を有した生細胞を使用し実験を行う。基盤に固定した細胞に対し、金ナノ結

晶を標識した

スパイクタンパ

ク質を結合さ

せ、同様に分

子動態を計測

する。 

 

Fig. DXT / DXB の概念図 
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       MLF-BL19 

AZ31 合金繰り返し変形挙動のマルチスケール観察 

Multi-scale characterization of cyclic deformation 
behavior in AZ31 alloy 

ゴン ウー1，ハルヨ ステファヌス 1，川崎 卓郎 1，相澤 一也 1，辻 伸泰 2 
１JAEA、２京大 

 
  Magnesium (Mg) and its alloys are the lightest structural metallic materials and have a great potential in 

various application fields, in which fatigue resistance is an essential property in those applications. However, 

the deformation mechanism during cyclic deformation is still not fully understood. In the present study, the 

cyclic deformation behavior in a commercial AZ31 magnesium alloy was evaluated in multi-scale using in-

situ neutron diffraction (ND), identical area electron backscatter diffraction (EBSD), and transmission 

electron microscopy (TEM) techniques. In-situ ND experiments were conducted by the engineering neutron 

diffractometer “TAKUMI” at J-PARC. Commercial AZ31 alloy (Mg-3wt.%Al-1wt.%Zn) extruded rods 

were used in this study. Fully reversed strain-controlled cyclic compression–tension deformation with a total 

strain amplitude of 4% (±2%) at a strain rate of 2 × 10-5 s-1 was applied to the cylindrical tensile specimens 

for eight cycles. The EBSD analyses at the identical areas were performed on pre-strained specimens after 

providing step-by-step tension to track the changes in microstructure during detwinning. TEM observations 

were conducted to characterize the dislocation structures. 

  Figure 1 presents the results obtained by the complementary techniques. The stress-strain curves 
demonstrate a strong asymmetry between compression and tension (Fig. 1a), that the absolute peak 
stress increased gradually in compression part, while decreased in tension part with increasing cycles. 
The evolution of the diffraction pattern shows alternate increase and decrease in different Bragg 
reflections (Fig. 1b), which indicates the activities of {101!2} twinning and detwinning corresponding 
to compressive and tensile deformation.  The mechanical responses in cyclic deformation will be 
discussed with bulk averaged information obtained by in-situ ND, the local details of twinned 
microstructure tracked by identical area EBSD (Fig. 1c), and the dislocation structures (Fig. 1d) in the 
presentation. 

 

 

Figure 1. (a) Engineering stress–strain curves of cyclic deformation; (b) evolution of ND profiles along axial direction 

corresponding to the cyclic deformation; (c) twin maps showing the microstructure evolution during detwinning; and 

(d) transmission electron microscopy image showing the dislocation transmutation near the twin boundaries. 

PC4-32_E-033 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2021年度量子ビームサイエンスフェスタ - PC4-32_E-033 -



PF BL-5A、PF AR NW12A、PF BL-15A2 

霊長類腸内細菌由来母乳オリゴ糖分解酵素と専用シャペロ

ンの X 線結晶構造解析と BioSAXS 

X-ray crystallography and BioSAXS studies of milk 
oligosaccharide-degrading enzyme and specific 

chaperone from primate gut bacteria 
 
星野菜摘１、山田千早１,２、清水伸隆３、荒川孝俊１,２、片山高嶺４、伏信進矢１,２ 
１東大院・農生科・応生工、２東大・微生物連携機構、３高エネルギー加速器

研究機構、４京大・生命科学 
 
 

ラクト-N-ビオシダーゼ(LNBase)はヒトの母乳に含まれるオリゴ糖を分解す

る酵素として発見された。ビフィズス菌 Bifidobacterium longum 由来の LNBase 

(LnbX)は GH136 ファミリーに属し、隣接遺伝子にコードされた専用シャペロン

LnbY を活性発現に必要とする。我々は LnbX の触媒ドメイン(LnbXc)の結晶構

造を決定してその基質認識と触媒機構を明らかにしている。本研究では KEK-

PF の構造生物学(PX および BioSAXS)ビームラインを利用して専用シャペロン

の立体構造の解明とそれによる GH136 酵素のフォールディング機構を明らか

にすることを目指した。 

GH136 の遺伝子は乳児由来のビフィズス菌

に多く見られるが、ヒトの成人や他の霊長類

の腸内細菌のゲノムにも存在する。広鼻類

（新世界ザル）の一種であるアカテタマリン腸

内のビフィズス菌 Bifidobacterium saguini由来

の GH136 酵素専用シャペロン BsaY は LnbY

のホモログである(配列同一性 = 約 60%)。

BsaY を結晶化して、BL-5A と AR NW12A に

て X 線回折実験を行い、Se-SAD 法により分

解能 2.18 Åで結晶構造を決定した（図上）。 

さらに、溶液中でのタンパク質構造に関す

る情報を得るため、SEC-MALS 解析と BL-

15A2 を利用した SEC-SAXS 解析を行った。

未フォールディング状態の LnbXc および

LnbXc と LnbY を混合した試料は凝集体を形成しており解析が困難であった

が、活性を持つ LnbXc単体では結晶構造と溶液構造がおおよそ一致している

こと、LnbY はホモログの BsaY の結晶構造と比較し一部伸びた構造が存在す

ることが示唆された（図下）。 

図 . BsaY の 結 晶 構 造 （ 上 ） と
SEC-SAXS のダミーアトムモデル
と結晶構造の重ね合わせ（下） 
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       MLF-BL03、PF-BL5A 

リゾチーム-NAG 複合体の中性子解析による反応機構考察 
Reaction mechanism study of lysozyme-NAG 

complex by neutron crystallography 
 
鴨崎真仁 1, 茶竹俊行 2、山田太郎 3、矢野直峰 3、日下勝弘 3、田中伊知朗 1,3 

1茨城大院理工、2京都大複合研、3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（NAM）と N-アセチルグルコサミン（NAG）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。その他にもリ

ゾチームの一連の加水分解反応には、高校化学の教科書レベルの常識的な

エステル結合の加水分解点が、リゾチームの加水分解点と異なるなど、多数

不明な点が存在する。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]。また、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。さらには、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、私たちは、プロトネーションや水和水の水の方位なども含めた加水分解

に関与する水素位置情報を集めるために、同じ pH となる pD4.5 の（NAG)4お

よび（NAG)3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。リゾチームの単結晶は、（NAG)4 が

シッティングドロップ法で酢酸ナトリウム 50mM 重水溶液にタンパク質濃度 30

㎎/ml,結晶化剤NaCl0.5Mの条件で作成、（NAG)3はハンギングドロップ法で酢

酸ナトリウム 50mM 重水溶液にタンパク質濃度 3.5 ㎎/ml,結晶化剤 NaCl1.2M

の条件で作成した。STARGazer を用いると、（NAG)4 の分解能が 2.3Å、

（NAG)3の分解能が2.1Åのデータ処理結果を得た。データ解析にはPF-BL5A

にて、中性子測定時と同じ結晶で室温測定した X 線データとともに、XN 同時

精密化を行った。発表では、最新の解析結果を用い、水素も可視化した水素

結合の様子などから、反応機構を考察する予定である。 

 

[1] Y. Abe et al., Protein Sci. 25(2016)1637-1647. 

[2] I. Tanaka et al., Acta Cryst. D77(2021)288-292. 
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       PF BL-8A 

La₃(Co1-xRux)₄Sn₁₃における結晶構造相転移と超伝導 

Crystal structure transformation and 
superconductivity of La₃(Co1-xRux)₄Sn₁₃ 

 
西口日向１, 岩佐和晃 2, 下田愛海 3, 熊田隆伸１, 尾本星太１, 桑原慶太郎 3, 

佐賀山基 4, 石角元志 5 

茨城大理１ 茨城大学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 
 

 R₃Co₄Sn₁₃（R ＝ La, Ce）は空間群Pm3$nの立方晶の結晶構造とされていた

が、160 K 付近以下の低温側では I2₁3 のカイラル立方晶系へ構造相転移する

ことが知られている[１]。La₃Co₄Sn₁₃はさらに転移温度 2.85 K で超伝導となる

[2]。一方で、La₃Ru₄Sn₁₃は超伝導体であるがカイラル立方晶系への構造相転

移は見られない [3]。本研究では、Co を Ru 置換したことによる構造相転移と

超伝導への影響を X 線回折と磁化率測定を用いて調べた。 

 Snフラックス法によって、異なる仕込み置換量 

x = 0.1, 0.15, 0.125 の La₃（Co1-xRux）₄Sn₁₃を合

成した。蛍光 X 線測定により、得られた試料の

実際の置換量は 0.03～0.10 程度と約 0.48 であ

ることが分かった。高エネルギー加速器研究機

構 KEK PF の BL-8A での放射光 X 線回折測

定の結果、置換量 0.03～0.10 程度の試料にお

いてはカイラル構造による超格子反射が観測

され、その強度の温度依存性（図 1）から構造

相転移温度が約 125 K と見積もられ、ｘ＝0 の

系と比べて 35 K ほど低下した。またこの置換量

の試料の磁化率には 2.8 K 付近と 5,0 K 付近に

低温に向かって減少する振る舞いが見られた

(図 2)。一方、置換量が約 0.48 の試料では、25 

K まで構造相転移が見られなかったが、超伝導

転移温度は 5.0 K であった。 

 以上の結果から、Ru 置換により構造相転移温度が低温に抑えられるととも

に、超伝導転移温度が上昇する。すなわち、カイラル構造相転移の量子臨界

近傍で超伝導相が安定化すると言える[4]。 

[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] K. Iwasa et al., in preparation. [4] K. 

Iwasa et al., International Conference on Strongly Correlated Electron Systems 

SCES2020/21, Oral parallel session F4A (Unconventional superconductivity).  
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       KEK PF-AR／NW14A 

回折 X 線明滅法(DXB)を用いた 

光捕集反応中心複合体の分子動態解析 
Molecular dynamics analysis of light-harvesting1-

reaction center core complex using Diffracted X-ray 
Blinking 

大久保達成 1,2、藤村章子 1、新井達也 1,3、Jaewon Chang1,3、一柳光平 4、 

野澤俊介 4、深谷亮 4、三尾和弘 1,2、佐々木裕次 1,3 
1 産総研東大オペランド OIL、2 横浜市立大生命医科学、3 東大院新領域、

4KEK 

 
紅色非硫黄細菌 Blastochloris tepida (B. tepida)はクロマトフォア膜に存在

する光捕集反応中心複合体 LH1-RC を介して光合成を行う。LH1-RC の光照

射による周期的な光励起運動(breathing motion)の存在が報告されているが、

分子動態についてはほとんど明らかになっていない。本実験では、X 線回折

明滅法 (Diffracted X-ray Blinking: DXB)を用いて、B. tepida LH1-RC の

breathing motion を 50 ミリ秒で時分割測定した。DXB は KEK(PF-AR NW14A：

X 線波長：0.775Å、ビームサイズ：500 μm × 500 μm)にて行い、カメラ長は

95 mm、検出器は Pilatus 100K(Dectris)を用いた。 

DXB は、金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

法則に従って金ナノ結晶の角度に応じたラウエ回折像を得、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捉える手法である。本実験にお

いて、クロマトフォアに白色光源を照射させ、照射前後での分子動態を計測し

た。照射により運動性が有意に上昇し、白色光照射による breathing motion を

確認することができた。また当研究室では、単色レーザー光を照射させたとき

の分子動態変化も確認している。これらの結果から、LH1-RC の breathing 

motion は光合成細菌が持つ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。 

また他種の LH1-RC においては、カルシウムイオンによって構造が安定化

することが報告されている。そのため本研究でも EDTA 及び CaCl2 をバッファ

ーに加えて、白色光による動態変化に与える影響を検討したが、ボックスプロ

ット表示では統計的有意差は認められなかった。そのため、個々のタンパク質

の運動性を表す指標 decay constant の確率密度分布を照射前後で差を取る

ことにより、運動性分布の比較を行なった。0.5 mM EDTA 存在下においては

差分による違いが見られなかったが、1 mM CaCl2 存在下においては decay 

constant が 0 から 0.1 程度の小さい運動性の範囲において照射による優位性

亢進が確認できた。本実験では可溶化等の処理を行わないネイティブなクロ

マトフォア膜画分を用いており、今後さらに精製した LH1-RC 単分子の運動性

制御も解析してゆく予定である。 
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PF-AR NW12A 

高分子材料のミリ秒時分割分子動態計測と実験室線光源を

用いた高速化 

Millisecond time-resolved observations of polymer 
dynamics and high-speed methods using 

laboratory X-ray sources 
下村峻矢 1,2、新井達也 1、張宰源 1、佐々木大輔 1、引田理英 3、 

鈴木芳生 1,3、佐々木裕次 1,2
 

1 東大新領域、2 産総研・東大 OIL、3 KEK 
 

物質の構造・性質を調べるためには、X 線をはじめとする量子ビームが欠

かせない存在となっているが、時間軸を意識した動的な情報をナノメートル以

下の精度で取得する計測法は未だに確立されていない。このような分子動態

を計測する手法として、回折 X 線明滅法 (Diffracted X-ray Blinking：DXB) が

挙げられる (Kuramochi et al., 2021)。本研究では、DXB で計測事例がなかっ

た非晶性高分子に着目し、ミリ秒スケールでの動態計測を試みた。また、実験

室光源の発散 X 線を用いた DXB（DXB with Divergent X-rays：DXB-DX）を開

発し、シンチレータ CsI（Tl）と超高速カメラを利用してマイクロ秒スケールでの

動態計測を試みた。 

実験では、計測対象として結晶性/非晶性 PEEK（Poly Ether Ether Ketone）

高分子膜（25 μm）を選定した。KEK-NW12A にて、50 ms/frame の時分割計

測を行い、PEEK（110）の X 線回折領域を自己相関解析（ACF）したところ、分

子動態を表す減衰係数中央値は非晶性の方が大きい傾向にあった（Fig. 1 

[a]）。この上で、ドメイン構造の回転運動を導出したところ、DXB では数 nm ス

ケールの微細な運動変化を検出できることが示唆された。また、ピンホールを

設置しない実験室光源（発散角

≅10°）を利用し、同サンプルに対

して 100 μs/frame の時分割計測

を行い、回折 X 線領域に相当する

部分をACF解析したところ、DXBと

同様の傾向が確認された（Fig. 1 

[b]）。これらの結果より、非晶性

PEEK は結晶性 PEEK よりも分子

のダイナミクスが大きいことが示唆

された。発表では、発散 X 線を利

用することで新たに観測できる X

線小角散乱領域に関する研究結

果と、他サンプルの計測結果に関

しても述べる予定である。 

Fig. 1：[a]非晶性/結晶性 PEEK の DXB 計測結果, 

[b]同サンプルの DXB-DX 計測結果. ボックスプロッ

ト内の数字は ACF 解析で得られた減衰係数の中央

値を表し, 値が大きいほど運動性が高い. 
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MLF-S1 

SR で観た VO2中の水素挙動 
Hydrogen dynamics in VO2 probed by SR 

 
岡部博孝 1，平石雅俊 1，幸田章宏 1,2，松下能孝 3，大澤健男 3， 

大橋直樹 3, 門野良典 1,2 
1KEK 物構研, 2総研大, 3NIMS 

 

 VO2の金属絶縁体（M-I）転移は，電界効果を用いた水素の注入によっ

ても誘起されることが知られている[1,2]．我々は疑似水素とみなせる素

粒子ミュオン（+）を VO2 に注入することにより，ミュオンスピン回転

緩和法（SR）を用いて M-I 転移近傍の水素ダイナミクスを調べた．VO2

における+の振舞いを精査することにより，原子レベルのミクロな視点

から水素と M-I 転移との関係を明らかにすることが目的である． 
図 1(a)は，5 K~380 K の温度範囲で測定したSR タイムスペクトルであ

る．M-I 転移温度（TMI~340 K）前後において，V の核スピンを起源とす

るガウス関数的な+の緩和は著しい変化を示

した．また 150 K 以下では，電子スピンを起

源とする指数関数的な緩和が見られた．図

1(b), (c)に，これら二種類のスピンを考慮した

モデルから得られた+のホッピング率およ

び核磁気分布幅の温度依存性を示す．は
200 K 付近から急激に増大していることから，

室温以下でも十分に水素が動ける状態である

ことが判明した．一方，は温度増加と共に段

階的に減少する傾向を示すことから，構造中

に水素が安定する位置が複数存在することが

判明した．TMIではいずれのパラメータも著し

い変化を示しており，M-I 転移におけるバナ

ジウム 2 量体化が，水素伝導にも影響を与え

ていることが予想される． 
本講演では，活性化モデルに基づく水素の

伝導機構に関する考察，および原子欠陥によ

る影響についても報告する予定である．  
 
1) H. Ji et al., Nano Lett. 12, 2988 (2012). 
2) K. Shibuya and A. Sawa, Adv. Electron. Mater. 2, 1500131 (2016). 

 
図 1 (a) VO2 のゼロ磁場SR タイ

ムスペクトル，(b)ホッピング率お
よび(c)核磁気分布幅の温度依存

性． 
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PF BL6C 

蛍光 X 線ホログラフィーによる Fe3O4 価数混合結晶の構造と原

子位置ゆらぎ 

Structure and positional fluctuations of an Fe3O4 
mixed valence crystal by x-ray fluorescence 

holography 
 

細川伸也 A，八方直久 B，松下智裕 C，木村耕治 D，林好一 D 

熊本大 A, 広島市大 B, 奈良先端大 C, 名工大 D 

 
 物質の原子配列研究の最近のトピックスの一つに、価数選択性を持つ蛍光 X 線

ホログラフィー（XFH）の進展がある[1]。これは、入射 X 線エネルギーを吸収端付近

で価数に特徴的なエネルギーを選択することにより、その価数を持つ原子のみが蛍

光 X 線を放出することを利用する。Ang ら[2]は、Fe3O4 マグネタイト価数混合物質

について、Fe2+と Fe3+のまわりの局所構造の違いを求め

た。Fe3O4 には Fe3+のみが位置する正四面体配置の A

サイトと Fe2+と Fe3+の双方が存在する正八面体配置のB

サイトがある。しかしながら、彼らは選択した入射エネルギ

ーの問題や解析の難しい 2 次元検出器を用いたこともあ

り、その相違を明白には見極められなかった。 

 本研究では、グラファイト分光結晶と APD 検出器を組

み合わせた旧来の方法を用いて、21 の異なるエネルギー

の入射 X 線を用いて原子イメージ（図 1）を観測し、続い

て Fe3+が支配的な入射光エネルギーが 7.114 keV（図

2(a)）、および Fe2+が強調される 7.120 keV（図 2(b)）

で測定した。データの解析はスパース・モデリングを導

入した逆問題で行った。図はいずれも(001)面での z = 

0 を示す。この面は Fe 元素しか存在せず、大小の丸

はそれぞれ、A および B サイトのまわりの Fe の理想的

な原子位置を示す。図 1 あるいは図 2(a)から明らかな

ように、B サイトの原子像は極めて弱く、それは図 2(b)

で見られる理想位置からのずれより明らかなように Fe2+

のまわりの原子位置のゆらぎに由来する。 

[1] S. Hosokawa et al., Jpn. J. Appl. Phys. 58, 

120601 (2019). 

[2] A. K. R. Ang et al., Phys. Status Solidi B 255, 

1800100 (2018).  
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PF BL13A 

軟 X 線発光分光によるモルデナイトの O 2p 部分電子構造 

O 2p partial electronic structure of Mordenite by soft 
x-ray emission spectroscopy 

 
細川伸也 1、佐藤仁 2、手塚泰久 3、足立純一 4 

1 熊本大、2 広島大、3 弘前大、KEK 
 

 ゼオライトは主として Si や Al の酸化物からできており、結晶性の無機多孔質物質

の総称である。結晶中には縦横に nm 程度の直径の空洞がはりめぐらされている。そ

の応用は、古典的な分子ふるいや吸着剤、あるいは最近は高耐久性排ガス処理、

石油化学触媒や抗菌剤など多岐にわたる。その機能の高度化を図る上で、原子

構造や電子状態などの基礎物性の測定は欠かすことができない。しかしながらその

構造は、アルミノシリケートのフレーム、空洞表面の置換イオンおよび空孔内に包摂

されるクラスターの、３つの複雑な階層がある上

に、電気的には絶縁体であるので、その電子構

造の測定は容易ではない。 

 本研究では、最も単純なゼオライトの一つで

あるモルデナイト NaAlSi5O12 を対象として、軟 X

線吸収分光(SXAS)および発光分光(SXES)

測定を行い、それぞれ O 2p 部分電子状態の

伝導帯および荷電子帯電子状態密度を測定

することを試みた。合成モルデナイト粉末は、東

ソー（株）より購入した。 

 図１に SXAS の結果を示す。スペクトルは

SiO2 単結晶の結果[1]とよく似ているが、細かい

形状には違いが見られる。矢印で示すような特

徴のあるエネルギーを入射光として用いて測定

した SXES の結果を図 2 に示す。まず、図１と

の比較より、バンド・ギャップはおよそ 8 eV であ

る。また、破線で示すように、526 eV 付近に孤

立電子対、524、521、518 eV 付近に結合軌

道と思われるピークや肩が観測され、これらは

SiO2 の結果[1]とよく似ている。入射光エネルギ

ーが小さくなると、ピーク形状やエネルギーが変

化するが、これはモルデナイトが間接ギャップを

持つことを示唆する。 

[1] S. Hosokawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 84, 

024605 (2015). 
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       MLF-BL03, PF BL-5A 

茨城県生命物質構造解析装置 iBIX によるトランスサイレチ

ン変異体 Y116S 及び Y116V の中性子構造解析 

Neutron structure analysis of TTR variant Y116S & 
Y116V by using iBIX 

 
日下勝弘１、横山武司 2、山田太郎１、矢野直峰１、田中伊知朗１・水口峰之 2 

１茨城大 iFRC、2富山大 薬学部 
 

トランスサイレチン(TTR)は線維化し組織に沈着することでアミロイドーシスを

引き起こすタンパク質である。TTR 野生型のアミノ酸残基 Tyr116 を Val に置き

換えた変異体は野生型より安定であり、Tyr116 を Ser に置き換えた変異体は

野生型より不安定で線維化しやすい。特に Tyr116Ser 変異体は難病である家

族性アミロイド神経症(FAP)を引き起こす。本研究では野生型とは安定性の異

なる Tyr116Ser および Tyr116Val 変異体の安定性変化（=線維化）のメカニズ

ムを解明し、FAP 発症を抑制する新たな知見を得ることを目的として、上述の

２つの TTR 変異体について、中性子構造解析を行った。 

TTR 変異体 Tyr116Ser 及び Tyr116Val の大型単結晶育成の条件検索を行

い、重水溶液下でシッティングドロップ法により、中性子回折実験に適用可能

な 2 mm3 を超える大型単結晶を得ることに成功した。両変異体について中性

子回折計である J-PARC、物質生命科学実験施設に設置された茨城県生命

物質構造解析装置 iBIX を用いて中性子構造解析用の TOF 回折データの測

定を行い、1.9 Å分解能のデータ取得に成功した。中性子データの測定後、

PF BL-5A にて X-N Joint refinement 用の X 線回折データ(分解能:1.4Å)を

取得した。 

Tyr116Ser 及び Tyr116Val 変異体について、X-N Joint refinement を行い、

水素を含めた全原子構造を精密化した。初期位相として X 線構造解析で得ら

れたモデルを用い、差合成の密度を確認し、モデルに対して水素（重水素）の

付加し、構造精密化を繰り返した。最終的に、Tyr116Ser 変異体について Rwork 

= 16.8%、Rfree = 21.9%、Try116Val 変異体について Rwork = 17.5%、Rfree = 21.4%の

構造を得ることができた。本発表では両変異体の構造解析の現状について報

告する。 
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BL4C, BL8A (PF), BL14, BL18 (MLF), T1-1 (JRR-3) 

Nd3T4Sn13(T = Rh,Ir)におけるカイラル結晶構造相転移と 

反強磁気秩序 

Chiral crystal structure transformation and 

antiferromagnetic ordering of Nd3T4Sn13(T = Rh,Ir) 
 

下田愛海 岩佐和晃 1, 桑原慶太郎, 中尾裕則 2, 佐賀山基 2,  

大原高志 3, 中尾朗子 4, 石角元志 4 

茨城大院理工, 茨城大フロンティアセンター 1, KEK 物構研 2,  

J-PARC センター 3, CROSS 4 

 
カイラル対称結晶構造と磁気秩序が共存することによりトポロジカル電子状態が

期待される物質群R3T4Sn13 (R: 希土類など、T: 遷移金属)を対象とした構造物性

研究を行っている。本研究では、過去に物質合成の報告[1]があるものの結晶構造

および磁性が報告されていないNd3Rh4Sn13とNd3Ir4Sn13の単結晶試料をSnフラック

ス法で合成し、X線回折・中性子回折実験・磁化率測定によって結晶構造と磁気秩

序の相転移を調べた。 

高エネルギー加速器研究機構放射光実験施設のBL-4C, 8Aで行ったX線回折実

験により、Nd3Rh4Sn13では335 K以下で超格子反射(1/2, 1/2, 0)を観測した（左図に

超格子反射の温度依存性とピークプロファイルを示す）。同じようにNd3Ir4Sn13でも

超格子反射を観測した。精密構造解析の結果、Nd3Rh4Sn13は空間群Pm-3nの高温

相からI213のカイラル結晶構造の低温相に転移することを確認した。これは先行研

究で見出したR3T4Sn13 (R: La, Ce, T: Co, Rh)と同様の相転移である[2, 3]。さらにJ-

PARC物質・生命科学実験施設BL18,BL14とJRR-3 T1-1で中性子回折実験を行っ

た。Nd3Rh4Sn13では右図に示したように1.65 K以下で増大する新たな反射強度を観

測し、1.65 K以下で反強磁気秩序相に転移すると言える。Nd3Ir4Sn13においても同様

の磁気反射が低温で現れることを見出した。これらの核反射に重畳する磁気反射

は、先行研究でNd3Co4Sn13が2 K以下で示す反強磁気相転移[4]と類似している。

今後、カイラル結晶構造を考慮した磁気構造解析を行う予定である。 

本研究においてNd系はカイラル対称結晶構造と反強磁気秩序が共存することを

明らかにし、この構造がもたらす電子状態の特徴を調べる基礎となる情報を得た。 

[1] G. P. Espinosa, et a., 

Mat. Res. Bull. 17, 963 

(1982). [2] Y. Otomo et 

al., PRB 94, 075109 

(2016). [3] K. Suyama et 

al., PRB 97, 235138 

(2018). [4] C. W. Wang et 

al., J. Phys.: Condens. 

Matter 29, 435801 (2017). 
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       MLF／BL06 

中性子共鳴スピンエコー分光法における 

2 回集光体系を用いた位相補正法 
Double-focusing geometry as phase correction 

method in neutron resonance spin-echo 
spectroscopy 

船間史晃 1, 日野正裕 2, 遠藤仁 3, 小田達郎 4, 田崎誠司 1 

1 京大院工, 2 京大複合研, 3 KEK 物構研, 4 東大物性研 

 
 中性子共鳴スピンエコー(NRSE)分光法は中性子非弾性散乱法の 1 種であ

り、試料で起こる準弾性散乱に起因する中性子スピンの位相差を散乱強度の

変化として測定し、試料の中間散乱関数を測定する分光法である。NRSE 分

光器の高分解能化には、歳差空間での中性子経路長の分散を縮小する必要

がある。このため、楕円体の焦点と楕円体表面を結ぶ直線の距離の和が等し

いという幾何学的な性質を用いる方法が提案された[1]。しかし本手法は、共

鳴スピンフリッパー (RSF) をミラー中心を通るビームに対して垂直に傾けるこ

とでビームサイズに由来する中性子の経路長の分散を小さくしていた。そのた

め、本手法は回転楕円体集光ミラーの一部分の偏角から反射されたビームの

みにしか適用できず、高エネルギー分解能測定に利用できる発散ビームを大

きく制限していた。 

 最近我々は全周型回転楕円体集光ミラーが利用可能な位相補正法として 

2 回集光（DF）体系を提案した[2]。DF 体系では二つの同形状の回転楕円体

集光ミラーを焦点を共有するように直列に配置し、RSFを一つ目と三つ目の焦

点位置にそれぞれ配置する。この配置により、一つ目の楕円の焦点間でつく

経路長差は二つ目の楕円の焦点間でつく経路長差でほぼ打ち消され、二つ

を組み合わせた DF 体系では経路長の分散が著しく減少する。また本体系は

同軸対称であることから、全周型回転楕円体集光ミラーの利用が可能であり、

高エネルギー分解能測定に利用できる発散ビームを大幅に増加する。しかし、

DF 体系の有効性を示す実験的検証はまだなされていない。 

 そこで我々は、J-PARC MLF BL06 の NRSE ラインにおいて DF 体系を用い

た位相補正法の検証実験を試みている。本発表では DF 体系の詳細と、検証

実験に向けた予備検討結果について報告する。 

 

[1] M. Bleuel, et al., in: F. Mezei, et al., (Eds.), Neutron Spin Echo Spectroscopy, 

176 (2002). 

[2] F. Funama, et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 1010, 165480 (2021). 
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       BL-13B 

In situ AP-XPS による水素化分解向け ReOx-Rh 触媒の 

活性化処理過程の観測 
In situ AP-XPS observation of activation process of 

ReOx-Rh catalysts for hydrogenolysis  
 
河井淳平 1、豊島遼 1、伊勢川和久 1、Jiatang Chen1、冨重圭一 2、○近藤寛 1 

1慶大理工、2東北大工 

 
バイオマス由来の物質を有効利用するうえで水素化脱酸素反応や C-O 結

合の水素化分解反応を促進する触媒は重要である。酸素と結合しやすいレニ

ウム(Re)は貴金属と組み合わせることによってその優れた触媒になる。特に、

Re にロジウム(Rh)を組み合わせた ReOx-Rh 触媒はグリセロールやテトラヒド

ロフルフリルアルコールの水素化分解で非常に高い活性を示す[1]。この触媒

が活性になるためには、水素雰囲気下で加熱する活性化処理が必要であり、

この過程を通して、Re と Rh の間で特異な構造が形成されて活性になると推

測される。本研究では、水素雰囲気下での加熱過程をAP-XPSで追跡してRe

と Rh の組み合わせ特有の活性構造の化学状態を調べることを目的とした。 

測定試料はカーボン担体を用いた実用の ReOx-Rh触媒に加えて、Reの化

学的環境を変えた 3種類のモデル試料（Re/Rh, Re/C, Re 箔）を用意した。水

素ガスを 200 mTorr 導入し、室温から 300℃まで昇温しながら XPS を測定し

た。図１にモデル試料に対する Re 4f XPS (h = 630 eV)の測定結果を示す。

Re/Rh では、他の試料と

異なり単一の Re 種（Re+）

に還元されることが見いだ

された。O 1s XPSからはこ

の Re +には O と OH が結

合していることがわかっ

た。実用の ReOx-Rh 触媒

でもRe +が主成分になり、

活性化処理により、O と

OH が結合した Re +が選

択的に形成することがわ

かった。Re に結合した OH

はReと反応基質の結合を

強く促進していると考えら

れる。 

[1] K. Tomishige et al. Green Chem. 19, 2876 (2017). 

 

図１：モデル試料の活性化過程の Re 4f XPS． 
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回折 X 線明滅法による細胞表面での不凍タンパク質の動

態計測 

 

Dynamic behaviors of antifreeze proteins on the living

cells monitored by Diffracted X-ray Blinking
*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）



①  4-ホルミル安息香酸メチル 

Scheme 1 

共結晶を用いたBODIPY-コバロキシムの結晶構造の制御 

による光反応制御の試み 

Control of photoreactions of BODIPY-cobaloxime 

complex using cocrystals 

 

今野開斗、飯塚透也、細谷孝明 （茨城大院理工） 

 

コバロキシムとは、コバルトに 2つのジメチルグリオキシムが配位し、これを平面とした時に、垂直

方向にアルキル基と塩基が配位した錯体である。この単結晶に可視光を照射すると、結晶状態を維持し

たままアルキル基が異性化反応を起こす(1)。この異性化反応は、アルキル基が自由に動くことができる

反応空間が大きいほど反応性が高くなる。また、光増感錯体の一種であるBODIPYを配位したコバロ

キシムは、可視光を照射することで水素生成触媒として働く。この反応の過程で、BODIPY からコバ

ルトに電子が移動するが、その反応機構の詳細はわかっていない(2)。  

本研究室ではこれまでに、X 線解析によって BODIPY-コバロキシムの異性化反応を観察し、

BODIPY によってアルキル基の異性化が促進されたことを明らかにした。その要因を調べるために、

本研究ではコバロキシムの置換基を変更せずに分子の配座のみを変化させて結晶相での光反応を試み、

その反応様式、反応経路、反応性とアルキル基やBODIPY の立体配座および反応空間との相関を調べ

ることを目的とした。今回はコバロキシムにカルボキシ基を置換することで、カウンターのアミンと共

結晶化させて多数の疑似多形を作り、コバロキシム錯体自身の構造を変えずに 結晶構造だけを変える

ことに注目した。 

下に示した手順で合成を行っており、現在は②の上下Cl体のコバロキシムの合成まで終わった段階

である。 今後はコバロキシムにBODIPYとアルキル基を配位し、様々なアミンと共結晶を作成して光

照射を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Yuji Ohashi et al., Crystallography Reviews, 2013, Vol19. 

(2)J.Bartelmess et al., Inorg, Chem., 2014, 53, 4527-4534. 

1 二量化 

２酸化 
2 酸化 

3 加水分解 
4 オキシム化 

CoCl₂・6H₂O 

② 最終目的物 
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PF BL-14C 

放射光と高解像度受像体を用いた腎微小循環の描出 

Visualization of renal microcirculation with high 

resolution receiver by synchrotron radiation 

松下昌之助 1),兵藤一行 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、2) KEK 放射光施設、3) 筑波大学心臓血管外科 

 

腎循環は、腎動脈から始まり、腎葉間動脈、弓状動脈、小葉間動脈、輸

入細動脈を経て糸球体に至る。糸球体から輸出細動脈や直細血管を経

て静脈系に入り、腎葉間静脈、腎静脈を経て下大静脈に戻る。通常放射

線線源を用いた腎動脈造影では、腎動脈から腎葉間動脈を描出するの

みで、その先の弓状動脈以降は描出されない。放射光と高解像度受像

体（浜松ホトニクス、Orca Lightning）を用いると、弓状動脈、葉間動脈、輸

入細動脈、糸球体までの全動脈系腎微小循環を描出することができた。

個別の糸球体の描出は以前より CCD でも可能だったが、糸球体に入る

最後の動脈までの描出ははじめてである。高濃度分解能を用いると、遅

延相で漏出した造影剤による集合管も描出された。本方法により単一糸

球体に至る微小循環を観察できることが示された。 
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       MLF-試料環境 

中性子実験用調湿発生装置の整備 
Humidity sample environment at MLF SE 

 
有馬 寛 1, 高田慎一 2, 廣井孝介 2, 岩瀬裕希 1, 森川利明 1,  

宮田登 1, 宮﨑司 1, 笠井聡 1, 大内啓一 1, 青木裕之 2 
1 CROSS 中性子科学センター, 2原子力機構 J-PARCセンター 

 

 
軽水素(H)とその同位体である重水素(D)を用いた中性子散乱は、異なる試

料構成成分のコントラストを一致させる、あるいは強調するのに利用できる。し

たがって 水のH/D組成を変えることは試料中の水の蓄積や過剰な吸水を観

察するために有効である。 このような観点から温度および湿度を精密に制御

した試料環境を整備することにより、基礎科学のみならず産業的に重要な機

能性ポリマー等の研究が加速される。 

ここでは、水蒸気中の D2O/H2O 組成を連続的に制御することができる重

水・軽水混合調湿ガス発生装置の開発について紹介する。この装置の主な特

徴は、2つのサチュレータと 4つのマスフローコントローラによって、D2Oと H2O

の水蒸気を独立して生成し、また任意の割合で混合できることである。本装置

では二温度法を応用した精密露点生成が可能である。また、２つの飽和槽そ

れぞれに乾燥空気ラインを設け、分流法を併用することでマイナス露点（霜点）

から 85℃以上の高露点まで幅広い湿度発生が可能である。このセットアップ

により、コントラスト変調を用いた湿度実験の精度および時間的な効率が向上

する。また、MLF のパルス中性子と組み合わせることで時分割測定による水

蒸気飽和試料中の水の移動度の観察が実現する。 

 

 

  
 

図１ 重水・軽水調湿ガス発生装置 
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       PF BL-7C 

A サイト秩序型ペロブスカイト CaCu3Ti4O12の電子構造の 

方位角依存性 
Azimuthal Dependent Electronic Structure of  

A-site Ordered Perovskite CaCu3Ti4O12. 
 

手塚泰久 A、浅利真人 A、加藤梨紗 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 

弘前大院理工 A、物構研 PFB、広島大院理 C、大阪府大工 D 

 
A サイト秩序ペロブスカイト CaCu3Ti4O12 

(CCTO)は、100~600K の広い温度範囲で

ε~104 以上の極めて高い誘電率を示し、約

90K以下で構造相転移を伴わずに誘電率が

急激に減少する誘電異常を示す[1]。これま

で報告した、Ti K および Cu K 共鳴Ｘ線ラマ

ン散乱（XRS）と、Ti 2p, Cu 2p, O 1s共鳴XRS

などの結果から、誘電異常の温度において、

O 2pから Ti 3d及び Cu 3dへの電荷移動が

示唆される[2-4]。また、蛍光X線ホログラフィ

ー（XFH）の実験による局所結晶構造及びそ

の温度変化の結果も報告ししてある[2]。本

講演では、詳細な XRS の方位角依存性の

結果を報告する。測定は PF の BL-7C で行

い、試料は単結晶の(100)面を用いた。 

図１は、CCTO(100)の Cu K吸収端直下に

おける XRS の方位角依存性である。下図は

5º おきに測定した XRS スペクトルを 0º から

180 ºまで示している。上図は XRSの強度マ

ッピングである。Cu 4p が方位角依存を示さ

ない一方で、Cu 3d は顕著な 4 回対称の方

位角依存性を示している。これは Cu-O の結

合方向を反映してると考えられる。CCTO は

正方晶であるが、TiO6 クラスターは４方向に傾いており、Ti-O 方向は一定でな

い。講演では Ti K端の測定結果と合わせて、報告する。 

[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, 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(100)の Cu K吸収端直

下における XRSの方位角依存性。

（下）5ºおきに測定した XRS スペクト

ル。（上）XRSの強度マッピング。 
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       MLF-BL11 

ギガパスカル圧力下の塩化マグネシウム水溶液中のイオン

溶媒和・会合および水の構造 
Ion solvation, association, and water structure in 

aqueous magnesium chloride solution in the 
gigapascal pressure range 

 
山口敏男 1、吉田亨次 1、服部高典 2、町田真一 3 

1 福岡大理、2 JAEA、3 CROSS 

 
水和 Mg2+は水和 Ca2+とともに生体系に重要なイオンであるが、その性

質は大きく異なる。水和イオンの特徴を明らかにするためには、加圧に

よるイオン溶媒和や溶媒水の構造変化を調べることは重要である。本研

究では、ギガパスカル(GPa)圧力下の MgCl2重水溶液の中性子散乱測定を

行い、得られた干渉関数を基に Empirical Potential Structure 

Refinement (EPSR)モデリングによりイオン溶媒和・会合、および溶媒

水の 3次元構造を明らかにした。 
MgCl.6H2O(関東化学、特級試薬)を重水(D 99.5%)に溶解させた。重水置

換を 9回繰り返した試料溶液中の重水素化率は 90.1%であった。中性子散
乱実験は、J-PARC MLF、BL-11 PLANETで行った。試料溶液は 0.1 MPa（0 
GPa）/298 K では円筒形バナジウムセルに封入した。1 GPa/298 K, 1 
GPa/523 K, 4 GPa/523 Kでは円筒テフロンセルに入れた後、高圧セルに
封入した。バナジウム棒、空セル、バックグラウンドも測定した。得られ
た干渉関数と二体ポテンシャルを用いて EPSR計算を行い、二体相関関数、
配位数分布、空間密度関数(３D構造)、角度分布関数を得た。 

Mg2+第１溶媒和殻の Mg-Ow 距離は 1.95-1.92 Å, Mg-Dw 距離は 2.64-

2.61 Å で、平均配位数は 5.2-4.3 (Ow原子)、9.0-10.5（Dw原子）であ

り、圧力変化はわずかである。Ow-Mg-Ow角は 90度と 180度付近にピーク

があることから Mg2＋の溶媒和殻は八面体構造をとる。 

Cl-第一溶媒和殻の Cl-Ow距離は 3.18-3.16 Å、Cl-Dw距離は 2.28-2.33 

Å である。平均 Ow配位数は 8.3 (0 GPa)から 13.2 (4 GPa)に変化するが、

平均 Dw 配位数の変化は 5.8-6.9 程度である。Ow-Cl-Ow 角の分布が 80 度

付近(0 GPa)から 50度(1-4 GPa)に変化する。 

溶媒和水の第一、第二、第三近傍の Ow-Ow距離はそれぞれ 2.79、3.90、

6.72 Å (0 GPa)から、3.00，5.80，8.38 Å(4 GPa)に、平均配位数は 3.7

から 12となる。溶媒水の構造は加圧により四面体ネットワーク構造から

単純液体の構造へ変わる。Ow-Hw-Ow角はいずれも180度に分布を持つが、

加圧すると分布はよりブロードになり、水素結合が大きく歪むことがわ

かる。得られた結果を CaCl2重水溶液の結果と比較考察した。 

[1] T. Yamaguchi, et al. Eur. J. Inorg. Chem. 2019, 1170-1177. 
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       BL-1A, BL-5A, BL-17A, AR-NW12A, AR-NE3A 

PF タンパク質結晶構造解析ビームラインでの全自動測定と

リモート実験 

An automated unattended experiment and a remote 
interactive experiment at PF macromolecular 

crystallography beamlines 
 
山田悠介 1,2、篠田晃 1、松垣直宏 1,2、引田理英 1,2、平木雅彦 2,3、千田俊哉 1,2 

1KEK, IMSS, SBRC, 2総研大高エネ研究科, 3KEK, MEC 
 

PF には 5 本のタンパク質結晶構造解析(MX)ビームラインがあり、学術研究

や民間企業による研究に利用されている。各ビームラインが特色を持つことで

多様な MX 実験をカバーする一方で、全てのビームラインが結晶交換ロボット

を備え、同一のソフトウェアで制御されるなど、利用者の使用感は統一されて

いる。ビームラインの測定技術開発は継続して続けられ、現在では全てのビ

ームラインにおいて全自動測定やリモート実験が可能となっている。 

MX ビームラインにおける実験の全自動化、およびリモート化はこれまでも

段階的に進めてきたが、新型コロナウィルス感染症拡大の影響もありその重

要性・必要性が 2020 年度一層高まった。そこでビームラインの運用体制を見

直し、全ての実験課題において全自動測定やリモート実験といった実験スタイ

ルを利用者が必要に応じて選択できるよう制度変更を行った。その結果、現

在ではユーザーが来所をしない全自動測定とリモート実験の実験スタイルが

約 75 %のビームタイムを占めるようになった。 

全自動化、リモート化を行う上では実験装置の整備はもとより、ユーザーか

ら送付されてくる試料や測定後のデータを適切かつ正確に取り扱うことも重要

であり、このための荷物の流通管理システムやデータバックアップ体制の整備

を行い、2020 年 10 月の運転よりユーザーへと供している。 さらに 2021 年 8

月からは所外より実験データをインターネットを通じてダウンロードできる仕組

みを構築し、2022 年度からの本格運用に向けて試験運転を行なっている。本

発表では、現在の PF タンパク質結晶構造解析ビームラインにおける全自動

測定とリモート実験についての現状と、今後の開発計画について紹介する。 
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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）



       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 1、マオ ウェンチ 1、ゴン ウー1、諸岡 聡 1,2、 

ハルヨ ステファヌス 1、相澤 一也 1 

1 JAEA J-PARC センター, 2 JAEA 物質科学研究センター 
 

J-PARC 物質・生命科学実験施設 BL19 に設置された工学材料回折装置「匠」

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、

材料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。 

匠では、機械部品内部のひずみ・応力マッピング、構造材料または機能材料

の室温・低温・高温における変形中の組織（結晶構造、欠陥、内部応力等）変

化、材料製造過程（加工熱処理過程）での組織変化、工学材料の集合組織測

定など、幅広いニーズに対応した実験を行なっている。また、優れた力学特性

が注目され盛んに研究されている高エントロピー合金や、日本国内で開発さ

れた材料強化に関する新しい概念を利用したミルフィーユ構造材料に関する

研究も行われている。これらの実験を行うために、匠装置グループはユーザ

ーとも協力し、様々な試料環境装置を開発してきた。 

発表では、2022 年 3 月における匠の現状と使用可能な試料環境装置、いく

つかの研究例を紹介する。 
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       MLF-BL15 

鉄鋼・磁石材料の高磁場・高温熱処置過程における 

中性子その場観測用レーザー加熱装置の開発 
Development of laser heating system for in-situ 
SANS study on the thermal process of steel and 

magnet materials under high magnetic field 
 

河村幸彦１、大石一城１、鈴木淳市１ 
１CROSS 

 

 
鉄鋼・磁石材料は、高磁場・高温で熱処理をすることで性能が向上する。材

料の特性を決める結晶粒の形状、粒径、配向、析出物は、材料の熱処理条件

で異なり、これらの材料の構造は一般に熱処理後の材料の測定により観測さ

れる。しかし、透過能力の高い中性子を用いると材料内部の熱処理後の状態

だけでなく熱処理中の状態の変化もその場観測できる。 

J-PARC MLF BL1５（大観）では、小角散乱実験（結晶粒の形状、粒径）およ

び高角散乱実験（結晶構造）が幅広い空間スケールに対して可能で、高磁場

（10Tesla）を印加できる超伝導マグネットを設置できる。鉄鋼・磁石材料の産

業分野で高磁場下における材料の熱処理過程のその場観測の要望があり、

超伝導マグネットと組み合わせて使用できるレーザー加熱装置を開発した。 

レーザー加熱装置は、10mmφの大きさのレーザー光（808nm、最大 100W）

を試料の両面から照射し、1000℃まで加熱することができる。測定に用いる試

料のサイズは 14mm×14mm×2mm で、磁場印加のときに位置がずれないよ

うに試料ホルダーで固定される。試料の温度は R 熱電対（2 ヶ所）で測定され

るが、熱電対は中性子が照射されない試料の角にスポット溶接等の方法で取

り付けられる。このとき、レーザーが照射される試料中心部と角で温度差が生

じる可能性があるが、試料中の熱分布を評価、解析することで試料の温度を

把握する取り組みを行った。 
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       BL09  

BaF2-SnF2系フッ化物イオン伝導体の構造と電気化学特性 

Structural and Electrochemical Properties of  
BaF2-SnF2 Fluoride-Ion Conductors 

 
森 一広１、嶺重 温 2、齊藤 高志１、大友 季哉１、安部 武志 3、福永 俊晴 4 

１KEK 物構研、2兵庫県立大、3京大院工、4京大産官学 
 

【緒言】 PbSnF4 はフッ化物イオン伝導体の中で最も高いイオン伝導度を示す

ことが知られているが、電位窓が狭いことからフッ化物シャトル電池（FSB）用

固体電解質としては利用が難しい。そこで、Pb を Ba で置き換えた BaF2–SnF2
系フッ化物イオン伝導体が FSB 用固体電解質として期待されている[1]。しか

しながら、本系のイオン伝導特性と構造との関係については未だ不明な点が

多い。本研究では、(BaF2)x(SnF2)1–x イオン伝導体の電気伝導度および活性化

エネルギーの評価を行った。さらに中性子回折実験を行い、本系の結晶構造

を精密に決定し、フッ化物イオン伝導経路について考察した。 

 

【実験方法】 (BaF2)x(SnF2)1–x イオン伝導体は、メカノケミカルミリングおよび熱

処理（573 K）により作製した。本試料を用いて交流インピーダンス測定、X 線

回折測定および示差走査熱量測定を行った。さらに、J-PARC MLF の特殊環

境中性子回折装置 SPICA（BL09）を用いて中性子回折実験を行った。 

 

【実験結果】 PbSnF4 に類似した結晶構造モデル（正方晶、空間群：P4/nmm）

により良好なフィッティング結果を得

ることができた。(BaF2)0.43(SnF2)0.57 の

結晶構造を図１に示す[2]。解析の

結 果 、 「 –SnSnMMSnSn– 」層 （ M = 

Ba/Sn）を含んでいることを明らかに

し、特に「–F1–F3–F1–」経路がフッ化

物イオン伝導に寄与していると考え

られる。電気化学特性を含む詳細な

結果については、当日報告する。 

 

【謝辞】 本研究は NEDO 電気自動

車 用 革 新 型 蓄 電 池 技 術 開 発

（RISING3）のもとで実施した。 

 

[1] I. Mohammad et al., ACS Appl. Energy Mater., 1 (2018) 4766−4775. 

[2] K. Mori et al., J. Phys. Chem. C, 125 (2021) 12568–12577. 

 
図１ (BaF2)0.43(SnF2)0.57の結晶構造 
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       BL-27A/B 

BL-27における原子力基盤研究 
Nuclear science research activities in BL-27 

 
岡本芳浩 1、永井崇之 1、秋山大輔 2、岩田景子 1、宇佐美徳子 3 

1JAEA、２東北大学、3KEK 

 
核燃料物質及び非密封 RI が使用できる BL-27 ステーションは、2019 年よ

り原子力基盤研究 UGが放射線生物 UGと共同で運営している。同ステーショ

ンでは、原子力関係及び福島復興関係の多くの研究が進められ、核燃料及び

RI を使用した XAFS 実験も多数行われている。原子力基盤研究 UG では、こ

のような測定を積極的にサポートしており、大学院生による核燃試料を分析し

た成果も導出している。本報告では、BL-27 ステーションで実施されている特

徴的な研究及びその成果の概要を紹介する。 

（１）ガラス固化技術の高度化研究 

 ガラス固化体は多種類の廃棄物成分元素を含んでおり、それらの性状分析

には、元素選択性に優れ、微量成分への適応性も高い放射光 XAFS の利用

が効果的である。高度化研究では、廃棄物成分をより高い充填率で、より安

定的に閉じ込める目的のもとで固化技術の改良が進められ、複数のユーザー

がこの目的で BL-27 を使用している。また、R1 年度から開始した、MOX 燃料

再処理から生じる高レベル放射性廃液等のガラス固化技術の高度化を目標

とした資源エネルギー庁受託事業においても活用されている。 

（２）ウラン模擬デブリの性状把握研究 

 福島第一原子力発電所事故における廃炉作業では、デブリの取り出しとそ

の処理が大きな課題である。デブリは、多成分・多相からなる不均一系であり、

その組成、形態は多岐にわたっている。現在、多数の研究機関や大学により、

想定される模擬デブリを調製して、その性状を把握する活動が進められてい

る。BL-27では、UO2にジルコニウム、鉄（SUS）、カルシウムなどを反応させて

調製した模擬デブリの XAFS 分析を実施している。また、BL-27 では、建設以

来約 25 年の間に、多数のウラン酸化物系試料の XAFS 実験が重ねられてき

ており、それら膨大な実験データとの比較による評価についても、UG の活動

としてサポートしている。 

（３）原発圧力容器（RPV）鋼の照射影響の研究 

放射性物質や冷却水を閉じ込める RPV は低合金鋼でできており、中性子

照射を受けることで成分元素であるCu、Ni、Mn等がクラスター化し、脆化の原

因になることが知られている。この影響を評価するため、R３年度は材料試験

炉（JMTR）で中性子照射された試料を、国内で唯一非密封 RI に対する XAFS

測定が可能な BL-27に持ち込んで測定を実施し、溶質原子周辺においてクラ

スター生成に伴う複雑な構造変化が生じていることを確認することができた。 
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       iBIX 

中性子・X 線回折データの統合に基づく 

重要な汎用性高分子の結晶構造の検証と精密化 
Verification and Refinement of Crystal Structures of 
Important Multi-Purpose Polymers on the Basis of 

Organized Combination of X-ray and Neutron 
Diffration Data Analyses 

 
田代孝二 1, 2, 3・日下勝弘 2・山元博子 3 

1豊田工業大学、2茨城大学、3あいちシンクロトロン光センター  
 

 ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリビニルアルコール、ナイロンなど、所謂、

汎用性高分子は、登場して以来既に一世紀近くにも及ぶ長い歴史を有するが、

依然として産業界ならびに学術界の両方において、その存在感および意義は

非常に大きい。しかしながら、構造物性相関の議論に不可欠な基本構造であ

るべき結晶構造に関しては、未だに数多くの曖昧さが残されたままである。従

来、主として X 線回折データに基づく構造解析がなされてきたが、低分子単結

晶に比べて圧倒的に幅広く、かつ観測し得る総数がせいぜい数十個もない貧

弱な回折データから提案された構造の信頼性は、残念ながら決して十分に高

いものではない。我々は、X 線と中性子の回折データを組み合わせ、異なる観

点から、それらの結晶構造を検証してきた。例えば、ポリビニルアルコールの

結晶構造に「分子鎖充填の乱れの概念」を導入することで X 線、中性子回折

データの双方を矛盾なく再現させることが出来た(Macromolecules, 53, 6656 
(2020), Polymer, 233, 124180 (2021))。Bunn 博士による結晶構造提案から 70

年後の成果である。このような試みに際しては、それぞれの高分子を全重水

素化する必要がある。この点が、最も重大なネックになっている。現在、イソタ

クティックポリプロピレン、ナイロン 6 について全重水素化試料の合成を完了

し、iBIX を用いた中性子回折測定を行っているところである。             

 これらの汎用性高分子の機能性をさらに引き上げるためには、上述のような

試みに加えて、電子レベルからの構造の検討も今後は必要となる。その観点

からは、X 線と中性子を組み合わせた精密構造解析、すなわち「X-N 法」に基

づく結合電子密度分布状態の抽出が不可欠となる。その最初の試みとして、

我々は、光固相重合によって得られるポリジアセチン単結晶の高精度結晶構

造解析を行い、高分子鎖に沿った結合電子密度分布の詳細を明らかにするこ

とに成功した(Macromolecules, 51, 3911 (2018))。現在、上記の汎用性高分子

についても挑戦するべく、様々の試みを行っているところである。 
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       MLF U1, U1A 

 

超低速ミュオンビームラインと µSR分光器のコミッショニング 

 
Commissioning of the Ultra-Slow Muon Beamline 

and the μSR Spectrometer at U1A 
 

神田 聡太郎, 池戸 豊, 大石 裕, 足立 泰平, 

永谷 幸則, 三宅 康博, 下村 浩一郎 

KEK 物構研 ミュオン科学研究系 
 

J-PARC MLF MUSE における U-Line では熱ミュオニウムのレーザー解離を利用し

た超低速ミュオンビームを供給している。装置は、大強度の表面ミュオンビームライン

である Super Omega、ミュオニウムを真空中に生成するための標的、ミュオニウムから

電子を脱離させるためのレーザーシステム、そして超低速ミュオンを実験エリアに導く

輸送光学系から構成されている。U1A 実験エリアにはミュオンスピン回転法のための

分光器(図 1)が、U1B 実験エリアには透過型ミュオン顕微鏡のための実験装置が設

置されている。 

共同利用実験の開始に向けて、ビーム強度の増大とビーム品質の向上を目指し

た装置開発およびビーム調整実験が進んでいる。2021 年には輸送光学系にディレ

イラインアノード読み出しの MCP 検出器を用いたビームプロファイルモニター(図 2)を

導入し、ビーム強度とプロファイルを同時に測定しながら光学系の最適化を行った

(図 3)。また、U1A 分光器を用いたミュオンスピン回転法の実証実験と、検出器性

能の向上および試料環境の整備に取り組んでいる。ここでは、2021 年に実施したこ

れらの装置開発およびコミッショ二ングの結果と U-Line の現状、そして今後の展望

について報告する。 
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DAQ ミドルウェアのコンテナ化の検討 

Examination of DAQ-Middleware created  
in containers   

 
梶原大貴、細谷孝明 （茨城大工） 

 

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 CentOS 7 である。しかし、CentOS 7 はサポートが

2024 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。

本発表では２つのアプローチの開発過程、状況を報告する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図１．DAQ-Middleware コンテナ化の２つのアプローチ            
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       PF BL-27A 

5-ハロゲン化ウラシルの X 線光電子分光測定 
X-ray photoemission spectroscopy of 5-halouracils 

 
泉 雄大 1、大原 麻希 1、馬場 祐治 1,2、横谷 明徳 1 

1量子科学技術研究開発機構、2日本原子力研究開発機構 

 
 DNA 中のチミンを 5-臭化ウラシル（BrU; Fig. 1）に置換すると、放射線に対す

る致死率が増加する（放射線増感作用）ことが知られているが、その物理化学

的なメカニズムは明らかになっていない。最近、平戸らはチミンと BrU の X 線

光電子分光（XPS）測定を行い、光電子強度が 0 になる結合エネルギーE0 が

チミン 1.8 eV に対して BrU ではほぼ 0 eV になることを示した（Hirato et al., in 

preparation）。このような電子構造の差が放射線増感作用の起源となっている

可能性がある。そこで本研究では、他のハロゲン化ウラシル、5-フッ化ウラシ

ル（FU）、5-塩化ウラシル(ClU)、5-ヨウ化ウラシル（IU）、およびウラシル（U）

（Fig. 1）の XPS 測定を行い、その電子状態を調査したので報告する。 

 U、FU、ClU、IU のペレット（直径 10 mm、厚さ 0.3 mm）を試料として用いた。

XPS 測定は PF BL-27A で行った。励起光のエネルギーは 2 keV とした。 

 Uの E0が 2.2 eVであったのに対し、FU、ClU、IUのそれはそれぞれ 1.4、0.8、

0.2 eV となり、ハロゲン化あるいはハロゲンの原子番号が大きくなるほどスペ

クトルの立ち上がりが低エネルギー側にシフトした。臭素の原子番号はヨウ素

よりも小さいが、BrU の E0は IU よりも低く、この傾向から外れていた。IU も放

射線増感作用を示すことから、価電子帯の電子構造、特に E0 の大きさ、が放

射線増感作用の大小に関わっている可能性があると結論した。 

 

 
Fig. 1. チミン（X = CH3）、ウラシル（X = H）および 

5-ハロゲン化ウラシル（X=F, Cl, Br, I）の構造式 
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       PF BL-18C 

鉛フリーハライド系ダブルペロブスカイト半導体 Cs2AgInCl6
の高圧下光物性と結晶構造 

Optical properties and crystal structures of lead-free 
halide double perovskite semiconductor Cs2AgInCl6 

under high pressure 
 

服部亮佑１、松石清人１、中野智志２、藤久裕司３ 
１筑波大数物、２物材機構、３産総研物質計測標準 

 
現在、鉛系ペロブスカイト太陽電池は 25.5 %という高い変換効率を示し、実

用化が期待されているが、鉛の環境への配慮が懸念されており、積極的な鉛

フリー化が進められている。中でも、Pb の替わりに２つの金属カチオンを用い

たハライド系ダブルペロブスカイト半導体が注目されている。この物質は、

A2B'B''X6（A= Cs+, CH₃NH₃+などの一価カチオン、B'= 一価金属カチオン、B''= 

三価金属カチオン、X= Cl-, Br-, I-）の化学式で表され、２種類の八面体からな

る 3 次元立方構造を形成する。その中でも、本研究は、Ag と In を用いた直接

遷移型のハライド系ダブルペロブスカイト半導体（Cs2AgInCl6）に着目した。ハ

ライド系ダブルペロブスカイト半導体の多くは間接遷移型であるのに対し、こ

の系は直接遷移型である。そのため、外場応答に他の系と違った物性が現れ

る可能性ある。本研究では、高圧下での光吸収測定、ラマン散乱測定、粉末

X 線回折測定を行うことで、Cs2AgInCl6 における圧力誘起の電子状態及び結

晶構造の変化を明らかにすることを目的としている。 

圧力発生にはダイヤモンドアンビルセルを用い、圧力媒体には流動パラフィ

ン（光吸収）またはヘリウム（ラマン散乱、粉末 X 線回折）を用いた。光吸収測

定は単結晶の光透過測定により、6 GPa まで行った。高圧下粉末 X 線回折測

定は KEK-PF の BL18C（λ＝0.6195Å）で行い、23 GPa まで行った。 

高圧下光吸収測定では、吸収端が 1.8 GPa まではレッドシフト、1.8 から 2.8 

GPa まではブルーシフト、2.8 から 4.5 GPa まではレッドシフト、4.5 GPa 以上で

はブルーシフトした後、一定の値になることを確認した。 

この結果を踏まえて高圧下粉末 X 線回折測定を行ったが、8 GPa までの圧

力範囲では、格子定数は単調に減少し、X 線回折パターンに新たなピークの

出現やピークの分裂または消滅は見られなかった。吸収端の変化は構造相

転移に由来しない可能性がある。一方、8 GPa 付近において構造相転移を確

認することができた。精密構造解析の結果と併せて、高圧下での局所構造と

電子状態の変化を議論する。 
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      J-PARC MLF BL06 VIN ROSE 

J-PARC MLF BL06 中性子共鳴スピンエコー分光器群 

(VIN ROSE)のための位相補正集光ミラー開発状況 
Current status of ellipsoidal supermirror for phase 

correction of neutron resonance spin echo 
spectrometers (VIN ROSE) at BL06, J-PARC  

 
日野正裕 1、小田達郎 2、遠藤仁 3、細畠拓也 4、船間史晃 1、山田悟史 3、 

吉永尚生 1、竹田 真宏 4、山形豊 4、瀬戸秀紀 3 
1京大, 2東大, 3KEK, 4理研 

 
 中性子スピンエコー法は中性子スピンという自由度を導入し、スピンの位

相を精密制御することで、入射中性子のエネルギー分解能によって測定可能

なエネルギー分解能が制限されること無く、高エネルギー分解能かつ高中性

子強度を同時に実現する。J-PARC MLF BL06 の中性子共鳴スピンエコー装

置群:VIN ROSE(The VIllage of Neutron ResOnance Spin Echo spectrometers)

は MIEZE 型と集光型 NRSE 型の 2 台のスピンエコー分光器からなる[1]。 

MIEZE型では 通常のスピンエコー装置では困難な試料に強い磁場をかける

等の試料環境の自由度が特長であり、磁性のダイナミックスを中心に従来困

難であったダイナミクス研究への寄与を目指し、磁気スキルミオンのダイナミ

クス観測等を行っている[2]。 

NRSE 型は、生体高分子等の微少試料の高エネルギー分解能装置を目指し

ている。その達成には、試料による微少な散乱角の変化によるスピンの位相

を補正するための位相補正デバイスを確立する必要があり、そのため世界で

初めて長さ 90cm の回転楕円体集光スーパーミラーを金属母材を用いて成功

し、集光 NRSE シグナルの観測も成功した[3]。また現在の集光ミラーを用いて、

フーリエ時間 1μs を達成するための新しいミラー配置も提案された[4]。 

現在集光ミラーは平板のスーパーミラーの最高性能に近い m＞6 の集光ミラ

ーを、VIN ROSE のために量産を目指している（m=6 とは Ni の全反射臨界角

に対して 6倍の入射角で全反射できる性能を表す指標）。本集光ミラーはMLF

の第 2ターゲットの中性子源近傍等の利用も期待されており[5]、VIN ROSEの

みならず、広く量産化の確立は非常に重要であると考えている。当日は、これ

ら回転楕円体集光スーパーミラー開発の現状を述べる。 

 

[1] M. Hino, et al., J. Nucl. Sci. Tech. 54(2017), 1223. 

[2] T. Nakajima, et al., Phys. Rev. Research 2(2020), 043393. 

[3] H. Endo, et al., Physica B, 564(2019), 91. 

[4] F. Funama, et al., Nucl. Inst. Meth. A1010(2021), 165480. 

[5] https://j-parc.jp/researcher/MatLife/ja/publication/files/TS2CDR.pdf 
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       PF-BL-17A 

リゾチーム反応機構解明に向けた 

反応遅延条件での結晶化の試み 
An attempt to crystallize under reaction delay 

conditions for elucidating the lysozyme reaction 
mechanism 

 
 

小池佑季 1,大林美咲 1,鴨崎真仁 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センター 

 

リゾチームは細菌の細胞壁を壊す酵素で、細胞壁ペプチドグリカンの N-ア

セチルムラミン酸(NAM)と N-アセチルグルコサミン(NAG)間のβ(1→4)グリコ

シド結合を切断する。リゾチームは 50年以上前に構造が決定され、これまで

様々な触媒機構が提案されてきた。代表的な反応として Koshland機構という

反応があり、これは共有結合中間体を作成し反応が進む。しかしこの反応は

リゾチームと共有結合を作りやすいリガンドで行った不自然な条件下での結

果によるものである[1]。そこで本研究では、リゾチームの反応機構を観察する

準備のため、至適 pHから外れた pHでの N-アセチルグルコサミンの 5量体

(NAG)5や 6量体(NAG)6を基質に用いた条件や、反応を遅延させるために添

加剤(エチレングリコール）を加えた共結晶化条件での、酵素反応に関係する

水和水の位置情報や触媒基の水素結合等を、Ｘ線回折実験を行い解析した。 
実験には SIGMA 社のニワトリ卵白リゾチーム、Megazyme 社の(NAG)5、

(NAG)6を使用した。100mM 酢酸ナトリウム緩衝液 pH2.0、pH3.0、NaCl1.0M、リ
ゾチーム 60mg/mL の 3+3μL スケールでの室温ハンギングドロップ法にて共
結晶化し、抗凍結剤としてグリセロールを 30%(w/v）混合した。また、エチレン
グリコールは 20%(w/v)、(NAG)5、(NAG)6はリゾチームに対して 1.2 倍のモル比
で加えた。X線回折実験は、PF- BL-17Aにて行い、温度は 100Kで測定した。 
データ処理の結果、(NAG）5については 1.02Å、(NAG）6については 1.03Å

と高い分解能が得られた。エチレングリコールを添加したものについては 1.16

Åの分解能が得られた。今後は pH条件の違いや添加剤の有無の違いによ

る活性部位のタンパク質構造の比較を行う予定である。 

 

 

参考文献 

[1] D. J. Vocadlo et al., Nature 412 (2001) 835-838 
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PF-BL8B，PF-BL18C 

ボールミル粉砕によるフォルステライトナノ粒子の 

微細構造変化とその影響 
The effect of fine structure changes of forsterite 

nanoparticle caused by ball milling 
 

岡田 慧，興野 純 

筑波大学生命環境 

 
ボールミル粉砕によりフォルステライトのナノ粒子を生成し，その微細構造

と高圧特性の変化を粉末 X 線回折，フーリエ変換赤外分光，走査型電子顕微

鏡，透過型電子顕微鏡により調べた．本研究では，フォルステライトを瑪瑙製

遊星型ボールミルで分速 300 回転，24 時間粉砕した．粉砕の結果，フォルス

テライトの結晶は 10 nm 以下まで細粒化され，結晶方位が無配向に配列し凝

集した．さらに結晶質と非晶質が混在し 100 nm 程度の凝集体を形成した．

TEM 観察を行ったところ，これらの結晶質は不規則かつ広範に点在しており，

その方位は互いに異なっていた．さらに，この過程で結晶子サイズは57 nm か

ら 30 nm まで減少しており，XRD におけるアモルファスハロは粉砕時間の増加

に伴い増加する傾向を示したほか，FT-IR における吸光度も低下し，細粒化と

非晶質化が進行することが示された．一方，格子定数には変化がみられなか

った．1 時間粉砕した試料と 24 時間粉砕した試料をそれぞれ加圧したところ，

細粒化によって体積弾性率には変化が見られなかった一方で，24 時間粉砕し

た試料ではフォルステライトの回折ピークは著しく低下しアモルファスハロの圧

力シフトがみられた．本研究の結果から，フォルステライトは衝撃の蓄積によ

り細粒化，非晶質化，微細構造の変化が進行し，これらの変化は高圧特性に

も多大な影響を与えることが判明した．特に，結晶質領域に由来する特性に

は影響を及ぼさないが，非晶質化を含む微細構造には影響を及ぼすことが判

明した． 
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       MLF-基礎物理 

負ミュオン捕獲による放射性核種生成量の測定 
Measurement of radioisotope production by muon 

capture 
 

山口雄司 1，原田正英 1，河村成肇 2，羽賀勝洋 1 

１日本原子力研究開発機 J-PARCセンター，2KEK-MSL 

 

 
負ミュオン(−)は，物質に入射すると原子核のクーロン場に束縛されてミュ

オン原子を形成し，特性X線を放出して最内殻軌道に遷移した後，多くの場合

原子核に捕獲される。捕獲確率は，実効原子番号の 4 乗に比例することが知

られており，アルミニウムのような小さい原子番号 Z の原子においても約半数

の−が，原子核に捕獲される。−を捕獲した原子核は，Zが一つ小さい高励起

核を形成し，おもに中性子や線を放出して放射性核種となり得るため，−を

入射した物質は放射化することになる。 

加速器性能の向上に伴うビーム強度の増強により，非破壊元素分析や

−SR といった−を利用した研究の活発化が期待される一方で，−による試料

の放射化が問題となる。MLF における放射化試料の安全かつ適切な取扱い

のためには， −照射試料の放射化量を正確に見積もることが重要となる。 

放射化量の見積もりには，−入射から放射性核種生成までの過程を記述

する物理モデルを用いたモンテカルロシミュレーションコードPHITSを利用でき，

これを用いた評価をおこなっている。PHITSによる計算結果の信頼性は，放射

線安全に直結するため，シミュレーション結果の実験データ再現性を確認して

おくことが必要であるが，既存の実験データは特定の Z の範囲の標的に限定

されており，包括的にシミュレーション結果を検証できない。また， PHITS の

結果と既存の実験データとの間に差異があることも確かめられている。このよ

うな問題の解決のため，包括的な実験データの新規取得が必要であり，将来

的には新規データを用いた物理モデルの改良も目指す。 

本発表では，包括的データの取得のための測定方法や解析方法の確立，

問題点の洗い出し等を目的として実施した予備実験について報告する。幅広

い Z の標的に対する実験データ取得の観点から，予備実験ではアルミニウム，

コバルト，プラセオジム，ビスマス標的に −を照射し，高純度ゲルマニウム検

出器を用いて放射性核種を同定，その生成量を測定した。 
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       MLF／中性子源 

MLF 中性子源用のデカップラー製作の現状 
Resent status of decoupler development for MLF 

neutron source 
 

大井元貴 1、井上広巳 1、原田正英 1、勅使河原誠 1、池田裕二郎 2 
1物質・生命科学ディビジョン J-PARC センター JAEA 

2理化学研究所 
 

J-PARC 物質・生命科学実験施設(MLF)の中性子源は 25Hz 周期で

パルス状に入射される陽子ビームを利用した核破砕中性子源であり、特

徴の違う 3 台の液体水素減速材が設置されている。そのうちの 2 台（非

結合型減速材・ポイズン型減速材）には、減速材から放出される中性子

の放出時間を短くするために、デカップラーと呼ばれる中性子吸収材を

使用している。デカップラーの材料には、インジウム・カドミウムに金また

は銀を含む合金(Ag/Au-In-Cd合金)を使用している。デカップラーの設計

寿命は 1MW 出力時において 6 年（30000 MWh）である。現在は、初号機

の減速材を使用しており、2023 年度の夏季メンテナンス時に 2 号機への

交換を予定している。さらに、その次の交換で予定している 3号機の反射

体、減速材容器の製作に併せてデカップラーの製作を進めてきた。 

近年 RoHS 指令など Cd 含有物の製作が困難な事情から、合金の製

造から加工までの工程の大半を我々が独自に実施している。2 号機では

鋳込み整形したものから直接部品を切り出していたが、3 号機用のデカッ

プラー製作からは、NC フライス盤を導入し、鋳込み後の部品表面に切削

加工を加えることで、2 号機用の製作時に比べて、さらに表面状態の改

善し、HIP接合強度改善を狙った。本発表では、主に 3号機用の反射体、

非結合型減速材およびポイズン型減速材用の Au-In-Cd デカップラー製

作について報告する。ちなみに、Au-In-Cd 合金の組成は (Au： In：

Cd=74.9：0.5：24.6 atom%)である。 
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 PF-BL-5A   

還元型 Cytochrome c’の X 線結晶構造解析 
X-ray crystal structure analysis of reduced Cyt c'  

 
鶴野湧也、山口峻英、高妻孝光 

茨城大院理工 

 

Cytochrome c’(Cyt c’)は脱窒菌や好色光合成細菌などのペリプラズムに見

出される c 型ヘムタンパク質である。その単量体の構造は４本のαヘリックス

バンドル構造を有しており、活性部位の構造は Hｉｓ120 を軸配位子とする 5 配

位構造をとっている。酸化型 Cyt c’の電子状態は、中性 pH 条件においては、

中間スピン状態(IS: S = 3/2)と高スピン状態(HS: S = 5/2)の量子力学的混合

状態であると解釈されている。これまで、アルカリ条件(8<pH<12)においてヘリ

ックス C、D 間の水素結合ネットワークが変化し、ヘム鉄は HS 状態に転移す

ることを明らかにしてきた。さらに、pH 13 付近において Cyt c’は Open-bundle

型構造をとり、ヘム鉄の電子状態が 6 配位低スピン状態(6c-LS)に変化するこ

とを、X 線結晶構造解析、ESI-MS、MCD、CD、SANS によって明らかにしてき

た[1-3]。本研究では、還元型 Cyt c’における詳細な構造を X 線結晶構造解

析によって検討した。 

pH 6.0 に調製した Cyt c’を含む母液

と、リザーバー溶液に、還元剤として 2-

メルカプトエタノール、沈殿剤に硫酸ア

ンモニウムを加え、ハンギングドロップ

蒸気拡散法で結晶を作成した。PF BL-

5A を用いて X 線回析実験を行い、最分

解能 1.24Åで構造を決定し、現在の R

値は 14.0％、Rfree は 17.2%である。 

図１に本研究で明らかにした還元型

の構造を、酸化型の構造を重ね合わせ

て示し、図２に還元型 Cyt c’の活性中

心近傍の構造を示した。還元型構造で

はヘリックスＣがスライドした構造が見

られ、活性中心付近のArg124において

ディスオーダーが見られた。 

 

参考文献 

1: A. Takashina et al., Bull Chem Soc. Jpn, 2017, 90, 169-177  

2: A. Takashina et al., Chem Lett, 2015, 44, 268-270 

3: T. Yamaguchi et al., unpublished results. 

 

図 1. Cyt c’の全体構造の比

較(マゼンタ , 酸化型 ;青 , 

還元型) 

Helix C
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 還元型 Cyt c’の活

性中心近傍の構造 
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MLF-BL18 

MLF 単結晶中性子回折装置 SENJ の試料環境整備の現状 
Current status of sample environment of single 

crystal neutron diffractometer SENJU 
 
宗像孝司 1、鬼柳亮嗣 2、大原高志 2、中尾朗子 1、石川喜久 1、森山健太郎 1、
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J-PARC MLF の単結晶ビームライン BL18 SENJU では、低温、高磁場、高

温、圧力・応力、光照射と言った様々な特殊試料環境のもと測定が行なわれ

ている。その中でも 4K程度までの低温環境は最もユーザーから要望が高い。

このような低温下で単結晶試料の方位を変更するため、ピエゾモータ駆動の

fixed-χ型 2軸(ω、φ)ゴニオメータを取付けたヘリウムガス循環式のボトムロ

ード型冷凍機をビームライン所有の低温試料環境機器として運用してきた。し

かし低温でピエゾモータの動きが不安定になることがあり、その都度装置担当

者による手動での調整が必要でビームタイムのロスに繋がっていた。そこで

低温においても 2 軸とも確実に回転できる駆動機構を検討した。合わせて試

料交換によるビームロスを短縮できることも重要視した結果、トップロード型の

冷凍機を新たに導入することにした。 

今回整備したトップロード冷凍機では、ピエゾモータの代わりにステッピング

モータを用いて試料方位の変更を行なう。ω回転には冷凍機の真空対応ロー

タリーステージに取付けたモータを使用する。試料スティック自体の回転がω

回転になる。一方φ回転は、試料スティックの NW フランジ直下に取付けたモ

ータの回転を、シャフトとユニバーサルジョイントでスティック下部まで伝達し、

試料マウント部のマイクロゴニオを回転させる機構で実現した。既存のボトム

ロード冷凍機と試料マウントピン(長さ 38mm)の互換性を持たせるために、試

料スティックを挿入する IVC の内径は比較的大きくφ110mm である。冷却は

IVC のコールドウェルと熱接触させた GM 冷凍機で行なう。室温の状態で GM

冷凍機を作動させ冷却を開始したところ、5 時間程度で 3.5K に到達した。この

最低温度において 2 軸とも問題なく回転し、その際のφ軸ステッピングモータ

の発熱による温度上昇も見られなかった。実際の中性子実験では、SENJU の

揺動コリメータを組み合わせて運用する。 

本発表では、上記の詳細に加え、中性子を使ったオンビームテストの結果

や、合わせて整備している機器等についても紹介する。 
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       PF BL-6A、PF BL-10C 

X線小角散乱による大腸菌フェリチンの鉄コア構造に及ぼ

す無機リン酸の影響の解明 
Clarification of the effect of inorganic phosphate on 

the iron core structure formed in E.coli ferritin by 
small-angle X-ray scattering 
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鉄は、生体内におけるエネルギー産生などの生命活動の維持に必要不可

欠な元素である。しかし、遊離した Fe2+イオンは過酸化水素と反応し、ヒドロキ

シラジカルを生成することで、細胞障害を引き起こす。この問題を解消するた

めに、多くの生物種には、鉄貯蔵タンパク質フェリチンが存在している。フェリ

チンは 24 量体の球殻状タンパク質であり、生体内に存在する余剰な Fe2+を

Fe3+に酸化し、直径 8 nmのフェリチン内腔に酸化した鉄を不溶性の鉄コアとし

て貯蔵している。このフェリチン内腔には最大 5000 個の鉄が貯蔵可能である

と考えられている。しかし、フェリチン内腔に形成される鉄コアの詳細な形成メ

カニズムは明らかとなっていない。 

本研究では、コントラスト変化法を用いた X 線小角散乱（SAXS）によって大

腸菌フェリチン（EcFtnA）内腔に形成される鉄コアの形態を観測した。EcFtnA

と溶媒の電子密度が一致するような条件（コントラストマッチング条件：CM 条

件）を決定し、鉄コアを形成したホロ EcFtnA の SAXS 測定を CM 条件下で行

うことで、鉄コアの散乱データを取得することに成功した。 

先行研究において、フェリチン内腔に形成される鉄コアの結晶性は、無機リ

ン酸の存在によって大きく変化することが報告されている。本研究では、リン

酸存在下とリン酸非存在下で、鉄コアを形成したホロ EcFtnA サンプルを調製

し、これらのサンプルについて、CM 条件下で SAXS 測定を行うことによって、

EcFtnA 内腔に形成される鉄コアの形態に及ぼす無機リン酸の影響を調べた。 

無機リン酸存在下と非存在下で調製された各サンプルの散乱関数を比較

すると、リン酸存在下で調製したサンプルではフリンジが観測された一方で、

リン酸非存在下のサンプルにはフリンジが観測されなかった。また、リン酸存

在下で調製されたサンプルの散乱関数から計算される慣性半径は、およそ

3.6 nmであった。この結果は、鉄コアを直径 8nmの均質な球として近似した場

合に計算される理論値 3.1 nmより大きな値を示した。この結果は、リン酸存在

下で EcFtnA 内腔に形成される鉄コアの形状は球殻状の構造であるのに対し

て、リン酸非存在下では不均一な鉄コアが形成されていることを示した。 
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                              MLF-BL15 

SANS による PVA フィルムの調湿下延伸過程のその場評価 

In-situ SANS Characterization on Structural Changes 
in a Poly(vinyl alcohol) Film during Uniaxial 

Stretching under humidity controlled conditions 
 

張朔源 1，有馬寛 1，高田慎一 2，森川利明 1，岩瀬裕希 1，宮崎司 1 
1総合科学研究機構（CROSS），中性子科学センター， 

2日本原子力研究開発機構，J-PARC センター 
 

ソフトマター材料は試料内に含まれる水分量に応じて力学特性が大きく異

なることが知られている。そのため、調湿下での力学特性と構造変化を同時

にその場評価する要望が、産学問わずに挙がっていた。その要望に応えるべ

く MLF の試料環境チームでは、ロードセルを備えた単軸引張試験機を整備し、

重水・軽水混合調湿ガス発生装置と組合せた調湿下延伸システムを整備した。

今回、J-PARC 物質・生命科学実験施設（MLF）に設置されている中性子小

角／広角散乱装置(TAIKAN）において、Poly(vinyl alcohol)（PVA）フィルムにつ

いて、重水加湿下（25℃/60℃, 80%RH）において、一定速度で延伸し、その過

程における応力―ひずみと SANS の変化を同時に追跡した。2 次元 SANS か

ら延伸方向(X)および延伸と垂直方向(Y)の 1 次元プロファイルを解析し、長周

期の変化とひずみの関係を調べた(Fig.1)。当日の発表では延伸セルの詳細と

PVA の構造変化の定量的な解析結果を紹介し、力学特性との関係性につい

て議論する。 

 

 
Figure 1. 延伸方向(X)、および延伸と垂直方向(Y)の長周期の変化。重水加湿の条件は(a) 
25℃,80%RH(D2O ガス),(b) 60℃,80%RH(D2O ガス)である。 
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       MLF/BL22 

RADEN における共鳴イメージング技術開発 
Development of the resonance imaging technique 

at MLF RADEN 
 

 
土川 雄介 1、甲斐 哲也 1、Joseph D. Parker2、篠原 武尚 1 

1 JAEA、2 CROSS 

 
 

 BL22 RADEN では、中性子吸収共鳴を利用した共鳴イメージング法の開発

を進めている。当手法はエネルギー分析型二次元検出器を用い、共鳴吸収ピ

ークで元素を同定することで、サンプル内の元素分布を評価する。これに加え

て評価済み核データライブラリが提供する断面積情報を利用することで、元素

毎の含有量分布を評価することが可能である。またホウ素等、測定エネルギ

ー範囲に有意な吸収共鳴ピークを持たない元素に関する定量評価が限定的

に可能となってきている。特に定量評価に当たっては、検出器特性や、バック

グラウンドの理解が不可欠であり、Black Resonance 法を利用した調査等を

行った。本発表では、共鳴イメージングの開発状況について uNID 検出器を

用いた測定データを元に紹介する。 

 

[1] J. D. Parker et al., Nucl. Instr. Meth. A, 726, 155 (2013). 
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       SPring-8 BL02B2 

ハニカム格子におけるカチオン二量体化 
Cation Dimerization in a Honeycomb Lattice System 
 

山本孟 1、上山幸子 1、山田幾也 2、木村宏之 1 
1東北大多元研、2大阪府立大工  

 
遷移金属酸化物における磁性は、多くの場合で、それぞれ孤立した金属イ

オンや陰イオンの間の相互作用で説明できる。しかし一部の物質では、金属

イオン間で形成される化学結合によって、この描像が成り立たなくなる。近年、

金属イオン間の化学結合には、二つの金属イオンが対を作る二量体のほか、

三量体や四量体などの多様な状態があることが分かり、広く研究が進められ

ている。 

本研究では、イルメナイト型酸化物MgVO3において、バナジウムイオンが作

るハニカム格子上で V-V 二量体が形成されることを発見した（図 1）[1]。

MgVO3 は高圧高温条件でのみ合成できる物質であり、1978 年に報告がなさ

れた[2]。しかしながら、結晶構造の詳細や電子状態については謎のままであ

った。今回、SPring-8 BL02B2 における放射光 X 線粉末回折とリートベルト解

析、物性測定により、V-V 二量体化に伴う構造相転移と電子相転移を明らか

にしたので、その詳細を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 イルメナイト型酸化物 MgVO3のハニカム格子上で形成される V-V二量

体。緑の電子軌道は 3dxy軌道、赤い矢印は電子スピンを示す。 

 

 

参考文献 [1] Hajime Yamamoto et al., J. Am. Chem. Soc., 144, 3, 1082-1086 

(2022). [2] B. L. Chamberland et al., J. Solid State Chem., 26 (4), 377−382 

(1978). 
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PF BL-20A 

ピリジン分子への真空紫外光照射に伴う負イオン生

成 

Negative ion production by vacuum ultraviolet 

irradiation to pyridine 

上智大学 1, KEK-IMSS-PF 2 

1今村 隼, 1泉田 未来, 1高村 朝陽, 1,2鈴木 功, 1小田切 丈 

 

惑星大気やプラズマ中などには負イオンが存在することが知られ

ているが、その生成・崩壊反応については未だよくわかっていない。

本研究では、負イオンが関与する反応のダイナミクスについて調べ

ることを目的とし、ピリジンを対象に真空紫外光吸収に伴うイオン

対解離によって生成される負イオンの断面積相対値を入射光子エネ

ルギーの関数として測定した。 

 実験は、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(KEK-PF)BL-20A にて行った。真空紫外光吸収に伴いピリ

ジンから生成された負イオンは、Wiley-McLaren 型の飛行時間型質量

分析計により質量分析を行った後に検出した。ピリジンは室温での

蒸気をガスニードルを介して真空槽に導入した。 

  飛行時間スペクトル測定により、質量1、26の負イオンの生成が

確認でき、それぞれH−とCN−であることがわかった。負イオンの収

量を入射光子フラックスとガス数密度で規格化し、断面積相対値を

得た。本研究の断面積カーブと CN(B→X)発光の収量スペクトル［1］

が一致しているので、これらの負イオン生成が CN(B)生成に関与す

るのと同じ中性の超励起状態を経由したイオン対解離によるもので

あることが明らかになった。 

 

参考文献 

1. T. J. Wasowicz et al., JPB 47 (2014) 055103 
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       PF-BL1A 

好熱性細菌 Thermus thermophilus HB27由来

nucleaseTT_C0005 の構造解析 
Structure analysis of TT_C0005 nuclease from 

thermophilic bacteria 
 

田村青葉１、西野達哉１ 

１ 東京理科大学 先進工学研究科 生命システム工学専攻 西野研究室 

 
好熱性細菌 Thermus thermophilus HB27由来の TT_C0005遺伝子はアミノ

酸残基数 112、分子量 12.8kDa より構成される。殆どの真正細菌に類似配列

が存在し、Ⅱ型制限酵素ドメインを持つ。Ⅱ型制限酵素の DNA切断活性に必

要な酸性残基も高度に保存されているが、その構造及び機能は不明である。

本研究の目的は、好熱性細菌由来 TT_C0005 の構造と機能を明らかにするこ

とである。 

好熱性細菌ゲノムよりクローニングした TT_C0005 遺伝子を大腸菌発現ベクタ

ーに組み込み、タンパク質を発現した。TT_C0005 タンパク質は塩基性が高く、

高塩濃度条件下で精製を行った。精製 TT_C0005 タンパク質を用いて X 線結

晶構造解析を行い、分解能 1.11Åの結晶構造を取得した。さらに、マグネシウ

ムなどの２価イオンやリン酸が結合した結晶構造も取得出来た。興味深いこと

に２価イオンが結合した構造では N 末端と中央のループが揺動し、活性中心

予測部位に近い N末端領域にはリン酸が結合していた。 

DNA切断活性測定は、直鎖状二重鎖ＤＮＡおよび超らせん状プラスミドを基質

として行った。直鎖状二重鎖ＤＮＡを基質とした際にはマンガン依存的な切断

活性が見られた。超らせん状プラスミドを基質とした際には、マンガン存在下

でニック活性が見られ、本タンパク質が DNA 切断活性を有することを生化学

解析的に裏付けることが出来た。このことから、TT_C0005 は真正細菌内で普

遍的に用いられている、超らせんを解消する DNA 切断酵素である可能性が

示唆された。 

今後は DNA との複合体構造を取得し、DNA 認識機構ならびに切断機序の解

明を目指す。一方、生化学解析においては、現在の切断活性は基質である直

鎖状二重鎖 DNA に対してタンパク質が 20 倍量必要である為、本来の基質と

は異なる可能性がある。TT_C0005 と類似した構造には、古細菌由来ホリデー

分岐切断酵素や tRNA 切断酵素が含まれる。そこで今後は、ホリデー分岐

DNA や分岐構造を含む様々な基質を調整し、生化学的に解析するとともに、

細胞内における役割についても調べていく予定である。 

今回の研究結果は、TT_C0005の構造と機能に関する新しい知見をもたらすと

ともに、ファミリー全体の生物学的特性の一端を明らかにした。 
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       MLF-BL15 

SANSによるリン酸エステル塩型アニオン界面活性剤が 

作る泡沫のミクロ構造解析 
Microstructural analysis of foam of phosphate ester 

salt-type anionic surfactant by SANS 
 

天野沙耶、矢田詩歩、吉村倫一 

奈良女子大学大学院 
 

【緒言】分子レベルの構造を時分割で解析できる手段として、中性子小角散乱

（SANS）が知られている。SANS は時々刻々と変化する泡沫の構造を調べる

のに有効な手法であるが、これまでに研究例は少ない。本研究では、代表的

なアミノ酸系界面活性剤である N-ドデカノイルアラニンのカルボキシ基

にリン酸基を導入したアミド結合含有リン酸エステル塩型界面活性剤

（C11AmC2PO4Na2）が作る泡沫の構造と起泡力・泡沫安定性について、

アミド結合をもたないリン酸エステル塩型界面活性剤（C12PO4Na2）とア

ミド結合含有・非含有のカルボン酸塩型界面活性剤とともに中性子小角

散乱（SANS）を中心に検討した。また、泡沫特性に及ぼす親水基の構造

（リン酸エステル塩とカルボン酸塩）やアミド結合の影響を検討した。 

【実験】リン酸エステル塩型界面活性剤およびカルボン酸塩型界面活性剤

が形成する泡沫の構造と起泡力・泡沫安定性は、SANS を中心に、改良ロス

－マイルス法による試験、動的表面張力、粘度、動的粘弾性、界面粘弾性、

透過・後方散乱光強度などの測定により調べた。 

【結果と考察】C11AmC2PO4Na2および C12PO4Na2水溶液（10 mmol dm–3）2 

mL を円筒形セル（直径 26 mm、高さ 58 mm）に入れて起泡させた。

C11AmC2PO4Na2とC12PO4Na2の起泡直後から 60分後までの泡沫に対する

透過率の時間変化を Fig. 1 に示す。C11AmC2PO4Na2はセルの大部分で起

泡直後から透過率の増大が見られ、短

時間で破泡する一方、C12PO4Na2 はセ

ルの上部で透過率がわずかに変化し、

高い泡沫安定性を示した。アミド結合を

含むことで泡沫安定性が劇的に低下す

ることがわかった。これはアミド結合の

有無によって気/液界面における吸着・

配向が異なるためと考えられる。また、

これらの界面活性剤が作る泡沫のミク

ロ構造と安定性を SANS を用いて調べ、

泡膜の膜厚や会合体の存在、排液状

態について検討した。 

起泡 

直後 
10分後 

起泡 

直後 
10分後 

Fig. 1 Change in transmission profiles (%) as a 
function of sample height with storage time 
(sample was stored for 60 min) for foam of 
C11AmC2PO4Na2 (upper) and C12PO4Na2 
(lower) at 25°C. 
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       AR-NW12A 

タンパク質結晶構造解析ビームライン AR-NW12A における 

紫外・可視吸収分光装置の現状 

The current status of micro-spectrophotometer for 
UV/Vis absorption on the macromolecular 

crystallography beamline AR-NW12A 
 

引田理英 1,2、山田悠介 1,2、松垣直宏 1,2、平木雅彦 2,3、千田俊哉 1,2 
1高エネ機構 物構研 構造生物学研究センター、2総研大 高エネルギー加速

器研究科、3高エネ機構 共通基盤 機械工学センター 
 

タンパク質の機能メカニズム解析研究において、タンパク質の分子・原子レ

ベルでの立体構造は不可欠であり、高輝度放射光源を利用した X 線結晶構

造解析法は、タンパク質の立体構造を原子レベルで解明するための強力なツ

ールとして利用させている。一方、振動分光学的方法によれば、タンパク質を

構成する原子の化学的諸性質を決定する化学結合を精密に解析することが

できる。これら X 線結晶構造解析法と振動分光法は相補的な手法として、タン

パク質の機能メカニズム解析研究に用いられてきた。KEK-PF のタンパク質結

晶構造解析ビームライン AR-NW12A では、X 線結晶構造解析法と振動分光

法が同時に利用可能な拠点形成のため紫外・可視吸収分光やラマン分光が

利用可能な装置の開発及び利用環境の整備を行ってきた。現在では、ビーム

ライン側室であるレーザーブースに設置したオフライン紫外・可視吸収分光装

置やラマン分光装置が稼働を開始し、ユーザー利用に供している。 

紫外・可視吸収分光装置で利用可能なビームサイズは 100、200、300 µm と

なっており、結晶のサイズに合わせてビームサイズを選択することが可能であ

り、比較的小さめの結晶でも測定することができる。本装置を利用した分光測

定は、X 線回折実験に用いる結晶について行うが、X 線回折実験に用いる結

晶の厚さは分光測定に適していないことが多い。また、結晶周りの溶媒や霜

などによるバックグラウンドの増加やノイズなどが吸収スペクトルの測定精度

に影響を与えるため、深紫外レーザーを用いたタンパク質結晶加工機を利用

し、結晶サイズの調整や溶媒の除去によるバックグラウンドの低減を行ってい

る。 

本ポスターでは、オフライン紫外・可視吸収分光装置について、最近の高度

化状況について紹介する。また、現在開発を進めているオンライン分光装置

の進捗についても紹介する。 

PC4-66_M-138 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2021年度量子ビームサイエンスフェスタ - PC4-66_M-138 -



3,4-ジアミノピリジンを配位したコバロキシム錯体の結晶相

光反応 

Crystalline-state photoreaction of cobaloxime 
complex with 3,4-diaminopyridine 

伊藤竜磨 細谷孝明  

茨城大工  

 
有機コバルト錯体であるコバロキシム錯体は、平面上でコバルトにジメチル

グリオキシムが二つ配位していて、垂直上に塩基とアルキル基が配位したも

のであり、コバロキシム錯体の結晶に可視光を照射すると結晶状態を維持し

たままアルキル基が異性化反応を起こすことが知られている[1] 。コバロキシ

ム錯体のラセミ化の研究によって、この反応の反応性および選択性は、反応

部位を取り囲む反応空間の形状、体積に相関があることが見出されている。

この反応空間の概念はコバロキシムのラセミ化のみならず、異性化反応など

にも用いられている[2]。 

 本研究では、アルキル基に 4-シアノブチル基(４ｃｂ)、塩基に 3,4-ジアミノピリ

ジンが配位したコバロキシム錯体を作成し、単結晶 X 線構造解析、ＩＲ測定を

用いた結晶相異性化反応を直接観察することを目的としている。コバロキシム

錯体の合成後、酸を加えたコバロキシムの塩基との共結晶化を行っている。

酸と塩基相互作用を用いることの利点として、相互作用の強さを化学修飾に

より、容易にコントロールでき、化学量論も酸と塩基の価数で決定できる点が

挙げられている[2]。 

 現在、コバロキシムの塩基をピリジンから 3,4-ジアミノピリジンに塩基交換し

たコバロキシム錯体で、酸として安息香酸とマロン酸を使って共結晶化を行っ

て結晶の作成を試みている。結晶が得られたら、IR 測定などの赤外分光法に

よる結晶相の構造決定を行いたい。 

 

 
図１. 3-cp-Coにおけるアルキル基の異性化反応[1] 

 
[1]Y.Ohashi et al., Crystallogr, Rev., 2013, 19 , 2- 146 

[2]Daisuke Hashizume, 日本結晶学会誌, 46, 216-223, (2004) 
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       PF BL-2B, 11A, 13A, 16A, 19B 

2021PF-S002 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差動排気部の開発、そして、

軟 X線実験で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。特に、 

1. 整備した時間分解計測系によるレーザーpump-放射光 probe の実証実験．  

2. 軟 X線実験対象の展開のための差動排気部・実験槽の開発状況． 

について詳細を報告する。 

 放射光のパルス性を活かす計測の一つのアプローチは、高速検出器により

放射光パルスに対応した信号を識別して記録することである。原理的には、デ

ジタルボクスカー&アベレージャをリング駆動の RF 信号と同期させ、高速検出

器からの信号を記録することにより実現できる。本プロジェクト課題でそれらの

機器を準備し、同期光学レーザーと軟 X 線用溶液試料セルを用いて、時間分

解軟 X 線吸収スペクトル計測の実証を行うことができた。具体的には、ハイブ

リッドモード運転を利用し、515 nmの光学レーザーで励起した状態の鉄(II)フェ

ナントロリン錯体水溶液について、透過法による窒素 K 端吸収スペクトルを

得ることができた。 

 時間分解実験を推進するためには、軟 X 線領域での実験対象をさらに広げ

ていくことも要求されることになる。そこで、超高真空を必要としない試料をより

手軽に利用できるものとする最初の段階として、実用的な差動排気部を準備

することを進めている。これにより He 大気圧下に試料をおいて軟 X 線の吸

収・散乱実験が可能になってきている。開発中の差動排気部は He の消費量

を低減することを試みているが、まだ克服できていない運用上の問題点があ

る。 

 発表では、時間分解計測系、そして、差動排気部、製作中の多目的軟 X 線

実験槽について紹介する。これらの共同利用におけ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いただいている。 
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

パラレル （A1） | 口頭発表

（ A1） オペランド1
座長:川崎 卓郎(JAEA J-PARC)
2022年3月8日(火) 14:45 〜 16:00  口頭発表会場1
 

 
量子ビームを用いた実環境下動的計測への期待 
*赤木 浩1 （1. 科学技術振興機構 研究開発戦略センター） 

   14:45 〜    15:10   

共鳴軟 X線散乱によるオペランド磁気テクスチャ計測の現状と展望 
*山崎 裕一1 （1. 物質・材料研究機構） 

   15:10 〜    15:35   

エネルギー分析型中性子イメージング装置 RADENにおけるオペランド実験 
*篠原 武尚1 （1. 日本原子力研究開発機構　J-PARCセンター） 

   15:35 〜    16:00   



量子ビームを用いた実環境下動的計測への期待 
Expectations for dynamic measurement under real 

environment using quantum beams 
 

赤木 浩 1 
１ 科学技術振興機構（JST） 研究開発戦略センター（CRDS） 

 
近年、環境・エネルギー問題への対応が求められる中で、材料・デバイス分

野におけるイノベーションに期待が寄せられている。例えば、再生可能エネル

ギーの大規模導入を可能にする二次電池、温室効果ガスを資源化する触媒、

環境負荷の少ないプラスチックなどである。それらの要請に合わせ、使用中・

動作中など実環境下における計測対象の動的情報を取得する「オペランド計

測」が、イノベーションを推進しうる計測技術として注目を集めている。計測技

術や計測機器の著しい技術進展もあり、優れた研究成果が生まれ始めており、

材料・デバイスなどの高機能化が実現した例も出てきた。 
その一方で、環境・エネルギー問題への対策は待ったなしの状態にある。

材料・デバイス分野でのイノベーション推進のため、オペランド計測の観察能

力をさらに向上し、材料やデバイスの高機能化を強力にサポートできる技術

にしていくことが求められている。さらにオペランド計測の対象を、バイオ・ライ

フサイエンス分野にまで拡大することも期待される。例えばヒト体内の細胞や

タンパク質の動きが観測できるようになれば、バイオ・医療分野におけるイノ

ベーションにつながる。疾患の原因究明や治療法・医薬品開発の高速化が実

現するだろうし、新興感染症に対するワクチン開発にも大きく貢献できる。安

心・安全な社会の早期実現につながるだろう。 
JST-CRDS では 2019 年 5 月に「次世代オペランド」チームを発足し、国内

有識者に対するインタビューやワークショップ［1］などを通じてオペランド計測

に関する調査・分析を行ってきた。そこから得られた知見をもとに、今後の研

究開発で目指すべき方向性についてまとめた、戦略プロポーザル「機能解明

を目指す実環境下動的計測の革新 ～次世代オペランド計測～」［2］を発行

するに至った。本講演ではその概要を紹介するとともに、量子ビームを用いた

実環境下動的計測への期待について述べる。 
 

[1] JST-CRDS 科学技術未来戦略ワークショップ報告書「次世代オペランド

計測  ～機能計測による新しい科学技術へ～」（2021 年 3 月） ; 
https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-WR-11.html 

[2] JST-CRDS 戦略プロポーザル「機能解明を目指す実環境下動的計測の

革 新  ～ 次 世 代 オ ペ ラ ン ド 計 測 ～ 」 （ 2021 年 3 月 ） ; 
https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-SP-07.html 
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共鳴軟 X線散乱による 

オペランド磁気テクスチャ計測の現状と展望 

Status and prospects of operand measurement on 
magnetic dynamics by resonant soft X-ray scattering 
 

山崎裕一 

物質・材料研究機構、高エネ機構 

 
 

軟 X線は多くの磁性体材料に構成元素として含まれる 3d遷移金属の L端

吸収や 4f金属の M端吸収に対応するエネルギー領域にあり、電子状態を高

感度に検出できる。その特性から磁性体材料の磁気特性を解明する強力な

プローブとなっている。特に、放射光から発生する軟 X 線のコヒーレント特性、

短パルス特性を活用すると、磁気構造を高い時間と空間の分解能で実空間

計測することが可能となる。 近年、メゾスコピックスケールの磁気構造体であ

る磁気スキルミオンが磁性体分野で注目されている。磁気スキルミオンはトポ

ロジカルに安定な磁気構造であるため、外乱要因に対して強固であり、電流

や光など様々な外場によって制御できることからスピントロニクスデバイスへ

の応用が期待されている。我々は、磁気スキルミオンのダイナミクスを放射光

軟 X 線で観測することを目指し、微細加工した試料に軟 X 線を透過させ、小

角領域に現れる共鳴軟 X線散乱を観測できる装置の開発を行ってきた。本手

法により、カイラル磁性体の鉄ゲルマニウム(FeGe)において磁気スキルミオ

ンが三角格子を形成する様子を観測することに成功し、磁気相転移に伴う磁

気構造のダイナミクスを明らかにした[1,2]。また、磁場、電場、一軸応力など

の外場を印加に応じて動作する磁気スキルミオンの運動や相転移現象の動

作環境下（オペランド）計測を行ってきた。講演では、共鳴軟 X 線小角散乱を

利用した磁性体研究の最近の研究結果[3,4,5]や、軟 X線光渦を使ったトポロ

ジカル磁性体研究への展開[6,7]や磁気多極子イメージング[8,9]など、オペラ

ンド計測の将来展望について紹介する。  

 

参考文献 
[1] Y. Yamasaki et al., Phys. Rev. B 92, 220421(R) (2015)   
[2] V. Ukleev, Y. Yamasaki et al., Quantum Beam Science 2, 3 (2018)   
[3] R. Takagi, Y. Yamasaki, et al., Nat. Comm. 11, 5685 (2020) 
[4] T. Honda, Y. Yamasaki, et al., Scientific Reports. 10, 18596 (2020) 
[5] V. Ukleev, Y. Yamasaki, et al., Phys. Rev. Res. 3, 013094 (2021) 
[6] Y. Ishii, Y. Yamasaki, et al., Phys. Rev. Applied 14, 064069 (2020) 
[7] Y. Ishi, Y. Yamasaki, et al., Scientific Reports 12, 1044 (2022) 
[8] Y. Yamasaki, H. Nakao, T-h. Arima, J. Phys. Soc. Jpn. 89, 083703 (2020) 
[9] M. Kimata, Y. Yamasaki, et al., Nature Communications 12, 5582 (2021) 
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エネルギー分析型中性子イメージング装置 RADEN 
におけるオペランド実験 

In-operando imaging at the Energy-Resolved 
Neutron Imaging System “RADEN” in J-PARC 

 
篠原 武尚 

原子力機構 J-PARC 
 
 

中性子イメージングは、中性子の持つ高い物質透過能力を利用した可視化技

術であり、幅広い学術分野や産業分野において活用されている。特に、数 cm
から数 10cm までの画角を一度に撮像することができ、撮像速度には制約が

あるものの、動的な可視化もできるため、稼働状態の機械内部の観察や金属

配管中の流体の挙動観察などへの応用が可能である。そして、モデルではな

く実機を実際に使用して観察ができることが、中性子イメージングの持つ他の

観察技術に対する大きな優位性であり、産業分野への親和性が高い技術と

見なすことができる。 
J-PARC MLF の BL22 に設置されたエネルギー分析型中性子イメージング

装置 RADEN[1]は、2015 年からユーザー利用を行っているが、J-PARC の大

強度パルス中性子ビームに加えて、遮蔽体内の広い空間とユーティリティを

活用した高い実験セットアップの自由度により、さまざまなオペランド実験やそ

の場観察実験が実施されている。たとえば、リチウムイオン電池の充放電過

程や、モーターの磁場変化[2]、車載エアコンの蒸発器内の冷媒の挙動[3]など

がなされてきた。本発表では、RADEN におけるオペランド実験の現状を説明

するとともに、今後の展望について報告する。 
 
[1] T. Shinohara, et al., Review of Scientific Instruments 91, 043302 (2020). 
[2] K Hiroi, et al., J. Phys.: Conf. Ser. 862,012008 (2017). 
[3] 布施卓哉、他、波紋 28, 94-98 (2018). 
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

パラレル （A2） | 口頭発表

（ A2） オペランド2
座長:中尾 裕則(KEK物構研)
2022年3月8日(火) 16:15 〜 17:30  口頭発表会場1
 

 
In-situ measurement of cast iron during deformation simulating a harsh
environment 
*Stefanus Harjo1, Wu Gong1, Takuro Kawasaki1 （1. J-PARC Center, JAEA） 

   16:15 〜    16:40   

水素社会を目指した触媒と量子ビーム 
*朝倉 清髙1、三輪 寛子2 （1. 北海道大学, 2. 電気通信大学） 

   16:40 〜    17:05   

熱処理プロセスにおける Fe基アモルファス合金 → Fe基ナノ結晶合金のオペラ
ンド計測 
*太田 元基1,2、幸田 章宏3、大森 千広3、荒河 一渡2、平山 尚美2、三宅 康博3、吉沢 克仁3、小倉 克廣1

（1. Hitachi Metals Ltd. , 2. Shimane Univ. Next Generation Tatara Cocreation Center, 3. KEK） 

   17:05 〜    17:30   



過酷な環境を模擬した変形中の鋳鉄のその場測定 
In-situ measurement of cast iron during deformation 

simulating a harsh environment 
 

ハルヨ ステファヌス・JAEA、ゴン ウー・JAEA、川崎卓郎・JAEA 
 

 鋳鉄（図 1a）は、「フェライト」、「パーライト」及び「球状黒鉛」の 3 つの構成相

（組織）を持つ鉄系の材料であり、高い外力に耐えることができ複雑な形状を

作りやすいことから建設機械の油圧機器のケーシングや自動車の様々な部

品、使用済み核燃料のキャスクなどに広く使われている。鋳鉄を、過酷な環境

を模擬した繰り返し引張圧縮変形させると強度が増加することが知られている

が、なぜ強度が増すのかのメカニズムは明らかになっていない。そこで、その

メカニズムを解明するために、材料の構成相それぞれの負担する力及び組織

の変化を過酷な環境を模擬した試験のオペランド観測（図 1b）を行った。 
 透過力の高い中性子を用いた回折実験では、試験片内部のそれぞれ構成

相の原子配列に関連した回折線を定量的に解析することにより、各構成相が

担う応力（強度）及び結晶欠陥に関する情報を得ることができる。その結果

（図 1c）、次のことが分かった。① 繰り返し引張圧縮変形中に、「フェライト」の

組織中に転位という結晶欠陥の蓄積が起こることで、「フェライト」の強度が高

くなった。「フェライト」は、組織の割合がもっとも多いため、鋳鉄全体の強度を

増大させた。一方、「パーライト」の組織中に含まれている「セメンタイト」は、割

合が少ないため、鋳鉄全体の強度への寄与は限られている。② 「球状黒鉛」

は、驚くことに応力を負担せず、鋳鉄全体の強度へはほとんど寄与しない。 
 

 
図 1 a 実験で用いた鋳鉄の内部組織 b J-PARCの工学材料回折装置を用いた繰り返し
引張圧縮変形中のその場中性子回折実験 c 中性子回折データから解析した結果 
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水素社会を目指した触媒と量子ビーム 
Accelerator Based Beam Science and Hydrogen  

 
朝倉清高 1,三輪寛子２ 

1 北大触媒研 2 電通大燃料電池イノベーション研究センター 
 

太陽エネルギーを光触媒により水素に貯蔵し、その水素を直接電力に変える

という水素循環型持続可能な社会が SDGｓ達成の一つのモデルと考えられる。 

本講演では量子ビームが光触媒や燃料電池触媒にどういう知見を与えたか

について論じ、オペランド解析や時間分解測定の役割について議論したい。 
[光触媒]  
 光触媒は，バンドギャップ，バンドの位置などにより理解されているが、触媒

設計のためには、表面構造や光吸収後の構造，欠陥や不純物の分布が重要

な役割を果たし、その原子レベル構造理解には量子ビームの利用が必要で

ある。TiO2 は，重要な光触媒である。その表面構造は STM などにより調べら

れてきた. TiO2(110)（1× 2）は代表的な再構成表面であるが、色々なモデル

があった。全反射陽電子回折（TRHEPD）を用いて最表面を調べると，ゆがん

だ Added Row タイプであることがわかった。[1] さらにミュオンをつかうことで，

TiO2 内の酸素欠陥や水素の状態に関する知見を得ることができる。hydride 

like なダイマー水素が酸素欠陥で安定化するというこれまでにない知見をえる

ことができた。[2] さて，WO3 は 2 光子吸収型光触媒の 1 段階目で用いられ

る酸化物である。超高速時間分解 XAFS により励起された電子は、欠陥サイ

トや表面サイトではなく，格子に存在する W が構造ゆがみを起こして，トラップ

することをみいだした。 [5]  
[燃料電池触媒]  
 水素を使い、直接電力に変える方法として燃料電池が最も効率的である。し

かしながら、使われる触媒が Pt であるため、燃料電池のコストが高くなる問題

がある。そこでコスト減のため、Pt を表面に他の金属を内部に持つ Core-
Shell 型合金が作成されている。こうした Core-Shell 合金の構造をしらべるた

め、電位をコントロールし XAFS を行なったところ、Pt-Pt の結合距離と活性と

の間に相関があることが見いだされた。[6，7] さらに表面科学的な方法でも

研究しやすい HOPG 平坦炭素基板上の Pt 合金を調べる手法として、BCLA
＋BI-XAFS 法を開発し、その詳細構造の研究を行い、その相関があることを

基板表面でも確認し、今後の燃料電池開発に関する知見を得た。[8–11] 
[文献] 
[1]10.1039/C5CP07892J；[2] 10.5940/jcrsj.57.41;[3] 10.1246/cl.140144; 

[4]10.1002/anie.201509252;[5]10.1039/c9cp01332f;[6] 10.1021/acs.jpcc.6b01736;[7] 

10.1021/jp501607f;[8] 10.1039/C9CP06891K; [9]10.1021/acs.jpcc.8b02218; 

[10]10.1246/cl.170423;[11]10.3390/catal8050204 
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熱処理プロセスにおける Fe基アモルファス合金 

→Fe基ナノ結晶合金のオペランド計測 

Operando Measurements of Fe-based Amorphous 

Alloy → Fe-based Nanocrystalline Alloy During 

Annealing Process 
 

太田元基１, 2、幸田章宏 3、大森千広 3、荒河一渡 2、平山尚美 2、 

三宅康博 3、吉沢克仁 3、小倉克廣 1 
１日立金属(株)、2島根大学 次世代たたら協創センタ、3ＫＥＫ 

 
Fe-Cu-Nb-Si-B ナノ結晶合金リボンは加速器用の空洞として、従来材料より

も高磁束密度、高い線形性、高い温度安定性によりビーム制御を飛躍的に簡

便にした。この物資はFe基アモルファス合金を熱処理することによって得られ

るが、熱処理時の磁場の制御で B-H 特性を変化させられることが知られてい

る。このような性質により、加速器だけでなく、用途によって透磁率を制御する

ことにより、多くのデバイスで磁心材料として用いられている。しかしながら、

磁場中熱処理におけるナノ結晶化過程に関しては、経験的知見でコンディショ

ン設定がされており、科学的議論は十分には行えていない。ナノ結晶化過程

における核生成や結晶粒成長と磁場強度に関する知見を得ることでより繊細

な B-H特性のコントロールが可能となる。そこで、我々はナノ結晶化の素過程

を調査するにあたり、熱処理中に常磁性状態の Fe 基アモルファス相から、強

磁性状態の Fe基ナノ結晶相が析出する現象に着目した。磁性体の内部磁場

を感受して、減衰率が変化するミュオンを用いることで、熱処理過程の進行状

況をオペランド計測することを試みた。まず、結晶化の前駆現象として、750 K 

近傍で起きていると予想される核生成と磁場強度の関係を調査するために、

定温に保持し、磁場強度を 2 mT、10 mT、30 mT と変化させた際のナノ結晶

相 (強磁性相) 析出までの時間をミュオンにより調査した。その結果、10 mT

だけ、他の 2 条件よりも強磁性相の析出が遅れることが確認された。さらに、

それぞれ別のサンプルを用意して、上記と同じ磁場中で温度スウィープさせな

がらミュオンを測定したところ、2 mT、30 mTは およそ 760 K で、強磁性相

の出現に伴うミュオンスピン回転信号の減衰が観測され始めるのに対して、

10 mTの場合では、およそ 775 K で同様の現象が見られ始めることが確認

された。理論計算からは、このような弱磁場が結晶粒成長に与える影響は限

りなく小さいことが予想されており、アモルファス相中からナノ結晶粒が核生成

する際に、このような弱磁場であっても、生成過程に大きく影響を与えられて

いることが示唆される。非常に些細な磁場の違いであり、工業的には見落とさ

れていた現象だが、B-H 特性をコントロールできる幅が大きく変えられる可能

性を持った発見であり、工業的・科学的に意義のある結果が得られた。 
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座長:原田 雅史(豊田中央研究所)
2022年3月8日(火) 14:45 〜 16:00  口頭発表会場2
 

 
中性子準弾性散乱による燃料電池触媒層中の水のダイナミクス 
Dynamics of Water in Catalyst Layer of Fuel Cell by Quasi-elastic Neutron
Scattering  
 
*伊藤 華苗1、山田 武2、篠原 朗大3、高田 慎一1、川北 至信1 （1. JAEA/J-PARCセンター, 2. 総合科学

研究機構, 3. 豊田中央研究所） 

   14:45 〜    15:10   

白金単結晶表面における硫黄吸着・分解・脱離挙動の解明 -燃料電池触媒の被
毒・回復モデル- 
*増田 卓也1 （1. 物質・材料研究機構） 

   15:10 〜    15:35   

中性子準弾性散乱による Liイオン伝導性固体電解質 LLTOにおける Liダイナミ
クスの研究 
Microscopic dynamics of lithium diffusion in single crystal of the solid-state
electrolyte La2/3-xLi3xTiO3 (x=0.13) by quasielastic neutron scattering 
*松浦 直人1、藤原 靖幸2、森分 博紀3、尾原 幸治4、 川北 至信5 （1. CROSS, 2. 信州大学工学部, 3.

JFCCナノ構造研究所, 4. 高輝度光科学研究センター, 5. J-PARCセンター） 

   15:35 〜    16:00   



中性子準弾性散乱による燃料電池触媒層中の 
水のダイナミクス 

Dynamics of Water in Catalyst Layer of Fuel Cell by 
Quasi-elastic Neutron Scattering 

 
伊藤華苗 1、山田武 2、篠原朗大 3、高田慎一 1、川北至信 1 

1JAEA/J-PARC センター、2総合科学研究機構、3豊田中央研究所 

 

 
燃料電池の性能を向上させるためには、触媒層中の「プロトンを反応場ま

でいかに供給するか」が重要である。さらに、触媒層中のプロトンの動きやす

さが発電性能を左右する。しかし、触媒担持カーボン表面を被覆するアイオノ

マ薄膜中の水のダイナミクスは明らかになっていない。本研究では、実際の燃

料電池触媒層中の水のダイナミクスを MLF J-PARC の BL-02 DNA 装置を用

い、中性子準弾性散乱法で調べた(図 1)。 

 

 

その結果、触媒層中の水には運動性の異なる 3 種類の水（束縛水・ジャン

プ拡散水・制限空間水）が存在することを明らかにした(図 2)。さらに、各成分

の強度からそれぞれの水の個数を見積もることができた。また、230 K の低温

下においてもジャンプ拡散水は存在することを明らかにした。講演ではアイオ

マ中の水ダイナミクスの種類について、それらがプロトン伝導に及ぼす影響を

考察し報告する。 

 

 

K. Ito, T. Yamada, A. Shinohra, S. Takata, Y. Kawakita, J. Phys. Chem. C 125, 

21645 (2021).  

図 1.中性子準弾性散乱プロファイル 

 

図 2. 触媒層中の水のダイナミクスの模式図 
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白金単結晶表面における硫黄吸着・分解・脱離挙動の解明 
-燃料電池触媒の被毒・回復モデル- 

Clarification of 
adsorption/decomposition/desorption behaviors of 

sulfur at Pt single crystal surfaces 
in relation to polymer electrolyte membrane fuel cells 
 

諸岡哲朗 1、Ruttala Devivaraprasad1、Elumalai Ganesan1、 
近藤敏啓 2、増田卓也 1 

1物質・材料研究機構、2お茶の水女子大学 
 

固体高分子形燃料電池は、ナフィオンに代表

されるプロトン交換膜の両側に電極触媒として

白金担持カーボンが塗工された膜電極接合体

や、それぞれの電極にガスを供給するためのガ

ス拡散層などにより構成されている（図１）。アノ

ードには水素が供給され、カソードには大気中

から酸素が取り込まれ、それぞれの白金表面に

おいて水素酸化および酸素還元反応が起こり発

電する。 
燃料中、あるいは温泉地区などにおける大気にはさまざまな硫黄種が微量

に含まれており、これらは反応活性サイトである白金表面に強固に吸着し、出

力の低下を引き起こす（被毒）。こうした被毒を抑制し、高い出力を維持するた

めには、白金表面における硫黄種の吸着・分解・脱離過程を理解することが

重要である。 
そこで本研究では、電極触媒として利用される白金ナノ粒子の表面が多様

な面方位に覆われていることを考慮して、白金単結晶(111)、(100)、(110)表
面に硫黄種を吸着させ、種々の電気化学処理を施した後、X 線光電子分光法

および表面 X 線散乱法によって吸着種・表面原子配列を決定した。 
白金単結晶(111)、(100)、(110)表面は過塩素酸あるいは硫酸水溶液中に

おいて水素およびアニオンの吸着脱離に由来する特徴的な電流電位応答を

示すが、硫黄を吸着させるとこれらが消失した。電極電位を正側に走査すると

硫黄が酸化的に脱離し、水素およびアニオンの吸着脱離に由来する電流応

答が復活した。このとき、(100)表面における硫黄の酸化分解は(111)および

(110)表面と比較してより正電位側で起こることが明らかになった。すなわち、

(100)表面は他の面方位よりも硫黄に被毒された状態から回復しにくいという

ことを示している。表面 X 線散乱法によって(111)および(100)表面における硫

黄の吸着構造がそれぞれ√3×√3 および√2×√2 構造となっていることを見出し、

こうした吸着構造が被毒からの回復挙動に及ぼす影響について議論した。 

 
図１．固体高分子形燃料電池． 
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中性子準弾性散乱による Li イオン伝導性固体電解質

LLTOにおける Liダイナミクスの研究 

Microscopic dynamics of lithium diffusion in single 
crystal of the solid-state electrolyte La2/3-xLi3xTiO3 

(x=0.13) by quasielastic neutron scattering 
 

松浦直人 1，藤原靖幸 2, 森分博紀 3, 尾原幸治 4, 川北至信 5 
1総合科学研究機構， 2信州大学工学部, 3JFCCナノ構造研究所, 4高輝度

光科学研究センター, 5J-PARCセンター 

 
固体電解質を用いた全固体電池は、安全性や化学的・熱的安定性の向上、

出力・エネルギー密度の向上、大きなポテンシャルウィンドウなどの点で大き

なメリットがある。酸化物系固体電解質の Li イオン伝導性は固体電解質の中

では高くないが、空気中での安定性に優れており、La2/3-xLi3xTiO3（LLTO）は

酸化物系固体電解質の中で最も高い Li イオン伝導性（常温で約 1[mScm-1]）

を持つことから広く研究されている[1]。Li イオン伝導体全体に通じることだが、

Li 伝導メカニズム、とくにミクロスコピックなダイナミクスの理解はまだ不足して

いる。我々は LLTOにおける原子レベルでの Li伝導を詳細に調べる為、7Liを

用いた LLTO 大型単結晶を育成し、J-PARC MLF に設置されている中性子

背面反射型分光器 DNAを用いて中性子準弾性散乱(QENS)実験を行った。 

LLTO では Li 濃度の少ない領域では La-rich 層と La-poor 層が c 軸方向

に交互に積層し、Li は主に ab 面内を拡散し、Li 濃度の増加とともに、3 次元

的な伝導に変化することが知られている。 QENS は、Li イオンの動きと同じ

方向を捉え、垂直な方向には線幅が 0 になる。これを利用すると、Li イオンの

動きの異方性を捉えることができる。実験では、単結晶試料の強みを活かし、

[110]軸、[001]軸、[111]軸方向の QENSを測定した。 

T=300K以下では分解能リミットの弾性散乱のみ観測されたが、T=410K以

上で弾性散乱が減少し、代わりに半値半幅Γ~10μeV 程度の準弾性散乱シ

グナルが観測された。[110], [001], [111]方向のΓ(Q)と第一原理分子動力学

法を組み合わせることにより、Li イオン伝導パスを正確に決定することに成功

した他、LLTO におけるミクロスコピックな拡散係数は、同じ装置で測定された

硫化物系固体電解質のミクロスコピックな拡散係数に匹敵することも明らかに

なった。このことは、酸化物系固体電解質においても、硫化物系に匹敵するイ

オン伝導が実現できる可能性を示唆している。 

 
[1] Y. Inaguma et al., Solid State Commun. 86 (1993) 689. 
[2] M. Matsuura et al., Phys. Rev. B 104 (2021) 094305. 
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座長:松浦 直人(CROSS)
2022年3月8日(火) 16:15 〜 17:30  口頭発表会場2
 

 
X線・中性子散乱による水素貯蔵材料の結晶構造の解明 
*佐藤 豊人1 （1. 芝浦工業大学） 

   16:15 〜    16:40   

遷移金属シリサイド中のエレクトライド電子が示す異常反磁性 
*平石 雅俊1、小嶋 健児1,2、岡部 博孝1、幸田 章宏1,3、門野 良典1,3、Wu Jiazhen4、細野 秀雄5 （1.

KEK-IMSS, 2. TRIUMF, 3. 総研大, 4. 東工大フロンティア研, 5. 東工大元素センター(MCES)） 

   16:40 〜    17:05   

” Water-in-salt”超濃厚 Li塩水溶液中の Li+局所構造とスペシエーション分析 
*渡辺 日香里1 （1. 東京理科大学） 

   17:05 〜    17:30   



X 線・中性子散乱による水素貯蔵材料の結晶構造の解明 
Crystal structural investigations of hydrogen 

storage materials by X-ray and neutron scattering 
 

佐藤豊人 
芝浦工業大学 工学部機械機能工学科 

 
安全で効率的な水素貯蔵技術は、水素を利用する社会（水素社会）    

において重要な役割を果たすため、様々な水素貯蔵方法が提案されている。

中でも、水素を原子として含有する材料（水素貯蔵材料）は、水素を分子   

として貯蔵する気体、又は液体水素よりも高い単位体積当たりの水素量  

（体積水素密度）を有するため、コンパクトな水素貯蔵が実現される。一方、 

水素貯蔵材料は、単位質量当たりの水素量（質量水素密度）の改善が課題 

であり、実用化されている LaNi5（AB5 合金）では、1.4 mass%である。現在、

多くの水素貯蔵材料が報告されているが、Mg を含有する金属間化合

REMgNi4（RE：希土類金属）は、室温近傍で可逆的な水素吸蔵・放出反応を

示す[1–7]。我々は、REMgNi4を構成するREの中でも最軽量の Yに着目し、

Y2–xMgxNi4（0 < x < 2）の水素吸蔵・放出反応特性の評価、及びその水素  

吸蔵反応過程における結晶構造を放射光 X 線回折と中性子回折で観測した。

その結果、水素貯蔵量、及び水素吸蔵・放出反応圧力（平衡水素圧）は、Mg
含有量に依存することが結晶構造の観点で明らかになった[5]。更に、Ni の 

一部を Co に置換することで、その水素貯蔵量が実用化されている LaNi5  

よりも高い値を示す結果が得られている[7]。 
そこで、2021 年度量子ビームサイエンスフェスタでは、放射光 X 線・中性子

回折、及び中性子非弾性散乱の相補利用から原子配列の観点で解明された

YMgNi4を基点とする材料の水素吸蔵・放出反応に関して発表する。 
本研究は、 JST SICORP （ JPMJSC1802 ） 、科研費 ・新学術研究

（JP18H05513, JP18H05518）、及び基盤研究 C（19K05051）の支援の   

もとで実施された。放射光 X 線回折は、PFPAC（課題番号 2019G572）の  

承認のもとで行われ、中性子回折には、J–PARC MLF NOVA（課題番号

2019A0068、2019B0390）が用いられた。中性子非弾性散乱は、米国 SNS
の VISION（課題番号 IPTS23889）で行われた。 
参考文献 
[1] K. Aono et al., J. Alloys Compd. 309, L1–L4, (2000). 
[2] N. Terashita, E. Akiba, Mater. Trans. 47, 1890–1893, (2006). 
[3] K. Sakaki, J. Phys. Chem. C 116, 19156–19163, (2012). 
[4] V. V. Shtender et al., J. Alloys Compd. 603, 7–13, (2014). 
[5] T. Sato et al., ACS Omega, 5, 31192–31198, (2020). 
[6] T. Sato and S. Orimo, Energies, 14, 8163, (2021). 
[7] T. Sato et al., to be submitted. 
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遷移金属シリサイド中のエレクトライド電子が示す 
異常反磁性 

Anomalous diamagnetism of electride electrons in 
transition metal silicides 

 
1 KEK 物構研, 2 TRIUMF, 3 総研大, 4 東工大フロンティア研, 

5 東工大元素センター (MCES) 
平石雅俊 1, 小嶋健児 1,2, 岡部博孝 1, 幸田章宏 1,3, 門野良典 1,3, 

Wu Jiazhen4, 細野秀雄 5  
 

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、高い電子

移動度や低い仕事関数、さらにはヒドリドイオン (H-) との高い親和性を示す

ことから注目を集めている。その候補物質である LaScSi は、La4 の四面体 V
と La2Sc4の八面体 V’、及び Si が積層した構造を示し、式量あたり最大で 1.5
個の水素を V と V’に収納できることが報告されている [1]。V と V’の中心に

は、水素の濃度に依存して EF 近傍に DOS を有する電子が局在することが

DFT 計算から報告されており、触媒活性などの機能発現に寄与していると考

えられている。  
 エレクトライド物質では、局在した電子が示す特異な性質が知られており、特

に、エレクトライド電子が 2 次元状に広がった Y2C では、ミュオンスピン回転実

験 (µSR) による周波数シフト測定で巨大な負のシフトが観測されている [2]。
この負のシフトの起源について、エレクトライド電子のバンド構造に特有の軌

道反磁性由来の可能性が議論されているが、その詳細は明らかになっていな

い。 そこで我々は LaScSi とその水素化物について、高横磁場下での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。 
 結果を図 1 に示す [3]。LaScSi では巨大

な負のシフトが観測された一方、エレクトライ

ドとして振る舞う電子数が減少した水素化物

ではシフトの絶対値が減少していることが明

らかになった。負のシフトがエレクトライド電

子に由来していることを示唆する結果であ

る。講演では、巨大な負のシフトと高磁場下

でエレクトライド電子が示す Van Vleck 常磁

性との関連について議論する。  
 
[1] J. Wu, et. al., Adv. Mater. 29, 1700924 (2017) 
[2] M. Hiraishi, et. al., Phys. Rev. B 98, 041104(R), (2018) 
[3] M. Hiraishi, et. al., Phys. Rev. B 103, L241101 (2021) 
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図 1 LaScSi とその水素化物におけ

る周波数シフト Kµの温度依存性。 
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”Water-in-salt”超濃厚 Li塩水溶液中の Li+局所構造と 

スペシエーション分析 

Li+ local structure and speciation analysis for super-
concentrated lithium salt aqueous solutions; 

 Water-in-Salt 
 

渡辺日香里 

東京理科大学 

 

 持続可能な社会実現には、より安全で高容量な蓄電池が不可欠である。最

近、安全で安価な水を溶媒とした超濃厚 Li 塩水溶液 (Water-in-salt) を用

いたがリチウムイオン二次電池が駆動することが報告された。一方、Water-

in-salt 中の構造は、これまで MD シミュレーションから議論されたものの、実

験的な報告はなかった。本研究は、超濃厚 Li 塩水溶液中の Li+溶存構造を

明らかにすることを目的として、中性子・X 線全散乱実験、分子動力学(MD)シ

ミュレーション、および Raman分光実験をおこなった。 

 [Li(H2O)3][TFSA] (TFSA: ビス－(トリフルオロメタンスルホニルアミド)の組

成について、J-PARC MLF BL21 NOVA分光器を用いて 6/7Liおよび H/D同

位体置換法による中性子全散乱(NTS)実験を行った。[Li(H2O)n][TFSA]（n = 

2.5, 3, 4）について SPring-8 BL04B2に設置された 2軸回折計を用いて、高

エネルギーX 線全散乱(HEXTS)実験を行なった。Raman スペクトルは

JASCO RMP510を用いて測定した。 

 [Li(H2O)3][TFSA]の NTS 実験により、Li-

H, Li-O の部分動径分布関数を得ることが

でき、最小二乗解析から Li＋に水 2 分子と

二座配位 TFSAが 1分子配位する平均構

造を決定した。また、H/D 同位体置換法に

より得られた H-X(X : Li, C, N, O, F, S)部

分動径分布関数には水分子間水素結合が

現れず、水素結合相互作用が極めて弱い

ことが示唆された。TFSA に由来する

Raman スペクトルは 3 種の化学種の

Raman散乱因子により説明することができ

た。最も低波数側に現れる散乱因子は遊

離 TFSA、中間波数は接触イオン対(CIP)

と帰属できた。また、最も高波数側に現れる Raman 散乱因子は、複数の

TFSA を含む化学種、すなわち、TFSA が Li+を架橋する会合体（図 1）と帰属

することができ、Li 塩濃度が高い濃厚領域(xLiTFSA > 0.25) で、この会合体が

形成されることが明らかとなった。 

図 1 中性子・Ｘ線を利用した実
験と理論的なシミュレーション
より得られた濃厚 Li塩水溶液の
液体構造 
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

パラレル （C1） | 口頭発表

（ C1） 生命1
座長:山田 悠介(KEK物構研)
2022年3月8日(火) 14:45 〜 16:00  口頭発表会場3
 

 
中性子散乱で捉えたタンパク質の凍結水和水と非凍結水和水 
*山本 直樹1 （1. 自治医科大学　医学部） 

   14:45 〜    15:10   

細胞質への照射の有無が細胞の放射線感受性に与える影響とそのメカニズム 
*前田 宗利1、前田 未佳1、宇佐美 徳子2、冨田 雅典3 （1. 公益財団法人若狭湾エネルギー研究セン

ター　研究開発部　粒子線医療研究室, 2. 大学共同利用機関法人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, 3. 一般財団法人電力中央研究所　サステナブルシステム研究本部　生

物・環境化学研究部門） 

   15:10 〜    15:35   

構造生物学研究センターにおける結晶化の自動化 
*加藤 龍一1 （1. 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・構造生物学研究センター） 

   15:35 〜    16:00   



中性子散乱で捉えたタンパク質の凍結水和水と非凍結水和

水 
Freezable and unfreezable protein hydration water 

observed by neutron scattering 
 

山本直樹 
自治医大-医 

 
Hydration water plays a crucial role for activating the protein dynamics 
required for functional expression. In our previous studies, we observed a 
temperature-hysteresis phenomenon of the rotational dynamics of 
hydration water only when hydration level was high. This temperature 
hysteresis, which is due to the supercooling of freezable hydration water, 
is a key phenomenon to understand which hydration water, unfreezable or 
freezable hydration water, is crucial for the activation of protein dynamics. 
For this purpose, we performed neutron scattering experiments on a 
lysozyme hydrated with D2O. Using coherent scattering profile, we 
revealed that the temperature-hysteresis phenomenon is indeed due to 
the supercooling of freezable hydration water. However, incoherent 
neutron scattering of protein revealed that protein dynamics did not show 
any temperature hysteresis. These results show that the protein dynamics 
is not coupled with freezable hydration water. Rather, unfreezable 
hydration water is essential for the activation of protein dynamics required 
for its function. Decoupling of the dynamics between unfreezable and 
freezable hydration water could be the cause of the distinct contributions 
of hydration water to protein dynamics. 
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細胞質への照射の有無が 

細胞の放射線感受性に与える影響とそのメカニズム 

Impact of cytoplasmic radiation responses  
on cellular radiosensitivity and its mechanism 

 

前田宗利１、前田未佳１、宇佐美徳子２、冨田雅典３ 

１ 若狭湾エネ研-医療、２ KEK-物構研-放射光、３ 電中研-生物・環境化学 

 
 

放射線に被ばくする線量が減少するにつれて生体を形成する細胞集団に

均一に放射線があたらなくなり、細胞核や細胞質のみ、あるいはその双方に

放射線があたった細胞、全く放射線のあたらなかった細胞が混在するようにな

る。我々の研究グループでは、放射光 X 線の指向性の高さを利用し、細胞核

のみ、細胞質のみ、あるいは細胞全体を X 線マイクロビームによって照射す

ることのできる細胞局所マイクロビーム照射技術を世界で初めて確立し、細胞

内の照射領域と細胞の生死の関係（放射線感受性）について評価してきた。 

細胞核に同量の X 線があたるようにマイクロビームで照射した場合、細胞

核だけを照射した場合よりも細胞全体を照射した場合に、細胞が受けとった

線量は多くなるにもかかわらず細胞死の誘導頻度が低くなった。細胞核に同

じ質と量の放射線が照射された場合、細胞の核に生成される DNA 損傷の質

や量はほとんど等しいと考えられるため、DNAの損傷が細胞死の主な原因で

あるというこれまでの考え方だけではこの現象を説明することは難しい。核と

細胞質の緊密な連携によって放射線に曝露された細胞の運命が決定される

と考えられることから、細胞質の放射線応答が細胞の放射線感受性に影響を

与えるメカニズムについてさらに検証を進めた。DNA 損傷の修復に関係する

タンパク質の挙動や遺伝子発現変化などの解析から、細胞核照射では核内

に存在する ATM（ataxia telangiectasia mutated）タンパク質を介して細胞死

が誘導されるのに対し、細胞質と細胞核の双方に X線が照射されている場合

には、ATM が細胞質から供給されることで細胞周期が停止されて DNA 損傷

修復が誘導され、生存する細胞が増加することが示唆された。 

放射線の影響は、主に、重篤な放射線損傷の一つである DNA二本鎖切断

（DSB）に起因すると考えられてきた。また、被ばくした細胞では、DSB を修復

するための仕組みが被ばくの直後から活性化することや、放射線感受性疾患

の原因遺伝子の多くが DSB の修復関連遺伝子であることから、細胞質の役

割は重要視されてこなかった。マイクロビームによる細胞局所照射技術を活

用した一連の研究から、細胞質への照射の有無が、ATM を介した DNA損傷

応答や細胞周期制御などを大きく修飾することが明らかとなった。ATM は従

来考えられてきた以上に複雑な細胞応答の調整機構として働いており、生体

内情報伝達ネットワークのいわばハブのような働きをしているのかもしれない。 
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構造生物学研究センターにおける結晶化の自動化 

Automation of Protein Crystallization at KEK-PF 
 

加藤龍一・KEK-PF構造生物学研究センター 

 
 生体高分子（主にタンパク質）の立体構造情報を知ることは、生命現象を原

子レベルで理解するために必須であり、またその知見は医学薬学の発展にと

っても重要である。近年、クライオ電顕を用いた単粒子解析による立体構造解

析は長足の進歩を遂げ、計算機による立体構造予測も実用レベルに達しつつ

ある。一方で、結晶構造解析はひとたび結晶が得られれば多数の化合物との

スクリーニングを迅速に行えること、アミノ酸側鎖との相互作用を確実に捉え

られ化学の議論に堪えうる精密な構造情報が得られること、などの点で不可

欠である。 

 今日、結晶が得られればＸ線回折データ収集から構造解析計算まで短時間

で自動で行える環境が整備されているが、今なおボトルネックなのが結晶を得

る過程である。生体高分子の結晶化については、試行錯誤に頼るしかないの

が実情であり、実際の実験手順としては１つの精製サンプルに対し数百かそ

れ以上の結晶化条件を試すという、非常に手間と時間がかかる作業である。 

 それを解決するため、高エネ機構の構造生物学研究センターでは結晶化条

件探索の自動化を行ってきた。そこで開発し運営している全自動結晶化観察

システムは、自動溶液分注による結晶化ドロップ作成部、自動インキュベータ

ー、自動観察装置などを組み合わせて、結晶化ドロップの作成からその経時

的観察まで一連の結晶化プロセスを全自動で行うことができ、また結晶化ドロ

ップの観察画像はネット経由でどこからでもアクセス可能である。世界的には、

結晶化ドロップ作成のみ、観察のみ、などをそれぞれ自動化している市販品

はあるが、これら全ての過程を統合させている製品はない。 

 また、順次システムの高度化も行い、可溶性タンパク質だけでなく膜タンパク

質への展開、最少分注量の低減（0.5→0.1μL）、観察画像の高精細化（0.3

→5.0 M pixels）、収容プレート枚数の拡大（400→1930枚）、低温での結晶化、

AI を利用した結晶化ドロップ画像の自動評価のシステム、などを進めてきた。

本システムは文部科学省および AMED の PDIS/BINDS 事業を通じて広く外

部の研究者に無償で利用していただいている。今後は、さらなる微小結晶へ

の対応、放射光ビームラインとのより密接な連携、などの高度化を行う予定で

ある。 
 

参考文献： 
高エネ機構における結晶化条件探索の自動化. 日本結晶学会誌 63, 212-215 (2021). 

A fully automated crystallization apparatus for small protein quantities. Acta Cryst. F77, 29-
36 (2021). 
Development of an automated large-scale protein-crystallization and monitoring system for 
high-throughput protein-structure analyses. Acta Cryst. D62, 1058-1065 (2006). 
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座長:山田 悠介(KEK物構研)
2022年3月8日(火) 16:15 〜 17:30  口頭発表会場3
 

 
クライオ電子顕微鏡単粒子解析の利点と欠点 
*岩崎 憲治1 （1. 筑波大学・生存ダイナミクス研究センター） 

   16:15 〜    16:40   

X線・中性子散乱を加えた統合アプローチによるマルチドメインタンパク質の
構造・ダイナミクス解析 
*杉山 正明1 （1. 京都大学） 

   16:40 〜    17:05   

構造生物学の第2ラウンド 
*千田 俊哉1 （1. 高エネルギー加速器研究機構・物構研・構造生物） 

   17:05 〜    17:30   



クライオ電子顕微鏡単粒子解析の利点と欠点 
Advantages and disadvantages of cryo-EM SPA 

 
岩崎憲治・筑波大学 生存ダイナミクス研究センター 

 
 クライオ電子顕微鏡施設は，ここ 1，2 年で国内に大幅に増強整備された. 
本学でも AMED による BINDS事業の一環としてクライオ電子顕微鏡が 2台
導入された．このようにクライオ電子顕微鏡の利用の機会が増すとともに, 各
施設を使用して得られた成果が次々に報告され始めている．フレキシブルな

構造も Focused classification 等のテクニックが当たり前のように適応され，
3Å, 2Å 台の分解能で見たいところが見えるようになってきた．このような最新
かつスタンダートとも言うべきクライオ電子顕微鏡単粒子解析の成果というよ

り, 少し変わったターゲットの単粒子解析の成果を本発表会で紹介する. 
 一つは, 人工タンパク質ケージのクライオ電子顕微鏡単粒子解析結果につ
いてである．共同研究者の Jonathan G. Heddle らが開発したタンパク質から
なるケージは, 高温でも壊れない，変性剤でも壊れない，pH2~8 でも安定だ
が，還元剤を加えるとケージが構成タンパク質へとばらばらに解離し，金原子

化合物を加えると再び会合してケージを形成する．すなわちケージ形成を

ON/OFF できる．このケージ会合体が実は鏡像異性体としておよそ 1：1 の割
合で溶液中で作られていることを解明した. しかし, 決して解析ソフトによって
自動的に鏡像異性体のペアが得られたわけではない．その解析過程と得られ

た結果について照会する［1］．もう一つはミドリムシの光センサータンパク質の
構造解析について紹介する．ミドリムシの光センサータンパク質は，PAC と呼
ばれ, αとβのサブユニットがそれぞれ 2 つずつ会合したヘテロ４量体である．
これがさらに集合して光センサーオルガネラ PFB を形成している．PFB 自体
は不定形で，約 1µm の大きさで単細胞であるミドリムシ一匹に一個存在する
ことが知られていた．我々は以前, ミドリムシの細胞丸ごとを対象として， 
CEMOVIS と呼ばれるクライオ電子顕微鏡法により画像データを取得した．そ

こから画像解析によって，PFB が天然で結晶であることを示した．それならば, 
XFEL 測定や MicroED 解析を目指して PFB のみを単離したいところである

が, その作業は困難を極めた．さらに PAC の発現系の構築は私を含め誰も

成功していない．そこで、野生型のミドリムシからの精製に取り組み, 高密度

培養できないミドリムシの１L 培養液から 5µg の精製に成功した．このわずか

な量でもクライオ電子顕微鏡単粒子解析は可能であった.  
 一方、現在当研究室では, 滑膜肉腫という希少がんをター

ゲットとして、創薬を目的として研究をスタートしている．これ

はクライオ電子顕微鏡では歯が立たない大部分が天然変

性領域をもつタンパク質であった．これについても可能な範

囲で紹介する． 
人工タンパク質ケージ 
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X 線・中性子散乱を加えた統合アプローチによる 

マルチドメインタンパク質の構造・ダイナミクス解析 

Analysis of structure and dynamics of multidomain protein by 

integrative approach with X-ray and neutron scatterings 

 
杉 山 正 明 

京都大学複合原子力科学研究所 

 

背景：現在、Ｘ線結晶回折、クライオ電顕、核磁気共鳴（NMR）、X線自由電子レーザー等
の多様な測定手法と計算機を駆使した統合解析による生体高分子の構造・ダイナミクス
研究が盛んである。講演者のグループでは、これらにX線及び中性子溶液散乱法を組み
合わせることで、溶液中で形成される超分子複合体の構造やダイナミクスの研究を進めて
いる。今回は、溶液散乱がより力を発揮するように開発した試料調製技術（制御重水素化
タンパク質・ドメインライゲーション・ドメイン塗分けタンパク質）や精密溶液散乱測定法
（Lab-SEC-SAXS, AUC-SAX/NS, SEC-iCM-SANS）とともに統合アプローチによる構造・
ダイナミクス研究の最近の成果を紹介したい。 
超分子複合体：シアノバクテリアの持つ3つの時計タンパク質KaiA、KaiB、KaiCは24時間周
期で解離会合を繰り返すリズムを刻んでいる。このリズムの中で形成される最大の会合体
は3種類の時計タンパク質が会合した複合体であると考えられてきたが、その構造は長ら
く不明であった。近年、クライオ電顕により、円筒状のB6C6会合体のKaiBの外周にシャンプ
ーハットの状に12個のKaiAが結合した超分子複合体（A12B6C6）であることが示された[1]。一
方、解明された構造を詳しく検討したところ、２つのドメインからなるKaiAのN端側のドメイン
配置は未だに不明であることが判明した。そこで、タンパク質重水素化とSEC-iCM-SANS
法を用いてA12B6C6会合体のKaiAの配置を選択的測定したデータと会合体の全体構造を
SEC-SAXS法で精密測定したデータを、計算機モデリングとMDシミュレーションを用いて
解析し、A12B6C6会合体の全長構造を得た。当日は、測定・解析手法と得られた構造・ダイ
ナミクスについて紹介する。 
マルチドメインタンパク質のダイナミクス：ユビキチン(Ub)は、連鎖を形成することで、その
形態に応じた機能を発現する。本研究では、3つのUbが2か所のC末端とリジン残基 （K48）
で結合した直鎖上の3連結Ub（tr-Ub）に注目し、溶液中でのドメイン運動解析を行った。
NMR測定によりtr-Ubは主に3つの配置状態を持つことが報告されている[2]。そこで、NMR
によって示された3つのドメイン配置を初期構造として1000 nsのMDシミュレーションを行い、
各MDのトラジェクトリーより時間平均SAXS曲線を求め、実験で得られているSAXSデータ
との比較を行った。その結果、単一の配置構造からの得られた時間平均SAXS曲線では
実験データを再現しないが、3つの状態を混合することで、よりよく実験データを再現するこ
とが可能であることが判明した。そこで、中性子スピンエコー（NSE）法を用いてtr-Ubのドメ
インダイナミクスの直接測定を行った。その結果、NSEの結果は上述した3つの状態の混
合比率で再現できることに成功した。加えて、重水素化とライゲーション技術を用いてドメ
イン塗分けtr-Ubを調製し、SEC-iCM-SANSを用いて、ドメイン配置の詳細な平均を示す
散乱データを取得した。この結果を用いて、SAXS-NSE-MDから得られた状態の混合比の
検証を行ったところ、上述の状態比率によりSANSデータも正確に再現されていることが確
認できた。 当日は、時間があれば他の統合アプローチの結果も紹介したい。 
[1] Snijder et al., Science 355, 1181 (2017). 

[2] M. Hiranyakorn. et al. Int. J. Mol. Sci., 21, 5351 (2020). 

OC2-2 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ

©2021年度量子ビームサイエンスフェスタ - OC2-2 -



構造生物学の第 2 ラウンド 
The second round of the structure biology 

 
千田俊哉 高エネ機構・物構研・構造生物学研究センター 

 
この１０年で⼤きく構造⽣物学の状況は変わりました。2013年から始ま
ったクライオ電顕の爆発的な普及は⾔うまでもありませんが、結晶構造
解析の世界においても⾃動化が進み、 “名物”だった徹夜実験は過去のも
のになりました（とても良いことです）。さらに、光源、ビームライン、
検出器の⾼度化が進み測定精度が⾶躍的に向上し、硫⻩の異常分散を利
⽤した解析（Native SAD法）も可能になっています。また、１⽇に取得
できるデータ数も⽂字通り桁違いに多くなりました。X 線結晶構造解析
以外に⽬を向けると、NMRや中性⼦の世界においても技術⾰新が進むと
ともに、計算機科学との共同作業も増えてきました。さらに、PDIS や
BINDS などの相関構造解析を謳った国プロの推進もあり、⼀般のライフ
サイエンス研究者が複数の⼿法を使った研究をすることが普通になって
います。このような状況において、我々“構造⽣物学者”のあり⽅も変わら
ざるを得ません。国プロがそうであるように、個々の研究者も構造⽣物学
の枠をはみ出して、ライフサイエンスの⼀般との繋がりを強く持ってい
くことが必要になってきています。⾃分の例を考えても、プロジェクトの
範囲は電⼦から⽣物個体にわたっており、様々なレベルでの“構造情報”が
研究を合理的に推進するための道標になるとともに、研究ツールの開発
とも関係しています。逆に、このような共同研究環境に⾝をおけばこそ、
私達の専⾨である結晶構造解析をはじめとする技術的な部分をおろそか
にできなくなっています。現在、何も知らなくても構造解析が可能になっ
ており、これはある意味で構造解析の勝利ですが、責任を持って異分野の
研究者と共同研究をするためには、基本に⽴ち返り構造や構造決定に対
する深い知識が必要になってきました。構造⽣物学は第２ラウンドに⼊
ったといえます。講演ではこのような状況と我々の将来構想など、実例を
交えて議論したいと思います。 
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©日本原子力研究開発機構 

JAEA 2021年度量子ビームサイエンスフェスタ 

パラレル （D1） | 口頭発表

（ D1） 基礎物理
座長:神田 聡太郎(KEK物構研)
2022年3月8日(火) 14:45 〜 16:00  口頭発表会場4
 

 
最先端超伝導検出器で探るミュオン原子形成過程の全貌 
*東 俊行1 （1. 理化学研究所　東原子分子物理研究室） 

   14:45 〜    15:10   

多層膜中性子干渉計 
*北口 雅暁1 （1. 名古屋大学　素粒子宇宙起源研究所） 

   15:10 〜    15:35   

ポジトロニウム負イオンの光脱離分光と 高品質ポジトロニウムビーム技術へ
の展開 
*満汐 孝治1 （1. 産業技術総合研究所） 

   15:35 〜    16:00   



最先端超伝導検出器で探るミュオン原子形成過程の全貌 
The whole formation process of muonic atoms 
explored by advanced superconducting detectors 
 

東俊行１, 他 46 名 
１ 理化学研究所 

 
負ミュオンは原子の励起準位に捕獲されるとオージェ過程により原子内の束

縛電子を弾き飛ばしながら、下準位へ次々に脱励起し、原子核と負ミュオンか

らなるミュオン原子を形成する。本研究では、脱励起の際にミュオン原子が放

出するミュオン特性 X 線ではなく、原子内 K 殻空孔を埋める際に放出する「電

子特性 X 線」のエネルギーを精密測定した。これは、X 線放出時のミュオン原

子内の束縛電子の配置や数、さらにミュオン軌道の状態を敏感に反映するた

め、その形状からミュオン原子形成過程のダイナミクスを調べることができる。 
実験では、J-PARC MLF に高分解能 X 線検出器の超伝導転移端マイク

ロカロリメータ（TES）を新たに導入し、金属鉄標的に負ミュオンを打ち込むこと

によって生成されたミュオン鉄原子から放出される電子特性 X 線を測定した。

その結果、およそ 6 keV に現れる電子特性 Kα、KβX 線を半値幅~5 eV と

いう、高エネルギー分解能で観測し、それぞれ 200 eV 程度の広がりを持つ非

対称な形状であることを突き止めた。また、ハイパーサテライト（Khα）X 線、

すなわち電子 K 殻準位に 2 個空孔が生成された場合に放出される電子特性

X 線も観測した。 
fs スケールで時々刻々と

変化していく束縛電子や束縛

ミュオンの状態により、電子特

性 X 線のエネルギーが変化

し、それらが重なり合った結

果、電子特性 X 線のスペクト

ルは幅広い非対称な構造を形

成すると理解され、多配置ディ

ラック・フォック法による理論シ

ミュレーションと比較すること

で、最初の~6 fs で鉄原子の全束縛電子 26 個のうち 7~8 個が弾き飛ばされ、

その後周囲の鉄原子から電子が再充填され、およそ 30 fs で元の状態に戻っ

ていることが判明した。このように、ミュオン原子形成過程は fs スケールの高

速現象であり、ミュオンのみならず電子を含めたダイナミクスの全貌を捉えた

のは本研究が初めてある。 
 
[参考文献] 
T. Okumura,T. Azuma et al., Phys. Rev. Lett. 127, 053001(2001). Editors’ Suggestion 

 
図 1 ミュオン原子生成の概念図 
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多層膜中性子干渉計 
Neutron interferometer with multilayer mirrors 

北口雅暁 
名古屋大学　素粒子宇宙起源研究所

　中性子は質量やスピン・磁気モーメントを持つ核子であり、粒子であ
ると共に波動としての性質を持つ。干渉計は、入射波動を２経路に分割
し再び重ね合わせることで、２経路間のポテンシャル差を干渉縞の位相
変化として捉える装置であり、重力や核力、スピン依存のある相互作用
を高感度で検出できる。一般的に中性子干渉計の測定感度は、用いる中
性子の波長と経路の長さに比例する。従来のシリコン単結晶の回折を利
用した干渉計は、中性子波長は結晶格子で決まってしまい、またその経
路長さも育成可能な単結晶のサイズで制限されていた。
　中性子に対するポテンシャルの異なる２種類の金属を積層させた多層
膜は中性子波動をBragg反射する人工結晶として振舞う。中性子多層膜
ミラーを用いた干渉計は、長波長中性子が利用でき大型化が可能なこと
からその感度を向上できる。またパルス中性子ビームと飛行時間法を用
いることで利用中性子数を大幅に増やせる。干渉縞の波長依存性の情報
から系統的不確かさを抑制することができる。
　J-PARC MLF 冷中性子ビームライン BL05 NOP において、多層膜パ
ルス中性子干渉計を実証した。石英基板に多層膜中性子ミラーを製膜し
高精度で組み立てた素子「ビームスプリッティングエタロン」を用いて
Jamin干渉計の幾何光学を構成した。多層膜ミラーの反射帯域の範囲内
で明瞭な干渉縞を観測した。TOFスペクトルの変化から試料の中性子散
乱長が測定できることを確認した。
　中性子多層膜ミラーを人為的に配置するこの干渉計は中性子干渉計の
利用に新しい可能性を開いたと言えよう。現在、利用できる波長帯域を
拡大するための多層膜ミラーの開発と、実験環境の整備を進めており、
今後様々な高精度測定を行う計画である。
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ポジトロニウム負イオンの光脱離分光と 

高品質ポジトロニウムビーム技術への展開 

Photodetachment spectroscopy of positrionium 
negative ions and its application to high-quality 

positronium beam technologies 
 

満汐 孝治 

産業技術総合研究所 

 
電子とその反粒子である陽電子が結合すると、ポジトロニウム(Ps)と呼ばれ

る水素原子様の束縛状態が形成される。Ps にさらに 1 個の電子が加わると、

ポジトロニウム負イオン(Ps-)も形成され得る。この負イオンは、質量の等しい

粒子と反粒子で構成される特異な 3 体束縛状態であり、その性質を精密に測

ることで、量子力学的多体問題や束縛系の量子電磁力学を検証することがで

きる。その存在は、1981 年に炭素薄膜に陽電子を入射することで観測された

が[1]、生成の効率が低く、また自己消滅寿命が 500 ps と短いために、寿命

測定を除いて実験的な進展がなかった。 

近年、我々は、アルカリ金属原子を蒸着したタングステン表面に陽電子を入

射すると、1 - 2%もの効率(従来法の 100 倍に相当)で Ps-に変換されて真空中

に放出される現象を発見した[2]。これによって、精密測定に資するレーザー

分光などの Ps-の新たな研究が可能となってきた。そこで、KEK IMSS 低速陽

電子実験施設で供給される短パルス状の高強度陽電子ビームとパルスレー

ザーを駆使して、Ps-のレーザー光脱離[3]や形状共鳴[4]の観測、さらには、

Ps-の光脱離を利用したエネルギー可変 Psビーム[5]を実現した。また、これら

の知見を基に、RI ベースのパルス状陽電子ビーム源を利用した高品質 Ps ビ

ーム発生装置を開発し[6]、Psや Ps-の精密分光実験[7, 8]が進展している。 

本発表では、低速陽電子実験施設の高強度陽電子ビームを利用して初め

て実現した、Ps-の光脱離分光や Ps ビーム生成技術の詳細、そして最近の進

展について報告する。 
 
 

[1] A. P. Mills, Jr., Phys. Rev. Lett. 46, 717–720 (1981). 

[2] Y. Nagashima, Phys. Rep. 545, 95–123 (2014). 

[3] K. Michishio et al., Phys. Rev. Lett. 106, 153401 (2011). 

[4] K. Michishio et al., Nature Commun. 7, 11060 (2016). 

[5] K. Michishio et al., Appl. Phys. Lett. 100, 254102 (2012). 

[6] K. Michishio et al., Rev. Sci. Inst. 90, 023305 (2019). 

[7] K. Michishio et al., Phys. Rev. Lett. 125, 063001 (2020). 

[8] Y. Nagata et al., Phys. Rev. Lett. 124, 173202 (2020). 
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パラレル （D2） | 口頭発表

（ D2） 物性
座長:中野 岳仁(茨城大学)
2022年3月8日(火) 16:15 〜 17:30  口頭発表会場4
 

 
巨大異常ホール効果を生み出す磁気八極子秩序の軟 X線磁気円二色性 
*木俣 基1 （1. Tohoku University） 

   16:15 〜    16:40   

マルチフェロイック物質 Ba2MnGe2O7における磁気異方性の非自明な温度依
存性 
 
*長谷川 舜介1、林田 翔平1、浅井 晋一郎1、松浦 直人2、Igor Zaliznyak3 （1. 東大物性研, 2. CROSS,

3. Brookhaven National Laboratory） 

   16:40 〜    17:05   

毒鉄鉱における幾何学的フラストレーションによる自発的な低次元性の観測 
*大熊 隆太郎1 （1. オックスフォード大学） 

   17:05 〜    17:30   



巨大異常ホール効果を生み出す磁気八極子秩序の 
軟 X線磁気円二色性 

Soft X-ray magnetic circular dichroism of magnetic 
octupole order producing anomalous Hall effect 

 
木俣基 

東北大学金属材料研究所 
 

 今回の発表では、反強磁性体でありながら強磁性体に匹敵する大きな異常

ホール効果を示す Mn3Sn で期待される、時間反転対称性を破る拡張磁気八

極子秩序での X 線磁気円二色性 (X-ray magnetic circular dichroism: 
XMCD)を報告する[1]。XMCD は磁性体における X 線吸収が円偏光方向に

依存することを利用した分光法であり、これまで主に強磁性体の微視的電子

状態のプローブとして用いられてきた。しかしより一般には、時間反転対称性

を破るより高次の自由度や秩序とも結合しうると期待される。今回、この仮説

の検証を目的として Mn3Sn の XMCD 測定を行った。 
 Mn3Sn は、カゴメ格子を基調とする反強磁性金属であり、Mn あたりの自発

磁化は 0.002 μB/Mn 程度と極めて小さい。その一方で異常ホール効果は Fe
などの典型的な強磁性体よりも大きいことが報告されている[2]。また可視光

の磁気カー効果でも、微小磁化では説明できない大きなカー回転角が観測さ

れている[3]。これらの結果は、Mn3Sn の異常物性が従来型の磁化ではなく、

非従来型の秩序変数に駆動されることを示唆する。実際、最近の理論研究に

よれば、カゴメ格子上の Mn 副格子をクラスターと考えることで、正味の磁化

がなくても時間反転対称性を破る「拡張磁気八極子」の強的秩序が提案され

ている[4]。 
 発表では、Mn3Sn で観測された磁化に比例しない非従来型の XMCD 信号

について報告する。また最近の理論研究でも明らかにされたように[5,6]、その

起源が拡張磁気八極子秩序を反映したものであることを紹介する。今回の結

果は放射光による高次多極子検出の新手法を実証するものであり、X 線磁気

分光のさらなる可能性の開拓に貢献すると期待される。 
 本研究の一部は KEK-PF の BL-16A で行われました。また中尾裕則先生、

雨宮健太先生をはじめ、多くの方々との共同研究です[1]。ここに深く御礼申し

上げます。 
[1] M. Kimata et al., Nature Commun. 12, 5582 (2021).  
[2] S. Nakatsuji et. al., Nature 527, 212 (2015).  
[3] T. Higo et. al, Nature Photon. 12, 73 (2018).  
[4] M.-T. Suzuki et. al, Phys. Rev. B 95, 094406 (2017).  
[5] Y. Yamasaki et al., J. Phys. Soc. Jpn. 89, 083703 (2020).  
[6] N. Sasabe et al., Phys. Rev. Lett. 126, 157402 (2021). 
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マルチフェロイック物質 Ba2MnGe2O7における 

磁気異方性の非自明な温度依存性 
Nontrivial temperature dependence of magnetic 

anisotropy in multiferroic Ba2MnGe2O7 
 

長谷川舜介 1、林田翔平 1、浅井晋一郎 1、 

松浦直人 2、Zaliznyak Igor3、益田隆嗣 1 

1東大物性研、2CROSS、3Brookhaven National Laboratory 

 

スピン由来のマルチフェロイック物質は磁性と誘電性を結ぶ物質群とし

て精力的に研究されてきた。その起源の一つはスピン依存 d-p軌道混成機

構である[1]。この機構の特徴は磁性イオンの d 軌道とリガンドの p 軌道

による混成軌道がスピン軌道相互作用によりスピン状態に依存して変調

され、電気分極を生じることであり、その大きさは軌道積分に依存する。

そのため、電気分極の温度変化がスピン依存 d-p 軌道混成機構を通して、

磁気異方性の温度依存性に影響を与える可能性がある。 

 そこで我々はマルチフェロイック物質 Ba2MnGe2O7に着目した。本物質

は S = 5/2 を持つ Mn2+イオンが ab 面内で正方格子を形成し、4 K 以下で

磁気伝播ベクトル Q = (1, 0, 1/2)で表現されるコリニア反強磁性秩序を示

す[2]。[110]方向へ磁場印加することで生じる電気分極はスピン依存 d - p

軌道混成機構によって説明される[3]。非弾性中性子散乱実験から主要な

相互作用が面内最近接 J1 = 27.8 μeV、面間最近接 J2 = 1 μeV であること

[2]、ESR実験から容易面型の単イオン異方性による 0.11 meV程度のエネ

ルギーギャップが報告されている[4]。 

低エネルギーダイナミクスにおける磁気異方性とその温度依存性を明

らかにするため、詳細な温度・磁場相図と超高分解能装置 DNA(J-PARC 

MLF BL-2)で得た非弾性中性子散乱スペクトルを調べた[5]。得られた結

果からは、スピンネマティック相互作用による容易面内の異方性ギャッ

プの温度依存性が副格子磁化の冪ではなく電気分極に比例する振る舞い

を見せた。この非自明な温度依存性は d - p 混成軌道が温度変化すること

で、スピンネマティック相互作用に対して温度依存性を引き起こしたと

考えられる。一方で、容易面型単イオン異方性による異方性ギャップは従

来の磁性体同様、副格子磁化に比例する。 

[1] T. Arima, J. Phys. Soc. Jpn. 80, 052001 (2011). [2] T. Masuda et al., Phys. 

Rev. B 81 100402(R) (2010). [3] H. Murakawa et al., Phys. Rev. B 85, 174106 

(2012). [4] Y. Iguchi et al., Phys. Rev. B 98, 064416 (2018). [5] S. Hasegawa et 

al., Phys. Rev. Res. 3, L032023 (2021). 
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毒鉄鉱における幾何学的フラストレーションによる自発的な

低次元性の観測 
 

Spontaneous dimensional reduction by geometrical 
frustration in pharmacosiderite 

 
大熊隆太郎 (オックスフォード大学) 

 
 構造の次元性は固体物性の要である。低次元的な構造は基底状態の

ゆらぎを大きくするため非自明な物性の舞台となる。一方で素励起の次元性

は必ずしも構造の次元性に由来しない。その興味深い例が幾何学的フラスト

レーションによる次元性の低下である。これはフラストレーションによってある

方向への相互作用がキャンセルされるため系の次元性が低下する現象であ

る。典型的には歪んだ三角格子反強磁性体(図 1)における一次元的スピノン
励起として観測されている[1]。多くの物質では構造の弱い歪みによって低次
元化する方向が予め決まっているという特徴があった。 
 我々は毒鉄鉱が構造の歪みを伴わないフラストレーションによる低次

元化を示すことを見出した[2]。毒鉄鉱は立方晶 P-43m に属し Fe3+の正四面
体クラスターが単純立方格子を組む反強磁性体である(図 2)。クラスター内相
互作用 J~11K と及び三次元的に配置されたクラスター間相互作用 J’~3K で
記述される。中性子非弾性散乱により低温において磁気励起が顕著な二次

元性を示す事がわかった。これは自発的な低次元性であるため磁場をかける

ことで二次元面の方向を制御できることが特徴である(図 3)。 

 
図 1. 歪んだ三角格子における次元性の低下。一次元鎖の相互作用 Jに対
して鎖間の相互作用 J’が同程度でも一次元性が保たれる。2. 毒鉄鉱の磁気
相互作用。3. 毒鉄鉱の二次元化と磁場による整列。磁場による熱伝導の制
御が期待される。 
 
[1] R. Coldea et al. Phys. Rev. Lett 86, 1335 (2001); D. Hirai et al. JPSJ 
88, 044708 (2019); K. Nawa et al. Phys. Rev. Res. 2, 043121 (2020). 
[2] R. Okuma et al, Nat. Commun. 12, 4382 (2021). 
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