
関西研だより（平成30年11月号） 

2018年11月の主な動き 

今後の主な予定 

関西研ホームページ http://www.kansai.qst.go.jp/ 
関西研ブログ http://www.kansai.qst.go.jp/kpsiblog/ 
関西研Facebook http://www.facebook.com/KPSIkouhou/ 

11月5日（月） QST理事会議開催（播磨地区）  

11月7日（水） 東京都立産業技術高等専門学校40名見学受入（木津地
区） 

11月25日（日） 次世代放射光施設シンポジウム（仙台国際センター） 

11月26日（月）～29日(木） 第8回レーザープラズマ加速・輻射に関するアジ
アサマー(紅葉）スクール＆シンポジウム（ASSS-8)（木津地区、
奈良市） 

11月27日（月） ドイツHZDR･阪大ILE･KPSI-QSTの研究会（木津地区） 

11月28日（水）～29日（木） 第2回QST国際シンポジウム開催（奈良市） 

12月1日 「量子ビーム科学研究部門」に「次世代放射光施設整備開発セン
ター」発足 

12月3日(月) 環境配慮活動講演会「電力システム改革と再生可能エネル
ギー普及は両立するか」立命館大学経済学部 島田 幸司教授 

12月4日(火) 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第2期「光・量子を活用
したSociety5.0実現化技術」公開シンポジウム2018（東京） 

12月6日～7日 レーザー応用技術産学官連携成果報告会（敦賀）  

12月7日（金） 平成30年度第2回微細構造解析プラットフォーム運営委員会
（東京） 

1月 9日（水）～11日（金） 第32回日本放射光学会年会・放射光科学合同シ
ンポジウム（福岡国際会議場） 

1月30日（水）～2月1日（金） 第18回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
（nano tech 2019）（東京ビッグサイト） 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

メッセージ 

関西光科学研究所（平成30年11月30日発行） 
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 SPring-8を運営する高輝度光科学研究センター（JASRI）主催
の第28回専用施設審査委員会が11月16日に開催され、量研専
用BL（ビームライン）に対する中間評価が行われました。 
 これはJASRI、理化学研究所と10年間の設置期間を定めた契約
を結んだ平成28年7月を起点に、3年度に亘る専用BLの運転・運
用状況、得られた成果等を評価するものです。 
 今回の審査委員会では、量研については発足後初の中間評価で
あること、量研が原子力機構からの一部分離によって発足したこと、
今も原子力機構との間で互いの専用BLにそれぞれの独自実験ス

テーションが混在していることなどを背景に、量研・原子力機構合同
で審査を受けることになりました。 
 関係者の多大な努力による準備もあって、幸い大きな問題点を指
摘されることもなく、審査結果はまだ出ていませんが、委員の先生方
には我々のミッションやビームライン運営上の工夫、新しい成果にご理
解をいただけたことと思っています。 
 ただ一つ考えさせられたのは、「ビームラインの外部利用率を決めた
根拠は？」と問われたことです。専用BLでは量研職員の研究課題だ

けを実施しているのではなく、外部の方にも定期的な課題募集、課題
審査を経て利用していただいています。 
 利用者支援が目的の文科省委託事業「ナノテクノロジープラット
フォーム」をBL運用の核の一つに据えてもおり、折しも11月30日には

そのサイトビジットが播磨地区で予定されています。量研のミッションや
独自研究の推進と外部課題の実施とは、BL利用時間の点で相反
するため、どのようにバランスを取るかは難しい問題です。 
 何よりも一つの方針を定めたら、信念を持って、ぶれずに進むことが
大事、と感じた次第です。 

【副所長 小西 啓之】 

http://www.kansai.qst.go.jp/
http://www.kansai.qst.go.jp/kpsiblog/
http://www.facebook.com/KPSIkouhou/
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 2025年国際博覧会（万博）を日本（大阪）で開くことが23日（日本時間24日未明）、パリで開かれた博覧会国際事務局（BIE）総会で決まりまし
た。 
 
 東京オリンピック（2年後の2020年）も始まっていない状況で、まだまだ先の話ですが、地元けいはんな学研都市では、パビリオンの設置を検討され
ているようです。その際には、我々関西研も立地機関の一員として、研究成果を万博で紹介できるチャンスが得られます。 
 
 今回の万博は「いのち」に焦点を絞った万博になりそうです。 
 今から7年後の関西研の状況は判りませんが、現在関西研発の成果である、QOL（Quality of Life）を高める血糖値測定技術や、「命や社会を

守る」トンネル検査技術は、社会実装が進み、日々の生活に浸透して、万博で展示するような「未来の技術」のフェーズをはるかに越えているかもしれ
ません。 
 
 一方で、レーザー加速による重粒子線がん治療装置の小型化（量子メスの実現）は、この万博が丁度良い目標になるような気がします。 
 量研では、来年度から生命科学に係る研究領域を立上げます。生命科学、そしてその延長の一つである医療技術は、世の中の多くの方々が興味
がある分野です。 
 
 関西研木津地区は、来年度からレーザー科学、光科学の拠点になりますが、最先端のレーザー技術は、現在の科学技術のほぼ全ての基盤となる
重要な研究分野です。当然、生命科学・医療技術の分野からもレーザーには多くの期待が寄せられています。 
 
 関西研のレーザー研究においても、生命科学や「いのち」に関連する光の応用について思いを巡らせ、7年後の万博で最先端のレーザー技術ととも
に、「いのち」に密接に関係する光の応用も展示できればと思います。 

7年後の2025年万博 大阪で開催 

テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」 

イベント紹介 

トンネル欠陥検査の高速化 
手のひらサイズの非侵襲血糖値センサーの開発 「量子メス」の開発 

【関西光科学研究所長 河内 哲哉】 
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 １１月９日（金）から１１日（日）に日本科学未来館およびテレコムセンタービルにおいて国

立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）の主催により、標記イベントが開催されました。

日本全国から、JST関係の研究者、研究機関、中高校生や大学生などが70ものブースを

出展し、来場者数4千人を超える科学・技術系の大展示会です。 

 量研からは、広報課、放医研、核融合部門から3ブースを出展しました。広報課ブースで

は、本年4月に文科省から刊行されたポスター「一家に1枚量子ビームの図鑑」を題材に、『

不思議だけどおもしろい！量子ビームのワンダーランド』が繰り広げられました。また、3ブース

合同のスタンプラリー「ふぉとんくんをさがせ」も行いました。 

 ちょっと身近でない感じがするリョウシも広報課にかかると、リョウシ（量子? 漁師?）釣りゲー

ム、巨大ポスターの前で量子の発見者になって記念写真、霧箱、CDを使った分光器の工

作教室などなど、なんだか楽しくおもしろそうに大変身！関西研からも2名のスタッフが「量子

ビームって何だ?ミニ講演会」の講師として参加し、播磨弁を交えて身近なリョウシを伝えまし

た。ポップで楽しいポスターに誘われて、大人から子供まで多くの方に足を止めていただきま

した。初歩的なことから専門的なことまでいろいろな質問が飛び交い、ブースは常に大盛

況でした。 

 子供会のイベントなどへの、ゲームの貸し出し、ミニ講演会の講師の派遣、工作の実施方

法などについては、お気軽に広報課(info@qst.go.jp)にお問い合わせください。 

【量子ビーム科学研究部門 研究企画室（播磨） 官野 明子、 放射光科学研究センター 上席研究員 安居院 あかね】 

イベント紹介 

サイエンスアゴラ2018 



関西研だより（平成30年11月号） 

放射光科学 

エネルギー幅可変核モノクロメーターの開発 

アンジュレーターを光源とした準単色放射光はブラッグ反射を利用した二結晶分光器（モノクロメーター）で単色化されます（図1のSi(111)

ペア）。BL11XUでは、その後段にチャンネルカットモノクロメーター（図1のSi(511)/Si(975)）を設置してmeVオーダーに単色化します。今回、その

後段に温度と外場（高周波磁場）を制御した57FeBO3（333）結晶を設置して、そこで起こる核ブラッグ反射を利用することで、neV～μｅＶ領域

においてエネルギーバンド幅が可変の超単色Ｘ線を放射光から発生できる装置を世界に先駆けて開発しました。 

この研究は京都大学複合原子力科学研究所、および、高輝度光科学研究センターと共同で行なわれました。 

 

本装置で結晶温度と高周波磁場の強度を調節すると、μeV-neV領域で超単色放射光のエネルギー幅を制御できます。バンド幅をneV

からμｅＶに変化させると1桁以上もビーム強度が大きくなるため、放射光メスバウアー分光法の高度化のみならず、超高分解能X線非弾性

散乱法によるソフトマター等のダイナミクス研究にも新たな道を拓くことができます。 

【放射光科学研究センター 磁性科学研究グループ 上席研究員 三井 隆也】 

図1 バンド幅可変核分光器の光学系（左）とバンド幅の温度及び高周波磁場に対する依存性（右） 図2 BL11XUに設置した核モノクロメーター 
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放射光科学 
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次世代放射光施設シンポジウム 

次世代放射光施設青葉山建設が始動 
－次世代イノベーションを拓く放射光施設の実現に向けてー 

11月25日（日）に仙台国際センターにおいて国立研究開発法人量子科学技

術研究開発機構（量研）と一般財団法人光科学イノベーションセンター（財団）の

主催、宮城県、仙台市、国立大学法人東北大学、（一社）東北経済連合会の

共催、文部科学省、（一社）日本経済団体連合会、日本放射光学会、日本加

速器学会の後援で、標記シンポジウムが開催されました。 

次世代放射光施設の大きな特長のひとつとして 「官民地域パートナーシップ」

によるプロジェクトの推進という点が挙げられます。本年1月に次世代放射光施設

の具体化等を進める「整備・運用の検討を進める国の主体」として量研が指名さ

れ、7月には財団を代表機関とし、財団、宮城県、仙台市、東北大学、及び東北

経済連合会が地域及び産業界のパートナーとして選定されました。 

9月12日には量研と財団との間で「次世代放射光施設（軟X線向け高輝度３

GeV級放射光源）の整備・運用等に係る詳細の具体化に関する連携協力協定」

が締結されました。量研側の担当部署である高輝度放射光源推進準備室（12

月1日より次世代放射光施設整備開発センターに改組予定）を中心に、パートナ

ーとの連携協力のもと、東北大学のキャンパス内での建設に向けた種々の検討

が開始されています。 

本シンポジウムでは、平野量研理事長、高田財団理事長による主催者挨拶、

川端宮城県副知事、郡仙台市長、大野東北大学総長、海輪東北経済連合

会会長による共催者挨拶、白須賀文科大臣政務官、小杉日本放射光学会会

長の来賓挨拶に続き、「官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設とは

」、「次世代放射光施設の準備状況」、「次世代放射光施設への期待」の３つを

テーマとした計10件の講演が行われ、300名を超える多くの参加者が集まりました。

放射光を専門とする播磨地区からもスタッフが聴講のため参加し、地域および産

業界の次世代放射光への大きな期待を実感することができました。 

Webサイト：https://www.3gev.qst.go.jp/symposium.html 【放射光科学研究センター長 片山 芳則】 

https://www.3gev.qst.go.jp/symposium.html
https://www.3gev.qst.go.jp/symposium.html
https://www.3gev.qst.go.jp/symposium.html
https://www.3gev.qst.go.jp/symposium.html
https://www.3gev.qst.go.jp/symposium.html
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https://www.3gev.qst.go.jp/symposium.html
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イベント報告 

第2回QST国際シンポジウム 

会期：平成30年11月28日（水曜日）、29日（木曜日） 
会場：奈良春日野国際フォーラム”甍” 
大会長：平野 俊夫（量子科学技術研究開発機構 理事長） 

 第2回QST国際シンポジウムは、「高強度レーザーが切り拓く新たな光・量子科学技術」をテーマに量子ビーム科学研究部門が主体となり開催され、
251名の参加者が集いました。 
 先進レーザー技術を柱とする光・量子技術は、Society5.0における新たな価値創出のコアとなる強みを有する基盤技術の一つと位置付けられていま
す。世界的にも、1 PWクラスの高強度レーザーの運用が始まりつつあるとともに、EUが進めるELIプロジェクト等による10PWクラスの超高強度レーザーの
建設も開始され、精力的な研究開発が進展しています。このような背景の下、高強度レーザー開発とその応用に関わる幅広い研究分野で活躍して
いる国内外の研究者を招待し、高強度レーザーが切り拓く光・量子科学技術の最先端研究に係るQST国際シンポジウムを開催したことで、 世界の
潮流をとらえるとともに、QSTのプレゼンスを高めることができました。 

6 【量子ビーム科学研究部門 研究企画室(木津） 織茂 聡】 

主催：国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 
共催：大阪大学レーザー科学研究所 
後援：文部科学省、日本物理学会、レーザー学会、プラズマ・核融合学会 

http://www.kansai.qst.go.jp/qst2018/ 

http://www.kansai.qst.go.jp/qst2018/
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イベント報告 

第8回レーザープラズマ加速・輻射に関するアジアサマースクール＆シンポジウム （木津地区、奈良市） 
The 8th Asian Summer (Momiji) School & Symposium on Laser Plasma Acceleration and Radiation (ASSS-8) 
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校長：河内哲哉（関西光科学研究所長）  

日程：2018年11月26日（月）～29日(木）  

場所：関西光科学研究所木津地区（スクール：26.27日）、奈良春日野国際フォーラム甍（シンポジウム：28.29日）  

主催：関西光科学研究所、アジア高強度レーザーネットワーク 

 今回、ASSSは51名(講師10名含む。中国、韓国、ネパール、日本、スペイン、イギリス、ロシア、チェコ、ドイツ、米

国）の参加者での開催となりました。 スクールの2日間は朝9時～夕方までの講義、1日目夜には歓迎会を行いま

した。 3日目、4日目は第2回QST国際シンポジウムと合同で行いました。 http://www.kansai.qst.go.jp/ASSS-8/ 

 【関西研がASSSのホストを務めるのはASSS-6（2013年）に続いて二回目となります。】 

【量子ビーム科学研究部門 研究企画室(木津） 織茂聡】 

歓迎会の様子（11月26日） 
関西研（木津地区）カフェテリアにて 

スクールの様子（11月27日） 
関西研（木津地区）多目的ホール 

http://www.kansai.qst.go.jp/ASSS-8/
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ドイツHZDR･阪大ILE･KPSI-QSTの研究会 
（木津地区） 

11月27日（火曜日）  

8 

 昨年2017年12月に結ばれたドイツHZDRとQST関西研、阪大レーザー研の3者の国際連携協定に基づき第2回の研究ワークショップが、関西

研木津地区にて開かれました。最近の成果などを全体会議で報告がなされた後、レーザー研究、イオン加速研究、電子加速研究など、各グループ

に分かれ昨年からこれまでに議論されてきた共同研究内容についての報告されました。 
 また、それぞれの報告を踏まえ、今後の連携研究の進め方等をグループ単位に分かれて議論しました。夜には、奈良市内において和食スタイルの

懇親会が開かれ親睦を深めました。 
 【HZDR： Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf  ヘルムホルツ研究機構（ドイツ）】 
 【ILE： Institute of Laser Engineering  レーザー科学研究所（大阪大学）】 

個別グループでの打ちあわせの様子 
（イオン加速グループ） 

ワークショップ集合写真 
【光量子科学研究部 高強度レーザー科学研究グループ 上席研究員 榊 泰直】 

光量子科学 
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ハロウィンの翌日から、館内の飾りはすっかりクリスマス♪週末の工作ももちろんク
リスマス仕様となりましたが、中でも23日（金･祝）の「クリスマスレジン」には冷え込
む朝から列ができ、開館20分後には午後の工作分まで満席に♬ 
 
秋は周辺各地で様々なイベントが催されていますが、リピーターの皆様、そしてニュ
ーカマーの皆様にも当館のイベントをしっかりチェックしていただいているようです 
 
小学校や児童会、福祉施設などの団体様にも多くご利用いただいた11月☆ 
外の冷たい空気もなんのその、子どもたちは「あっつー！」と上着を脱ぎ、館の中
でも外でも笑って遊んで怒られて（!?）、最後は「ありがとーございましたー‼」 
と、めいっぱい楽しんだ笑顔を見せてくれたのでした 

☆○o。クリスマス親子工作イベント1st開催しました☆.。.:*・゜ 

クリスマススコープ スライムＢ 
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クリスマスショット クリスマスプラバン 

プラバンミニ パタパタエンジェル ミニミニスコープ クリスマスレジン 

http://www.kansai.qst.go.jp/kids-photon/


関西研だより（平成30年11月号） 

ギャラリー 

 ゲノムDNAを収納する染色体はヌクレオソーム（ヒストンタンパク質とDNA
の複合体）を基本構造にもちます。本研究では、ゲノムDNAの遺伝子発
現メカニズムを原子レベルで理解することを目的とし、量研機構で開発
した生体高分子の並列分子動力学シミュレーションプログラムSCUBAを
HPCIのもつスーパーコンピュータで大規模実行することで、ヌクレオソーム
同士の配向関係を網羅的に探索することに成功しました。 
 その結果、染色体構造の多型が、ヒストンタンパク質H4テールがヌクレ
オソーム配向多様性を生成することに由来することを明らかにしました。 
 本受賞では、計算科学上のみならず、生命科学上の意義もあり、将
来の発展も期待できることが評価されました。 
 今回の受賞は、研究所の方々との議論・協力の上に成り立つ成果
です。これからも、周囲の方々への感謝を忘れず、研究活動に邁進し
たいと思います。 

表彰 

HPCI成果報告会プログラム委員会の課題表彰 
（平成30年11月2日） 

量子生命科学研究部 
生体分子シミュレーショングループ 石田 恒上席研究員 

 ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)は、「京」と全国
の大学や研究機関に設置されたスーパーコンピュータやストレージを高速
ネットワーク（SINET5）で結び、多様なユーザニーズに応える革新的な共
用計算環境基盤です。 

 「固体飛跡検出器CR-39を用いた水素クラスターのクーロン爆発で加速される
MeV級陽子線の計測」という発表題目でポスター発表を行い、放射線分科会
学生ポスター賞を頂きました。 
 直径がマイクロメートル程度の大きさの水素クラスターに高強度レーザーを集光
すると、クーロン爆発によりメガ電子ボルト（MeV）の陽子が加速されます。本研究
では加速される陽子のエネルギーと、水素クラスターの大きさの関係について解
析することを目的としました。 
 水素クラスターの大きさは、クラスター発生装置のノズル温度に応じて変化し、
ノズル温度が低いほど、大きなクラスターが生成することが分かっています。実験
では、ノズル温度が25 K、50 K、100 Kのときに生成される水素クラスターそれぞれ
に対して、関西研の高強度レーザーJ-KAREN-Pのレーザー光を集光強度1020 
W/cm2で集光し、このときクーロン爆発によって加速された陽子線のエネルギース
ペクトルを固体飛跡検出器CR-39を用いて計測しました。その結果、ノズルの温
度が25 Kのときに加速エネルギーが最も高く約12MeVに達し、エネルギーごとの
陽子線の数も多いことが分かりました。 
 関西光科学研究所で行っている研究成果について高い評価を受けたことを大
変うれしく思っています。今回の受賞を励みにして、今後も研究活動に取り組んで
いきたいです。 

表彰 

放射線分科会学生ポスター賞 
第79回応用物理学会秋季学術講演会 

（平成30年9月18日～21日） 
光量子科学研究部  
先端レーザー技術開発グループ 森井厚作実習生 
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関西研だより（平成30年11月号） 

写真 

ギャラリー 

 平成30年秋の叙勲において、元関西研所長の加藤義章先生が
「瑞宝中綬章」を受章されました。 
 加藤先生は、大阪大学の教授から日本原子力研究所（現原子
力機構）に移られ、関西研の第三代所長（平成13年4月～平成14
年9月）、初代量子ビーム部門長、原研及び原子力機構理事、原
子力機構退官後は光産業創成大学院大学学長等を歴任され、
現在はQST理事長アドバイザーを務めておられます。 
 先生の今回の受章をこころよりお祝い申し上げます。 

加藤義章先生 瑞宝中綬章 受章 

写真 

 木津川市の第12回ミックステニス大
会（11月18日、木津川台運動公園）に
木津川市登録クラブのテニス仲間とペ
アを組んで参戦し、3位に入賞しました。 
 25ペア(50名)が参加し、予選リーグ2
試合と決勝トーナメント3試合の計5試合
を戦い、足をつりながらのハードな一日
となりました。 
 準決勝では、優勝したペアと対戦し4-
6と後一歩及ばず悔しい結果になりまし
た。2年前の4位から一つ順位が上がり
ましたので次回は優勝目指して頑張りま
す。 

木津川市の第12回ミックステニス大会で入賞 

３位入賞の飯田・黒住ペア 【管理部工務課 飯田 晃一】 
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歴代所長懇談会(2016年12月）の写真 

「関西光科学研究所の歩み 23年
の軌跡」が9月に刊行されました。以
下のURLから見ることができます。 

https://repo.qst.go.jp/?action=repositor
y_uri&item_id=36904 

関西光科学研究所の歩み 

報告書名：関西光科学研究所のあゆみ  
       23年の軌跡 
編者・著者：関西光科学研究所 
出版年月日：2018-09 
ページ数：193 
レポート番号：QST-M-13 

木津地区の研究棟中庭の紅葉（11/28 撮影:土田昇） 

https://repo.qst.go.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=36904&item_no=1&page_id=13&block_id=8
https://repo.qst.go.jp/?action=repository_uri&item_id=36904
https://repo.qst.go.jp/?action=repository_uri&item_id=36904


関西研だより（平成30年11月号） 

編集後記：リフレッシュ休暇を利用して、上海経由で中国内陸部（成都、重慶）を訪ねてきました。中国３千年
の歴史を物語る遺跡発掘などがすすめられ、博物館なども充実しています。写真撮影可なのでお気に入りの
仏像などの写真をいっぱい撮ってきました。重慶はIT産業の拠点基地として再開発を進めているようです。多少
のひずみも抱えながらでしょうが、若者は大都市に集まり活気にあふれている印象を受けました。（つ） 

ギャラリー 

上海博物館の仏様（11/6） 

本場四川の麻婆豆腐 
（辛いけど旨い）(11/2) 成都金沙遺跡博物館の金面（11/1） 

重慶の「大足石刻」遺跡(11/3) 

全長31mの「釈迦涅槃像」 背後から1007本の手が伸びる
「千手観音像」 

重慶小麺（ラーメン）(11/5) 
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成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地(11/1) 

重慶火鍋(11/4) 

重慶中国三峡博物館の
茶碗(11/4) 上海博物館の茶碗（11/6） 

【撮影：研究企画室 土田 昇】 

https://www.shanghaimuseum.net/museum/frontend/
http://www.jinshasitemuseum.com/
http://www.jinshasitemuseum.com/
http://www.panda.org.cn/jp/
http://www.panda.org.cn/jp/
https://www.shanghaimuseum.net/museum/frontend/
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