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はじめに 

 

独立行政法人理化学研究所（以下「理研」という。）が平成 22年度完成を目指して整備する X線自由
電子レーザーは、ライフサイエンス分野やナノテクノロジー・材料分野をはじめとする幅広い科学技術

分野において、基礎研究から産業や国民の生活の向上に役立つ革新的な成果を諸外国に先駆けて創出す

ることが期待される研究基盤です。Ｘ線自由電子レーザー利用推進研究は、Ｘ線自由電子レーザーの完

成後、直ちに本格的な利用研究を推進し、革新的な成果を多数創出するために、利用研究を実施する際

に想定される様々な問題点の解決に向けた研究開発を行う委託事業です。 
本事業において、利用推進研究課題の提案を希望される方は、本募集要項の内容をお読みいただき、

必要な書類を作成の上、ご提出下さい。 

本募集要項や提案書類の様式は、文部科学省のホームページ（http://www.mext.go.jp）及び独立行

政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）のホームページ（http://www.jst.go.jp）において公開されます。 
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１．目的 

X線自由電子レーザー（以下「XFEL」という。）は幅広い科学技術分野において、基礎研究から産業
や国民の生活の構造に役立つ応用開発まで、革新的な成果を諸外国に先駆けて創出することが期待され

る研究基盤であることから、利用研究を実施する際に想定される様々な問題点の解決に向けた研究開発

（以下「利用推進研究」という。）を、装置の整備と並行して進めることによって、その完成後、直ち

に本格的な利用研究を実施し、革新的な成果を多数創出することを目指します。 
 
２．Ｘ線自由電子レーザー利用推進研究課題の提案について 

Ｘ線自由電子レーザー利用推進研究は、XFEL 完成後 直ちに実施する利用研究としてどのようなも
のが適当かを想定した上で、その利用研究を実施するために必要となる技術等の研究開発を行うもので

す。このため、Ｘ線自由電子レーザー利用推進研究課題の提案にあたっては、①利用推進研究によって

実現しようとする利用研究の内容及び当該利用研究による波及効果を示し、②当該利用研究を実現する

ための技術的な問題を明らかにしたうえで、③そのための利用推進研究の計画、目標、内容等を具体的

に示して頂く必要があります。 
ここで、Ｘ線自由電子レーザー利用推進研究課 
題例として、その内容によって多くの利用研究に 
共通する技術開発（共通基盤技術開発）と、個々 
の利用研究に特異的な技術開発（個別研究開発） 
とに大別して例示します。ただし、これらの整理 
は、提案者が研究計画を考案する際の参考です。 
 
①共通基盤技術開発 
共通基盤技術開発の具体的な例を別紙 2-1 に示しますが、これ以外にも、優れた提案については積極

的に受け入れることとします。なお、共通基盤技術開発の実施にあたっては、多くの場合、XFEL の施設側

である理研の協力が必要となることが考えられます。 
②個別研究開発 
具体的な利用研究課題と、それを実現するために必要となる個別研究開発課題の例を別紙 2-2 に示し

ます。これ以外にも、XFEL の利用研究には極めて幅広い可能性があることから、優れた提案については、

柔軟に受け入れることとします。 
 
３．公募の対象 

公募の対象は、利用推進研究課題とします。研究開発の実施体制については、研究代表者がチームを

組んで研究開発を行うチーム型研究と、個人研究者が研究開発を行う個人型研究に分類されます。 
また、研究代表者の条件としては、研究開発の中心的な役割を担い、イニシアティブを発揮していく

ために、卓越した研究能力だけでなく研究開発プロジェクトの統括経験を有していることが望まれます。

さらに、研究開発期間中、日本国内に居住し、外国出張その他の理由により、長期（連続３か月以上）

にわたってその責任を果たさなくなること等の事情がない者である必要があります。 
 
４．選定方法等 

（１）選定方法 

選定に係る審査は、X線自由電子レーザー利用推進協議会（以下「XFEL利用推進協議会」とい
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う（別紙３参照）。）の中の、利用推進研究課題 選考・評価プロジェクトチーム（以下「選考・評

価 PT」という。）において、以下の２段階審査を行った上で研究開発課題を採択します。 
なお、選考の経過は通知いたしませんし、お問い合わせにも応じられません。 

   ①第１次審査（書類選考） 
選考・評価 PTにおいて、提出された提案書類にて書類選考を実施します。提案された研究内
容によっては、提案された研究計画を統合するなどの調整により、こちらから新しい研究計画

（案）を提示することもあります。 
 

②第２次審査（面接選考） 
第１次審査を通過した提案について、選考・評価 PTにより面接選考を実施します。なお、面
接の日時、場所等は事務連絡担当者を通じて通知します。面接に出席しなかった場合は、辞退

と見なされます。 
 

 （２）審査項目及び審査基準 

選定に係る審査項目及び審査基準は、以下のとおりです。なお、これらは共通基盤技術開発と個

別研究開発ともに共通の審査項目及び審査基準です。                          

①研究開発の内容 
・Ｘ線自由電子レーザー利用推進研究課題の目的に合致していること。 
・研究代表者は、研究遂行のための研究実績と、研究チーム全体（チーム型研究の場合）につ

いて責任能力を有していること。 
②研究開発の独創性、優位性 
・研究開発の内容、手法等に独創性があり、世界的に最高水準を目指すものであること。 
・諸外国における他の自由電子レーザー利用研究と比較して、優位性が認められること。 
③研究開発の実施体制 
・最適な研究実施体制であること。 
・SPring-8やＸＦＥＬのプロトタイプ機などを活用する際には、その技術的可能性が十分に検
討されていること。 

④研究開発計画の適正性 
・目標の達成に向けた研究開発計画が、具体的かつ明確に定められていること。 

 ⑤技術的な波及効果 
・研究実施により技術的な波及効果が見込まれ、限られた研究開発投資額に対して、最大の効

果を得ること。 
 
 （３）重複提案の制限・過度の集中の排除 

本事業における重複提案の制限及び過度の集中の排除については、以下のとおりです。 
提案を希望する研究代表者及び研究参画者が、次のいずれかに該当する場合は、審査の対象から 

除外され、採択の決定が取り消されることがあります。 
 

①同一の課題名又は内容で、既に文部科学省又は他府省の研究助成制度等（科学研究費補助金、

戦略的創造研究推進事業等、各府省の競争的資金制度等）による委託を受けている場合、又は

採択が決定している場合 
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なお、申請段階（採択が決定していない段階）において他の研究助成制度等へ提案すること

を制限するものではありませんが、その採否の結果については、判明次第、提案書類の提出先

に報告してください。他制度への採択結果によっては、提案課題が審査の対象から除外される

こと等もありますのでご留意ください。また、他制度の採否について虚偽の申告があった場合、

採択を取り消すことがあります。 
②同一の研究者が、研究代表者として２件以上提案している場合 
なお、以下のケースは差支えありませんが、採択の際に調整させていただくことがあります。 
・同一の研究者が、研究参画者として２件以上提案されている。 
・研究代表者として提案している研究者が、他の提案の研究参画者となっている。 

 
これらの他に、既に国または独立行政法人の競争的資金制度等を活用して実施している研究等と

は内容が異なる提案課題の研究代表者または研究開発の実施者となる場合は、上記の重複提案の制

限の対象とはなりませんが、審査においてエフォート等を考慮することとなりますので、ご留意下

さい。 
このため、提案書類の「研究者データ」については、記載漏れ等がないよう十分確認して下さい。

加えて、提案書類の提出後に、他の制度に申請を行った場合、あるいは、他の制度における採否の

結果が判明した場合等、記載内容に変更が生じた場合は、遅滞なく提案書類の提出先に報告して下

さい。他制度の採否について虚偽の報告があった場合、採択を取り消すことがありますので、あら

かじめご了承願います。 
なお、提案内容のうち、上記のような不合理な重複または過度の集中の排除のための調査に必要

な範囲において国または独立行政法人の研究助成制度等の担当者に情報提供を行うことがありま

すので、あらかじめご了承下さい。また、他の研究助成制度等（独立行政法人の事業を含む。）に

おいて上記と同趣旨の重複申請等に係る調査が行われる場合、必要に応じて、提案内容のうち必要

な範囲において当該制度の担当者に情報提供を行うこともありますので、こちらもあらかじめご了

承下さい。 
 

※エフォート：年間全仕事時間を 100%とした際の当該研究に割く時間配分率 
 
（４）所属機関の同意 

所属機関へ確認の必要のある内容は、以下のとおりです。 
 

研究代表者及び全研究参画者は、研究開発の開始までに以下について、それぞれの所属機関の同

意（所属機関の長又は権限委任された人の同意）を得ておく必要があります。 
 

①この制度による研究開発を、当該所属機関の業務の一部として行うこと。 
②この制度による研究開発を実施する際、当該所属機関の施設及び設備を使用すること。 
③この制度による研究開発の実施に際し、当該所属機関が経理事務等を行うこと。 

 
なお、研究代表者と所属機関の異なる研究参画者は、応募時には、提案の提出について所属機関

の同意を受けておく必要があります。 
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 （５）研究費の不正な使用等を行った研究者に対する申請等資格の制限 

本事業の実施に際して、研究費の不正な使用等（偽りその他不正の手段による研究費の受給を含

む。以下「不正使用等」という。）を行い、受託額の全部又は一部の返還が請求された研究者（本

事業の業務に係る当該研究者の管理に関して直接の責任を有する者を含む。）については、その旨

を公表するとともに、以下のとおり、一定期間、本事業への申請及び参加を認めないこととします。 
 

不正使用等の内容 申請及び参加が制限される期間 

単純な事務処理の誤り なし 
不正使用（本事業による業務以外の用途への

使用がない場合） 
２年 

不正使用（本事業による業務以外への用途へ

の使用がある場合） 
＜例＞ 
・本事業による業務に関連する研究等の遂行

に使用 
・本事業による業務とは直接関係のない研究

等の用途に使用 
・研究等に関連しない用途に使用 
・虚偽の請求に基づく行為により現金を支出 
・個人の利益を得るための私的流用 

２～５年 
（具体的期間は、程度に応じて個々に判断される） 
 
 
（２年） 
 
（３年） 
（４年） 
（４年） 
（５年） 

不正な行為による受給 
＜例＞ 
・提案書類における虚偽申告 

５年 

 
 （６）「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン（実施基準）」に基づく措置 

研究費の不正使用防止に関する研究機関の取組については、「研究機関における公的研究費の管

理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成１９年２月１５日 文部科学大臣決定）に基づき、

管理・監査体制の整備、及びその実施状況の報告等を実施していただくとともに、体制整備等の状

況に関する現地調査が行われる場合は当該調査にご協力いただくこととなりますのでご留意くださ

い。 
 
５．研究開発の実施 

（１）実施予定額 

①平成１９年度募集課題の実施予定額については、約２．３億円を予定しています。初年度の１

課題あたりの上限は５千万円程度を予定しています（いずれも一般管理費を含む）。ただし、

詳細は、契約締結時に調整させていただきます。また、２年目については未定ですが、初年度

と同等の上限を前提に研究計画を立ててください。 
②経費については、以下の費用を負担することとします。但し、設備費、人件費、運営費につい

ては、本事業に直接係るもののみとし、管理的性格の経費については、一般管理費（国の機関

の場合は事業管理費とする。）で手当てします。 
・設備費 
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 機械装置：機械装置の購入、製造又は改良並びにその据付等に要する費用 
 工具器具備品：工具器具備品の購入、製造又は改良並びにその据付等に要する費用 
 装置試作：試作する機械装置に要する費用 
・人件費 
 研究職員：受託業務に直接的に従事する受託者の常勤職員（或いは、常勤に準じる職員）

の給与等 
 研究補助者：受託事業のために雇用する非常勤職員の賃金等 
 人件費付帯経費：社会保険事業主負担分等 
・運営費 
 消耗品、旅費、修理修繕費、雑役務費（借損料を含む）、光熱水料（分別経理可能なもの、

或いは、支出根拠を明確に示すことが可能なものに限る） 
 その他：諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷製本費、消費税相当額等 
・一般管理費：本事業の実施に関連して間接的に必要となる管理的経費等 
 設備費、人件費、運営費等の直接経費の１０％ 

 

（２）実施期間 

始期は契約が締結された日とし、終期は平成２２年度末（平成２３年３月）とします。 
ただし、終期到来前に選考・評価 PTによる評価を行い、実施期間後も利用推進研究が必要と認
められた場合には後年度への継続が可能です。 

 
（３）契約形態 

文部科学省と実施機関・組織との間において、毎年度委託契約を締結します。 
 
（４）評価等 

利用推進研究の評価は、選考・評価 PTが行うこととします。利用推進研究の評価にあたっては、
進捗状況の把握・評価に加え、以後の研究開発の進め方について積極的な指導・勧告を行うととも

に、必要に応じて資源配分の調整など研究管理を行います。 
 
（５）課題の推進方法 

研究開発の推進にあたっては、利用推進研究がXFELの利用のために実施する研究であることを鑑み、

個別研究の集合体という形態は取らないこととします。 

利用推進研究課題の選定後は、個々の研究代表者がより緊密に各研究課題間の連絡調整、情報交

換、研究進捗状況の確認等を行うとともに、研究資源を提供する理研との調整を行う必要性などから、研

究代表者は利用推進方針策定 PT の委員となり、自らの研究課題も含め一体となって協議し研究開発を

進めていくこととします。また、XFEL の利用促進を図る観点から、独自に自己資金や競争的資金を確保

して利用推進研究を実施しようとする者も、本利用推進協議会の同意を得て、利用推進方針策定 PT の

一員となり、本利用推進協議会に協力研究グループとして参加することができることとします。 

なお、利用推進研究の実施にあたっては、必要に応じて、理研が所有する SPring-8 ビームライン

（BL19LXU［長尺アンジュレーター］及び BL29XU［コヒーレント X 線］）のビームタイムの一部、FEL プロト

タイプのビームタイムの一部を利用して行うことができることとし、これらを利用する際には、理研と共同研

究契約を締結することとします。 
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（６）申請内容に関する秘密の厳守 

申請書類は、申請者の利益の維持、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」

その他の観点から、審査以外の目的に使用しません。申請内容に関する秘密事項は厳守いたしま

す。 
 
 （７）その他 

   利用推進研究の実施に際しては、「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局 委託契

約事務処理要領（平成１９年２月）」に基づく所定の手続きを行うものとします。 
 
６．特定課題調査 

応募された研究提案のうち、比較的予算をかけることなく、短期間に研究データの補完等を行うこと

ができ、それにより次年度以降に応募された場合に評価を的確に行うことが期待される場合には、採択

課題とは別に、特定課題調査を研究提案者に依頼することがあります。 
特定課題調査は、次年度に再応募することを条件として、応募内容に関する調査を６ヶ月程度行うも

のです。ただし、次年度の応募の際には、他の研究提案と同様に選考を行うこととし、優先的な取り扱

いはありません。 
 なお、特定課題調査に直接応募することは出来ません。 
 
７．提案書類の作成・提出方法 

（１）提案書類の様式 
①提出書類チェックシート及び提案書類の様式が準備されていますので、提案に応じて選択し、

日本語で提案書類を作成して下さい。 
②提案書類の様式は、文部科学省のホームページ（http://www.mext.go.jp）及び独立行政法人科
学技術振興機構（ＪＳＴ）のホームページ（http://www.jst.go.jp）からダウンロードすること
ができます。但し、ファイルの形式は、Word2002、PDFとなっています。 

③全てＡ４版とし、正確を期すため、ワープロ等判読しやすいもので作成、記述して下さい。 
④提案書類には通し番号（表紙から１／○とし、以降２／○、３／○とする通しページ、○には

総ページ数を記入）を右下に必ず打って下さい。ただし、チェックシートは除きます。 
⑤提案書類については、それぞれ左肩をクリップ止め（ホッチキスでは留めないで下さい）にし

て、２部（正本１部、副本１部）提出願います。なお、その際に両面印刷及び両面コピーは認

められません。 
⑥ページ数に制限のないものについても、できるだけ簡潔かつ明瞭にお願いします。 
⑦カラーで作成いただいても構いませんが、審査等の際には白黒コピーで対応いたしますので予

めご了承願います。 
 
（２）提出書類 
①以下の書類を提出して下さい。 
・提出資料チェックシート １枚 
・提案書類  電子メールによる場合は１部、送付（郵便、宅配便等）・持参の場合は２部（正本
１部、副本１部） 
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⇒それぞれ左肩をクリップ止め（ホッチキスでは留めないで下さい。） 
②提出書類に不備がある場合、審査対象となりませんので、ご注意下さい。 
③一度書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一切お断りいたします。 

    （ただし、第一次審査後の計画の再提出は除きます。[４．選定方法等（１）参照]） 
④提案書類は返却いたしません。 
⑤提案書類については、利用推進研究課題等の選定に関する資料として利用します。応募の内容

に関する秘密は厳守いたします。 
⑥提案は、研究代表者が行って下さい。また、参加する全ての機関・組織の了承を取った上で御

提出願います。 
⑦生命倫理及び安全の確保に関し、研究代表者が所属する機関の長等の承認・届出・確認等が必

要な開発については、必ず所定の手続きを行っておく必要があります。なお、以上を怠った場

合又は国の法令・指針等（文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htmを参照）に適合しない場合には、選
考の対象から除外され、採択の決定が取り消されることがありますので注意してください。 
⑧開発計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする開発又は調査を含む場合

には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず申請前に適切な対応を行っておいてくださ

い。 
 
（３）提出方法 
①提出書類の提出は１課題１回で、提出方法は以下の３通りのいずれかとします。 
◇電子メール 
・提案１課題につき送信１回で送付して下さい。 
・送信メールの題目（Subject）は、利用推進研究課題名（の一部）を付けて下さい。 
・添付ファイル名は、利用推進研究課題名（の一部）を付けて下さい。 
・罫線等のズレを防ぐため、必ず PDF形式のファイルで送信して下さい。 
・募集締切後、１週間程度で受領通知を送信者に対してメールにて返信いたします。提案書

類上に記載されている事務連絡担当者の宛先ではありませんので、ご注意下さい。 
◇送付（郵便、宅配便等） 
・簡易書留、宅配便等で送付願います。 
・送付中の事故等について、当方では責任を負いかねます。 
・募集締切後、１週間程度で受領通知を提案書類上に記載されている事務連絡担当者に対し

てメールにて返信いたします。 
◇持参 
・平日１０：００～１７：００（１２：００～１３：００を除く）に持参願います。 
・募集締切後、１週間程度で受領通知を提案書類上に記載されている事務連絡担当者に対し

てメールにて返信いたします。 
・受付最終日は混雑が予想されますので、時間に余裕をもって御持参願います。なお、受付

時間終了後の受付は一切できませんので、あらかじめ御了承下さい。 
②電子メールで送信できない書類がある場合や、電子メールの容量が３メガバイトを越える場合

は、「送付」または「持参」で提出して下さい。 
③ファクシミリによる提出書類の提出は受け付けません。 
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④「電子メール」と「送付」を組み合わせるなどの、２通り以上に分けての提出はお断りいたし

ます。 
 
（４）提出締切及び提出先 
提出締切は、提出方法により以下の通りとします。 
・電子メールの場合：平成１９年３月３０日（金）（１７時までの送信記録のあるもの） 
・送付の場合 ：平成１９年３月３０日（金）（当日必着） 
・持参の場合 ：平成１９年３月３０日（金）（当日１７時まで） 
上記期限を過ぎた場合には受領できませんので、ご注意下さい。 

 
提出先は、以下のとおりです。 
〒１０２－００７３ 東京都千代田区九段北４－１－７ 九段センタービル６F 

TEL ：０３－５２１４－７９９０（直通） 
提案書類受付窓口： xfobo@jst.go.jp 

 
８．スケジュール 

公募開始から事業開始までのスケジュールは、概ね次のようになる予定です。 
 
平成１９年 
・ ２月２８日（水）   公募開始 
・ ３月３０日（金）   公募締切 
・ ４月中旬～５月上旬（予定）  審査 
・ ５月中旬（予定） 委託契約、事業開始 

 
９．問い合わせ先 

 本公募に関するご質問等については、下記にご連絡ください。 
 
＜制度に関する問い合わせ＞ 
文部科学省研究振興局基礎基盤研究課量子放射線研究推進室 担当（田崎、宮本） 
〒100-8959 東京都千代田区丸の内２－５－１  

TEL ：０３－５２５３－４１１１（代表） ０３－６７３４－４１１６（直通） 
E-mail： xfel@mext.go.jp 

 
＜書類作成・提出に関する問い合わせ＞ 
独立行政法人 科学技術振興機構  
〒１０２－００７３ 東京都千代田区九段北４－１－７ 九段センタービル６F 

TEL ：０３－５２１４－７９９０（直通） 
問い合わせ用窓口： xfask@jst.go.jp 
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（別紙 1） 

 

 

XFEL が発振する X線レーザーの仕様 *1 

 

 SASE 方式 
シーディング方式 

（暫定値） 

利用可能年度（計画） 平成 23 年度～ 平成 25 年度～ 

波 長 0.06 ～ 0.4 nm ← 

エネルギー分散 10-4 ← 

パルス幅 ＜ 100 fs ＜ 10 fs 

繰り返し数 60 Hz ← 

ピーク輝度 *2 1032 1033 

ビームサイズ（試料位置） ＞ 0.5 mmφ *3 ← 

（集 光 後） 1 nmφ *4 ← 

光子数密度 （試料位置） ～1012 photons/pulse/mm2 ← 

（集 光 後） ～1022 photons/pulse/mm2 ← 

*1 広帯域（真空紫外線～軟 X 線領域）ビームラインの仕様については、ユーザーの要求を踏

まえ別途検討 

*2 単位：photons/sec/mrad2/mm2/0.1%band width 

*3 波長依存性あり。 

*4 開発目標値。現有技術では 10nmφ。 

 

 

プロトタイプ真空紫外レーザーの仕様 

 

 SASE 方式 

波 長 60 nm (min.49nm) 

エネルギー分散 10-３ 

パルス幅 ～ 1 ps 

繰り返し数 60 Hz 

ピーク輝度 *1 ＞ 1028 

ビームサイズ（試料位置） ＞ 0.5 mmφ  

光子数密度 （試料位置） ～1012 photons/pulse/mm2 

*1 単位：photons/sec/mrad2/mm2/0.1%band width 
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SPring-8 理研ビームライン（BL２９XU,BL19LXU）の仕様 

 

 

 
BL29XU 

(ホール内) 

BL２９XU 

(1km 実験ハッチ) 

BL１９LLXU 

波 長 0.05-0.2 nm 0.05-0.2 nm 0.05-0.12 nm 

エネルギー分散 10-4 10-4 10-4 

パルス幅 ～ 40 ps ～ 40 ps ～ 40 ps 

繰り返し数 500 MHz 500 MHz 500 MHz 

ビームサイズ（試料位置） ＞ 0.5×1.0 mm2  ＞10.0×40.0 mm2 ＞ 0.5×1.0 mm2

全光子数 （試料位置） 
～3×1013 

photons/sec 

～3×1013 

photons/sec 

～1014 

photons/sec 
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（別紙 2-1） 

 

共通基盤技術開発の具体例 

 

1. ナノビーム形成技術 
X 線レーザーの様々な利用研究においては、微小領域計測と高密度光子利用の２つの観点

から、高度なX線集光技術の確立が求められており、ナノメートル領域でのX線集光を可能とす

ることが望ましい。しかしながら、非常に強力なX線自由電子レーザー光のハンドリングにあたっ

ては、光学素子の光損傷や、熱変形への対策等、解決しなければならない課題が山積している。

ここで、コヒーレント X 線が放射される X線自由電子レーザーでは、X線光学設計にあたって従

来広く用いられてきた幾何光学に基づくレイトレーシング技法を用いることができないため、新た

に波動光学に基づくシミュレーションコード開発も必要となる。 

波長の短い X 線レーザーのための光学素子製作にあたっては、波長と同程度（ナノメートル

以下）の精度での、形状制御や平坦性が確保されなければならず、製作技術の確立とともに評

価技術の確立と評価結果に基づく形状修正技術の確立が求められている。 

また、理想的な光学素子が完成したとしても、所定の性能を発揮するためには、高精度での

位置・角度制御が必要となることが予想される。このように到達した微小集光ビームを実際の応

用研究に利用していくためには、位置・角度制御のための調整機構に長時間安定性が求めら

れ、その安定性を確保するためのフィードバック機構の開発が必要となることも予想される。 

全く異なる技術開発上の観点として、X 線自由電子レーザー施設は初期の利用段階では多

様な応用研究に用いられることから、ナノビーム形成のための光学調整は高度に自動化され、

非常に短時間で調整が行いうるものであることが望ましい。たとえば、ナノビームを必要としない

応用研究を行う場合には、光学装置を素早く退避させることが可能で、再びナノビームを用いる

場合には、短時間で最良の集光状態を再現可能なシステムなどが考えられる。 

また、最終的には形成されたナノビームのビームサイズ評価やビームサイズ安定性評価のた

めの計測システムがビルトインされたナノビーム形成装置として、簡便かつ高精度を保った状態

で利用できるシステムとしてビルドアップすることも必要である。 

本課題での技術開発の具体例を挙げれば 

・ X 線ミラー材料と X線レーザーの相互作用（放射線損傷評価） 

・ 非球面ミラー製作技術 

・ X 線光学性能の波動光学理論に基づくシミュレーション技術 

・ サブナノメートル領域での表面形状評価技術 

・ 光学素子調整機構開発 

・ 光学素子調整機構安定化フィードバック技術 

・ 光学素子調整自動化技術 

・ 高機能ヒューマンインターフェイス開発 

・ 高位置再現性光学素子退避機構開発 

などが考えられる。（注：これらの例と同じでも構わない） 

 

2. コヒーレント散乱イメージング技術 
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X 線レーザーのコヒーレント X 線を、試料で散乱させて生じるコヒーレント散乱パターンから、

試料内の電子密度の実空間分布を解析するコヒーレント散乱イメージング技術は、ナノ材料イメ

ージングや生体細胞イメージング、巨大タンパク一分子解析など、広範な分野に亘る応用研究

に共通して利用される技術である。その個々の試料への適用にあたっては、試料独自のハンド

リング方法の確立が必要となり、それらは個別に開発されるべきものではあるが、任意の試料に

適用が可能な共通のイメージング技術を開発することも意義があると考えられる。 

本手法では、スペックルの少ない照明系で作成されたコヒーレントX線を試料で散乱させて計

測される散乱パターンを数学的手法で位相回復し、実空間投影像を得ることが基本となる。また

試料を回転させて得られる多数の投影像からトモグラフィ的手法で３次元再構成をおこない、３

次元像とする手法の開発も考えられる。 

本手法を X 線レーザーで実用化するためには、スペックルの少ない照明系の開発が必要で

あり、具体的には原子レベルの平滑度をもって加工された X 線スクリーン、ピンホール、スリット

の開発が不可欠となる。この開発のためには、加工法の選定のみならず材料の選定が重要とな

ると考えられる。 

また、精度の高いコヒーレント散乱パターン計測のためには真空内での計測が必須となるた

め、真空内に試料を導入し高精度位置・角度制御を行いうる計測装置の開発が不可欠となる。

ここで得られるコヒーレント散乱パターンは低散乱角から高散乱角の間で 5-10 桁の強度変化が

あるため、ダイナミックレンジの大きな二次元検出器が必要となり、その開発が望まれる。得られ

た散乱パターンに位相回復を行って実空間投影像を再構成するためには、相当量の計算を行

う必要があるが、この位相回復計算を高速に実行するためのアルゴリズム開発や、ハードウェア

的に位相回復計算を実行するための LSI 開発等を進める必要があろう。また３次元再構成も膨

大な計算量を要するため、高速アルゴリズムやハードウェア開発が必要となる。 

一方で、広ダイナミックレンジ二次元検出器が実現しない場合には、狭いダイナミックレンジ

検出器で取得可能な範囲のデータのみを用いて、高分解能実空間再構成を行うためのアルゴ

リズム開発が有効である。 

・ スペックルフリー照明系の開発 

・ 真空内高精度位置・角度調整装置の開発 

・ 広ダイナミックレンジ二次元検出器開発 

・ 高速位相回復アルゴリズムのためのソフトウェア・ハードウェア開発 

・ ３次元再構成のためのソフトウェア・ハードウェア開発 

・ 局部データのみを用いた高分解能実空間再構成アルゴリズム開発 

などが考えられる。（注：これらの例と同じでも構わない） 

 

３．その他 

①超高速同期に関連するタイミング制御技術 

フェムト秒程度の極めて短いパルス幅を持つ X線レーザーと、計測対象の状態を同期
させ、必要なタイミングでレーザー照射を行い、データを取得するための技術である。 
光源側のタイミングと、利用者側のタイミングのインターフェイスの開発が鍵であり、施設側で

光源用に開発された機器をどのように利用側にトランスファーするかが重要になる。本技術開

発においては、個別研究開発課題で必要とされる仕様が提示され、施設側と協力して整備して

いくことが必要となる。 
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②検出器技術 

極めて高輝度なX線レーザーの散乱・回折光を、高空間分解能、高時間分解能で余すところ
無く検出するための技術である。 
製作技術に関しては特に民間に高いポテンシャルがあることから、できる限り早期に個別研究

から共通部分を抽出して、民間が関与する形での開発体制を整備することが重要である。 
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（別紙 2-2） 

個別研究開発課題の具体例 

 

 

 

1. 結晶化困難タンパク質の単分子構造解析 
（概要） 

結晶化困難な巨大タンパク質分子の原子配列を、原子分解能X線イメージング手法を適用

することにより解析する。このような巨大タンパク質としては、細胞内外の物質・情報伝達を担う

膜タンパク質や、疾病の原因となるウィルスなどがあり、これらを結晶化プロセスの省略によっ

て、現在よりはるかに短い時間で解析することが可能となる。このようにして得られる構造情報

を基盤に、生命現象の原子・分子レベルでの理解を進めるとともに、病因分子に対する創薬

開発を加速する。 

本利用研究に用いられる原子分解能 X 線イメージング手法は、基本的に共通基盤技術に

挙げられたコヒーレント X 線イメージングと共通するものであるが、タンパク質試料のハンドリン

グ技術を個別に開発する必要があり、またタンパク構造解析に特有の解析技術を個別に開発

する必要がある。 

（期待される個別研究開発課題の例）  （注：これらの課題例と同じでも構わない） 

・ タンパク単分子ビーム作製技術の開発 

・ ナノポッド等のナノスケールアライナー形成とタンパク単分子配列技術の開発 

・ X 線イメージング用クライオ試料保持機構の開発 

・ タンパク単分子ビーム照射後の回折データ計測装置の開発 

・ ランダム配向単一分子散乱データからの３次元実空間再構成アルゴリズム開発 

・ ランダム配向複数分子散乱データからの３次元実空間再構成アルゴリズム開発 

 
2. セルマップの構築 
（概要） 
遺伝子発現に重要な役割を担う各種 RNA について、各種ガン細胞や細胞の生成か
ら成熟分裂過程における発現パターンを解明し、細胞成長に関する理解を深めるとと

もに、医療診断や治療に資する基礎データを構築する。 
（期待される個別研究開発課題の例）  （注：これらの課題例と同じでも構わない） 

・標識物質（生体内に大量に含まれる元素以外で比較的大きなもの、金属ナノ粒子な

ど）を有機化して RNAに結合させるプローブ標識物質技術の開発 
 

3. 細胞イメージング技術の確立 
（概要） 

X 線レーザーの散乱強度データを計算機処理することで、細胞全体を瞬時にナノメ
ートルの分解能で可視化するもの。細胞内における分子レベルでの構造・機能の直接

的な計測を可能とする。 
（期待される個別研究開発課題の例）  （注：これらの課題例と同じでも構わない） 
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・細胞試料を、機能状態で氷の薄膜に包埋したものを多数保持し、試料上の多くの場

所に順次 XFEL照射を可能とするステージの開発 
 
4. 気体吸着素子の開発 
（概要） 
ナノ細孔を持つ金属錯体が気体分子を効率良く吸着することから、金属錯体－気体

分子間の結合状態や吸着過程を解明することで、気体吸着に関わる新しい機能を持つ

材料を開発する。 
（期待される個別研究開発課題の例）  （注：これらの課題例と同じでも構わない） 

・超高速同期に関連するタイミング制御技術、ナノビーム形成技術など共通基盤技術開発 
 
5. Ｘ線レーザーによるポンプ＆プローブ計測技術の開発 
（概要） 
硬X線と軟X線の 2つのレーザーを、それぞれポンプ光、プローブ光とすることで、
例えば、硬 X線レーザーによって物質に改変を起こし、それを軟 X線レーザーで観察
することで、物質の新しい状態の解明がなされ、新しい機能性材料の開発に直結する。 
（期待される個別研究開発課題の例）  （注：これらの課題例と同じでも構わない） 

・同期励起装置の開発 
・試料保持装置の開発 
・ナノスケールダイナミクスのコヒーレント時間分解映像による直接観測装置（イメ

ージング技術との強い相関） 
・急熱過程中の構造変化計測システムの開発 

 
6. スピントロニクス研究 
（概要） 
数原子層磁性膜の磁化反転の観察、経時変化、光によるピコ、サブピコ秒スピン歳

差運動制御（スピンコヒーレンス制御）方法の開発等（産業応用例：大容量磁気メモ

リー等）を行う。 
（期待される個別研究開発課題の例）  （注：これらの課題例と同じでも構わない） 

・円偏光励起型時間分解 PEEM装置開発 
・磁気測定環境の構築 
・フェムト秒領域磁気スイッチング計測装置開発 
・時間・空間分解スピンイメージング技術開発 

 
7. 急速熱処理過程の構造変化評価技術の開発 
（概要） 
半導体製造プロセスでは、熱処理において、高温での高い活性エネルギーと熱によ

るデバイス構造の劣化を防ぐ目的で、RTA(Rapid Thermal Annealing)や LTA（Laser 
Thermal Annealing)という急加熱技術が多く使われている。（半導体中のＡｓ、Ｂ活
性化、ポリシリコンの結晶化、ガス雰囲気中の表面酸化、窒化、還元反応など）。ＸＦ

ＥＬにより 100fs 以下の時間分解能で、このような急熱過程中の構造変化を分析し、
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半導体産業分野の開発に寄与する。 
（期待される個別研究開発課題の例）  （注：これらの課題例と同じでも構わない） 

・真空を制御した雰囲気において、試料にレーザー照射できる環境とＸＦＥＬによる

ＣＴＲ（Crystal Truncation Rod）散乱 
・磁気散乱等の表面構造分析技術の開発 
・急加熱による結晶構造変化や吸着・酸化・還元プロセスを評価しうるポンプ・プロ

ーブ測定環境を立ち上げ 

・種々の熱プロセスの高時間分解能その場観察 

 

8. 光触媒反応研究 
（概要） 
酸化チタンに代表される光触媒の界面、電子放出等の機構解明（産業応用例：ナノ

環境材料の高効率化）、高効率光エネルギー利用のための反応ダイナミクス解明（応

用例：色素太陽電池）（含広波長域光エネルギー利用のための新型有機光触媒）による

新材料開拓を行う。 
このためには、反応過程の時分割計測が重要である。 

（期待される個別研究開発課題の例）  （注：これらの課題例と同じでも構わない） 

・時間分解型光電子分光装置開発 
・コヒーレント光励起制御型超高速光電子分光装置開発 
・超高速時間分解 X線分光装置開発 

 
9. 超コヒーレント光による完全配向分子ドット創製 
（概要） 

電極上にバイオ分子を固定・反応させ電気化学的シグナルにより、特定の配列・機

能を持ったＤＮＡやタンパク質を検出するバイオチップなどの創製技術を開発する。

ＸＦＥＬの超コヒーレント光の入射波と基板結晶からの散乱波との干渉により、基板

上の空間に定在波を作り、その定在波の作り出す電場勾配を利用し、様々な分子を基

板上で配向させナノバイオテク技術として確立する。 

なお、解決すべき課題は、超コヒーレント光の高輝度性のため、分子ドットの脱離

現象が起きる可能性が高いので、そのfeasibilityを1kmビームラインでテストし、解

決のための技術開発に取り組むことが必須である。 

（期待される個別研究開発課題の例）  （注：これらの課題例と同じでも構わない） 

・Ｘ線コヒーレント定在波形成技術、光学系などの設計 

・定在波モニタリング技術開発、分子中に位置マーカー元素の注入とそこからの蛍光

Ｘ線のモニター 

・完全配向分子ドット創製のプロセス技術開発 

 
10. プラズマ結晶生成のその場観察 
（概要） 
短いパルス幅のパルスＸ線を固体に照射して物性を調べるとき、１パルスに含まれ

るＸ線光子の数が固体原子の数と比べて無視できないほどの数になれば、１パルスの
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照射時間内に内殻励起状態にある多数の原子集団が生成される。このような内殻集団

励起状態はプラズマ結晶と考えることもでき、内殻励起原子の密度（イオン密度）を

制御することによりプラズマ結晶の相転移が生起することもありうる。固体の安定な

１つの構造がプラズマ結晶を介して新しい構造に転換し、新しい物性が発現すること

も期待できる。 
一方、同じパルスに含まれる内殻励起に使われなかったＸ線は散乱され、この内殻

集団励起状態を反映した構造的および分光的情報をもたらす。つまり、散乱Ｘ線はプ

ラズマ結晶生成過程をその場観察することになる。パルスＸ線照射過程でプラズマ結

晶の相転移が生起することも考えられる。このような１パルスの幅の中で生起する現

象を散乱Ｘ線の計測によって記録するためには、重畳してくる諸現象を分離観察でき

る計測システムを構築する必要がある。 
（期待される個別研究開発課題の例）  （注：これらの課題例と同じでも構わない） 

・プラズマ軟Ｘ線レーザーを用いた予備実験 
・散乱Ｘ線の分析 
・エネルギー分解機能と２次元検出器をくみ合わせた機能の検出システムの構築 
・プロトタイプ XFELによる試験 



2006（H18） 2007（H19） 2008（H20） 2009（H21） 2011（H23）

建 設 期 調整運転／共用

要素技術開発期 統合システム開発期 利用研究

2010（H22）

利用推進研究の年次計画

多くの利用研究で共通的に必要となる共通基盤技術と、個々の利用研究に応じて必要となる個別技術を
並行して開発し、これらの技術を、実際のビームで評価・検証しながら完成させ、計測装置として統合する。

別紙3

施設完成後、
直ちに

利用研究開始

◆共通基盤技術開発
～施設者と利用者の密接な連携により推進～

①超高速同期に関連するタイミング制御技術
②ナノビーム形成技術
③検出器技術
④ コヒーレント散乱イメージング技術
⑤ ビーム強度調整技術

◆個別研究開発

～利用者の提案のもと、
利用推進協議会における
研究計画の協議により推進～

◆利用研究用
計測システムの開発

◆
ビ
ー
ム
を
利
用
し
た
評
価
・検
証

～共通基盤技術と

個別技術を統合し、
計測システムを製作～
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利用推進研究の推進体制

方針策定委託
調査結果報告

Ｘ線自由電子レーザー利用推進協議会

ＰＤ（主査）

ＰＯ

ライフＷＧ ナノ・材料その他ＷＧ

別紙4

利用推進方針策定ＰＴ 利用推進研究課題 選考・評価ＰＴ

ＰＯ

利用推進利用推進研究研究課題課題 公募・選考

共同研究契約
／施設利用

理化学研究所
播磨研究所

大学、研究機関等

研究研究協力グループ協力グループ

共同研究契約
／施設利用

委託研究費

文文
部部
科科
学学
省省

【事務局】
文部科学省

量子放射線研究推進室
（理研が協力）
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課課 題題 名名 分分 野野

1 フェムト秒時間分解顕微鏡の構築とMEM電子分布解析の高度化 ナノテクノロジー・材料

ナノテクノロジー・材料

ライフサイエンス

共通基盤整備

共通基盤整備

ナノテクノロジー・材料

共通基盤整備

共通基盤整備

共通基盤整備

ナノテクノロジー・材料

ライフサイエンス

2 時間分解Ｘ線回折によるガス吸着ダイナミクスの解明

3 癌細胞の転写関連タンパク質の網羅的マップ構築と臨床応用

4 FEL高分解能光電子イメージング装置の開発

5 フェムト秒精度タイミング信号伝達・計測技術開発

6 XFEL光による分子・クラスターの構造とダイナミクス

7 Ｋ・Ｂミラー光学系によるＸＦＥＬナノ集光システムの開発

8 コヒーレント散乱による材料科学現象可視化のための基盤技術開発

9 高エネルギー密度物性を利用したＸ線光学研究

10 極小デバイス磁化挙動解析のための回折スペックル計測技術の開発

XFEL生体分子単粒子構造解析における試料操作要素技術の調査

細胞内元素イメージングの医学応用に向けた基盤研究

球状ウイルスのための高分解能三次元再構成ソフトウエアの開発

XFEL利用実験を目指した蛋白質試料供給体制の確立

走査型蛍光X線顕微鏡を用いた細胞イメージングのための装置開発

XFELによる生体超分子集合体構造決定に必要な基盤技術の開発

11

平成１８年度に採択した課題
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