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慶應義塾大学（塾長 清家篤）と独立行政法人理化学研究所（理事長 野依良治）は共同で、Ｘ線自由電
子レーザーを用いた非結晶粒子のコヒーレントＸ線回折イメージング実験でしばしば遭遇する、従来手法
では解析困難な回折パターンについて、解析を可能とする理論を独自に構築し、計算機実験でその有効性
を確かめながらソフトウェアとして実用化しました。

１．本研究成果のポイント
・コヒーレントＸ線回折イメージングにおける新しい非結晶粒子構造解析理論の構築
・従来法では困難であった回折パターンからの構造解析を可能に

2012 年 3 月、超強力なＸ線を供給する日本のＸ線自由電子レーザー（X-ray Free Electron Laser:
XFEL）施設 SACLA※1 の共用が開始され、様々な基礎・応用科学分野での利用が始まりました。SACLA
が解明すべき重要な課題の一つに、“生命科学や材料科学において発見あるいは創生されてきたもの
の中で、結晶化が極めて困難な数百ナノメートル～マイクロメートルの粒子、いわゆる非結晶粒子を
対象とした構造解析”があります。XFEL を用いた非結晶粒子の構造解析にはコヒーレントＸ線回折イ
メージング法（Coherent X-ray Diffraction Imaging: CXDI）※2 が有効で、これまでに、慶應義塾大
学を中心とした研究グループは、低温試料固定照射装置“壽壱号”（ことぶきいちごう）を設計・製
作し、高効率な非結晶粒子の CXDI 実験を実現しました。
SACLA における CXDI 実験では、壽壱号と理化学研究所放射光科学総合研究センターXFEL 研究開発
部門ビームライン研究開発グループデータ処理系開発チームが開発したマルチポート CCD（MPCCD）検
出器二台を用い、数日間のビームタイム中に数万枚の回折パターンを得ることが可能になりました。
また、慶應義塾大学の研究チームは、そのような膨大な枚数の回折パターンを人の手を介すことなく
処理するソフトウェア『四天王』を開発し、十分な強度を持つパターンから電子密度像回復までを行
ってきました。しかし、サイズの大きな試料や電子密度の高い試料の場合、回折角度の小さい領域（小
角領域）において、強い回折Ｘ線が検出器の計数限界を超えて入射してしまい、従来から用いてきた
反復的位相回復アルゴリズムでは不可欠な小角領域データの欠落によって、解像度の高いデータを取
得しても、電子密度を回復できないという事態が度々発生していました。
そこで、慶應義塾大学と理化学研究所の共同研究グループでは、このような状況に対処するため、
パターンを欠損した小角領域をドーナツ型の関数で滑らかに除き、さらに、回折パターンが持つ普遍
的な特徴を積極的に活用することで、独自の像回復理論を構築しました。この理論の妥当性を膨大な
計算機実験によって確認した後、SACLA で取得した回折パターンに適用したところ、従来法では歯が
立たなかった回折パターンから電子密度図を得ることに成功しました。今後、このアルゴリズムを実
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装したソフトウェアは、SACLA でのＸ線回折イメージングをより効率的に実施することを助け、XFEL
を用いたナノ科学の発展に貢献するものと期待されます。
本研究成果は、慶應義塾大学 大学院 理工学研究科 基礎理工学専攻 物理学専修・修士課程２年の
小林周（あまね）君、同・博士課程 1 年関口優希君（いずれも理化学研究所放射光科学総合研究セン
ター利用システム開発研究部門ビームライン基盤研究部 研修生）、同・博士課程を修了した高山裕
貴君（現理化学研究所放射光科学総合研究センター利用技術開拓研究部門米倉生体機構研究室 基礎
科学特別研究員）、同大学物理学科苙口（おろぐち）友隆助教（理化学研究所放射光総合研究センタ
ー利用システム開発研究部門ビームライン基盤研究部生命系放射光利用システム開発ユニット 客
員研究員）、中迫雅由教授（同客員主管研究員）によるものです。研究は、慶應義塾大学と理化学研
究所による「世界を先導する知性の創造」を目指した包括的な連携の下、XFEL 重点戦略課題、新学術
領域研究、挑戦的萌芽研究の支援を受けて実施されました。研究成果の詳細は、科学誌『Optics Express
Vol. 22』への掲載に先立ち、オンライン版として 11 月 4 日に公開されました。

２．背景
XFEL を用いた CXDI による非結晶粒子の構造解析[1]に向けて、慶應義塾大学と理化学研究所の共同
研究グループは、非結晶粒子を高数密度で散布包埋した試料を XFEL パルスに合わせて動かし、十分
なＸ線照射確率を確保しながら回折パターンを得る実験方法を考案して、低温試料固定照射装置“壽
壱号”[2]とその周辺装置[3]として実用化しました。図１には、壽壱号を用いた実験手順を模式的に
示しました。ピンホール試料板に張り付けた炭素薄膜などに湿度制御環境下で試料粒子を展開し、余
剰な水や溶媒を除去後に液体エタンで急速凍結します。液体窒素中で試料板を専用ホルダーに固定し
た後、専用キャリアーによって照射装置内の低温試料ステージに搬送して、集光 X 線パルス（X 線光
子密度 1010-11 /μm2/10 fs パルス）を照射します。試料は X 線回折後にクーロン爆発を起こして原子
レベルで破壊されます（diffraction before destruction）が、高濃度散布試料をスキャンすること
で、照射位置には常に新しい試料粒子が供給されます。試料から 1.6m 下流に 7-210nm 分解能の回折
パターンを記録する MPCCD-Octal 検出器を、3.2m に 80-500nm を記録する MPCCD-Dual 検出器を接続し
て回折パターンを記録しています。

(上写真) SACLA ビームライン 3 の実験ハッチ 3 におい
て稼働中のクライオ試料固定照射装置「壽壱号」
(下模式図)試料はピンホールに貼った炭素薄膜に測定対
象粒子を散布し、Ｘ線パルスに対して場所を移動させな
がら回折パターンを２台の MPCCD 検出器で記録します。

図 1 壽壱号を用いた XFEL-CXDI 実験
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粒子散布密度にもよりますが、現在、試料粒子にＸ線パルスがヒットする確率は 20～100％となっ
ており、数日間のビームタイムで数万枚の回折パターンが得られます。このような膨大量の回折パタ
ーンは、もはや人の手を介して処理できるものではなく、また、貴重で短いビームタイム中に様々な
判断に迫られるので、その場での自動データ処理・解析が不可欠です。そこで、慶應義塾大学の研究
チームは、得られる膨大量の回折パターンを高速かつ自動で処理するデータ処理ソフトウェア『四天
王』を開発しました[4]。このソフトウェアは、高計算コストのルーチンが並列化された四つのサブ
プログラムから構成され、それらが連携して自動高速データ処理が以下の順で行われます。その中で、
『増長天』は、Hybrid-Input-Output と呼ばれる反復的位相回復アルゴリズムを用い、回折パターン
から、粒子の X 線入射方向への投影電子密度像を回復してきました[5]。
大型放射光施設 SPring-8※3 での CXDI 測定と比べ、
短時間に膨大な回折パターンが収集可能な SACLA
の特徴を活かせば、
サブミクロンサイズの粒子個々の内部組織を 30-10nm の分解能で可視化しながら、
粒子サイズ分布も明らかにするという複合的な構造解析が可能になります[6]。

３．研究手法と成果
MPCCD-Dual 検出器の前には、試料の X 線散乱能に応じて減衰板を挿入し、Dual 検出器へ到達する
回折Ｘ線強度を調節しています。しかし、個々の粒子あるいはその集団の回折強度を予め知ることは
できないので、サイズの大きな葉緑体等の細胞内小器官や電子密度の高いナノ材料粒子に対する実験
においては、小角領域において、強い回折Ｘ線が MPCCD 検出器のピクセル当たりの計数限界を超えて
入射することが頻繁に生じ、その部分のデータが欠落します。その結果、従来の反復的位相回復アル
ゴリズムでは像回復が殆ど不可能となります。このような場合、回折パターンは分解能まで取得でき
ているにもかかわらず、電子密度図を回復できないという大変残念な事態に陥り、計算回数を増やし
たところで正しい電子密度図にたどり着く確率はゼロと言っても過言ではありませんでした(図 2)。
慶應義塾大学の研究チームは、このような状況に対処する方法として電子顕微鏡などで用いられて
きた暗視野像回復法[7]を利用することを試みました。この方法では、パターンを欠損した小角領域
の回折強度パターンを滑らかに除きます。電子密度図と回折波の関係を与える数学の原理である
Fourier 変換は、それらを積分操作によって関係づけるので、電子密度図と回折波は『個にして全、
全にして個』の関係にあります。欠損領域での急激な強度変化を滑らかにすることで、像を回復する
可能性を高めるのです。しかし、この従来からの暗視野像回復法を試しても、実のところあまり役に
立ちませんでした。
ここであきらめることなく、研究チームは、回折角の小さな領域では回折パターンに中心対称性が
あることを利用し、従来法が予測する答えの範囲に制限を加え、正しい答えに至る確率を大きく高め
ることができると考えました。中心対称性を積極的に利用できるドーナツ型の関数を掛け算した(マ
スク処理)回折パターンに対して、この条件を課して、試料概形を回復した後、生データに対して従
来法を適用するという二段構えの回復方法で、解析が困難な回折パターンからでも電子密度の回復が
容易となりました。今回の着想の原点は、大学 2～3 年次に習う物理数学とＸ線回折にあり、基礎的
な勉強の大切さを痛感するものでした。
慶應義塾大学の研究チームは、この理論の妥当性、有効性そして適用限界などを、蛋白質分子を用
いた厳密かつ膨大な計算機実験によって調べました。さらに、SACLA で取得された大きさ 250nm 金コ
ロイド粒子集団の回折パターンの中で、従来法では全く歯が立たなかったものにこの新しい像回復法
を適用し、電子密度図を得ることに成功しました(図 2)。実験に先立っては、散布試料全体を走査電
子顕微鏡で観察し、試料の影絵を得ておきました。新しい解析法で得た粒子概形、電子密度図ともに
走査電子顕微鏡像とよく一致しました。さらに、電子密度図には、電子顕微鏡の影絵では見透かすこ
とができなかった粒子内部の電子密度分布をみることができています。
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図 2 新しい解析理論による構造解析例
得られた回折パターン(上左)では、回折角の小さな領域（中心の黒い部分）を記録する検出器に強い回折Ｘ線が
入射したため、検出器が飽和してデータが記録できていません。従来法でこの欠損パターンから投影電子密度を回
復しようとしても、下左端のように、意味不明な電子密度しか得られませんでした。これに対して、今回提案した
方法によって、欠損領域を滑らかにマスクしたのが上右のパターンです。これに位相回復法を適用して試料の概形
像を求めると予め電子顕微鏡で確認してあった像(下右端)と酷似するものが得られました。さらに、上左の回折パ
ターンに対して、得られた試料概形像を出発点として位相回復を行うと、投影電子密度が回復できました。

４．今後の期待
今後、このアルゴリズムを実装したソフトウェアは、SACLA でのＸ線回折イメージングをより効率
的に実施することを助け、XFEL を用いたナノ科学の発展に貢献するものと期待されます。特に、ドー
ナツ型関数を全自動で測定回折パターンに与えるようにソフトウェアを進化させ、スーパーコンピュ
ータ「京」から派生した計算機上での自動解析を行って、SACLA と「京」の連携的な構造解析を行う
予定です。すべてがメイド・イン・ジャパンの『壽壱号』と『四天王』と新構造解析理論を用いた非
結晶粒子の XFEL-CXDI 構造研究は、我が国が誇る国家基幹技術の SACLA と「京」の機動的・戦略的連
携を促進する、ひとつの方向性を示す事例になることも期待されます。
CXDI は、発表されて 15 年程度の研究方法なので、物理数学や構造解析の理論的考察や新規な解析
方法の提案は、従来のＸ線結晶構造解析分野に比べて極めて幼いと言わざるを得ません。それ故、物
理学系研究者が、物理数学や情報工学を融合しながら、新規な理論やアルゴリズムを構築してゆくの
も、国家基幹技術を支えるうえで重要なタスクとなるでしょう。
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＜補足説明＞
※1 X 線自由電子レーザー施設 SACLA
理化学研究所と高輝度光科学研究センターが共同で建設した日本で初めての XFEL 施設。科学技術
基本計画における 5 つの国家基幹技術の 1 つとして位置付けられ、2006 年度から 5 年間の計画で整備
を進めた。2011 年 3 月に施設が完成し、SPring-8 Angstrom Compact free electron LAser の頭文字
を取って SACLA と命名された。2011 年 6 月に最初の X 線レーザーを発振、2012 年 3 月から共用運転
が開始され、利用実験が始まっている。諸外国と比べて数分の一というコンパクトな施設の規模にも
関わらず､0.1nm 以下という世界最短波長のレーザーの生成能力を有する。

※2 コヒーレントＸ線回折イメージング法（CXDI：Coherent X-ray Diffraction Imaging）
干渉性の優れた X 線（コヒーレント X 線）を試料に照射した際に起こる X 線の散乱現象を利用する
イメージング手法のこと。コヒーレント X 線回折パターンは、試料の原子レベルでの構造の違いにも
敏感であり、これを利用して試料構造を可視化することができる。コヒーレントとは、干渉性の優れ
た、位相のそろった波を意味する。

※3 大型放射光施設 SPring-8
SPring-8 は Super Photon ring-8 GeV に由来する施設の愛称。兵庫県の播磨科学公園都市にあり、
理化学研究所が所有する。SACLA と SPring-8 は同じ敷地内にある。世界最高性能の放射光を発生する
ことができ、1997 年に共用が開始された。放射光とは、光とほぼ等しい速度に加速した電子を磁石に
より曲げることで発生させる電磁波のこと。SPring-8 では、赤外線から可視光、軟 X 線・硬 X 線に至
る幅広いエネルギー領域の強力な放射光を利用できる。この放射光を利用し、原子核の基礎研究から、
ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、産業利用、医学応用、科学捜査まで幅広い研究が行われ、
日本の先端科学・技術を支えている。
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