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粉末X線回折データからわかること

2θ
Powder

Specimen

Diffracted
x-rays

Incident
x-rays

デバイリングを２θ方向に強度
を切り出して1次元化

0 20 40 60 80
0

0.5

1

1.5

1次元データ（２θ vs. 強度）放射光粉末X線回折測定
（透過法の場合）

2θ (°)

強
度

シャーペンの芯
Φ 0.5 mm

試料
< 1 mg

2θ intensity
2.082000 639
2.088000 615
2.094000 620
2.100000 607
2.106000 622
2.112000 619
2.118000 642
2.124000 670
・
・
1～2万点

定性・定量分析

グラファイトダイヤモンド

結晶構造

アスキーデータ
＜１MB

2θ (°)



自動その場粉末回折計測システム＠BL02B2

データ数 ： 100～1000 データ/day
解析用1次元データ： 0.1 ~ 1 GB/day
二次元回折データ :   1 ~ 100 GB/day

解析に使用する1点あたりのデータ容量は小さいが、試料数×環境条件により
データ数が増大  シリコンストリップ検出器（１次元）、フラットパネル

（２次元）を使用
 ユーザーは、生データから XY（2θ, 強度）形式に変換

されたデータにより解析
 平均的な測定時間は、10分間/データ程度
 データ数は、100試料/日以上

常設されている温度依存性In-situ計測：n 試料×m 温度
（温度範囲：30 – 1100 K 領域の自動計測可能）

データ数 ： >200,000データ/year
解析用1次元データ： >100 GB/year
二次元回折データ :   >10 TB/year 

生データはユーザーはあまり必要せず、
データ変換された解析用の1次元データを持ち帰る



高分解能粉末回折析装置
（仮名称）＠13XU/EH3

二次元CdTe 検出器 Lambda 750K × 6 台
・Pixel size: 55 μm
・Area : 84× 28 mm2

(1536× 512 pixels) 
・Framerate :  > 1 KHz
・Efficiency : >80 % @ 70keV

サンプルチェンジャー（100試料）
自動機器切替ユニット

BL再編における粉末結晶構造解析ビームライン
ねらい：基盤的な分析装置群の高性能化や産学連携のさらなる促進を目指し
1)自動化、遠隔利用実験への対応
2)これまでのex-situ構造解析に加え、材料・製品開発というアウトプットにつながる、

オペランド構造解析のニーズへの対応
二次元回折像 ⇒ 1次元データへ

・これからは測定速度も速くなり,
より多くの計測が見込まれる

・多彩なオペランド/in-situ計測の実現

（従来）平均的な計測時間：10 分/データ

計測時間：1 分/データ
＞1000 試料/日

＞100 試料/日
（本装置）

2022Ｂ期供用開始（予定）



水熱・超臨界条件でのナノ材料合成その場観察

マイクロウェーブ合成環境で
の構造観察装置@BL08W

J. Super. Fluids 147,(2019) 172-178.
Appl. Nano Mater. 4, 9938 (2021)

超臨界条件の構造観察
装置@BL02B2

統合

高効率化

ACS Omega 8 (2018)
8874–8881

雰囲気制御下の反応・吸着過程の
ミリ秒時間分解計測

ガス吸着・分離材料の高速粉末構造計測

GHG吸着時のその場観
察

多孔性金属錯体・ゼオライト・ハイブリッドナノ粒子 Nature Commun. 11,(2020) 3867

例：1秒計測を24時間行うと、約80000点の1次元データ、データ量は～80 GB （1次元データのみ）
例：100 Hzの高速測定 （100 秒間測定） × 10 回/day ⇒ 約100000の1次元データ、データ量は～100 GB

多彩な環境下で計測を繰り返し、不可逆/一過性の反応を追跡可能に

高分解能粉末回折装置によるオペランド計測ニーズの対応



粉末回折実験“全体の”自動化/リモート化

データ

・試料準備～計測自動化による高分解能粉末回折実験のハイスループット化へ
・SPring-8の共用実験新ネットワーク＋BL-774の移行を検討 ⇒リモート制御・実験を可能へ

＞オペランド計測用に発展 ＞搭載試料数の増加＞試験運用中

高分解能粉末回折実験の自動化/リモート化

従来の自動化を発展的に高性能化し搭載する予定

当日は動画 当日は動画 当日は動画



温
度

時間

多組成×温度の構造相図
強度変化の2次元マップ

温度掃引時のクイックin-situ計測によるマテリアル特性評価

現状例: 300 →1000 K
10 ℃/min：70 分程度/試料 もかかる

現状は、計測時間が律速

従来よりも1試料当たり10 倍早く、より細かなデータ
サンプリングかつ高精度なデータ取得可能に

従来と比較し、データ量は1000 倍に

新装置 従来装置

100 ℃/min.  1000 点

10 ℃/min.  10点
従来装置

新装置
※シミュレーション

高分解能粉末回折実験の自動計測によるデータ例

懸念点：大量のデータと測定条件の紐づけはどうするか？
×ノート？？、×スタッフが選別？

ＸＲＤ計測点

ＸＲＤ計測開始

温度Sweep

温
度

時間



Lambda 検出器の2次元データ ⇒  1次元化データ
検出器のメタデータ（.nxs ヘッダ） 検出器の設定情報

＋

Filename:211212_30keV_777_RT_2.dat
Exposure time(sec.):60
StartTime:2021/12/12 2:29:17
EndTime:2021/12/12 2:31:30
Temperature(K):RT, (PV(end):  RT )
Chemical formula:
Comment:

X-ray energy (keV):30.000
I0 (counts) start-end:13720, 13753
Reference standard data:211212_30keV_777_RT_2.dat
Centering (Error less than um):22
Measurement mode:--Automatic sample changer -- N2 gas blow --,  -- Spinner --
Two-theta (deg.):54.2500, 60.5000
omega (deg.):0.0000

Proposal No. : BL tuning

ファイル名
露光時間
測定開始時間
測定終了時間
温度
化学組成（オプション）
コメント（オプション）

X線エネルギー
I0 (測定開始時, 測定終了時)
校正データ名
センタリングの誤差
測定モード
測定の2θの位置
ω軸の位置

課題番号（オプション）

構造解析に必要な最低限の情報
・Ｘ線エネルギー

⇔装置関数などを算出する標準データ
・測定日時（better）
・温度 (In-situ であれば圧力など）
・化学組成

・類似物質（構造）の有無 （cifファイル）
・結晶の質（単相かどうか、粒径、合成法 等）

あれば便利な情報

ユーザーが持っている情報

我々が用意できる情報

試料環境の情報ビームライン側のメタデータ
（.log ファイル）

メタデータを付与したデータセットを
SPring-8データセンターへ輸送・管理

⇒今後の高度化に期待

粉末回折実験のデータ創出へ

メタデータ＠BL02B2での使用例

現状：測定後のデータ⇒ローカルストレージに保存
データ持ち帰りミスの問い合わせ、管理データ量が多く困っている。
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