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高強度のＸ線レーザで
未知の現象への扉を開く

─企業利用やインフラ整備も進行中

X 線自由電子レーザ SACLA の共用利用が今年 3 月に開始された。5 カ月の
第 1 期間が終了した現在、あらたな光学現象の観察などの成果が得られると
ともに、隣接する放射光施設との共同利用やスーパーコンピュータ京との接
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〜 0.28nm で、パルス幅は10fs、設計上
の繰り返し周波数は 60Hz だが現在 10

SACLA の概要

Hz で稼働している。ビームサイズはア

XFEL は基本的に、電子を取り出す

ンジュレータ
（図 2）を出た時点で約 200

電子銃、電子を加速する加速管、磁石

μm 径であり、そのあと非球面全反射

の N 極と S 極を交互に並べて電子を蛇

ミラーによって縦横ともに約 1μm 径
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X 線領域での非線形効果
2012 年 3 〜 7 月に行われた利用実験
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SACLA の構成。右上が SPring-8 との相互利用実験施設。
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SPring-8へ送る

変化をリアルタイムで計測したという
ことだ。

インフラ整備も進行中
SACLA では大量の実験データを取
得するため、データ処理がより大がか
りになる。そのため神戸市にあるスー
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今後は現在マルチモードのレーザ光

つが、医薬品の開発に直結する、タン

手法を原子炉の材料の強化に利用して
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（石川氏）
。さらに新しい利用方法
が登場する可能性もあるだろう。今後
も多くの研究成果が期待できそうだ。
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