PROGRAM
DAY 1
Session I

9 月 4 日（月）

オープニング

13:00 〜13:05

Session V

開会挨拶
中川 敦史 /SPRUC 会長、大阪大学 教授

13:05 〜13:25

挨

拶
小安 重夫 / 理化学研究所 理事
土肥 義治 / 高輝度光科学研究センター 理事長
越智 光夫 / 広島大学 学長

13:25 〜13:30

DAY 2

来賓挨拶

SPRUC 総会・YSA 受賞講演、授賞式

09:00 〜 09:20

SPRUC 活動報告、２０１６年度決算・２０１７年度予算報告等

09:20 〜09:30

SPRUC 2017 Young Scientist Award

09:30 〜09:45

SPRUC 2017 Young Scientist Award

施設報告

13:30 〜14:00

SPring-8 サイトの現状と将来

14:00 〜14:30

共用ビームラインの現状と方向性

石川 哲也 / 理化学研究所
櫻井 吉晴 / 高輝度光科学研究センター

14:30 〜14:45
Session III

休

憩（コーヒーブレイク）

SPring-8-II に向けて

14:45 〜15:10

SPring-8-Ⅱに向けた加速器システム開発
- 日本の光源ポートフォリオにおける硬Ｘ線先端光源に相応しい性能の実現 田中 均 / 理化学研究所

15:10 〜15:35

SACLA の利用研究の歩み
海外施設の動向と国際戦略

09:45 〜10:00

SPRUC 2017 Young Scientist Award

Session IV

休

坂巻 竜也 / 東北大学大学院

Session VI

分野融合研究
SPRUC ナノデバイス科学グループに関する目標と進捗状況

10:00 〜10:30

小野 輝男 / 京都大学

分野融合硏究・実用グループの活動目標と進捗

10:30 〜10:50

高尾 正敏 / 元パナソニック

Session VII

ポスターセッション

東千田公園

@1F ラウンジ、4F コミュニケーションスペース

SPRUC研究会3０件、共用 BL１４件、理研・専用 BL2２件、施設２件

11:00 〜13:30
（コアタイム 奇数 11:15-12:15, 偶数 12:15-13:15）

パートナーユーザー８件、長期利用課題１９件、新分野創成利用２件

合計 9７件

メイン会場

(4F M401-402 講義室 )

東千田未来創造センター

ポスター会場

（1F ラウンジ、
4F コミュニケーションスペース）

広島電鉄
U6 日赤病院前

懇親会会場

(1F BIBLA Senda)

Session VIII 利用トピックス I
13:30 〜14:00

先端エネルギー材料研究と放射光
市川 貴之 / 広島大学

14:00 〜14:20

日赤前バス停

A棟

（皆実町方向）

喫煙所

次世代シリコンナノエレクトロニクスのためのマイクロ回折法による局所ひずみ構造の分析
中塚 理 / 名古屋大学

14:20 〜14:40

憩

受賞講演 2

放射光Ｘ線で探る地球深部：地球の核組成の制約に向けて

矢橋 牧名 / 高輝度光科学研究センター

16:00 〜16:15

受賞講演１

三輪 真嗣 / 大阪大学大学院

登野 健介 / 高輝度光科学研究センター

15:35 〜16:00

授賞式

Ｘ線磁気円二色性分光による電圧制御型スピントロニクスデバイスの研究

西山 崇志 / 文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室 室長

Session II

9 月 5 日（火）

S棟

次世代エンジン開発におけるＸ線噴霧計測技法の活用と課題
文 石洙 / 産業技術総合研究所

パネルディスカッション

16:15 〜17:45

中川 敦史 / 大阪大学
モデレータ：

18:00 〜19:30

懇親会

@1F BIBLA Senda

14:40 〜14:50

休

憩（コーヒーブレイク）

Session IX 利用トピックス II
14:50 〜15:10

マイクロＸ線ビームを使った硫化水素の高温超伝導相の結晶構造解析
清水 克哉 / 大阪大学

15:30 〜15:50

日赤前バス停

正門

共用施設 C 棟（食堂・売店）

（広島駅方向）

高エネルギーＸ線全散乱による非晶質材料の動的構造変化計測の実現へ
尾原 幸治 / 高輝度光科学研究センター

15:10 〜15:30

N

ランチ Box 配付場所

（事前申込者のみ）

超高分解能Ｘ線構造解析によるタンパク質価電子の可視化
竹田 一旗 / 京都大学

Session X
15:50

クロージング
閉会挨拶
島田 賢也 / 広島大学 放射光科学研究センター センター長

発表要旨はこちら http://www.spring8.or.jp/ja/science/meetings/201７/sp8sympo201７/

CAMPUS MAP

