
第15回SPring-８産業利用報告会　ポスター発表一覧 2018/8/7

NO. NO. 題名 発表者 所属 研究分野 技術分野 カテゴリ
兵庫県

P03/H-01 H-01 兵庫県ビームラインBL08B2の高度化と金属材料向け新拠点整備
放射光ナノテクセン
ター

兵庫県　BL08B2 (産業利用)その他 その他 装置・施設

P04/H-02 H-02 兵庫県ビームラインBL24XUの高度化と産業利用コンソーシアム構想
放射光ナノテクセン
ター

兵庫県　BL24XU (産業利用)その他 その他 装置・施設

P05/H-03 H-03 兵庫県マテリアルズ・インフォマティクスの取組み紹介 横山　和司 放射光ナノテクセンター (産業利用)その他 その他 装置・施設

P17/H-04 H-04 BL24XUにおけるX線ナノイメージング法の開発 高山　裕貴
兵庫県立大学
理学部X線光学

(産業利用)その他 Ｘ線イメージング 装置・施設

P80/H-05 H-05
多波回折明視野X線トポグラフィによるNaフラックス法GaN基板中
転位の同定

津坂　佳幸
兵庫県立大学
理学部X線光学

半導体・電子材料 Ｘ線回折 半導体・電子材料

P61/H-06 H-06 マイクロビーム放射光X線回折法を用いた固体電解質の微量第二相決定と特性向上 嶺重　温
兵庫県立大学
工学研究科

エネルギー・資料 Ｘ線回折 エネルギー・電気化学

P38/H-07 H-07 樹脂／金属接合界面近傍のX線回折応力ひずみ計測 岸田　佳大 株式会社豊田中央研究所 有機材料 Ｘ線回折 機械・金属

P26/H-08 H-08 放射光を用いた小角Ｘ線散乱法によるナノカーボンの構造解析 弓削　亮太 NEC　IoTデバイス研究所 ナノ構造物質 Ｘ線散乱 高分子・有機材料

P93/H-09 H-09 スラリー塗工過程のその場観察に向けた4Dラミノグラフィの検討 東　遥介
株式会社　住化分析セン
ター

エネルギー・資料 Ｘ線イメージング 資源

P22/H-10 H-10 軟X線測定による高分子表面の状態分析 小林　秀雄
株式会社　住化分析セン
ター

化学状態解析 Ｘ線・軟Ｘ線吸収分光 高分子・有機材料

P90/H-11 H-11
加齢に伴う毛髪微細構造変化とケラチン付随タンパク質の遺伝子
発現量の関連性

小林　翔 株式会社　ミルボン 食品・生活用品 Ｘ線散乱 食品・生活用品

P78/H-12 H-12 放射光X線散漫散乱法によるSi結晶中の酸素析出物解析 堀川　智之
グローバルウエーハズ・
ジャパン株式会社

半導体・電子材料 Ｘ線回折 半導体・電子材料

P34/H-13 H-13 マイクロビームX線を利用した繊維強化複合材料中の樹脂構造解析 伊倉　幸広 古河電気工業株式会社 有機材料 Ｘ線回折 高分子・有機材料

P23/H-14 H-14 ナノフィラー分散ポリマーの小角X線散乱分析解析 三根生　晋 マツダ株式会社 その他 Ｘ線散乱 高分子・有機材料

P24/H-15 H-15
SAXSとX線ラミノグラフィーによるゴム中補強剤のマルチスケール
構造解析

城出　健佑 東洋ゴム工業株式会社 有機材料 Ｘ線散乱 高分子・有機材料

P55/H-16
(HO-01)

H-16
(HO-01)

放射光によるエネルギー変換デバイスの解析 今井　英人 株式会社　日産アーク エネルギー・資料 X線・軟Ｘ線吸収分光 エネルギー・電気化学

P37/H-17
(HO-02)

H-17
(HO-02)

樹脂成形品の結晶化度分布解析を用いた変形予測精度向上 舟本　三恵 アイシン精機株式会社
構造物性
有機材料

Ｘ線散乱 高分子・有機材料

P07/H-18
(HO-03)

H-18
(HO-03)

NAP-HARPESデータを用いた多層積層薄膜界面の深さ方向分布解析法
の開発

豊田　智史 京都大学 半導体・電子材料 光電子分光 装置・施設

P53/H-19
(HO-04)

H-19
(HO-04)

二次電池材料におけるin situ XAFS / XRD同時計測システムの
開発と取得データへのインフォマティクスの適用

森　拓弥 株式会社　コベルコ科研 その他
Ｘ線・軟Ｘ線吸収分光・
Ｘ線回折

エネルギー・電気化学

P02/H-20
(HO-05)

H-20
(HO-05)

産業分析用ビームラインBL05の特徴とtender X-ray領域での運用 福島　整
兵庫県立大学高度産業科学
技術研究所

無機材料,有機材料,環境材料,金
属・構造材料

Ｘ線・軟Ｘ線吸収分光 装置・施設

P01/H-21 H-21
ニュースバル放射光施設の新光源とその利用
-THzからガンマ線 -

宮本　修治
兵庫県立大学高度産業科学
技術研究所

(産業利用)その他 その他 装置・施設

P06/H-22 H-22 拡散・析出法により形成したh-BN/NiのXASとXPS 鈴木　哲
兵庫県立大学高度産業科学
技術研究所

ナノ構造物質
無機材料

Ｘ線・軟Ｘ線吸収分光
光電子分光

装置・施設

P21/H-23 H-23 軟Ｘ線共鳴散乱法による有機材料の構造解析 原田　哲男
兵庫県立大学高度産業科学
技術研究所

有機材料 Ｘ線散乱 高分子・有機材料

P20/H-24 H-24 放射光を用いたフッソ系樹脂の精密微細加工 竹内　雅耶
兵庫県立大学高度産業科学
技術研究所

微細加工・照射効果 Ｘ線イメージング 高分子・有機材料

サンビーム

P57/S-01 S-01 XAFSによるアルカリ水電解用電極の表面解析 大石 彩加 川崎重工業(株) 電気化学 X 線・軟Ｘ線吸収分光 エネルギー・電気化学

P41/S-02 S-02 浸炭層の残留応力分布評価 今村 嘉秀 川崎重工業(株) 金属・構造材料 X 線回折 機械・金属

P47/S-03 S-03 HAXPESによる金属－樹脂界面の劣化挙動分析 山本 慎太郎 (株)神戸製鋼所
(物質科学・材料科学)そ
の他

光電子分光 機械・金属

P39/S-04 S-04 鋼板上酸化膜の高温その場残留応力測定 北原 周 (株)コベルコ科研 金属・構造材料 X 線回折 機械・金属

P46/S-05 S-05 XAFSを用いた鋼材腐食過程における添加元素の影響評価（２） 横溝 臣智 (株)コベルコ科研 金属・構造材料 X 線・軟Ｘ線吸収分光 機械・金属

P45/S-06 S-06
銅合金の加工と熱処理に伴う添加元素状態変化のX線吸収分光による
解析

後藤 和宏 住友電気工業(株) 金属・構造材料 X 線・軟Ｘ線吸収分光 機械・金属

P56/S-07
(SO-03)

S-07
(SO-03)

「レドックスフロー」型電池電解液の金属イオン状態解析 徳田 一弥 住友電気工業(株) エネルギー・資源 X 線・軟Ｘ線吸収分光 エネルギー・電気化学

P83/S-08 S-08 X線吸収分光法によるGaInN活性層の配位数精密解析法の検討 稲葉 雄大 ソニー(株) 半導体・電子材料 X 線・軟Ｘ線吸収分光 半導体・電子材料

P50/S-09 S-09 ハイニッケル正極材料の化学結合状態分析 橋上 聖 関西電力(株) 電気化学 光電子分光 エネルギー・電気化学

P97/S-10 S-10 石炭チャーに含まれる鉄の化学形態に対する熱分解温度の影響 池田 敦 (一財)電力中央研究所 化学分析 X 線・軟Ｘ線吸収分光 資源

P52/S-11
(SO-01)

S-11
(SO-01)

リチウムイオン電池用新規負極材料のXAFS解析 沖 充浩 (株)東芝 電気化学 X 線・軟Ｘ線吸収分光 エネルギー・電気化学

P89/S-12 S-12 次世代メモリ向け試料の電圧印加HAXPES測定 藤井 景子 (株)東芝 半導体・電子材料 光電子分光 半導体・電子材料

P85/S-13 S-13
硬X線光電子分光法（HAXPES）による強誘電体HfSiOキャパシタ
構造積層膜の化学結合状態解析

臼田宏治 東芝メモリ(株) 半導体・電子材料 光電子分光 半導体・電子材料

P48/S-14 S-14 EV用駆動系潤滑油による摩擦生成物の放射光分析 高橋 直子 (株)豊田中央研究所 環境材料 光電子分光 機械・金属

P81/S-15 S-15 GaN 単結晶基板のX 線トポグラフィおよびダイオード評価 兼近 将一 (株)豊田中央研究所 半導体・電子材料 X 線イメージング 半導体・電子材料

P74/S-16
(SO-02)

S-16
(SO-02)

X線回折による照明用LED実装時の応力評価 宮野 宗彦 日亜化学工業(株) 半導体・電子材料 X 線回折 半導体・電子材料

P73/S-17 S-17 XAFSによる照明用LED蛍光体の劣化評価 榊 篤史 日亜化学工業(株) 半導体・電子材料 X 線・軟Ｘ線吸収分光 半導体・電子材料

P65/S-18 S-18 In situ XAFSによるPd系触媒のギ酸反応メカニズム解析 松本 匡史 (株)日産アーク 触媒化学 X 線・軟Ｘ線吸収分光 触媒

P54/S-19 S-19
放射光を用いた高エネルギーバッテリー正極材料の劣化メカニズム
解析

高橋 伊久磨 日産自動車(株) 電気化学 X 線・軟Ｘ線吸収分光 エネルギー・電気化学

P71/S-20
(SO-04)

S-20
(SO-04)

La3Si6N11:Ce3+系蛍光体におけるCe3+近傍局所構造の解析 長尾 宣明 パナソニック(株)
(物質科学・材料科学)そ
の他

X 線・軟Ｘ線吸収分光 半導体・電子材料



NO. NO. 題名 発表者 所属 研究分野 技術分野 カテゴリ

P77/S-21 S-21 散漫散乱を用いたフォノン評価の検討 南部 英 (株)日立製作所
(物質科学・材料科学)そ
の他

X 線散乱 半導体・電子材料

P79/S-22
(SO-05)

S-22
(SO-05)

オペランドトポグラフィーを用いたSiC MOSFETの積層欠陥の動的な
観察

米山 明男 (株)日立製作所 エレクトロニクス X 線イメージング 半導体・電子材料

P84/S-23 S-23 強誘電体メモリの下部電極改良による量産性向上とメカニズム解明 野村 健二 (株)富士通研究所 半導体・電子材料 X 線回折 ・光電子分光 半導体・電子材料

P76/S-24 S-24 イオンビーム照射で誘起された界面ラフニングの表面XRD解析 土井 修一 (株)富士通研究所
(物質科学・材料科学)そ
の他

X 線回折 半導体・電子材料

P88/S-25 S-25 電圧印加硬X線光電子分光法によるMOS界面準位評価 清井 明 三菱電機(株) 半導体・電子材料 光電子分光 半導体・電子材料

P82/S-26 S-26 長寿命高誘電率Ta2O5膜の開発 今澤 貴史 三菱電機(株) 半導体・電子材料 X 線・軟Ｘ線吸収分光 半導体・電子材料

P16/S-27 S-27 BL16B2の放射光イメージング機器整備 本谷 宗 三菱電機(株) (産業利用)その他 X 線イメージング 装置・施設

P9/S-28 S-28 HAXPES装置SG活動報告 横溝 臣智 (株)コベルコ科研 (化学)その他 光電子分光 装置・施設

P12/S-29 S-29 サンビーム(BL16XU・BL16B2)の現状 吉木 昌彦 (株)東芝 (産業利用)その他 その他 装置・施設

JASRI共用ビームライン実施課題

P68/J-01 J-01 バイオマス変換触媒のXAFSによる局所構造解析 水垣 共雄 大阪大学 触媒化学 X線・軟X線吸収分光 触媒

P43/J-02 J-02 調和組織材の引張過程におけるミスオリエンテーション変化の観察 中井 善一 神戸大学 金属・構造材料 X線イメージング 機械・金属

P75/J-03 J-03 圧電薄膜の電圧印加時における結晶構造変化のその場観察 譚　賡 神戸大学 無機材料 X線回折 半導体・電子材料

P29/J-04 J-04
ポリマー繊維アクチュエーターの動作過程における分子構造変化の
解析

吉澤 宏亮 群馬大学 有機材料 X線散乱 高分子・有機材料

P86/J-05 J-05
深さ分解CFS光電子分光法を用いた絶縁膜/GaN界面の電子状態と
原子構造の研究

上沼 睦典
奈良先端科学技術大学院大
学

半導体・電子材料 光電子分光 半導体・電子材料

P63/J-06 J-06 ポルフィリン類から調製される構造規則性カーボンアロイ触媒 丸山 純 (地独)大阪産業技術研究所 無機材料 X線回折 触媒

P40/J-07 J-07 X線回折を用いたhcp金属における引張変形中の活動すべり系評価 平田 雅裕 兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P49/J-08 J-08 Operando電気化学-HAXPES測定手法の開発 須田 耕平 山梨大学 電気化学 光電子分光 エネルギー・電気化学

P72/J-09 J-09
透明電極材料開発を目的としたニッケル被覆銅ナノワイヤ合成に
おける非水溶媒中金属イオンの配位子置換反応解析

Balachandran
Jeyadevan

滋賀県立大学 無機材料 X 線・軟Ｘ線吸収分光 半導体・電子材料

P51/J-10 J-10 Li(Ni0.8Mn0.1Co0.1)O2のNi-61メスバウアー分光学的研究 世木 隆 (株)コベルコ科研 エネルギー・資源 その他 エネルギー・電気化学

P95/J-11 J-11
高エネルギーX線全散乱による硫酸水溶液中のTi(Ⅳ)イオンの
溶液構造解析

鶴村 達也 テイカ(株) 無機材料 X線散乱 資源

P87/J-12 J-12
HAXPESによるポテンシャルプロファイル導出における電子・正孔対
発生の影響の研究

舘野 泰範 住友電気工業(株) 半導体・電子材料 光電子分光 半導体・電子材料

P27/J-13 J-13
新規ジグザグ型有機半導体ポリマーの薄膜中における集合体構造の
解析

池田 大次 (株)ダイセル エレクトロニクス X線回折 高分子・有機材料

P92/J-14
(JO-02)

J-14
(JO-02)

マイクロX線CTによる，油調済みパン粉の微細構造のその場観察 小谷 久 (株)サヌキフーズ 食品・生活用品 X線イメージング 食品・生活用品

P94/J-15
(JO-03)

J-15
(JO-03)

X線CTR散乱法による石油増進回収技術への応用を目的とした油
-鉱物二相界面の吸着構造評価

村田 澄彦 京都大学 エネルギー・資源 X線回折 資源

P32/J-16
(JO-04)

J-16
(JO-04)

小角Ｘ線散乱によるコルソン合金中の析出物の時効処理中における
in-situサイズ変化測定

山崎 悟志 古河電気工業(株) 金属・構造材料 X線散乱 機械・金属

P62/J-17 J-17 劣化中の燃料電池用触媒の構造及び組成変化 犬飼 潤治 山梨大学 エネルギー・資源 X線回折 エネルギー・電気化学

P33/J-18 J-18 溶融Znめっき浴中におけるFe2Al5粒子の晶出・成長挙動その場観察 佐々木 遼 (株)神戸製鋼所 金属・構造材料 X線イメージング 機械・金属

P42/J-20 J-20
5%Mn鋼のIn-situXRDを用いた引張変形中の加工誘起変態挙動の測定
による高強度・高延性(1500MPa-30%伸び)発現機構の解析

蓑田 和樹 兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P31/J-21 J-21
白色X線を用いたエネルギー分散型X線回折法によるCu双結晶粒界近傍
での局所応力分布の評価

宮澤 知孝 東京工業大学 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P67/J-22 J-22 NiO/Al2O3触媒の硫化処理により生成する活性サイトの局所構造解析 里川 重夫 成蹊大学 触媒化学 X線・軟X線吸収分光 触媒

P44/J-23 J-23
放射光X線ラミノグラフィによる転動疲労損傷発達挙動に及ぼす
介在物形態の影響評価

牧野 泰三 新日鐵住金(株) 金属・構造材料 X線イメージング 機械・金属

P96/J-24 J-24
溶融塩電解プロセス確立を目指すハロゲン系溶融塩中タンタル局所
構造解析

篠田 弘造 東北大学 (産業利用)その他 X線・軟X線吸収分光 資源

P28/J-25 J-25 有機半導体エピタキシャル接合の構造解析 中山 泰生 東京理科大学 エレクトロニクス X線回折 高分子・有機材料

P91/J-26 J-26
放射光マイクロビームX線回折法を用いた食用固体脂の粗大結晶形成
メカニズムの解明

上野 聡 広島大学 食品・生活用品 X線回折 食品・生活用品

P58/J-27 J-27 酸化物固溶体における局所構造の支配要因 丹羽 秀治 筑波大学 電気化学 X線・軟X線吸収分光 エネルギー・電気化学

P64/J-28 J-28
鉄(II)ナノ粒子触媒のX線による構造解析とリガンドフリー熊田カップ
リングへの応用

秋山 敏毅 大阪大学 触媒化学 X線・軟X線吸収分光 触媒

P69/J-29 J-29 金属担持共有結合性トリアジン構造体の電極触媒活性とXAFS解析 岩瀬 和至 東京大学 電気化学 X線・軟X線吸収分光 触媒

P25/J-30 J-30 超微細顔料分散インク中の顔料分散状態の評価 米内 一郎 (株)DNPファインケミカル 有機材料 X線散乱 高分子・有機材料

豊田中央研究所

P66/T-01 T-01 排ガス浄化用触媒のin-situ ハイスループットXAFS解析 岩崎正興 (株)豊田中央研究所 触媒化学 X線・軟X線吸収分光 触媒

P30/T-02 T-02
走査型3DXRD法による冷間圧延鋼板の大視野非破壊結晶方位マッピン
グ

林雄二郎 (株)豊田中央研究所 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P35/T-03 T-03 導電性高分子（PEDOT：PSS）の構造に電流が及ぼす影響 原田雅史 (株)豊田中央研究所 有機材料 X線散乱 高分子・有機材料

P36/T-04 T-04 PPS部品の放射光回折によるひずみ評価 瀬戸山大吾 (株)豊田中央研究所 有機材料 X線回折 高分子・有機材料

P59/T-05 T-05 固体酸化物形燃料電池の電極解析 藤田悟 (株)豊田中央研究所 エネルギー・資源 X線回折 エネルギー・電気化学

P60/T-06 T-06 酸化物イオン伝導体ライブラリ膜の作製と高速評価法の開発 松原賢東 (株)豊田中央研究所 構造物性 X線回折 エネルギー・電気化学



NO. NO. 題名 発表者 所属 研究分野 技術分野 カテゴリ

P15/T-07 T-07 豊田ビームラインにおけるナノCT計測システムの構築 山口聡 (株)豊田中央研究所 環境材料 X線イメージング 装置・施設

P70/T-08 T-08 Ni添加β-FeOOH電気化学触媒のXAFS解析 野中敬正 (株)豊田中央研究所 電気化学 X線・軟Ｘ線吸収分光 触媒

FSBL（フロンティアソフトマター）

P18/F-01 F-01 給水・給湯パイプ用プラスチック(ポリブテン)の高性能化 内田 公典 三井化学(株) 高分子化学 X線散乱 高分子・有機材料

P19/F-02 F-02 ポリプロピレンフィルム延伸中の構造変化追跡 船城 健一 東洋紡(株) 有機材料 X線散乱 高分子・有機材料

JASRI産業利用推進室

P10/I-01 I-01 産業利用ビームラインI（BL19B2）の現状 大坂 恵一
(公財)高輝度光科学研究セン
ター

産業利用（その他） X線回折 装置・施設

P14/I-02 I-02 BL28B2におけるX線イメージング 梶原 堅太郎
(公財)高輝度光科学研究セン
ター

金属・構造材料 X線イメージング 装置・施設

P08/I-03 I-03 硬X線光電子分光法における相対感度係数データベースの開発 安野　聡
(公財)高輝度光科学研究セン
ター

産業利用（その他） 光電子分光 装置・施設

P13/I-04 I-04 産業利用ビームラインII（BL14B2)の現状 本間 徹生
(公財)高輝度光科学研究セン
ター

産業利用（その他） X線・軟X線吸収分光 装置・施設

P11/I-05 I-05 産業利用ビームラインⅢ（BL46XU)の現状 佐藤 眞直
(公財)高輝度光科学研究セン
ター

産業利用（その他） X線回折、光電子分光 装置・施設

その他

P101/O-01 O-01 ひょうごSPring-8賞 兵庫県 その他

P102/O-02 O-02 SPring-8利用推進協議会について SPrig-8利用推進協議会 その他

P103/O-03 O-03 茨城県 茨城県 その他

P104/O-04 O-04 (一財)総合科学研究機構（その１） CROSS その他

P105/O-05 O-05 (一財)総合科学研究機構（その２） CROSS その他

P106/O-06 O-06 (一財)高度情報科学技術研究機構 RIST その他

P107/O-07 O-07 あいちシンクロトロン光センター (公財)科学技術交流財団 その他

P108/O-08 O-08 光ビームプラットフォーム 光ビームプラットフォーム その他

P109/O-09 O-09 SPring-8企業利用者の動向 佐藤 眞直 SPRUC企業利用研究会 その他

P110/O-10 O-10 2019A以降の利用制度 利用推進部
(公財)高輝度光科学研究セン
ター

その他

P111/O-11 O-11 産業新分野支援課題の実施状況 廣沢 一郎
(公財)高輝度光科学研究セン
ター

その他
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