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NO. 題名 発表者 所属 研究分野 技術分野 カテゴリ
兵庫県

P58/H-01 兵庫県ID BL24XUの現状 放射光研究センター 兵庫県 BL24XU その他 その他 ビームライン・施設

P59/H-02 兵庫県BM BL08B2の現状 放射光研究センター 兵庫県 BL08B2 その他 その他 ビームライン・施設

P60/H-03 実験室硬X線光電子分光による放射光ユーザーの実験支援 放射光研究センター 兵庫県 その他 光電子分光 ビームライン・施設

P01/H-04 明視野X線トポグラフィの現状 津坂 佳幸 兵庫県立大学 半導体・電子材料 X線回折 半導体・電子材料

P50/H-05 樹脂成形品の溶着部内部構造把握による要因検証 石井 裕基 (株)アイシン 構造物性、有機材料 X線イメージング 高分子・有機材料

P43/H-06
Highly Efficient and Enhanced Sulfur Resistance Supported
Bimetallic Single-Atom Palladium-Cobalt Catalysts for Benzene
Oxidation

Zhiquan Hou (株)山佳ハイテクノロジー 金属・構造材料 X線・軟X線吸収分光 触媒

P45/H-07
High Performance of Single-atom Catalyst Pd1/MgO for
Semihydrogenation of Acetylene to Ethylene in Excess Ethylene

Yalin Guo (株)山佳ハイテクノロジー 金属・構造材料 X線・軟X線吸収分光 触媒

P24/H-08 イメージングXAFSによる鋼材表面の腐食反応解析 小澤 敬祐 (株)神戸製鋼所 金属・構造材料 X線・軟X線吸収分光 機械・金属

P19/H-09 ３D造形Ni合金の析出相と変形時の転位密度変化の放射光解析 鳥塚 史郎 兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P27/H-10 NAP-HAXPESによる金属表面のオイル劣化反応分析 百崎 賢二郎 マツダ(株) (産業利用)その他 光電子分光 機械・金属

P64/H-11 凍結保存における細胞内氷晶の構造解析 中田 克 (株)東レリサーチセンター (産業利用)その他 X線散乱 装置・分析技術

P69/H-12
計測データ収集のDX化 ～ 多拠点計測データのビッグデータ化による
新たな分析手法確立の可能性について ～

村岡 正和 (株)神戸デジタル・ラボ その他 その他 装置・分析技術

P25/H-13
(HO-01)

X線タイコグラフィによるエンジン内堆積物の解析 末広 省吾 (株)住化分析センター エネルギー・資源 X線イメージング 機械・金属

P11/H-14
(HO-2)

X線マイクロビームを用いた準安定相酸化物の成⾧機構解明 金子 健太郎 京都大学 電子材料 X線回折 半導体・電子材料

P28/H-15
(HO-03)

オペランド放射光Ｘ線ＣＴによるリチウムイオン二次電池負極構造変
化の観測

福田 一徳 (株)コベルコ科研 エレクトロニクス X線イメージング エネルギー

P70/H-16
(HO-04)

ニュースバルに於けるEUVリソグラフィー技術の研究開発の現状と今
後の展開

渡邊 健夫
兵庫県立大学
高度産業科学技術研究所

半導体・電子材料、微細
加工・照射効果

X線イメージング 装置・分析技術

P61/H-17 新入射器稼働によるニュースバル放射光施設の運用改善 橋本 智
兵庫県立大学
高度産業科学技術研究所

その他 その他 ビームライン・施設

P71/H-18 放射光マルチスケール光プロセス 三枝 峻也
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 その他 装置・分析技術

P62/H-19 ニュースバルにおける産業材料分析の現状と将来計画 鈴木 哲
兵庫県立大学
高度産業科学技術研究所

ナノ構造物性
X線・軟X線吸収分光、そ
の他

ビームライン・施設

サンビーム

P02/S-01 β-Ga2O3中の結晶欠陥のX線トポグラフィによる評価 中村 勇 三菱電機(株) 半導体・電子材料 X線イメージング 半導体・電子材料

P06/S-02 HAXPESによるAlGaN/GaN界面の2DEG生成メカニズム調査 南條 拓真 三菱電機(株) 半導体・電子材料 光電子分光 半導体・電子材料

P68/S-03 インフォマティクスを活用した放射光データの解析 土井 修一 富士通(株) 電気化学
X線回折,
X線・軟Ｘ線吸収分光

装置・分析技術

P03/S-04 セクショントポグラフィーを用いたパワーデバイスの３次元観察 米山 明男 (株)日立 半導体 X線イメージング 半導体・電子材料

P12/S-05 X線顕微鏡を用いたマイクロ熱散漫散乱の検討 高松 大郊 (株)日立 半導体 X線イメージング 半導体・電子材料

P29/S-06
放射光を用いたリチウムイオン二次電池正極材料の熱安定性および構
造選択的な化学状態観測

山田 周吾 パナソニック(株) 電気化学 X線回折 エネルギー

P44/S-07 HAXPESによるセラミック担体Pt触媒の界面相互作用解析 松本 匡史 (株)日産アーク 触媒化学 光電子分光 触媒
現地会場のみ発表
WEB掲載無し

P07/S-08 硬X線光電子分光を用いた窒化物半導体のバンドプロファイル評価 小林 裕 日亜化学工業(株) 半導体・電子材料 光電子分光 半導体・電子材料

P05/S-09 DAFS測定を用いた窒化物半導体の活性層評価(2) 宮野 宗彦 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

P08/S-10 オージェ電子収量XAFSによる絶縁膜/GaN界面の原子構造解析 磯村 典武 (株)豊田中央研究所 半導体・電子材料 X線・軟X線吸収分光 半導体・電子材料

P04/S-11 反射X線トポグラフを用いたGaN基板の評価 兼近 将一 名古屋大学 半導体・電子材料 X線イメージング 半導体・電子材料

P09/S-12
(SO-01)

タンデム型太陽電池向けpn接合界面のバンドオフセット解析 吉木 昌彦 (株)東芝 半導体・電子材料 光電子分光 半導体・電子材料

P20/S-13
(SO-02)

金属カチオン含有水溶液中でカソード分極した発錆炭素鋼のさびの構
造

大本 篤 大阪大学/関西電力(株) 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P30/S-14 リチウムイオン電池の電極における二次元XAFS測定・解析 小林 剛 （一財）電力中央研究所 電気化学 X線・軟X線吸収分光 エネルギー

P63/S-15 2次元検出器を用いた3次元逆格子マップ法の検討 稲葉 雄大 ソニーグループ(株) 半導体・電子材料 X線回折 装置・分析技術

P10/S-16
(SO-03)

硬X線光電子分光法によるGaInN/GaN 量子井戸のピエゾ電界評価 水島 啓貴 ソニーグループ(株) その他 光電子分光 半導体・電子材料

P38/S-17 放射光と中性子分析を組み合わせた硫酸系水溶液の構造解析 斎藤 吉広 住友電気工業(株) エネルギー・資源 X線散乱 エネルギー

P13/S-18 CdTe二次元検出器を用いた金属材料の変形挙動解析3 徳田 一弥 住友電気工業(株) 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P21/S-19
(SO-04)

イメージングXAFS・XRDによるさびの構造解析 小澤 敬祐 (株)神戸製鋼所 金属・構造材料 X線・軟Ｘ線吸収分光 機械・金属

P22/S-20 XRDによる亜鉛めっき／地鉄合金化反応の高温その場測定 大友 亮介 (株)神戸製鋼所 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P14/S-21 X線回折法によるNi基単結晶耐熱合金のクリープ損傷評価 根上 将大 川崎重工業(株) 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P15/S-22
(SO-05)

アルミ合金の引張その場放射光単色Ｘ線ＣＴ 福田 一徳 (株)コベルコ科研 金属・構造材料 X線イメージング 機械・金属

P65/S-23 HAXPES装置SG活動報告 新井 龍志 ソニーグループ(株) その他 光電子分光 装置・分析技術

P66/S-24 サンビームにおけるXAFS測定の高度化 沖 充浩 (株)東芝 (産業利用)その他 X線・軟Ｘ線吸収分光 装置・分析技術

P57/S-25
(SO-00)

サンビーム共同体趣旨説明 黒岡 和巳 パナソニック(株) その他 その他 ビームライン・施設

JASRI共用ビームライン実施課題

P34/J-01 ナトリウムイオン電池用高用量マンガン系正極材料の充放電反応機構 小沼 樹、藪内 直明 横浜国立大学 電気化学 X線回折 エネルギー



NO. 題名 発表者 所属 研究分野 技術分野 カテゴリ

P16/J-02 DP鋼の変形挙動に及ぼすフェライト粒径の影響 北野 竜也 兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P49/J-03 軟X線顕微鏡によるSmCo5及びSm2Co17系磁石の磁区構造解析 藤原 照彦 (株)トーキン 磁性材料 X線・軟Ｘ線吸収分光 無機材料

P17/J-04
In-situ XRD測定を用いたAl合金における高温変形中の転位密度変化
測定

平田 雅裕 兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 機械・金属

P48/J-05
電気化学反応によるX線イメージング用ZnOナノワイヤ光ガイド層を
含む複合シンチレータ開発に関する取り組み

小林 正和 豊橋技術科学大学 無機材料 X線イメージング 無機材料

P46/J-06 X線CTによる油脂材料の組織観察 吉本 則之 岩手大学 食品 ・生活用品 X線イメージング 食品・生活用品

P35/J-07
(JO-05)

放射光XRDを用いた時分割構造解析の硫化物固体電解質への応用
山口 展史、八百 篤史
宇都野 太、尾原 幸治

出光興産(株)
（公財）高輝度光科学研究
センター

無機材料 X線回折 エネルギー

P36/J-08
白金合金ナノ粒子燃料電池用触媒の白金異常分散を用いたin situ
SAXSによる粒子径分布測定

川本 鉄平 山梨大学 電気化学 X線散乱 エネルギー

P26/J-09
(JO-01)

HAXPESによる潤滑油反応膜の解析 木村 信治 ENEOS(株) 化学状態解析 光電子分光 機械・金属

P41/J-10
(JO-03)

実機耐久処理を経た Pd 触媒の排気ガス浄化反応と反応機構解析 朝倉 博行 京都大学 触媒化学 X線・軟X線吸収分光 触媒

P31/J-11
In-situ XRD測定による昇温時の円筒型リチウムイオン電池の発熱反
応の解析

岡田 賢 （国研）産業技術総合研究所 電気化学 X線回折 エネルギー

P54/J-12 虹彩模様付きコンタクトレンズ印刷層内の重金属粒子の分布状態 伊藤 恵利 (株)メニコン 表面界面物性 光電子分光 高分子・有機材料

P51/J-13
(JO-04)

超小角散乱測定による高分子材料の内部構造評価 小椎尾 謙 九州大学 高分子化学 X線散乱 高分子・有機材料

P67/J-14
(JO-06)

高効率化・省力化のための測定自動化技術の開発
ー粉末回折，小角散乱，XAFSー

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 その他 装置・分析技術

P55/J-15 溶液成⾧可能な有機半導体分子間pn接合の結晶構造 笠松 昂平 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

P47/J-16 環境要因によって引き起こされた毛髪内老化物質の可視化 安富 諒 (株)ミルボン 食品・生活用品 その他 食品・生活用品

P52/J-17 μ-XRFマッピングによる加硫ゴム中の硫黄および亜鉛の空間分布解析 中西 洋平 京都大学 化学分析 X線イメージング 高分子・有機材料

P18/J-18
XAFS測定による自動車用6000系アルミニウム合金のクラスタ形成過
程にSnが及ぼす影響の調査

田中 芹奈 兵庫県立大学大学院 金属・構造材料 X線・軟X線吸収分光 機械・金属

P56/J-19
放射光を利用した気液界面その場GIXRD測定の技術開発-分子ナノ
シート結晶の形成メカニズム解明に向けて-

大畑 考司 大阪府立大学 表面・界面化学 X線回折 高分子・有機材料

P23/J-20
CrOx膜が埋もれたCrOx／Fe界面近傍のFe化学結合状態（価数）に及
ぼす影響

西原 克浩 日本製鉄(株) 金属・構造材料 光電子分光 機械・金属

豊田中央研究所

P42/T-01 二次元分解XAFSによる自動車用触媒のガス拡散性解析 山本 敏生 (株)豊田中央研究所 触媒化学 X線・軟Ｘ線吸収分光 触媒

P32/T-02
急速充放電を可能にする新たな要因
－LiFePO4におけるオペランドXAS/XRD測定ー

宇山 健 (株)豊田中央研究所 資源
X線回折及びX線・軟X線
吸収分光

エネルギー

P39/T-03
二酸化炭素の電気化学的還元によるエタノール生成反応前後における
Cu(I)2核配位高分子の電子状態検討

坂本 直柔 (株)豊田中央研究所 エネルギー・資源 X線・軟Ｘ線吸収分光 エネルギー

P37/T-04 μＸＲＤによるＳＯＦＣ(固体酸化物形燃料電池)界面解析 藤田 悟 (株)豊田中央研究所 電気化学 X線回折 エネルギー

P33/T-05 リチウムイオン電池のX線ラマン散乱分光解析 野中 敬正 (株)豊田中央研究所 電気化学 X線非弾性散乱 エネルギー

P40/T-06 X線CT法を用いた粉体試料中の溶媒分布観察 草野 巧巳 (株)豊田中央研究所 構造物性 X線イメージング エネルギー

P53/T-07 放射光ラミノグラフィによる低環境負荷部品の内部劣化評価法 上山 道明 (株)豊田中央研究所 エレクトロニクス X線イメージング 高分子・有機材料


