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ポスター番号/機関番号 題名 発表者 所属 研究分野 技術分野 カテゴリ

P69/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

P70/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

P71/H-03 兵庫県放射光研究センターが提供する産業利用支援のご紹介 放射光研究センター 兵庫県 その他 その他 ビームライン・施設

P52/H-04 X線タイコグラフィを用いた高分子材料の3Dナノイメージング 廣澤 和 旭化成(株) 有機材料 X線イメージング 有機材料

P35/H-05 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

P34/H-06
せん断流下における潤滑グリースの増ちょう剤構造変化とレオロジー
特性の相関性解明

野田 隆史 日本精工(株) ソフトマテリアル物性 X線散乱 機械

P58/H-07 ベイズ推定を用いたNAP-HAXPESスペクトル解析法 山本 知樹 マツダ(株) その他 光電子分光 装置・分析技術

P53/H-08 疲労試験後の炭素繊維強化プラスチック材料の内部構造観察 藤澤 佳右 ＤＩＣ(株) 有機材料 X線イメージング 有機材料

P01/H-09
金属3Dプリンターを用いたInconel 738LC合金の積層造形品の組織お
よび力学的性質

堀田 優希 兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 金属・構造材料

P36/H-10 多核型マイクロカプセル粉末油脂の内部構造観察 髙橋 諄哉 青葉化成(株) 食品・生活用品 X線イメージング 食品・生活用品・医療機器

P57/H-11
カルボキシル化ポリリジン水溶液のLSCT型相分離における溶液構造解
析

中田 克 (株)東レリサーチセンター その他 X線散乱 有機材料

P13/H-12 X線タイコグラフィを用いた溶融塩腐食機構の検討 小澤 敬祐 (株)神戸製鋼所 金属・構造材料 X線イメージング 金属・構造材料

P37/H-13
(HO-01)

手延べ製法の条件と手延べ素麺の美味しさ評価 原 信岳 兵庫県手延素麺協同組合 食品・生活用品 X線散乱 食品・生活用品・医療機器

P38/H-14
(HO-02)

放射光X線小角/広角散乱同時測定による米飯の老化挙動のその場観察 大元 智絵 味の素(株) 食品・生活用品 X線散乱 食品・生活用品・医療機器

P23/H-15
(HO-03)

兵庫県産業利用ビームラインを用いた二次電池の分析技術 森 拓弥 (株)コベルコ科研 エネルギー・資源 X線・軟Ｘ線吸収分光 エネルギー

P72/H-16
(HO-04)

ニュースバルにおける産業利用について 渡邊 健夫
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

P73/H-17 ニュースバル光源加速器とガンマ線BL01の現状 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

P39/H-18 高効率マイクロミスト発生ネブライザーの開発 天野 壮
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 食品・生活用品・医療機器

P59/H-19
絶縁体の準大気圧HAXPESにおける帯電解消効果　－敢えて試料とア
パーチャーコーンを離す－

鈴木 哲
兵庫県立大学高度産業科学
技術研究所

その他 光電子分光 装置・分析技術

P24/H-20
ニュースバルBL05における蓄電デバイス研究のための技術開発と今後
の展望

中西 康次
兵庫県立大学高度産業科学
技術研究所

電気化学 X線・軟Ｘ線吸収分光 エネルギー

P31/S-01
ハイブリッドナノシート自己修復触媒における電気化学的触媒層形成
プロセスの検討

谷口 達也 川崎重工業(株) 電気化学 X線・軟Ｘ線吸収分光 触媒

P07/S-02 ステンレス鋼の溶接残留応力評価 水間 秀一 川崎重工業(株) 金属・構造材料 X線回折 金属・構造材料

P60/S-03
マイクロスリットパターンを介したXRD分析による皮膜の深さ方向応
力分布評価の検討

日野 綾 (株)神戸製鋼所 無機材料 X線回折 装置・分析技術

P09/S-04
(SO-02)

先進鋼材開発に向けた鋼材表面皮膜の高温反応挙動のin-situ解析 大友 亮介 (株)神戸製鋼所 （産業利用）その他 X線回折 金属・構造材料

P18/S-05
(SO-06)

温水間等方圧処理された全固体リチウムイオン用正極のX線CTによる
評価

林 和志 (株)神戸製鋼所 エネルギー・資源 X線イメージング エネルギー

P41/S-06 放射光を用いた無電解銅めっき析出挙動解析 髙橋 美郷 住友電気工業(株) 電気化学 X線・軟X線吸収分光 半導体・電子材料

P43/S-07
(SO-01)

化合物半導体デバイス開発における放射光分析の活用 斎藤 吉広 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

P44/S-08 硬X線光電子分光法によるInPのイオン注入ダメージの評価 新井 龍志 ソニーグループ(株) 半導体・電子材料 光電子分光 半導体・電子材料

P45/S-09 逆格子マップ法を用いたSi基板上トレンチ構造の解析 稲葉 雄大 ソニーグループ(株) 半導体・電子材料 X線回折 半導体・電子材料

P17/S-10 XAFSを用いた銅系吸収剤によるガス状微量金属の除去特性評価 秋保 広幸 (一財)電力中央研究所 エネルギー資源 X線・軟X線吸収分光 エネルギー

P10/S-11 Al2(SO4)3含有樹脂被覆炭素鋼における鉄さびの構造と還元挙動 出口 博史 関西電力(株) 金属・構造材料
X線回折
X線・軟Ｘ線吸収分光

金属・構造材料

P61/S-12 環境規制に対応したアンチモン価数評価技術の開発 沖 充浩 (株)東芝 環境材料 X線・軟X線吸収分光 装置・分析技術

P19/S-13
硬X線光電子分光法による高容量リチウムイオン電池正極の劣化原因
の解明

吉木 昌彦 (株)東芝 電気化学 光電子分光 エネルギー

P62/S-14 エネルギー損失オージェ電子検出による深さ分解XAFS法 磯村 典武 (株)豊田中央研究所 その他 X線・軟X線吸収分光 装置・分析技術

P33/S-15 月面ローバトランスミッションオイル被膜のHAXPES分析 高橋 直子 (株)豊田中央研究所 その他 光電子分光 分光 機械

P46/S-16
(SO-05)

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
(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

P65/S-17 日亜化学工業におけるサンビーム活用事例 小林 裕 日亜化学工業(株) その他 その他 ビームライン・施設

P66/S-18 日産自動車グループにおけるサンビーム活用事例 稲葉 雅之 (株)日産アーク エネルギー・資源
X線回折、光電子分光、X
線・軟X線吸収分光

ビームライン・施設

P67/S-19
(SO-03)

パナソニックHDのサンビーム活用事例 黒岡 和巳 パナソニックHD(株) その他 その他 ビームライン・施設

P42/S-20 HAXPESによるNiメッキ表面におけるUV照射効果の解析 山田 周吾 パナソニックHD(株) エレクトロニクス 光電子分光 半導体・電子材料

P20/S-21 リチウムイオン電池用正極材料の XAFS 解析 吉川 住和 パナソニックHD(株) 電気化学 X線・軟X線吸収分光 エネルギー

P63/S-22 マイクロCTを用いた各種材料の非破壊観察 米山 明男 (株)日立製作所 有機材料 X線イメージング 装置・分析技術

P64/S-23 インフォマティクスを活用した放射光データの解析(2) 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

P47/S-24
(SO-04)

SiCパワーデバイス電極用Ni シリサイド膜のXAFS 解析 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

兵庫県

サンビーム



ポスター番号/機関番号 題名 発表者 所属 研究分野 技術分野 カテゴリ
P68/S-25
(SO-00)

サンビーム共同体趣旨説明 林 和志 (株)神戸製鋼所 その他 その他 ビームライン・施設

P40/J-01
Visualization of the glyoxylic acid distribution in human hairs in
the presence of a penetration enhancer

宇山 允人
岡部 真也

(株)資生堂 食品・生活用品 その他 食品・生活用品・医療機器

P54/J-02 ポリエステル繊維の引張変形時のUSAXS観察

布施 遼平、永田 睦也、
菅原 昂亮、伊香賀 敏
文、冨澤 錬、金 慶孝、
大越 豊、岡田 一幸＊

信州大学
＊(株)東レリサーチセンター

有機材料 X線散乱 有機材料

P02/J-03
超微細等軸マルテンサイト組織の優れた強度・延性バランス発現機構
の放射光解析

鈴木 雄裕 兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 金属・構造材料

P48/J-04
マイクロビームXAFSによる(K,Na)NbO3粒子に固溶したMnの化学状
態評価

西村 仁志 (株)村田製作所 半導体・電子材料 X線・軟Ｘ線吸収分光 半導体・電子材料

P15/J-05 In-situ XAFSによるタングステン酸ジルコニウムの局所構造解析 李 美希 JX金属(株) 無機材料 X線・軟Ｘ線吸収分光 金属・構造材料

P28/J-06 バイオマス脱酸素変換触媒の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

P04/J-07 Dual Phase鋼の変形挙動に及ぼす相サイズと相形態の影響
北野 竜也
中本 有風、足立 大樹

兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 金属・構造材料

P05/J-08
放射光In-situ XRD/DIC同時測定を用いたAl合金のセレーション挙動
解析

井上 格、北野 竜也、有
吉 開、足立 大樹

兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 金属・構造材料

P16/J-09 実用電線中に見出された初期電気トリーの非破壊分析 伊藤 桂介 宮城県産業技術総合センター エネルギー・資源 X線イメージング エネルギー

P55/J-10 ウレタンゴム中におけるセルロースナノファイバーの凝集構造の解析 遠藤 崇正 宮城県産業技術総合センター 環境材料 X線散乱 有機材料

P11/J-11
(JO-02)

硬X線放射光を用いた光電子分光による金属上皮膜の深さ方向構造解
析

西原 克浩 日本製鉄株(株) 金属・構造材料 光電子分光 金属・構造材料

P12/J-12
放射光X線ラミノグラフィーを用いたZn系めっき鋼板における腐食生
成物形状の非破壊観察

吉住 歩樹、西原 克浩、
谷山 明

日本製鉄株(株) 金属・構造材料 X線イメージング 金属・構造材料

P03/J-13
SUS301鋼の1600MPa高降伏点と長大リューダース変形をもたらす
結晶粒径，C濃度とγ安定性の影響

増成 優人 兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 金属・構造材料

P49/J-14 ペロブスカイト結晶の結晶化過程の調査 柴山 直之 桐蔭横浜大学 半導体・電子材料 X線散乱 半導体・電子材料

P06/J-15 Mg合金の活動すべり系に及ぼす変形温度の影響 平田 雅裕 兵庫県立大学 金属・構造材料 X線回折 金属・構造材料

P29/J-16 放射光を用いた非貴金属水電解触媒の構造と安定性の相関の探索 足立 精宏 理化学研究所 触媒化学
X線・軟Ｘ線吸収分光
X線散乱、X線回折

触媒

P08/J-17 方向性電磁鋼板の磁区観察 -X線磁気円偏光発光顕微鏡の開発- 稲見 俊哉 量子科学技術研究開発機構 磁性材料 X線磁気散乱 金属・構造材料

P56/J-18 多孔性配位高分子を用いたケミレジスタの機構解明 大竹 研一 京都大学 無機材料 X線回折 有機材料

P50/J-19
(JO-03)

電子材料用ネットワークポリマー/金属接着界面の解析 首藤 靖幸 住友ベークライト(株) 半導体・電子材料 光電子分光 半導体・電子材料

P30/J-20
(JO-05)

In situ XAFSと質量分析の同時測定による金－アミノ酸錯体からの担
持金ナノ粒子生成過程の解析

村山 美乃 九州大学大学院 触媒化学 X線・軟X線吸収分光 触媒

P32/T-01 X線CTを用いた自動車触媒コート層の空隙解析 山本 敏生 (株)豊田中央研究所 触媒化学 X線イメージング 触媒

P14/T-02
放射光ラミノグラフィによる炭素繊維強化プラスチック積層材の内部
劣化評価

北條 浩 (株)豊田中央研究所 金属・構造材料 X線イメージング 金属・構造材料

P25/T-03 マイクロビームX線によるSOFC(固体酸化物形燃料電池)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

P21/T-04 MIにより探索したLIB用負極材CaBaFe₄O₈の充放電挙動 田島 伸 (株)豊田中央研究所 無機化学 X線・軟X線吸収分光 エネルギー

P22/T-05 リチウムイオン電池のイメージングX線ラマン散乱解析 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

P27/T-06 アンモニア合成･改質触媒のin situ XAFS解析 山崎 清 (株)豊田中央研究所 触媒化学 X線・軟X線吸収分光 触媒

P26/T-07 燃料電池過渡解析 北野 直紀 (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

P51/F-01 電子材料用ネットワークポリマーの開発
首藤 靖幸、
加々良 剛志、和泉 篤士

住友ベークライト(株)
高分子化学,
半導体・電子材料

X線散乱 半導体・電子材料

P74/I-01 BL再編におけるBL13XUの改造状況 小金澤 智之
(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，X線散乱 ビームライン・施設

P75/I-02 BL再編におけるBL46XUの改造状況 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 ビームライン・施設

P76/I-03 BL14B2におけるその場XAFS測定の現状 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 ビームライン・施設

P77/I-04 BL19B2における極小角X線散乱（USAXS）の大幅な強度向上 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，X線散乱 ビームライン・施設

P81/O-01 「富岳」を含むHPCIの利用方法とRISTの利用支援 須永 泰弘
(一財)高度情報科学技術研究
機構

ビームライン・施設

P82/O-02
総合科学研究機構　中性子科学センターの活動
－　J-PARCにおける中性子利用　－

(一財)総合科学研究機構
中性子科学センター

ビームライン・施設

P84/O-03 あいちシンクロトロン光センターの現状
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 ビームライン・施設

P83/O-04 中性子産業利用推進協議会の活動状況 中性子産業利用推進協議会 ビームライン・施設

P85/O-05 九州シンクロトロン光研究センターの施設紹介
(公財)佐賀県地域産業支援セ
ンター

ビームライン・施設

P78/O-06 SPring-8企業利用者の動向 佐藤 眞直 SPRUC企業利用研究会 ビームライン・施設

P79/O-07 SPring-8の利用制度について 利用推進部
(公財)高輝度光科学研究セン
ター

ビームライン・施設

P80/O-08 SPring-8利用推進協議会について SPrig-8利用推進協議会 ビームライン・施設

その他

JASRI共用ビームライン実施課題

(株)豊田中央研究所

FSBL（フロンティアソフトマター）

JASRI産業利用・産学連携推進室
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