
第19回SPring-８産業利用報告会　プログラム

8月31日（水） 2022/8/26
セッション1：開会挨拶 司会：山口 章
11:00 - 11:10 主催者代表挨拶 雨宮 慶幸 高輝度光科学研究センター

セッション2：豊田ビームライン研究発表会 座長：長井 康貴

11:10 - 11:30
固体高分子形燃料電池の撥水層内部における動的な液水生成挙動の
時分割Ex-situ X線CTによる観察

加藤 悟 株式会社豊田中央研究所

11:30 - 11:50 C₂化合物変換を可能にするCO₂電気化学還元金属錯体触媒の状態検討 坂本 直柔 株式会社豊田中央研究所

11:50 - 12:50 -休憩-（60分）昼食
セッション3：サンビーム研究発表会
12:50 - 13:05 サンビーム共同体趣旨説明 林 和志 株式会社神戸製鋼所
13:05 - 13:20 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 住友電気工業株式会社
13:20 - 13:35 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 株式会社神戸製鋼所
13:35 - 13:50 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株式会社
13:50 - 14:00
14:00 - 14:15 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 三菱電機株式会社
14:15 - 14:30 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/株式会社豊田中央研究所

14:30 - 14:45
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 株式会社神戸製鋼所

14:45 - 14:50
セッション4：企画講演1 司会：山口 章
14:50 - 15:10 放射光による次世代電池の反応解析 安部 武志 京都大学大学院
15:10 - 15:30

セッション5：JASRI共用ビームライン実施課題報告会
15:30 - 15:50 趣旨説明 佐藤 眞直 高輝度光科学研究センター

15:50 - 16:10
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 日本製鉄株式会社

16:10 - 16:30 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式会社
16:30 - 16:50 X線CT法を用いた全固体リチウムイオン二次電池の圧力依存性解析 山重 寿夫 トヨタ自動車株式会社

16:50 - 17:10
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

17:10 - 17:30
放射光XRDおよびXAFSを用いたIV属混晶熱電発電／電子デバイス材
料の評価

吉岡　和俊、横川　凌、小椋　厚志 明治大学

9月1日（木）
9:30 - 10:25
10:25 - 10:30

セッション6：兵庫県成果報告会
10:30 - 10:40 兵庫県における産業利用の取り組みについて 渡邊 健夫 兵庫県立大学高度産業科学技術研究所
10:40 - 11:05 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

11:05 - 11:30
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 味の素株式会社

11:30 - 11:40
11:40 - 12:05 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 株式会社コベルコ科研
12:05 - 12:30 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
12:30 - 13:30
13:30 - 14:25
14:25 - 14:30

セッション7：ひょうごSPring-8賞受賞記念講演
14:30 - 14:37 ひょうごSPring-8賞表彰式・授賞理由説明 雨宮 慶幸 ひょうごSPring-8賞選定部会長
14:37 - 14:50 ひょうごSPring-8賞表彰式・祝辞/記念撮影 兵庫県知事 ひょうごSPring-8賞実行委員会会長
14:50 15:25 ミクロ構造機能解明による次世代自動車三元触媒の実用化 加藤 悟 株式会社豊田中央研究所

15:25 - 16:00
SiCパワーデバイス実用化に向けた動作中デバイスにおける結晶欠陥
可視化技術の開発

小西 くみこ 株式会社日立製作所

16:00 - 16:10
セッション8：企画講演2 司会：山口 章
16:10 - 16:30 FSBLの概要とアクティビティ 小島 優子 フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体

16:30 - 16:50 中外製薬の創薬へのSPring-8放射光施設の積極的活用 鳥澤 拓也 中外製薬株式会社
セッション9：講評と閉会の挨拶 司会：山口 章
16:50 - 17:10 講評 石川 哲也 理化学研究所 放射光科学研究センター
17:10 - 17:20 閉会の挨拶 山口 章 高輝度光科学研究センター

座長：前半 -林 和志,　後半 -川村 朋晃

座長：前半 - 佐野 則道，後半 -堂前 和彦

座長：前半 -高山 裕貴,　後半 -中西 康次

-休憩-（60分）昼食

-休憩-（10分）

-移動・休憩-（5分）

-休憩-（10分）

-休憩-（5分）

-休憩-（20分）

-移動・休憩-（5分）

-休憩-（10分）

ポスター発表（コアタイムⅠ）

ポスター発表（コアタイムⅡ ）
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