
2019年後期実施課題2019B一覧：一般研究課題
* SPring-8におけるSACLA、J-PARC/MLFまたはスーパーコンピューター(「京」を含むHPCI)と連携した利用を行う課題を含む 1シフト=8時間
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シフト

ビームライン 専有/
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1 2019B1031 X線単結晶構造解析法による低分子有機化合物の構造決定 橋塚 貴彦 大日本住友製薬（株） 日本 産業界 産業利用 2 BL02B1 専有

2 2019B1032 間接型X線検出器の空間分解能評価 大喜多 淳平 浜松ホトニクス（株） 日本 産業界 ビームライン技術 1 BL20B2 専有

3 2019B1033 硬X線光電子分光による半導体材料の解析 田口 宗孝 東芝ナノアナリシス（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL47XU 専有

4 2019B1034 硬X線光電子分光による半導体材料の解析 田口 宗孝 東芝ナノアナリシス（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL09XU 専有

5 2019B1035 活物質材料の構造解析 大内 暁 パナソニック（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL04B2 専有

6 2019B1036 ジオポリマーの構造解析 寺西 秀明 富士電機（株） 日本 産業界 産業利用 1 BL20XU 専有

7 2019B1037 セラミックス材料の精密構造解析およびその場XRD測定 田中 美知 TDK（株） 日本 産業界 産業利用 5.875 BL02B2 専有

8 2019B1038 非弾性X線散乱を用いた薄膜フォノン測定 南部 英 （株）日立製作所 日本 産業界 物質科学・材料科学 6 BL35XU 専有

9 2019B1039 リチウムイオン電池のイメージング測定 山重 寿夫 トヨタ自動車（株） 日本 産業界 産業利用 12 BL47XU 専有

10 2019B1040 リチウムイオン電池のイメージング測定 山重 寿夫 トヨタ自動車（株） 日本 産業界 産業利用 12 BL20XU 専有

11 2019B1041 軟X線分光による応用材料の分析 尾山 貴司 （株）村田製作所 日本 産業界 産業利用 12 BL25SU 専有

12 2019B1042 放射光X線トポグラフィによるGaN結晶の評価 兼近 将一 名古屋大学 日本 大学等教育機関 産業利用 1.875 BL20B2 専有

13 2019B1043 高分子材料の構造と機能の関係解析 小林 貴幸 三菱ケミカル（株） 日本 産業界 産業利用 5 BL47XU 専有

14 2019B1044 溶剤塗布過程におけるバイオベースマテリアル表面の動的構造評価 仁王 厚志 ポーラ化成工業（株） 日本 産業界 化学 1.875 BL05XU 専有

15 2019B1045 Increasing the complexity – predicting the macroscale petrophysical properties
of Lower Cretaceous chalk from 3D nanoscale bulk microstructure Henning Sorensen Technical University of

Denmark デンマーク 海外機関 地球・惑星科学 5.875 BL47XU 専有

16 2019B1046 無機材料の構造解析 織田 享子 三菱ケミカル（株） 日本 産業界 産業利用 2 BL20B2 専有

17 2019B1047 フッ素樹脂のX線散乱による構造解明 福嶋 俊行 ダイキン工業（株） 日本 産業界 物質科学・材料科学 2 BL40B2 専有

18 2019B1048
The structual analysis of hierachical structure of polymer complexes with
nanoparticles for industrial
applications.

Hyungju Ahn Pohang Accelerator
Laboratory 韓国 海外機関 産業利用 1 BL19B2 専有

19 2019B1049 医薬品の粉末X線回折測定 鈴木 健司 創薬産業構造解析コンソーシ
アム

日本 産業界 産業利用 2 BL19B2 専有

20 2019B1050 無機半導体材料の電⼦状態構造解析 新井 龍志 ソニー（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL46XU 専有

21 2019B1051 放射光X線を用いたイメージングのためのFeasibility Study 谷山 明 日本製鉄（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL46XU 専有
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22 2019B1052 無機塩合成用四塩化チタン水溶液の構造解析Ⅱ 辰巳 雅俊 （株）大阪チタニウムテクノ
ロジーズ

日本 産業界 産業利用 3 BL14B2 専有

23 2019B1053 有機薄膜の薄膜X線構造解析 鉄谷 尚士 日産化学（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL46XU 専有

24 2019B1054 硬X線光電子分光による金属上酸化膜の構造解析 西原 克浩 日本製鉄（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL46XU 専有

25 2019B1055 ポリオレフィン系フィルムの精密構造解析 松葉 豪 山形大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL19B2 専有

26 2019B1056 Electron charge density analysis of luminescent materials containing bismuth
through the MEM/Rietveld technique Hong-Tao Sun Soochow University 中国 海外機関 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有

27 2019B1057 硬X線光電子分光による熱電材料の研究 松波 雅治 豊田工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL09XU 非専有

28 2019B1059 In-situ X-ray and Raman Studies on the structure of amorphous ices John Tse University of Saskatchewan カナダ 海外機関 化学 9 BL10XU 非専有

29 2019B1062 水溶液中のポリ-N,N-ジエチルアクリルアミドの散乱関数の温度依存性 井田 大地 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL40B2 非専有

30 2019B1063
高輝度マイクロビームを利用した含BNナノグラフェン系有機EL材料の迅速X線
結晶構造解析

畠山 琢次 関西学院大学 日本 大学等教育機関 化学 5.75 BL40XU 非専有

31 2019B1066
湿度制御下における固体高分子燃料電池延伸膜の機械的強度と赤外分光を用いた
内部構造の相関

松葉 豪 山形大学 日本 大学等教育機関 化学 5.75 BL43IR 非専有

32 2019B1067 筒状芳香族炭化水素分子からなる分子ベアリングの単結晶X線構造解析 松野 太輔 東京大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL26B1 非専有

33 2019B1069 顕微赤外ATR分光法による昆虫体表脂質の偏在性に関する研究 金子 文俊 大阪大学 日本 大学等教育機関 生命科学 5.875 BL43IR 非専有

34 2019B1071 オリビン多結晶体の弾性・非弾性・粘性への水の影響 芳野 極 岡山大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 14.875 BL04B1 非専有

35 2019B1072 量体化分子の短距離秩序と液体的ダイナミクス 片山 尚幸 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 14.5 BL04B2 非専有

36 2019B1073 高エネルギーX線照射による層状LiVO2の三量体転移温度変化 片山 尚幸 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有

37 2019B1074 湾曲マルチビーム光学素子による4DX線トモグラフィ 矢代 航 東北大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 26.75 BL28B2 非専有

38 2019B1077 棒状と円盤状の分子形態をもつエーテル型液晶分子の熱相転移現象の解明 内田 欣吾 龍谷大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有

39 2019B1078 自己修復性材料の精密構造解析による修復機構の解明 松葉 豪 山形大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL40B2 非専有

40 2019B1079
光電子ホログラフィーによるマグネシウムシリサイド結晶にドープされたアルミ
ニウムの三次元局所構造解析

北浦 守 山形大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 10 BL25SU 非専有

41 2019B1080
蛍光X線ホログラフィーによって観測するオーダー型ランガサイト結晶中Aサイ
ト原子周囲の位置ゆらぎ

北浦 守 山形大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL13XU 非専有

42 2019B1081
高強度かつ高ゴム弾性を有する微生物産生ポリエステルフィルムおよび繊維の構
造形成機構の解明

岩田 忠久 東京大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL40B2 非専有
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43 2019B1082 放射光X線を用いたシート状の大環状芳香族分子の単結晶構造解析 佐藤 宗太 東京大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL26B1 非専有

44 2019B1083
広角小角X線散乱ならびに透過赤外スペクトルの同時高速測定に基づくポリフッ
化ビニリデン強誘電結晶相転移および階層構造変化に及ぼす高電場印加効果の解
明

田代 孝二 豊田工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 15 BL40XU 非専有

45 2019B1084 XAFSで明らかにする新規酸水素化物の局所構造と価数状態 高津 浩 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 4 BL01B1 非専有

46 2019B1085 中エネルギーX線を用いた層状LiVO2の局所構造解析 片山 尚幸 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL44B2 非専有

47 2019B1087 加齢による神経細胞の構造変化 水谷 隆太 東海大学 日本 大学等教育機関 生命科学 15 BL37XU 非専有

48 2019B1088
川井型装置での温度圧力発生技術開発とCaSiO3およびMgSiO3に関するX線その
場観察

山崎 大輔 岡山大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 14.75 BL04B1 非専有

49 2019B1089
新しいhigh-k誘電体の開発に向けたチタン石型化合物における結晶構造と誘電物
性の相関解明

谷口 博基 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL02B2 非専有

50 2019B1091 非平衡特殊合金ナノ粒子形成過程の in-situ XAFS解析 森 浩亮 大阪大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL01B1 非専有

51 2019B1092 微小破断面軟 X 線 ARPES による非ヘキ開トポロジカル物質の開拓 黒田 健太 東京大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL25SU 非専有

52 2019B1093
融解挙動を示す配位高分子の液体状態における金属イオンの相転移挙動及びプロ
トン伝導に及ぼす影響

堀毛 悟史 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL02B2 非専有

53 2019B1094
高いプロトン伝導性を示すアモルファスZn2+配位高分子の構造解析と異なる金
属種、金属配位子比の影響

堀毛 悟史 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL04B2 非専有

54 2019B1096 Study on the charge density distribution of Li2TiO3-based lithium-rich cathode
materials via synchrotron radiation X-ray diffraction 張 志剛 Chinese Academy of Sciences 中国 海外機関 物質科学・材料科学 6 BL02B2 非専有

55 2019B1097 ドメイン分離した反強磁性電子構造の観測で開拓する磁気多極子の物理 黒田 健太 東京大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 11.375 BL25SU 非専有

56 2019B1099 無容器浮遊溶融法を用いた高秩序分子自己集合体の形成 梶谷 孝 東京工業大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL04B2 非専有

57 2019B1100
充放電オペランド分光測定によるNaCoO2の電気化学的Na脱離・挿入の素過程
解明

小林 剛 電力中央研究所 日本 国公立研究機関等 化学 11.875 BL27SU 非専有

58 2019B1103 NRVS of iron enzyme intermediates and model complexes Edward Solomon Stanford University アメリカ 海外機関 生命科学 24 BL19LXU 非専有

59 2019B1104
がん細胞ターゲッディング能を有する多糖フォルダマーからなる自己組織化体の
小角X線散乱による構造解析

西村 智貴 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有

60 2019B1105
結晶性ポリマーを親水性主鎖とした両親媒性グラフトポリマーからなる自己組織
化フィルム形成の動的観察

西村 智貴 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 2.875 BL40B2 非専有

61 2019B1106 放射光X線回折法による新構造型酸化物イオン伝導体の結晶構造の解明 藤井 孝太郎 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有

62 2019B1107
粉末X線回折実験による高イオン伝導性結晶の内部空間における錯形成反応の追
跡

吉成 信人 大阪大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL02B2 非専有
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63 2019B1108
単結晶X線回折実験による高イオン伝導性結晶の内部空間における錯形成反応の
追跡

吉成 信人 大阪大学 日本 大学等教育機関 化学 2.75 BL02B1 非専有

64 2019B1110
抗原結合に伴う抗体構造変化のpHジャンプ高速Ｘ線１分子追跡法を用いた経時
解析

織田 昌幸 京都府立大学 日本 大学等教育機関 生命科学 6 BL40XU 非専有

65 2019B1111
高圧力下かつ高精度のガラスの動径分布関数測定の開発によるケイ酸塩ガラスの
圧力誘起構造変化の研究の開拓

河野 義生 愛媛大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 8.875 BL37XU 非専有

66 2019B1112
単結晶構造解析を用いるチューブ状一次元超分子錯体内部へのゲスト分子の包接
の評価

河野 慎一郎 名古屋大学 日本 大学等教育機関 化学 5.875 BL02B1 非専有

67 2019B1113 液晶相中における剛直環状鎖の分子形態 寺尾 憲 大阪大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL40B2 非専有

68 2019B1114
中空カーボンに内包された合金ナノ粒子触媒のXAFS構造解析と合金粒子形成過
程の追跡

桑原 泰隆 大阪大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL01B1 非専有

69 2019B1115
マントル遷移層に滞留するスラブ内の温度圧力条件下におけるカンラン岩の変形
実験：変形の局所集中における相転移カイネティクスの効果

大内 智博 愛媛大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 11.75 BL04B1 非専有

70 2019B1119
高エネルギー分解能X線吸収分光および共鳴発光分光によるEuNi₂(P1–xGex) ₂の
近藤効果/価数揺らぎと磁気秩序の競合に関する電子状態研究 三村 功次郎 大阪府立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 14.75 BL39XU 非専有

71 2019B1120 Zero thermal expansion in (Sc,Ti)Fe2 magnetic alloys over a wide temperature
range Jun Chen University of Science &

Technology Beijing 中国 海外機関 物質科学・材料科学 9 BL44B2 非専有

72 2019B1121 巨大中空超分子材料の創製および精密構造解析 片桐 幸輔 甲南大学 日本 大学等教育機関 化学 8.875 BL26B1 非専有

73 2019B1122 Synthesis and identification of the metal polyhydrides with high-Tc at extreme
conditions Yanming Ma Jilin University 中国 海外機関 物質科学・材料科学 11.75 BL10XU 非専有

74 2019B1124 X線繊維回折を用いた鞭毛軸糸構造ダイナミクスの異なる生物種間比較解析 大岩 和弘 情報通信研究機構 日本 国公立研究機関等 生命科学 18 BL40XU 非専有

75 2019B1125 放射光X線を用いたピーポッド型超分子の単結晶構造解析 佐藤 宗太 東京大学 日本 大学等教育機関 化学 2.75 BL26B1 非専有

76 2019B1126 堆肥として畑に投入されたリンの土壌微細構造内分布と蓄積形態 山口 紀子 農業・食品産業技術総合研究
機構

日本 国公立研究機関等 環境科学 6 BL27SU 非専有

77 2019B1127*
Determination of Phononic Bandgap and Phonon Localization in Epitaxial
HfN and HfN/ScN Metal/Semiconductor Superlattice Metamaterials with
Inelastic X-ray Scattering

Bivas Saha Jawaharlal Nehru Centre for
Advanced Scientific Research インド 海外機関 物質科学・材料科学 15 BL35XU 非専有

78 2019B1128 アギトアリが超高加速度運動を生み出す筋の制御メカニズムの解明 青沼 仁志 北海道大学 日本 大学等教育機関 生命科学 11.75 BL40XU 非専有

79 2019B1129 種々の典型元素を含む機能性π電子系化合物の極微小結晶を用いた迅速構造解析 笹森 貴裕 名古屋市立大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL02B1 非専有

80 2019B1130 広い比表面積を持つ遷移金属ナノシート分子の精密構造解析 砂田 祐輔 東京大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL02B1 非専有

81 2019B1133
Correct determination of the equilibrium phase boundary of the post-garnet
transition in the system MgSiO3-Al2O3 as a function of temperature based on
the definition of chemical equilibrium

桂 智男 University of Bayreuth ドイツ 海外機関 地球・惑星科学 6 BL04B1 非専有
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82 2019B1134 巨大なチャネル空間を有する水素結合性有機フレームワークの単結晶構造解析 久木 一朗 北海道大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL40XU 非専有

83 2019B1135
A₁BA₂C型の３成分４元ブロック共重合体からの周期・準周期タイリング構造の
構築

松下 裕秀 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40XU 非専有

84 2019B1136
Determination of Fe3+/Fe2+ ratios of bridgmanite by energy-domain Mö
ssbauer spectroscopy with determination of lattice parameters for
understanding defect chemistry in the lower mantle

桂 智男 University of Bayreuth ドイツ 海外機関 地球・惑星科学 9 BL10XU 非専有

85 2019B1138 In-situ anomalous XRD for evaluating structural degree of order in Co based
Heusler alloy thin films Rosantha Kumara 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 12 BL13XU 非専有

86 2019B1141 アモルファス誘電体におけるナノ結晶析出と誘電特性の関連調査 藤井 一郎 山梨大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL02B2 非専有

87 2019B1142 オペランドX線吸収分光法によるRuIr-NCs OER触媒のIr組成依存性の研究 北川 宏 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL01B1 非専有

88 2019B1143 相制御された2元系固溶合金ナノ粒子の結晶構造解析 北川 宏 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL02B2 非専有

89 2019B1144 Ta単結晶弾性の高温⾼圧下での測定 福井 宏之 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 17.875 BL35XU 非専有

90 2019B1145 金属酸化物メソ結晶の構造解析 立川 貴士 神戸大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 2 BL04B2 非専有

91 2019B1146
その場XAFSを用いた高温雰囲気制御下における酸素貯蔵材料SrFe1-xMexO3-δ
(Me=Sc, Ti, Cr)の酸素放出・貯蔵特性と局所構造の相関関係の解明

大石 昌嗣 徳島大学 日本 大学等教育機関 化学 5.75 BL01B1 非専有

92 2019B1148
二体相関解析によるリチウム過剰系正極材料の結晶・非晶質混在状態における結
晶歪みの観察

大石 昌嗣 徳島大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL04B2 非専有

93 2019B1149 複核金属タンパク質の蛍光X線ホログラフィーによる構造と電子状態の同時計測 梅名 泰史 岡山大学 日本 大学等教育機関 生命科学 8.75 BL39XU 非専有

94 2019B1150 ペーストの記憶効果を担う粒子配列異方性と破壊過程Ⅱ 狐崎 創 奈良女子大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL20B2 非専有

95 2019B1151
蛍光X線ホログラフィー法による光化学系II蛋白質の活性中心Mn4Caクラスター
の構造研究

梅名 泰史 岡山大学 日本 大学等教育機関 生命科学 18 BL39XU 非専有

96 2019B1152
心筋の収縮調節を行うC1C2タンパク質のリン酸化及びカルシウムイオンによる
構造変化の解析 松尾 龍人 量子科学技術研究開発機構 日本 国公立研究機関等 生命科学 3 BL40B2 非専有

97 2019B1153 SrO･6Fe2O3フェライト磁石の保磁力と磁区変化の配向度依存性解明 松浦 裕 応用科学研究所 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 11.875 BL25SU 非専有

98 2019B1156 自動車排ガス浄化に有効な金属添加Al2O3担持貴金属触媒のL3殻XAFS測定 鳥屋尾 隆 北海道大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL27SU 非専有

99 2019B1158 パイロクロア型イリジウム酸化物の磁場中赤外分光 上田 健太郎 東京大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL43IR 非専有

100 2019B1159
金属イオン担持ビピリジン架橋型共有結合性有機構造体の光誘起電子移動反応メ
カニズムの解析

神谷 和秀 大阪大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL01B1 非専有

101 2019B1160 A role for GRK2 in the development of right ventricular failure in pulmonary
arterial hypertension Mark Waddingham 国立循環器病研究センター 日本 国公立研究機関等 医学応用 12 BL40XU 非専有
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102 2019B1164 放射光大視野顕微CTによる肺気腫の発症・進展機序の定量的解明 仁木 登 徳島大学 日本 大学等教育機関 医学応用 12 BL20B2 非専有

103 2019B1165
Investigating site- and depth-specific electronic structure in strongly spin-orbit-
coupled LaMnO3/SrIrO3 superlattices by standing-wave hard x-ray
photoemission spectroscopy

Yujun Zhang 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 15 BL09XU 非専有

104 2019B1166 時分割回折法を用いたトポケミカル酸化還元反応の直接観察 山本 隆文 東京工業大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL02B2 非専有

105 2019B1168 μ-ニトリド架橋鉄フタロシアニン二量体型メタン酸化触媒の微小結晶構造解析 山田 泰之 名古屋大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL02B1 非専有

106 2019B1169
重い電子系化合物CeRhIn5のコンプトン散乱二次元再構成実験による電子構造
の研究

小泉 昭久 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 29.875 BL08W 非専有

107 2019B1170
古代・中世の中央アジアでガラスの一次生産は行われていたか～非破壊高エネル
ギー放射光蛍光X線分析による考古化学的検証～

阿部 善也 東京理科大学 日本 大学等教育機関 その他 6 BL08W 非専有

108 2019B1173 X線磁気トモグラフィーによる磁気スキルミオンひもの直接観察 関 真一郎 東京大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 18 BL39XU 非専有

109 2019B1174
高輝度赤外光を用いた可視光照射下におけるアモルファス窒化炭素およびアモル
ファス炭素薄膜の化学結合状態解析

青野 祐美 鹿児島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL43IR 非専有

110 2019B1175 アニール処理を施した無極性配向ウルツ鉱型Fe添加AlN薄膜のバンド構造の解明 今田 早紀 京都工芸繊維大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL27SU 非専有

111 2019B1176 リグニンの木材細胞壁中における存在形態　-　「白い木材」による解析 今井 友也 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有

112 2019B1177* 白金族金属イオンの抽出分離挙動を支配する液液界面構造の解明 元川 竜平 日本原子力研究開発機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 8.75 BL37XU 非専有

113 2019B1179 側鎖基にn型半導体を有するブロック共重合体薄膜の分子鎖凝集構造評価 平井 智康 大阪工業大学 日本 大学等教育機関 化学 5.875 BL40B2 非専有

114 2019B1181 パーシステントホモロジーを用いた保磁力支配因子の可視化技術の開発 小嗣 真人 東京理科大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 11.875 BL17SU 非専有

115 2019B1185 Real-time observations of the accelerated growth of (Cu,Ni)6Sn5 on Cu-xNi
current collectors: a one-step fabrication method for lithium-ion battery anodes 野北 和宏 The University of Queensland オーストラリア 海外機関 物質科学・材料科学 9 BL20XU 非専有

116 2019B1187 パルスレーザー誘起による電極界面構造の時分割X線回折測定 中村 将志 千葉大学 日本 大学等教育機関 化学 12 BL13XU 非専有

117 2019B1188 メタン酸化反応中のCuゼオライト触媒のin situ XAFS－DRIFT同時分光分析 大山 順也 熊本大学 日本 大学等教育機関 化学 8.875 BL01B1 非専有

118 2019B1191 溶液内会合体形成とカップリングした液／液界面での自発的多重膜形成 瀧上 隆智 九州大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL37XU 非専有

119 2019B1193
遷移金属が触媒する電気化学的なC-H官能基化と中間体錯体の微小結晶X線構造
解析

田原 圭志朗 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL02B1 非専有

120 2019B1194 (Bi0.5Na0.5)Ti03の高温相への相転移機構 米田 安宏 日本原子力研究開発機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 9 BL04B2 非専有

121 2019B1195 SbSe2系層状化合物の重元素置換による化学的圧力効果の解明 後藤 陽介 首都大学東京 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有
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122 2019B1196
走査型XMCD顕微鏡を用いたXMCDイメージングに基づく電場駆動超高速反強磁
性ドメインダイナミクス

白土 優 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL25SU 非専有

123 2019B1198 ナノ空間に閉じ込められたモデル潤滑油のX線散乱による構造評価 栗原 和枝 東北大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 17.25 BL40B2 非専有

124 2019B1199 多原子共鳴X線ラマン分光法の可能性に関する研究 朝倉 清高 北海道大学 日本 大学等教育機関 化学 8.75 BL39XU 非専有

125 2019B1200 白色エックス線を用いた蛋白質１分子構造変化計測 清水 啓史 福井大学 日本 大学等教育機関 生命科学 17.875 BL28B2 非専有

126 2019B1201 Spatial resolved phase transformation between SrCoO2.5 and SrCoO3-x Pu Yu Tsinghua University 中国 海外機関 物質科学・材料科学 9 BL17SU 非専有

127 2019B1203 Synthesis of rare earth superhydrides at high pressure-high temperature
conditions Nilesh Salke

Center for High Pressure
Science & Technology
Advanced Research

中国 海外機関 物質科学・材料科学 8.875 BL10XU 非専有

128 2019B1204
ゲスト原子位置の精密化を目指したクラスレート化合物Eu8Ga16Ge30 の蛍光X
線ホログラフィー測定

乾 雅祝 広島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL37XU 非専有

129 2019B1205 小角領域のダイナミクス交差に着目した非晶質As2Se3の非弾性X線散乱測定 乾 雅祝 広島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 18 BL35XU 非専有

130 2019B1207 プラトニックミセルの構造決定と制御技術の確立（７） 櫻井 和朗 北九州市立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL40B2 非専有

131 2019B1208
In situ EXAFSによる合金サブナノクラスターの元素組成比依存の電気化学触媒
活性の解明

葛目 陽義 東京工業大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL01B1 非専有

132 2019B1209 マグマ破壊のその場観察：破壊に伴うナノスケール構造変化の検出 奥村 聡 東北大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 9 BL20XU 非専有

133 2019B1210 特異なβ緩和を持つポリフマル酸エステルの配向と力学物性の関係 鈴木 祥仁 大阪府立大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL40B2 非専有

134 2019B1211
TbxCo100-xアモルファス垂直磁化膜の磁化過程の温度変化から観る垂直磁化の
起源 安居院 あかね 量子科学技術研究開発機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 11.75 BL08W 非専有

135 2019B1213 軟X線角度分解光電子分光によるLaCoO3の電子構造研究 齋藤 智彦 東京理科大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL25SU 非専有

136 2019B1215 軟X線分光と同位体手法の統合による土壌のマグネシウム動態解析 吉村 寿紘 海洋研究開発機構 日本 国公立研究機関等 環境科学 6 BL27SU 非専有

137 2019B1216
放射光X線吸収端差分法による油彩画の非破壊の元素・化学状態イメージングと
保存修復における有用性の検証

阿部 善也 東京理科大学 日本 大学等教育機関 その他 9 BL20B2 非専有

138 2019B1219 トポロジカル半金属Nd2Ir2O7の中赤外磁気光学分光 藤岡 淳 筑波大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL43IR 非専有

139 2019B1221 X線偏光観測気球実験XL-Calibur用硬X線望遠鏡の開発実験 前田 良知 宇宙航空研究開発機構 日本 国公立研究機関等 素粒子・原子核科学 9 BL20B2 非専有

140 2019B1222
XMLD/XMCD-PEEMによる強相関遷移金属化合物のトポロジカルボルテックス
分域の研究

溝川 貴司 早稲田大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL17SU 非専有

141 2019B1226 ナノ細孔内におけるイオン液晶の結晶化と液晶化 深尾 浩次 立命館大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有
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142 2019B1227 高性能全固体電池実現に向けた高分子/無機複相電解質内部の伝導機構解明 関 志朗 工学院大学 日本 大学等教育機関 化学 12 BL04B2 非専有

143 2019B1229
共鳴硬X線光電子分光および吸収分光を用いた光触媒金属表面に担持されたNiナ
ノ粒子の助触媒機能の解明

池永 英司 名古屋大学 日本 大学等教育機関 化学 12 BL09XU 非専有

144 2019B1230 圧縮曲線データの稠密性の大幅改善による体積弾性率および圧力微分値の精密化 遊佐 斉 物質・材料研究機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 6 BL10XU 非専有

145 2019B1231 変位型構造相転移における一軸性応力の転移圧力に及ぼす影響 遊佐 斉 物質・材料研究機構 日本 国公立研究機関等 地球・惑星科学 11.625 BL04B2 非専有

146 2019B1232
その場観察CT法を用いた、コンドリュールの溶融・結晶成長過程の4次元観察
と、コンドリュール形成過程の解明

上椙 真之 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 地球・惑星科学 12 BL20XU 非専有

147 2019B1233* ハロゲン化物イオンを含むホウ酸リチウムガラスの構造解析 滝本 康幸 AGC（株） 日本 産業界 物質科学・材料科学 5.625 BL04B2 非専有

148 2019B1235 Time-resolved X-ray microdiffraction studies on sub-nanosecond phase
transition dynamics in BiFeO3 from monoclinic to super-tetragonal phase Cho Chi Yong Gwangju Institute of Science &

Technology 韓国 海外機関 物質科学・材料科学 17.375 BL13XU 非専有

149 2019B1237 High energy resolution XAS measurement for hydrogen production through
ethanol reforming catalyzed by Pt-Ir/α-MoC in high energy region Ding Ma Peking University 中国 海外機関 化学 12 BL39XU 非専有

150 2019B1240 極低温における氷Ⅷ相の状態方程式の決定 福井 宏之 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL10XU 非専有

151 2019B1241
高エネルギーCTを用いた、衝撃圧縮実験による隕石中のコンドリュールの変形
過程の解明

上椙 真之 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 地球・惑星科学 3 BL28B2 非専有

152 2019B1242 Studying Crystal Structure of Solid Hydrogen Phase V at Room Temperature
using Fine-focus High Energy X-ray Probe at BL10XU Cheng Ji

Center for High Pressure
Science & Technology
Advanced Research

中国 海外機関 その他 6 BL10XU 非専有

153 2019B1245
タイチンの弾性およびクロスブリッジの結合がresidual force enhancement によ
る筋力増強に与える影響

福谷 充輝 立命館大学 日本 大学等教育機関 生命科学 9 BL40B2 非専有

154 2019B1247
XMCDスペクトルと共鳴磁気X線散乱によるSmRu4P12の磁場誘起電荷秩序の解
明

松村 武 広島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.625 BL39XU 非専有

155 2019B1248 深さプロファイリングに基づくVO2デバイスのチャネル層構造の最適化 組頭 広志 東北大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 14.875 BL47XU 非専有

156 2019B1249* 局所構造解析による金属欠損したマンガン系層状酸化物の高容量発現機構の検討 井手本 康 東京理科大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL04B2 非専有

157 2019B1251 新規ニオブ酸リチウム型フッ化物の構造決定と構造相転移観察 赤松 寛文 九州大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有

158 2019B1253 高温高圧下におけるH2OとFeの反応速度 西 真之 愛媛大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 5.875 BL10XU 非専有

159 2019B1255 Quality in Fe/Si with sublayer of Fe for spintronic applications probed by X-ray
Microdiffraction

Saeed Kamali-
Moghaddam

University of Tennessee
Space Institute アメリカ 海外機関 物質科学・材料科学 12 BL13XU 非専有

160 2019B1258 (100)Pt超薄膜に発現する強磁性と磁気異方性 佐藤 徹哉 慶應義塾大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL39XU 非専有

161 2019B1263
150℃でNOの不可逆吸着を可能とするゼオライト細孔内の活性金属イオン種の
局所構造解析

織田 晃 名古屋大学 日本 大学等教育機関 化学 5.875 BL01B1 非専有
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162 2019B1266 放射光XMCD分光によるスピネル酸化物薄膜の室温垂直磁気異方性の起源解明 菅 大介 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL25SU 非専有

163 2019B1267 金属チタンの超高圧下におけるbcc相の探索 赤浜 裕一 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL10XU 非専有

164 2019B1269 Lung evolution in osteichthyans: insights from synchrotron phasecontrast
microtomography Camila Cupello UNIVERSIDADE DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO ブラジル 海外機関 生命科学 6 BL20B2 非専有

165 2019B1271 Catalytic CO oxidation of Pt nanoparticles on CeO2 nanocrystals with the
cube and octahedral shape: Effect of the Pt NPs-CeO2 interface 坂田 修身 物質・材料研究機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 9 BL01B1 非専有

166 2019B1272 多刺激応答型金属錯体が示す外場誘起相転移の構造解析 佐藤 治 九州大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.75 BL02B1 非専有

167 2019B1273
ハロゲン化鉛ペロブスカイト型太陽光発電材料におけるフォノン分散の温度依存
性

村上 洋一 高エネルギー加速器研究機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 11.5 BL35XU 非専有

168 2019B1274 次世代の高角度分解能硬X線望遠鏡実現にむけたX線反射プロファイル測定実験
(2)

松本 浩典 大阪大学 日本 大学等教育機関 その他 8.75 BL20B2 非専有

169 2019B1278 Thermal stability and redispersion of PdRuIr NPs on the supported oxide
under exhausted gas condition using the dispersive XAFS measurement 坂田 修身 物質・材料研究機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 9 BL28B2 非専有

170 2019B1279 混合粉末中の薬物の分布解析法の開発 瀬戸 康雄 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 その他 25.875 BL43IR 非専有

171 2019B1280 DNAナノ粒子の特異的界面現象と新規バイオセンシング材料への展開 藤田 雅弘 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有

172 2019B1282
放射光X線回折法を⽤いたカリウムイオン電池⽤K6(VO)2(V2O3)2(PO4)4P2O7
およびKFePO4F電極材料の充放電反応機構の解明

久保田 圭 東京理科大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL02B2 非専有

173 2019B1283 経皮吸収促進に対する水分量と電場刺激の効果の解析 中沢 寛光 関西学院大学 日本 大学等教育機関 生命科学 6 BL40B2 非専有

174 2019B1284
高エネルギーX線イメージングを用いた釘刺し・内部強制短絡試験中における全
固体電池内部構造の可視化

折笠 有基 立命館大学 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL28B2 非専有

175 2019B1286 多結晶SiGeSn焼結体のフォノン状態密度測定 志村 洋介 静岡大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL35XU 非専有

176 2019B1287 Deformation behavior of hcp-iron alloys under high pressure and high
temperature Binbin Yue

Center for High Pressure
Science & Technology
Advanced Research

中国 海外機関 地球・惑星科学 9 BL10XU 非専有

177 2019B1289
高フラックスX線を用いたクイックDAFS法によるリチウムイオン二次電池正極
LiFePO4の非平衡状態反応解析

折笠 有基 立命館大学 日本 大学等教育機関 化学 5.75 BL37XU 非専有

178 2019B1290 Switchable金属有機構造体におけるブリージングモードの構造動力学 田中 秀樹 信州大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL02B2 非専有

179 2019B1291 Study of the oxygen-ion mobility in complex metal-oxide materials prepared by
structure-preserving methods Midori Amano-Patino 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL02B2 非専有

180 2019B1294 光誘導型Ｘ線1分子追跡法によるアロステリック転移の直接1分子動態観察 佐々木 裕次 東京大学 日本 大学等教育機関 生命科学 17.875 BL40XU 非専有

181 2019B1295
オペランドX線吸収分光測定による電気化学的アルミニウムイオン挿入脱離反応
の機構解明

折笠 有基 立命館大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL01B1 非専有
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182 2019B1296
活性化方法により異なるゲートオープン挙動を示すフレキシブルな多孔性配位高
分子の吸着過程の直接観測

北川 進 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL02B2 非専有

183 2019B1298
Mg-Y-Cu/Ni系におけるアモルファスからｈｃｐクラスター過飽和固溶体の動的
形成過程のDSC/小角/高角同時その場測定による検討

奥田 浩司 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL40B2 非専有

184 2019B1299 液体のガラス転移に伴う粘性発散挙動の微視的起源の解明 瀬戸 誠 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 21 BL09XU 非専有

185 2019B1301 Si中へのAsとBの共注入ドーピングによるAsの活性化濃度増大の検証 筒井 一生 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL25SU 非専有

186 2019B1303
サブミクロン画素サイズを目指した200keV-高エネルギー・高分解能X線マイク
ロCTの開発

星野 真人 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 ビームライン技術 12 BL28B2 非専有

187 2019B1304 ハイダイナミックレンジ(HDR)X線位相CTの開発 星野 真人 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 医学応用 11.75 BL20B2 非専有

188 2019B1305 Sound velocity and density measurements of Martian mantle lithologies at
high pressure and high temperature Daniele Antonangeli Centre National de la

Recherche Scientifique フランス 海外機関 地球・惑星科学 11.75 BL04B1 非専有

189 2019B1308
汚染土壌の効率的な除染技術の新規提案を目的とした福島第一原発事故由来の非
水溶性放射性微粒子の放射光µ-XRF/XANES/XRD複合分析

阿部 善也 東京理科大学 日本 大学等教育機関 環境科学 12 BL37XU 非専有

190 2019B1309
金属鉄の超高圧下変形実験と放射光X線ラミノグラフィーおよびX線回折の複合
測定による地球内核のレオロジー解明

野村 龍一 京都大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 12 BL47XU 非専有

191 2019B1312 線虫Ｃ．エレンガンスの１分子動態と細胞活動を同時取得する回折Ｘ線追跡法 倉持 昌弘 東京大学 日本 大学等教育機関 生命科学 11.875 BL40XU 非専有

192 2019B1313
多孔性ポリオキソメタレート化合物を正極材料とするナトリウム電池の反応機構
解明

吉川 浩史 関西学院大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL01B1 非専有

193 2019B1314
蛍光X線ホログラフィーによる電子相境界近傍組成のマルチフェロイックマンガ
ンペロブスカイトの局所構造解析

浅香 透 名古屋工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL13XU 非専有

194 2019B1317
X線コヒーレント散乱による表面階層構造の可視化：ビスマス超薄膜の三次元島
状ドメインからステップ・テラス構造まで

田尻 寛男 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 12 BL13XU 非専有

195 2019B1318 ポリプロピレンの結晶化初期過程における密度揺らぎの研究 小西 隆士 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有

196 2019B1319 X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) in various self-assembled chiral-
nanostructured inorganic films Shunai Che Shanghai Jiao Tong University 中国 海外機関 物質科学・材料科学 9 BL25SU 非専有

197 2019B1321 感度増幅Ｘ線位相イメージングの実証 百生 敦 東北大学 日本 大学等教育機関 ビームライン技術 9 BL20XU 非専有

198 2019B1323
高温高圧X線非弾性散乱法による鉄・ニッケル・軽元素合金の音速測定と内核の
不均質性の解明

大谷 栄治 東北大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 21 BL35XU 非専有

199 2019B1324 アモルファスMoTe2薄膜の3次元-2次元結晶化に伴う局所構造解析 Paul Fons 産業技術総合研究所 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 5.75 BL01B1 非専有

200 2019B1325
炭素-炭素結合生成反応に高活性を示すゼオライトに固定化したパラジウム錯体
触媒のXAFSによる構造解析

奥村 和 工学院大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL01B1 非専有

201 2019B1327 各種ポリオレフィンへのガンマ線照射による高次構造変化と力学的性質への影響 竹下 宏樹 滋賀県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL05XU 非専有
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202 2019B1329* 鉄-水素系における相平衡図の決定：hcp鉄の水素固溶限界 柿澤 翔 東京大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 5.75 BL04B1 非専有

203 2019B1330
リングウッダイトの放射光超高圧高温変形実験による沈み込むスラブの粘性率へ
の制約

川添 貴章 広島大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 11.75 BL04B1 非専有

204 2019B1331
薄膜型全固体Li電池における固体電解質/正極界面に挿入したAl₂O₃ナノ界面層の
XAFS解析 白澤 徹郎 産業技術総合研究所 日本 国公立研究機関等 化学 3 BL27SU 非専有

205 2019B1332
強誘電秩序と反強誘電秩序が競合するRuddlesden-popper 型層状ペロブスカイ
ト酸化物Li2SrNb2O7の単結晶X線結晶構造解析

中埜 彰俊 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL02B1 非専有

206 2019B1333 Investigation of Ir magnetism in Sr2IrO4/SrTiO3 superlattices by hard x-ray
magnetic circular dichroism Yujun Zhang Chinese Academy of Sciences 中国 海外機関 物質科学・材料科学 14.75 BL39XU 非専有

207 2019B1334 環状主鎖骨格を持つ両親媒性櫛形高分子が形成するミセルの構造解析 秋葉 勇 北九州市立大学 日本 大学等教育機関 化学 5.75 BL40B2 非専有

208 2019B1335
回折X線追跡法による高分子ゲル中に内包された異なるサイズのナノ結晶の運動
性解析

秋葉 勇 北九州市立大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL40XU 非専有

209 2019B1338 地震断層運動に伴う断層構成物質の酸化還元状態変化の解明 中田 亮一 海洋研究開発機構 日本 国公立研究機関等 地球・惑星科学 15 BL27SU 非専有

210 2019B1339
シロイヌナズナ突然変異体種子を用いた吸水による内部構造変化の３次元連続観
察

山内 大輔 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 生命科学 6 BL20B2 非専有

211 2019B1341 ホイスラー型ワイル強磁性合金の軟X線放射光ARPES 木村 昭夫 広島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 18 BL25SU 非専有

212 2019B1342 強誘電体基板上に創製した人工強磁性体の磁気状態の究明 山口 明啓 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 18 BL17SU 非専有

213 2019B1344 クシクラゲ櫛板のX線繊維回折による繊⽑軸⽷の⾼分解能構造解析 稲葉 一男 筑波大学 日本 大学等教育機関 生命科学 15 BL05XU 非専有

214 2019B1345 Reciprocal space mapping of the phonon anomalies in superconducting
YBa2Cu3O6.55 Sofia Michaela Souliou Karlsruhe Institute of

Technology ドイツ 海外機関 物質科学・材料科学 17.875 BL35XU 非専有

215 2019B1347
放射光X線計測を用いたπ共役系超分子の昇温過程における熱量スパイクの原因
解明

上原 宏樹 群馬大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL40XU 非専有

216 2019B1348 過充電状態における蓄電池内部の動的構造の可視化 内本 喜晴 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 8.75 BL28B2 非専有

217 2019B1350 Investigation of the structure in the liquid (Au/Al)-based glassforming alloys Dmitri Louzguine 東北大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL04B2 非専有

218 2019B1352 Fe-Al高次規則金属間化合物の結晶構造決定 乾 晴行 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.875 BL02B1 非専有

219 2019B1353
In situ X線回折を用いた、昆虫の上昇下降飛行における揚力、および昆虫の熱産
生における体温と飛翔筋の収縮状態との関係解明

鈴木 団 大阪大学 日本 大学等教育機関 生命科学 12 BL40XU 非専有

220 2019B1357 高分子のナノ空孔制御に関する研究 河井 貴彦 群馬大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL05XU 非専有

221 2019B1358 超微粒ナノ多結晶ダイヤモンドの高応力下での変形挙動Ⅲ 角谷 均 住友電気工業（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL10XU 非専有
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222 2019B1359 Ce Lα X線発光分光による新規セリウム化合物の価数相転移の検証 佐藤 仁 広島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 11.75 BL39XU 非専有

223 2019B1362 高いガス分離性能を有するグラフェン薄膜の構造解析 山口 大輔 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 2 BL02B2 非専有

224 2019B1363
オペランドイメージングX線吸収分光法による全固体二次電池電極内の実効的な
拡散係数と電極パラメータの相関性解析

折笠 有基 立命館大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL37XU 非専有

225 2019B1364 高温高圧下でのホウ珪酸塩ガラス融液の音速-構造同時測定 山田 明寛 滋賀県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 11.875 BL04B1 非専有

226 2019B1365 微小管のＸ線繊維回折：チューブリン分子の急速な構造変化の解析 上村 慎治 中央大学 日本 大学等教育機関 生命科学 6 BL05XU 非専有

227 2019B1366 走査型軟Ｘ線MCD像再構成によるTb粒界拡散磁石磁化過程の高空間分解能観察 大隅 寛幸 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 6 BL25SU 非専有

228 2019B1367 化学種および同位体比から解き明かす、火星の窒素の循環進化史 小池 みずほ 宇宙航空研究開発機構 日本 国公立研究機関等 地球・惑星科学 14.75 BL27SU 非専有

229 2019B1369
微小ピクセルCMOSセンサと符号化開口マスクを組み合わせた超小型宇宙硬X線
偏光撮像システムの実証 小高 裕和 東京大学 日本 大学等教育機関 素粒子・原子核科学 6 BL20B2 非専有

230 2019B1370 Role of excess Fe atoms in FeSe0.4Te0.6 at superconducting temperature 細川 伸也 熊本大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 11.75 BL39XU 非専有

231 2019B1371
エネルギー分散型CdTe二次元検出器によるコンプトン散乱イメージング手法の
開発

辻 成希 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 ビームライン技術 9 BL08W 非専有

232 2019B1372
放射光を利用したイオン交換ゼオライト中の交換イオンの状態と吸着サイトとし
て役割の解明をめざした遠赤外線領域その場観察とその解析法としての確立 －
３－

黒田 泰重 岡山大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL43IR 非専有

233 2019B1373 時効硬化型アルミニウム合金の高圧下での固溶限と析出現象のその場解析 増田 高大 横浜国立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL04B1 非専有

234 2019B1375
両親媒性ランダム・交互共重合体が水溶液中で形成する花型セルとフラワーネッ
クレスのミセル構造と高次構造

佐藤 尚弘 大阪大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL40B2 非専有

235 2019B1380
配位能を有するジチオカルボン酸配位子からなる新規白金ダイマー錯体の構造解
析

北川 宏 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL02B1 非専有

236 2019B1381 3D-imaging investigation of the flattened fossils: virtual anatomy of Anchiornis
and basal avialan dinosaurs Martin Kundrat Pavol Jozef Safarik University スロバキア 海外機関 生命科学 14.875 BL28B2 非専有

237 2019B1382 Relative roles of NADPH oxidase and monoamine oxidase A pathways in
accelerated vascular aging in senescent prone mice James Pearson 国立循環器病研究センター 日本 国公立研究機関等 医学応用 15 BL20B2 非専有

238 2019B1383
高アスペクト比レーザー加工におけるレーザー・物質相互作用領域の電子状態の
研究

米田 仁紀 電気通信大学 日本 大学等教育機関 産業利用 8.75 BL08W 非専有

239 2019B1384 層状ペロブスカイト間接型強誘電体における強誘電－常誘電相転移の観察 藤田 晃司 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有

240 2019B1385
モバイル型核モノクロメーターによる結晶サイト選択的な偏光メスバウアー回折
分光法の開拓

藤原 孝将 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 12 BL09XU 非専有

241 2019B1386 XAFSによるNiカチオン種の金ナノ粒子上における還元挙動解析 三浦 大樹 首都大学東京 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL01B1 非専有
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242 2019B1387
分子間水素移動の自由度を有する2-ピロリドン-アニル酸誘導体共結晶における
構造相転移の研究

大坪 主弥 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.5 BL02B2 非専有

243 2019B1388 X-ray fluorescence holography study of lead-free ferroelectric BCZT 林 好一 名古屋工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL13XU 非専有

244 2019B1389 断続的休止期を伴う微振動刺激の脆弱性骨折治療における有効性の検証 松本 健志 徳島大学 日本 大学等教育機関 医学応用 9 BL20B2 非専有

245 2019B1391 小角X線散乱を利用した環状ペプチドによる線状高分子の包摂現象の解明 秋葉 勇 北九州市立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL40B2 非専有

246 2019B1392 マイクロビームARPESを用いた原子層超構造の電子状態観測 北浦 良 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL25SU 非専有

247 2019B1393 Phonon excitations and seeds of the synchronized long-period stacking
ordered structures in amorphous Mg85Zn6Y9 alloy 細川 伸也 熊本大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 14.625 BL35XU 非専有

248 2019B1394 可視光水分解用触媒として高い活性を示すRu-Fe二元系助触媒の構造解析 鈴木 肇 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL01B1 非専有

249 2019B1396 放射性廃棄物ガラス表面に生成する変質層の構造解析 大窪 貴洋 千葉大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL04B2 非専有

250 2019B1397
タルボ型位相X線マイクロCTによる免疫染色を施したマウス全脳ドパミン神経細
胞の可視化

水谷 治央 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 生命科学 9 BL20B2 非専有

251 2019B1398 昆虫飛翔筋の短縮時における収縮タンパク分子の挙動の実空間可視化 岩本 裕之 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 生命科学 9 BL40XU 非専有

252 2019B1399
トポロジー解析を用いた４D観察による粉末射出成形Ti-6%Al-4%V合金の疲労亀
裂発生・伝播を支配する気孔配置の特定

尾﨑 由紀子 九州大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL20XU 非専有

253 2019B1400 昆虫飛翔筋X線子午線反射の干渉現象の観測 岩本 裕之 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 生命科学 6 BL05XU 非専有

254 2019B1401 高エネルギーX線全散乱法による非結晶多価イオン二次電池正極の反応機構解明 折笠 有基 立命館大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL04B2 非専有

255 2019B1402 銀ナノクラスター及び銀合金ナノクラスターの精密結晶構造解析 小島 達弘 大阪大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL02B1 非専有

256 2019B1403 Fe-Ni-S-Si融体の弾性に対する非理想混合挙動の解明:水星核組成の制約 寺崎 英紀 大阪大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 11.875 BL04B1 非専有

257 2019B1404 37.7keVナノトモグラフィの開発 竹内 晃久 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 18 BL20XU 非専有

258 2019B1405
ポリオキシエチレン鎖とスルホン酸の異種親水基を有する多分岐2鎖型界面活性
剤の分子集合体の解明

吉村 倫一 奈良女子大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.875 BL40B2 非専有

259 2019B1406 マルチスケールCTによるバルク試料のsub100nm３次元イメージング法の確立 竹内 晃久 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 地球・惑星科学 12 BL47XU 非専有

260 2019B1411 Synthesis of novel van der Waals (vdW) ferromagnetic materials at high
pressure-high temperature Resta Susilo

Center for High Pressure
Science & Technology
Advanced Research

中国 海外機関 物質科学・材料科学 3 BL04B1 非専有

261 2019B1413* 量子ビームの相補利用によるスラグの構造解析 小野寺 陽平 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL04B2 非専有



2019年後期実施課題2019B一覧：一般研究課題
* SPring-8におけるSACLA、J-PARC/MLFまたはスーパーコンピューター(「京」を含むHPCI)と連携した利用を行う課題を含む 1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

262 2019B1414
Probing the bulk electronic and magnetic character of the ferromagnetic
ground state of the quantum Hall insulator V:(Bi,Sb)2Te3 by magnetic circular
dichroism in hard X-ray photoemission spectroscopy

Thiago Peixoto Wuerzburg  University ドイツ 海外機関 物質科学・材料科学 14.75 BL09XU 非専有

263 2019B1415
Anomalous Thermal Expansion in [CuX (4,4 ′-bpy)] (X =Cl, Br, I),
Ca2Zr(C2O4)4, CdZrSr(C2O4)4 and In(C2O4)4 Studied by a Combination of
High Resolution XRD and XPDF

Kun Lin University of Science &
Technology Beijing 中国 海外機関 化学 9 BL44B2 非専有

264 2019B1416
恐竜や鳥類卵のシンクロトロンX線μCTスキャン：卵の高精度３Dモデルの構築
と、それに基づいた外的応力に対する卵強度の検証を目指して

今井 拓哉 福井県立大学 日本 大学等教育機関 生命科学 9 BL28B2 非専有

265 2019B1417 スピントルクおよび強磁場による反強磁性体磁化過程の直接観察 森山 貴広 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL17SU 非専有

266 2019B1418 Phonon softening in the charge-density-wave phases of 1T-TaS2 Sanjoy Kr Mahatha Deutsches Elektronen-
Synchrotron ドイツ 海外機関 物質科学・材料科学 17.375 BL35XU 非専有

267 2019B1419
水棲および陸上脊椎動物とその祖先の摂食における顎の運動のステレオライブイ
メージング解析

八田 公平 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 生命科学 12 BL20B2 非専有

268 2019B1420 新しい層状コバルト酸化物における構造・磁性の相関 山田 幾也 大阪府立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有

269 2019B1421
赤外線レーザーによる特定の神経核破壊後の脳の高分解能マイクローナノCT解
析

八田 公平 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 生命科学 9 BL47XU 非専有

270 2019B1422* マイクロビームX線を用いた⾼分⼦複合材料の硫黄架橋構造解析[連携利⽤] 金子 房恵 住友ゴム工業（株） 日本 産業界 産業利用 18 BL27SU 非専有

271 2019B1423
Mg85Zn6Y9合金の圧力－温度相図作成、ならびにミルフィーユ構造物質の圧力
変化

松下 正史 愛媛大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 4.75 BL04B1 非専有

272 2019B1425
環境負荷低減型単一鎖長アルコキシ－ポリオキシエチレン系非イオン界面活性剤
の会合挙動に及ぼす温度の影響

矢田 詩歩 奈良女子大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有

273 2019B1426 発達期におけるラット大腿骨マイクロCT 武田 志乃 量子科学技術研究開発機構 日本 国公立研究機関等 医学応用 5.875 BL20B2 非専有

274 2019B1430
in situ高エネルギーX線全散乱測定による原料調製プロセスがゼオライトの結晶
化に与える影響の解明

脇原 徹 東京大学 日本 大学等教育機関 化学 15 BL08W 非専有

275 2019B1433 X線吸収分光によるシンクロ型LPSO-Mg合金の局所構造解析 西堀 麻衣子 九州大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL37XU 非専有

276 2019B1435
XAFSを用いたコハク酸の水素化用Mo-Pd/SiO2触媒の活性点構造及びメカニズ
ム解明

奥村 和 工学院大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL01B1 非専有

277 2019B1436 Sound velocity measurements on subducted oceanic crust materials at the
pressure and temperature conditions of the  mantle extended transition zone Steeve Greaux 愛媛大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 12 BL04B1 非専有

278 2019B1437 強磁場下ビスマスのディラック電子状態に関する赤外分光研究 岡村 英一 徳島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL43IR 非専有

279 2019B1438 Life and death of single Pt atom alloy in oxygen reduction reaction Feng Ryan Wang University College London イギリス 海外機関 化学 11.625 BL01B1 非専有

280 2019B1439
X線イメージングと熱画像カメラによるアーク溶接時の凝固割れ・進展挙動の解
明

柳楽 知也 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL20XU 非専有

281 2019B1440
量子臨界物質Yb(Al1-xFex)B4における価数量子相転移と4f-5d電子間クーロン相
互作用

藤原 秀紀 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 15 BL09XU 非専有
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282 2019B1441
オペランド深さ分解軟X線吸収分光法による全固体リチウムイオン電池モデル薄
膜正極における反応分布評価

中村 崇司 東北大学 日本 大学等教育機関 化学 12 BL27SU 非専有

283 2019B1442
ガンマ線準弾性散乱法を用いたゴムの応力集中・破壊のミクロなメカニズムの決
定

間下 亮 住友ゴム工業（株） 日本 産業界 産業利用 21 BL09XU 非専有

284 2019B1445
胎生期栄養に起因する肝癌モデル(FOHCC)：放射光CTイメージングを用いた母
体栄養により惹起される門脈・体循環シャント形成についての検討

滝山 由美 旭川医科大学 日本 大学等教育機関 医学応用 12 BL20B2 非専有

285 2019B1450 次世代蓄電池材料における酸素脱離抑制に向けた電荷補償メカニズムの解明 中村 崇司 東北大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL27SU 非専有

286 2019B1452 電子機能材料を指向した光応答性イオンペア集合体の創製 前田 大光 立命館大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有

287 2019B1454 層状遷移金属窒化物TiNClの顕微ARPES 横谷 尚睦 岡山大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL25SU 非専有

288 2019B1455 Phonon response to the double-Q magnetic order in iron pnictides Yu Song University of California,
Berkeley アメリカ 海外機関 物質科学・材料科学 17.625 BL35XU 非専有

289 2019B1459
マルチ集束二次元複合屈折レンズを用いた走査型X線位相イメージング手法の開
発

池松 克昌 東北大学 日本 大学等教育機関 ビームライン技術 9 BL20XU 非専有

290 2019B1462
遺跡から出土した黒曜石についての微量重元素組成による詳細な産地推定法の開
発

大屋 道則 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 日本 国公立研究機関等 その他 6 BL08W 非専有

291 2019B1464 金属酸化物で保護された金属クラスターの構造解析 平山 純 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL01B1 非専有

292 2019B1465 軽鉱物組成と重鉱物組成による埼玉県内出土縄文土器の産地推定 大屋 道則 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 日本 国公立研究機関等 その他 3 BL02B2 非専有

293 2019B1466
確率論的な磁化過程の分離可能な軟X線MCD顕微鏡の高時間分解能計測技術の開
発

豊木 研太郎 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL25SU 非専有

294 2019B1467 硬Ｘ線光電子分光によるルテニウム酸化物の電流誘起反磁性の研究 吉田 鉄平 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL47XU 非専有

295 2019B1468 CO酸化反応によるMOF被覆Pdナノ粒子の構造変化の解明 小林 浩和 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL02B2 非専有

296 2019B1469
オペランド計測による金属－金属酸化物複合クラスターの二元機能触媒作用の解
明

山添 誠司 首都大学東京 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL01B1 非専有

297 2019B1470 リラクサー強誘電体の短パルスX線を用いた交流電場下時分割構造解析 青柳 忍 名古屋市立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL02B1 非専有

298 2019B1472 多量体化生体内輸送蛋白質を用いた腫瘍標的ドラッグデリバリーシステムの開発 乾 隆 大阪府立大学 日本 大学等教育機関 医学応用 8.875 BL40B2 非専有

299 2019B1473
超高速X線CTを適用した高熱流束下で熱分解する木質バイオマス内部の微細構造
変化の計測実現

大徳 忠史 秋田県立大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL20B2 非専有

300 2019B1474
強磁場下軟X線磁気円二色性分光によるスピネル型クロム化合物MnCr2S4の超固
体・超流動状態の検証

山本 真吾 Dresden High Magnetic Field
Laboratory ドイツ 海外機関 物質科学・材料科学 11.75 BL25SU 非専有

301 2019B1475* 新規燃料電池用新規炭化水素電解質膜構築のための膜中水分子配位構造解析 犬飼 潤治 山梨大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL04B2 非専有
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302 2019B1476 Investigation of magnetic properties and superconductivity in Eu-H system by
Mössbauer effect on 151Eu isotope. Part 1 (BL10XU).Synthesis. Ivan Troyan FSRC  Crystallography and

Photonics RAS. ロシア 海外機関 物質科学・材料科学 6 BL10XU 非専有

303 2019B1478
時間分解トモグラフィー（4D-CT）/三次元X線回折（3DXRD）によるAl合金、
Fe合金の固液共存体の変形過程の観察

安田 秀幸 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL20XU 非専有

304 2019B1479 回転式DACを用いた超高圧下でのマントル物質の変形実験 東 真太郎 東京工業大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 9 BL47XU 非専有

305 2019B1480 NRVS studies on the catalytic mechanism and oxidative inactivation of Fe-
dependent alcohol dehydrogenase from Pyrococcus horikoshii OT3 James Birrell Max Planck Institute ドイツ 海外機関 生命科学 9 BL19LXU 非専有

306 2019B1482
高空間分解能4D-CTを用いたFe-C系のマッシブ的変態前後の組織・体積、結晶
方位分布、格子定数変化のその場測定

安田 秀幸 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.625 BL47XU 非専有

307 2019B1484 低温蒸着法で作成したベンゼン系分子ガラスの構造研究 山室　 修 東京大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 17.75 BL04B2 非専有

308 2019B1485 61Ni Mossbauer Spectroscopy of Ni,N-doped carbon electrocatalysts Christopher Hahn SLAC National Accelerator
Laboratory アメリカ 海外機関 化学 14.75 BL09XU 非専有

309 2019B1486 回転楕円ミラーを用いた軟X線タイコグラフィによる高分解能磁気イメージング 鈴木 明大 北海道大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL25SU 非専有

310 2019B1491 時間およびエネルギー分析した放射光メスバウアー分光測定系の開発 北尾 真司 京都大学 日本 大学等教育機関 ビームライン技術 12 BL09XU 非専有

311 2019B1492 サブサブ秒角撮像を目指す多重像Ｘ線干渉計MIXIMの２次元化 林田 清 大阪大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 8.75 BL20B2 非専有

312 2019B1493
バルクZr-Cu基金属ガラスの中距離秩序構造と強靭性の発現メカニズムの解明の
計測技術開発

杉本 邦久 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 15 BL02B1 非専有

313 2019B1495 ジルコニウムを添加したケイ酸塩ガラスの動径分布関数解析 近藤 望 愛媛大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 6 BL04B2 非専有

314 2019B1496 高圧巨大ひずみ加工に伴うセラミックスの相変態 堀田 善治 佐賀大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL04B1 非専有

315 2019B1498
石炭中のテルルの化学状態・分配状態の解明とその燃焼過程におけるテルルの化
学変化と気相への分配過程の解明

高橋 嘉夫 東京大学 日本 大学等教育機関 環境科学 9 BL37XU 非専有

316 2019B1499
チタン酸ストロンチウム結晶にドーピングしたK+カチオンの3D構造：フィール
ド試験に臨む人工光合成光触媒の活性構造解析

大西 洋 神戸大学 日本 大学等教育機関 化学 8.875 BL13XU 非専有

317 2019B1500
Li過剰系材料(Li,Na)2(Nb, Mn)O3及び(Li,Na)2(Ni, Mn)O3の精密構造解析並びに
蓄電容量との関係解明

松永 利之 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有

318 2019B1501 Changes in cerebral blood flow trigger an increase in sympathetic nerve
activity – implications following acute myocardial infarction Daryl Schwenke University of Otago ニュージーランド 海外機関 医学応用 12 BL28B2 非専有

319 2019B1504 5配位の構造を持つRMnO3－RTi2O7混晶化合物の局所構造解析 久保田 佳基 大阪府立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 2 BL01B1 非専有

320 2019B1506 塑性変形を有する金属ガラスの引張試験中その場構造解析 足立 望 豊橋技術科学大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.75 BL08W 非専有

321 2019B1508
Visualising and controlling the dynamics of magnetically-guided nano- and
micro-sized particle motion on live airway surfaces, for improved cystic fibrosis
lentiviral gene transfer.

Martin Donnelley
University of Adelaide /
Women’s and Children’s

Hospital
オーストラリア 海外機関 医学応用 12 BL20XU 非専有
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322 2019B1510
マイクロビーム蛍光X線ホログラフィーによる微結晶Mg合金内添加元素クラス
ター解析

木村 耕治 名古屋工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL37XU 非専有

323 2019B1512
Sr2MO4Fx（M: Mn, Co）層状ペロブスカイト化合物の結晶構造とF濃度に伴う
構造変化

松永 利之 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.875 BL02B2 非専有

324 2019B1513 放射光X線CT法を用いた法科学的資料のX線イメージング 渡邊 誠也 兵庫県警察 日本 国公立研究機関等 その他 3 BL20B2 非専有

325 2019B1514
強磁性化合物Sm2Co17の磁気構造における高濃度水素化の効果：圧力下XMCD
による研究

石松 直樹 広島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL39XU 非専有

326 2019B1515 水素化反応中の各種金属ナノ粒子担持触媒のオペランドXAFS分析 山本 旭 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL01B1 非専有

327 2019B1517
X線ナノビーム回折を用いたGaNナノワイヤ側面上に成長したGa(1-
x)In(x)N/GaN五重量子井戸構造の障壁層幅依存性評価

宮嶋 孝夫 名城大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL13XU 非専有

328 2019B1520 強靭な有機/無機ゲルの応力/構造同時解析 中島 祐 北海道大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 2.875 BL05XU 非専有

329 2019B1521
2段式ダイヤアンビルによる超高圧力領域での5d遷移金属（ReとOs）の電子状
態と結晶構造の相関

石松 直樹 広島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL37XU 非専有

330 2019B1522 蛍光X線ホログラフィーによる有機応力発体における原子サイト変位の直接観察 下村 勝 静岡大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL13XU 非専有

331 2019B1525
X線位相差CTによる心筋細胞分裂調節遺伝子 Fam64a 過剰発現マウスモデル心
臓の生理的拡張期圧下の心室微細構造解析

毛利 聡 川崎医科大学 日本 大学等教育機関 生命科学 6 BL20B2 非専有

332 2019B1526
高エネルギーEXAFS実験による混晶化シンチレータCe:(Lu,Y)AlO3における発
光収量増大現象の解明

北浦 守 山形大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL01B1 非専有

333 2019B1527 軟X線吸収による巨大負熱膨張物質の価数変化確認 東 正樹 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL27SU 非専有

334 2019B1528 X線ナノビームを用いた極高圧条件下における状態方程式の研究 境 毅 愛媛大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.875 BL37XU 非専有

335 2019B1531 X線非弾性散乱による液晶相転移のフォノンスペクトル 森川 淳子 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL35XU 非専有

336 2019B1532 圧力誘起二重発光性示す臭化銅(I)四核錯体の高圧単結晶構造解析 小澤 芳樹 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL02B1 非専有

337 2019B1533 ガラスの高速の核形成を実現する核形成剤の局所構造解析 篠崎 健二 産業技術総合研究所 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 3 BL01B1 非専有

338 2019B1535
メソポーラスカーボン内に取り込んだ水およびアルコールのHAXPESによる液
相から固相への状態変化測定

高木 康多 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 9 BL47XU 非専有

339 2019B1536 High-pressure growth of novel TM nitride crystals from ammonium chloride Nico Gaida 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL04B1 非専有

340 2019B1538 オールセラミックス電池断面における構成元素の分布解析 小林 剛 電力中央研究所 日本 国公立研究機関等 化学 12 BL27SU 非専有

341 2019B1539
ブロック共重合体により形成される二重ジャイロイド共連続構造から二重ダイヤ
モンド型共連続構造へのモルフォロジー転移の精密X線構造解析

高野 敦志 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有
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342 2019B1542
４次元位相差Ｘ線ＣＴ法による僧帽弁閉鎖不全症の発生機序に関する研究　ー特
に病的腱索の物理特性の検討ー

築部 卓郎 神戸赤十字病院 日本 国公立研究機関等 生命科学 9 BL20B2 非専有

343 2019B1543 平安期日本刀の作刀技術解明にむけた放射光X線CT測定 田中 眞奈子 昭和女子大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 20.75 BL28B2 非専有

344 2019B1545 カイコ、野蚕、ミノムシシルクの構造形成機構の解明 吉岡 太陽 農業・食品産業技術総合研究
機構

日本 国公立研究機関等 化学 6 BL40B2 非専有

345 2019B1547 赤外分光によるキャリアドープしたキタエフスピン液体の電子構造に関する研究 大串 研也 東北大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL43IR 非専有

346 2019B1548 超高圧力による水素リッチ分子の新奇固体構造の構築III 坂田 雅文 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL10XU 非専有

347 2019B1549 酸窒化物を中心とした複合アニオン化合物光触媒材料の結晶構造解析 植田 紘一郎 学習院大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.875 BL02B2 非専有

348 2019B1551 発電モードにおける欠陥構造の異なるSOFC燃料極の表面化学種のin-situ IR分析 渡部 弘達 東京工業大学 日本 大学等教育機関 産業利用 5.625 BL43IR 非専有

349 2019B1554
電子供与性配位子を骨格に含む新規PCPのゲートオープン現象を含むガス吸着
挙動の直接観測

北川 進 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL02B1 非専有

350 2019B1558
新規超伝導体開発のための原子価選別光電子ホログラフィーによるLaドープ
Sr2-xLaxIrO4のIrの挙動解析

堀江 理恵 岡山大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL25SU 非専有

351 2019B1560
高難度還元反応を促進させるハイブリッド非貴金属ナノ粒子触媒の活性v－構造
相関の解明

満留 敬人 大阪大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL01B1 非専有

352 2019B1562
量子ビームの相補的利用によるR2O3-P2O5ガラス中の3価カチオンの局所構造
評価 正井 博和 産業技術総合研究所 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 2 BL01B1 非専有

353 2019B1563 類似の構造因子を有する酸化物ガラスネットワークのPDF解析 正井 博和 産業技術総合研究所 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 5.625 BL04B2 非専有

354 2019B1564
磁性多層膜中の磁化解析を指向した可変印加磁場強度条件下での硬Ｘ線光電子分
光計測技術開発

保井 晃 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 6 BL09XU 非専有

355 2019B1565
アルカリ土類金属ストロンチウムとカルシウムの低温・高圧下の結晶構造及び超
伝導

中本 有紀 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL10XU 非専有

356 2019B1566 Fayaliteのオリビン-スピネル相転移が誘起する剪断不安定化条件の探索 久保 友明 九州大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 17.875 BL04B1 非専有

357 2019B1567 酸化チタンナノシートの局所歪み解析 石田 康博 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 化学 12 BL39XU 非専有

358 2019B1569
モルフォトロピック相境界上の大きな磁歪・逆磁歪効果を示すFeCo合金薄膜の
電子状態を測る

桜井 浩 群馬大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 15 BL08W 非専有

359 2019B1570
超音波空中浮揚と積分型ピクセルアレイ検出器を用いた高輝度ピンクビームによ
る膜たんぱく質微小結晶の超高速回折強度収集

富崎 孝司 Paul Scherrer Institute スイス 海外機関 生命科学 6 BL40XU 非専有

360 2019B1571 Si負極Liイオン電池のオペランド深さ分解XAFS測定 鶴田 一樹 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 化学 11.875 BL27SU 非専有

361 2019B1572
その場高エネルギーX線全散乱法を用いたゼオライト細孔中への気体分子の吸着
挙動の解明

脇原 徹 東京大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL02B2 非専有
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362 2019B1573 単体水素とセレンから直接合成されたセレン水素化合物の圧力誘起超伝導の探索 榮永 茉利 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL10XU 非専有

363 2019B1574 多量体形成と電荷軌道揺らぎを持つ遷移金属化合物のバルク電子構造 溝川 貴司 早稲田大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL47XU 非専有

364 2019B1578 メチレン基が隣接した含高周期典型元素低配位化合物の微小単結晶構造解析 行本 万里子 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 5.875 BL02B1 非専有

365 2019B1579 外因性無機ナノ粒子の生体組織内分布と生体内動態の解析 沼子 千弥 千葉大学 日本 大学等教育機関 生命科学 9 BL37XU 非専有

366 2019B1580 Experimental explore of novel Fe-O alloys under extreme pressure and
temperature Wenge Yang

Center for High Pressure
Science & Technology
Advanced Research

中国 海外機関 地球・惑星科学 6 BL10XU 非専有

367 2019B1583
Non-invasive stress analysis of wearable/implantable flexible substrate
containing embedded ultrathin 3D-LSI/ICs under pressure by micro-XRD
analysis via reciprocal lattice imaging.

Murugesan
Mariappan 東北大学 日本 大学等教育機関 産業利用 12 BL13XU 非専有

368 2019B1584
マイクロビームX線回折法を用いたダイヤモンド単結晶の禁制反射による欠陥評
価の検討

鹿田 真一 関西学院大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.875 BL13XU 非専有

369 2019B1586 DNA修飾ナノ粒子超格子の粒子体積率と脱水に伴う結晶構造安定性の評価 田川 美穂 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.75 BL40B2 非専有

370 2019B1587
外熱及びレーザー加熱式DACを用いた高温高圧下におけるX線吸収法による金属
固体及び液体の密度測定

寺崎 英紀 大阪大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 6 BL10XU 非専有

371 2019B1588 X線ナノCT装置を利用した材料破壊のその場観察装置の開発 上杉 健太朗 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 地球・惑星科学 11.875 BL47XU 非専有

372 2019B1589 Fermi surface of Cu-intercalated Bi2Se3 Stephen Dugdale University of Bristol イギリス 海外機関 物質科学・材料科学 20.875 BL08W 非専有

373 2019B1593 高速X線4次元CT法を用いたゴムの破壊進展現象の観察 間下 亮 住友ゴム工業（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL28B2 非専有

374 2019B1594
中性子照射高配向性熱分解グラファイト（HOPG）の圧縮グラファイトへの相転
移カイネティクス解明

本多 信一 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.875 BL04B1 非専有

375 2019B1595 放射光赤外磁気円二色性分光による有機伝導体のスピン状態解明 池本 夕佳 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 9 BL43IR 非専有

376 2019B1596 高輝度赤外放射光を光源とした近接場分光 池本 夕佳 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 23.875 BL43IR 非専有

377 2019B1597
YbAlB4の異常金属相における多重極限環境下価数揺動ダイナミックスの 174Yb
放射光メスバウアー分光法による研究

小林 寿夫 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 15 BL09XU 非専有

378 2019B1598 Structural investigations on the rejuvenation by the thermal strain in metallic
glasses Jens Stellhorn 広島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL13XU 非専有

379 2019B1599 硬X線光電子分光法によるSm多重項構造に注目したSmB6価数変化の解明 雀部 矩正 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 12 BL09XU 非専有

380 2019B1601 深さ分解XAFSを用いた高効率Cu(In,Ga)(S,Se)2系太陽電池用薄膜の構造評価 別府 孝介 龍谷大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL01B1 非専有

381 2019B1602 時分割SAXS/WAXSによる食品用高分子オレオゲルの構造とゲル化機構の解明 大坂 昇 岡山理科大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL40B2 非専有
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382 2019B1603
In-situ DXAFS法を用いたCe-Zr酸化物触媒の還元-酸化能特性に対するドーパン
トの作用機構の解明

佐藤 勝俊 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 14.875 BL28B2 非専有

383 2019B1604 Resonant inelastic x-ray scattering of the new sodium battery cathode system
Na2Mn3O7 Laurent Duda Uppsala University スウェーデン 海外機関 物質科学・材料科学 15 BL27SU 非専有

384 2019B1605
ワイドバンドギャップ化合物薄膜太陽電池材料Cu(In,Ga)(S,Se)2の化学結合状態
の評価

別府 孝介 龍谷大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL01B1 非専有

385 2019B1606 4次元CT法を用いたタイヤゴムのずり応力下における破壊現象観察 間下 亮 住友ゴム工業（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL20B2 非専有

386 2019B1607 Sn:β型酸化ガリウム基板の光電⼦ホログラフィー:　酸素関与欠陥の可視化 唐 佳藝 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL25SU 非専有

387 2019B1610 ナノビームＸ線回折法によるLPSO-Mg合金中キンク発生箇所近傍の歪み測定 木村 滋 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 9 BL13XU 非専有

388 2019B1612 エネルギー分散型XAFS測定による異種材料間の接着反応追跡 西堀 麻衣子 九州大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL28B2 非専有

389 2019B1614 液体鉄硫黄合金の構造解析 河口 沙織 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 地球・惑星科学 3 BL10XU 非専有

390 2019B1617 Revisit ice-X and study on its post-high pressure structural stability above 2
Mbar Bing Li

Center for High Pressure
Science & Technology
Advanced Research

中国 海外機関 物質科学・材料科学 3 BL10XU 非専有

391 2019B1618

Real-time observation of microstructure and solidification behavior of dissimilar
Sn-Pb free solder material on a single joint to reveal the microstructure
evolution of complex stacked electronic packaging interconnects during
soldering

Arif Salleh Universiti Malaysia Perlis マレーシア 海外機関 産業利用 9 BL20XU 非専有

392 2019B1619 高輝度放射光を用いたトリウム229アイソマー極低エネルギー準位の測定 吉村 浩司 岡山大学 日本 大学等教育機関 素粒子・原子核科学 17.75 BL19LXU 非専有

393 2019B1620 新規触媒材料として有望な擬二元系合金の精密構造解析 古川 森也 北海道大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL01B1 非専有

394 2019B1622 2Dイメージングによる高効率Cu(In1-xGax)Se2太陽電池薄膜の構造解析 山添 誠司 首都大学東京 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.75 BL37XU 非専有

395 2019B1623 高圧下での強磁性鉄白金の高圧相および準安定結晶構造の探索 和達 大樹 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL10XU 非専有

396 2019B1625
コヒーレントX線と可干渉金属ナノプローブペアを用いた多次元X線追跡法の検
討

関口 博史 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 生命科学 17.875 BL40XU 非専有

397 2019B1626 エキシトニック絶縁体関連物質Ta2NiS5の高圧赤外分光と電子状態 岡村 英一 徳島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 26.875 BL43IR 非専有

398 2019B1627
時分割ナノビームX線回折による特異構造制御型窒化物半導体素子の局所圧電ダ
イナミクスの実動作下その場測定

藤平 哲也 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL13XU 非専有

399 2019B1628 小型KBミラーによる軟X線ナノ集光システムの開発 三村 秀和 東京大学 日本 大学等教育機関 ビームライン技術 5.875 BL25SU 非専有

400 2019B1629
低立体規則性ポリプロピレン添加によるアイソタクチックポリプロピレンの結晶
化速度の抑制効果に関する研究

西辻 祥太郎 山形大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL05XU 非専有

401 2019B1631
高位置・高時間分解オペランドX線吸収分光測定による固体酸化物形燃料電池空
気極の反応ダイナミクスの解明

雨澤 浩史 東北大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL37XU 非専有
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402 2019B1634
水蒸気雰囲気下での角度分解軟X線吸収分光法を用いた硫化物固体電解質の電
子・局所構造変化の分析(1)

山本 健太郎 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL27SU 非専有

403 2019B1636
オペランド高温電気化学ナノXAS測定によるプロトン伝導性セラミックス燃料
電池空気極における電気化学活性サイトの実験的評価

雨澤 浩史 東北大学 日本 大学等教育機関 化学 18 BL37XU 非専有

404 2019B1637
アミロイドーシスと診断されたヒト心臓・腎臓・脳組織における形態構造学的変
化の評価とイメージング質量分析法による高深度組織プロテオミクスとの統合的
アプローチ

池川 雅哉 同志社大学 日本 大学等教育機関 生命科学 6 BL20B2 非専有

405 2019B1638 精密単結晶X線構造解析による会合型π電子系アニオンの電子密度分布の解明 羽毛田 洋平 立命館大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL02B1 非専有

406 2019B1639
オペランドCT-XAFSによる充放電サイクル時におけるバルク型全固体リチウム
イオン電池合剤正極内の反応分布の3次元直接観察

雨澤 浩史 東北大学 日本 大学等教育機関 化学 12 BL37XU 非専有

407 2019B1640
π電子系ユニットの規則配列を基盤とした変調可能な空孔を有する液晶性材料の
創製

羽毛田 洋平 立命館大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有

408 2019B1641
ペロブスカイトBiNiO3の高圧・低温環境下における電荷不均化のＸ線吸収によ
る研究

東 正樹 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL39XU 非専有

409 2019B1644
硬X線光電子分光を用いたナノ組織複合化を施したホイスラー型熱電変換材料の
電子構造の直接観測

宮崎 秀俊 名古屋工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.875 BL47XU 非専有

410 2019B1645 放射光X線異常散乱法を用いたハーフホイスラー型熱電変換材料の精密構造解析 宮崎 秀俊 名古屋工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有

411 2019B1647 ナノビームX線回折測定によるケンサキイカ平衡石の微細構造分析 隅谷 和嗣 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 環境科学 6 BL13XU 非専有

412 2019B1648 Towards GHz hard X-ray imaging to track ultra-fast processes Alexander Rack European Synchrotron
Radiation Facility フランス 海外機関 ビームライン技術 12 BL40XU 非専有

413 2019B1649 In situ study of electrocatalysts with Nuclear Resonance Vibrational
Spectroscopy (NRVS) Junko Yano Lawrence Berkeley National

Laboratory アメリカ 海外機関 化学 9 BL09XU 非専有

414 2019B1650 放射光XRDとPDF解析による種々のセラミックス固化体と吸着剤の構造解析 中瀬 正彦 東京工業大学 日本 大学等教育機関 化学 5.875 BL04B2 非専有

415 2019B1651 性能持続技術に向けたタイヤ用ゴムの変形下での解析 増井 友美 住友ゴム工業（株） 日本 産業界 物質科学・材料科学 6 BL20XU 非専有

416 2019B1652
ナノ・ミクロ目線で見る微生物とその生息空間：特異的三次元可視化で迫る環境
微生物の生態

諸野 祐樹 海洋研究開発機構 日本 国公立研究機関等 環境科学 5.5 BL47XU 非専有

417 2019B1654 外部刺激添加による種々のπ共役分子結晶の特異な構造転移現象の解明 焼山 佑美 大阪大学 日本 大学等教育機関 化学 5.75 BL02B1 非専有

418 2019B1655 Unravelling why new elastomers can be extended by more than 50 times Mads Laursen Technical University of
Denmark デンマーク 海外機関 物質科学・材料科学 12 BL08W 非専有

419 2019B1656 超音波浮揚液滴の雲粒形成と成長過程のin situ X線観測 山口 敏男 福岡大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL08W 非専有

420 2019B1657
異常分散XRDによる機能性ホイスラー合金コンビナトリアル薄膜のディスオー
ダー定量評価

桜庭 裕弥 物質・材料研究機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 15 BL13XU 非専有
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421 2019B1658 Tm 3d-2p 共鳴X線発光分光による TmX3 (X=Al, Ga, In) の Tm 電子状態の研究 河村 直己 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 18 BL39XU 非専有

422 2019B1659
高速Ｘ線チョッパーを用いたチタン酸バリウム電子状態のナノ秒オーダー電場応
答の研究

中島 伸夫 広島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL01B1 非専有

423 2019B1661
放射光赤外吸収分光測定による種々の温度におけるポリエチレン単結晶の結晶構
造評価

小椎尾 謙 九州大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL43IR 非専有

424 2019B1663 イットリウム水素化物高温超伝導体の合成 II 中尾 敏臣 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL10XU 非専有

425 2019B1666
超格子構造におけるコヒーレントフォノンバンドのフォールディングおよび波
動・粒子遷移の直接観察

塩見 淳一郎 東京大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 15 BL35XU 非専有

426 2019B1667
微小角入射小角X線散乱/広角X線回折測定による種々の環境分解過程における生
分解性高分子の階層構造解析

高原 淳 九州大学 日本 大学等教育機関 化学 5.75 BL40B2 非専有

427 2019B1668 高分解能コンプトン散乱法によるナトリウム挿入脱離に伴うNa₃-xBiの電子構造 鈴木 宏輔 群馬大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL08W 非専有

428 2019B1671 X線マイクロCT法を用いたモデル小型魚類の感覚神経三次元アトラスの作成 池永 隆徳 鹿児島大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 BL20B2 非専有

429 2019B1672 液相中におけるナノ粒子集積コロイド結晶の相転移機構の解明 猿山 雅亮 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL40B2 非専有

430 2019B1675 X線分光法によるEuX4(X:Al, Ga)の圧力誘起価数転移の研究 本多 史憲 東北大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL39XU 非専有

431 2019B1677
高分解能硬X線光電子分光 (HR-HAXPES) によるSiO2/4H-SiC(1-100)水蒸気ポス
トアニール界面構造処理条件最適化

清水 皇 （株）デンソー 日本 産業界 産業利用 6 BL46XU 非専有

432 2019B1678 ゴム中粒状物の赤外顕微分光マッピング測定 丸山 隆之 （株）ブリヂストン 日本 産業界 産業利用 9 BL43IR 非専有

433 2019B1679
水素化バイオディーゼル燃料合成を指向したシリコンナノ構造担持⾦属触媒の創
製：⾼分⼦により安定化された遷移⾦属種のXAFSを⽤いた局所構造解析

佐藤 太久真 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 産業利用 6 BL14B2 非専有

434 2019B1680
硬X線光電子分光法を利用した有機トランジスタメモリの動作機構の解明：ゲー
ト絶縁膜上の金属錯体単分子層の酸化還元過程

田原 圭志朗 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL46XU 非専有

435 2019B1682 ヒト毛髪における浸透促進成分によるグリオキシル酸の分布イメージング化 宇山 允人 （株）資生堂 日本 産業界 産業利用 4 BL43IR 非専有

436 2019B1683
走査型軟X線MCD顕微鏡によるハードディスク記録ヘッドの高速磁化過程直接観
察

喜々津 哲 （株）東芝 日本 産業界 産業利用 8.75 BL25SU 非専有

437 2019B1684 軟X線XAFS を用いたAl-Zn-Mg合金において形成されるナノクラスタ構造の測定 足立 大樹 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL27SU 非専有

438 2019B1685*
放射光X線回折法を用いたTi/Mg置換したNaMnO2のナトリウム脱挿入機構の解
明

藪内 直明 横浜国立大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL19B2 非専有

439 2019B1686
自動車排ガス浄化に有効な金属ドープAl2O3担持貴金属触媒のin situ QXAFS測
定

鳥屋尾 隆 北海道大学 日本 大学等教育機関 産業利用 12 BL14B2 非専有

440 2019B1687 時間分解X線イメージングによるチタン合金の凝固・固相変態のその場観察 西村 友宏 （株）神戸製鋼所 日本 産業界 産業利用 5.875 BL20XU 非専有



2019年後期実施課題2019B一覧：一般研究課題
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441 2019B1690 フェノール樹脂/金属複合材界面の熱硬化過程における残留応力その場観察5 和泉 篤士 住友ベークライト（株） 日本 産業界 産業利用 11.75 BL19B2 非専有

442 2019B1691 Ｘ線回折測定技術を用いた鋼摩擦面の反応生成物その場観察技術の検討（３） 宮島 慎 日本製鉄（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL46XU 非専有

443 2019B1692 放射光X線トポグラフィによるGaN結晶の評価(2) 兼近 将一 名古屋大学 日本 大学等教育機関 産業利用 1 BL20B2 非専有

444 2019B1693
放射光X線ラミノグラフィによる形態制御介在物分散材における転動疲労はく離
起点介在物の評価

牧野 泰三 日本製鉄（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL46XU 非専有

445 2019B1695 数keV電子線照射による硬X線光電子分光法の帯電中和処理技術の開発 安野 聡 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 産業利用 9 BL46XU 非専有

446 2019B1697
コロイド分散タンパク質溶液の冷解凍プロセスにおけるナノ構造変化の小角X線
散乱解析

中川 究也 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 5.625 BL19B2 非専有

447 2019B1700
放射光⽩⾊X線イメージングによる炭素繊維複合材料3Dプリンタのオペランド観
察

梶原 堅太郎 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 産業利用 6 BL28B2 非専有

448 2019B1701 硬X線光電子分光法によるバンドギャップ光励起下の電子状態評価技術の開発 安野 聡 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 産業利用 8.875 BL46XU 非専有

449 2019B1706
ラミネート型リチウムイオン電池の熱暴走における電極材料の結晶構造変化の実
環境解析 齋藤 喜康 産業技術総合研究所 日本 国公立研究機関等 産業利用 6 BL46XU 非専有

450 2019B1708
高強度・高延性超微細組織フェライト＋オーステナイト組織0.2%C-2%Si-7%Mn
鋼の加工誘起変態挙動のIn-situ解析

鳥塚 史郎 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL19B2 非専有

451 2019B1709
高分解能観察を利用した溶融Zn合金中のFe-Zn系金属間化合物晶出及び成長挙動
の解明

桂 翔生 （株）神戸製鋼所 日本 産業界 産業利用 5.5 BL20XU 非専有

452 2019B1711 非破壊CT-XRD連成法による蒸気養生したコンクリートの骨材界面近傍の観察 杉山 隆文 北海道大学 日本 大学等教育機関 産業利用 8.875 BL28B2 非専有

453 2019B1712
エネルギー分散型X線回折プロファイル解析システム構築のための鉱物データの
取得

人見 尚 （株）大林組 日本 産業界 産業利用 12 BL28B2 非専有

454 2019B1713 酵素処理が冷蔵米飯の表面劣化と老化におよぼす影響の解明 西津 貴久 岐阜大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL19B2 非専有

455 2019B1714
マグネシウム二次電池用正極材料の充放電過程における置換金属の酸化還元と局
所構造に及ぼす効果

井手本 康 東京理科大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL14B2 非専有

456 2019B1715 高分解能観察を利用したAl-Fe-Si系金属間化合物の晶出挙動の解明[新規利用者] 北村 智之 （株）神戸製鋼所 日本 産業界 産業利用 6 BL20XU 非専有

457 2019B1716*
全反射蛍光XAFSによる白金モデル触媒表面上への高分子バインダー分子のin-
situ吸着解析

犬飼 潤治 山梨大学 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL14B2 非専有

458 2019B1717
加速劣化試験中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

犬飼 潤治 山梨大学 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL19B2 非専有

459 2019B1720
保湿剤の適用による皮膚角層の構造変化に基づく作用機序の解明～保湿剤の種類
による相違に着目して～

山田 武 阪本薬品工業（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL40B2 非専有

460 2019B1723 BL14B2におけるSPECを利用したUI構築 渡辺 剛 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 産業利用 6 BL14B2 非専有
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461 2019B1724
エネルギー分散型X線回折顕微法を用いたフェライト鋼における粒界での局所応
力評価

宮澤 知孝 東京工業大学 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL28B2 非専有

462 2019B1725
多目的ハイスループット回折計Polarisにおける多連装ソーラスリットシステム
の精密調整機構の開発とその立上げ

大坂 恵一 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 産業利用 9 BL19B2 非専有

463 2019B1726 X線CT法による全固体リチウム二次電池電極・電解質接合界面計測 折笠 有基 立命館大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL20XU 非専有

464 2019B1727 FT-IRによる絶縁膜構造の低温評価の検討 臼田 宏治 キオクシア（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL43IR 非専有

465 2019B1728 調和組織粉末焼結材料のネットワーク組織におけるひずみ挙動の特異性の評価 中井 善一 神戸大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL46XU 非専有

466 2019B1729
微分位相Ⅹ線マイクロCTを用いた加齢に伴う毛髪内空隙形成促進のメカニズム
解明

鈴田 和之 （株）ミルボン 日本 産業界 産業利用 8.875 BL47XU 非専有

467 2019B1730
超小角X線散乱(USAXS)測定に基づく種々の粒径を有するブロック共重合体固定
化シリカ粒子集積体の変形下における配置変化 小椎尾 謙 九州大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL19B2 非専有

468 2019B1731 Si基板上エピタキシャルPZTおよびKNN圧電薄膜のIn-Situ結晶構造変化の観察 神野 伊策 神戸大学 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL46XU 非専有

469 2019B1733 一細胞の多面的測定からエイジングと細胞老化の関係性に迫る 菊地 哲宏 （株）ミルボン 日本 産業界 産業利用 12 BL43IR 非専有

470 2019B1734 BL19B2におけるGe基板上のSixGe1-x薄膜のDAFS測定技術の検討 藤原 孝将 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 産業利用 9 BL19B2 非専有

471 2019B1814* 車載用リチウムイオン電池のコンプトン散乱イメージング 佐藤 健児 （株）本田技術研究所 日本 産業界 産業利用 15 BL08W 非専有

472 2019B1815 高出力蓄電デバイスの劣化過程におけるイオン分布の発生メカニズムの解明 花輪 洋宇 日本ケミコン（株） 日本 産業界 産業利用 15 BL08W 非専有

473 2019B1818 Cycle rate dependency of lithiation state in commercial 18650-type Li-ion
battery observing by Compton scattering imaging Bernardo Barbiellini Lappeenranta-Lahti University

of Technology フィンランド 海外機関 産業利用 15 BL08W 非専有

474 2019B1821 無機半導体材料の電⼦状態構造解析 新井 龍志 ソニー（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL46XU 専有

475 2019B1822 SAXS/USAXS測定による機能性材料の構造解析 杉島 明典 富士フイルム（株） 日本 産業界 産業利用 1 BL19B2 専有

476 2019B1823 液相合成法の反応過程におけるその場X線回折 森田 まゆ （株）村田製作所 日本 産業界 産業利用 1.875 BL19B2 専有

477 2019B1824 高分解能X線回折によるBaTiO3系MLCCの局所結晶構造解析および残留応力測定 大曽根 遼 京セラ（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL46XU 専有

478 2019B1825 放射光を用いたリチウムイオン電池の非解体分析技術の構築 森 拓弥 （株）コベルコ科研 日本 産業界 産業利用 2 BL46XU 専有

479 2019B1826 全固体電池の高性能化に向けた開発（1） 小林 弘典 産業技術総合研究所 日本 国公立研究機関等 産業利用 1 BL19B2 専有

480 2019B1828 In situ XAFS測定によるカルボン酸⾼選択的⽔素化触媒の局所構造解析 福住 謙亨 （株）ダイセル 日本 産業界 産業利用 6 BL14B2 非専有
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481 2019B1829 植物栽培光源用Sr3MgSi2O8:Eu,Mn 蛍光体中のEuおよびMn局所構造解析 國本 崇 徳島文理大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL14B2 非専有

482 2019B1830 亜鉛-空気電池用電気化学触媒の電子状態 八木 俊介 東京大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL14B2 非専有

483 2019B1832 石炭灰およびその処理物が含有する規制対象元素の挙動解明［新規利用者］ 長尾 有記 宇部興産（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL14B2 非専有

484 2019B1833
アンモニアからの水素発生触媒としてのγ－リン酸ジルコニウム－遷移金属複合
体の化学状態および配位構造のin-situ解析

中島 靖 第一稀元素化学工業（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL14B2 非専有

485 2019B1837
前駆体法を用いた有機半導体の成膜における薄膜構造形成プロセスの2D-
GIWAXS分析

鈴木 充朗 大阪大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL19B2 非専有

486 2019B1838
太径炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の繊維揺らぎ測定とその場観察圧縮試
験による圧縮破壊プロセスの解明

上田 政人 日本大学 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL46XU 非専有

487 2019B1839 固定化イリジウム触媒のXAFS構造解析 原 賢二 東京工科大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL14B2 非専有

488 2019B1840
In-situ XAFS測定による酸化亜鉛担持金―銅二元系触媒のCO2還元反応における
活性な触媒構造の解析

石田 玉青 首都大学東京 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL14B2 非専有

489 2019B1842
カチオン性鉄触媒を用いるルイス酸触媒反応におけるinsituXAFS測定による触
媒活性種の構造・反応性解析:不斉触媒反応を実現する新規配位子の精密設計

倉橋 拓也 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL14B2 非専有

490 2019B1843 高性能有機電子デバイスのための半導体薄膜材料の結晶性と配向性の解析 脇岡 正幸 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 2.875 BL46XU 非専有

491 2019B1845
in situ XAFSによる実機耐久処理を施した自動車排ガス浄化触媒の酸化還元挙動
観察

細川 三郎 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 8.875 BL14B2 非専有

492 2019B1846
水晶振動子マイクロバランスおよび微小角入射2次元X線回折のin-situ同時測定に
よる有機薄膜形成初期における構造形成過程の解析

松原 亮介 静岡大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL19B2 非専有

493 2019B1847 炭素鋼上に形成するウスタイトの相変態に伴う応力変化挙動 II 林 重成 北海道大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL46XU 非専有

494 2019B1850
硬Ｘ線光電子分光法を用いた、メチルメタクリレートを共重合したSBRバイン
ダーをリチウムイオン電池用正極に適用した場合の、充放電の長寿命化及び自己
放電抑制機構の解明

久保田 圭 東京理科大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL46XU 非専有

495 2019B1851 有機半導体薄膜の配向形成と配向変化過程の構造その場観察 吉本 則之 岩手大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL19B2 非専有

496 2019B1852 X線結晶構造解析による氷結晶の形成・相転移機構の解明 原 賢二 東京工科大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL19B2 非専有

497 2019B1855
全固体フッ化物イオン二次電池における金属/金属フッ化物二相境界移動挙動の
解析(2)

内山 智貴 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 8.875 BL14B2 非専有

498 2019B1857 気液界面における有機薄膜のためのすれすれ入射X線回折測定技術の開発3 渡辺 剛 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 産業利用 5.875 BL46XU 非専有

499 2019B1858
バイオマス由来化合物の脱酸素反応を可能にする多元金属ナノ粒子触媒の局所構
造の解明

水垣 共雄 大阪大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL14B2 非専有

500 2019B1859
透過X線ひずみスキャンニング法による短繊維強化樹脂複合材料の3軸熱ひずみ
分布計測

木村 啓二 （株）デンソー 日本 産業界 産業利用 6 BL46XU 非専有
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501 2019B1870 パッシベーション層がペロブスカイト多結晶薄膜に与える影響 柴山 直之 東京大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL46XU 非専有

502 2019B1873 マイクロビームX線散乱法を用いた毛繊維の内部構造解析 田村 俊紘 花王（株） 日本 産業界 産業利用 1 BL46XU 専有

503 2019B1874 液相合成法の反応過程におけるその場X線回折２ 森田 まゆ （株）村田製作所 日本 産業界 産業利用 3 BL19B2 専有

504 2019B1875 As-K-edge-XANESによる鉱物に含まれる砒素の価数分析 板谷 裕輝 住友大阪セメント（株） 日本 産業界 産業利用 1 BL14B2 専有

505 2019B1876 無機半導体材料の電⼦状態構造解析 新井 龍志 ソニー（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL46XU 専有

506 2019B1877 ポリマー高次構造の観察 矢島 高志 住友理工（株） 日本 産業界 産業利用 0.875 BL19B2 専有

507 2019B1878 半導体材料のXAFS測定 高石 理一郎 キオクシア（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL14B2 専有

508 2019B1879 HAXPESによる酸化物半導体薄膜のバンド構造評価 高橋 真 JFEテクノリサーチ（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL46XU 専有

509 2019B1881 全固体電池の高性能化に向けた開発（2） 小林 弘典 産業技術総合研究所 日本 国公立研究機関等 産業利用 1 BL19B2 専有

510 2019B1882
車載用リチウムイオン電池への応用を目的とした新規酸化物系負極材料Li2(Sr1-
xNax)Ti6-xNbxO14の結晶・電子構造解析

井手本 康 東京理科大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL19B2 非専有

511 2019B1883 欠陥を含むZintl相化合物の粉末XRDによる結晶構造解析 菅野 勉 パナソニック（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL19B2 非専有

512 2019B1884 超耐食性黄銅材料の引張試験中その場XRD測定 宮嶋 陽司 金沢大学 日本 大学等教育機関 産業利用 5.875 BL46XU 非専有

513 2019B1885 X線吸収端近傍構造解析を用いた笠間焼鉄釉の発色機構解明 小島 均
茨城県産業技術イノベ－ショ

ンセンタ－ 日本 国公立研究機関等 産業利用 5.5 BL14B2 非専有

514 2019B1886
非シリケート系溶融フラックスによる耐火材の局部溶損メカニズム解明を目的と
した微小角入射X線散乱回折に基づく溶融酸化物の表面RDF取得条件の検討

鈴木 賢紀 大阪大学 日本 大学等教育機関 産業利用 2.75 BL19B2 非専有

515 2019B1887 電気化学反応速度およびHAXPES同時計測のための電極材料最適化 川本 鉄平 山梨大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL46XU 非専有

516 2019B1888 X線回折による貴金属フリー規則合金L10-FeCo薄膜の構造解析 小嗣 真人 東京理科大学 日本 大学等教育機関 産業利用 5.75 BL46XU 非専有

517 2019B1889 Operando XAFS による自動車排ガス浄化触媒の超高温条件下劣化挙動解析 朝倉 博行 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL14B2 非専有

518 2019B1890 X線回折によるFeNiNおよびL10型FeNi薄膜の構造評価 伊藤 啓太 東北大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL46XU 非専有

519 2019B1892 複合小角散乱法を用いた凝集緩和に対するアスファルテン種依存性の評価 森田 剛 千葉大学 日本 大学等教育機関 産業利用 5.875 BL19B2 非専有

520 2019B1893
多目的ハイスループット回折計における高角度分解能粉末回折測定の完全自動運
転化

大坂 恵一 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 産業利用 3 BL19B2 非専有
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521 2019B1894 ペロブスカイト/有機半導体界面の埋もれた電子状態の解明 丹羽 秀治 筑波大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL46XU 非専有

522 2019B1895 高分解能X線CTとX線回折連成測定法の開発と測定精度の評価 人見 尚 （株）大林組 日本 産業界 産業利用 3 BL46XU 非専有

523 2019B1896
ダイヤモンドメーカーに製造委託した巨⼤負熱膨張材料BiNi1-xFexO3の熱膨張
特性評価III

東 正樹 東京工業大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL19B2 非専有

524 2019B1897
リチウムイオン電池の構成部材の結晶構造と電池内温度の非破壊同時評価の検討
3
円筒電池の昇温時の温度分布および反応分布の評価

齋藤 喜康 産業技術総合研究所 日本 国公立研究機関等 産業利用 5 BL46XU 非専有

525 2019B1898 X線CTによる油脂の結晶組織の観察 吉本 則之 岩手大学 日本 大学等教育機関 産業利用 5.75 BL14B2 非専有

526 2019B1899 固体高分子形燃料電池の高温・低加湿運転条件における触媒の挙動解析 内山 智貴 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 15 BL14B2 非専有

527 2019B1900
環境制御下でのモデル白金触媒界面上高分子バインダーの全反射蛍光XASによ
るその場構造・電子状態解析

犬飼 潤治 山梨大学 日本 大学等教育機関 産業利用 8.875 BL14B2 非専有

528 2019B1901 HAXPESによる電子材料用熱硬化性樹脂の解析 首藤 靖幸 住友ベークライト（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL46XU 非専有

529 2019B1902 硬X線光電子分光法を用いたヘテロ接合系結晶シリコン素子のオペランド測定 神岡 武文 明治大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL46XU 非専有

530 2019B1903
In-situ XRD測定を用いたAl-Cu合金における高温変形中の転位密度変化に及ぼす
析出物の影響

足立 大樹 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 産業利用 5.875 BL46XU 非専有

531 2019B2501 タンパク質の結晶構造解析 小林 龍司 東ソー（株） 日本 産業界 生命科学 1 PX-BL (BL26B1) 専有

532 2019B2502 創薬ターゲットタンパク質と化合物との複合体結晶構造解析 安達 剛 日本たばこ産業（株） 日本 産業界 産業利用 3 PX-BL (BL45XU) 専有

533 2019B2503 創薬標的タンパク質X線結晶構造解析のための回折データ収集 高橋 瑞稀 第一三共RDノバーレ（株） 日本 産業界 産業利用 1 PX-BL (BL45XU) 専有

534 2019B2504 疾患関連タンパク質のX線結晶構造解析 近江 理恵 小野薬品工業（株） 日本 産業界 生命科学 2 PX-BL (BL45XU) 専有

535 2019B2505 疾患関連蛋⽩質のX線結晶構造解析 鈴木 慶 小野薬品工業（株） 日本 産業界 産業利用 1 PX-BL (BL45XU) 専有

536 2019B2506 創薬を目指した結晶構造解析 藤吉 好則 （株）CeSPIA 日本 産業界 生命科学 0.25 PX-BL (BL41XU) 専有

537 2019B2507 Crystal structure determination of human GPCRs Xianqiang Song
Amgen Biopharmaceutical
Research & Development

(Shanghai) Co., Ltd.
中国 海外機関 生命科学 1.5 PX-BL (BL41XU) 専有

538 2019B2508 宇宙環境を利用した蛋白質結晶の放射光Ｘ線回折による評価 山田 貢 宇宙航空研究開発機構 日本 国公立研究機関等 生命科学 13.5 PX-BL (BL41XU,
BL45XU) 専有

539 2019B2509 疾患関連タンパク質の構造解析 鈴木 健司 創薬産業構造解析コンソーシ
アム

日本 産業界 産業利用 19.875 PX-BL (BL41XU,
BL45XU, BL32XU) 専有

540 2019B2510 創薬研究のための疾患関連タンパク質のX線単結晶構造解析 今吉 憲幸 SAI（株） 日本 産業界 産業利用 1 PX-BL (BL45XU) 専有
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541 2019B2511 創薬に向けたタンパク質およびタンパク質－リガンド複合体のX線結晶構造解析 深海 隆明 中外製薬（株） 日本 産業界 産業利用 5 PX-BL (BL45XU) 専有

542 2019B2514 P2X受容体とアロステリック作用薬の複合体構造解析 服部 素之 Fudan University 中国 海外機関 生命科学 3 PX-BL (BL32XU) 非専有

543 2019B2516 抗癌剤である免疫調節薬の作用機序解明に向けた構造研究 森 智行 奈良先端科学技術大学院大学 日本 大学等教育機関 生命科学 2 PX-BL (BL41XU) 非専有

544 2019B2517 レチナールタンパク質の反応状態の構造解析 神山 勉 名古屋大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 PX-BL (BL26B2) 非専有

545 2019B2518 Secホロトランスロコンの構造解析 塚崎 智也 奈良先端科学技術大学院大学 日本 大学等教育機関 生命科学 7 PX-BL (BL45XU,
BL32XU) 非専有

546 2019B2519 生体鉄イオン獲得システムで機能する膜タンパクの立体構造解析 杉本 宏 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 生命科学 9.5 PX-BL (BL41XU,
BL45XU) 非専有

547 2019B2521 MEK-ERK間におけるフィードバック阻害メカニズムの構造基盤 中江 摂 長浜バイオ大学 日本 大学等教育機関 生命科学 6 PX-BL (BL26B1) 非専有

548 2019B2525 ペルオキシレドキシンの四次構造とそれに立脚した人工金属酵素のデザイン 中村 努 産業技術総合研究所 日本 国公立研究機関等 生命科学 2 PX-BL (BL45XU) 非専有

549 2019B2527 静的・動的X線結晶構造解析を駆使したF1モーターの回転力発生機構の解明 鈴木 俊治 東京工業大学 日本 大学等教育機関 生命科学 2.875 PX-BL (BL41XU) 非専有

550 2019B2528 Structural studies of translocation mechanism of helicases from flaviviruses Haitao Yang Tianjin University 中国 海外機関 生命科学 8.875 PX-BL (BL41XU) 非専有

551 2019B2529 原子分解能構造解析による甘味タンパク質の機能発現の解明 桝田 哲哉 京都大学 日本 大学等教育機関 生命科学 5.75 PX-BL (BL26B1) 非専有

552 2019B2532 生理的温度域によるタンパク質の揺らぎ構造と機能相関に関する研究 桝田 哲哉 京都大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 PX-BL (BL26B1) 非専有

553 2019B2534 ミトコンドリア病の原因となる核酸プロセシング酵素群の構造解析 別所 義隆 Academia Sinica 台湾 海外機関 生命科学 3 PX-BL (BL32XU) 非専有

554 2019B2535 インポーチンβファミリーと繰り返し配列ペプチドの構造生物学的研究 吉澤 拓也 立命館大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 PX-BL (BL26B1) 非専有

555 2019B2537 結晶構造解析によりテロメアブーケ形成開始機構の解明 姚 閔 北海道大学 日本 大学等教育機関 生命科学 4 PX-BL (BL41XU) 非専有

556 2019B2538 リン脂質スクランブラーゼの構造解析 長田 重一 大阪大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1 PX-BL (BL41XU) 非専有

557 2019B2539 味覚受容体T1r細胞外領域結晶構造解析の機能軸・分子系統軸への展開 山下 敦子 岡山大学 日本 大学等教育機関 生命科学 2 PX-BL (BL41XU) 非専有

558 2019B2540 ヨツヒメゾウリムシ由来アルギニンキナーゼAK3のX線構造解析 杉山 成 高知大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3.5 PX-BL (BL41XU) 非専有

559 2019B2542 JAK-STAT経路を活性化および阻害するメカニズムの分子基盤解析 尾瀬 農之 北海道大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 PX-BL (BL45XU) 非専有

560 2019B2543 Structural studies of formyl peptide receptors in complex with different ligands Beili Wu Chinese Academy of Sciences 中国 海外機関 生命科学 4 PX-BL (BL41XU) 非専有

561 2019B2544 皮膚の恒常性を担う酵素の活性機構解明を目指した構造解析 帯田 孝之 富山大学 日本 大学等教育機関 生命科学 2 PX-BL (BL45XU) 非専有
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562 2019B2545
シナプスを誘導する細胞接着因子（シナプスオーガナイザー）の輸送機構の構造
基盤

山形 敦史 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 生命科学 4 PX-BL (BL45XU) 非専有

563 2019B2546
メタボリックシンドロームの鍵分子受容体タンパク質とリガンド複合体の構造解
析

田辺 弘明 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 生命科学 3 PX-BL (BL32XU) 非専有

564 2019B2548 BL45XUの高強度X線を利用した高効率データ収集システムの開発 馬場 清喜 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 生命科学 20.875 PX-BL (BL26B1,
BL45XU) 非専有

565 2019B2549 V型線毛の接着と成長の構造基盤 今田 勝巳 大阪大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1.5 PX-BL (BL45XU) 非専有

566 2019B2550 Mollicutes綱細菌の運動性の構造基盤 今田 勝巳 大阪大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 PX-BL (BL41XU) 非専有

567 2019B2551 細菌べん毛モーター回転機構の構造基盤 今田 勝巳 大阪大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1.5 PX-BL (BL41XU) 非専有

568 2019B2552 In crystallo catalytic analysis による銅含有アミン酸化酵素触媒機構の解明 村川 武志 大阪医科大学 日本 大学等教育機関 生命科学 12 PX-BL (BL26B1) 非専有

569 2019B2553 膜結合型ガラクトオリゴ糖合成酵素のX線結晶構造解析 田中 俊一 京都府立大学 日本 大学等教育機関 生命科学 2.875 PX-BL (BL26B1) 非専有

570 2019B2556 ビフィズス菌の多様な糖鎖分解酵素の構造解析 伏信 進矢 東京大学 日本 大学等教育機関 生命科学 0.75 PX-BL (BL45XU) 非専有

571 2019B2557 宿主生物由来粘液物質を介した細菌と動植物との相互作用機構の構造生物学 橋本 渉 京都大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 PX-BL (BL45XU) 非専有

572 2019B2559 光化学系II水分解反応中間体及び阻害剤との複合体の結晶構造解析 沈 建仁 岡山大学 日本 大学等教育機関 生命科学 9.5 PX-BL (BL41XU) 非専有

573 2019B2560 生体高分子の電荷密度解析の汎用化 竹田 一旗 京都大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 PX-BL (BL41XU) 非専有

574 2019B2561 細胞内結晶化を利用したペプチド融合タンパク質の構造解析 安部 聡 東京工業大学 日本 大学等教育機関 生命科学 8.875 PX-BL (BL32XU) 非専有

575 2019B2562
光化学II複合体の酸素発生中心金属の異常分散効果を利用した結晶構造解析によ
る反応中間体の価数解明

梅名 泰史 岡山大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 PX-BL (BL41XU,
BL45XU) 非専有

576 2019B2563
カゴ型タンパク質フェリチン内部表面へのアミノ酸置換による金属結合部位構築
と金属配位構造解析

安部 聡 東京工業大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 PX-BL (BL45XU) 非専有

577 2019B2565 生物発光タンパク質の高分解能Ｘ線結晶構造解析 中津 亨 京都大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3.375 PX-BL (BL41XU,
BL45XU) 非専有

578 2019B2568 植物の自家不和合性における構造生物学的解析 村瀬 浩司 東京大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1 PX-BL (BL41XU) 非専有

579 2019B2570 腸炎ビブリオ由来エフェクターVepAとシャペロンVecA複合体の立体構造解析 中村 昇太 大阪大学 日本 大学等教育機関 生命科学 9 PX-BL (BL26B1) 非専有

580 2019B2571
Trypanosoma brucei由来GMPR，GMPS，IMPDHの基質または阻害剤との複合
体のX線結晶構造解析

西村 重徳 大阪府立大学 日本 大学等教育機関 生命科学 5.125 PX-BL (BL26B1,
BL45XU) 非専有

581 2019B2572 ロイコトリエンB4受容体（BLT1）の結晶構造解析 堀 哲哉 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 生命科学 3 PX-BL (BL32XU) 非専有

582 2019B2573 非凍結結晶を用いた完全還元型チトクロム酸化酵素の超高分解能結晶構造の決定 島田 敦広 岐阜大学 日本 大学等教育機関 生命科学 2.75 PX-BL (BL45XU) 非専有
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583 2019B2574 CXCR2とその抗体との複合体の結晶構造解析 横山 茂之 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 生命科学 3 PX-BL (BL32XU) 非専有

584 2019B2575 細胞毒NOの分解に関与する金属酵素の構造学的研究 當舎 武彦 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 生命科学 7.5 PX-BL (BL41XU,
BL32XU) 非専有

585 2019B2576 根の形態形成を制御する新規転写制御機構の解明に向けた構造研究 平野 良憲 東京大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1 PX-BL (BL45XU) 非専有

586 2019B2577 新規ロドプシンのX線結晶構造解析 西澤 知宏 東京大学 日本 大学等教育機関 生命科学 6.875 PX-BL (BL45XU,
BL32XU) 非専有

587 2019B2580 ペルオキシナイトライトによるニトロ化タンパク質の結晶構造解析 中島 崇 九州大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1 PX-BL (BL45XU) 非専有

588 2019B2581 免疫受容体の結晶構造解析 大戸 梅治 東京大学 日本 大学等教育機関 生命科学 2.5 PX-BL (BL45XU) 非専有

589 2019B2582
生体膜リン脂質の生合成を担うホスファチジルセリン脱炭酸酵素による基質認識
機構の構造基盤

渡邊 康紀 愛媛大学 日本 大学等教育機関 生命科学 4.5 PX-BL (BL41XU,
BL45XU) 非専有

590 2019B2583 Structural study of ethambutol drug target membrane proteins from
Mycobacterium tuberculosis (continued) Zihe Rao ShanghaiTech University 中国 海外機関 生命科学 3.75 PX-BL (BL41XU) 非専有

591 2019B2701 疾患関連標的蛋白質と化合物複合体の構造解析 曽我部 智
Axcelead Drug Discovery

Partners（株） 日本 産業界 産業利用 1.5 PX-BL (BL41XU,
BL45XU) 専有

592 2019B2702 Data collection on protein crystals for structure based drug design Fan Jiang Viva Biotech (Shanghai) Ltd. 中国 海外機関 生命科学 10.5 PX-BL (BL45XU) 専有

593 2019B2703* ブルー銅タンパク質シュウドアズリンの超高分解能結晶構造解析 高妻 孝光 茨城大学 日本 大学等教育機関 生命科学 2 PX-BL (BL41XU) 非専有

594 2019B2704 B細胞抑制性受容体CD72のリガンド複合体結晶構造解析 沼本 修孝 東京医科歯科大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1 PX-BL (BL45XU) 非専有

595 2019B2705 Structure determination of the Cannabinoid receptor 1 with allosteric
modulators Zhenhua Shao Sichuan University 中国 海外機関 生命科学 1.5 PX-BL (BL41XU) 非専有

596 2019B2706 Crystal structure of the orphan GPCR and hint for deorphanization Fei Xu ShanghaiTech University 中国 海外機関 生命科学 10 PX-BL (BL41XU,
BL45XU) 非専有

597 2019B2708 Structural and functional study of human CXC-type chemokine receptor 2 Zhi-Jie Liu ShanghaiTech University 中国 海外機関 生命科学 6 PX-BL (BL41XU,
BL45XU) 非専有

598 2019B2709 Structural study on human CB2 receptors in complex with different agonists Zhi-Jie Liu ShanghaiTech University 中国 海外機関 生命科学 6 PX-BL (BL41XU,
BL45XU) 非専有

599 2019B2710 Structural study on human MC4 receptors in complex with different ligands Raymond Stevens ShanghaiTech University 中国 海外機関 生命科学 5.875 PX-BL (BL41XU,
BL45XU) 非専有

600 2019B2711 Structural study on human GLP-1 receptors in complex with different ligands Raymond Stevens ShanghaiTech University 中国 海外機関 生命科学 3 PX-BL (BL41XU) 非専有

601 2019B2712 Structural determination of novel 7-transmembrane (TM)  receptors (GPCRs
and microbial rhodopsins) Yuanzheng He Harbin Institute of Technology 中国 海外機関 生命科学 3 PX-BL (BL41XU) 非専有

602 2019B2713 アーキアtRNAメチル化酵素aTrm56の基質認識機構の構造基盤 平田 章 愛媛大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1.875 PX-BL (BL26B2) 非専有

603 2019B2714 凍結および非凍結結晶を用いた食糧関連酵素の機能解明 三上 文三 京都大学 日本 大学等教育機関 生命科学 15.75 PX-BL (BL26B1,
BL45XU) 非専有
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604 2019B2715 Crystallographic Study of the Dopamine Receptors Sheng Wang Chinese Academy of Sciences 中国 海外機関 生命科学 6 PX-BL (BL41XU) 非専有

605 2019B2716 高精度結晶構造解析と量子計算の融合による酵素反応触媒機構の詳細な解析 藤橋 雅宏 京都大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1.5 PX-BL (BL45XU) 非専有

606 2019B2717 Structural elucidation of glucose transporter in the occluded conformation Nieng Yan Tsinghua University 中国 海外機関 生命科学 8.875 PX-BL (BL32XU) 非専有

607 2019B2718 バクテリオロドプシンK中間体の超高分解能結晶構造解析 竹田 一旗 京都大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3 PX-BL (BL41XU) 非専有

608 2019B2719 ナノ構造体構築を目指したドメインスワップタンパク質の結晶構造解析 山中 優 奈良先端科学技術大学院大学 日本 大学等教育機関 生命科学 2.5 PX-BL (BL45XU) 非専有

609 2019B2721 タイトジャンクションに関わる膜タンパク質のX線結晶構造解析 中村 駿 名古屋大学 日本 大学等教育機関 生命科学 7.5 PX-BL (BL41XU) 非専有

610 2019B2722 結晶化プレートを⽤いるin situ測定⼿法の開発 奥村 英夫 高輝度光科学研究センター 日本 国公立研究機関等 生命科学 20.875 PX-BL (BL26B1, 
BL45XU) 非専有

611 2019B2723
X線結晶構造解析によるヒトヘルペスウイルス6B糖タンパク質複合体の立体構造
決定

西村 光広 神戸大学 日本 大学等教育機関 生命科学 6 PX-BL (BL26B1) 非専有

612 2019B2725 メタンモノオキシゲナーゼの構造解析 緒方 英明 北海道大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1.5 PX-BL (BL41XU) 非専有

613 2019B2726 RNA結合タンパク質Pentatricopeptide repeat (PPR)のX線結晶構造解析 寺本 岳大 九州大学 日本 大学等教育機関 生命科学 3.875 PX-BL (BL45XU) 非専有

614 2019B2727 Structural studies to elucidate catalytic mechanism of polymer synthase Min Fey Chek 奈良先端科学技術大学院大学 日本 大学等教育機関 生命科学 1.875 PX-BL (BL41XU) 非専有

615 2019B2728 酸化酵素の精密構造解析 日竎 隆雄 福井県立大学 日本 大学等教育機関 生命科学 5.875 PX-BL (BL26B1) 非専有
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1 2019B1613 ARPES investigation of new type of topological crystalline insulator
Ba3Cd2As4 Jiajun Li Chinese Academy of Sciences 中国 海外機関 物質科学・材料科学 11.75 BL25SU 非専有

2 2019B1736 高移動度U字型有機半導体の結晶性薄膜における⾃⼰組織ナノ構造の精密解析 森 達哉 九州大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL40B2 非専有

3 2019B1738 電子不足パイ電子系による水素結合性有機フレームワークの構築 吉 沁 北海道大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL26B1 非専有

4 2019B1740
放射光メスバウアー分光測定とX線回折測定を用いた，ブリッジマナイトの合成
圧力条件の違いが鉄のスピン状態と圧縮挙動に与える影響の解明

奥田 善之 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL10XU 非専有

5 2019B1741 Fe添加AlN薄膜中のFeの局所的結晶構造・電子構造の研究 立溝 信之 京都工芸繊維大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.5 BL01B1 非専有

6 2019B1743 塩酸水溶液中でのチタンイオンの溶液構造 鶴村 達也 山口大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL04B2 非専有

7 2019B1744 LixReO3におけるペロブスカイト構造からLiNbO3型構造への構造相転移の解明 石田 耕大 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 2.75 BL02B2 非専有

8 2019B1745 硫化物リチウムイオン導電体の相挙動と構造変化の温度依存性 李 予祥 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有

9 2019B1746 硬X線光電子分光法を用いた非晶質酸化物半導体ヘテロ界面の電子状態解析 曲 勇作 高知工科大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL47XU 非専有

10 2019B1748 熱電材料122ジントル相の結晶構造 國岡 春乃 東京理科大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.875 BL02B2 非専有

11 2019B1749
放射光大視野顕微CTによる小児肺と成人肺の3次元ミクロ構造解析と成長プロセ
スの解明

斉藤 くるみ 徳島大学 日本 大学等教育機関 医学応用 6 BL20B2 非専有

12 2019B1750 X線非弾性散乱法によるSiGe単結晶のフォノン分散測定とフォノン寿命評価 横川 凌 明治大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 11.875 BL35XU 非専有

13 2019B1752 Au L3吸収端共鳴X線磁気散乱法によるFe/Au(111)多層膜のAu層の誘起磁気構造 軸屋 喜智 奈良先端科学技術大学院大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL39XU 非専有

14 2019B1757
異常高原子価Fe4+イオンを含む六方晶ペロブスカイト酸化物の精密結晶構造解
析

譚 振宏 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 2.75 BL02B2 非専有

15 2019B1758
ハイスループット軟X線タイコグラフィ顕微鏡のための大強度・高安定なプロー
ブ光の開発

竹尾 陽子 東京大学 日本 大学等教育機関 ビームライン技術 6 BL25SU 非専有

16 2019B1760 酸化パラジウムナノ粒子構造の高エネルギーX線全散乱による定量解析 村田 和優 名古屋大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL04B2 非専有

17 2019B1761
CO2の水素化に異なる選択性を示す担持Pt触媒のOperando XAFS-DRIFTS 同時
計測

吉川 聡一 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL01B1 非専有

18 2019B1764
金属-Sbのオーダー/ディスオーダー正方格子を有するZr2CuSb3型新規アンチモ
ン化合物の構造解析

新井 一功 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 5.875 BL02B2 非専有

19 2019B1765
軟X線吸収分光測定によるマルテンサイト鋼中固溶炭素の炭素クラスタ形成に伴
うC-Fe結合長変化の追跡

二宮 翔 九州大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL27SU 非専有

20 2019B1766 Demonstration of large field of view super-resolution scanning transmission X-
ray imaging using inclined biconcave parabolic refractive multilens array Talgat Mamyrbayev Karlsruhe Institute of

Technology ドイツ 海外機関 ビームライン技術 8.75 BL20B2 非専有

21 2019B1767 亜臨界水環境における、粘土鉱物の層状構造の変化の観察　その2 福田 達弥 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL04B2 非専有
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22 2019B1771
アルキル化パーフルオロベンゼン液体における局所構造と配置エントロピーの温
度変化

楡井 真実 東京大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL04B2 非専有

23 2019B1774
高周期典型元素間に高反応性二重結合を有する低配位化合物の極微小結晶構造解
析

鈴木 文陽 立教大学 日本 大学等教育機関 化学 8.75 BL02B1 非専有

24 2019B1776 新規Ba-In系酸水酸化物における昇温時のin situ放射光X線回折実験 新井 健司 神奈川大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL02B2 非専有

25 2019B1778 空気電池触媒用Ruddlesden–Popper 相水和オキシ水酸化物の結晶構造解析 園木 秀聡 三重大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL02B2 非専有

26 2019B1779 Probing the Cu-O Bond stretching phonon by inelastic X-ray scattering in the
underdoped (x ~ 0.1) and undoped (x = 0) Ca2-xCuO2Cl2 cuprate 西久保 匠 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 14.875 BL35XU 非専有

27 2019B1781
高輝度X線回折測定を用いたhcp鉄の選択配向の評価：地球コアの熱伝導率問題
の解明に向けて

Yohan Park 東京工業大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 6 BL10XU 非専有

28 2019B1782 四級アンモニウム塩系新規イオン液体の集合体の構造解析 河合 里紗 奈良女子大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL40B2 非専有

29 2019B1783
Ni3+を含む水酸化物アモルファス前駆体から合成した負熱膨張BiNi1-xFexO3の
結晶構造解析と負熱膨張特性の調査

西久保 匠 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL02B2 非専有

30 2019B1784
ペンタフルバレン誘導体極微小結晶の精密構造解析および分子配向の解明に基づ
く機能性材料の開発

早川 雅大 名古屋大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL02B1 非専有

31 2019B1785 地球深部岩石中の流体の浸透性：濡れ性と組織形成過程の効果 藤田 和果奈 東北大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 3 BL20XU 非専有

32 2019B1790
硫黄架橋イソプレンゴムの網目モルフォロジーとフィラーの分散に関する研究，
２

宮地 皓佑 京都工芸繊維大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL40B2 非専有

33 2019B1792 Crystal structure determination for the transition- metal chalcogenides LiCrSe2
and NaCrTe2 Elisabetta Nocerino KTH Royal Institute of

Technology スウェーデン 海外機関 物質科学・材料科学 5.75 BL02B2 非専有

34 2019B1794 融点近傍でのアニーリングによる融解再結晶化の時間発展 田所 大輔 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.75 BL40B2 非専有

35 2019B1796
XAFSによるシリカに担持したイットリウム種の構造解析とバイオマス変換反応
における触媒作用の関係の解明

相原 健司 首都大学東京 日本 大学等教育機関 化学 3 BL01B1 非専有

36 2019B1797
ハイドライド気相成長法により育成したGaNバルク単結晶における孤立貫通転
位周辺の局所歪のナノビームX線回折評価

濱地 威明 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL13XU 非専有

37 2019B1798
多重スピン状態変化を示すアルカン分子包接体の in situ 単結晶X線回折測定を駆
使した構造決定

芳野 遼 九州大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL02B1 非専有

38 2019B1800 Reliability of dental glass ceramic prosthesis: Zr structural environment in
function of nucleation conditions - complementary work. Martin Brehl FAU Erlangen-Nuremberg ドイツ 海外機関 物質科学・材料科学 11.75 BL13XU 非専有

39 2019B1801 高・中エントロピー合金の転位組織と変形挙動［新規利用者］ 吉田 周平 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL46XU 非専有

40 2019B1802 XAFSによるSiGe混晶薄膜の原⼦振動評価 吉岡 和俊 明治大学 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL14B2 非専有

41 2019B1803
In-situ 2D-GIXD測定を用いた有機半導体薄膜中の集合構造形成メカニズムの解
明

冨田 和孝 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL19B2 非専有



2019年後期実施課題2019B一覧：大学院生提案型課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

42 2019B1806 In situ XAFS測定による加硫ゴムの網目ドメイン形成に関する研究 榊 優太 京都工芸繊維大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL14B2 非専有

43 2019B1807 ハロゲン化金属ペロブスカイト結晶の添加剤が結晶化プロセスに与える影響 中村 唯我 東京大学 日本 大学等教育機関 産業利用 12 BL19B2 非専有

44 2019B1860
均質ナノ細孔を有する電子機能性金属錯体ナノシート結晶の気液界面合成　-固
体基板に成膜したナノシートの微小角X線回折測定による結晶構造・配向性の解
明-

大畑 考司 大阪府立大学 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL19B2 非専有

45 2019B1861 Study on structural analysis of Fe/CeO2 catalysts in selective
hydrodeoxygenation of guaiacol to phenol Congcong Li 東北大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL14B2 非専有

46 2019B1865 ハライドペロブスカイト多結晶の結晶化に対する溶媒の影響 中村 唯我 東京大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6.875 BL19B2 非専有

47 2019B1867 XAFS分析によるδ-MnO2生成機構および各種有害元素除去機構の解明 加藤 達也 早稲田大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL14B2 非専有

48 2019B1905
逆格子空間マッピングによる異方性3軸歪を有するGeSnメサ構造における熱膨
張係数評価

吉岡 和俊 明治大学 日本 大学等教育機関 産業利用 11.375 BL19B2 非専有

49 2019B1906 排気ガスを改質剤とする燃料改質用高性能・多機能触媒開発と機能解明 別役 美衣 東北大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL14B2 非専有

50 2019B1907
マイクロ波を照射されたガラス担持型自己組織的多層状パラジウムナノ粒子
SGlPdの精密構造解析

山田 真希人 大阪大学 日本 大学等教育機関 産業利用 5.75 BL14B2 非専有

51 2019B1908 有機単結晶基板上におけるC70被覆層pn界面の結晶構造評価 鶴田 諒平 東京理科大学 日本 大学等教育機関 産業利用 9 BL19B2 非専有

52 2019B1909
XAFS解析による自動車三元触媒反応に高活性を示す多成分系合金触媒の局所構
造解析

平川 大希 熊本大学 日本 大学等教育機関 産業利用 6 BL14B2 非専有



2019年後期実施課題2019B一覧：時期指定課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

1 2019B2000 リチウムイオン電池X線CT撮影 兒玉 学 東京工業大学 日本 大学等教育機関 産業利用 2 BL47XU 専有

2 2019B2001 機能材料の軟Ｘ線分析 中村 元 信越化学工業（株） 日本 産業界 産業利用 3 BL25SU 専有

3 2019B2003 X線画像検出器の特性評価 初井 宇記 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 ビームライン技術 5 BL29XU 専有

4 2019B2004 放射光白色トポグラフィによる結晶の転位の3次元構造解析 木原 亜由美 SUMCO TECHXIV（株） 日本 産業界 産業利用 2 BL28B2 専有

5 2019B2007 X線散乱を用いたアルミノシリケートガラスの構造解析 田中 敦 日本電気硝子（株） 日本 産業界 物質科学・材料科学 1 BL04B2 専有

6 2019B2016 Ｘ線による損傷および界面の化学状態の研究 大浦 正樹 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 26 BL17SU 専有

7 2019B2022 創薬活用に向けたタンパク質-ペプチド複合体の構造生物学的研究 松岡 瑛梨子 塩野義製薬（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL45XU 専有

8 2019B2023
SiC基板におけるCMP加工条件を導出するためのX線トポグラフィによる加工変
質層評価

千葉 翔悟 （株）斉藤光学製作所 日本 産業界 産業利用 1 BL19B2 専有

9 2019B2037 放射光イメージングによる冷凍水産物組織の可視化と冷凍条件の最適化 秋山 繁 （有）マルセ秋山商店 日本 産業界 産業利用 1 BL14B2 専有

10 2019B2041 ごはんのデンプンの局在性の解明 桝澤 岳史 アイリスオーヤマ（株） 日本 産業界 物質科学・材料科学 2 BL40B2 専有

11 2019B2042 放射光CTを用いた内部微小疲労き裂の検出 中村 孝 北海道大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 1 BL20XU 専有

12 2019B2043 位相差X線CTによる農産物（枝豆など）の測定 小賀坂 行也 仙台農業協同組合 日本 産業界 産業利用 1 BL20B2 専有

13 2019B2044
放射光を用いた平板状光学・電子デバイス用材料の鏡面加工における破砕層の観
察

田中 大祐 アヒコファインテック（株） 日本 産業界 産業利用 0.875 BL20XU 専有

14 2019B2046 ナノ～マクロを繋ぐトモグラフィー：界⾯の半⾃発的剥離 戸田 裕之 九州大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 1 BL20XU 専有

15 2019B2047 鋼鈑溶接部のX線投影像観察とX線CT観察 高橋 真 JFEテクノリサーチ（株） 日本 産業界 産業利用 1 BL28B2 専有

16 2019B2050 無機絶縁膜の電子状態解析 新井 龍志 ソニー（株） 日本 産業界 産業利用 1.875 BL46XU 専有

17 2019B2055 刃物のマイクロビームX線回折測定 千原 和徳 東洋刃物（株） 日本 産業界 物質科学・材料科学 1 BL40XU 専有

18 2019B2059 Data collection for Kras crystals Nithya Baburajendran Experimental Drug
Development Centre シンガポール 海外機関 生命科学 0.25 BL45XU 専有

19 2019B2065 永久磁石薄膜の硬X線磁気円二色性分光測定３ 木下 昭人 トヨタ自動車（株） 日本 産業界 物質科学・材料科学 3 BL39XU 専有

20 2019B2071 高分解能X線望遠鏡のための高精度ウォルターミラーの評価 三宅 明 キヤノン（株） 日本 産業界 ビームライン技術 0.625 BL29XU 専有



2019年後期実施課題2019B一覧：測定代行課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

1 2019B2005 粉末のSAXS測定 北原 周 （株）コベルコ科研 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

2 2019B2006 乳化物の評価 工藤 洋造 小林製薬（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

3 2019B2008 土壌中のセシウムおよび関連元素の形態分析 高久 雄一 環境科学技術研究所 日本 国公立研究機関等 産業利用 1 BL14B2 専有

4 2019B2009 小角X線散乱法を利用した材料研究 増田 卓也 物質・材料研究機構 日本 国公立研究機関等 産業利用 1.25 BL19B2 専有

5 2019B2010 鉄鋼のXRD 北原 周 （株）コベルコ科研 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

6 2019B2011 粉末XRD測定 関 広美 京セラ（株） 日本 産業界 産業利用 0.5 BL19B2 専有

7 2019B2015 金属酸化物の粉末X線回折 鈴木 奈織美 住友金属鉱山（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

8 2019B2019 樹脂薄膜のXAFS測定 冨永 哲雄 JSR（株） 日本 産業界 産業利用 0.5 BL14B2 専有

9 2019B2021 小角散乱によるゴム中シリカナノ粒子の分散粒径評価 砂川 正典 （株）デンソー 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

10 2019B2024 樹脂のSAXS測定 斎藤 樹 ポリプラスチックス（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

11 2019B2025 鉄鋼のXRD 北原 周 （株）コベルコ科研 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

12 2019B2026 EXAFS of Ceria-Zirconia Materials Husn Islam Johnson Matthey Plc イギリス 海外機関 産業利用 1.25 BL14B2 専有

13 2019B2029 次世代リチウムイオン電池用正負極材料の精密構造解析 森下 正典 山形大学 日本 大学等教育機関 産業利用 0.5 BL19B2 専有

14 2019B2030 Liイオン電池用正極活物質の電子状態解析 池田 祐一 （株）GSユアサ 日本 産業界 産業利用 0.5 BL14B2 専有

15 2019B2031 Liイオン電池材料の構造解明 崔 藝涛 （株）山佳ハイテクノロジー 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

16 2019B2032 樹脂薄膜のXAFS測定(2) 冨永 哲雄 JSR（株） 日本 産業界 産業利用 1 BL14B2 専有

17 2019B2033 鉄鋼のSAXS 北原 周 （株）コベルコ科研 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

18 2019B2034 粉末XRD測定 関 広美 京セラ（株） 日本 産業界 産業利用 0.5 BL19B2 専有

19 2019B2035 樹脂中フィラーの分散状態の評価 関 広美 京セラ（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

20 2019B2036 薄膜試料のXAFS 測定 稲葉 雄大 ソニー（株） 日本 産業界 産業利用 1 BL14B2 専有

21 2019B2038 低歪試料の粉末回折測定 徳田 一弥 住友電気工業（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有



2019年後期実施課題2019B一覧：測定代行課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

22 2019B2040 触媒のXRD 池田 俊徳 中国精油（株） 日本 産業界 産業利用 0.75 BL19B2 専有

23 2019B2049 有機薄膜の2D-GIXD測定 稲葉 雄大 ソニー（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL46XU 専有

24 2019B2052 リチウムイオン電池用正極の局所構造解析 池田 祐一 （株）GSユアサ 日本 産業界 産業利用 0.25 BL14B2 専有

25 2019B2054 樹脂シート中フィラー分散性評価 大橋 理香 （株）住理工テクノ 日本 産業界 産業利用 0.5 BL19B2 専有

26 2019B2056 鉄鋼材料の小角散乱測定 石田 倫教 JFEスチール（株） 日本 産業界 産業利用 0.75 BL19B2 専有

27 2019B2060 粉末のSAXS 北原 周 （株）コベルコ科研 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

28 2019B2062 樹脂のSAXS測定 斎藤 樹 ポリプラスチックス（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

29 2019B2063 低歪試料の粉末回折測定2 徳田 一弥 住友電気工業（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

30 2019B2064 粉末XRD測定 関 広美 京セラ（株） 日本 産業界 産業利用 0.5 BL19B2 専有

31 2019B2067 ⼩⾓散乱によるゴム中シリカナノ粒⼦の分散粒径評価② 砂川 正典 （株）デンソー 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

32 2019B2068 金属のX線回折 富安 啓輔 （株）日産アーク 日本 産業界 産業利用 0.75 BL19B2 専有

33 2019B2070 機能性ゴム材料のXAFS測定 中西 洋平 三井化学（株） 日本 産業界 産業利用 0.5 BL14B2 専有

34 2019B2072 酸化物粉末のXAFS測定 中村 篤 （株）小糸製作所 日本 産業界 産業利用 0.25 BL14B2 専有

35 2019B2074 電池材料のXAFS測定 稲葉 雅之 （株）日産アーク 日本 産業界 産業利用 1.5 BL14B2 専有

36 2019B2075 無機薄膜のXAFS測定 稲葉 雄大 ソニー（株） 日本 産業界 産業利用 1 BL14B2 専有

37 2019B2076 低歪試料の粉末回折測定3 徳田 一弥 住友電気工業（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

38 2019B2077 硫化物系リチウムイオン伝導体の結晶構造解析 菅野 了次 東京工業大学 日本 大学等教育機関 産業利用 0.5 BL19B2 専有

39 2019B2078 鉄鋼のXRD 北原 周 （株）コベルコ科研 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

40 2019B2079 粉末XRD測定 高尾 直樹 （株）ダイセル 日本 産業界 産業利用 0.5 BL19B2 専有



2019年後期実施課題2019B一覧：産業利用準備課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

1 2019B2012 低歪試料の粉末回折検討 徳田 一弥 住友電気工業（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

2 2019B2045 2次元検出器を用いた高分解能X線回折によるBaTiO3系MLCCの残留応力測定 大曽根 遼 京セラ（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL46XU 専有

3 2019B2048 顆粒薬剤のX線CT観察 吉木 昌彦 （株）東芝 日本 産業界 産業利用 0.25 BL46XU 専有

4 2019B2051 X線ラジオグラフィによる錠剤の観察 吉木 昌彦 （株）東芝 日本 産業界 産業利用 0.25 BL14B2 専有

5 2019B2053 多孔質活性炭素の細孔の構造評価 早乙女 遼一 （株）リコー 日本 産業界 産業利用 0.125 BL19B2 専有

6 2019B2057 X線回折によるリチウムイオン電池電極部材の構造解析 大曽根 遼 京セラ（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有

7 2019B2058 X線CTを用いたリチウムイオン電池の3次元構造観察 大曽根 遼 京セラ（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL14B2 専有

8 2019B2061 食用油の解析 青柳 寛司 日清オイリオグループ（株） 日本 産業界 産業利用 0.125 BL19B2 専有

9 2019B2069 金属のSAXS 富安 啓輔 （株）日産アーク 日本 産業界 産業利用 0.125 BL19B2 専有

10 2019B2073 鉄鋼材料のASAXS測定 石田 倫教 JFEスチール（株） 日本 産業界 産業利用 0.25 BL19B2 専有



2019年後期実施課題2019B一覧：重点 先進技術活用による産業応用課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

1 2019B1811 STXMによるポリオレフィン硫黄架橋ゴムの硫黄・亜鉛状態分布解析 中西 洋平 三井化学（株） 日本 産業界 産業利用 5.75 BL27SU 非専有

2 2019B1812 低熱伝導率を示すMg3Sb2系熱電材料のフォノン分散および寿命測定 菅野 勉 パナソニック（株） 日本 産業界 産業利用 14.125 BL35XU 非専有

3 2019B1813 時分割PDF解析による硫化物系化合物の液相合成観察 宇都野 太 出光興産（株） 日本 産業界 産業利用 14.5 BL08W 非専有

4 2019B1817
磁場応答性ソフトマテリアルでの磁性粒子のメゾ構造形成とバルクの弾性率の相
関

三俣 哲 新潟大学 日本 大学等教育機関 産業利用 5.875 BL20XU 非専有



2019年後期実施課題2019B一覧：重点 放射光施設横断産業利用課題
* SPring-8におけるSACLA、J-PARC/MLFまたはスーパーコンピューター(「京」を含むHPCI)と連携した利用を行う課題を含む 1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

1 2019B1808 ペロブスカイト太陽電池のバンドアラインメントの評価 柴山 直之 東京大学 日本 大学等教育機関 産業利用 8.625 BL46XU 非専有

2 2019B1869
電圧印加その場硬X線光電子分光測定による全固体ナトリウム電池中の電極／固
体電解質界面の状態分析

山本 貴之 名古屋大学 日本 大学等教育機関 産業利用 12 BL46XU 非専有

3 2019B1871* コンタクトレンズ用ゲル素材における表面構造の解析 伊藤 恵利 （株）メニコン 日本 産業界 産業利用 9 BL46XU 非専有

4 2019B1910* コンタクトレンズ用ゲル素材における表面構造の解析 伊藤 恵利 （株）メニコン 日本 産業界 産業利用 5.5 BL46XU 非専有



2019年後期実施課題2019B一覧：成果公開優先利用課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

1 2019B1001 極小角X線散乱法による固体高分子形燃料電池触媒層の構造解析:乾燥速度の影響 松本 英俊 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL20XU 非専有

2 2019B1002
創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(BINDS事業)におけるタンパク質結晶
構造解析の支援と高度化

山本 雅貴 理化学研究所 日本 国公立研究機関等 生命科学 28.875 BL41XU 非専有

3 2019B1003
硬X線磁気トモグラフィーと高感度磁気抵抗測定による微細粒焼結磁石の磁化反
転機構の解析

廣澤 哲 物質・材料研究機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 14.875 BL39XU 非専有

4 2019B1004 in-situ高温X線回折による高性能SmFe₁₂系磁石の相安定性の解明 廣澤 哲 物質・材料研究機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 3 BL02B2 非専有

5 2019B1005
走査型軟Ｘ線MCD顕微分光による高性能永久磁石の高温下磁区反転の高分解能
観察

廣澤 哲 物質・材料研究機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 15 BL25SU 非専有

6 2019B1006
時分割ナノ構造解析を用いた固体高分子形燃料電池触媒インク層形成現象の解
明:乾燥速度の影響

松本 英俊 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 3 BL40B2 非専有

7 2019B1007 ホモエピタキシャル窒化ガリウムの結晶性や局所的な格子面の曲がり評価 坂田 修身 物質・材料研究機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 5 BL20B2 非専有

8 2019B1008 走査型X線後方散乱回折顕微鏡法における深さ分解法の開発 田村 隆治 東京理科大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 9 BL39XU 非専有

9 2019B1009
窒化物半導体系電子素子における結晶特異構造および圧電効果による格子変形ダ
イナミクスのナノビームX線回折オペランド計測

酒井 朗 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 12 BL13XU 非専有

10 2019B1010 微小角入射X線回折測定による配位ナノシートの構造評価 佐々木 園 京都工芸繊維大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL05XU 非専有

11 2019B1011
その場小角X線散乱／広角X線回折同時測定に基づく熱可塑性エラストマーの
種々の温度での変形過程におけるミクロ相分離構造解析

高原 淳 九州大学 日本 大学等教育機関 化学 5.875 BL40XU 非専有

12 2019B1012 ナノビームX線蛍光分析装置を用いたヒト培養心筋細胞における元素分析 藤岡 重和 大阪保健医療大学 日本 大学等教育機関 生命科学 2.5 BL37XU 非専有

13 2019B1013 3価Co酸化物が示す異常磁性におけるCo (La) sp電子状態の役割の探求 齋藤 智彦 東京理科大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 6 BL09XU 非専有

14 2019B1014 X線吸収分光法を用いた電解中のNi電極触媒のオペランド計測(2) 内本 喜晴 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 3 BL01B1 非専有

15 2019B1015 水電解用アノード電極触媒のXRDによる精密構造解析(1) 内本 喜晴 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL02B2 非専有

16 2019B1016
オペランドX線吸収分光法を用いた燃料電池用Pt/C触媒へのアニオン特異吸着効
果の解明

内本 喜晴 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 10.375 BL37XU 非専有

17 2019B1017 位相差X線CTと数値流体解析による小児肺静脈狭窄病変の病態解明 大嶋 義博 兵庫県立こども病院 日本 国公立研究機関等 生命科学 3 BL20B2 非専有

18 2019B1018 位相差X線CT法によるヒト心・大血管系の組織微細構造の研究 大嶋 義博 兵庫県立こども病院 日本 国公立研究機関等 生命科学 3 BL20B2 非専有

19 2019B1019 模擬廃棄物埋立槽中の廃水銀処理物からの水銀の移動性及び化学形態分析 高岡 昌輝 京都大学 日本 大学等教育機関 環境科学 8.75 BL37XU 非専有



2019年後期実施課題2019B一覧：成果公開優先利用課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

20 2019B1020
放射光CTおよびXRDを用いた3D観察による、キンク形成・強化のメカニズムの
解明

相澤 一也 日本原子力研究開発機構 日本 国公立研究機関等 物質科学・材料科学 6 BL20XU 非専有

21 2019B1021 加熱条件下X線全散乱法による燃料電池Pt/C触媒電極局所構造変化の解析 内本 喜晴 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 5.875 BL08W 非専有

22 2019B1022
オペランド軟X線吸収分光法によるPt/C電極触媒上の酸素吸着種電子構造の温度
依存性の評価

内本 喜晴 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 8.875 BL27SU 非専有

23 2019B1023
オペランド軟X線吸収分光法を用いた固体高分子形燃料電池イオノマー電解質の
スルホ基の電子構造の温度依存性評価

内本 喜晴 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL27SU 非専有

24 2019B1024
加湿加熱雰囲気下での斜入射X線小角散乱法によるPt電極/アイオノマー界面構造
解析

内本 喜晴 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL40B2 非専有

25 2019B1025
X線イメージング法を用いた全固体リチウム電池Li金属デンドライト成長機構の
解明

内本 喜晴 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL20XU 非専有

26 2019B1026
LPSO型Mg合金中に圧縮変形により形成されたキンクの局所残留応力分布の評
価

宮澤 知孝 東京工業大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 8.625 BL28B2 非専有

27 2019B1027
軟X線XAFSによるフッ化物シャトル型二次電池用電解質溶液中のフッ化物イオ
ンの配位構造解析

安部 武志 京都大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 11.875 BL27SU 非専有

28 2019B1028 in-situ X線吸収分光法を⽤いた⽩⾦単原⼦層コアシェル酸素還元触媒の反応解析 今井 英人 （株）日産アーク 日本 産業界 産業利用 11.625 BL14B2 非専有

29 2019B1029
高強度・高延性微細等軸マルテンサイト組織0.15C-2Si-7Mn鋼と微細組織Ti-17
合金の加工硬化挙動のIn-situ解析

鳥塚 史郎 兵庫県立大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL46XU 非専有

30 2019B1030 バルクナノメタルが示す特異な力学特性の引張試験中その場回折　Ⅵ 辻 伸泰 京都大学 日本 大学等教育機関 産業利用 3 BL46XU 非専有

31 2019B1819 In situ XAFSを用いた白金コアシェル触媒の構造解析 井上 秀男 石福金属興業（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL14B2 非専有

32 2019B1820
炭素-ヘテロ結合形成反応に高活性な多元系担持金属ナノ粒子触媒の化学状態・
局所構造の解明

山口 和也 東京大学 日本 大学等教育機関 産業利用 2 BL14B2 非専有

33 2019B1872 XAFSを利用した金属ナノ粒子触媒の電子状態・構造解析 橋口 雄太 先端素材高速開発技術研究組
合

日本 産業界 産業利用 4 BL14B2 非専有



2019年後期実施課題2019B一覧：長期利用課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

1 2019B0144 イオンポンプの結晶構造解析 豊島 近 東京大学 日本 大学等教育機関 生命科学 17.875 BL41XU 非専有

2 2019B0145
熱機関用超高速・マイクロスケール燃料噴霧のX線計測：新たなX線計測技法の
構築による未解明の物理因子解析

文 石洙 Inha University 韓国 海外機関 産業利用 29.375 BL40XU 非専有

3 2019B0148
ナノX線顕微分光法を利用した分子環境地球化学的アプローチによるサステナブ
ル科学の推進

高橋 嘉夫 東京大学 日本 大学等教育機関 環境科学 8.125 BL01B1 非専有

4 2019B0149 メガバールケミストリーの推進 清水 克哉 大阪大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 18 BL10XU 非専有

5 2019B0150 Identifying mechanisms to improve newborn respiratory function using phase
contrast X-ray imaging Stuart Hooper Hudson Institute/ Monash

University オーストラリア 海外機関 医学応用 18 BL20B2 非専有

6 2019B0153 ゲノム編集ツールCRISPR-Casヌクレアーゼの構造解析 濡木 理 東京大学 日本 大学等教育機関 生命科学 5.875 BL41XU 非専有

7 2019B0155
ゼオライトの精密設計を目的とした非周期系原料及び結晶ゼオライトの原子・ナ
ノスケールPDF解析

脇原 徹 東京大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 36 BL04B2 非専有

8 2019B0156
ナノX線顕微分光法を利用した分子環境地球化学的アプローチによるサステナブ
ル科学の推進

高橋 嘉夫 東京大学 日本 大学等教育機関 環境科学 32.875 BL37XU 非専有

9 2019B0157 中空構造をもつ巨大自己集合錯体分子群の単結晶X線構造解析と機能創出 藤田 誠 東京大学 日本 大学等教育機関 化学 1 BL41XU 非専有

10 2019B0159 高エネルギーX線2次元検出器を用いた高度物質構造科学研究 西堀 英治 筑波大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 47.75 BL02B1 非専有

11 2019B0164 テンダーＸ線タイコグラフィの基盤技術開発とその応用展開 高橋 幸生 東北大学 日本 大学等教育機関 ビームライン技術 14.375 BL27SU 非専有

12 2019B0165 はやぶさ２サンプルのX線CTを用いた初期分析：技術開発、分析手法評価と分析 土’山 明 立命館大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 18 BL20XU 非専有

13 2019B0166 はやぶさ２サンプルのX線CTを用いた初期分析：技術開発、分析手法評価と分析 土’山 明 立命館大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 24 BL47XU 非専有

14 2019B0167 中空構造をもつ巨大自己集合錯体分子群の単結晶X線構造解析と機能創出 藤田 誠 東京大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL26B1 非専有



2019年後期実施課題2019B一覧：重点パートナーユーザー課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

1 2019B0067 固液界面現象解明のための液体電子状態探索と大気圧溶液セル開発の高度化 池永 英司 名古屋大学 日本 大学等教育機関 化学 44.75 BL47XU 非専有

2 2019B0068 外場変化物質科学研究を実現する高エネルギーX線多目的一次元回折 森吉 千佳子 広島大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 41.75 BL02B2 非専有

3 2019B0069 大容量プレスを活用した動的地球深部科学の開拓 河野 義生 愛媛大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 47.5 BL04B1 非専有

4 2019B0070 オペランド計測を含めた精密電子密度解析による軌道物理の研究 澤 博 名古屋大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 41.5 BL02B1 非専有

5 2019B0071
強相関電子系における量子臨界現象解明のための共鳴硬X線光電子分光および共
鳴発光分光の複合計測技術の構築

三村 功次郎 大阪府立大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 35.375 BL09XU 非専有

6 2019B0072 超高圧高温ダイヤモンドセル実験の新展開 廣瀬 敬 東京工業大学 日本 大学等教育機関 地球・惑星科学 47 BL10XU 非専有

7 2019B0073
強相関電子系分子性物質の赤外顕微イメージング分光による電荷ダイナミクスの
研究

佐々木 孝彦 東北大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 35.75 BL43IR 非専有

8 2019B0076 構造材料の高エネルギー4Dイメージング技術の完成およびそのX線回折との連成 戸田 裕之 九州大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 32.75 BL20XU 非専有



2019年後期実施課題2019B一覧：新分野創成利用課題
1シフト=8時間

S/N 課題番号 実験課題名 実験責任者 実施時所属 国名 所属分類 研究分野 実施
シフト

ビームライン 専有/
非専有

1 2019B0938 鉄及び鉄合金表面での不動態成長過程の観測 若林 裕助 東北大学 日本 大学等教育機関 物質科学・材料科学 5.875 BL13XU 非専有

2 2019B0940 鉄鋼材料腐食過程の固液界面構造解明と可視化および構成物質間のダイナミクス 土井 教史 日本製鉄（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL27SU 非専有

3 2019B0943 時分割XAFSによる無電解めっき反応の解析 中島 淳一 日産化学（株） 日本 産業界 産業利用 6 BL28B2 非専有

4 2019B0944 自動車排ガス浄化触媒における基質，金属種，担体の界面構造の実時間観測3 朝倉 博行 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL01B1 非専有

5 2019B0945 担持金属クラスター触媒の金属－担体界面構造 朝倉 博行 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 8.875 BL37XU 非専有

6 2019B0948
フロー合成とXAS計測技術の融合によるプロセスイノベーション:不安定・難結
晶性錯体触媒の迅速結晶X線構造解析

高谷 光 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 6 BL40XU 非専有

7 2019B0950 フロー合成とXAS計測技術の融合によるプロセスイノベーション 高谷 光 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL14B2 非専有

8 2019B0952
フロー合成とXAS計測技術の融合によるプロセスイノベーション:Ｘ線顕微ＣＴ
によるバイオマス中の内部密度および元素分布の3D観察

高谷 光 京都大学 日本 大学等教育機関 化学 9 BL47XU 非専有

9 2019B0953 固液界面の水および溶質の深さ分布・化学状態の解析 山添 康介 東京大学 日本 大学等教育機関 化学 5.5 BL43IR 非専有




