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「

利用者情報（Vol.2）」のバックナンバー（ 97年発行分）

ハイライト
１月号
３月号
５月号
７月号

新年ご挨拶 …………………………………………………………… JASRI理事長 伊原
シンクロトロン現状報告 ……………………………………… SPring-8共同チーム 米原
蓄積リングの試験調整運転 ………………………………………………… JASRI 熊谷
挿入光源・基幹部の試験調整運転 …………… SPring-8共同チーム 北村 英男／櫻井
輸送チャンネル・光学系試験調整運転
……………… SPring-8共同チーム 石川 哲也／竹下 邦和／後藤 俊治／木村
９月号 供用開始にあたって …………………………………………… SPring-8共同チーム 上坪
供用開始にあたって ―利用者の立場から― ………… SPring-8利用者懇談会 会長 菊田
11月号 輸送チャンネル・光学系の試験調整運転（その2） ………… SPring-8共同チーム 石川
SPring-8供用開始記念式典 ……………………………………… SPring-8共同チーム 天野

義徳
博人
教孝
吉晴
洋昭
宏道
惺志
哲也
徹

SPring-8の現状
１月号 SPring-8の現状（写真による建設状況の紹介）
フロントエンドの建設現状 …………………… SPring-8共同チーム 櫻井 吉晴／北村 英男
実験ホール内輸送チャンネルの建設状況（その2） ………… SPring-8共同チーム 石川 哲也
構造生物学研究棟の建設計画について ……………………… SPring-8共同チーム 船田 孝司
３月号 実験ホール内輸送チャンネルの建設状況（その3） ………… SPring-8共同チーム 石川 哲也
マシン実験棟及び組立調整実験棟について ………………… SPring-8共同チーム 北見 俊幸
５月号 実験ホール内輸送チャンネルの建設状況（その4） ………… SPring-8共同チーム 石川 哲也
RI実験棟の建設について ……………………………………… SPring-8共同チーム 桜井 研一
SPring-8の施設管理について ……………………………………………… JASRI 市原 正弘
７月号 「SPring-8 安全の手引」について ………………………………………… JASRI 安全管理室
SPring-8ビームライン制御システムについて ……………………………… JASRI 大端
通
９月号 実験ホール内輸送チャンネルの建設状況（その5） ………… SPring-8共同チーム 石川 哲也
中央管理棟について …………………………………………… SPring-8共同チーム 北見 俊幸
研究交流施設及び食堂について …………………………………………… JASRI 総 務 部
SPring-8の運転スケジュールについて ………………… SPring-8共同チーム 計画管理グループ
11月号 SPring-8運転スケジュールについて …………………… SPring-8共同チーム 計画管理グループ

共用ビームライン
１月号

Outline of SPring-8 Public Beamlines under Construction (from the SPring-8 WWW site)
…………………… SPring-8共同チーム 利用系グループ
３月号 SPring-8利用研究課題応募状況 …………………………………………… JASRI 利用業務部
５月号 利用研究課題の審査結果について ………………………………………… JASRI 利用業務部
11本目以降の共用ビームライン計画について …………………………… JASRI 企画調査部
９月号 結晶構造解析BL02B1実験ステーションの現状 ………………… 千葉大学理学部 野田 幸男
高温構造物性BL04B1実験ステーションの現状 …… JAERI 内海 渉／JASRI 舟越 賢一
11月号 SPring-8共用ビームライン利用研究課題の募集について ………………………………… JASRI
共用ビームラインのビームタイムを配分 ………………………………… JASRI 利用業務部
タンパク質結晶解析用共用ビームライン（BL41XU）
の現状 … SPring-8共同チーム 神谷 信夫
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専用ビームライン
３月号
５月号
７月号
９月号
11月号

兵庫県ビームラインの概要 ……… 姫路工業大学理学部 松井 純爾／篭島 靖／津坂 佳幸
専用ビームライン計画の現状について …………………………………… JASRI 企画調査部
産業用ビ−ムラインの建設について …… 産業用専用ビームライン建設利用共同体幹事長 古宮 聰
生体超分子構造解析（大阪大学）ビームライン
（BL44XU）の概要
…………………… 大阪大学蛋白質研究所 月原 冨武／山下 栄樹
無機材研ビームライン（BL15IN）について
………………… 科学技術庁無機材質研究所 超微細構造解析ステーション 福島 整／吉川 英樹

原研ビームライン
１月号
７月号

談

話

原研軟Ｘ線ビームライン（BL23SU）の概要 …………… JAERI 横谷 明徳／大野 英雄他
原研硬Ｘ線材料科学ビームライン（BL14B1）の概要
…………………… JAERI 小西 啓之／内海 渉／水木純一郎

室

３月号

海外の状況（インド） ………………………………………… SPring-8共同チーム
モーツアルトとＸ線
………………………………………… SPring-8共同チーム
５月号 CERNおよびESRFでの計算機環境の現状 ………………………………… JASRI
11月号 理化学研究所播磨研究所の発足について ……………… 理化学研究所 播磨研究所

原見
北村
西野
船田

太幹
英男
吉則
孝司

研究会等報告
１月号

３月号
５月号

７月号
９月号

11月号

SPring-8シンポジウム報告 ………………………………………………… JASRI 大野 英雄
第2回生命科学関連技術国際会議報告 ………………………… SPring-8共同チーム 神谷 信夫
ビーム物理研究会報告 ………………………………………… SPring-8共同チーム 中村
剛
第10回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム報告
………………………… SPring-8共同チーム 原見 太幹
平成8年度の諮問委員会等の活動状況 …………………………………… JASRI 企画調査部
第4回3極ワークショップ報告 ………………………………… SPring-8共同チーム 宮原 義一
夢の光 放射光 97（浜松）講演会 …………………………………… JASRI 林田 敏明
第4回SPring-8講演会「SPring-8と先端科学技術」の開催結果について
…………………………………… JASRI 石原 祐志
PAC 97 報告 …………………………………………………… JASRI 原 雅弘／安積 隆夫
SRI 97報告 −全般− ………………………………………… SPring-8共同チーム 原見 太幹
−挿入光源− …………………………………… SPring-8共同チーム 原
徹
−フロントエンド− …………………………… SPring-8共同チーム 櫻井 吉晴
−光学系− ……………………… 理化学研究所 マイクロ波物理研究室 玉作 賢治
−ビームライン− …………………………………………… JASRI 後藤 俊治
−検出器−
………… JASRI 鈴木 昌世／豊川 秀訓／SPring-8共同チーム 佐藤 一道
アジアフォーラム報告 ……………………………… 日本原子力研究所 関西研究所 水木純一郎
第2回SPring-8国際ワークショップ「30m長直線部」開催報告
………………………… SPring-8共同チーム 原
徹
SRI 97報告 −加速器関連の動向− ……… 姫路工業大学 高度産業科学技術研究所 安東愛之輔

43 SPring-8 Information／Vol.3 No.1 JANUARY 1998

談 話 室

利用業務部からのお知らせ
９月号 SPring-8利用研究課題が採択されている方へ（ユーザー登録について）
SPring-8共用ビームライン計画趣意書の追加募集について

告

知

板

１月号 SPring-8利用者情報（Vol.1）のバックナンバー紹介（ 96年既発行分）
光彩No.12（1996年12月号）の目次紹介
構造生物学への招待（横浜市立大学リカレント講座）
放射光産業利用技術懇談会講演会（第6回）
３月号 SRI '97 2nd Announcement
第4回SPring-8講習会のご案内
第3回「放射光実験の基礎」講習会
第1回SPring-8技術セミナーの開催について
５月号 第6回放射光装置技術国際会議
第3回アジアフォーラム
第17回関西XAFS研究会
放射光研究所職員の公募（1）
放射光研究所職員の公募（2）
職員の公募について
７月号 SRI 97 Final Announcement
SRI 97サテライトミーティングと関係する会議
SRの結晶学への応用
コンパクトシンクロトロン（第10回放射光産業利用技術懇談会）
第2回SPring-8 30m長直線部に関する国際ワークショップ
平成9年度「共用ビームライン計画趣意書」の募集について
放射光医学利用国際ワークショップ（波賀 97）
第2回SR産業利用関連技術国際会議
平成9年度電気学会東京支部連合研究会 原子力研究会
SPring-8 Annual Report 1996 発刊のお知らせ
９月号 第11回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム開催要項
第19回理化学研究所科学講演会のお知らせ
職員の公募について
11月号

第11回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム開催要項
7高輝度光科学研究センター放射光研究所職員の募集
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