
**S型課題(PF)研究発表**
P2-2014S2-004 全反射高速陽電子回折を用いた最表面構造決定 深谷 有喜 JAEA先端基礎研究センター

P2-2014S2-006
高効率時間分解X線吸収分光法を用いた光機能性材料におけるダイ
ナミクス研究

野澤 俊介 物質構造科学研究所

P2-2015S2-003
高分解能角度分解光電子分光による高機能物質における新たな量子
物質相の探索

高橋 隆
東北大学WPI-AIMR  ／ 東北大
学大学院理学研究科

P2-2015S2-005
酸化物量子井戸構造に誘起される新奇2次元電子状態とその機能探
索

組頭 広志 KEK 物質構造科学研究所

P2-2015S2-006 高強度レーザー誘起衝撃圧縮下における構造・反応ダイナミクス 一柳 光平 KEK

P2-2015S2-007 共鳴X線散乱による磁気テクスチャとそのダイナミクスの観測 山崎 裕一
物質・材料研究機構　統合型材
料開発・情報基盤部門

P2-2015S2-008
先端軟X線分光の融合による活性触媒の電子状態と反応活性に関す
る研究

近藤 寛 慶應義塾大学理工学部

P2-2015S2-009 高い時間・空間分解能を活用した表面構造物性研究 若林 裕助 大阪大学基礎工学研究科

P2-2016S2-001
多次元マルチスケール計測による航空機用構造材料の耐熱性・耐環
境性向上のための材料ヘテロ構造因子解明

木村 正雄 KEK-物質構造科学研究所

P2-2016S2-002 STXM炭素学： 局所化学種解析による有機物の進化と機能の解明 高橋 嘉夫
東京大学大学院理学系研究科地
球惑星科学専攻

P2-2016S2-003
キログラムの実現に向けたシリコンの格子定数均一性評価とその応
用

早稲田 篤
産業技術総合研究所
計量標準総合センター

P2-2016S2-004
元素戦略、ACCELプロジェクトにおける放射光利用研究：新電子材
料、新触媒の機能性発現機構の解明

山浦 淳一 東京工業大学

P2-2016S2-005
新規スピントロニクス材料の薄膜・界面が示す特異な物性の多自由
度軟X線分光

藤森 淳 東京大学大学院理学系研究科

P2-2016S2-006 低速陽電子回折法による表面構造解析 兵頭 俊夫 KEK
P2-2017S2-001 外場および次元性による分子性固体の構造と物性の制御 熊井 玲児 KEK 物質構造科学研究所

**T型課題(PF)研究発表**

P1-2014T006
海綿共生微生物を起源とするcalyxamide Aの生合成マシナリーの解
明

中嶋 優 東大薬院

P1-2016T003 M-salen錯体の一電子酸化体の構造と電子状態の相関 大下 宏美 茨城大学大学院理工学研究科
P1-2017T002 衝撃実験から迫るAlCuFe準結晶鉱物の形成起源 高木 壮大 筑波大学  ／ KEK PF

P2-2015T001
X線マイクロビームを用いたDNA損傷に開始される細胞周期変調の
ライブセルイメージング

神長 輝一
茨城大学大学院理工学研究科
／ 量子科学技術研究開発機構

P2-2015T004 スピネル型遷移金属化合物におけるスピン-軌道揺らぎに関する研究 松浦 慧介 東大新領域

P2-2016T002
窒素含有芳香族有機分子と金属表面の 界面における電子相互作用の
測定

宮澤 徹也 総合研究大学院大学

**S型課題(中性子)研究発表**
P1-2014S03 J-PARC BL05における基礎物理研究の展開 三島 賢二 KEK 物構研
P1-2014S05 SuperHRPDの現状 鳥居 周輝 KEK 物構研

P1-2014S06 全散乱法による水素化物の規則・不規則構造解析 大友 季哉
KEK物構研中性子  ／ 総研大高
エ  ／ 茨城大理工

P1-2014S07
J-PARC/MLF BL06 中性子共鳴スピンエコー分光器群 (VIN ROSE)
のための回転楕円体集光ミラー開発2

日野 正裕 京都大学原子炉実験所

P1-2014S08 中性子反射率計 SOFIA における集光ミラー・検出器開発 3 山田 悟史 KEK

P1-2014S09 偏極中性子散乱装置POLANOのコミッショニング 横尾 哲也
KEK-物構研  ／ J-PARCセン
ター

P1-2014S10 SPICAの開発状況 米村 雅雄
KEK-中性子  ／ J-PARCセン
ター  ／ 総研大

P1-2017S01
高分解能チョッパー分光器による物質のダイナミクスの研究 -2017
年度成果 -

伊藤 晋一 KEK 物構研



**MP型課題(物構研)研究発表**
P2-2015MP001 T’構造銅酸化物における局所構造変化が誘起する量子相転移 藤田 全基 東北大学金属材料研究所
P2-2015MP002 マルチプローブで視る鉄系梯子型物質の磁性と超伝導 南部 雄亮 東北大学金属材料研究所
P2-2015MP003 NaAlH4-Ti系化合物における原子・イオン輸送機構の解明 大友 季哉 KEK　物質構造科学研究所

P2-2015MP004
希少元素を代替する高性能磁性材料開発のためのマルチプローブ量
子ビーム解析

小野　寛太 KEK　物質構造科学研究所

**ユーザー研究発表**
＜A.原子分子科学＞
P1-001A 負ミュオンによる非破壊同位体分析法の開発 工藤 拓人 大阪大学理学部

P1-002A 加熱CO2分子を標的とした光電子スペクトルの状態帰属 星野 正光
上智大学理工学研究科理工学専
攻

P1-003A 散乱実験のより直感的な理解のための古典Fano 共鳴 飯澤 正登実 上智大学
P1-004A 多電子同時計測による分子の多重Auger崩壊の研究 彦坂 泰正 SAGA-LS

P1-005A
しきい光電子源を用いた超低エネルギー電子-HD衝突全断面積の測
定

奥村 拓馬 東工大院理工

P1-006A H(2p)原子を生成するH2S分子の2電子励起状態:  H2O分子との比較 穂坂 綱一 東京工業大学

P2-001A
回転状態を制御した水素分子２電子励起状態の H(2p)原子生成断面
積

阿部 悠太 上智大理工

P2-002A
多電子同時計測によるN_2_分子の共鳴２重Auger過程と分子解離の
研究

谷口 卓郎 上智大学

P2-003A コヒーレントライマンα光の強度測定の現状 中村 惇平 KEK物構研

P2-004A 大強度ミュオンビームを用いたミュオン原子ビーム取り出し実験 吉田 剛
KEK 放射線科学センター  ／
阪大院理

＜B.固体物理（磁性，強相関電子系）＞

P1-007B
銅系クレドネライト型酸化物Cu_1+x_Mn_1-x_O_2_(x=0,0.10,0.15)
の電子構造

高橋 謙太 東理大理

P1-008B T'構造銅酸化物R2CuO4における磁性の段階的発達 鈴木 謙介 東北大学金属材料研究所

P1-009B ペロブスカイト型Co酸化物Pr_1-x_Y_x_CoO_3_の電子構造 金井 大輔
東京理科大学理学研究科応用物
理学専攻齋藤研究室

P1-010B 共鳴X線散乱によるPrRu4P12の秩序相の電子状態の研究 中尾 裕則 KEK

P1-011B
Si(111)面上に作製したCoFe2O4の膜厚に依存した磁気異方性の変
化

野中 洋亮 東京大学理学系研究科

P1-012B 近藤絶縁体SmB6(111)のトポロジカル表面電子状態 大坪 嘉之
大阪大学大学院生命機能研究科
／ 大阪大学大学院理学研究科

P1-013B
硬X線光電子分光およびX線吸収分光によるPr1-xYxCoO3の磁性と価
数変化

高柳 亮平 東理大理

P1-014B
Stroboscopic SANS測定による磁気スキルミオン急冷過程の直接観
察

中島 多朗 理研CEMS

P1-015B
電子ドープ型銅酸化物超伝導体における 高エネルギー磁気励起のア
ニール効果

浅野 駿 東北大院理  ／ 東北大金研

P1-016B Ce3Tr4Sn13におけるカイラル構造相転移と磁気励起 岩佐 和晃
茨城大学フロンティア応用原子
科学研究センター

P1-017B
ミュオンスピン緩和実験からみた T*型銅酸化物超伝導体の磁性に対
するアニール効果

浅野 駿 東北大院理  ／ 東北大金研

P1-018B
XMCDによるアニーリングフリーCoFeB/MgOヘテロ構造の界面垂
直磁気異方性の研究

飯田 裕希
筑波大学  ／ 物質・材料研究機
構

P1-019B
La_0.775_Sr_0.225-x_Ca_x_Mn_1-y_Ga_y_O_3_の硬X線光電子分
光スペクトル

飯尾 大貴 東理大理



P1-020B
磁気PDF解析を用いたMn0.5Fe0.5TiO3のスピングラス状態におけ
る短距離磁気相関の観測

樹神 克明 JAEA

P1-021B
mSRと共鳴軟X線散乱を用いたマルチフェロイクスRMn2O5におけ
る酸素磁性の観測

石井 祐太 東北大多元研

P1-022B
単結晶X線構造解析によるT’型銅酸化物超伝導体Pr1.3-
xLa0.7CexCuO4+δ (x = 0.10)の還元アニール効果の研究

御手洗 誠 東北大院理  ／ 東北大多元研

P1-023B 空間反転対称性の破れたCePdSi3の磁気構造 植田 大地 東大物性研

P1-024B
マルチフェロを示すダイマーモット絶縁体κ-(BEDT-
TTF)2Cu[N(CN)2]Clにおける格子ダイナミクス

松浦 直人 CROSS

P1-025B
超巨大磁気抵抗物質La_1-x_Sr_x_MnO_3_の硬X線光電子分光スペ
クトルの温度依存性

下山 諒太
東京理科大学理学研究科応用物
理学専攻

P1-026B
過剰にホールドープしたBi-2201系銅酸化物における強磁性ゆらぎ
の発達

足立 匡 上智大学理工学部

P1-027B 空間反転対称性の破れたのCeTSi3(T=Rh, Ir)の結晶場準位 植田 大地 東大物性研

P1-028B
中性子非弾性散乱を用いた1次元Haldane鎖を持つNd2BaNiO5に対
する研究

羽合 孝文 KEK-中性子

P1-029B カゴメ三角格子CsCrF4における中性子非弾性散乱実験 菊地 帆高 東京大学物性研究所
P1-030B Nd2Mo2O7の磁気励起 伊藤 晋一 KEK 物構研

P2-005B
細孔性金属錯体Cu2(4-F-bza)4(2mpyz)に吸着した 酸素分子結晶の
磁性

浅井 晋一郎 東大物性研

P2-006B
ペロブスカイト遷移金属酸化物LaNiO3/LaMnO3 ヘテロ界面におけ
る強磁性の起源

北村 未歩 KEK-PF  ／ 東大生研

P2-007B 共鳴軟X線散乱によるTbNiC2の電荷密度波と磁性の研究 田端 千紘 KEK
P2-008B Ca2Fe2O5の磁気構造とそれが電場勾配に及ぼす影響 籠宮 功 名古屋工業大学
P2-009B 異常分散法を用いたTi0.31 Fe2.69O4の 陽イオンの占有席率解析 奥部 真樹 東北大学金属材料研究所

P2-010B
非弾性中性子散乱で見る電子相関効果によるBa0.75K0.25Fe2As2の
磁気励起バンドの繰り込み

村井 直樹 JAEAJ-PARC

P2-011B μSRによるLa2CuO4+δにおける頂点酸素スピンの観測 宮崎 正範 室蘭工業大学大学院工学研究科

P2-012B
軟X線・中性子磁気散乱による極性キラル磁性体Ni2InSbO6におけ
る正螺旋磁気秩序の観測

荒木 勇介 東大新領域

＜C.固体物理（誘電体，半導体等、B以外）＞
P2-013C 軟X線及び硬X線ラマン散乱によるCaCu3Ti4O12の電子構造研究 手塚 泰久 弘前大学大学院理工学研究科

P2-014C
蛍光 X 線ホログラフィーによるBi2Te3:Mnトポロジカル絶縁体の不
純物位置の同定

細川 伸也
熊本大学大学院先端科学研究部
（理学系）

P2-015C 共鳴Ｘ線発光分光による光触媒Au/TiO2の電子状態の研究 中島 伸夫 広島大学大学院理学研究科
P2-016C エレクトライド物質 LaScSi における格子間水素の電子状態 平石 雅俊 KEK
P2-017C β-Snのフォノンと熱散漫散乱 高橋 美和子 筑波大数理物質

P2-018C
ペロブスカイト型有機・無機複合化合物における有機部の構造とゆ
らぎ

高橋 美和子 筑波大数理物質

P2-019C
大気非曝露搬送系を用いたex situ蛍光収量軟X線吸収分光による二
次電池電極材料の電子状態解析

朝倉 大輔 産業技術総合研究所

＜D.固体化学，物性化学＞

P1-031D
含フッ素置換基導入によるジベンゾバレレン誘導体の結晶相におけ
る光反応の制御の試み

中村 裕樹 茨城大学大学院　理工学研究科

P1-032D
光増感色素BODIPYを配位した コバロキシム錯体の結晶相光異性化
反応

加藤 佑希 茨城大学

P1-033D
o-アニスアルデヒド誘導体のフォトクロミズムに伴う(E)-エノール
体の直接観察への試み

菊地 純平 茨城大学工学部

P1-034D
単結晶X線回折によるルテニウム錯体をもつコバロキシム錯体の結
晶相光異性化反応の直接観察

矢島 未希 茨城大学



P1-035D XAFS測定によるホウケイ酸ガラス中のウラン原子価評価 永井 崇之
JAEA　核燃料サイクル工学研
究所

P1-036D
光増感剤BODIPYを配位したコバロキシム錯体の 結晶相光異性化反
応

榎本 隼 茨城大学大学院

P1-037D
有機蒸気暴露により得られるキニーネ塩酸塩ジオキサン和物結晶の
粉末X線結晶構造解析

野上 眞 東京工業大学理学院化学系

＜E.材料科学＞

P1-038E 中性子回折を用いたミクロ組織評価による日本刀の製作過程の解明 及川 健一 JAEA

P1-039E
直方タングステンブロンズ型KTaW2O9系材料の 酸化物イオン伝導
と結晶構造

若菜 翔太 東京工業大学 理学院 化学系

P1-040E 日本刀の中性子回折マッピングによる組織解析
ハルヨ
ステファヌス

JAEA　J-PARCセンター

P1-041E 導電助剤が電極反応に及ぼす効果のXAFSイメージング解析 亀山 高志
立命館大学大学院
生命科学研究科

P1-042E 変形中の高強度ラースマルテンサイト鋼の転位挙動
ハルヨ
ステファヌス

JAEA　J-PARCセンター

P1-043E Ag形ゼオライトのXAFS解析とPLサイト遷移 米谷 陸杜 弘前大学大学院理工学研究科

P1-044E V-Ti-Cr系合金水素化物の水素吸蔵放出サイクルに伴う局所構造変化 池田 一貴 KEK

P1-045E 新構造型の酸化物イオン伝導体Ca3Ga4O9の発見 安井 雄太 東京工業大学理学院
P2-020E 超高温-XAFS/XRD同時測定セルの開発 君島 堅一 KEK・物質構造科学研究所
P2-021E 有機太陽電池薄膜の作製溶媒が電子状態へ 与える影響 久保田 正人 JAEA
P2-022E Fe/Cr多層膜のEXAFS解析 池田 優里亜 弘前大学理工学研究科

＜F.触媒科学＞

P1-046F
アルミナに担持したバナジウム化学種の光励起状態に関するポンプ-
プローブDXAFS法での解析

稲田 康宏
立命館大学大学院
生命科学研究科

P1-047F 担持ニッケル粒子の酸化還元反応に及ぼす触媒反応ガスの効果 川畑　 永喬 立命館大学生命科学研究科
P2-023F 様々なオペランド分光技術の開発と酸素生成触媒への応用 吉田 真明 山口大学創成科学研究科

＜G.表面・界面科学＞
P1-048G 中性子反射率測定による細胞接着型N2含有DLCの評価 大越 康晴 東京電機大学

P1-049G
準大気圧X線光電子分光を用いた Rhステップ面におけるNO吸着挙
動の観測

増田 志歩 慶應義塾大学

P1-050G
オペランド中性子反射率法を用いた電極/電解液界面における被膜
形成過程の解析

川浦 宏之 豊田中央研究所

P1-051G
軟X線分光法と質量分析によるAg(111)表面のエチレンのエポキシ化
反応活性酸素種の研究

伊勢川 和久 慶應義塾大学

P1-052G
有機太陽電池をモデルとしたフラーレン/フタロシアニン積層構造
における光励起による過渡的電荷分離状態の検証

小澤 健一 東京工業大学

P1-053G
準大気圧条件におけるRh(111)表面上のNO還元反応のオペランド観
察と速度論的解析

上田 昂平 慶應義塾大学

P1-054G
深紫外顕微ラマン散乱分光法を用いた単結晶ダイヤモンドへの集束
イオンビーム照射誘起変質層観察

梅本 好日古 秋田大学

P1-055G K蒸着によるVO2薄膜の金属・絶縁体転移制御 志賀 大亮
東北大学大学院理学研究科  ／
KEK-放射光科学研究施設

P2-024G
HfSi2/Si(110)の表面界面を選別した 局所価電子状態のHf蒸着量依
存性

垣内 拓大 愛媛大学理学部

P2-025G
偏極中性子反射強度の磁場依存性によるExchange Biasの評価と磁
化測定による検証

宮田 登 CROSS  ／ KEK 物構研

P2-026G 背面入射中性子反射率測定による厚膜の構造評価 宮田 登 CROSS



P2-027G
電界印加でのEMIM TFSIの原子構造および電子状態のXAFSその場
測定

圓谷 志郎 量子科学技術研究開発機構

P2-028G 蛍光収量深さ分解XAFS法による外場中界面分析 酒巻 真粧子 KEK
P2-029G 分子接合層による有機分子配向制御 奥平 幸司 千葉大学 大学院工学研究院
P2-030G K吸着によるAnatase TiO2 (001)表面の２次元電子状態制御 湯川 龍 KEK-PF

＜H.環境・地球科学＞

P1-056H
マントル起源Spinel型高圧相の結晶構造精密化と不思議な陽イオン
席選択性

吉朝 朗 熊本大学　先端科学研究部

P1-057H MnおよびFeを含むaxiniteの精密構造解析 北原 大太朗 東北大学金属材料研究所
P2-031H Csの存在様式を考慮した福島原発由来土壌の除染に向けた試み 坂本 玲於奈 茨城大学工学部

P2-032H
溶融塩電気化学法を用いた汚染土壌からのセシウム除去とその構造
解析

本田 充紀 JAEA　物質科学研究センター

P2-033H 火山性湖沼の湖底質での放射性セシウムの吸着状態 長橋 孝将 東京都市大学

＜I.高圧科学＞

P2-034I
高圧中性子回折とDFT計算によるNH3BH3二水素結合距離の圧力依
存性

中野 智志 物質・材料研究機構

P2-035I P・V・T equation of state of rhodium oxyhydroxide 鈴木 昭夫
東北大学大学院
理学研究科地学専攻

P2-036I
アルカリ土類系充填スクッテルダイト化合物AT4X12 (A = Ca, Sr,
Ba, T = Fe, Ru, Os, X = P, As, Sb)の体積弾性率

川村 幸裕 室蘭工業大学

P2-037I 重希土類三二硫化物Ln2S3 (Ln = Yb, Lu)  の温度圧力相図 関根 ちひろ
室蘭工業大学大学院
工学研究科

P2-038I
P系スクッテルダイト化合物 TP3 (T = Co, Rh, Ir, Ni) における圧力
誘起自己充填反応

関根 ちひろ 室蘭工業大学

P2-039I 半導体ナノ粒子CuInS2の高圧下X線回折 武田 圭生 室蘭工業大学
P2-040I 単純直方格子を持つローソナイト高圧相の結晶構造精密化 岡本 啓太郎 東北大学大学院理学研究科
P2-041I スピネル類似組成化合物の高圧相転移：実験と計算による検証 遊佐 斉 物質・材料研究機構

＜J.液体，非晶質＞

P1-058J
1 GPa下における塩化マグネシウム、塩化カルシウム、塩化ストロ
ンチウム水溶液の中性子回折とEPSRモデリング

西野 雅晃 福岡大学理学部

P1-059J Mｇ添加非晶質炭酸カルシウムの合成と構造の評価 脇本 聡 東北大学金属材料研究所

P1-060J
メソ細孔物質MCM-41に閉じ込められたグリシン水溶液のダイナミ
クス

吉田 亨次 福岡大

P1-061J 多重らせん多糖類の熱変性過程における形態変化 友藤 優 阪大院理

P2-042J
CMPO-HDEHP吸着材を用いた単サイクルMA回収プロセスの開発
のための錯体構造解析

松浦 治明 東京都市大学

P2-043J
鉄リン酸ガラス中におけるZr周りの局所構造に及ぼす Csの添加効
果

田治見 祐里 東京都市大学

P2-044J Biナノ粒子におけるBiシートの構造 磯野 颯人 富山大学

P2-045J
V添加ホウケイ酸ガラス中の模擬高レベル廃液成分周りの局所構造
解析

椎名 慶 東京都市大学

P2-046J Si基板上のTeナノ粒子のGISAXS解析 中村 将崇
富山大学大学院
理工学教育学部物理学専攻

＜K.ソフトマター科学＞
P1-062K 12-ヒドロキシステアリン酸ゲルの構造における多形効果 武野 宏之 群馬大学大学院理工学府
P1-063K わらびもちのナノスケール構造の解明 長崎 茜 山形大学工学部

P1-064K ラット骨中のコラーゲン配向の定量化 松葉 豪
山形大学大学院有機材料システ
ム研究科



P2-047K 油脂の分子間化合物の等温結晶化における結晶化挙動の解明 上野 聡
広島大学大学院
生物圏科学研究科

P2-048K 基板界面でのココアバターの結晶成長へのずり流動効果 根本 文也 KEK物構研

＜L.生物物理，生物化学（結晶構造解析）＞

P1-065L
ニトリルヒドラターゼの触媒反応機構解析－シリアルフェムト秒結
晶構造解析に向けた取組

林 英輝 秋大院・理工

P1-066L
リウマチ薬メトトレキサートと新規作用標的タンパク質の複合体結
晶構造解析

杉島 小雪 秋田大学大学院理工学研究科

P1-067L
ループ再設計によるOuter surface protein A (OspA)の ドメインス
ワッピング

志賀 翔多 山形大・院理工・バイオ化学

P1-068L
ビリン還元酵素 PcyA 変異体 I86D-BV 複合体の 中性子結晶構造解
析

五十嵐 啓介 茨城大学院理工学研究科

P1-069L 酸素センサーキナーゼのグロビンドメインの構造解析 北西 健一 茨城大学大学院 理工学研究科

P1-070L
構造解析に向けたヒト TRPA1 チャネルのアンキリンリピートドメ
インの発現と精製

Nabilah binti
Abdul halim

茨城大学理工学研究科量子線科
学専攻

P1-071L
キネトコアと微小管の接着を制御するMAD2L2-CAMP複合体の構造
解析

原 幸大 静岡県立大学薬学部

P1-072L
Ca2+/Zn2+結合型ヒトS100A3蛋白質 四量体構造の解明に向けた研
究

井手 賢司 茨城大学大学院理工学研究科

P1-073L
X線結晶学とX線小角散乱によるタンパク質脱イミノ化酵素PAD1の
構造解析

永井 杏奈 茨城大学大学院理工学研究科

P1-074L セリンプロテアーゼの反応速度制御と阻害剤複合体のX線結晶解析 杉山 玲 茨城大学大学院理工学研究科
P1-075L 染色体凝縮を担うコンデンシン制御サブユニットの精製と結晶化 原 幸大 静岡県立大学薬学部

P1-076L
タンパク質脱イミノ化酵素PAD3の阻害剤Cl-amidineによる阻害機
構に向けた取り組み

舟橋 一真 茨城大学大学院理工学研究科

P1-077L PCNAとAPIMの複合体の構造と機能 原 幸大 静岡県立大学薬学部

P1-078L リゾチーム・糖複合体の中性子構造解析に向けた大型良質結晶育成 後藤 亮祐 茨城大学大学院理工学研究科

P1-079L
新規グアニンヌクレオチド交換因子SmgGDSによる RhoA認識機構
の構造基盤

清水 光 東京大学大学院薬学系研究科

P1-080L
新規構造を持つ環化酵素CghAのX線結晶構造解析とその立体選択的
反応機構

横山 葵 静岡県立大学薬学部

P1-081L 新規HIV-1逆転写酵素阻害剤の結晶構造 宇佐美 琴 千葉大院薬
P1-082L PsoFのメチルトランスフェラーゼドメインの構造解析 松下 拓磨 静岡県大薬

P1-083L
担子菌Coprinopsis cinerea 由来CcGH131B とセロビオースの複合
体の立体構造解析

石川 涼一 東京農工大院

P1-084L
Sohingobium sp. SYK-6由来メチレンテトラヒドロ還元酵素
（MTHFR）の機能解析

于 宏洋
KEK, IMSS, SBRC  ／
SOKENDAI

P1-085L
インフルエンザウイルスエンドヌクレアーゼ阻害活性化合物の合成
と結合構造解析

北原 真理子 千葉大院薬

P1-086L
FTIR法を用いたフェレドキシン依存性ビリン還元酵素PcyA-BV複合
体Glu76の水素化状態の解明

堀江 和輝 茨城大・院理工

P1-087L タンパク質単結晶の高圧凍結法最適化 青木 晃次 茨城大学工学部

P1-088L
ブルー銅タンパク質シュウドアズリンMet16His変異体のX線結晶構
造解析

竹林 直希
茨城大学大学院
理工学研究科量子線科学専攻

P1-089L
DAPKタンパク質・ATPアナログ複合体のX線結晶解析とキナーゼ活
性測定

加藤 康平 茨城大工

P1-090L 微生物Dipeptidyl aminopeptidase IVの結晶構造解析 六本木 沙織 岩手医大薬
P1-091L 結晶化に向けた平板動物リゾチームの大量発現と精製 此下 亜椰 総研大
P1-092L X線による大型タンパク質単結晶の結晶品質評価 新井 隆介 茨城大学工学部



P1-093L TasiRNA生成経路で働くSDE5の構造解析 藤井 裕史
東京理科大学基礎工学研究科生
物工学専攻

P1-094L グルコースイソメラーゼ・グルコース複合体の中性子構造解析 矢本 早紀 茨城大院理工

P1-095L GTPセンサーPI５P４Kの進化的解析へ向けた培養条件の検討 降旗 大岳
総合研究大学院大学加速器科学
研究センター
物質構造科学専攻

P1-096L
ヒトカゼインキナーゼIIの触媒活性に係わる 新たな水素結合ネット
ワークの発見

柴崎 千枝
国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

P2-049L Slx1-Slx4複合体とMus81-Eme1複合体の構造機能解析 白濱 辰也
東京理科大学
基礎工学部生物工学科

P2-050L 新規リン酸化酵素におけるピロリン酸特異的な供与体認識機構 永田 隆平 京都大学大学院理学研究科

P2-051L
Photon Factory BL-17AにおけるMR-Native SADデータ収集条件と
パイプラインの検討

小祝 孝太郎 高エネ機構物構研PF

P2-052L 良質なタンパク質結晶と回折データを得るための工夫 千田 美紀 KEK・物質構造科学研究所

P2-053L 好熱性DNA ポリメラーゼ β サブユニットの構造解析 中林 開人
東京理科大学
基礎工学部生物工学科

P2-054L
好熱性真菌由来GSTを用いた クローニング/発現精製ベクターの作
成

上野 未恵
東京理科大学
基礎工学部生物工学科

P2-055L オロチジン一リン酸脱炭酸酵素の反応中心における電荷反発の解析 岩原 卓哉 京大院理

P2-056L Native SADデータ収集における試料結晶加工システムの導入 松垣 直宏
KEK-PF
構造生物学研究センター

P2-057L
タンパク質X線結晶構造解析ビームラインにおける全自動測定を用
いた新しい利用制度

山田 悠介
KEK 物質構造科学研究所
構造生物学研究センター

P2-058L ブルー銅タンパク質シュウドアズリンMet16Tyr変異体の構造と性質 斎藤 喜之 茨城大学大学院理工学研究科

P2-059L
ブルー銅タンパク質シュウドアズリンのMet16Ali変異体の X線結晶
構造解析

酒井 千尋
茨城大学大学院理工学研究科量
子線科学専攻

P2-060L
ブルー銅タンパク質シュウドアズリンThr36His変異体のX線結晶構
造解析

赤倉 萌
茨城大学大学院理工学研究科量
子線科学専攻

P2-061L
哺乳類細胞発現系によるFukutin-related protein (FKRP)の大量精製
と結晶構造決定

桑原 直之 KEK, IMSS, SBRC

P2-062L 狂犬病ウイルスP蛋白質変異体の結晶および機能解析 尾瀬 農之 北海道大学大学院薬学研究院
P2-063L ハブ毒筋壊死因子Lys49-ホスホリパーゼ A2の構造解析 松井 崇 東北大院・生命科学

P2-064L ピロリ菌CagAタンパク質-細胞内標的分子複合体の結晶化 長瀬 里沙
高エネ機構・物構研・構造生物
学研究センター

P2-065L AhRR-ARNTヘテロダイマーによるAhRの転写抑制機構の構造基盤 櫻井 駿也 東京大学大学院薬学系研究科

＜M.生物物理，生物化学（小角散乱等，L以外）＞

P1-097M
WAXSとSANSを利用した糖溶液におけるタンパク質の構造,水和,安
定性の研究

味戸 聡志 群馬大院・理工

P1-098M 混雑環境下におけるα-クリスタリンのダイナミクス 井上 倫太郎 京都大学原子炉実験所

P1-099M
SWAXS法による糖溶液中における生体脂質リポソームの構造特性お
よび熱安定性の研究

髙橋 孝輔 群馬大院・理工

P1-100M
The influence of polyethylene glycol on structural stability of
proteins

前澤 侑吾 群馬大学・院理工

P1-101M
X線小角散乱法によるコラーゲンプロリンtrans-4-水酸化酵素の構造
解析

宗田 善久 茨城大学大学院理工学研究科

P2-066M
精巣器官培養法を用いた精子形成に対する不均一放射線照射場影響
に関する検討

神長 輝一 QUB-CCRCB

P2-067M
μSRの生命科学への展開へ向けて －タンパク質におけるミュオン
停止位置の解析－

菅原 洋子 北里大学大学院理学研究科



P2-068M
微小管脱重合反応を推進する 遷移段階KIF2-チューブリン複合体の
溶液解析

小川 覚之
東京大学
大学院医学系研究科

P2-069M 角層細胞間脂質モデルに及ぼすセラミド化学構造の影響 小幡 誉子 星薬科大学
P2-070M 食品巨大糖タンパク質プロテオグリカンの溶存状態 渡邊 康 （国研）農研機構
P2-071M KEK-PF共同利用クライオ電子顕微鏡の準備状況 湯本 史明 KEK

P2-072M LRH-1-DNA-Coactivator複合体の相関構造解析 湯本 史明
KEK 物質構造科学研究所
構造生物学研究センター

P2-073M
ヒトモデル消化液中での胆汁酸混合ミセルの形態変化におけるコレ
ステロールの影響

相澤 秀樹 摂南大学薬学部

P2-074M 脂質立方相の構造パラメータに対する重水置換効果の再検討 高橋 浩 群馬大学大学院理工学府

P2-075M
PF-AR NW12Aでのオフライン顕微分光装置の開発とその利用につ
いて

引田 理英
KEK　物構研
フォトンファクトリー

P2-076M 中性子散乱による蛋白質のドメイン運動の研究 杉山 正明 京都大学原子炉実験所

＜N.イメージング＞
P2-077N Talbot干渉計を用いたＸ線ストロボスコピック位相ＣＴ 呉 彦霖 東北大学多元物質科学研究所
P2-078N 単スリットを用いたＸ線位相コントラストCTの再構成法 藤森 茜 つくば国際大医療保健

P2-079N
逆格子空間マッピングと局所ロッキングカーブ法による Alイオン注
入SiC基板の歪状態の観察

高橋 由美子 日本大学量子科学研究所

P2-080N 中性子イメージングを用いた二軸応力試験手法の開発 張 朔源 CROSS
P2-081N 高分解能CTを用いたCFRP内に発生した亀裂の観察 渡邊 稔樹 KEK　放射光II

＜O.医学応用＞
P1-102O 電子線ライナックMo99/Tc99m製造システム 蓼沼 克嘉 化研

P1-103O
縦偏光放射光を用いた医学イメージングシステムに関する基礎的検
討

亀沢 知夏 総合研究大学院大学

＜P.産業応用＞
P1-104P ミュオン特性X線を用いた元素分析のリチウムイオン電池への応用 梅垣 いづみ 豊田中央研究所

P2-082P
放射化分析による難測定核種分析への適用性検討 -Zr から生成した
90Y のm/g 比の算出-

川上 智彦 株式会社化研

P2-083P ガラス固化技術高度化のための放射光XAFS研究 岡本 芳浩 JAEA　物質科学研究センター
P2-084P リチウムイオン実電池の充電による応力変化計測 平野 辰巳 京都大学

＜Q.基礎物理（素粒子・原子核）＞

P1-105Q
高磁場ミュオニウム超微細構造の精密測定に向けたNMRプローブ開
発

田中 陶冶 東京大学 総合文化研究科

P1-106Q 偏極Ｘｅ標的を用いた中性子-原子核スピン相関項の研究 酒井 健二 JAEA MLF
P1-107Q 117Sn(n,γ)反応における即発ガンマ線放出角分布 古賀 淳 九州大学理学府
P1-108Q MLF-BL04における<sup>35</sup>Clの中性子捕獲断面積測定 原 かおる 北海道大学

P1-109Q
時間微分ミュオンスピン共鳴法によるミュオニウム超微細構造の測
定

西村 昇一郎
東京大学大学院理学系研究科物
理学専攻

P1-110Q 小型蓄積磁石への3次元らせん軌道入射ビームテスト実験 飯沼 裕美 茨城大学理工学研究科

P1-111Q
MUSEにおけるミュオン基礎実験に向けた中性子検出器の開発と中
性子背景事象の測定

八木 大介
東京大学大学院総合文化研究科
広域科学専攻相関基礎科学系

P1-112Q ミュオニウム超微細構造の極小磁場における精密測定 上野 恭裕 東京大学総合文化研究科
P1-113Q 時間反転対称性の破れ探索のための中性子偏極フィルターの開発 佐藤 匠 名大理

P1-114Q
複合核共鳴状態における時間反転対称性破れ探索にむけた139Laパ
リティ非保存の測定

山本 知樹 名大理

P1-115Q
ミュオニウム超微細構造精密測定における 磁場由来の系統的不確か
さの評価

瀬尾 俊
東京大学大学院
総合文化研究科



＜R.放射光源，中性子源，ミュオン源，低速陽電子源＞

P2-085R
J-PARC核破砕パルス中性子源の大強度化のための半無拘束型ター
ゲットの設計と製作の状況

若井 栄一 J-PARCセンター

P2-086R MLFにおける陽子ビーム窓交換作業 大井 元貴 JAEA　J-PARCセンター

P2-087R 産業利用を目指した小型電子加速器中性子施設とその利用の研究 木野 幸一
産業技術総合研究所  ／ 新構造
材料技術研究組合

P2-088R J-PARC／MLF全体制御システムの進捗 酒井 健二 JAEA MLF

P2-089R 産総研の低速陽電子ビーム施設による欠陥・空隙評価
オローク ブラ
イアン

産業技術総合研究所

P2-090R ＰＦリングトンネル内架台温度測定 多田野 幹人 KEK

P2-091R
次世代ミュオン標的材料としてのSiC系材料およびタングステン材
料の開発

牧村 俊助 KEK 物質構造科学研究所

P2-092R 水銀ターゲット容器溶接部に対する非破壊検査技術 涌井 隆 JAEA

＜S.光学系，ビームライン技術・制御＞
P1-116S 新しい非蒸発ゲッター（NEG）コーティングの応用と評価 宮澤 徹也 総合研究大学院大学

P1-117S
紫外光由来H-イオンを用いた ミューオンRF加速試験用診断ビーム
ラインの試運転

中沢 雄河 茨城大学

P2-093S 商用クラウドサービスを利用したMLF計算環境の改良 岡崎 伸生 CROSS
P2-094S KEK-PF ビームライン制御標準ソフトウェアSTARSの紹介 永谷 康子 KEK 放射光
P2-095S 超低速ミュオン発生のためのライマンαレーザー 大石 裕 KEK  ／ 理化学研究所

＜T.装置開発，新技術，ソフトウェア＞
P1-118T TOF-MIEZEスピンエコー法のデータ解析 小田 達郎 京大原子炉
P1-119T 白色中性子ホログラフィーによるRB6 (R:希土類)の 局所構造観測 上地 昇一 茨城大工
P1-120T 中性子ホログラフィーによるBドープSIの局所構造の解明 金澤 雄輝 茨城大工
P1-121T MLF実験データ表示ソフトウェア「夕顔」 伊藤 崇芳 CROSS 中性子科学センター

P1-122T
γ線エネルギー解析を用いた白色中性子ホログラフィーでの局所構
造解析

福本 陽平 茨城大学

P1-123T 中性子小角･広角散乱装置(大観)の実験環境 森川 利明 CROSS

P1-124T
宇宙線μSRラジオグラフィ法の開発 －巨大建造物の化学的物理的
状態の診断－

藤牧 拓郎 山梨大院

P1-125T MLF NOVAにおけるLive Data Reductionの現状 大下 英敏 KEK 物構研

P1-126T
X線吸収スペクトルの次元削減によるデータ可視化および物理量推
定

鈴木 雄太 東京理科大  ／ 高エネ研

P1-127T
J-PARC MLF BL06中性子共鳴スピンエコー分光器群 “VIN ROSE”
の開発状況

遠藤 仁
KEK物質構造科学研究所  ／ J-
PARCセンター

P1-128T 高強度全散乱装置(NOVA)のためのラジアルコリメーター開発 角田 茉優 茨城大学
P2-096T SINET5を活用した商用クラウドサービスへの接続 江原 裕 CROSS
P2-097T 高温・高磁場偏極中性子小角・広角散乱実験法の開発 河村 幸彦 CROSS

P2-098T
J-PARC MLF偏極中性子反射率計「写楽」のオンラインデータ解析
ソフトウエアの開発

笠井 聡 CROSS

P2-099T MLF先進計算環境整備2017 中谷 健 J-PARCセンター/JAEA
P2-100T MLF 中性子分光器「四季」 梶本 亮一 JAEA J-PARCセンター
P2-101T MLF中性子分光器の現状 梶本 亮一 J-PARC  ／ JAEA
P2-102T MLF中性子データ処理環境「空蝉」の最新トピック 稲村 泰弘 JAEA J-PARCセンター

P2-103T
単結晶X線精密結晶構造解析に堪える試料環境制御アタッチメント
の開発

坂倉 輝俊 東北大学多元物質科学研究所

P2-104T
並列充放電用自動試料交換機による
電池のその場中性子回折

星川 晃範
茨城大学 フロンティア応用原
子科学研究センター

P2-105T 冷中性子ディスクチョッパー型分光器AMATERASの2017年度 中島 健次 J-PARCセンター

P2-106T PF SAXSビームラインの開発状況 五十嵐 教之
物質構造科学研究所
放射光科学研究施設



P2-107T
クランプセルを用いた圧力下の低エネルギー中性子非弾性散乱の手
法開発

河村 聖子 J-PARC MLF

P2-108T 中性子ピクセル検出器（Mpix）の開発 瀬谷 智洋 KEK　物質構造科学研究所

P2-109T ノーマルモード蛍光Ｘ線ホログラフィー測定システムの整備 八方 直久
広島市立大学大学院情報科学研
究科

P2-110T 超高速ダイナミクスワーキンググループ2017年度活動報告 足立 純一
KEK 放射光 超高速ダイナミク
スWG

P2-111T
深部磁気モーメント可視化の為のウォルタ－型スーパーミラー中性
子顕微鏡の開発

曽山 和彦 JAEA　J-PARCセンター

P2-112T 工学材料回折装置「匠」2017年度のまとめ 川崎 卓郎 JAEA

P2-113T タンパク質結晶のレーザー加工における位相決定への影響 原田 彩佳
KEK, PF,
構造生物学研究センター

P2-114T 3He中性子スピンフィルター開発の現状 奥 隆之 JAEA

＜U.教育・広報＞
P1-129U 大学院生のための新しい実習(BL20A):2017 年度の成果 北島 昌史 東京工業大学理学院
P1-130U CROSS実験準備室から発生する廃棄物の処理について 佐原 雅恵 CROSS

＜V.施設・将来設計＞

P2-115V
J-PARC  MLFの第2ターゲットステーションに生物回折計を設置し
たら・・・

田中 伊知朗
茨城大工  ／ 茨城大フロンティ
ア

P2-116V 東北大学金属材料研究所 中性子物質材料研究センターの活動2017 藤田 全基 東北大学金属材料研究所
P2-117V 2017年度のMLF放射線安全チームの活動報告 原田 正英 JAEA　J-PARCセンター

P2-118V
μeV高エネルギー分解能TOF型Si結晶アナライザーBackscattering
分光器DNA(J-PARC)における非弾性・準弾性散乱研究の現状

柴田 薫 JAEA J-PARC

＜Y.施設ポスター＞
P-301Y J-PARC：大強度陽子加速器施設 山田悟史  MLF 広報
P-302Y J-PARC/物質・生命科学実験施設(MLF) 山田悟史  MLF 広報
P-303Y　(2枚) J-PARCミュオン科学施設(MUSE) 三宅 康博 ミュオンセクション
P-304Y 茨城県中性子ビームライン 茨城県企画部
P-305Y　(2枚) J-PARC MLFにおけるKENS実験装置 大友季哉 KEK
P-306Y　(2枚) 物構研・計測システム開発室の活動（2017年度） 岸本 俊二 KEK物構研
P-307Y　(2枚) 総合科学研究機構 CROSS
P-308Y　(3枚) フォトンファクトリー 放射光科学研究施設
P-309Y 構造生物学研究センター 構造生物学研究センター
P-310Y　(2枚) 施設紹介：フォトンファクトリーにおける産学連携 君島 堅一 KEK・物質構造科学研究所
P-311Y　(2枚) 構造物性研究センター活動報告 門野良典 KEK物構研
P-312Y　(2枚) 低速陽電子実験施設報告 永井康介 KEK物構研
P-313Y JRR-3の現状と再稼働までの想定スケジュール 武田全康 JAEA
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