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ようにしてはとの提案があった。主幹よりユーザーグルー
プのサイエンストピックスをできるだけ早い段階で知りた
い �その方法について議論してほしいとの希望があった。
これらについてユーザーグループリーダー会議において議
論してもらうこととした。

５）学生・新規ユーザーのための基礎講習会の開催
　年 �回程度開催する方針とする。
　一回は ��の基礎技術全般にわたり ��の全体像が理解
できるようなもの。学生や ��初心者向けで，年一回定期
的に行う。間瀬幹事が検討する。
　もう一回は各専門分野のもの。この専門分野のものにつ
いてはユーザーグループリーダー会議で検討してもらうこ
ととした。

６）他の放射光施設・利用団体との情報交換
　合同シンポジウムの場で各施設のユーザーグループ長の
ミィーティングを行うことを提案する。佐藤幹事担当。

７）会員名簿（����年版）の発行
　����年�月までに情報を集めて発行する。田中幹事担当。
自宅情報の取り扱いは運営委員会で議論してもらう。��
懇談会の歴代の会長，幹事，運営委員を載せてはどうかと
の提案が有り，まず資料が残っているかを調査することと
なった。

８）その他
・��ホームページには ��の紹介などで使える図や写真が
少なく充実してはどうかとの提案があった。
・産業界の利用を促進するような方法を検討してはとの提
案があった。

○委員会への推薦依頼
・��シンポジウム実行委員会への委員の推薦。佐藤幹事
が人選して推薦する。�～ �名。
・放射光合同シンポジウム組織委員に ��懇談会からは佐
藤幹事を推薦した旨，報告があった。

○平成 ��年度予算案について
　土屋幹事より配布資料を基に説明があった。
　��ニュースへの補助および ��シンポジウム参加費補助
への議論があった。��ニュースへは例年通り ��万円補助
することとした。��シンポジウム参加費もひきつづき補
助することとし，参加費補助を盛り込んだ予算案を土屋幹
事が再度作成する。

○ユーザーグループリーダー会議
�月末か �月頭開催で行う。時期の調整は田中幹事。

○次回幹事会
ユーザーグループリーダー会議と同時開催

放射光共同利用実験審査委員会速報

実験企画調整担当　小林　克己
宇佐美徳子

　����年 �月 �日，�日に放射光共同利用実験審査委員
会が開かれました。審議の結果，以下のような実験課題
が採択されました。

１．�型，�型の審査結果。
　今年 �月 �日に締め切られた平成 ��年度後期の �型，
�型の共同利用実験課題申請には �型 ���件，�型 �件
の応募があり，�型 ���件，�型 �件（�型から �型に変
更になった �件を含む），計 ���件の課題が採択され，不
採択が �件，保留が �件となりました。採択課題のうち，
条件付きとなったものは �件でした。採択課題名および
申請課題に対する評価の分布は別表を参考にして下さい。

２．��研究会
　��年度後期に開催される ��研究会として以下の �件が
採択されました。
１）「マイクロビーム細胞照射装置を用いた低線量放射線

生物影響研究に関するワークショップ」
　　提案代表者：小林　克己，宇佐美徳子（高エネ機構）
　　開催予定時期：平成 ��年 ��月
２）「第 �回粉末回折法討論会：粉末法だからできること」
　　提案代表者：井田　隆（名工大）
　　開催予定時期：平成 ��年 ��月
３）「硬Ｘ線を用いたダイナミック構造解析の可能性」
　　提案代表者：朝倉清高（北大），松原英一郎（東北大）
　　開催予定時期：平成 ��年 ��月

３．その他
１）現時点では，大学と民間企業の共同チームによる課
題申請について，「大学が主導して民間企業と行なう研究
は共同利用として受け入れるが，民間が行なうべき研究
と思われるものは受け入れることはできない。」という見
解が示されました。
２）来年度の前半に ��の �������リングは運転しないが，
�����リングは通常通りに運転するので，��月 �日（金）
締切りの平成 ��年度前期課題申請は受け付けることが確
認されました。また �������リング停止期間中，��の有
効課題を持っていればスタンフォードの ����を審査なし
で利用できる可能性があるので，興味のある方は松下副
所長（�������������������������������）までお問い合わせ下
さい。
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放射光セミナー

題目：�リソソーム性多酵素複合体とその欠損症における分子病態解析　�����

講師：�伊藤孝司氏（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　薬科学教育部附属医薬資源教育研究センター）
日時：������年 �月 ��日（火）　�����～ �����

題目：�����計算による ���の解析　�����

講師：�吾郷智紀氏（加速器研究施設、加速器理論グループ）
日時：�����年 �月 ��日（木）　�����～

題目：������������������������������������������������������������������������������

講師：�����������������（������������������������������������������������������������������������）
日時：����年 �月 �日（金）�����～ �����

題目：�����������������������������������������������������������������

講師：水野直子氏（�����������������������������������������������）
日時：����年 �月 ��日（水）　����～ �����

題目：�植物が創った太陽電池：光合成系の分子構築，機能，およびコヒーレント制御
講師：�橋本秀樹氏（大阪市立大　大学院理学研究科　物理）
日時：����年 �月 ��日（金）　�����～ �����

物構研セミナー

題目：��������������������������������������������������������������������������

講師：��������������������������������������������������������������������������������������������

日時：�����年 �月 ��日（水）�����～ �����

最新の情報はホームページ ���������������������������������をご覧下さい。

第 1回物質構造科学研究所運営会議次第

日時：�平成 ��年 �月 ��日（火）　�����～�　（管理棟大会議室）

議事：

１．所長等報告

①�所長報告，②�各施設等報告，③�その他

２．�協議

①�放射光共同利用実験課題審査委員会委員について

②�中性子共同利用実験課題審査委員会委員について

③�中間子共同利用実験課題審査委員会委員について

④�物質構造科学研究所に係る教員の人事選考手続き（案）について

⑤�大強度陽子加速器計画推進部に係る教員人事の取扱いについて（案）

⑥�物質構造科学研究所研究員（非常勤）の人事の進め方について（案）

⑦�大強度陽子加速器計画推進部に係る研究員（非常勤）の人事の

　�取扱いについて（案）

⑧�教官人事（案）について　放射光科学第二研究系　助手 �名

⑨�その他

掲示板
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���� ������� ���� �����
���
���

2004G187 W(110)��������������La���Ce������
��������-2 ���� �����

3B, 11D,
18A

2004G188 Ni�4s��������������������������
���������

���� �����
3B, 11D,
18A

2004G189 ���STM��������� ����� ����� 13C, 2C

2004G190 ��������������������� ������ ����� 18A

2004G191 ���������Fe������������������
��

�������� ����� NE3

2004G192 In/Cu(001)����������������������� ��� ����� 18A

2004G193 X����������Ti����������� ���� ����� 7C, 15B1

2004G194 �����X��������Ti2O3���-�������� ���������� ����� 2C

2004G195 ����������������������������
���

��� ����� 16B, 28, 2C

2004G196 ���2������������������������ ����� ����� 3B, 20A

2004G197 ����������������������������
�

������� ����� 11D

2004G198 Al-Ni-Co��� Al-Cu-Co �10���������������
���

��� ����� 2C

2004G199 ��������������������������� ���� ����� 11D, 28

2004G200 ����������������������������
������

��� ����� 1C

2004G201 Na ��� Mg ��� 2s, 2p ���������� ����� ����� 3B

2004G202 ���2������������X������������
�

������� ����� 2C, 19B

2004G203 ����������������������������
�����

���
HARRIES
James

16B, 3B,
20A

2004G204 Gd 3d-2p ���������������������� ��� ����� 15B1, 7C

2004G205 ��������������������������� ��� ����� ���

2004G206 ����������������������������
�II ��� �����

11A, NE1B,
28

2004G207 ����������Pd43Ni10Cu27P20�������X����
���������������

����� ����� 2C, 19B

2004G208 ����������������������������
��

����������
�

����� 3B, 16B, 28

2004G209 ���������������������������� ��� ����� 16B, 3B

2004G210 ���������������������������
��������

��� �����
20A, 11A,
16B

2004G211 Al-Mn-Fe-Ge������������������� ������� ����� NE1A1

2004G212 ��������������������� ��� ����� 11D

2004G213 �X��������������� ��� ����� 16B

2004G214 ����������������� ���� ����� 11A, 12A

2004G215 ����������������� ��� ����� NE1A1

2004G216 ����������������������������
�

���������� ����� 4C

2004G218 ����������������������������
������

��� ����� 15C

2004G219 ������������� ���� ����� 9A

2004G220 X���������������������������� ���� ����� 4C

2004G221 ����������������������������
������

��� ����� NW2

2004G222 III-V����������������X�CTR�������
�

����� ����� 18B, 6A

2004G223 Pd40Cu40P20������������������������

��
����� ����� 7C

2004G224 CuMPt6(M=3d��)��������������������
��

��������� ����� 4C

平成16年度後期放射光共同利用実験採択課題一覧
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2004G225 ����������������������������
�

��� ����� 14C2

2004G226 ������������������� ����� ����
1B, 4C,
16A2

2004G227 �������X���������������������
������������������

��������� ����� 4A

2004G228 ���RMnO3(R�Gd,Tb,Dy,Ho���)������ ��������� ����� 4C

2004G229 ������Fe3-XTiXO4,��Fe2-XTiXO3�����������

�������
��� ����� 18C, 13A

2004G230 Fe3-XTiXO4,��Fe2-XTixO3�����������������

����������
��� ����� 10A

2004G231 ���������������������������� ��� ����� 13A

2004G232 ����������� ���� ����� 1B

2004G233 ��X�������������������������� ����� ����� 1B, 4B2

2004G234 ����-(����)m-�������������� ����� ����� 15C

2004G235 ���������������������������� ���� ����� 16A2, 4C

2004G236 ��������������������� �������� ����� 18C, 13A

2004G237 ������������������������X��� �������� ����� 13A, 18C

2004G238 Functionalized Hybrid Organic-Inorganic Materials, Supramolecular
Coordination Assemblies ���������

Wolfgang
Schmitt 18B

2004G239 Nanosized Aluminium Polycations ���������
Wolfgang
Schmitt 18B

2004G241 �������(II,III)�������������������
��������

���� ����� 1B, 4C

2004G242 ����������������������������
������������

��� ����� 1B

2004G243 1/4 filled�������������������MEM���
������

��� ����� 1B

2004G244 ��������������������� ���� ����� 4C, 16A2

2004G245 ���MEM����'-NaV2O5�������� ��� ����� 1B

2004G246
X�������������������PrFe4P12�PrRu4P12�

M-I�������
��� ����� 1B, 4C

2004G247 Structural and thermal expansition studies of novel epitaxial
heterostructures with manganese fluoride layers on silicon

Ioffe Physico-Technical
Institute

Reginald
KYUTT 16A2

2004G248 YIG���������������������������
���

���� ����� 14A

2004G249 ���������������������� ���� ����� 13A

2004G250 ����������������������� ���� ����� 13A, 18C

2004G251 ����������������� ������ ����� NE5C, 14C2

2004G252 ����������������������� ���������
����
�����

13A, 18C

2004G253 ���X�������������������������
�������

������ ����� 9C

2004G254 ��������������������������� ������� ����� 15C

2004G255 ���������������������� ������� ����� 14B

2004G256 ���������TCP��������� ������� ����� 4B2, 3A

2004G257 SiC����������������������� ��� ����� 15C

2004G258 ����������������������������
��

���������� ����� 14A, 13B2

2004G259 �������������������� ��������� ����� 3C2

2004G260 ������X��������������������� ��������� �����
8C2, 15B1,
15C

2004G261 X������������ ��������� �����
8C2, 15B1,
15C

2004G263 Mg-Zn-Y����Zn�Y������� ���������� ����� 12C

2004G264 ��MBE��AlGaAs�������Er�����������
EXAFS������ ����� ����� 12C, 9A

2004G265 �������������������������� ���� ����� 9C

2004G266 �������������������������� ��� ����� 15A

2004G268 ����������������������������
��������

��������� ����� 4A
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2004G269 Mg-Cu-Y������������������������
������

���������� ����� 12C, 10B

2004G270 �����X�/���������������������
�

���� ����� 15A, 9C

2004G271 EXAFS������������������Ni-Mg�����
�����������

����� ����� 9A

2004G272 XAFS������������������� ���� ����� 7C, 9A

2004G273 ��XAFS�����Er��(Al,Ga)N������� ��� ����� 9A, 12C

2004G274 ���SAXS��������������� ����� ����� 10C

2004G275 ����������������������������
�������������

����� ����� 15A

2004G277 �������X���������������������
����������������

������� ����� 4A

2004G278 ����������������������������
�����

������� ����� 10B, 9A

2004G279 XAFS������������������/��������
�������������������

��������� ����� 27B

2004G280 ���������������������������� ��������� ����� 10B, 12C

2004G281 ����������������������������
���

����� ����� 10B, 9A

2004G282 ������������������������ �������� ����� 10B, 7C

2004G283 ������CuMo������XAFS ��� �����
10B, 8A,
12C

2004G284 ������������������������XAFS��
�����

������� ����� 10B

2004G285 ������TiO2(110)������������������
������������

��������� ����� 9A, 12C, 7C

2004G286 in situ XAFS����������������3d������
��������

����� ����� 9A, 12C

2004G287 in situ XAFS�����������������������
���

����� ����� 9A, 12C

2004G288 XANES���3d������������������� ����� ����� 11A, 11B

2004G289 ������X����������������������
��������������������������

���������� ����� 27A

2004G290 ����������������������������
�EXAFS������ ��������� ����� 10B, 12C

2004G291 SiGe������������������� ���� ����� 1C, 11C

2004G293 ������������Mo/HZSM-5�����������
XAFS���� ��������� ����� 10B

2004G294 XAFS��������������proto type ��������
�����������

������� ����� 10B

2004G295 ��������Cr,Ti����������������XAFS
��

��� ����� 9A, 12C, 7C

2004G296 ���������Gd-Cu���������� ���� ����� 12C, 9A

2004G297 ������������������������� ���� ����� 10C

2004G298 ����������������XAFS�� ����� ����� 10B

2004G299 XAFS������������������������ ��� ����� 10B

2004G300 ���������������������������
XAFS�� ����� ����� 10B, 9A

2004G301 ���������������������� ���� ����� 12A, 8A

2004G302 ����������������������������
�XAFS�� ������ ����� 9A, 12C

2004G303 �������������������EXAFS���� ��������� ����� 10B

2004G304 ������������������� in-situ XAFS���� ��� ����� 7C, 9A, 9C

2004G305 Au(111)���������������XAFS ������ ����� 7A

2004G306 ���������Al������������ ��� ����� 11A

2004G307 ����������������������������
�����������

������� ����� 15A

2004G308 ������Rh-SrTiO3,TiO2����XAFS�� ���� ����� 10B

2004G309 �������XAFS����ZnO���������� ������ ����� 3A

2004G310 ����������������������������
�������������

��� ����� 9A, 7C
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2004G311 �����X�����������������������
����

����� ����� 9C, 15A

2004G312 ��������(La�Eu)�K�2/K�1��X���������
���

�������� ����� NE1A1

2004G313 ��������������������������� �� �����
27A, 27B,
11A

2004G314 ����������������������������
��

���� ����� 7A, 11A

2004G316
�������������Cr��NiO/Ge3N4��Co3O4/Ge3N4

����XAFS���������
��� ����� 9A, 7C

2004G317 �������������������ZnO-GaN�����
��������

��� ����� 9A, 7C

2004G318 �����X����������������������� ��� ����� 7A

2004G319
���EXAFS�XMCD����CuxAu1-x/Cu(001)�������
Ni�����������

��� ����� 7C, 9A, 12C

2004G320 �����NEXAFS/XPS�������������� ��� ����� 7A, 2C

2004G321 ������������Yb���������������
���

��� ����� 12C

2004G322 ���X�������������������������
�

��� ����� 7A

2004G323 ���������in-situ XAFS���IR��������� ��� ����� 9A, 9C, 7C

2004G324 Ex-situ EXAFS���������Pd-Pt�����������
�������

��� ����� 9A, 10B

2004G325 ����������������������������
��

��� ����� 7A, 11A, 7B

2004G326 ��������������������� ��� ����� 7A, 11A

2004G327 ������������������XAFS����� ��� ����� 12C

2004G328 ������������������X�������� ��� ����� 15C

2004G329 ����������������������������
������������

������� ����� 10B, 12C

2004G330 ����Li��������������������� ��� ����� 7C

2004G331 ���������������������������� �� ����� 27A

2004G332 XAFS�XRF�����������������������
������������������������

���� ����� 4A, 12C

2004G333 ��������������������������� ���� ����� 12C, 10B

2004G334 ��XANES��������Eu�/Eu����� ���� ����� 9A

2004G335 Zr-Cu����������������� ������ ����� 12C
2004G336 ��������������X����� �� ����� 27A, 27B
2004G337 ������������������������� ��� ����� 4A

2004G338 Thermal Fractionation��������������� ������� ����� 10C, 9C

2004G339 NOx���������Mo�������XAFS���� ���� ����� 10B

2004G340 ������������������NEXAFS������� ����������
�

�����
11A, 13C,
8A

2004G341 ��������������� ���� ����� 5

2004G342 Structual determination of the SARS coronavirus proteins
The Faculty of Life
Science, National Yang-
Ming Univ.

Shwu-Huey
Liaw NW12

2004G343 DNA binding and cleavage by site-specific and nonspecific HNH
family endonucleases

Institute of Molecular
Biology Academia Sinica
Taiwan

Hanna S.
Yuan NW12

2004G344 Crystal structures of shark Immunoglobulin New Antigen
Receptors(IgNARs)

CSIRO, Health Science
& Nutrition

Victor
Streltsov 5, NW12

2004G345 ����������X����� �������� ����� 5

2004G346 �����������Atg����������� ��� ����� NW12

2004G347 RNA�DNA�������������� ����������
���

����� NW12, 5

2004G348 L������������� ��������� ����� 5

2004G349 ����������������������������
���

��� ����� 5, NW12

2004G350 3-D-������������������ ��������� �����
NW12, 6A,
5
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2004G351 Xanthomonas maltophilia��������������IV���
��

��������� �����
6A, 5,
NW12

2004G352 �����P. gingivalis������������������
������

��������� �����
6A, NW12,
5

2004G353 ���TATA����������������������� ����������
�

����� NW12, 5

2004G354 �������������-������������� ����������
���

����� NW12, 5

2004G355 �����������������������
����������
���

����� NW12, 5

2004G356 ������������
����������
�������

����� NW12

2004G357 ���������������������������� ���� ����� 5, NW12

2004G358 ������������������ ���� �����
5, NW12,
6A

2004G359 ����������������������������
������

������ ����� NW12, 5

2004G360 ������������������������������
���

����������
�

����� 6A, NW12

2004G361 ���������������������Tom1�����
��

��� �����
5, NW12,
6A

2004G362 Structure determination of engineered immunogens for development of
potential anti-HIV vaccines ��� �����

18B, 6A,
NW12

2004G363 Structure determination of a novel ubiquitin-interacting domain from
the mammalian ESCRT-II protein complex ��� �����

18B, 6A,
NW12

2004G364 �����������CERT������� ��� ����� 5, 6A, 18B

2004G365 arfophilin � Rab11 �� Arf5 ������������ ��� �����
5, NW12,
6A

2004G366 ������-tRNA���������� PylS ������� ����������
���

����� NW12, 5

2004G367 �������������������������X���
����

������ �����
NW12, 5,
6A

2004G368 �����pp-GalNAcT-10���������� ����������
�

�����
NW12, 5,
6A

2004G369 ���������2',3'���������3'��������
����������

������� ����� NW12

2004G370 ���tmRNA�SmpB���������� ����������
���

����� 6A, NW12

2004G371 Structural studies of prokaryotic transcription ������
Vassylyev
Dmitry 5, NW12

2004G372 �������X������� ���� ����� NW12, 5

2004G373 ������������������ATP������� ������� ����� 5, NW12

2004G374 ����������������������������
���������

���� ����� NW12

2004G375 ���� Pyrococcus horikoshii �� DNA polymerase D ����
�

����������
���

����� 6A

2004G376 ������������������������� ��������� �����
NW12, 5,
6A

2004G377 Crystal structures of MHC class II peptide complex associated with
type 1 diabetes

Gyeongsang National
University Kon Ho Lee NW12A, 5,

6A
2004G378 ���������������������� ���� ����� 10C

2004G379 �������X������������3��CT����� ��������� ����� 3C2

2004G380 ����������������������������
������

��� ����� 15A

2004G381 ���������������������������� ������ ����� 15A

2004G383 ��-L-���������������������� ���� ����� 10C

2004G384 ��������SR1����GroEL������������ ��� ����� 15A

2004G385 X���������������������������
����������

��������� ����� 15A

2004G386 Monomer-dimer equilibrium of trigger factor in function ����� Jun-Mei Zhou 15A

2004G387 ����������������X����� ��������� ����� 4A

2004G389 Diffraction Enhanced Imaging of Carcinoma
China-Japan Friendship
Institute of Clinical
Medical Sciences

Jintian TANG 14C1, 14B
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掲示板

2004G390 ����������3���������������� ������ ����� 15A

2004G391 �����Ca, P, S�K��L��������� ���� ����
11A, 11B,
12A

2004G392 �����������������SAXS������II ����� ����� 10C

2004G393 [NiFe]�����������������Ni, Fe EXAFS ���� ����� 10B, 12C

2004G394 ��������������������� ��� ����� 27A, 27B

2004G395 ����������������������������
�

��� ����� 27B

2004P009 X������������������� ���� ����� NE5A

2004P010
Evolution of crystal and electronic structures in (Ag, In) xZn2-2xS2 solid
solutions

�������
Valery
Petrykin 1B, 4B2

2004P011 ���������������PIC�����X������
���

��� ��� 15C

2004P012 �������������������������� ��� ���� 10C

2004P013 �������������������� Cr-Al-N-O ����
���������������

����������
����������
��

����� 9A, 11A

2004P014 ���������������������������� ����� ����� 27B

2004P015 Nanosecond Time Scale Structural Studies of Phase Changes in Nano-
scale Optical Memory Devices ��� Paul�Fons NW2

*��������������
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������

放射光共同利用実験審査委員会実験課題審査部会委員名簿
　　　　　　　

氏　名 所　　属　・　職　　名 分科

所

外�

委�

員

　秋本　晃一 　名古屋大学大学院工学研究科・助教授 構造物性

　朝倉　清高 　北海道大学触媒化学研究センター・教授 化学・材料

　和泉　義信 　山形大学大学院理工学研究科・教授 生命科学Ⅱ

　伊藤　正久 　群馬大学工学部・教授 電子物性

　神谷　信夫 　理化学研究所播磨研究所・主任研究員 生命科学Ⅰ

　木下　豊彦 　東京大学物性研究所・助教授 電子物性

　桜井　健次 　物質・材料研究機構材料研究所・リサーチディレクター 化学・材料

　佐々木　聡 　東京工業大学応用セラミックス研究所・教授 構造物性

　高田　昌樹 　高輝度光科研究センター・主席研究員 構造物性

　武田　　徹 　筑波大学臨床医学系・講師 生命科学Ⅱ

　竹村　謙一 　物質・材料研究機構物質研究所・主席研究員 構造物性

　田之倉　優 　東京大学大学院農学生命科学研究科・教授 生命科学Ⅰ

　田渕　雅夫 　名古屋大学大学院工学研究科・助教授 化学・材料

　野島　修一 　東京工業大学大学院理工学研究科・助教授 化学・材料

　藤森　　淳 　東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授 電子物性

　松原英一郎 　東北大学金属材料研究所・教授 化学・材料

　三木　邦夫 　京都大学大学院理学研究科・教授 生命科学Ⅰ

　宮原　恒昱 　東京都立大学大学院理学研究科・教授 電子物性

　村上　洋一 　東北大学大学院理学研究科・教授 構造物性

　山口　敏男 　福岡大学理学部・教授 化学・材料

　横山　利彦 　岡崎国立共同研究機構分子科学研究所・教授 化学・材料

　若林　克三 　大阪大学大学院基礎工学研究科・教授 生命科学Ⅱ

所
内
委
員

　松下　　正 　物構研・副所長 －

○野村　昌治� 　物構研　放射光科学第一研究系・研究主幹 －

　河田　　洋 　物構研　放射光科学第二研究系・研究主幹 －

　春日　俊夫　 　物構研　放射光源研究系・研究主幹 －

　飯田　厚夫　 　物構研　放射光科学第一研究系・教授 化学・材料

　伊藤　健二 　物構研　放射光科学第一研究系・助教授 電子物性

　小林　克己 　物構研　放射光科学第一研究系・助教授 生命科学Ⅱ

　那須奎一郎 　物構研　放射光科学第一研究系・教授 電子物性

　若槻　壮市 　物構研　放射光科学第二研究系・教授 生命科学Ⅰ

　　　　　　　�○�部会長　　　　任期：平成 ��年 �月 �日～平成 ��年 �月 ��日�

実験課題審査部会委員名簿（分科会別）
電子物性 構造物性 化学・材料 生命科学Ⅰ 生命科学Ⅱ

伊藤　健二 秋本　晃一 朝倉　清高 神谷　信夫 和泉　義信 春日　俊夫

伊藤　正久 佐々木　聡 飯田　厚夫 田之倉　優 小林　克己 河田　　洋

木下　豊彦 高田　昌樹 桜井　健次 三木　邦夫 武田　　徹 野村　昌治

那須奎一郎 竹村　謙一 田渕　雅夫 若槻　壮市 若林　克三 松下　　正

藤森　　淳 村上　洋一 野島　修一

宮原　恒昱 松原英一郎

山口　敏男

横山　利彦
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放射光共同利用実験審査委員会研究計画検討部会委員名簿
　　　　　　　

氏　名 所　　属　・　職　　名

所

外�

委�

員

　朝倉　清高 　北海道大学触媒化学研究センター・教授

　雨宮　慶幸 　東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授 

　柿崎　明人 　東京大学物性研究所・教授

　佐々木　聡 　東京工業大学応用セラミックス研究所・教授

　高田　昌樹 　高輝度光科研究センター・主席研究員

　藤森　　淳 　東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授

　松原英一郎 　東北大学金属材料研究所・教授

　三木　邦夫 　京都大学大学院理学研究科・教授 

　宮原　恒昱 　東京都立大学大学院理学研究科・教授 
　村上　洋一 　東北大学大学院理学研究科・教授

　八木　健彦 　東京大学物性研究所・教授 

　若林　克三 　大阪大学大学院基礎工学研究科・教授  

所
　
内
　
委
　
員

　松下　　正 � 　物構研・副所長

　野村　昌治　 　放射光科学第一研究系・研究主幹 

○河田　　洋 　放射光科学第二研究系・研究主幹 
　春日　俊夫 　放射光源研究系・研究主幹

　飯田　厚夫　 　放射光科学第一研究系・教授 

　小林　克己 　放射光科学第一研究系・助教授 

　前澤　秀樹� 　放射光源研究系・教授

　柳下　　明 　放射光科学第一研究系・教授

　若槻　壮市 　放射光科学第二研究系・教授

　　　�○�部会長　　　　　任期：平成 ��年 �月 �日～平成 ��年 �月 ��日�

平成 16年度客員研究員一覧

氏　名 所属・職名 客員教授等の名称
朝倉　清高 　北海道大学触媒化学研究センター・教授 客員教授
有馬　孝尚 　東北大学多元物質科学研究所・教授　 客員教授
腰原　伸也 　東京工業大学大学院理工学研究科・教授 客員教授

藤森　　淳 　東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授 客員教授

渡辺　信久 　北海道大学大学院理学研究科・助教授 客員助教授

花木　博文
　高輝度光科学研究センター・
　加速器部門線型加速器グループリーダー

客員教授

加藤　政博 　自然科学研究機構　分子科学研究所
　極端紫外光研究施設・教授 客員教授

掲示板
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平成 16年度第一期配分結果一覧
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編集委員会から

������

平成 16年度前期内部スタッフ・大学院生優先ビームタイム実施課題一覧

課題番号 申請者 所属 課題名 ステー
ション

��������� 水沢　厚志 総研大 水熱合成による新規化合物�������の電気化学的酸化還元作
用における ������������ ���

��������� 張　　小威 �� 新型マイケルソン型Ｘ線干渉計のテスト � ���

��������� 間宮　一敏 研究機関研究員 �������表面上 ��超薄膜の内殻吸収磁気円二色性測定 ���

��������� 足立　純一 �� 運動量画像法を用いた強光子場中原子の光電子スペクトル測
定の試み ���又は ���

��������� 小野　寛太 �� 高分解能角度分解光電子分光とフェルミ面マッピング ��

��������� 小野　寛太 �� 軟Ｘ線領域での高分解能角度分解電子分光 ��

��������� 橋本　英子 総研大 暗視野用Ｘ線光学系を用いた耳小骨の非破壊測定 ���

��������� 島雄　大介 総研大 暗視野法のためのＸ線光学系素子とその画像描写能の評価 ���

��������� 島雄　大介 総研大 暗視野用Ｘ線光学系の関節イメージングへの応用 ����

��������� 久保田正人 �� 有機薄膜（フタロシアニン ��������の配向の膜厚依存性 ��

��������� 久保田正人 �� 新規光触媒の光照射下での光電子分光 ���

��������� 森本　　理 総研大 フォトンディテクターのエネルギーキャリブレーション実験 ���

��������� 東　　善郎 �� 実験装置 �����調整 ��

平成 16年度第 1期施設留保ビームタイム実施課題一覧

課題番号 申請者 所属 カテゴ
リー 課題名 ステー

ション

��留 ��� 野村　昌治 �� � ����を用いた蛍光 ����のテスト ��

��留 ��� ��������
������������ �������大学 � ����������������������������������������������������

����，�������� ���

��留 ��� 佐賀山　基 研究機関研究員 ���� ����
�
�

��
の極低温高圧下Ｘ線回折実験の予備テスト ��

��留 ��� ���������
������� ���� � ���������������������������������������������������

��������������������������������������� ���

��留 ��� 田中　雅彦 �� � 新規酸窒化物・窒化物蛍光体の詳細構造解析 ���

��留 ��� 小林　克己 �� � 紫バクテリア光吸収センター ���たんぱくの集合状
態の研究 ���

��留 ��� 工藤　喜弘 ソニー � 有機溶媒中��錯体の ����測定テスト ���

��留 ��� 若林　裕助 �� � 新ユーザートレーニング：低温回折実験 ��

��留 ��� 野村　昌治 �� � ビームタイムに変更分があり，留保枠を使用しなかっ
たため取り下げ。 ��

��留 ��� 汲田　哲郎 東京都立大 ���� Ｘ線検出器の較正 ���

��留 ��� ���������
������� ���� � ���������������������������������������������������

��������������������������������������� ���

��留 ��� 澤　博 �� � 新ユーザートレーニング：共鳴Ｘ線散乱 ��

��留 ��� 平井　誠 長岡技術科学大
学 � パルスレーザー堆積法で作製された高耐久性

���������薄膜における析出相による硬化機構の究明 ��

【施設留保ビームタイム申請カテゴリー】
�．故障等に対するビームタイムの補填。やり残した実験の補充。
�．ビームライン・実験装置の性能向上を速やかにする。
�．�型課題の受付をし，重要な研究の計画から成果公表までの時間を短縮する。
�．新規ユーザー開拓への活用（実習，試行実験等）。
�．受身の共同利用から能動的な共同利用へ。
�．施設としての柔軟性の確保。


