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文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクト 平成16年度放射光グループ研究成果報告会 

『放射光利用ナノテク最前線2005』開催のご案内 

 

平成１７年 ５月１８日 

 

財団法人高輝度光科学研究センター 

日本原子力研究所 

独立行政法人物質・材料研究機構 

立命館大学 

 

概要 

平成14年度より文部科学省が実施している「ナノテクノロジー総合支援プロジェ

クト」において「放射光を活用した解析支援」を行う機関に大型放射光施設SPring-8

（財団法人高輝度光科学研究センター、日本原子力研究所、独立行政法人物質・材

料研究機構により支援実施）と立命館大学が指定されました。 

 

本プロジェクトは、我が国におけるナノテクノロジー研究を戦略的に推進し、且

つ、この分野における科学技術の発展を促すことを目的とし、最先端のナノテクノ

ロジー研究に携わる産学官の研究者に対して、施設・設備の利用の機会を提供する

とともに、最適な実験計画の立案・指導、利用技術の指導・助言、実験結果の解析・

評価に対する助言等の支援を行うものです。 

 

今回の研究成果報告会は、ナノテクノロジー研究分野の招待講演を実施するとと

もに平成16年度に支援した研究の中から特に優れた成果を紹介することにより、ナ

ノテクノロジー研究分野での放射光の有効性、必要性および可能性について産学官

の研究者の方々に理解を深めていただくものになればと考えております。 

 

なお、研究成果報告会の詳細および参加申込については、別紙を参照していただ

くか、SPring-8のホームページを参照してください。 

 

URL http://www.spring8.or.jp/j/for_users/nano_tech/result-04 
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別 紙 

 

文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクト 平成16年度放射光グループ研究

成果報告会 

『放射光利用ナノテク最前線2005』開催のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平成14年度から実施している文部科学省の「ナノテクノロジー総合支援プロジェク

ト」において「放射光を活用した解析支援」を行う機関に指定されたSPring-8と立命

館大学が、今般、以下の要領で研究成果報告会を開催します。 

 ご多忙中の折とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、奮ってご参加下さいます

ようお願い申しあげます。 

 参加申込書は別紙のとおりとなっておりますので、E-mailまたはFAXにて、必要事

項を明記のうえ、お申し込みください。（先着200名様） 

併せて、SPring-8のホームページからも参加申込を受け付けております。   

URL http://www.spring8.or.jp/j/for_users/nano_tech/result-04 

 

敬具 

 

記 

 

１．日 時：平成17年6月13日（月）午前10時～午後5時30分 

 

２．場 所：ホテルセントノーム京都（JR京都駅南） 

〒601-8004京都市南区東九条東山王町19-1 

URL http://www.centnovum.or.jp 

 

３．主 催：財団法人高輝度光科学研究センター、日本原子力研究所、独立行政法人

物質・材料研究機構、立命館大学 

 

４．後 援：（財）大阪科学技術センター、（社）応用物理学会、（社）日本化学会、（社）

日本物理学会、（社）日本分析化学会、ナノ学会、日本結晶学会、日本表

面科学会、日本放射光学会（50音順） 

 

５．趣 旨： 

   平成14年度から文部科学省が実施している「文部科学省ナノテクノロジー総合

支援プロジェクト」において「放射光を活用した解析支援」を行う機関に指定さ
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れた大型放射光施設SPring-8（財団法人高輝度光科学研究センター、日本原子力

研究所、独立行政法人物質・材料研究機構）と立命館大学が主催する研究成果報

告会です。 

   今回の研究成果報告会は、ナノテクノロジー研究分野の招待講演を実施すると

ともに平成 16 年度に支援した研究の中から特に優れた成果を紹介することによ

り、ナノテクノロジー研究分野での放射光の有効性、必要性および可能性を広く

産学官の研究者の方々に理解していただき、我が国のナノテクノロジー研究の今

後の発展に資することを目的としています。 

 

６．プログラム： 

10:00～10:05  開会挨拶 

10:05～10:15  ナノテクノロジー総合支援プロジェクトの紹介 

        ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター 中村 英俊 

10:15～11:00  招待講演 

「高エネルギーマイクロビームの開発と重金属元素分析への応用」 

寺田 靖子 （財）高輝度光科学研究センター   

11:00～11:30  研究成果報告 

       「微小角入射X線回折法を用いた配向成長カーボンナノチューブの高

密度化と低抵抗コンタクトの研究」  

粟野 祐二 （株）富士通研究所 

11:30～12:00  研究成果報告 

     「軟X線磁気円二色性法を利用した希土類金属内包フラーレンの高感

度磁化解析」  

  中村 哲也 （財）高輝度光科学研究センター   

12:00～14:00  休憩ならびにポスター発表 

14:00～14:45  招待講演    

      「集束イオンビームによる三次元ナノテクノロジーの展開」  

松井 真二 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所   

14:45～15:15  研究成果報告 

       「MS/SPSプロセスによるセラミック複合材金型用LIGA構造体の製作」 

宮野 公樹 九州大学  応用力学研究所 

15:15～15:45  研究成果報告   

       「XAFS法による金属イオン配位により誘起される溶媒の構造異性化に

関する研究」 

梅林 泰宏 九州大学大学院 理学研究院 

15:45～16:15  研究成果報告 

       「ナノチューブ成長用触媒金属/SiO2/Si構造における表面・界面反応
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の軟X線光電子分光による研究」 

         渡辺 義夫 NTTアドバンステクノロジ（株） 

16:15～16:25  休憩 

16:25～16:55  研究成果報告 

「リチウム電池正極のエピタキシャル薄膜を用いた理想電極界面の

構築－放射光による電極反応のその場観察」 

        菅野 了次 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 

16:55～17:25  研究成果報告 

       「NiAl表面における酸化膜の形成過程と終端構造」 

 福谷 克之 東京大学 生産技術研究所 

17:25～17:30  閉会挨拶 

 

７．参加費：無料 

 

８．定 員：200名 ※定員になり次第締切とさせていただきます。 

 

９．参加申込方法： 

○FAXでお申し込みの場合 

   別紙の参加申込に必要事項明記のうえ下記参加登録事務局までお申し込みくだ

さい。 

○電子メールでお申し込みの場合 

氏名、所属、部署、役職、住所（連絡先）、電話番号、FAX、E-mail をご記入のう

え下記参加登録事務局までお申し込みください。 

○HPからのお申し込みの場合 

SPring-8HPナノテク報告会参加申込登録画面からお申し込みください。 

URL http://www.spring8.or.jp/j/for_users/nano_tech/result-04 

 
以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝参加登録事務局・問い合わせ先＝ 

（財）高輝度光科学研究センター 

研究調整部 

ナノテクノロジー総合支援プロジェクト 

放射光グループ 事務局 

三好（ミヨシ）、岡林（オカバヤシ） 

TEL：0791-58-0919／FAX：0791-58-0830 

E-mail：nano_tech@spring8.or.jp 

URL：http://www.spring8.or.jp 
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問い合わせ先： 

〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都１－１－１ 

財団法人 高輝度光科学研究センター 

広報室長 原 雅弘 

E-mail：hara@spring8.or.jp 

TEL：0791-58-2785／FAX：0791-58-2786 

 

〒305-0047 茨城県つくば市千現１－２－１ 

独立行政法人物質・材料研究機構 

広報室 

TEL：029-859-2026／FAX：029-859-2017 

 

 

事業内容に関すること： 

財団法人 高輝度光科学研究センター 

研究調整部 

ナノテクノロジー総合支援プロジェクト 

放射光グループ事務局 三好 忍、岡林 法子 

E-mail：nano_tech@spring8.or.jp 

TEL：0791-58-0919／FAX：0791-58-0830 



ポスター発表   ■時間：12：00～14：00 ■会場：貴船の間 

             

＊＊＊SPring-8＊＊＊ 

■立方体形状 FePt ナノ微粒子の磁気的特性の X線磁気円二色性による研究  

山本 真平 京都大学 化学研究所 

 

■X 線共鳴散乱法によるⅢ-V 族化合物半導体のナノ周期構造の評価  

小柴 俊  香川大学 

 

■Co nano dots fabricated on Si(111) surface: fabrication and XMCD study 

木村 昭夫  広島大学 

 

■Electronic structure of Heusler-type Co2MnGe probed by hard X-ray photoemission 

spectroscopy 

木村 昭夫 広島大学   

 

■次元性の観点からの C60ナノウィスカーの構造解析   

谷垣 勝己  東北大学 

 

■硬 X線光電子分光による強相関電子系強磁性酸化物ナノ薄膜の電子状態評価 

田中 秀和  大阪大学 

 

■SPELEEM を用いたナノ構造材料の観察と新しい収差補正法を用いた高分解能光電子顕微

鏡の予備実験   

越川 孝範  大阪電気通信大学  

 

■K-B ミラーを用いたマイクロビーム蛍光 X線分析システムの開発  

寺田 靖子 （財）高輝度光科学研究センター 

 

■ｆｃｃ鉄薄膜のフォノン状態密度 

田中 崇之 東京工業大学、角田 頼彦 早稲田大学 

 

■磁性強誘電体 ビスマス、鉛ー3d 遷移金属ペロブスカイト 

東 正樹  京都大学 

 

■超熱原子状ビームにより室温酸化したシリコンナノ酸化膜の表面構造解析 

田川 雅人 神戸大学 

 

■触媒頻用銀の X線蛍光分光による価電子状態解析 

伊藤 嘉昭 京都大学 

    

＊＊＊立命館大学＊＊＊ 

■NEXAFS による延伸した ARTON フィルムの配向解析   

木村 慎一  株式会社 JSR 

 

■LIGA プロセスを用いたアクリル樹脂基板上への微細形状パターニング技術  

黒川 正也 株式会社 スターライト工業 

 

■放射光励起 2次元光電子分光用ビームラインの開発  

浜田 洋司  立命館大学 

別添資料１ 



 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

フリガナ： 
        

 

氏  名： 

                                姓                                             名 

所  属： 

 

部 署： 

 

役 職： 

 

ご住所（連絡先）:      勤務先     自宅  （いずれかに、マークをお願いします。） 

 

 〒                                                                                   

TEL:                               FAX:                              

E-MAIL:             

 

 

申込み用紙を下記事務局までお送り下さい。 

（財）高輝度光科学研究センター 

研究調整部 

ナノテクノロジー総合支援プロジェクト 放射光グループ 事務局  

三好（ミヨシ）、岡林（オカバヤシ）  

〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都 1-1-1 

TEL0791-58-0919／FAX0791-58-0830 E-mail:nano_tech@spring8.or.jp 

 

事務局使用欄 

Reg. No.:       
Date Rcvd.:            

参 加 申 込 書 

文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクト 平成１６年度放射光グループ研究成果報告会 

「放射光利用ナノテク最前線 2005」 
日時：平成１７年６月１３日（月）１０：００～１７：３０ 場所：ホテルセントノーム京都 

 

FAX  TO： 0791-58-0830 

別添資料２ 


