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受付番号 講演番号（ブレイクアウトルーム名） 発表者 所属 奨励賞 タイトル

C000199 PC2-1_CD-2020C0005-0006 花島 隆泰 CROSS 中性⼦科学センター （2020C0005, 2021C0006）弱磁場条件下の偏極中性⼦オフスペキュラー散乱と磁気コントラストバリエーション中性⼦反射法開発
　Development of methods on polarized neutron off-specular scattering and magnetic contrast variation neutron reflectivity under weak magnetic field

C000019 PC2-2_CD-2021C0001 社本 真⼀ 総合科学研究機構 （2021C0001） 動的磁気対相関関数解析法(DymPDF)の開発
C000299 PC2-3_CD-2021C0002-0007 宮崎　 司 CROSS （2021C0002）（2021C0007）中性⼦反射率による調湿環境での⾼分⼦薄膜/Si界⾯の⽔の可視化

C000014 PC2-4_CD-2021C0003 松浦 直⼈ CROSS （2021C0003）絶縁体粉末試料における極低温冷却⽅法の確⽴
　Study of cooling method for neutron scattering using insulating powder samples

C000163 PC2-5_CD-2021C0004 岩瀬 裕希 Comprehensive Research Organization for Science and Society
(CROSS) （2021C0004）中性⼦⼩⾓・広⾓散乱装置「TAIKAN」における調湿環境の開発

C000098 PC2-6_CD-2021C0005 ⼤⽯ ⼀城 CROSS （2021C0005）⼤観におけるカイラル磁性体の準弾性SANS測定⼿法の開発
C000178 PC2-7_CD-2021C0008 PARKER JOSEPHCROSS （2021C0008）Counting-type neutron imaging detector development towards higher rate and higher spatial resolution at BL22
C000187 PC2-8_CD-2021C0009 町⽥ 真⼀ CROSS （2021C0009）ガス関連物質の超⾼圧下における中性⼦回折実験のための⼿法開発
C000168 PC2-9_JP-2021P0100 原⽥ 正英 JAEA （2021P0100）⽔素含有物質の断⾯積測定
C000010 PC2-10_JP-2021P0200 ⻘⽊ 裕之 原⼦⼒機構 （2021P0200）ディープラーニングを⽤いた中性⼦反射率測定における統計ノイズ低減技術の開発
C000297 PC2-11_JP-2021P0300 ⽊村 敦 （2021P0300）⼤強度パルス中性⼦と複数種類の検出器を⽤いた中性⼦核反応研究
C000013 PC2-12_JP-2021P0400 Stefanus HarjoJ-PARC Center, JAEA （2021P0400）Deformation behavior of materials with Millefeuille structure
C000089 PC2-13_JP-2021P0500 奥 隆之 J-PARCセンター JAEA （2021P0500）中性⼦光学デバイスおよび検出システムの開発と応⽤
C000193 PC2-14_JP-2021P0600 ⻤柳 亮嗣 ⽇本原⼦⼒研究開発機構J-PARCセンター （2021P0600）偏極中性⼦を⽤いた乱れた構造に係る研究⼿法の開発
C000223 PC2-15_JP-2021P0700 鈴⽊ 淳市 CROSS 中性⼦科学センター （2021P0700）中性⼦⼩⾓散乱による燃料電池触媒層の研究
C000254 PC2-16_A-001 菅原 雄真 上智⼤理⼯ 〇 　磁気ボトル型エネルギー分析器を⽤いたNe原⼦の⼆重光電離ダイナミクスの研究
C000048 PC2-17_B-004 樹神 克明 ⽇本原⼦⼒研究開発機構 　⾦属磁性体Mn3RhSiの短距離磁気秩序相の磁気構造
C000117 PC2-18_B-007 ⽥中 誠也 公⽴諏訪東京理科⼤学 　Ba(Fe1-xScx)12O19（x=0.153，T=4 K）のincommensurateヘリカル磁気構造解析
C000134 PC2-19_B-010 熊⽥ 隆伸 茨城⼤学理学部 　Eu3Rh4Sn13の結晶構造相転移と反強磁気秩序の量⼦ビーム散乱研究
C000184 PC2-20_B-013 浅井 晋⼀郎 東⼤物性研 　⼆次元ファンデルワールス強磁性体Fe5-xGeTe2の中性⼦⾮弾性散乱研究
C000047 PC2-21_C-016 ⽶⼭ 明男 九州シンクロトロン光研究センター 　APDアレイ検出器を⽤いたns時間分解XRDによる熱伝搬可視化の基礎検討
C000162 PC2-22_C-019 中島 伸夫 広島⼤学 　共鳴X線発光分光による圧電体Ba(Ti1-xSnx)O3のSn 置換効果

C000246 PC2-23_C-022 城島 ⼀暁 東京⼯業⼤学 理学院化学系 〇 　六⽅ペロブスカイト関連構造を持つ ⾼い酸化物イオン伝導体における伝導経路の解明
　Investigation of conduction pathways in high oxide ion conductors with hexagonal perovskite–related structures

C000095 PC2-24_D-025 杉⼭ 純 総合科学研究機構(CROSS) 中性⼦科学センター 　μ-SRで視るスピネルLi4Ti5O12中のLiイオン拡散
C000219 PC2-25_D-028 ⼾嶋 涼 茨城⼤学 〇 　光増感⾊素BODIPYを配位⼦にもつコバロキシム錯体の共結晶作成の試み
C000042 PC2-26_E-031 ⽯垣 徹 茨城⼤学　フロンティア応⽤原⼦科学研究センター 　iMATERIAにおける電池の充放電その場測定環境について
C000132 PC2-27_E-034 奥⽥ 浩司 Kyoto Univ. 　希薄Ｍg（Ｙ/Gｄ）Ｚｎ合⾦の組織形成過程のＳＡＸＳ／ＸＡＦＳによる検討
C000249 PC2-28_E-037 倉持 昌弘 茨城⼤学・院・理⼯学 　回折X線ブリンキングによる結晶材料の動的構造解析
C000025 PC2-29_F-040 原⽥ ⼀輝 ⼭⼝⼤学⼯学部 〇 　オペランド観測による炭酸コバルト触媒表⾯の吸着イオンの機能解明
C000094 PC2-30_G-043 染⾕ ⼤地 Tokyo Univ. Sci （2021S2-003, 2018S2-005）テトラシアノキノジメタン単結晶上に積層したジベンゾテトラチアフルバレンの界⾯電⼦構造評価
C000172 PC2-31_G-046 廣森 慧太 広島⼤学⼤学院先進理⼯ 〇 　顕微XPS測定によるTiO2結晶表⾯のアナターゼ／ルチル相境界における光触媒活性
C000050 PC2-32_H-049 興野 純 筑波⼤学⽣命環境 　グレイガイト(Fe3S4)の⽣成とその構造特性
C000011 PC2-33_I-052 ⼩野 重明 国⽴研究開発法⼈海洋研究開発機構 　⾼温⾼圧条件下での固体アルゴンの密度変化
C000096 PC2-34_I-055 沈 暁玲 横浜国⽴⼤学理⼯学府 〇 　Pressure induced structural phase transition of CsCl type CeZn compound
C000244 PC2-35_I-058 武⽥ 圭⽣ 室蘭⼯業⼤学 　⾼圧下における半導体ナノ粒⼦間の相互作⽤
C000213 PC2-36_J-061 新妻 佑⽃ 東北⼤学⼤学院⼯学研究科 〇 　Hf10Co90および Hf70Co30⾮晶質合⾦の X 線異常散乱法による構造解析
C000082 PC2-37_K-064 ⼭路 彩花 Yamagata University 〇 　多糖類⼀軸配向膜の構造解析
C000107 PC2-38_K-067 宮崎 航 ⼭形⼤学⼯学部 〇 　溶融混練におけるポリプロピレンとシクロデキストリンの 包接挙動の解明
C000189 PC2-39_K-070 ⻑濱 佑美 奈良⼥⼦⼤学⼤学院 〇 　SAXS とレオロジーによるアミノ酸-糖ハイブリッド 界⾯活性剤の会合体特性
C000237 PC2-40_K-073 宇津⽊ 茂樹 SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies 〇 （2021PF-Q006）熱アニール処理が⽩⾦上のアイオノマー薄膜における⽔のクラスター構造に与える影響
C000282 PC2-41_K-076 ⼩林 礼実 奈良⼥⼦⼤学⼤学院 〇 　SAXSを⽤いたアミノ酸－糖ハイブリッド界⾯活性剤が 形成する会合体の構造解析
C000292 PC2-42_K-079 吉村 倫⼀ 奈良⼥⼦⼤学 　SAXSを⽤いたリン酸エステル塩型アニオン界⾯活性剤／四級アンモニウム塩系カチオン界⾯活性剤 混合系の会合挙動
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C000073 PC2-43_L-082 ⾚⽻根 健⽣ 東洋⼤学⼤学院 ⽣命科学研究科 　イネの粒重を抑制するTGW6のX線結晶構造解析
C000091 PC2-44_L-085 ⻑⾕川 智紀 茨城⼤学⼤学院 　マイクロ流路を⽤いた⼤形良質タンパク質結晶育成法の確⽴
C000114 PC2-45_L-088 根岸 政也 茨城⼤⼯ 　マイクロ流路による⼤形良質タンパク質結晶育成法の精密化とソーマチンへの適⽤
C000130 PC2-46_L-091 齋藤 洋也 茨城⼤学⼤学院 　マイクロ流路による⼤形良質結晶育成法のグルコースイソメラーゼへの適⽤

C000160 PC2-47_L-094 藤間 祥⼦ 東京⼤学⼤学院薬学系研究科 　植物オルガネラC-to-U RNA編集酵素DYW-1の 構造⽣物研究
　Structural study of plant organellar C-to-U RNA editing enzyme DYW-1

C000236 PC2-48_L-097 安達 成彦 ⾼エネ機構・物構研・構造⽣物 　KEKクライオ電顕の共同利⽤型の運⽤と単粒⼦解析
C000242 PC2-49_L-100 ⿅島 騰真 東⼤院・農 〇 　ビフィズス菌由来のB型⾎液型抗原に特異的なGH110 α1,3-galactosidase AgaBbの構造解析

C000264 PC2-50_L-103 Takuya UsuiDivision of life Science Graduate School of Life Science,
Hokkaido University 〇 　Structure determination of protein-tRNA complex  by using AlphaFold2 predicted model

C000031 PC2-51_M-106 新井 栄揮 （国）量⼦科学技術研究開発機構 　⻘⾊光照射によって誘導されるクリプトクロム4の構造変化と⾃⼰会合

C000035 PC2-52_M-109 箕輪 希海 茨城⼤学⼤学院 理⼯学研究科 　DNA酸化損傷修復酵素hOGG1の 塩基除去機構の解明に向けた構造造⽣物学的研究
　Structural biology for elucidation of base excision mechanism by a DNA oxidative damage repair enzyme, hOGG1

C000043 PC2-53_M-112 澤⽥ 瑞季 茨城⼤学⼤学院理⼯学研究科 　Ca2+が及ぼす 蛋⽩質脱イミノ化酵素PAD3の構造と機能への影響
　Effect of Ca2+ on the structure and function of peptidylarginine deiminase type 3

C000066 PC2-54_M-115 磯部 悠介 茨城⼤学⼤学院 理⼯学研究科 　中性⼦構造解析に向けたタンパク質の完全重⽔素化 / Complete deuteration of proteins for neutron structure analysis

C000103 PC2-55_M-118 ⼩柳 ⽂哉 Ibaraki Univ. 　ミュオンによるセリンプロテアーゼ加⽔分解反応観測
　Observation of serine protease hydrolysis by muon

C000118 PC2-56_M-121 ⽮野 直峰 茨城⼤学フロンティア応⽤原⼦科学研究センター 　Fusarium oxysporum 12S 由来ラムノースグルクロン酸リアーゼの中性⼦結晶構造解析
C000164 PC2-57_M-124 ⼤林 美咲 茨城⼤学 　リゾチーム 反応機構解明に向けた糖鎖の結合様式の研究

C000201 PC2-58_M-127 ⼤原 ⿇希 量⼦科学技術研究開発機構　量⼦⽣命科学研究所 　超原⼦価ヨウ素化合物のヨウ素L3殻XANES測定
　Iodine L3-edge XANES spectroscopy of hypervalent iodine compounds

C000228 PC2-59_M-130 津⾦ 聖和 茨城⼤院理⼯ 　Met16Glu変異体の構造安定性とX線結晶構造解析
　Structural Stability and X-ray Crystal Structure of Met16Glu Mutant

C000260 PC2-60_M-133 稲葉 直登 茨城⼤学院 　Alcaligenes xylosoxidans由来のAzurin IIの結晶構造解析
C000284 PC2-61_M-136 遠藤 啓貴 茨城⼤学 ⼤学院理⼯学研究科 量⼦線科学専攻 〇 　Ni 置換型ルブレドキシン変異体のX 線・中性⼦結晶⼦構造解析
C000020 PC2-62_N-139 Voegeli Wolfgang東京学芸⼤ 　ミリ秒時間分解能Ｘ線トモグラフィのためのσ偏光型マルチビーム光学系の開発
C000045 PC2-63_O-142 ⻲沢 知夏 ⾼エネルギー加速器研究機構　物質構造科学研究所 　⽩⾊放射光によるX線エラストグラフィの撮像⽅法の検討
C000061 PC2-64_P-145 ⽊野 幸⼀ 産総研 　実⽤リチウムイオン⼆次電池の劣化イメージング
C000064 PC2-65_Q-148 中部 倫太郎 Nagoya Univ. 〇 　中性⼦⼲渉性散乱を⽤いる未知の短距離⼒探索感度向上のためのバックグラウンド低減装置の導⼊
C000166 PC2-66_R-151 原⽥ 正英 JAEA 　2021年度のMLF放射線安全チームの活動
C000275 PC2-67_R-154 ⿂住 亮介 東京⼤学⼤学院 ⼯学系研究科 〇 （2020G101）ポジトロニウムのレーザー冷却を⾒据えたドップラー分光法の開拓
C000274 PC2-68_S-157 杉⼭ 弘 ⾼エネルギー加速器研究機構，物質構造科学研究所，放射光実験施設 　PF BL-20BにおけるChannel-cut型X線コンデンサ
C000038 PC2-69_T-160 及川 健⼀ JAEA J-PARC 　中性⼦源特性試験装置 NOBORU の現状

C000083 PC2-70_T-163 坂⼝ 佳史 CROSS 　MLF光照射試料環境チームの2021年度の活動
　Activities of the MLF Light Irradiation Sample Environment Team in JFY 2021

C000152 PC2-71_T-166 梶本 亮⼀ ⽇本原⼦⼒研究開発機構 　⾮弾性中性⼦散乱装置「四季」の整備と利⽤状況
C000185 PC2-72_T-169 稲村 泰弘 ⽇本原⼦⼒研究開発機構 　MLFにおけるリモートアクセスへ向けた取り組み
C000192 PC2-73_T-172 星川 晃範 Ibaraki University 　サツマイモの測定へ向けた⽔蒸気雰囲気炉の改良
C000205 PC2-74_T-175 坂倉 輝俊 東北⼤ 　PF BL-14Aにおける4軸回折計制御システムの更新
C000218 PC2-75_T-178 瀬⾕ 智洋 ⾼エネルギー加速器研究機構 　KENSのMLFにおけるDAQシステムの構築
C000235 PC2-76_T-181 ⼭⽥ 太郎 茨城⼤学iFRC 　iBIX短時間測定によるタンパク質中性⼦結晶構造解析の可能性
C000286 PC2-77_T-184 河村 聖⼦ J-PARC 　2021年のAMATERASの利⽤状況と⾼度化
C000200 PC2-78_U-186 北島 昌史 Tokyo Tech. 　⼤学院⽣のための新しい実習(BL20A):2021年度の成果
C000121 PC2-79_V-187 ⽯⾓ 元志 CROSS 　J-PARC MLFにおける共通試料環境機器の 整備、コミッショニング、ユーザ⽀援の状況
C000018 PC2-80_W-189 ⾬宮 健太 KEK物構研 　量⼦ビーム連携研究センター(CIQuS)
C000088 PC2-81_W-191 和⽥ 健 ⾼エネルギー加速器研究機構 　低速陽電⼦実験施設報告
C000273 PC2-82_W-195 宇佐美 徳⼦ KEK物質構造科学研究所　放射光実験施設 　フォトンファクトリー
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C000079 PC3-1_KI-2020I16 ⼭⽥ 悟史 ⾼エネルギー加速器研究機構 （2020I16）中性⼦反射率計SOFIAにおける多⼊射反射率法の実現に向けたアップグレード
C000051 PC3-2_KS-2018S12 清⽔ 裕彦 名古屋⼤学 （2018S12）パルス偏極中性⼦ビームの利⽤
C000007 PC3-3_KS-2019S03 三島 賢⼆ KEK （2019S03）J-PARC BL05 (NOP)における基礎物理研究 (2021)
C000119 PC3-4_KS-2019S05 萩原 雅⼈ JAEA （2019S05）SuperHRPDの開発と機能性物質の構造科学研究
C000072 PC3-5_KS-2019S06 池⽥ ⼀貴 KEK物構研 （2019S06）⾼強度中性⼦全散乱法による機能性材料の規則不規則構造解析
C000270 PC3-6_KS-2019S07 遠藤 仁 ⾼エネルギー加速器研究機構 （2019S07）中性⼦共鳴スピンエコー分光器群(VIN ROSE)によるスローダイナミクス研究
C000032 PC3-7_KS-2019S09 横尾 哲也 KEK物構研 （2019S09）偏極中性⼦散乱装置POLANOによる交差相関物理の解明
C000298 PC3-8_KS-2019S10 ⿑藤 ⾼志 KEK物構研 （2019S10）特殊環境回折装置SPICA（BL09）における機能性物質の構造科学
C000148 PC3-9_KS-2020S01 伊藤 晋⼀ ⾼エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 （2020S01）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
C000156 PC3-10_ML-2017L1300 藤井 孝太郎 東京⼯業⼤学　理学院 （2017L1300）中性⼦回折・散乱を⽤いた新規イオン伝導体および複合アニオン材料の構造科学
C000021 PC3-11_ML-2018L0200 奥地 拓⽣ 京都⼤複合研 （2018L0200） ⾮晶質シリケイト微粒⼦の⽔分⼦ダイナミクスの解析
C000224 PC3-12_ML-2018L0300 尾宮 哲也 東京⼯業⼤学 〇 （2018L0300）オペランド中性⼦回折を⽤いたリチウムイオン電池の状態解析

C000128 PC3-13_ML-2018L0400 Guo Baoqi 京都⼤学 （2018L0400）In-situ neutron diffraction observation of dynamic transformation during the high temperature deformation of a Zircaloy-4 alloy
　その場中性⼦回折測定によるZircaloy-4合⾦の⾼温変形中における動的相変態挙動の観察

C000145 PC3-14_ML-2019L0300 中川 洋 原⼦⼒機構 （2019L0300）マルチドメイン蛋⽩質の構造とダイナミクスの階層性の解析
C000210 PC3-15_ML-2019L0400 原⽥ 雅史 豊⽥中研 （2019L0400）固体⾼分⼦形燃料電池触媒層におけるアイオノマ被覆構造
C000069 PC3-16_ML-2019L0600 川⼝ ⼤輔 九⼤院⼯ （2019L0600）エポキシ硬化物の界⾯凝集状態に及ぼす湿度の効果
C000277 PC3-17_A-002 周 健治 東⼤⼯ （2020G631）多孔材料から放出されるポジトロニウムの⾶⾏時間法によるエネルギー分布測定
C000102 PC3-18_B-005 Zheyuan LiuISSP, Univ. Tokyo 〇 　Inelastic Neutron Scattering Study on a Helimagnet Ni2InSbO6
C000127 PC3-19_B-008 尾本 星太 茨城⼤理 　Gd3Ir4Sn13の単結晶合成と放射光X線回折による構造相転移の研究
C000140 PC3-20_B-011 上⼭ 幸⼦ 東北⼤理 　CoVO3におけるV-V⼆量体化によるJeff = 1/2状態の消失
C000198 PC3-21_B-014 植⽥ ⼤地 KEK中性⼦ 　スピンダイマー形成化合物Ce5Si3の中性⼦⾮弾性散乱実験による研究
C000081 PC3-22_C-017 ⾼橋 美和⼦ 筑波⼤学数理物質 　Cu-Pd-Fe三元合⾦におけるCsCl型規則構造の形成メカニズム
C000174 PC3-23_C-020 ⼋⽅ 直久 Hiroshima City University 　マルチフェロイック材料の蛍光Ｘ線ホログラフィー
C000265 PC3-24_C-023 早稲⽥ 篤 産業技術総合研究所計量標準総合センター 　⾃⼰参照型格⼦⽐較器による単結晶シリコンの格⼦定数均⼀性評価と⼆結晶間格⼦⽐較
C000120 PC3-25_D-026 川本 ⼀輝 茨城⼤学⼤学院理⼯学研究科量⼦線科学専攻 〇 　ジベンゾバレレン誘導体の結晶相フォトクロミズムのその場観察
C000276 PC3-26_D-029 吉⽥ 楓 茨城⼤学 〇 　X線・中性⼦線回折によるジベンゾバレレン誘導体の フォトクロミズムのその場観察
C000058 PC3-27_E-032 Wenqi Mao Japan atomic energy agency 　Effect of deformation-induced martensitic transformation on nonuniform deformation of metastable austenitic steel
C000157 PC3-28_E-035 徳⽥ 誠 東北⼤学⾦属材料研究所 　BL-6C 単結晶X線異常散乱法の実際
C000256 PC3-29_E-038 久保 謙哉 国際基督教⼤学 　負ミュオン寿命法による鉄鋼中微量炭素の⾮破壊深度分布測定
C000026 PC3-30_F-041 李 梓萌 ⼭⼝⼤学⼯学部 〇 　オペランドXAFS観測による炭酸ニッケル⽔分解触媒の反応メカニズムの解明

C000150 PC3-31_G-044 村野 由⽻ 慶応義塾⼤学 〇 　エチレン酸化反応条件における Ag (110) 上の表⾯化学種のその場観測
　In Situ Observation of Surface Species on Ag (110) under Ethylene Oxidation Conditions

C000227 PC3-32_G-047 ⽯井 諒 慶⼤理⼯ 〇 　軟X線電気化学XAFSセルの開発と炭素系燃料電池触媒への応⽤
C000049 PC3-33_H-048 興野 純 筑波⼤学⽣命環境 　磁鉄鉱の酸化プロセス: マグヘマイト(γ-Fe2O3)の空孔秩序転移
C000175 PC3-34_H-050 杉原 誠 茨城⼤院理⼯ 　経済的除染⽅法開発のための汚染⼟壌からの137Cs 溶出条件の探索
C000046 PC3-35_I-053 篠崎 彩⼦ 北海道⼤学 　粉末X線回折、中性⼦回折測定による ギ酸結晶分⼦間⽔素結合の圧⼒変化の観察
C000155 PC3-36_I-056 川村 幸裕 室蘭⼯⼤ 　CeCoSi の⾼圧低温下における秩序相と構造相転移II
C000090 PC3-37_J-059 吉⽥ 亨次 福岡⼤学理学部 　ナノ空間に閉じ込められた⽔のX線構造解析

C000059 PC3-38_K-062 阿久津 和宏 （⼀財）総合科学研究機構　中性⼦科学センター 　試料重⽔素化環境及び分析⼿法の開発
　Development of Sample Deuteration and Analysis Systems

C000101 PC3-39_K-066 新井 達也 東京⼤学新領域創成科学研究科 　回折X線明滅法を⽤いた天然ゴム内分⼦動態の解析
C000125 PC3-40_K-068 菊地 ⿓弥 Sumitomo Rubber Industries ,Ltd. 　モデル化によるpolybutadieneの局所ダイナミクス解明
C000194 PC3-41_K-071 武野 宏之 群⾺⼤学⼤学院理⼯学府 　⾼強度セルロースナノファイバーコンポジットイオンゲルの構造とアクチュエーターへの応⽤
C000266 PC3-42_K-074 ⿊岩 勇 九州⼤学⼤学院理学研究院 　スクラロース-⽔混合溶液中のタンパク質の選択的溶媒和
C000285 PC3-43_K-077 ⼭⼝ 峻英 茨城⼤院理⼯ 　量⼦ビームによる絹の染⾊機構に関する研究
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C000027 PC3-44_L-080 菅原 洋⼦ 豊⽥理化学研究所 　mSRによるペプチド結合へのプロトネーションと プロトンダイナミクスの解析

C000074 PC3-45_L-083 安武 義晃 産総研・⽣物プロセス 　B型肝炎ウイルス逆転写酵素の薬剤耐性化機構の洞察
　Structural insights into the mechanisms of drug resistance in HBV reverse transcriptase

C000104 PC3-46_L-086 池⾕ 真⾥奈 静⼤・創造院・バイオサイエンス 〇 　糖質加⽔分解酵素ファミリー31に属するα-1,3-グルコシダーゼのX線結晶構造およびクライオ電⼦顕微鏡構造
C000116 PC3-47_L-089 藤本 瑞 農研機構・⾼度分析研究センター 　Klebsiella pneumoniae マルトヘキサオース⽣産アミラーゼの結晶中での構造変化
C000135 PC3-48_L-092 宮内 滉平 ⽴命館⼤学　⽣命科学研究科 （2020G077）⼩⾓X線散乱法によるc-MYC遺伝⼦プロモーターのグアニン四重鎖構造とコイル構造の観測
C000173 PC3-49_L-095 ⼤城 拓未 北⾥⼤院・理 〇 　海洋放線菌由来新規酵素の構造解析
C000238 PC3-50_L-098 岡﨑 菫 University of Shizuoka 〇 　ディフィシル菌由来スライディングクランプの X線結晶構造解析
C000258 PC3-51_L-101 菅井 碧宙 茨城⼤学理⼯ 　SAXSによる奥久慈産漆由来ラッカーゼの溶液構造
C000290 PC3-52_L-104 松垣 直宏 Photon Factory, KEK 　精密湿度気流を⽤いた室温測定環境

C000033 PC3-53_M-107 七澤 諒太 茨城⼤学⼤学院 理⼯学研究科 　PcyA D105N-BVの結晶⼤型化とプロトン化状態解明に 向けた結晶構造解析 PcyA D105N-BVの結晶⼤型化とプロトン化状態解明に 向けた結晶構造解析
　Crystal growth for PcyA D105N-BV and Crystal Structure Analysis for Elucidation of Protonated States

C000036 PC3-54_M-110 古賀 昌孝 茨城⼤学⼯学部物質科学⼯学科 　DNA酸化損傷修復酵素hOGG1の反応中間体の捕捉のための結晶化条件の検討
　Optimizations of Crystallization Conditions for Trapping Reaction Intermediates of the DNA Oxidative Damage Repair Enzyme, hOGG1

C000062 PC3-55_M-113 南本 晃希 茨城⼤学⼤学院 　緑膿菌由来マイクロヘムエリスリンの構造解析

C000078 PC3-56_M-116 ⼤林 ひかり 千葉⼤院薬 〇 　インフルエンザウイルスRNAポリメラーゼ阻害剤の探索とX線結晶構造解析
　Exploration and X-ray Crystallography of Influenza Virus RNA Polymerase Inhibitors

C000108 PC3-57_M-119 加茂 ⼤知 千葉⼤院薬 〇 　計算機設計した新規MBL阻害剤の結晶構造解析
C000123 PC3-58_M-122 ⼟⽥ 直之 群⾺⼤学　理⼯学府 （2018G095）擬環状型で⼆量体化したエーテル型リン脂質から成る膜の構造解析
C000181 PC3-59_M-125 倉内 郁哉 ⼤阪市⼤院理・物質分⼦ 〇 　エンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼ HSのX線結晶構造解析
C000232 PC3-61_M-131 江頭 美紀 東京理科⼤、理、応⽤化学 　X線結晶構造解析に向けた病原菌および好熱菌由来ガスセンサータンパク質の精製
C000280 PC3-62_M-134 ⻘⼭ 雄亮 茨城⼤学院理⼯ 　Met16His PseudoazurinのX線結晶構造解析
C000287 PC3-63_M-137 中⼭ 綾乃 茨城⼤学 　SAXSによるウルシ由来ステラシアニンの構造解析
C000247 PC3-64_N-140 ⼭⼝ 博隆 産業技術総合研究所 　X線トポグラフィによるβ-Ga2O3の転位機構の解析
C000153 PC3-65_O-143 ⼭⼝ 豊 京都⼤学⼤学院医学研究科先天異常標本解析センター 〇 　位相差X線CTおよびMRIを⽤いたヒト発⽣過程における⼤腿筋の定量解析
C000142 PC3-66_P-146 吉⽥ 昌弘 ⾦属技研株式会社 　⼩型電⼦加速器を⽤いた⾷品表⾯殺菌への応⽤
C000248 PC3-67_Q-149 ⼩久保 拓登 茨城⼤学 〇 　ミュオンペニングトラップ⽤電極中のスピン運動の評価
C000234 PC3-68_R-152 髙宮 志歩 J-PARCセンター 　MLF気体廃棄物処理設備の運転報告と改良計画
C000212 PC3-69_S-155 中村 侑平 茨⼤理⼯ 〇 　3 次元螺旋⼊射における 4 極磁⽯の回転機構の性能評価及び X-Y 結合による⼊射効率の評価
C000015 PC3-70_T-158 富永 ⼤輝 CROSS 　中性⼦散乱⽤真空槽内におけるLANケーブル
C000039 PC3-71_T-161 上⽥ 実咲 ⼀般財団法⼈ 総合科学研究機構 　NMR法を⽤いた重⽔素標識化合物の新規分析技術開発
C000110 PC3-72_T-164 巽 ⼀厳 ⽇本原⼦⼒研究開発機構 　準弾性中性⼦散乱エネルギープロファイルへのアダプティブカーネル密度推定の適⽤
C000158 PC3-73_T-167 本⽥ 孝志 KEK物構研 　⾼強度全散乱装置NOVAにおける偏極中性⼦回折システムの導⼊及び現状
C000186 PC3-74_T-170 ⽯川 喜久 総合科学研究機構 　中性⼦単結晶構造解析装置SENJUによる逆空間データのParaviewへの対応
C000202 PC3-75_T-173 森川 利明 CROSS 　中性⼦⼩⾓・広⾓散乱装置BL15(⼤観)の活動報告
C000211 PC3-76_T-176 ⼭下 翔平 ⾼エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 放射光実験施設 　軟X線顕微分光ビームライン PF BL-19A/Bの⾼度化
C000230 PC3-77_T-179 川北 ⾄信 J-PARCセンター 　中性⼦背⾯反射型分光器DNAの現状と整備計画
C000239 PC3-78_T-182 森⼭ 健太郎 ⼀般財団法⼈　総合科学研究機構　中性⼦科学センター 　単結晶中性⼦回折計SENJUにおけるリモートアクセス環境整備の現状
C000024 PC3-79_U-185 五⼗嵐 美穂 総合科学研究機構 　J-PARC MLFの2021年度の統計情報
C000124 PC3-80_V-188 野尻 雄幸 CROSS 　J-PARC MLF機器安全チーム　2021年度活動報告
C000040 PC3-81_W-190 ⼩⻄ 盛也 CROSS 　総合科学研究機構　中性⼦科学センターの活動
C000147 PC3-82_W-192 伊藤 晋⼀ ⾼エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 　J-PARC MLFにおけるKENS実験装置

C000255 PC3-83_W-194 ⽥村 格良 国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構　原⼦⼒科学研究部⾨
原⼦⼒科学研究所　研究炉加速器技術部　計画調整課 　JRR-3供⽤運転再開とJRR-3ユーザーズオフィスの活動
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C000165 PC4-1_PS-2018S1-001 ⾼橋 嘉夫 東京⼤学⼤学院理学系研究科 （2018S1-001）⽔惑星学創成のためのSTXM分析拠点の形成と応⽤
C000076
C000077 PC4-2_PS-2018S2-004,2021S2-002組頭 広志 東北⼤学多元物質科学研究所 （2018S2-004）ディラック酸化物の探索

（2021S2-002）オペラントARPES による新原理モットトランジスタの開発
C000195
C000196 PC4-3_PS-2018S2-005,2021S2-003⼩澤 健⼀ ⾼エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 （2018S2-005）BL-13B光電⼦分光システムのマイクロ測定を⽬指した⾼度化と機能性材料の精密物性評価研究

（2021S2-003）顕微軟X線分光による機能性材料の電⼦状態可視化と物性・反応との相関研究
C000068
C000070 PC4-4_PS-2018S2-006,2021S2-004⼭崎 裕⼀ 物質・材料研究機構 （2018S2-006）コヒーレント軟X線回折によるメゾスコピック領域の磁気イメージング

（2021S2-004）トポロジカル磁性体における位相⽋陥と拡張多極⼦の<br />動的構造可視化

C000221 PC4-5_PS-2019S2-001 ⼩林 寿夫 兵庫県⽴⼤学 （2019S2-001）偏光特性を活⽤した核共鳴前⽅散乱法によるFe系化合物の軌道秩序とその揺らぎの観測
　Direct observations of orbital orders and　fluctuations in iron-based compounds using nuclear forward scattering technique

C000229 PC4-6_PS-2019S2-002 ⽊村 正雄 ⾼エネルギー加速器研究機構 （2019S2-002）X線顕微鏡を中⼼とした航空機材料の機能マッピング
C000017 PC4-7_PS-2019S2-003 ⾬宮 健太 KEK物構研 （2019S2-003）軟X 線深さ分解XAFS/XMCD 法によるスピントロニクス材料研究の夜明け
C000190 PC4-8_PS-2020S2-001 熊井 玲児 ⾼エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 （2020S2-001）有機エレクトロニクス材料開発のための構造物性
C000041 PC4-9_PS-2020S2-002 中村 智樹 Tohoku University （2020S2-002）⼩惑星探査機「はやぶさ２」リターンサンプルの放射光X線回折実験
C000126 PC4-10_PS-2021PF-S001 平野 馨⼀ ⾼エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・放射光実験施設 （2021PF-S001）3次元X線ズーミング顕微鏡の開発
C000288 PC4-11_PS-2021PF-S002 ⾜⽴ 純⼀ ⾼エネルギー加速器研究機構　物質構造科学研究所　放射光実験施設 （2021PF-S002）多⽬的軟X線時間分解計測システムの開発
C000005 PC4-12_PS-2021PF-S003 中尾 裕則 ⾼エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 （2021PF-S003）軟X線領域のコヒーレンスを利⽤したイメージング⼿法の技術開発
C000139 PC4-13_PS-2021S2-001 佐藤 宇史 東北⼤学材料科学⾼等研究所 （2021S2001）マイクロARPESによる新奇トポロジカル物質の特異電⼦状態の解明
C000131 PC4-17_PT-2019T002 鈴⽊ 崇 茨城⼤院理⼯ （2019T002）低温での溶液XAFS測定装置の開発と⾼原⼦価⾦属錯体の解明
C000279 PC4-18_PT-2021T001 福 健太郎 東北⼤院理 〇 （2021T001）機械学習を⽤いた⾦属錯体の XANES スペクトルの予測と解析⼿法開発
C000151 PC4-19_PT-2021T002 辻川 ⼣貴 東⼤物性研 〇 （2021T002）TRHEPD法による銅基板上の⼤⾯積ホウ素原⼦シート、ボロフェンの構造解明
C000097 PC4-20_PU-2020U001 星野 忠次 千葉⼤学⼤学院薬学研究院 （2020U001）SARS-Cov-2のプロテアーゼと阻害化合物の共結晶構造解析
C000208 PC4-21_PU-2020U002 喜多 俊介 北海道⼤学薬学研究院 （2020U002）SARS-CoV-2スパイク蛋⽩質と中和抗体NT-193複合体のX線結晶構造解析
C000281 PC4-22_A-003 今村 隼 Sophia University 〇 　ピリジン分⼦への真空紫外光照射に伴う負イオン⽣成
C000115 PC4-23_B-006 ⻄⼝ ⽇向 茨城⼤学理学部 　La3(Co1-xRux)4Sn13における結晶構造相転移と超伝導
C000133 PC4-24_B-009 岡部 博孝 ⾼エネルギー加速器研究機構 　μSR で観たVO2中の⽔素挙動
C000144 PC4-25_B-012 下⽥ 愛海 茨城⼤学⼤学院理⼯学研究科 　Nd3T4Sn13(T = Rh,Ir)におけるカイラル結晶構造相転移と反強磁気秩序
C000272 PC4-26_B-015 ⼭本 孟 東北⼤学多元物質科学研究所 　ハニカム格⼦におけるカチオン⼆量体化
C000137 PC4-27_C-018 細川 伸也 熊本⼤学 　蛍光 X 線ホログラフィーによる Fe3O4 価数混合結晶の構造と原⼦位置ゆらぎ
C000177 PC4-28_C-021 ⼿塚 泰久 Hirosaki University 　Aサイト秩序型ペロブスカイトCaCu3Ti4O12の電⼦構造の⽅位⾓依存性
C000092 PC4-29_D-024 ⼤⽯ ⼀城 CROSS 　μ<sup>+</sup>SR及びSANSによるハードカーボン中のNaイオン拡散

C000169 PC4-30_D-027 今野 開⽃ 茨城⼤学⼤学院 　共結晶を⽤いたBODIPY-コバロキシムの結晶構造の制御 による光反応制御の試み
　Control of photoreactions of BODIPY-cobaloxime complex using cocrystals

C000293 PC4-31_D-030 伊藤 ⻯磨 茨城⼤学 　3,4-ジアミノピリジンを配位したコバロキシム錯体の結晶相光反応
C000105 PC4-32_E-033 ゴン ウー ⽇本原⼦⼒研究開発機構 　AZ31合⾦繰り返し変形挙動のマルチスケール観察
C000204 PC4-33_E-036 森 ⼀広 KEK物構研 　BaF2-SnF2系フッ化物イオン伝導体の構造と電気化学特性
C000023 PC4-34_F-039 富崎 展⽣ 国際基督教⼤学 　配向制御Zr-MOF薄膜における⽩⾦ナノ粒⼦の構造解明
C000138 PC4-35_F-042 細川 伸也 熊本⼤学 　軟X線発光分光によるモルデナイトのO 2p部分電⼦構造
C000154 PC4-36_G-045 河井 淳平 慶應義塾⼤学 　In situ AP-XPSによる⽔素化分解向けReOx-Rh触媒の活性化処理過程の観測
C000243 PC4-37_H-051 岡⽥ 慧 筑波⼤学⼤学院理⼯情報⽣命学術院⽣命地球科学研究群 〇 　ボールミル粉砕によるフォルステライトナノ粒⼦の微細構造変化とその影響
C000053 PC4-38_I-054 淡路 功太 室蘭⼯⼤院⼯ 〇 　⾮充填スクッテルダイト化合物CoSb3の圧⼒誘起構造変化による格⼦熱伝導率低減効果
C000222 PC4-39_I-057 服部 亮佑 筑波⼤数物 〇 　鉛フリーハライド系ダブルペロブスカイト半導体 Cs2AgInCl6の⾼圧下光物性と結晶構造<br />
C000180 PC4-40_J-060 ⼭⼝ 敏男 福岡⼤学理学部 　ギガパスカル圧⼒下における塩化マグネシウム⽔溶液中のイオン溶媒和・会合および⽔の構造
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受付番号 講演番号（ブレイクアウトルーム名） 発表者 所属 奨励賞 タイトル
C000071 PC4-41_K-063 ⾼⽊ 秀彰 KEK物構研 　フォトンファクトリー⼩⾓X線散乱ビームラインの現状
C000093 PC4-42_K-065 稲益 礼奈 東京⼤学新領域創成科学研究科 〇 　結晶性ポリマーにおける表⾯分⼦動態の温度可変測定
C000129 PC4-43_K-069 下村 峻⽮ 東京⼤学⼤学院新領域創成科学研究科 〇 　⾼分⼦材料のミリ秒時分割分⼦動態計測と実験室線光源を⽤いた⾼速化

C000214 PC4-44_K-072 ⽥代 孝⼆ 豊⽥⼯業⼤学
　中性⼦・X線回折データの統合に基づく 重要な汎⽤性⾼分⼦の結晶構造の検証と精密化
　Verification and Refinement of Crystal Structures of Important Multi-Purpose Polymers on the Basis of Organized Combination of X-ray and Neutron
　Diffration Data Analyses

C000268 PC4-45_K-075 張 朔源 ⼀般財団法⼈ 総合科学研究機構（CROSS） 中性⼦科学センター 　SANSによるPVAフィルムの調湿下延伸過程のその場評価
　In-situ SANS Characterization on Structural Changes in a Poly(vinyl alcohol) Film during Uniaxial Stretching under humidity controlled conditions

C000289 PC4-46_K-078 天野 沙耶 奈良⼥⼦⼤学⼤学院 〇 　SANSによるリン酸エステル塩型アニオン界⾯活性剤が 作る泡沫のミクロ構造解析

C000052 PC4-47_L-081 宮坂 祐希 東京農⼯⼤学⼤学院農学府 　Rhodothermus marinus由来グルコシル糖転移酵素のアカルボースとの複合体構造の解析
　Structure analysis of glucosyltransferase from Rhodothermus marinus complexed with acarbose

C000084 PC4-48_L-084 ⽥中 伊知朗 茨城⼤学院理⼯ 　タンパク質の動的核偏極中性⼦回折実験
C000106 PC4-49_L-087 星野 菜摘 東京⼤学⼤学院農学⽣命科学研究科 　霊⻑類腸内細菌由来⺟乳オリゴ糖分解酵素と専⽤シャペロンのX線結晶構造解析とBioSAXS

C000122 PC4-50_L-090 ⼤久保 達成 産総研東⼤オペランドOIL 〇 　回折X線明滅法(DXB)を⽤いた 光捕集反応中⼼複合体の分⼦動態解析
　Molecular dynamics analysis of light-harvesting1-reaction center core complex using Diffracted X-ray Blinking

C000143 PC4-51_L-093 ⽇下 勝弘 茨城⼤学 　茨城県⽣命物質構造解析装置iBIXによるトランスサイレチン変異体Y116S及びY116Vの中性⼦構造解析

C000182 PC4-52_L-096 ⼭⽥ 悠介 ⾼エネルギー加速器研究機構　物質構造科学研究所
構造⽣物学研究センター 　PFタンパク質結晶構造解析ビームラインでの全⾃動測定とリモート実験

C000240 PC4-53_L-099 ⼩池 佑季 茨城⼤⼯ 　リゾチーム反応機構解明に向けた反応遅延条件での結晶化の試み
C000263 PC4-54_L-102 桑⽥ 巧 創価⼤学⼤学院　理⼯学研究科　⽣命理学専攻 〇 　X線⼩⾓散乱による⼤腸菌フェリチンの鉄コア構造に及ぼす無機リン酸の影響の解明
C000029 PC4-55_M-105 武⽥ 千奈 東京理科⼤学理学部 　アミノ酸シッフ塩基銅(Ⅱ)錯体を含むリゾチーム結晶化条件検討

C000034 PC4-56_M-108 飯⽥ 泰由 茨城⼤学⼤学院理⼯学研究科 〇 　ヒトS100A3変異体を⽤いた四量体構造解明に向けた研究
　Research for tetramer structure analysis using mutants of human S100A3

C000037 PC4-57_M-111 藤⽥ 有紀 茨城⼤学⼯学部物質科学⼯学科 　フィトクロモビリン合成酵素HY2の中性⼦結晶構造解析に向けた結晶性改善への取り組み
　Efforts to Improve the Crystal Qualities of Phytochromobilin Synthase, HY2, for Neutron Crystal Structural Analysis

C000065 PC4-58_M-114 北⻄ 健⼀ 東京理科⼤、理、化 　レドックスセンサーヒスチジンキナーゼのヘムエリスリンドメインの構造解析
C000100 PC4-59_M-117 佐々⽊ ⼤輔 東⼤新領域 〇 　ウイルススパイクタンパク質のＸ線１分⼦計測による 分⼦動態と感染⼒との相関
C000113 PC4-60_M-120 鴨崎 真仁 茨城⼤学⼤学院理⼯学研究科量⼦線科学専攻 　リゾチーム-NAG 複合体の中性⼦解析による反応機構考察

C000161 PC4-61_M-123 楊 越 東京⼤学⼤学院新領域創成科学研究科 〇 　回折 X 線明滅法による細胞表⾯での不凍タンパク質の動態計測
　Dynamic behaviors of antifreeze proteins on the living cells monitored by Diffracted X-ray Blinking

C000183 PC4-62_M-126 郭 艶 千葉⼤学⼤学院薬学研究院 　硫酸アンモニウムによるタンパク質の結晶化における多糖化合物の添加効果
　Influence of Glycan Agents on Protein Crystallization with Ammonium Sulfate

C000220 PC4-63_M-129 泉 雄⼤ 量⼦科学技術研究開発機構 　5-ハロゲン化ウラシルのX線光電⼦分光測定
C000257 PC4-64_M-132 鶴野 湧也 茨城⼤学院理⼯学研究科 （2020G036）還元型Cytochrome c'のX線結晶構造解析
C000283 PC4-65_M-135 ⽥村 ⻘葉 Tokyo University of Science 〇 　好熱性細菌thermus thermophilus HB27由来nucleaseTT_C0005の構造解析
C000291 PC4-66_M-138 引⽥ 理英 ⾼エネ機構 物構研 構造⽣物学研究センター 　タンパク質結晶構造解析ビームラインAR-NW12Aにおける紫外・可視吸収分光装置の現状
C000271 PC4-67_N-141 ⼟川 雄介 JAEA 　RADEN における共鳴イメージング技術開発
C000171 PC4-68_O-144 松下 昌之助 筑波技術⼤学 　放射光と⾼解像度受像体を⽤いた腎微⼩循環の描出
C000206 PC4-69_P-147 岡本 芳浩 JAEA 　BL-27における原⼦⼒基盤研究
C000250 PC4-70_Q-150 ⼭⼝ 雄司 JAEA 　負ミュオン捕獲による放射性核種⽣成量の測定
C000252 PC4-71_R-153 ⼤井 元貴 JAEA 　MLF中性⼦源⽤のデカップラー製作の現状
C000215 PC4-72_S-156 神⽥ 聡太郎 KEK 物質構造科学研究所 ミュオン科学研究系 　超低速ミュオンビームラインとμSR分光器のコミッショニング
C000028 PC4-73_T-159 岡崎 伸⽣ CROSS 　オンプレミスとクラウドサービスを組み合わせたMLF向けサービス、広報環境の構築と運⽤
C000044 PC4-74_T-162 ⼤原 ⾼志 J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency 　単結晶中性⼦回折計SENJUの最新状況
C000149 PC4-75_T-165 船間 史晃 京都⼤学⼯学研究科 　中性⼦共鳴スピンエコー分光法における 2回集光体系を⽤いた位相補正法
C000176 PC4-76_T-168 有⾺ 寛 ⼀般財団法⼈総合科学研究機構 　中性⼦実験⽤調湿発⽣装置の整備
C000188 PC4-77_T-171 川崎 卓郎 Japan Atomic Energy Agency 　⼯学材料回折装置「匠」の現状
C000203 PC4-78_T-174 河村 幸彦 総合科学研究機構 　鉄鋼・磁⽯材料の⾼磁場・⾼温熱処置過程における中性⼦その場観測⽤レーザー加熱装置の開発
C000216 PC4-79_T-177 梶原 ⼤貴 茨城⼤学 〇 　DAQミドルウェアのコンテナ化の検討 

C000231 PC4-80_T-180 ⽇野 正裕 京都⼤学 （2019S07）J-PARC MLF BL06 中性⼦共鳴スピンエコー分光器群 (VIN ROSE)のための位相補正集光ミラー開発状況
　Current status of ellipsoidal supermirror for phase correction of neutron resonance spin echo spectrometers (VIN ROSE) at BL06, J-PARC

C000261 PC4-81_T-183 宗像 孝司 CROSS中性⼦科学センター 　MLF単結晶中性⼦回折装置SENJの試料環境整備の現状
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