
■参加申込・詳細情報
申込締切：2020年1月27日（月）＊定員350名
申込サイト：https://elements-strategy.jp/symposiumarchive/symposium4
参加費 無料　※但し、意見交換会参加費5,000円

日程：2020年2月3日［月］ 4日［火］
会場：東京大学  伊藤謝恩ホール
（本郷キャンパス・伊藤国際学術研究センター）

第4回 

文部科学省 
元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞

第 回  　　元素戦略シンポジウム
 ̶産学連携研究新展開̶
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16:00 ‒16:05
16:05 ‒16:55

16:55 ‒17:00

受付開始

  l ： 元素戦略研究拠点紹介（各20分）　

   昼食休憩

 Ⅱ： 基調講演（20分）　

 Ⅲ： 産学連携ハイライト（各20分）　

  Coffee Break

 Ⅳ： 大型施設・ソフト、データ領域技術紹介（各15分）　

 Ⅴ： ポスター発表（多目的ホール）
ポスター特別課題

 意見交換会（多目的ホール）

受付開始
 Ⅵ：各研究領域の産学連携事例紹介（各20分）　
電子材料領域

磁性材料領域

  昼食休憩
触媒・電池材料領域

構造材料領域

  Coffee Break
データ・計測領域

 
Ⅶ：パネルディスカッション
会場準備
課題提起
討論

 閉会  

 

開会の挨拶
開会の挨拶
趣旨説明

磁性材料拠点：永久磁石の産業応用のための学理創出
電子材料拠点TIESの進展
触媒・電池材料拠点：次に期待できるもの
構造材料元素戦略研究拠点の挑戦 ― プラストン概念に基づく高強度・高延性化

産学連携研究新展開　　

次世代自動車に向けた革新的ポリマー材料の開発
OLED素子、ヨウ化物系無機発光素子、太陽電池等の電子輸送や電極接合を高効率化する、ありふれた元素からなるZn-Si-Oの創出
 
放射光XMCDによる磁石表面と内部の磁石反転挙動解析と今後
貴金属節減を目指した自動車用排ガス浄化触媒の研究

SPring-8における高エネルギーX線解析ツール
J-PARCにおける最近の技術進展：ストロボスコピック測定
負ミュオンを使った非破壊材料分析の最先端
汎用電子状態計算プログラムOpenMXの開発と応用
データ駆動型材料研究による新物質・新材料の合成事例

フェムト秒X線回折法による鉄鋼材料の転位挙動・炭素拡散の動的観測
ポスタープレビュー（各1分で紹介）
ポスターセッション（多目的ホール）

”プロジェクト”から”システム”へ

閉会の挨拶

司会　佐伯友之（文部科学省）
文部科学省
玉尾皓平（豊田理化学研究所・元素戦略PD）　
福山秀敏（東京理科大学・元素戦略専門委員／シンポ企画委員長）
座長　金谷利治（J-PARC/KEK）
広沢 哲（物質・材料研究機構・ESICMM代表研究者） 
細野秀雄（東京工業大学・TIES代表研究者） 
田中庸裕（京都大学・ESICB代表研究者） 
田中 功（京都大学・ESISM代表研究者） 

座長　福山秀敏（東京理科大学）
坂本修一（政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付総括参事官） 
座長　常行真司（東京大学）
伊藤耕三（東京大学・ImPACT） 
Junghwan Kim（東京工業大学・TIES） 
中村哲也（高輝度光科学研究センター・ESICMM） 
町田正人（熊本大学・ESICB） 

座長　今井英人（日産アーク）
矢橋牧名（理化学研究所）
金谷利治（J-PARC/KEK） 
三宅康博（KEK物質構造科学研究所） 
尾崎泰助（東京大学） 
伊藤 聡（物質・材料研究機構・MI²I）

座長　中村哲也（高輝度光科学研究センター）
米村光治（日本製鉄・SACLA） 
ポスター発表者
ポスター発表者

座長　真島 豊（東京工業大学）
細野秀雄（東京工業大学・TIES）
舟窪 浩（東京工業大学・TIES）
大橋直樹（物質・材料研究機構・TIES）
座長　大橋 健（信越化学工業）
藤崎 淳（富士通・ESICMM）
松浦昌志（東北大学・ESICMM）
大久保忠勝（物質・材料研究機構・ESICMM）

座長　堂坂健児（本田技研工業）
細川三郎（京都大学・ESICB）
駒場慎一（東京理科大学・ESICB）
山田淳夫（東京大学・ESICB）
館山佳尚（物質・材料研究機構・ESICB）
座長　大村孝仁（物質・材料研究機構）
高木周作（JFEスチール・ESISM）
澤口孝宏（物質・材料研究機構・ESISM）
柴田曉伸（京都大学・ESISM）

座長　伊藤 聡（物質・材料研究機構）
田丸博晴（東京大学・SIP）
高田昌樹（東北大学・PhoSIC）

モデレータ　福山秀敏（東京理科大学）

福山秀敏（元素戦略専門委員）
パネリスト：高田昌樹（東北大学／光科学イノベーションセンター）
高原勇（内閣府）、平井良典（AGC）、細野秀雄（東京工業大学）
玉尾皓平（豊田理研・元素戦略プロジェクトPD）

文部科学省 元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞　　　　　 元素戦略シンポジウム ̶ 産学連携研究新展開 ̶第4回 

■主催■文部科学省「元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞」：・磁性材料研究拠点（国立研究開発法人物質･材料研究機構）・電子材料研究拠点（国立大
学法人東京工業大学）・触媒･電池材料研究拠点（国立大学法人京都大学）・構造材料研究拠点（国立大学法人京都大学）
■共催■SPring-8：・国立研究開発法人理化学研究所放射光科学総合研究センター・公益財団法人高輝度光科学研究センター (JASRI）■J-PARC/MLF：・大
学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（KEK）物質構造科学研究所・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（JAEA）・一般財団法人総合科
学研究機構（CROSS）・茨城県■東北放射光施設推進協議会■HPCI（「京」・ポスト「京」）：・国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究センター（R-CCS）・
一般財団法人高度情報科学技術研究機構（RIST）・HPCIコンソーシアム■国立大学法人東北大学金属材料研究所■国立大学法人東京大学物性研究所■大
学共同利用機関法人自然科学研究機構分子科学研究所■情報統合型物質･材料開発イニシアティブ「MI²I」（国立研究開発法人物質･材料研究機構）
■協賛■ポスト「京」重点課題プロジェクト（重点課題(5)、重点課題(7)、萌芽的課題(1)）

■お問い合わせ■文部科学省 元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞第4回シンポジウム事務局  genso-office@elements-strategy.jp
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2020年2月3日［月］（1日目）

2020年2月4日［火］（2日目）

物質中の水素の状態と役割、電子素子特性への影響の解明
パワーエレクトロニクス用の高温高誘電率誘電体の創出
NIMSにおける元素戦略電子材料への取り組み、酸化物セラミックスの微粒粉体化現象の発見と資源再生への応用

大規模マイクロマグネティクス計算によるNd-Fe-B焼結磁石の磁化反転シミュレーション
低酸素プロセスによる高特性Sm-Fe-N系バルク磁石の開発
重希土類拡散法による磁石特性向上とその組織形成メカニズムの解明

トポタクティック転移を利用した酸素貯蔵材料の研究
ナトリウム・カリウムをゲスト種とするインターカレーション科学と蓄電応用
アルカリ金属水和融体の多様性と高度電解液機能
「京」コンピュータを駆使した第一原理MD法による電解液開発支援

鉄鋼材料におけるプラストンへの炭素の影響
Fe-Mn鋼の形状記憶効果を活用した制震ダンパーの開発
J-PARC中性子線回折とサーメックマスターによる加工熱処理素過程の解析
　　　
　　　
　　　
ものづくりを変える先端レーザー加工
”To see Element”から”To see Chemistry”へ‒次世代放射光計画の現状とこれから‒

■ 東京大学  伊藤謝恩ホール（本郷キャンパス）　■ 2020年2月3日［月］・4日［火］


