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マイクロビームアナリシス第 141 委員会
第 175 回研究会開催通知
本委員会の研究活動につきまして、平素より色々とご協力いただいておりますことを感謝申し上げます。
さて、第 175 回研究会を下記の日程および場所で開催する準備を進めております。ご多忙のおりとは存じ
ますが、委員の皆様方にはぜひご出席下さいますようご案内申し上げます。
記
1. 日

時：
平成 31 年 2 月 21 日（木）
13：30～17：30 研究会（
（株）堀場製作所 東京セールスオフィス 2 階 プレミアムホール A）
18：00～20：00 意見交換会（ラ・コモディタ 小川町店）
平成 31 年 2 月 22 日（金）
9：00～12：35 研究会（
（株）堀場製作所 東京セールスオフィス 2 階 プレミアムホール A）

2. 場

所：
（株）堀場製作所 東京セールスオフィス
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目 6 番 神田淡路町二丁目ビル 2 階）
URL:
http://www.horiba.com/fileadmin/uploads/Global/Documents/maplatest/Tokyo/map_tokyo_hor_01.pdf

3. 研究会および意見交換会日程
＜2 月 21 日(木)＞

（時間の目安：講演時間＋討論時間）

13:30～14:10 （30 分＋10 分）
(1) 依頼講演
「高性能スピン偏極電子源とその応用」
○金 秀光（高エネルギー加速器研究機構）
14:10～14:50 （30 分＋10 分）
(2) 依頼講演
「放射光用走査型透過 X 線顕微鏡」
○竹中久貴、廖 雪兒、岩本佑耶、鈴木芳生（（株）トヤマ）
、大東琢治（分子科学研究所）
14:50～15:10 （15 分＋5 分）
(3) 一般講演
「単原子終端電界電子源（イオン源）:Ir-W(111)針」
○大島忠平、富取正彦、下田達也、八坂行人（北陸先端科学技術大学院大学）
、浅井泰尊、六田英治（名
城大学）
15:10～15:30

休憩

15:30～15:50 （15 分＋5 分）
(4) 一般講演
「飛行時間形二次イオン質量分析 (TOF-SIMS) スペクトルデータの機械学習に関する基礎検討」
○石倉航、青柳里果（成蹊大学）
15:50～16:10 （15 分＋5 分）
(5) 一般講演
「TOF-SIMS による蜘蛛の巣の粘球における構造モデルの決定」
○趙 越、森田真人、坂本哲夫（工学院大学）
16:10～16:30 （15 分＋5 分）
(6) GRMN 構築分科会活動報告
「ドローンによるγ線スペクトル計測と海底土壌のラジウム濃度の二次元計測」
○永井滋一（三重大学）
、角森史昭（東京大学）
、吉井淳治（福島県立医科大学）
、木村吉秀（大阪大学
大学院）
、鎌倉快之、井上雄紀（大阪工業大学）
、佐藤典仁（
（株）千代田テクノル）
、櫻木史郎（ユニオン
マテリアル（株）
）
、志水隆一（大阪大学）、V.N.Gluchschenko（カザフスタン核物理研究所）
16:30～17:00 （25 分＋5 分）
(7) 一般講演
「実験室レベルにおけるミクロン～サブミクロンＸ線照射装置の開発」
○副島啓義（
（株）応用科学研究所）

17:00～17:30 （25 分＋5 分）
(8) 一般講演
「MeV イオンビーム分析による固体 Li イオン電池の充・放電おける Li 濃度分布変化の測定」
○森田健治（名古屋産業科学研究所）
、土屋 文（名城大学）
、大西純慈、入山恭寿（名古屋大学）
、叶 榮
彬（岩手大学）
、土田秀次、間嶋拓也（京都大学）
18:00～20:00

意見交換会

＜2 月 22 日(金)＞

（時間の目安：講演時間＋討論時間）

9:00～9:40 （30 分＋10 分）
(9) 依頼講演
「電子線励起蛍光顕微鏡」
○川田善正、居波 渉（静岡大学）
9:40～10:20 （30 分＋10 分）
(10) 依頼講演
「蛍光Ｘ線イメージングに向けた装置開発と適用例」
○辻 幸一（大阪市立大学）
10:20～11:00 （30 分＋10 分）
(11) 依頼講演
「ボルケーノ構造スピント型エミッタの動作チップ数の改善および放出電流の測定」
○村田英一（名城大学）
、新谷英世（名城大学、産業技術総合研究所）、六田英治、下山 宏（名城大学）
、
長尾昌善、村上勝久（産業技術総合研究所）
11:00～11:20

休憩

11:20～11:35

運営委員会報告

11:35～12:05 （15 分＋5 分）
(12) 一般講演
「Ta のスペクトルと仕事関数の実験的考察」
○後藤敬典（元・名古屋工業大学）
、原田義之、吉川秀樹（物質・材料研究機構）
12:05～12:35
(13) 特別事業報告
「絶対測定に基づくオージェおよび二次電子分光スペクトルのデータベース化と普及」委員会

4. 意見交換会について
第１日目研究会終了後に意見交換会を開催いたしますので、多数ご参加ください。
なお、会費 3,000 円は当日会場受付にてお支払いください。
5. 宿泊について
宿泊の取りまとめはいたしませんので、個別に予約等の手配をお願いいたします。
6. 託児サービスについて
今回、開催場所および周辺で提供できる託児サービスはございません。
個別に予約等の手配をお願いいたします。
7. 出欠のご連絡について
出欠は、以下の141委員専用webページにアクセスいただき、「研究会への出欠回答」からご連絡下さ
い。なお，委員専用ページ内は全て暗号化されたセキュアな通信を使用しています。2012年12月20日以降
は、国立情報学研究所のUPKIプロジェクトによる正規のサーバ証明書を用いるようにいたしました(証明書
に関わるセキュリティー警告は出なくなりました)。
https://jsps141.surf.nuqe.nagoya-u.ac.jp/members/
(ログインIDとパスワードは、別途電子メールにてお知らせします。)
準備の都合がございますので、出欠のご連絡を２月１３日(水) １８：００までにお願いいたします。
従来は Fax での回答も受け付けておりましたが、研究会事務の完全電子化のため、原則として Web 入力に
よる回答のみ受け付けます。Web での入力がうまくいかない方は、下記の企画幹事までメールにてお知らせ
ください。
今回の担当委員は大堀謙一、企画幹事は粟田正吾です。
連絡先
担当委員
E-mail: kenichi.obori@horiba.com

(株)堀場製作所 大堀謙一
企画幹事
(株)堀場製作所 粟田正吾

E-mail: shogo.awata@horiba.com

または、
日本学術振興会 研究事業課

松本由花

TEL: 03-3263-1728
FAX: 03-3263-1716
E-mail: jigyouka08@jsps.go.jp

第 175 回研究会の会場について
1. 日 程
平成 31 年 2 月 21 日(木)、22 日(金)
2. 会 場
株式会社 堀場製作所 東京セールスオフィス 2 階 プレミアムホール A
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目 6 番 神田淡路町二丁目ビル 2 階）
http://www.horiba.com/fileadmin/uploads/Global/Documents/maplatest/Tokyo/map_tokyo_hor.pdf
3. アクセス
■電車をご利用の場合
・東京メトロ 丸の内線 「淡路町駅」より徒歩 2 分
・都営地下鉄 新宿線 「小川町」駅より徒歩 2 分
・東京メトロ 千代田線 「新御茶ノ水」駅ソラシティ側出口より徒歩 5 分
・JR 中央線／総武線「御茶の水」駅より徒歩６分

4. 地図

意見交換会の会場について
1. 日 程
平成 31 年 2 月 21 日(木) 18：00～20：00
2. 会 場
ラ・コモディタ 小川町店
所在地： 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町１丁目８−３ 小川町北ビル１F
電話： 03-3254-1304
https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/13000369/table/
3. アクセス
■電車をご利用の場合
・都営地下鉄 新宿線「小川町」B4 出口より徒歩 1 分
・東京メトロ 丸の内線 「淡路町」駅より徒歩 3 分
・東京メトロ 千代田線 「新御茶ノ水」駅より徒歩 7 分

4. 地図

