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１． 概要 

日本学術振興会「マイクロビームアナリシ

ス 第 141 委員会」が、平成 27 年度に開催し

た標記の国際シンポジウムの概要は以下の通

りです。 

○開催期間：平成 27 年 10 月 25 日(日)～30

日(金)（6日間） 

○開催場所：島根県松江市、くにびきメッセ 

○発表件数：213 件（特別講演 1 件、基調講

演 3 件、チュートリアル講演 1 件、招待講

演 41 件、一般口頭講演 38 件、ポスター発

表 129 件） 

○参加者数：255 人（学界：215 人、産業界：

40 人）、このうち海外からの参加者は 48

人（ドイツ：15 人、アメリカ：7 人、韓国：

6人、中国：6人、オーストリア：3人、イ

ギリス：2名、その他：9人） 

○予算総額：19,718,970 円（(独)学術振興会

経費負担額 2,000,000 円を含む） 

 

２．実施内容・成果及び成果公開について 

 本国際シンポジウムは、本委員会が 2 年に

一度開催しているもので、21 世紀の新しい材

料やデバイス開発に不可欠となる原子レベル

評価が可能な装置開発、ならびにそれらを応

用した最新の研究成果の報告と情報交換を開

催目的としています。10 回目を数える今回の

シンポジウムでは、特別講演 1 件、基調講演

3 件、チュートリアル講演 1 件、招待講演 41
件、一般口頭講演 38 件、ポスター講演 129
件の論文が発表されました。特別講演として

は、2014 年のノベール物理学賞を受賞した天

野 浩 教 授 に ”Group III nitride 

semiconductors as future key materials for 
energy savings and energy harvesting”と題

してご講演頂きました。学生にも分かる素晴

らしい講演でありました。基調講演では、Prof. 

David B. WILLIAMS (Ohio State 
University)が分析電子顕微鏡の発展を、Prof. 
Hannes LICHTE (Dresden University)は電

子波計測の重要性を論じられた。また、Prof. 
Jiro MATSUO (Kyoto University) は高分子

から生体材料に至る質量分析の最新の研究成

果を紹介しました。どの講演も極めて質の高

い講演でありました。一般セッションは基本

的に２会場で並行して行ない、夕刻には 2 日

間にわたりポスターセッションを実施しまし

た。 
口頭発表のセッションは、Spintronics and 

magnetism 、  Low-energy electron 
microscopy、  Surface physics、  Student 
Award Ceremony & Short Persentation、 

Chemical imaging and nanoanalysis for 
biosystems、 Scanning probe microscopy、 
Catalysis 、  Plasmonic and optical 
phenomena、 3D pholographic imaging and 
characterization of active atomic sites、 

Surface microscopy and synchrotron-based 
characterization 、  Secondary mass 
spectrometry 、  Ion beams 、  Ultrafast 
phenomena、  Graphene、  Transmission 
electron microscopy、 Scanning probe-based 
techniques、  Standardization for surface 
chemical analysis and microbeam analysis、 
post-deadline papers から構成されました。 

国内外の若手研究者にも広く発表の場を提

供し、特に、若手研究者への旅費支援制度（4
名）や Student Award（8 名）並びに Excellent 
Presentation Award (5 名)などを設け、世界

一流の先生方を交えて活発な議論が繰り広げ

られ、若手人材育成という点からも大いに成

果があったと評価しております。 



 
今回の ALC’15 ではマイクロビームアナ

リシス手法開発における産学官連携を促進す

るために、企業や大学・国研の若手の研究者

を多く招待し成果発表を促しました。また、

各国の「若手」および「学生」に対して旅費

の補助を行い、特に優秀な成果を報告した学

生に対しては「Student Award」を授け、研

究意欲を鼓舞しました。その結果、第一線の

研究成果の交換だけでなく、若手研究者の活

躍の場を設けた会議運営を行うことでき、次

世代を担う若手研究者の育成につながったと

考えおります。 

産業界からのサポートのみならず、学界と

の連携を深めるために、マイクロビームアナ

リシス機器に関する企業展示も本シンポジウ

ムでは毎回開設しています。今回は 14 社から

開会期間全体にわたって展示をして頂き、参

加者との情報交換に有効でありました。企業

からの招待講演も 4件お願いしました。 

成果の公開は、以下の 3 つの方法で実施し

ました（一部は現在実施中）。 

(1) 「Proceeding of ALC’15」の発行：ポス

ター発表を含むすべての発表に対しその研究

内容を 4 ページの論文（約 200 編）にまとめ

てデータ化し、USB と DVD にて参加者と学

振関係各部門に配布しました。 

(2) 「e-journal of Surface and Nano Science 
and Nanotechnology(日本表面科学会)」への

論文投稿：研究成果の速報を希望する研究者

に対して、電子ジャーナルへの投稿を実施し

ています（約 40 編を予定）。 

(3) 国際誌「Surface and Interface Analysis 
(John Wiley)」への論文投稿：特に優秀な発

表や、Student Awards の受賞対象となった

発表に対しては、国際誌 SIA への論文投稿を

推薦し、現在論文審査を行っています。約 40
編の論文が公開される予定です。 

 

３．今後の課題について 

 産業界からの参加者が全体の 16%（全参加

者 255 名、うち産業界 40 名）で、委員会の構

成割合（産業界委員 45％）に比べて少なかっ

た。企業研究者技術者への講演依頼、展示発

表などにより、産業界からの参加者、特に若

手による発表を増やす方策の継続と強化と感

じます。 

 前回ハワイでの ALC13 では、海外参加者は

76 名（全参加者 243 名の 31%）でしたが，今

回は、国内開催のためか、海外からの参加者

の割合が少なかった（海外参加者 48 名）。海

外からの参加者を増やし、ALC の認知度とス

テータスを上げるために、海外での開催も有

効と考えられます。他方で、海外での開催の

場合、国内企業からは参加が難しくなるので， 

ALC のサテライト研究会を国内で開くという

形で、企業会員への成果の還元、情報の提供

を考えています。 

 

 


