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無限責任中間法人表面分析研究会 2009年事業報告書 

 
1. 期間 

2009 年1 月1 日～2009 年9 月 16日（9 月17 日に

一般社団法人へ移行し、同日付で無限責任中間法人

が解散） 

 

2. 会員数 

491 名（2009 年12 月25 日現在） 

 

3. 委員会等開催数 

幹事会：1 回 

研究会：1 回 

国際ワークショップ：1 回 

講演委員会：3 回：メール審議多数回 

編集委員会：1 回：メール審議多数回 

標準化活動部会：1 回：メール審議多数回 

国際ワークショップ（iSAS-09）実行委員会：2 回：

メール審議多数回 

PSA-10 実行委員会：2 回 

 

4. 会誌の発行 

Journal of Surface Analysis Vol. 15, No. 3, Vol. 

16, No. 1 を発行． 

Vol. 15 （No. 3） Extended Abstracts Book of 

iSAS-09 

総ページ数：141（215-355） 

Preface：1 編 Extended Abstracts：31 編 

Vol. 16 （No. 1） 

総ページ数：146（1-96と講演資料50ページ含む） 

巻頭言：1 編 論文：1 編 解説：1 編 連載：2 編 

談話室：1 編 掲示板：1 編 Erratum：1 編 

 

5. 幹事会 

1）6 月22 日 第41 回幹事会 軽井沢プリンスホテル 

浅間（軽井沢） 

会の運営に関する審議 を行った． 

 

6. 社員会 

1）8 月3 日 表面分析研究会事務所（東京） 

一般社団法人へ移行の決議を行い、総社員一致で決

定した． 

 

7. 研究会 

1）6 月15－16 日 第33 回研究会 軽井沢プリンスホ

テル 浅間（軽井沢） 

テーマ 「二次電子像解釈およびシミュレーションの

最前線」 

テーマセッション講演：4 件，記念講演：2 件，話

題：2 件，講座：2 件，プロジェクト紹介：4 テー

マ 

 

8. 国際ワークショップ 

1）3 月15 日－3 月18 日 International workshop 

for Surface Analysis and Standardization ’09 

(iSAS09)（宜野湾市） 

口頭発表：14 件，ポスター発表：17件 

 

9. 講演委員会 

1）4 月22 日 日産アーク会議室（横須賀） 

第33 回研究会（軽井沢）規格討議 

PSA-09企画討議 

2）6 月4 日-6 月5 日 山梨大学（甲府） 

PSA-09会場検討および企画討議 

3）9 月8 日 島津製作所会議室（大阪） 

講演委員会運営方針討議 

PSA-09会場検討および企画討議 

 

10. 標準化活動部会 

1）6 月22 日 軽井沢プリンスホテル（軽井沢） 

 

11. JSA 編集委員会 

1）6 月15 日 軽井沢プリンスホテル（軽井沢） 

 

12. PSA-10 実行委員会 

1）4 月25 日 表面分析研究会事務所（東京） 

概要，組織，主要実行委員，予算案等の打ち合わせ 

2）6 月15 日 軽井沢プリンスホテル（軽井沢） 

委員紹介，日韓の役割，予算案，スケジュール，1st 

Circular等の打ち合わせ 

 

13. iSAS-09 実行委員会 

1）2 月18 日 島津製作所東京支社会議室（東京） 

運営手順確認，レセプション，Extended Abstract

等の最終打ち合わせ 

平成21 年10 月01 日 

作成者 無限責任中間法人表面分析研究会会長  

柳内克昭 
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一般社団法人表面分析研究会 2009年事業報告書 

 
1. 期間 

2009 年9 月17 日～2009 年12 月 31日（事業年度途

中の9 月17 日に無限責任中間法人から一般社団法

人へ移行） 

 

2. 会員数 

491 名（2009 年12 月25 日現在） 

 

3. 委員会等開催数 

幹事会：1 回 

講演会：2 回 

講演委員会：2 回：メール審議多数回 

編集委員会：1 回：メール審議多数回 

標準化活動部会：1 回：メール審議多数回 

PSA-10 実行委員会：1 回 

 

4. 会誌の発行 

Journal of Surface Analysis Vol. 16, No. 2 を発

行． 

Vol. 16 （No. 2） 

総ページ数：145（97-185と講演資料46ページ含む） 

巻頭言：1 編 技術報告：1 編 解説：1 編 連載：1 編 

談話室：2 編 掲示板：3 編 

 

5. 幹事会 

1）11 月20 日 第42 回幹事会 山梨大学 情報メディ

ア館（甲府） 

一般社団法人へ移行終了の報告 

編集委員会，講演委員会，PSA-10実行委員会等から

の報告 

 

6. 講演会 

1）11 月19－20 日 Practical Surface Analysis ’09 

(PSA-09) 山梨大学甲府キャンパス（甲府） 

特別シンポジウム 

テーマ 「表面分析が拓く新たな材料開発への道」 

講演：4 件 

一般講演 

講演：7 件，ポスター発表：26 件 

 

7. 講演委員会 

1）10 月26 日 山梨大学（甲府） 

PSA-09運営要領確認 

2）11 月18 日 山梨大学（甲府） 

講演委員会運営規則修正案審議 

講演委員会運営方針討議 

 

8. 標準化活動部会 

1）11 月20 日 山梨大学（甲府） 

 

9. JSA 編集委員会 

1）11 月19 日 山梨大学（甲府） 

 

10. PSA-10 実行委員会 

1)2009 年11 月19 日 山梨大学（甲府） 

議事録確認，日韓の役割，協賛学会，企業展示，予

算執行状況等の打ち合わせ 

 

11. 表彰 

Practical Surface Analysis ’09 (PSA-09)におい

て下記の表彰を行った． 

Powell 賞：荻原俊弥（物質・材料研究機構） 

「半球型電子分光器を搭載したオージェ電子分光装

置のジオメメトリー特性と傾斜ホルダーを利用した

超高深さ分解能オージェ深さ方向分析」 

 

平成22 年1 月6 日 

作成者 一般社団法人表面分析研究会会長 柳内克昭
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金額

流動資産 9,209,127

固定資産

有形固定資産 78,873

無形固定資産 0

その他の資産（国際会議準備金） 5,488,359

繰延資産 0

資産合計 14,776,359
流動負債 0
固定負債

国際会議準備金 5,488,359

　　その他 0

負債合計 5,488,359

株主資本

資本金 0

新株式申込証拠金 0
資本剰余金 0
利益剰余金 9,288,000

純資産合計 9,288,000

負債・純資産合計 14,776,359

第１期決算公告

負
債
及
び
純
資
産
の
部

貸借対照表の要旨

（平成２１年１２月３１日現在）（単位：円）

科目

平成22年3月4日

資
産
の
部

（住所）　東京都港区高輪３－６－７

（会社名）　一般社団法人表面分析研究会

（代表者）　代表理事　柳内　克昭

 

 


