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. 真空展と日本真空学会コーナーの報告

VACUUM2013―真空展（主催日本真空工業会，一般社

団法人日本真空学会，共催日刊工業新聞社）が2013年11月

6 日（水）～8 日（金）に東京ビッグサイト東ホールにて開

催されました．今年は「2013国際ロボット展」，「2013部品

供給装置展」，「SAMPE JAPAN 先端材料技術展2013」との

同時開催でした．真空展は真空ポンプ，真空計，各種真空装

置など真空機器・技術に関する世界最大級の展示会です．今

年の出展社数は82社・団体，出展小間数は163小間でした．

来場者数は 1 日目3,156名，2 日目3,233名，3 日目3,546名，

合計9,935名でした．昨年は出展社数89社・団体，出展小間

数183小間，来場者数合計12,158名でしたので，出展者数，

団体，出展小間数，参加者数ともに減少です．

日本真空学会では昨年に引き続き，真空展ワーキング（主

査，米原直人）を組織し，日本真空学会の展示の準備を行な

いました．そして，主催者ゾーンの日本真空学会コーナーに

おいて，以下の企画を行ないました．

1) 大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最

先端研究の紹介ポスター展示（28件，表）

2) 日本真空学会の紹介，「日本真空学会入会のすすめ」

配布

3) 真空内で使われるロボットの展示（協力株安川電

機）

4) 真空・ロボット産業で働く人の安全のために―電

気・機械・人間（協力三浦 崇，高橋明子，梅崎重夫，独

労働安全衛生総合研究所）

5) J. Vac. Soc. Jpn. 誌のバックナンバー，真空誌 DVD

などの販売．

今回，新しく開設された真空と安全コーナーでは，感電災

害の現状，静電気放電の体感，静電気による火災・爆発の実

験ビデオの放映，産業分野でのリスク管理・機械安全国際規

格等に関する書籍の案内，タブレット端末を利用した安全教

育教材のデモンストレーションなど，実演等を交えながら，

真空・ロボット産業に関連した労働災害の現状と防止に向け

た研究の紹介が行なわれました．また，日本真空工業会・

CS 委員会が発行する安全に関するガイドラインや各社の対

応についての冊子が展示され，希望者には無料で配布されま

した．3 日間で説明を受けた来場者は約50名で，そのうち35

名がタブレットによる教育教材を体験しました．

また，主催者ゾーンの真空体感コーナーでは，荒川一郎（学

習院大），戸坂亜希（横浜市立大），中野武雄（成蹊大），柴

田恭（KEK），福谷克之（東大生研），松本益明（学芸大），

アルバイト学生 9 名による真空体感実験として，1 日 2 回30

分ずつ

1) 真空中での風船の大きさの変化（図）

2) 真空中での羽毛と鉄球の落下

3) 真空中での水の蒸発と凍結

4) 真空中でのヘリコプターの飛行

が行なわれました．見学者は延べ150名程度で，真空中での

風船の膨張・破裂，一瞬での水の凍結など，興味深い現象を

体感いただきました．

日本真空工業会コーナーでは日本真空工業会の活動などが

紹介されました．日本真空工業会主催の学生ツアー参加者は

14名でした．

今回も厳しい経済状況の下での展示となりましたが，充実

した企画を実行でき，来場者の方々に真空科学技術とその広

がりに対する理解を深めていただけたと思います．

. 真空トピックスの報告

真空トピックス「やわらかい基板へのプラズマ成膜」（日

本真空学会講演・研究会企画委員会・スパッタリングおよび

プラズマプロセス技術部会合同研究会，11月 6 日（水）13 :

00～16 : 55，東京ファッションタウンビル（TFT ビル東館）

会議室909）を日本真空工業会と共に開催しました．今回は

高分子フィルムをはじめとする「やわらかい基板」への機能

性薄膜コーティング最新動向を取り上げました．プログラム

は以下の通りです．参加者は49名でした．

13 : 05～13 : 45 ｢ポリマー基板への DLC 成膜」堀田 篤

（慶應義塾大学）

13 : 45～14 : 25 ｢ソフトマテリアル―プラズマ相互作用と

低ダメージプロセス（無機/有機積層デバイスからプラズ

マ医療）」節原裕一（大阪大学接合科学研究所）
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表 大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究の紹介ポスター展示（28件）．

分 野
番
号

タイトル 発表者 所 属

真空科学 1 極高真空計測の信頼性試験 吉田 肇，新井健太，藤井

賢一

産総研計測標準研究部門

2 日本のリーク標準の国際比較結果 新井健太 産総研計測標準研究部門

3 非蒸発ゲッター（NEG）ピル積層型ポンプと NEG ポン

プを用いた省エネルギーハイブリッド粗排気セットの開

発

菊地貴司 KEK 物構研

4 ナノテクノロジープラットフォーム事業における高品質

真空技術・微細加工技術分野での設備共用支援

山本節夫 山口大

宇宙科学 5 大型低温重力波望遠鏡 KAGRA 高橋竜太郎 東大宇宙線研

6 超小型衛星試験センター 趙 孟佑 九工大超小型衛星試験セン

ター

加速器科学 7 小型エネルギー回収型線形加速器 cERL の真空システ

ム

谷本育律，本田 融，野上

隆史，高井良太，浅岡聖

二，内山隆司

KEK 加速器施設

8 JPARC RCS における真空機器再アラインメント計画 滑川裕矢，神谷潤一郎，山

本昌亘，谷 教夫，金正倫

計

日本原子力研究開発機構

9 次世代の高ルミノシティコライダー SuperKEKB 加速器 柴田 恭 KEK 加速器研究施設

放射光施設 10 九州シンクロトロン光研究センターにおける軟 X 線利

用

小林英一 九州シンクロトロン光研究

センター

11 フォトンファクトリーの現状と物質・生命科学研究 宇佐美徳子 KEK 物構研

12 東京大学放射光アウトステーション SPring8 BL07LSU 原田慈久 東大放射光連携研究機構，

東大物性研

薄膜，プラズマ科

学技術

13 触媒援用 CVD によるグラフェンの作製 鈴木敏正 日本工大創造システム工学

14 プラズマ電位を制御した大電力パルススパッタリング 中野武雄 成蹊大理工

15 ユニポーラパルス反応性 dc スパッタ法による SnO2 系

透明導電膜の超高速成膜

米川早紀，古武 悠，賈

軍軍，重里有三

青山学院大院理工

16 ハイブリッド対向スパッタによる高機能薄膜作製への展

開

諸橋信一 山口大院理工

ナノ構造 17 電界放出電子源アレイの過酷環境下における動作特性 後藤康仁，辻 博司 京大院工

18 高温斜め蒸着法による Ga2O3 ナノワイヤの成長 南竹春彦（1），鈴木基史

（1），中嶋 薫（1），木村

健二（1），許 家 （2），
周 立人（2）

（1）京大院工，（2）國立

清華大學

19 ナノ炭素・分子材料のスピントロニクスへの応用 境 誠司（1），松本吉弘

（1），圓谷志郎（1），大伴

真名歩（1），新井大二朗

（1, 2），谷本久典（2），楢

本 洋（1）

（1）原子力機構，（2）筑

波大院数理物質

電子材料・プロセ

ス

20 新たなデバイス・材料機能として利用可能な同位体ダイ

ヤモンド

渡邊幸志 産総研

21 シリコンクラスター超格子 岩田康嗣 産総研電子光技術研究部門

22 ナノ材料の低温形成，評価と実用化 種村眞幸，Kalita Golap 名古屋工業大学

23 紫外線励起酸素を用いた滅菌システムおよび活性酸素計

測モニターの開発（2013年度真空技術賞）

吉野 潔（1），松本裕之

（1），岩崎達行（1），木下

忍（1），野田和俊（2），
岩森 暁（3）

（1）岩崎電気株，（2）産

総研，（3）東海大

24 工学院大学総合研究所 エネルギー変換エコマテリアル

センター研究成果報告（）

鷹野一朗 工学院大
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表 大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究の紹介ポスター展示（28件）．（つづき)

分 野
番
号

タイトル 発表者 所 属

応用表面科学 25 ガスクラスター SIMS による極浅表面分析（2012年度

真空に関する連合講演会，優秀ポスター）

盛谷浩右 兵庫県立大院工

表面科学 26 分子デバイスにおける電極接合界面のマテリアルデザイ

ン

笠井秀明 阪大院工

27 不活性化した Si（001）表面における有機分子薄膜成長

過程の光学計測

小玉 開，福井 僚，大野

真也，田中正俊

横国大院工

表面工学 28 先進トライボセラミックコーティング 佐々木道子・本田博史・鈴

木 裕・後藤真宏・笠原

章・土佐正弘

物材機構

図 真空体感実験．
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14 : 25～15 : 05 ｢リフロー樹脂への斜方 EB 蒸着による反

射防止膜形成」伊藤利展（株昭和真空）

15 : 05～15 : 20 休憩

15 : 20～16 : 00 ｢高温・高湿でも抵抗値変化の少ない透明

導電膜」多々見央（株東洋紡）

16 : 00～16 : 40 ｢セルロースナノペーパーを基板とした導

電性配線の印刷技術」能木雅也（大阪大学）

. 第回真空シンポジウムの報告

第14回真空シンポジウム「高機能素材製造技術を支える

真空技術」（11月 7 日（木）13 : 30～16 : 50，東京ファッシ

ョンタウンビル（TFT ビル東館）会議室909）を日本真空

工業会と共に主催しました．今回のシンポジウムは，産学連

携委員会が企画し，日本のものづくりの基幹である素材の高

機能化に真空技術がどのように寄与しているか，また，日本

のものづくりにおける先端素材の製造の果たす役割や今後の

展望について議論を行いました．プログラムは以下の通りで

す．参加者は20名でした．

13 : 00～13 : 10 ｢会長挨拶」尾浦憲治郎（日本真空学会会

長，大阪大学）

13 : 10～13 : 40 ｢イントロダクトリ―トーク」岡野達雄

（放送大学，前日本真空協会会長）

13 : 40～14 : 40 ｢真空を利用した鉄鋼精錬技術発展の歴史」

樋口善彦（新日鐵住金株）

14 : 40～15 : 00 休憩

15 : 00～16 : 00 ｢希土類磁石最新動向（高性能化と真空技

術の関わり）」松浦 裕（日立金属株）

16 : 00～16 : 45 ｢高機能素材が支える日本のものづくり」

富田純一（東洋大学）

16 : 45～16 : 50 ｢閉会挨拶」土岐和之（日本真空学会産学

連携委員会，委員長）

. 規格標準報告会の報告

日本真空学会規格・標準委員会は真空技術分野の日本工業

規格（JIS 規格）の原案作成団体として，また，同分野の国

際規格（ISO 規格）の国内審議団体としても登録されており，

日本真空工業会の規格標準委員会との合同検討委員会を中心

として，関連メーカーの意見をお聞きしながら議論を重ねて

います．ここ数年は，特に ISO/TC112（真空技術）の活動

が活発で，多くの規格の新規提案，検討が進められていま

す．日本も主要メンバーとして，規格の提案，検討に積極的

に参加しています．今回の真空展では，11月 7 日（木）13 :

30～15 : 40に東京ビッグサイト東 6 ホール展示場内ワーク

ショップ会場にて，「真空に関する JIS 規格とガス流量測定

の現状」というタイトルで日本真空工業会の規格標準委員会

との合同報告会を開催しました．プログラムは以下の通りで

す．参加者は90名でした．

13 : 30～14 : 00 ｢真空フランジ及び旧 JIS フランジ（VG/
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VF）の現状―真空フランジ規格の制定，改正の経緯と今

後の対応―」平田正紘（規格標準合同検討委員会，委員長）

14 : 00～14 : 30 ｢熱陰極電離真空計 JIS 原案作成委員会の

中間報告―トレーサビリティを考慮した圧力測定のために

熱陰極電離真空計のカタログや技術仕様書に表記すべき項

目と定義―」高橋直樹（株アルバック）

14 : 30～15 : 00 ｢産総研の気体流量標準と流量計校正方

法」，森岡敏博（独産業技術総合研究所）

15 : 00～15 : 30 ｢マスフローコントローラの校正方法と実

ガスの流量精度」氏家達朗（株フジキン）

15 : 30～15 : 40 ｢閉会の挨拶」

. お わ り に

今年も日本真空学会らしい企画を計画・実施して，無事に

真空展を終了することができました．また，日本真空学会の

活動と役割も広くアピールできました．日本真空学会コー

ナーの企画や真空トピックス，真空シンポジウム，規格標準

報告会などは来場者数の増加にも貢献できたと思います．今

後もこの実績をもとに充実した企画を実現したいと考えてお

ります．

真空トピックス，真空シンポジウム，規格標準報告会の講

師の先生方，真空科学・技術・応用の最先端研究を紹介する

ポスターを出展された皆様，真空体感実験を準備・担当され

た皆様，真空内ロボットの展示，真空と安全に関する展示担

当された皆様，ご協力いただいた日本真空工業会の皆様，そ

して，真空展に来場くださったすべての方々に感謝いたしま

す．


