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. 真空展と日本真空学会コーナーの報告

VACUUM2014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2014年10月

15日（水)～17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「2014洗浄総合展」，「Japan Robot

Week 2014」，「モノづくりマッチングJapan 2014」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79社・団体，出展小間数は181小間でした．来

場者数は 1 日目3,157名，2 日目3,567名，3 日目4,125名，合

計10,849名でした．昨年は出展社数82社・団体，出展小間

数163小間，来場者数合計9,935名でしたので，出展社数は

わずかに減少，出展小間数，参加者数は増加しました．

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) 真空体感コーナー

2) 真空産業で働く人のための安全紹介コーナー（協力

独労働安全衛生総合研究所）

3) 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（28件，表）

4) 書籍販売コーナー

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），神谷

潤一郎（原子力研究機構），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

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180名程度で，真空中での

風船の膨張・破裂，空気抵抗の減少，水の凍結，揚力の減少

など，興味深い現象を体感いただきました．

真空産業で働く人のための安全紹介コーナーでは，「感電

災害の現状製造業を中心として」，静電気による火災・爆

発の実験ビデオの放映，真空・気体と静電気緩和について，

機械安全に関する書籍の案内，「年だから 若いから

年齢で気をつけよう」（年齢と労働災害の関係について），

「危ない写真にタッチで危険要因を覚えよう」（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．

主催者企画としては宇宙飛行士，山崎直子氏の特別講演・

対談会「“宇宙”極限の真空環境が人にもたらす未来を見つ

める」（10月15日（水）1230～1330，参加者数206名），

パーソナルモビリティ ``UNICUB'' による真空展会場内ツ

アー（10月15日（水)～17日（金），定員 1 回あたり 4 名，1

日当たり 6 回開催，3 日間合計での参加者数74名）が企画

され，いずれも大変盛況でした．

日本真空工業会コーナーでは

1) ``MEMS'' 展示・体験ゾーン

2) 低真空なんでも相談コーナー

3) 工業会活動紹介 書籍販売コーナー

が企画されました．日本真空工業会主催の学生ツアー参加者

は 8 名でした．

. 真空トピックスの報告

真空トピックス「スマート社会を実現するためのマイルス

トーン―2020年ヘ向けて―」（10月15日（水）1300～16

35，会議棟606会議室）を日本真空工業会と共に開催しまし

た．今回は日本真空学会スパッタリングおよびプラズマプロ

セス技術部会第140回定例研究会・国際会議「ISSP（Inter-

national Symposium on Sputtering and Plasma Processes）

2015」のプレセッションとして様々なデバイス・製品を支

える，“スパッタリング”を中心としたプラズマプロセスの

第一線で活躍する研究者・技術者が講演しました．プログラ

ムは以下の通りです．参加者は31名でした．

1300～1310 ｢開会の挨拶」加藤和広（ISSP2015実行
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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 標準コンダクタンスエレメントを用いて測定
した分圧真空計のパターン係数と比感度係数

吉田 肇，新井健太，藤井賢一 産総研計測標準研究部門

2 隔膜真空計の隔膜変位量の精密測定 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
の排気速度測定

菊地貴司（1），田中正人（2），
伊田直也（3），小玉 開（4），
間瀬一彦（1, 5）

（1)KEK 物構研，（2)千葉大院融合
科学，（3)弘前院理工，（4)横国大
院工，（5)総研大

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 建設開始大型低温重力波望遠鏡 KAGRA 内山 隆 東大宇宙線研究所

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 次世代光源用高輝度電子銃における極高真空
技術の利用

山本将博（1），内山隆司（1），
宮島 司（1），本田洋介（1），
小林正典（1），吉田 肇（2），
栗巣普揮（3）

（1)KEK 加速器施設，（2)産総研，
（3)山口大

9 JPARC RCS に於ける真空系の現状と改修
の概要

能代谷彰二，神谷潤一郎，金正倫
計

日本原子力研究開発機構

10 次世代の高ルミノシティコライダー Super-
KEKB 加速器

柴田 恭 KEK 加速器研究施設

放射光施設 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 SPring
8 BL07LSU

原田慈久，松田 巌，和達大樹 東大放射光連携研究機構，東大物性
研

薄膜 13 斜め蒸着膜を用いた光導波路センサーの開発 栗山頌平，高垣宗寛，中嶋 薫，
木村健二，鈴木基史

京大院工

14 反応性スパッタリングによる超高純度窒化物
製膜

中野武雄 成蹊大理工

15 高度に制御された反応性スパッタによる様々
な透明導電性酸化物の成膜酸化錫を例に

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開発とその応用展
開

諸橋信一 山口大工

17 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

ナノ構造 18 ナノ炭素材料のナノエレクトロニクス・スピ
ントロニクス応用

境 誠司（1），圓谷志郎（1），
楢本 洋（1），松本吉弘（2）

（1)日本原子力研究開発機構，
（2)総合科学研究機構

19 X 線顕微鏡によるサステナブル科学の推進 武市泰男 KEK 物構研

撮像素子 20 高い放射線耐性をもつ微小真空冷陰極アレイ
撮像素子の開発

後藤康仁（1），辻 博司（1），
秋吉優史（1），高木郁二（1），
長尾昌善（2），根尾陽一郎（3），
増澤智昭（3），三村秀典（3），
岡本 保（4）

（1)京大院工，（2)産総研，（3)静大，
（4)木更津高専

電子材料・
プロセス

21 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

22 炭素系分子と金属電極の接合界面のデザイン 笠井秀明 阪大院工，阪大院工アトミックデザ
イン研究センター

応用表面科
学

23 活性酸素照射と酸素プラズマによる汎用プラ
スチックフィルムの表面改質特性の差異

佐々木俊亮（1），渡邊亮太（1），
大家 渓（2），岩森 暁（1, 2）

（1)東海大院工，（2)東海大工

24 巨大クラスターのイオンビームによる有機物
の選択的スパッタリング

盛谷浩右，乾 徳夫，持地広造 兵庫県立大院工

表面科学 25 STM を用いた分子間相互作用の可視化と制御 奥山 弘 京大院理

26 分子配向を制御した表面酸化反応 倉橋光紀 物質・材料研究機構

27 KEK 低速陽電子実験施設の全反射高速陽電
子回折（TRHEPD）実験

和田 健 KEK 物構研

表面工学 28 コンビナトリアルテクノロジーを用いたトラ
イボコーティングの開発

佐々木道子，本田博史，鈴木 裕，
後藤真宏，笠原 章，土佐正弘

物質・材料研究機構
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委員長，セントラル硝子）

1310～1355 ｢成膜技術を用いたデバイス開発と人セン

シングへの応用」三林浩二（東京医科歯科大）

1355～1440 ｢半導体技術を活用したメディカルデバイ

ス・システム」丹羽大介（ローム）

1440～1500 休憩

1500～1545 ｢欧州のフレキシブルエレクトロニクス関

連技術開発動向と日本」鈴木巧一（サーフテックトランス

ナショナル）

1545～1630 ｢生活支援ロボットの実用化の問題点～生

活支援ロボット安全検証センターの紹介を通じて～」大場

光太郎（産総研）

1630～1635 ｢閉会の挨拶」沖村邦雄（日本真空学会ス

パッタリングおよびプラズマプロセス技術部会部会長，東

海大）

. 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）の原案作成団体および，同分野の国際規格

（ISO 規格）の国内審議団体として登録されています．規格

開発におきまして，国内のサプライヤ，ユーザーの意見も重

要であることから，日本真空工業会の規格標準委員会と合同

検討委員会を構成して関連メーカーと意見交換しながら議論

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．現在，ISO/TC112では，真空計

測，真空機器の試験及び評価結果に関するトレーサビリテ

ィ，不確かさの表記がキーワードになっています．今回の真

空展では，10月16日（木）1100～1310に東京ビッグサ

イト 東 1 ホール展示場内 ワークショップ会場で「規格標

準報告会―真空に関する規格の動向と真空計測の不確かさに

ついて」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54名でした．

1. ｢真空計測における定量測定と不確かさの考え方につい

て」吉田 肇（産総研）

2. ｢真空ポンプ性能測定 JIS 原案作成委員会の中間報告」

濱口宗久（大阪真空機器製作所），田中智成（アルバッ

ク）

3. ｢真空装置用図記号の新旧 JIS 比較」平田正紘（規格標

準合同検討委員会委員長）

4. ｢ISO/TC112 ``Vacuum Technology'' の総会（韓国釜山）

参加報告」高橋直樹（アルバック）

5. ｢閉会の挨拶」伊藤隆生（日本真空工業会）

. 第回真空シンポジウムの報告

第15回 真空シンポジウム「真空技術とニーズの未来を探

る～家庭から福島第一まで～」（10月16日（木）1430～16

50，東 1 ホールワークショップ会場 B）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では，我々の日常

生活を支える真空技術の応用例，微小真空管を用いた高温や

放射線照射下でも使用可能な電子素子開発，ファブの巨大投

資問題を回避する超小型半導体生産システム開発など，社会

的要請に応える真空技術の現状と今後の展望について紹介ま

した．プログラムは以下の通りです．参加者は59名でした．

1430～1435 ｢開会挨拶」土岐和之（日本真空学会産学

連携委員会委員長）

1435～1515 ｢生活に欠かせない真空利用技術」木ノ切

恭治（真空テクノサポート・元日本真空工業会専務理事）

1515～1555 ｢真空管から真空ナノエレクトロニクス

へ」後藤康仁（京都大学）

1555～1605 休憩

1605～1645 ｢ミニマルファブ構想～装置と部品の小型

化の挑戦～」原 史朗（産総研）

1645～1650 ｢閉会挨拶」冨江 崇（日本真空学会産学

連携委員会，副委員長）

. 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，真空体感コーナーを準備・担当

された皆様，真空産業で働く人のための安全紹介を担当され

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．


