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. 真空展と日本真空学会コーナーの報告

VACUUM2015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2015年 9 月 8

日（火）～10日（木）にパシフィコ横浜展示ホール B にて

開催されました．今年は難加工技術展2015，表面改質展

2015との同時同会場開催でした．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71社・団体，出展小間数

は177小間（企画ゾーンを含む），来場者数は 1 日目4,739名，

2 日目5,421名，3 日目5,548名，合計15,708名（難加工技術

展2015，表面改質展2015来場者を含む）でした．昨年は出

展社数79社・団体，出展小間数181小間，来場者数合計

10,849名（真空展のみの参加者）でしたので，出展社数と出

展小間数は減少，来場者は増加でした．8 日，9 日は台風に

よる大雨，10日も雨であったにもかかわらず，来場者が増

加したのは難加工技術展2015，表面改質展2015の来場者が

真空展にも来場したためです．実際，会場は昨年より賑わっ

ておりました．

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，吉田秀樹（株式会社テクノポート））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) 製造業における安全研究紹介コーナー（協力独労

働安全衛生総合研究所）

2) 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）

3) 書籍販売コーナー

主催者企画としては

1) パネルディスカッション「民間による初の月面到達

プロジェクトを支える日本の技術力とは～「ルナ

ドリーム カプセル プロジェクト」に迫る～」（9 月

8 日（火）），参加者150名．

2) 2014年度ノーベル物理学賞受賞者，天野浩教授（名

古屋大学大学院 工学研究科）による日本真空工業会創

立30周年記念 特別基調講演「真空技術と LED 開発の

歴史および未来の照明について」（9 月 9 日（水）），参

加者450名．

3) パーソナルモビリティ UNICUB 乗車体験コーナー

（9 月 8 日（火）～10日（木）），参加者208名．

4) 学生ツアー（9 月 8 日（火）1000～1145），参加

者16名．

が開催され，いずれも大変盛況でした．

また，日本真空工業会コーナーでは

1) “省エネ”・“高効率”コンポーネントコーナー

2) 真空なんでも相談コーナー

3) CS 委員会活動紹介

が開設されました．

. 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，9 月 8 日（火）1300～1505に会議室 E204に

て「コンダクタンスとバルブ，真空技術に関する規格の紹介」

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46名でした．

1. ｢真空バルブとコンダクタンス真空バルブで流量を調

節することは可能か」松田七美男（東京電機大教授）

2. ｢バルブと容量係数 CV真空装置に使用するバルブの

容量係数 CV と空気流量について」佐藤準治（フジキン）

3. ｢真空ポンプの排気速度測定とテスト・ドーム測定技

術の変遷と規格化の課題」田中智成（アルバック）

4. ｢真空技術に関する国内外の規格こんな規格はあるか
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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 10－9 Pa から10－3 Pa の国際比較（パイロッ
トスタディ）の結果報告

吉田 肇，小松栄一，新井健太，
小畠時彦

産総研計測標準研究部門

2 圧力吸着状態密度変換式による水排気曲線
の解析

武安光太郎 阪大院理

3 真空容器の排気過程に関する新しい物理的描像 杉本敏樹 京大院理

4 低コストピル積層型 NEG ポンプの開発 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

5 放射光を用いた NEG コーティング表面の真
空特性に関する研究

谷本育律（1），本田 融（1），
Marton Ady（2）， Roberto Ker-
sevan（2），Paolo Chiggiato（2）

（ 1 )KEK 加速器研究施設，（ 2 )
CERN

6 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 山口大工

宇宙科学 7 大型低温重力波望遠鏡 KAGRA 内山 隆 東大宇宙線研究所

8 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 9 低反力ベローズを用いた JPARC RCS での
真空作業性の向上

引地裕輔 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 東大放射光連携研究機構，東大物性
研

薄膜 13 シラス薄膜の基礎物性評価と機能性薄膜材料
としての可能性

野口大輔 都城高専

14 スパッタ製膜プロセスにおける粒子の熱化と
輸送過程

中野武雄 成蹊大理工

15 反応性スパッタによる遷移領域内での透明導
電膜の高速成膜

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

ナノ構造 17 グリーンイノベーション研究拠点形成プロジ
ェクト

平松美根男 名城大理工

18 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 19 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），
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），
秋吉優史（5），佐藤信浩（6）

（1)京大院工，（2)産総研，（3)静大，
（4)木更津高専，（5)大阪府立大，
（6)京大原子炉

電子材料・
プロセス

20 薄型 AE センサによるプラズマプロセス中の
異常放電の検出

笠嶋悠司 産総研製造技術研究部門

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 紫外光励起活性酸素曝露による Polystyrene
製細胞培養基板の改質と滅菌の一括処理方法
の確立

細谷和輝，大家 渓，岩森 暁 東海大

応用表面科
学

23 1 分子分析を実現する高感度・高空間分解能
量子センサー技術

渡邊幸志 産総研

24 解離性イオン散乱を用いた極表面の機械物性
測定

乾 徳夫 兵庫県立大院工

表面科学 25 STM を用いた分子接合の作製と伝導度計測 奥山 弘 京大院理

26 表面反射分光を用いたシリコン酸化過程の高
感度非破壊計測

大神田航平 横国大院

27 KEK 低速陽電子実験施設の全反射高速陽電
子回折（TRHEPD）実験ステーション

和田 健 KEK 物構研

表面工学 28 ZnO コーティングを用いたベアリングシス
テムの開発

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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表 ｢超高真空技術」講座の受講者へのアンケート結果．

難易度
難 ＞ ＞ ＞ 易

3 25 32 7 3

仕事に役立つ内容か
役立つ ＞ ＞ ＞ 役立たない

21 33 15 0 1

講義の時間
長 ＞ ＞ ＞ 短

6 9 43 9 3
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な」平田正紘（規格標準合同検討委員会委員長）

. 第回真空シンポジウムの報告

第16回 真空シンポジウム「新世代産業と真空」（9 月10日

（木）1300～1530，会議室 E204）を主催しました．プ

ログラムは以下の通りです．参加者は55名でした．

1. ｢重力波観測用干渉計 KAGRA の建設」齊藤芳男（東

京大宇宙線研特任教授/KAGRA プロジェクトマネージ

ャー）

2. ｢高真空内で生きたまま濡れたままの生物を電子顕微

鏡観察する NanoSuit 法」針山孝彦（浜松医科大教授）

3. ｢真空の未来と人と環境に優しいビジネスへの展開」

中西貴之（宇部興産サイエンスコミュニケータ）

. ｢ディスプレイ・半導体産業，成膜，表面分

析に役立つ超高真空技術」講座の報告

今回，初めての試みとして「ディスプレイ・半導体産業，

成膜，表面分析に役立つ超高真空技術」講座（9 月 8 日（水）

1230～1430，会議室 E205，9 月 9 日（水）1230～14

30，会議室 E204，講師間瀬一彦（高エ研，日本真空学会

教育委員長））を主催しました．受講者は 8 日31名，9 日42

名の合計73名でした．受講者にアンケートをとり，5 段階で

評価してもらったところ，以下の結果となりました（表）．

. 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

ナーの企画や真空シンポジウム，規格標準報告会，超高真空

技術講座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，安全研究紹介コーナーを担当された皆様，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．


