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メリ
ット

１
経済産業省・官公庁諸団体からの情報をタイムリーに受け取ることができます。

■各種助成金や経済政策などの情報も連絡窓口の方に適宜メールで配信します。

メリ
ット

２
会員価格で真空展へ出展することができます。

■一般企業の出展料は、１小間３３万６千円。会員企業なら１小間３１万５千円と２万１千円お得。

また、複数小間割引も利用できます。

メリ
ット

３

最新の真空市場の動向や関連業界の動向を知ることができます。

■統計に参加すれば真空市場の市場動向と国際統計の情報も入手することができます。
■日本真空工業会で調査した特定市場の調査情報を入手することができます。
■真空市場に関するセミナーを会員価格で聴講することができます。

メリ
ット

４

真空技術の基礎教育や実務教育を会員価格で受講することができます。

■真空展の会期中に開かれる真空の初心者向けの「真空入門講座」。
■入社数年目の若手実務者に最適な「真空技術実践講座」。
■実習による排気速度の測定と成膜評価を学べる「真空技術実習講座」。（計画中）
■真空を基礎から学べる実習を中心とした３日間の講習「真空ウォーキングコース」。

メリ
ット

５
安全教育・環境教育を会員価格で受講ができます。

■業界に特化した環境動向や作業安全、労働安全衛生法が学べる「環境・安全教育講座」。
■環境関連の各種規制の動向が学べる「環境セミナー」。

メリ
ット

６

ＪＶＩＡの刊行物や各種調査報告書を入手することができます。

■関連企業や最新技術の紹介など真空に関する情報が満載の定期刊行物「真空ジャーナル」。

■真空用語や真空技術などの真空関連情報が満載、業界関係者のバイブル「真空ポケットブック」。

■会員企業からの情報を集計したＪＶＩＡの「環境活動報告書」。
■真空関連作業従事者必見の「保全作業安全ガイドライン」。

メリ
ット

７

ＪＶＩＡの各種イベントに参加できます。

■国内、海外の真空関連企業や団体を訪問する「企業視察」に参加できます。
■日本真空工業会表彰の対象となり、優秀な技術は真空展で表彰され、各種刊行物に掲載されます。
■各種専門委員会や小委員会、関西支部へ参加することによって幅広い人脈形成に役立ちます。

日本真空工業会に入会するとこんなメリットがあります

お問合せはこちらまで
電 話

E-Mail
：

：

03-3459-1228
info@jvia.gr.jp

日本真空工業会

 

事務局
入会に関する
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「第5回真空技術実践講座」開催報告

JVIA事務局

　2011年に刷新致しました「真空技術実践講座」を、今年は第5回とし
て11月1日〜2日の2日間に亘り、機械振興会館にて開催いたしました。
受講者は27名（昨年は48名）で、会員外の受講生は19名（昨年20名）
でした。
　本教育講座の特徴は「実践力のある真空技術者の育成」をスローガ
ンに、基礎編（一日目）と実践編（二日目）で構成され、いずれも「演習」を
取り込んでいることです。対象としては入社後2年〜5年の技術・設計・
プロセス開発部門の方 を々想定しております。
　初日には基礎編として木ノ切恭治様（真空テクノサポート代表、元
JVIA専務理事）による90分単位の講義が4つ行われました。特に低
真空分野では農業、食品、林業、土壌、建設、医療などへの応用が紹介
され、いままでにない広範囲に亘る真空技術の利用を改めて知ることが
できました。
　実践編のほうでは岡田繁信様（株式会社島津製作所、山口大学客
員教授）が講師で、同じく90分単位の講義が4つ行われました。こちらで
は、仕様書が理解できるための知識と理解力を習得することを主眼とし
て、薄膜形成技術、排気系設計技術が講義されました。仕様書を理解
するということは、機器の技術限界を知って実践応用ができるようになる
ということを念頭においております。
　どちらの講義も4つ目の講義として7〜8題の「演習」が実施され、演
習後には解答の解説がありました。
　アンケートも実施され、本講習会の満足度として百点満点評価で77点

（昨年は76点、以下カッコ内は昨年を示す）の平均点を戴き、受講者
の希望がいささかでも満たされた評点ではないかと喜んでおります。受講
生の職種としては技術・開発・設計職が全体の67％（78％）で多数を占
めました（図1参照）。また、真空に関する経験年数では、2〜5年の受講
生を合計すると37％（36％）で想定よりやや少なめでした。ただ5年以上
のもの方が41％（27％）も占めるのも今年の特徴でした（図2参照）。
　真空に関する講習会では、真空技術基礎講習会（関東では日本真
空工業会主催の「真空ウォーキングコース」、関西では一般社団法人　
日本真空学会主催の「真空技術基礎講習会」）と一般社団法人日本
真空学会主催の「真空夏季大学」とが定着しておりますが、本教育講
座はそれら2つの中間的存在を意識した構成としたものになります。しか
しながら、まだまだ宣伝不足のようですので、今後とも周知を広めていき
たいと思っております。
　開催時期といたしましては、毎年秋ごろを想定しておりますので、今後
も是非教育の一環としてご利用戴ければと思います。

図1　受講者の職種

受講風景 受講風景

図2　真空に関する経験年数

講義プログラム

【基礎編】　講師：木ノ切恭治氏
Ⅰ．真空の基礎（90分間）

1．真空とは何か、減圧の意味、気体原子の挙動
2．真空の5の性質　－差圧、熱伝導、蒸発、酸素がない、放電－
3．真空の用途事例紹介

Ⅱ．要素技術と部品（90分間）
1．真空を作る要素技術
2．真空を作るポンプ技術
3．真空を測る計測技術
4．真空を維持する真空部品

Ⅲ．排気システムの構築（90分間）
1．低真空〜超高真空までの真空排気
2．低真空の真空排気
3．中真空の真空排気
4．高真空の真空排気
5．超高真空の真空排気
6．ガス放出と洗浄
7．トラブル事例紹介

Ⅳ．演習（90分間）
　－演習問題の実施と問題解説－

【実践編】　講師：岡田繁信氏
Ⅰ．真空薄膜形成装置における仕様書の作成技術（90分間）

1．真空薄膜作製方法の決定
2．排気系の決定
3．各種構成部品の決定
4．仕様書まとめ

Ⅱ．薄膜形成技術（90分間）
1．薄膜形成/成長過程
2．PVD法について
3．CVD法について

Ⅲ．排気系設計技術（90分間）
1．希薄気体の流れの分類
2．コンダクタンス
3．真空排気系設計の基礎
4．各種装置の排気系
5．補足資料

Ⅳ．演習（90分間）
－演習問題の実施と問題解説－

製造
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規格標準報告会開催報告

　VACUUM2012-真空展の2日目、10月18日（木）に、規格標準報告

会を東京ビッグサイトの展示会場で開催しました。日本真空学会の規格・

標準委員会と日本真空工業会の規格標準委員会とは合同で、真空技

術に関するISO規格の審議、JIS原案作成活動の提案を行なっていま

す。その活動報告と規格の紹介を兼ねて、3年前から規格標準報告会

を真空展のなかで開催してきました。

　今年のテーマは、「真空と漏れに関する最新情報」として、今年制定さ

れた真空ポンプのISO規格の解説、規格標準合同検討委員会のメン

バーが中心となって活動したJIS原案作成委員会の報告、漏れ試験に

関する資格認証試験の解説、ヘリウム標準リークと産総研における校正

サービスの紹介を行ないました。

　真空ポンプ全般をカバーする性能測定方法の規格として、ISO 

21360があります。今年、これがISO 21360-1 “Vacuum technology

－Standard methods for measuring vacuum-pump performance

－Part 1: General description” として再発行され、容積移送式真

空ポンプに関しては、ISO 21360-2 “Part 2: Positive displacement 

vacuum pumps”が発行され、旧規格 ISO 1607-1, -2 は廃止になって

います。報告会では、まず、ISO 21360-1について、真空ポンプの排気

速度の測定法（流量計を用いる方法、オリフィスを用いる方法、排気時間

を用いる方法）が解説され、続いて到達圧力の測定方法、圧縮比、臨界

背圧の測定方法が開設されました。

　次に、ISO 21360-2 について、旧のISO規格に基づいたJIS B 

8316-1, -2との違いを、排気速度測定方法と到達圧力測定方法に関

して解説がありました。また、ISO 21360-2で新たに導入された、水蒸気

許容度の測定、消費電力の測定、最低起動温度の測定について解説

がありました。最後に、このISO 21360-2に整合するJIS規格の作成、

日本に事情に合うようにISO 21360-2への修正提案が課題として提起

されました。

　次に、熱陰極電離真空計JIS原案作成委員会の中間活動報告があ

りました。まず、校正と不確かさについて解説した後、JIS原案作成委員

会の活動履歴を紹介し、当日までにまとめたJIS原案の内容が紹介され

ました。真空計の製造者が満たすべき仕様項目が定義された規格案と

なっていて、測定圧力範囲に関しては、「定義された測定の不確かさの

限界値を満たす最高圧力と最低圧力との間の範囲である」と紹介され

ました。

　5分間の休憩を挟んで、漏れ試験に関する資格認証試験の解説があ

りました。これは日本非破壊検査協会が2012年秋からNDIS 0605「非

破壊試験―漏れ試験技術者の資格及び認証」に基づき、もれ試験技

術者の資格試験に関するものです。漏れ試験としては、発砲漏れ試験、

圧力変化漏れ試験、ヘリウム漏れ試験を含んだ内容になっています。

　最後に、ヘリウム標準リークについての解説、特にリーク量の温度依存

性、経時変化の例を紹介、続いて産総研に設置された真空へのヘリウ

ム標準リークの校正システムとスニッファ法用の標準リークの校正システム

の紹介がありました。

　今回は、前回に引き続き、受講料無料として報告会を開催しました。

受講者は原則として事前登録をして頂きましたが、座席数120を上回る

申し込みがあり、当日までに締め切りになりました。当日は、キャンセル待ち

の行列ができるほどの盛況で、全部でおよそ110名ほどの受講者が集ま

りました。

　最後に、この報告会のためにプレゼン資料を準備し、わかりやすい解

説を頂いた講師の皆様に感謝申し上げます。

一般社団法人日本真空学会・日本真空工業会
規格標準合同検討委員会 規格標準委員会　委員長　芦田 修

（株式会社島津製作所）

当日のプログラム
　
真空ポンプの性能測定方法
　（排気速度、到達圧力、圧縮比、・・・）ISO 21360: Part 1の解説  
	 濱口　宗久　（（株）大阪真空機器製作所）

容積移送式ポンプの性能測定方法
　ISO 21360: Part 2の紹介と現行JIS規格からの変更点
	 岡本　正智　（（株）アルバック）

熱陰極電離真空計JIS原案作成委員会の中間報告　 
　副題：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）

漏れ試験に関する資格認証試験
　今年から始まった資格認証試験の概要を報告する
	 田村　芳一　（（一社）日本非破壊検査協会）

漏れ量定量化の基準である標準リーク
　ヘリウム標準リークと産総研における校正サービスの紹介
	 新井　健太	（（独）産業技術総合研究所）

閉会の挨拶
	 伊藤　隆生	（日本真空工業会）
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第9回 環境・安全教育講座 in 関東

　11月16日（金） 9：30〜16：30、東京港区芝公園の機械振興

会館において、受講者16名の参加のもと、「第9回 環境・安全教

育講座in関東」が開催されました。JVIA環境委員会とCS委員

会の合同開催で、午前に環境関連テーマ3件、午後に安全関連

テーマ3件の講義があり、熱心な討議が行われました。

　環境の1番目は、日本電子株式会社 品質保証室 製品順法グ

ループの河合英治氏による「RoHSⅡ（改正RoHS）の直前解説」

でした。来年1月から適用されるRoHSⅡでは、JVIA会員企業様

が取り扱う真空機器製品に関しても、多くの製品がカテゴリごとに

順次適用対象製品となって行きます。具体的にどう対応していくべ

きかについて、焦点を絞った講義をしていただきました。FAQ最終

版の公開が遅れる中、カテゴリの解釈やCEマーキングとの関係な

ど、現時点で解釈できる具体的な対応内容をわかりやすく解説い

ただき、大変有意義な講義でした。

　2番目は、株式会社島津製作所 山下陽之氏による「各国のモー

タ省エネ規制の概要」でした。温暖化対策の一環として、汎用の

3相インダクションモータについて、省エネランクを規制する動きが世

界各国に広がっています。米国や韓国に引き続き中国でもモータ

の省エネランクの規制が開始され、装置などの輸出製品に搭載さ

れているモータについての規制対応が必須となっています。各国

のモータ省エネ規制の違いなどが分かりやすく紹介されました。

　3番目は、筆者による「紛争鉱物問題の概要」でした。環境規制

ではありませんが、米国ドットフランク法（金融規制改革法）1502条

に基づいて、米国上場企業はコンゴ周辺地域から産出される金、

スズ、タンタル、タングステンの4種鉱物を製品に使用しているかどう

かについて、毎年、米国証券取引所（SEC）に報告する義務が生

じました。この影響で、来年以降お客様からの調査要求が本格化

する可能性のある新たな課題について、解説いたしました。

　午後はCS委員会の主催テーマで、まず神港精機株式会社の

大島秀夫氏による「安全等に関する各社の対応」でした。CS委

員会では委員会メンバによる「安全等に関する情報交換」を、現在

まで約8年間継続し、情報収集しています。本講義ではそのうちの

15項目について解説されました。各社の行っている内容、進捗状

況など、役立つ情報が多く参考になるものでした。

　安全2番目は、島津エミット株式会社の木田康夫氏による「作業

員が遭遇した危険な事例と最近の労働災害事例」でした。CS委

員会では会員各社の協力のもと様々な災害事例を集約し、挟み

込み、転倒、感電、火傷・爆発、化学物質、等 危険の種類別にまと

めた「作業員が遭遇した危険な事例集」を発行しています。講義は

その事例解説ですが、リスクマネジメントの視点から災害事例を分

析し、予防に向けた取り組みを考えるうえで、非常にわかりやすく参

考になる講義でした。

　最後は、株式会社大阪真空機器製作所の橋本祥一氏による

「労働安全衛生法の解説」でした。労働安全衛生法は、労働災

害を未然防止し労働者の安全と健康を確保することを第一の目的

として、安全衛生管理体制の確立、労働者の危険または健康障

害を防止するための措置、危険有害業務への有資格者の

配置など、その内容は多岐にわたっています。労働安全衛生

法を理解するうえで非常に有益な講義でした。

　最後に、今回の環境・安全に参加いただいた受講生のみ

なさま、また開催関係者のみなさまに厚く御礼申し上げます。

環境委員会 委員長　小泉達則
（キヤノンアネルバ株式会社）

受講風景
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キリンビール株式会社 横浜工場視察報告
環境委員会移動例会

　環境委員会では、2012年度の移動例会として、キリンビール㈱横浜

工場の視察をして参りました。キリンビールの横浜工場は、京急生麦駅

から徒歩約10分のところにあります。約19万㎡の土地に1200名ほどの

方々が働いているそうですが、この規模でも全国にあるキリンビール工場

の中で一番小さいというから驚きです。

　見学は、最初に「キリンビールのこだわり」についての映像を見てから、

原料のコーナーへ移動します。移動通路の壁面には気泡をイメージする

ライトが点灯し、ビールを注ぐ音が流れ、だんだんと期待感が高まってきま

す。

　ビールの主原料は麦芽とホップと水です。ここでは麦芽とホップを実際

に手にとり、香りを嗅ぐ事ができました。どちらも世界の産地から良質なも

のを選定しているそうです。これらの原料を仕込釜に入れ、麦汁（ばくじゅ

う）を作ります。

　キリンビールの代表商品である「一番搾り」はこの麦汁をろ過する段階

で、最初に流れ出る麦汁だけを使用して作るところからその名前がつけ

られています。麦芽のおいしいところだけを引きだした旨味が出るそうで

す。

　次に、発酵・貯蔵の説明を受けました。麦汁は発酵タンクに移動して

酵母が加えられて発酵し、約1週間で若ビールが誕生します。若ビール

は貯蔵タンクで1〜2ヶ月熟成されます。熟成が終わり、ろ過の工程を

経てビールは完成です。横浜工場には高さ20mのタンクが129本あり、

350ml缶で148万本もの量が貯蔵されています。ちなみに毎日1本飲ん

で、タンク全てを飲み終わるまでには4千年かかる量です。

　完成したビールは、びん・缶・樽それぞれに詰められます。缶詰めライ

ンを見学できましたが、目にも止まらぬ速さであっという間に缶が移動して

います。充填は速すぎて実際には見えませんが、ビールが充填された後、

瞬時にふたもされています。なんと、1分間に350ml缶を2000缶製造で

きるスピードだそうです。

　最後に、キリンビールの環境への取り組みを学びました。ビールびんや

缶は軽量化する事により、資源や製造に関わるエネルギーの節約や、

輸送効率を上げることでCO2の削減につなげています。ビールびんは、

外表面にセラミックスコーティングを施すことで強化して、従来の大びん

（605g）よりも21％軽くなった軽量大びん（475g）が導入されています。

軽量化されたびんは実際に持って比較でき、20本入り1ケースで約2．

6kgも軽くなっている事を体験できました。また、販売されたびんは回収さ

れ、徹底的に洗浄・検査され、再びビールが詰められて平均約8年使用

されるという事です。ヒビや傷で使えなかったびんも、砕かれて全て再利

用されています。このように、廃棄物や副産物を100％資源として再利用

するゼロエミッションを1994年にはビール業界で初めて達成されていると

のことでした。

　末筆になりますが、見学に際し親切丁寧なご対応を頂きましたガイドさ

んにお礼申し上げます。

ありがとうございました。

1．JVIA-EASTについて
　JVIA-EASTは、JVIA会員企業各社の若手交流とビジネス

チャンス増大を目的とし、関東圏での「若手交流会」として、2005年

に発足しました。活動内容は毎年春と秋の2回に分けて交流会行

事を企画するというもので、春は企業・研究機関等の見学会、秋

は会員企業の社員とその家族にご参加いただけるレクリエーション

を開催しております。今回は秋の交流会ということで、「両国国技

館 大相撲初場所七日目桝席にて観戦」を開催しました。 

2．両国国技館 大相撲初場所観戦
　大相撲初場所観戦は2013年1月19日に行い、10社28名の

方々にご参加頂きました。当日は14時に両国国技館正門前に集

合して頂き、チケットを配布し七ヶ所の桝席で、十両から幕内力士ま

での取組を観戦しました。天気の良い土曜日ということもあり、両国

国技館周辺は多くの人で賑わっておりました。また、日本の国技を

見る為に訪れる外国人観光客も多数見うけられました。そして当日

は、大入りの「満員御礼」の会場で観戦をしました。

　国技館の座席は主に、2階の椅子席と1階の桝席に分かれま

す。桝席は、1.3m四方の枠内に前後に2人ずつ、計4人が一緒に

座って観戦できるように仕切られています。土俵上の力士の息遣

い、力士同士がぶつかり合う音、行司の声など大歓声の中でその

迫力や伝統が間近で感じられるのが桝席ならではの魅力でありま

す。今回は、幹事各位をはじめ参加者の大半が初めての大相撲

観戦でしたので、その想像以上の迫力に皆さん圧倒されていまし

た。

　また、各社の参加者同士で一つの桝席に相席して頂き、企業間

の交流を図ることもできました。惜しくも本場所で引退となってしまっ

た高見盛関の、お馴染みのパフォーマンス時には皆さん大いに盛り

上がり、ご参加頂いた皆様にはとても満足して頂ける結果となりまし

た。

3．最後に
　ご参加頂いた皆様のおかげで、交流会を無事に終えることができ

ました。今後とも皆様のご期待に沿えますよう、幹事一同有意義な

行事を企画してまいりますので、JVIA-EASTへのご指導、ご協力

の程宜しくお願い申し上げます。

視 察 日 ： 2013年2月7日（木）15：00〜16：10
視察場所 ： キリンビール株式会社 横浜工場
参 加 者 ： 9名（敬称略）
  小泉 達則（キヤノンアネルバ㈱）
  飯田 義隆（㈱シンクロン）
  佐藤 允彦（㈱MORESCO）
  三好 慶（㈱荏原製作所）
  北崎 正樹（アルバックテクノ㈱）
  山邊 俊輔（㈱アルバック）
  日暮 正人（アルバック機工㈱）
  佐々木 正巳（日本真空工業会事務局）
  吉田 裕彦（日本真空工業会事務局）

環境委員会　日暮 正人
（アルバック機工株式会社）

左が麦芽、右がホップ

環境コーナー

仕込釜

びんの軽量化比較

満員御礼の様子

迫力ある取組（幕内力士）

初場所を制した日馬富士関のぼり

JVIA-EAST企画 第13回交流会

両国国技館 大相撲初場所七日目枡席にて観戦

株式会社荏原製作所　東 直人
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キリンビール株式会社 横浜工場視察報告
環境委員会移動例会

　環境委員会では、2012年度の移動例会として、キリンビール㈱横浜

工場の視察をして参りました。キリンビールの横浜工場は、京急生麦駅

から徒歩約10分のところにあります。約19万㎡の土地に1200名ほどの

方々が働いているそうですが、この規模でも全国にあるキリンビール工場

の中で一番小さいというから驚きです。

　見学は、最初に「キリンビールのこだわり」についての映像を見てから、

原料のコーナーへ移動します。移動通路の壁面には気泡をイメージする

ライトが点灯し、ビールを注ぐ音が流れ、だんだんと期待感が高まってきま

す。

　ビールの主原料は麦芽とホップと水です。ここでは麦芽とホップを実際

に手にとり、香りを嗅ぐ事ができました。どちらも世界の産地から良質なも

のを選定しているそうです。これらの原料を仕込釜に入れ、麦汁（ばくじゅ

う）を作ります。

　キリンビールの代表商品である「一番搾り」はこの麦汁をろ過する段階

で、最初に流れ出る麦汁だけを使用して作るところからその名前がつけ

られています。麦芽のおいしいところだけを引きだした旨味が出るそうで

す。

　次に、発酵・貯蔵の説明を受けました。麦汁は発酵タンクに移動して

酵母が加えられて発酵し、約1週間で若ビールが誕生します。若ビール

は貯蔵タンクで1〜2ヶ月熟成されます。熟成が終わり、ろ過の工程を

経てビールは完成です。横浜工場には高さ20mのタンクが129本あり、

350ml缶で148万本もの量が貯蔵されています。ちなみに毎日1本飲ん

で、タンク全てを飲み終わるまでには4千年かかる量です。

　完成したビールは、びん・缶・樽それぞれに詰められます。缶詰めライ

ンを見学できましたが、目にも止まらぬ速さであっという間に缶が移動して

います。充填は速すぎて実際には見えませんが、ビールが充填された後、

瞬時にふたもされています。なんと、1分間に350ml缶を2000缶製造で

きるスピードだそうです。

　最後に、キリンビールの環境への取り組みを学びました。ビールびんや

缶は軽量化する事により、資源や製造に関わるエネルギーの節約や、

輸送効率を上げることでCO2の削減につなげています。ビールびんは、

外表面にセラミックスコーティングを施すことで強化して、従来の大びん

（605g）よりも21％軽くなった軽量大びん（475g）が導入されています。

軽量化されたびんは実際に持って比較でき、20本入り1ケースで約2．

6kgも軽くなっている事を体験できました。また、販売されたびんは回収さ

れ、徹底的に洗浄・検査され、再びビールが詰められて平均約8年使用

されるという事です。ヒビや傷で使えなかったびんも、砕かれて全て再利

用されています。このように、廃棄物や副産物を100％資源として再利用

するゼロエミッションを1994年にはビール業界で初めて達成されていると

のことでした。

　末筆になりますが、見学に際し親切丁寧なご対応を頂きましたガイドさ

んにお礼申し上げます。

ありがとうございました。

1．JVIA-EASTについて
　JVIA-EASTは、JVIA会員企業各社の若手交流とビジネス

チャンス増大を目的とし、関東圏での「若手交流会」として、2005年

に発足しました。活動内容は毎年春と秋の2回に分けて交流会行

事を企画するというもので、春は企業・研究機関等の見学会、秋

は会員企業の社員とその家族にご参加いただけるレクリエーション

を開催しております。今回は秋の交流会ということで、「両国国技

館 大相撲初場所七日目桝席にて観戦」を開催しました。 

2．両国国技館 大相撲初場所観戦
　大相撲初場所観戦は2013年1月19日に行い、10社28名の

方々にご参加頂きました。当日は14時に両国国技館正門前に集

合して頂き、チケットを配布し七ヶ所の桝席で、十両から幕内力士ま

での取組を観戦しました。天気の良い土曜日ということもあり、両国

国技館周辺は多くの人で賑わっておりました。また、日本の国技を

見る為に訪れる外国人観光客も多数見うけられました。そして当日

は、大入りの「満員御礼」の会場で観戦をしました。

　国技館の座席は主に、2階の椅子席と1階の桝席に分かれま

す。桝席は、1.3m四方の枠内に前後に2人ずつ、計4人が一緒に

座って観戦できるように仕切られています。土俵上の力士の息遣

い、力士同士がぶつかり合う音、行司の声など大歓声の中でその

迫力や伝統が間近で感じられるのが桝席ならではの魅力でありま

す。今回は、幹事各位をはじめ参加者の大半が初めての大相撲

観戦でしたので、その想像以上の迫力に皆さん圧倒されていまし

た。

　また、各社の参加者同士で一つの桝席に相席して頂き、企業間

の交流を図ることもできました。惜しくも本場所で引退となってしまっ

た高見盛関の、お馴染みのパフォーマンス時には皆さん大いに盛り

上がり、ご参加頂いた皆様にはとても満足して頂ける結果となりまし

た。

3．最後に
　ご参加頂いた皆様のおかげで、交流会を無事に終えることができ

ました。今後とも皆様のご期待に沿えますよう、幹事一同有意義な

行事を企画してまいりますので、JVIA-EASTへのご指導、ご協力

の程宜しくお願い申し上げます。

視 察 日 ： 2013年2月7日（木）15：00〜16：10
視察場所 ： キリンビール株式会社 横浜工場
参 加 者 ： 9名（敬称略）
  小泉 達則（キヤノンアネルバ㈱）
  飯田 義隆（㈱シンクロン）
  佐藤 允彦（㈱MORESCO）
  三好 慶（㈱荏原製作所）
  北崎 正樹（アルバックテクノ㈱）
  山邊 俊輔（㈱アルバック）
  日暮 正人（アルバック機工㈱）
  佐々木 正巳（日本真空工業会事務局）
  吉田 裕彦（日本真空工業会事務局）

環境委員会　日暮 正人
（アルバック機工株式会社）

左が麦芽、右がホップ

環境コーナー

仕込釜

びんの軽量化比較

満員御礼の様子

迫力ある取組（幕内力士）

初場所を制した日馬富士関のぼり

JVIA EAST交流会

両国国技館 大相撲初場所七日目枡席にて観戦

株式会社荏原製作所　東 直人
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秋季合同講演会

　2011年10月12日（水）に日本真空工業会関西支部と日本真空

協会関西支部による秋季合同講演会が大阪弥生会館において

開催されました。

　講演会には、日本真空工業会及び日本真空協会から計69名、 

講演会後の懇親会にはご講演を頂いた先生方を始め50名と多

数の参加がありました。

講演内容

講 演 ① 「XFELが拓く原子分子物理の最先端」

講師 東北大学多元物質科学研究所

上田 潔 教授

　上田先生のご専門は物理化学で、現在東北大学多元物質科

学研究所で教鞭を取られてます。ご研究においては、化学反応の

素過程に着目し、原子衝突過程を分光学的に調べる研究をされ

てこられました。近年は特に、放射光による分子の分解ダイナミクス

をフェムト秒〜アト秒の時間分解能で可視化する研究を展開し、世

界のトップランナとしてご活躍されております。ご講演では、1兆分の

1秒以下という非常に短い時間で進行する化学反応の過程を、映

画のように撮影したいという夢と、その夢をどのような技術で実現

するかということをお話いただきました。特に最近、大型放射光施

設SPring-8（兵庫県佐用町）にて完成し、近々利用が始まるX線

自由電子レーザSACLA（SPring-8 Angstrom Compact Free 

Electron Laser）を利用した実験では、アト秒（100京分の1秒）の

時間幅で化学反応を追跡できるとのことでした。そのような短時間

では、1秒間に地球を7周半する光ですら、水1分子程度の長さ（ナ

ノメートル）しか進むことができず、また時間を計ることすら難しいとい

うお話を伺い、聴講者から感嘆の声があがりました。真空技術を活

用した科学の最先端を再認識する場となり有意義な講演となりま

した。

講 演 ② 「ハイバリアフィルム」

講師 久留米工業高等専門学校生物応用科学科

伊藤 義文 教授

　伊藤先生のご専門は、化学工業であり現在久留米工業高等専

門学校にて教鞭を取られていますが、過去 三菱重工業㈱にて大

型の発電、化学プラントに関連したエネルギ、環境設備関連の研究

を又、印刷機や連続真空蒸着機などの産業機器の開発研究にも

携われてこられました。プラスチックの加工技術にも精通されており 

1.オゾンを利用した農産物の鮮度保持技術 2.医薬品包装におけ

る薬効成分の吸着・透過現象 3.フェノール・シアン等の難分解化

合物の生物処理試験等の研究を通して今回「ハイバリアフィルム」

の解説を頂きました。大気圧からフィルムを挿入して連続蒸着を行

い、再度大気圧から取り出す製造効率の高い装置 各種真空製

膜技術の紹介 アルミ蒸着フィルムのバリア性を各種フィルム毎の酸

素及び水蒸気の透過率を大変詳しく解説頂くと共に蒸着膜厚と

電気抵抗との相関関係をデータにて解説いただき大変興味深く拝

聴出来ました。

    終盤には、透明蒸着フィルムの用途の説明を頂き、「食品向け」

から近年脚光を浴びている「太陽電池用バックシート」や「有機

EL」など大変丁寧なご説明をいただき真空技術との関わりを再認

識する場となり有意義な講演となりました。

日本真空工業会・日本真空協会 関西支部

関西支部 石田 日出美
（日立造船株式会社）

上田 潔 教授

伊藤 義文 教授
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　3月1日（金）16：30〜19：30、メルパルク東京（東京都港区芝公園）

にて「国際競争力アップに向けた真空産業交流会」と題して、日本真空

工業会（JVIA）会員皆様方と会員様のサプライヤ・協力会社様を一堂

に集めて、サプライヤ交流会が開催されました。

　本交流会の趣旨は、会員の皆様方には各社の現行品に対して新た

なサプライヤからの材料・部品の調達が可能であり、各サプライヤ様も業

界を熟知していることから品質の安定・短納期・量産効果でのコストの

低減が期待できます。さらに開発品の部品調達のスピードアップおよびコ

ストダウン或いは潜在ビジネスの掘り起こしに繋がることになります。

　また、サプライヤ様にとっては新規顧客の開拓、売上増加、新規分野

への参入などの利点が挙げられます。

　第1回の今回は、JVIA会員企業19社、36名、サプライヤ・協力企業

21社、29名、東京都中小企業振興公社より1名、合計66名にご参加い

ただきました。

　最初にJVIA伊藤専務理事より開催の挨拶のあと、JVIA辻村会長

が挨拶されました。

　本交流会は内容からして、「競争法（独禁法）」を遵守する必要がある

ため、JVIA大里企画委員長より、参加者全員に配布した関係法遵守

資料の説明と価格情報、個社情報等は制限させていただく等の注意事

項の説明がありました。

　そして乾杯の後、まずプレゼンを聴講するJVIA会員企業が司会者よ

り紹介され、次にサプライヤ企業2社を紹介していただいた東京都中小

企業振興公社の松本様より挨拶をいただきました。

　サプライヤ様には、事前にプレゼン資料を準備していただき、各社5分の

持ち時間で、会社案内、業務得意分野等をアピールしていただきました。

　さらに、会員企業でありサプライヤの立場でもあるカワソーテクセル株式

会社様からもプレゼンしていただきました。

　途中休憩はあったものの、トータル1時間50分のプレゼン時間となりま

した。長時間にもかかわらず、皆様、飲食もほとんど進まないほど、熱心

に聴講されました。

　プレゼン終了後、懇談タイムとなり、会員様とサプライヤ様の活発な交

流がありました。

　中締めとして、サプライヤ様を代表いただき、赤田工業株式会社の赤田

社長より、本交流会が大変有意義であったとのご意見をいただきました。

　最後に、今回初めてのサプライヤ交流会ということで、本企画につい

て、参加いただいた会員・サプライヤの皆様にアンケートをお願いしました

結果、好意的な意見を多く頂きました。また、プレゼンと懇親会は別とした

方が良いとか座って聞きたい（今回立食だったため）等の今後の参考と

なる貴重な意見をいただきました。

　参加された皆様、開催関係者の皆様には多大なるご協力をいただき、

誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

第1回サプライヤ交流会開催

サプライヤ企業
1 誠南工業株式会社
2 株式会社栄製作所
3 東和工業株式会社
4 セキアオイテクノ株式会社
5 光洋販売株式会社
6 赤田工業株式会社
7 株式会社指田製作所
8 協和測機株式会社  
9 近畿軸受販売株式会社
10 近軸(上海)商貿有限公司
11 株式会社テクノフレックス
12 株式会社第五電子工業
13 永井機械鋳造株式会社
14 株式会社多摩技研製作所
15 ＩＤＥＣ株式会社
16 上海宜時騰国際貿易有限公司
17 中島合金株式会社
18 株式会社ヒサワ技研
19 株式会社リッチモアインターナショナル
20 株式会社ダイイチコンポーネンツ
21 株式会社コスモ・サイエンス

全　41社

その他団体
1 東京都中小企業振興公社
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第1回サプライヤ交流会（2013年3月1日）アンケート結果

JVIA会員企業
1 アユミ工業株式会社
2 株式会社アルバック
3 アルバック東北株式会社
4 アルバック九州株式会社
5 入江工研株式会社
6 エドワーズ株式会社
7 株式会社荏原製作所
8 株式会社大阪真空機器製作所
9 株式会社岡崎製作所
10 カワソーテクセル株式会社
11 佐藤真空株式会社
12 住友重機械工業株式会社
13 東京電子株式会社
14 株式会社トヤマ
15 日本電子株式会社
16 ＶＡＴ株式会社
17 株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ
18 株式会社山川機械製作所
19 株式会社島津製作所

サプライヤ交流会会長の挨拶風景

サプライヤ交流会会場風景

JVIA 01
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