全体スケジュール
10：00

11：00

12：00

13：00

1 はじめて真空
［10：00〜11：10］

E206
［水］

14：00

15：00

2 真空入門講座
［10：00〜12：00］

E204

【基調講演】中畑

雅行 氏
［13：15〜14：45］

3 薄膜の基本技術講座
［12：30〜14：30］

4 作業安全教育講座
［10：00〜12：00］

E206

【特別講演】原

講演会場[展示ホール内]

5 規格標準報告会
［12：30〜14：30］
【基調講演】宮崎

史朗 氏
［11：00〜12：30］

2 真空入門講座
［10：00〜12：00］

E204

聡氏
［13：00〜14：30］

ハッピーアワー［16：00〜17：00］

3 薄膜の基本技術講座
［12：30〜14：30］

3 薄膜の基本技術講座
［15：00〜17：00］

7 真空フォーラム・シンポジウム2018
［12：30〜15：40］

アネックスホール
講演会場[展示ホール内]
10：00

［水］

3 薄膜の基本技術講座
［15：00〜17：00］
6 環境トピックス
［14：00〜16：00］

E205

［金］

17：00

3 薄膜の基本技術講座
［15：00〜17：00］

2 真空入門講座
［13：00〜15：00］

8 光学薄膜ゾーン セミナー
［10：15〜13：00］

講演会場[展示ホール内]

［木］

16：00

3 薄膜の基本技術講座
［12：30〜14：30］

E204

【基調講演】高井

【特別講演】鈴木

まどか 氏［11：00〜12：00］

11：00

12：00

10:00〜11:10

1 はじめて真空

（受付9：30）

厚人 氏
［13：00〜14：30］

13：00

14：00

定員：30 名

15：00

16：00

10：00〜12：00

4 作業安全教育講座

［木］

17：00

（受付9：30〜）

初めての方の真空体験

貴社の安全対策は万全ですか？ 作業安全を見直す為の講座です。

定員30名に限定し、様々な演示実験を通じて「真空」を体験していただきながら、真空の５つの効果（圧力差・熱が伝わり難い・蒸発し
易い・衝突し難い・放電）とその利用についてわかり易く説明します。この講座と真空入門講座の２つの講座の受講をお勧めします。

真空機器の製造および取り扱い環境の中で、作業安全や健康維持、保全作業に係る講座です。

場 所：パシフィコ横浜 展示ホール2階 会議室E206
主 催：（一社）日本真空工業会 教育委員会
参 加 費：一般…3,000円／学生…1,000円 [資料代・消費税込み]

事前申込制

7月下旬より受付開始
定員となり次第締切とさせていただきます

講 座 内 容

１．
真空の効果（５つの効果） ２．
演示実験（ペットボトルの排気、マグデブルグの半球、ガラス容器に入れた炭酸水の排気等）
■担当講師
9/5（水） 栗巣 普揮 氏（山口大学 大学院創成科学研究科 工学系学域 准教授）

〜

［水］

［金］

2 真空入門講座

9/5
13:00〜15:00（受付12:30）
9/6・7 10:00〜12:00（受付9：30）

定員
各日54 名

真空の基礎を理解するためのガイド
これから真空産業に関わる方々が、真空の基礎的な事柄・知識を得るためのミニ講座です。初めて真空展に来場される方は、
ぜひこの講座を受講されてから会場をご覧ください。

場 所：パシフィコ横浜 展示ホール2階 9/5…会議室E206 9/6・7…会議室E204
主 催：（一社）日本真空工業会 教育委員会
参 加 費：一般…3,000円／学生…1,000円（1日につき）[資料代・消費税込み]

事前申込制

7月下旬より受付開始

１．
真空の歴史 ２．
真空の基礎 ３．
真空計測 ４．
真空ポンプ ５．
真空用材料 ６．
真空部品 ７．
真空装置の構成
■担当講師
9/5（水） 栗巣 普揮 氏（山口大学 大学院創成科学研究科 工学系学域 准教授）
9/6（木） 関口 敦 氏（工学院大学 学習支援センター講師）
9/7（金） 河合 英治 氏（日本電子（株） 経営戦略室 オープンイノベーション推進室 第１グループ 専任主査）

〜

［金］

3 薄膜の基本技術講座

各日 12：30〜14：30（受付 12：00〜）
15：00〜17：00（受付 14：30〜）
合計 ６回

定員
各日54 名

薄膜作製技術は真空工学の重要な応用です。本講座ではシリコン半導体、LED・ワイドギャップ半導体のプロセス技術の紹介と、そこで使用
される薄膜作製技術、加工技術、評価技術を紹介します。また、真空蒸着を中心とした光学薄膜作製の基礎、プラズマCVD法によるダイヤモ
ンドライクカーボン膜のトライボロジー応用などを紹介します。さらに、スパッタ法の新しい制御技術を駆使した成膜方法や成膜の組成制御・
構造制御のキーポイントを真空科学の視点から解説します。全６回の講座ですが、それぞれの専門に特化した別々の内容となっています。

事前申込制

7月下旬より受付開始
定員となり次第締切とさせていただきます

無料

（受付12：15）

気体放出現象の解説と、気体放出量の測定に関する国際標準化について

場
主

所：パシフィコ横浜 展示ホール２階 会議室E206
催：（公社）日本表面真空学会 規格標準化委員会／
（一社）日本真空工業会 規格標準委員会

無料

場
主

所：パシフィコ横浜 アネックスホールF201
催：（公社）日本表面真空学会／（一社）日本真空工業会

事前申込制

参加費

無料

講演プログラム

7月下旬より受付開始
定員となり次第締切とさせていただきます

■12:35〜13:20 「製造業向け人工知能 〜匠の技とAIの融合〜」
鈴木 克信 氏（（株）クロスコンパス 代表取締役社長、事業戦略本部長）
■13:20〜14:05 「AI×ロボットによるつながる工場 〜臨海ハブ拠点での取り組み〜」
谷川 民生 氏（（国研）産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副部門長、人工知能研究センター 副センター長）
■14:05〜14:50 「AI×IoTによる新たな高度サービス 〜柏ハブ拠点での取り組み〜」
佐藤 洋 氏（（国研）産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長）
■14:50〜15:35 「CMOＳ/MTJ Hybrid ＡＩチップのインパクトと、真空プロセスへの期待」
遠藤 哲郎 氏（東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長、教授）

［水］

8 光学薄膜ゾーン セミナー

10:15〜13:00

（受付10:00〜）

定員：70名

光学薄膜業界を支える企業技術紹介
光学薄膜研究会は、日本の光学薄膜業界の発展を願い、協力し合って活動する事を目的として、2011年より活動を開始しました。現在、法人
会員は144社となり、光学薄膜に関する技術の向上、ISO・JIS規格作成などの活動を行っています。この度、光学薄膜研究会は「光学薄膜業
界を支える企業技術紹介」を真空展内の「光学薄膜ゾーン」にて開催いたします。本無料セミナーでは、光学薄膜研究会会員企業によります、
光学薄膜を作製する為の材料、真空装置、膜の評価手法、アプリケーション例などに関しての紹介を予定しております。皆様の光学薄膜ゾー
ンならびに無料セミナーへのご参加を心よりお待ちしております。
事前申込制
参加費
場 所：パシフィコ横浜 真空展会場内「光学薄膜ゾーン」内

主

催：光学薄膜研究会

講演プログラム

無料

未

7月下旬より受付開始

定員となり次第締切とさせていただきます

3.「真空蒸着で作製した抗菌・防かび薄膜の各種特性評価」
1.「光学薄膜に求められる各種特性」
室谷 裕志 氏（東海大学 工学部 光・画像工学科 教授）
猪俣 崇 氏（稀産金属（株）開発部）
4.「湿式コーティング材料の特性とアプリケーション例について」
2.「薄膜の機械的特性を精密に評価するMSE試験」
松原 亨 氏（（株）パルメソ 代表取締役）
山口 尚暁 氏（メルクパフォーマンスマテリアルズ（株）サーフェスソリューションズ）
＊ほか2社による講演を予定。詳細は真空展ホームページをご参照ください。

VACUUM2018真空展併催「光学薄膜ゾーン」 主催：日刊工業新聞社／共催：光学薄膜研究会／協賛：
（一社）日本真空工業会
出展企業：セラテックジャパン(株)、(株)パルメソ、(株)レスカ ほか（6/22時点）
※他の出展企業の情報は、真空展ホームページをご参照ください。

定員となり次第締切とさせていただきます

1.「気体放出現象 〜真空装置の中の気体分子〜」
講演時間 60分
齊藤 芳男 氏（国立大学法人 東京大学）
2.「材料からの気体放出量測定方法の国際標準化 〜信頼性の高い気体放出測定のために〜」 講演時間 30分
吉田 肇 氏（国立研究開発法人 産業技術総合研究所）
講演時間 20分
3.「真空技術に関するISO規格とJIS規格 〜規格の制定に向けた状況〜」
田中 智成 氏（（株）アルバック）

14：00〜16：00

6 環境トピックス

（受付13：30〜）

定員：54 名

初心者向け環境法令Ｂａｓ
ｉｃ講座
環境法令の遵守は大丈夫ですか？業務に係る環境法令や環境管理の考え方を分かりやすく紹介！ 「調達」
「開発」
「製造」
「設備
管理」等あらゆる業務には、それに関連する環境法令が存在します。様々な業務に関わる環境法令や、最近注目を集めている環
境管理の動向を分かりやすく紹介する環境Ｂａｓ
ｉ
ｃ講座を、ご好評いただきました昨年に続き今年も開催します。
実務に役立つ法対応などの実例を盛り込んだプログラムです。

場
主

無料

7月下旬より受付開始
定員となり次第締切とさせていただきます

10：00〜11：45

学生ツアー

［水］

事前申込制

参加費

所：パシフィコ横浜 展示ホール2階 会議室E205
催：（一社）日本真空工業会 環境委員会

（受付9：45〜）

定員：30 名

真空業界へ、より理解を深めたい学生に向けた会場ツアーです。各出展者の技術・製品を分かりやすくお話しし、終了後
は昼食会を開催します。ツアーでしか知ることが出来ない様々な情報を得られる、またとないチャンスです。学生の皆さん
ぜひご参加ください！
場
主

参加費

所：パシフィコ横浜 展示ホール内
催：（公社）日本表面真空学会

〜

［水］

ここ数年、AI（Artiﬁcial Intelligence）の応用が急速に進展しています。中でも脳の働きからヒントを得た学習手法である「Deep Learning」
のアルゴリズムは劇的な認識率の向上をもたらし、画像処理や故障予測など産業応用が急速に進んでいます。産業応用の第一線で活躍する
開発者が、AIの基礎から産業応用の最前線までを解説。併せて、新たなアプリケーションとしての真空技術への展開を議論します。

7月下旬より受付開始

講演プログラム

定員：96 名

ＡＩの産業応用と真空技術への展開

事前申込制

参加費

■「エネルギーにまつわる国内動向」 三ツ松 昭彦 氏（(株)島津製作所）
■「化学品のラベル・SDSの読み方」 三好 真介 氏（(株)ＭＯＲＥＳＣＯ）
■「製品環境規制入門（RoHS、REACH等）」 西山 寛之 氏（(株)荏原製作所）

（受付12：00〜）

定員：54 名

日本表面真空学会（JVSS）と日本真空工業会（JVIA）は、
「規格標準合同検討委員会」を組織して真空技術に関するJISやISO
規格の提案・検討を協力して行なっています。今年は、加速器やKAGRAなどの大型真空装置の立ち上げの研究に携われている
東京大学の齊藤先生をお招きして、気体放出現象についてご解説いただきます。引き続き、気体放出量の測定に関する国際標
準化について解説いたします。また、真空技術に関するISO規格とJIS規格についての開発状況を報告します。

■9/5（水）12:30〜14:30 「ディスプレイ、半導体産業、成膜、表面分析に役立つ真空技術中級講座」
間瀬 一彦 氏（高エネルギー加速器研究機構 准教授・日本表面真空学会 教育委員会委員）
15:00〜17:00 「LED・ワイドギャップ半導体素子製造プロセスと結晶成長の課題」
松本 功 氏（大陽日酸（株）開発本部・本部長付き 技監）
■9/6（木）12:30〜14:30 「プラズマプロセスによるダイヤモンドライクカーボン薄膜堆積の基礎とその応用」
上坂 裕之 氏（岐阜大学 機械工学科 教授）
15:00〜17:00 「半導体・LSIの薄膜プロセスと評価」
中村 友二 氏（東京工業大学 未来産業技術研究所 特任教授）
■9/7（金）12:30〜14:30 「真空蒸着：成膜の基礎および光学薄膜」
大工原 茂樹 氏（前日本真空学会事務局長 元（株）シンクロン）
15:00〜17:00 「スパッタ薄膜の組成制御、構造制御」
中野 武雄 氏（成蹊大学 物質生命理工学科 教授 日本表面真空学会 教育委員会委員）

7 真空フォーラム・シンポジウム2018

定員となり次第締切とさせていただきます

12：30〜14：30

5 規格標準報告会

［木］

講演プログラム

［金］

7月下旬より受付開始

■「作業員が遭遇した危険な事例及び改善事例集」 木田 康夫 氏（島津産機システムズ（株））
■「誤操作による災害を防ぐために」 崎山 豊弘 氏（マスターロック・セントリー日本（株）営業統括部長）
■「統計でみる製造業での労働災害発生状況」 三浦 崇 氏（（独）労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所）

講 座 内 容

12：30〜15：40

事前申込制

参加費

講演プログラム

［木］

シリコン半導体、LED・ワイドギャップ半導体産業のプロセス技術や、
ディスプレイ産業などで役立つ薄膜・真空技術の基本技術が学べます

場 所：パシフィコ横浜 展示ホール2階 会議室E204
主 催：（公社）日本表面真空学会
参 加 費：一般…5,000円／学生…1,000円（1回につき）[資料代・消費税込み]

所：パシフィコ横浜 展示ホール２階 会議室E206
催：（一社）日本真空工業会 CS委員会

定員となり次第締切とさせていただきます

講 座 内 容

［水］

場
主

定員：54 名

主催者展示ゾーン

［金］

無料

事前申込制

昼食付

常設展示

7月下旬より受付開始
定員となり次第締切とさせていただきます

会場：展示ホール内

日本真空工業会
真空の無限の可能性を知ろう 〜身近な真空から最先端の真空まで〜
『真空』
よく聞く言葉です。ここ主催者ゾーンでは、真空は身近なものであると体験してもらう 真空実験コーナー 、真空で何が
できるのを見てもらう 真空装置でのデモ 、半導体製造に革新もたらす ミニマルファブ という生産方式、箱庭技術を紹介します。
新しい未来を創りだす『真空』
をご覧下さい。
※詳細は展示会ホームページをご確認ください。

真空なんでも相談コーナー（無料）
私たちの普段の生活の中でも身近なところに真空は使われています。真空についての素朴な疑問・質問にお答えします。
日 時

主

9月5日（水）〜7日（金）

各日 11：45〜13：00（予定）、14：45〜16：00（予定）

催：（一社）日本真空工業会 企画委員会 身近な真空調査小委員会

製造業における安全研究紹介コーナー「静電気・ガス・電気を安全に！」
真空機器を製造する側でも利用する側でも無関係とは言い切れない静電気障害，
酸欠，
感電．
これらの原因となる電気やガスは目
に見えにくい危険源です。このような危険への対策を災害事例から学び、統計から災害リスクを把握して予防しましょう。
研究によって防止技術の向上を目指すとともに，
様々な安全啓発活動も行っております。

（独）労働者健康安全機構

労働安全衛生総合研究所

三浦 崇 氏

日本表面真空学会
大学・公的機関における真空科学・技術・応用の最先端研究紹介コーナー
真空科学・技術・応用の最先端研究紹介と真空に関する研究プロジェクト、研究施設の紹介20件を展示します。
今後の真空技術の利用に向けてぜひご覧ください。

同時開催イベント 「人の心と行動」を軸に売上と顧客を創る方法
（講演会場で実施）

［金］13：00〜14：30

（予定）

未

〜製造業で価値創造型の成果が生まれるには〜

オラクルひと・しくみ研究所 代表 博士（情報学）
小阪
九州大学客員教授 日本感性工学会理事

裕司 氏

各セミナー・シンポジウムの申込方法は公式HPをご覧ください
URL http://biz.nikkan.co.jp/eve/vacuum/

