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1．名　　称
INTERMEASURE 2006（第22回国際計量計測展）

International Measurement, Test and Control Technology Show 2006

2．主　　催
社団法人 日本計量機器工業連合会

3．後　　援
経済産業省 環境省

文部科学省 独立行政法人 産業技術総合研究所

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 独立行政法人 日本貿易振興機構

4．協　　賛
財団法人 化学物質評価研究機構 社団法人 火力原子力発電技術協会

財団法人 機械振興協会 社団法人 計測自動制御学会

社団法人 建築･設備維持保全推進協会 財団法人 省エネルギーセンター

情報通信ネットワーク産業協会 社団法人 食品流通システム協会

石油連盟 社団法人 セメント協会

社団法人 全国エルピーガススタンド協会 社団法人 全国清涼飲料工業会

全国石油商業組合連合会 社団法人 全国燃料協会

社団法人 全国木工機械工業会 社団法人 電子情報技術産業協会

社団法人 都市エネルギー協会 社団法人 日本アルミニウム協会

社団法人 日本印刷産業機械工業会 社団法人 日本エルピーガス連合会

日本科学機器団体連合会 財団法人 日本科学技術振興財団

社団法人 日本化学工業協会 社団法人 日本果汁協会

社団法人 日本ガス協会 社団法人 日本缶詰協会

社団法人 日本機械学会 社団法人 日本機械工業連合会

社団法人 日本計量振興協会 社団法人 日本下水道協会

社団法人 日本下水道施設業協会 社団法人 日本建設機械化協会

社団法人 日本建設機械工業会 社団法人 日本航空宇宙工業会

社団法人 日本工作機械工業会 社団法人 日本産業機械工業会

財団法人 日本産業技術振興協会 社団法人 日本自動車工業会

社団法人 日本自動車部品工業会 日本商工会議所

社団法人 日本食品機械工業会 社団法人 日本植物油協会

社団法人 日本水道協会 日本スーパーマーケット協会

社団法人 日本造船工業会 日本チェーンストア協会

社団法人 日本鉄鋼連盟 社団法人 日本鉄道車輌工業会

社団法人 日本電気協会 日本電気計器検定所

社団法人 日本電機工業会 社団法人 日本乳業協会

社団法人 日本農業機械工業会 社団法人 日本舶用工業会

財団法人 日本発明振興協会　 社団法人 日本パン工業会

社団法人 日本非破壊検査工業会 日本百貨店協会

財団法人 日本品質保証機構 社団法人 日本プラント協会
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社団法人 日本プラントメンテナンス協会 社団法人 日本フルードパワー工業会

社団法人 日本粉体工業技術協会 社団法人 日本ベアリング工業会

社団法人 日本包装機械工業会 社団法人 日本冷凍空調工業会

社団法人 日本ロボット工業会 社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会

財団法人 流通システム開発センター

5．会　　期
2006年4月5日（水）～7日（金） 3日間

・搬入、装飾等施工：4月3日（月）、4日（火）

・搬出、装飾等撤去：4月7日（金）閉会後

6．開場時間
10：00～17：00

7．会　　場
東京国際展示場（東京ビッグサイト）東5ホール

東京都江東区有明3－21－1

電話　03－5530－1111

8．開催規模
展 示 面 積：5,344m2

出展企業数：82社・機関・団体

出展小間数：240小間

9．展示内容
下記の用途に用いられる各種計量計測機器及びそれらのシステム、データ処理装置並びに関連機器

（1）品質管理　　（2）試験・検査　　（3）研究開発　　（4）分　析　　（5）環境測定　 （6）設備診断

（7）工程管理　　（8）プロセス　　　（9）制　　御　　（10）搬　送　　（11）取　引　　（12）質量測定

（13）セキュリティー　　　　　　　　 （14）その他計量計測関連周辺機器・システム

10．企画展示
『はかる技術の情報プラザ』の設置

11．併催事業
講演会開催

環境問題に係わるセミナー開催

出展製品・技術説明会開催

NMIJ（計量標準・法定計量）セミナー開催

国際計量標準シンポジウム2006開催

12．特別協力
フジサンケイ ビジネスアイ

13．同時開催
Sensor Expo Japan 2006



1．展示規模 82社・機関・団体

2．出展企業、機関、団体
旭計器工業（株） （株）アドサイエンス アンリツ産機システム（株）

（株）イシダ （株）エー・アンド・デイ （株）大手技研

（株）オーバル （株）カイジョーソニック 春日電機（株）

鎌長製衡（株） （株）共和電業 （株）クボタ

（株）ケツト科学研究所 （株）佐藤計量器製作所 ザルトリウス（株）

（株）サワダ製作所 （独）産業技術総合研究所 GEセンシング・ジャパン（株）

JFEアドバンテック（株） （株）シナガワ （株）島津製作所

（株）昭和測器 新光電子（株） 新東科学（株）

シンワ測定（株） スペクトリス（株） （独）製品評価技術基盤機構

（株）第一科学 （株）田中衡機工業所 （株）タニタ

（株）チノー （株）寺岡精工 東京計装（株）

（株）東京衡機製造所 （株）東京試験機 東林マテリアル（有）

トキコテクノ（株） 長野計器（株） 日東精工（株）

（社）日本計量振興協会 （株）日本計量新報社 日本工業出版（株）

日本スタンドサービス（株） 日本電気計器検定所 （財）日本品質保証機構

日本フローセル（株） （株）ビーエヌテクノロジー ビカ・ジャパン（株）

兵田計器工業（株） （株）平井 ヴァイサラ（株）

ファロージャパン（株） （株）富士通システムソリューションズ （株）双葉測器製作所

ボーズ感性工学リサーチ（株） 本渓運通精測設備製造公司 本多電子（株）

（株）前川試験機製作所 ミッシェルジャパン（株） （株）ミツトヨ

（株）村上衡器製作所 メトラー・トレド（株） 大和製衡（株）

ユーアイニクス（株） （株）米倉製作所

Dae Yoon Scale Industrial Co., Ltd. Excell Precision Co., Ltd.

HANANICS Co., Ltd. hand A them. Technology Co.

Hirlekar Precision Engineering Private Limited HISCO INC.

HITROL Co., Ltd. KAST Engineering Co., Ltd.

KELI ELECTRIC MANUFACTURING（NINGBO）Co., LTD. N-Biotech Co., Ltd.

NANO-HI・TECH Co., Ltd. Nex1future Co., Ltd.

SAMMAMETAL Inc. SHALOM Engineering Co., Ltd.

SV Corporation Yongzon Transducer Co., Ltd.

Zwick Roell AG
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3．来場者

4．併催事業
4.1 基調講演

4月5日（水）、会議棟1階「レセプションホール」において基調講演を次のとおり開催した。

INTERMEASURE 2006 Sensor Expo Japan 2006
4月5日（水） 雨 7,501名 7,270名
4月6日（木） 晴 13,684名 10,129名
4月7日（金） 晴 14,509名 12,187名
合　　計 35,694名 29,586名

時　　間 テーマ・講師・講演要旨

13:30～15:00

テ ー マ：「ユビキタス時代の産業展望」
講　　師：東京大学名誉教授　月尾　嘉男　氏
講演要旨：次々と技術革新が登場する情報分野で、最新の話題はユビキタス技術である。これは人間と人間だけ

ではなく、モノや場所とも情報交換できるという飛躍した技術であり、これがもたらす未来の産業を
展望してみたい。

時　　間 テーマ・講師・講演要旨

13:00～14:00

14:00～15:00

15:00～16:30

テ ー マ：RoHS問題をめぐる最新情報と今後の対応
講　　師：㈱島津製作所　地球環境管理室環境カウンセラー

CEAR登録環境審査員　川口　重一　氏
講演要旨：2006年7月1日からのRoHS指令施行に向け、残された時間は僅かである。今回は、指令の概要と

指令発効後にTACの議論等を経て修正された内容、また、最近のTAC情報を踏まえ現在残されてい
る問題点を洗い出し解説する。更に、IECでの試験方法の国際標準化の最新情報や中国版RoHSにつ
いても言及する。

テ ー マ：循環型社会構築に向けた取組
―計工連『環境行動ガイドライン』の概要―

講　　師：計工連環境対応製品づくり調査研究委員会
委員長　　大瀬　潤三　氏

講演要旨：地球環境修復成果を出すためには各主体が役割を明確にし、それを遂行することが必要である。計工
連の役割として、会員企業の環境経営確立の触発がある。「計工連環境行動ガイドライン」は、環境
保全と業容拡大に向けての活動を展開するための教本であり、会員企業のみならず、多くの企業が環
境時代に生き延びるために資することを目的としている。

テ ー マ：環境時代における品質と日本文化の強み弱み
講　　師：東京工業大学大学院教授　圓川　隆夫　氏
講演要旨：日本文化の特質は“不確実性回避”性向が著しく高いことで説明される。これは両刃の剣で、それを

減らす改善努力に向かえば、高品質やJITに結びつき、“違うことは危険だ”式の異質なものを排除
する方向に向かえばモラルハザードや高コスト体質を作り出す。これを認識し弱みを克服し強みを伸
ばすことが、改善努力を経営成果に結びつけ、“品質をよくすればコストも下がる”から、さらに
“環境に対応すればコストも下がる”式の新パラダイムを生み出す源泉になるであろう。

4.2 環境問題に係わるセミナー

4月6日（木）、会議棟1階「101会議室」において環境に係わるセミナーを次のとおり開催した。



4.3 出展製品・技術説明会
4月6日（木）、7日（金）の2日間、展示会場内特設会場において7社10テーマで次のとおり出展製品・技術説

明会が開催された。

時　　間 4月6日（木） 4月7日（金）

12:00～12:45
包装品質の向上に寄与する組み合わせ計量機
大和製衡株式会社

レーザー式レベル計
東京計装株式会社

13:00～13:45
UHP関連製品・電気式温度センサー群のご紹介
ビカ・ジャパン株式会社

新機能を搭載した超音波式レベル計
東京計装株式会社

14:00～14:45
廉価形微少コリオリ流量計「Cori Mate」他
株式会社　オーバル

サーボ制御による空気駆動疲労耐久試験機
株式会社　島津製作所

15:00～15:45
最近の超音波流量計の動向と当社の取組み
株式会社　カイジョーソニック

最新の静的強度評価試験装置
株式会社　島津製作所

16:00～16:45
CMOS応用小口径面積流量計
東京計装株式会社

硬さ試験機の校正と日常点検について
株式会社　ミツトヨ

4.4 国際計量標準シンポジウム2006
国際計量標準シンポジウム2006が「産業界の海外活動を支える計量標準」をテーマに4月6日（木）、会議棟

1階「レセプションホール」で次のとおり開催された。

時　　間 テーマ・講師・講演要旨

10:00～10:10
挨　拶　経済産業省産業技術環境局知的基盤課

課長　吉田　雅彦氏

10:10～10:30

10:30～11:10

11:10～11:50

テ ー マ：トレーサビリティ体制の拡充
講　　師：独立行政法人 産業技術総合研究所　計量標準管理センター

センター長　中野　英俊氏
内　　容：拡大する需要と広がる範囲に応えるために、日本の計量に係るトレーサビリティ体制の拡充について。

基調講演
講　　師：独立行政法人 国際協力機構

NIMTプロジェクトリーダー　秋元　義明氏
内　　容：海外に進出する企業が必要としているトレーサブルな標準。

NMIJが進めているNIMTサポートの効果、将来への展開。

テ ー マ：タイの計量標準と産業への貢献
講　　師：タイ国家計量研究所（NIMT）所長　Pian Totarong氏
内　　容：タイ国内への標準供給の現状と将来。

アセアン地域への貢献、DECの委員長ビジョンについて。

11:50～13:50 昼食・INTERMEASURE 2006の視察

13:50～14:30
テ ー マ：中国における計量標準
講　　師：中国計量科学研究院（NIM）副院長　Duan Yuning氏
内　　容：中国における計量標準と、適合性認定の状況などについて解説する。

14:30～15:10

15:30～16:10

16:10～16:50

テ ー マ：韓国における計量標準
講　　師：韓国標準科学研究院（KRISS）院長　Kwang Hwa氏
内　　容：韓国の標準供給、特に半導体産業と密接な真空標準のトレーサビリティ確保などを解説する。

テ ー マ：中国進出企業のトレーサビリティ
講　　師：横河電機株式会社　川上　敏明氏
内　　容：企業の立場から、効率的なトレーサビリティ確保の状況をe-traceなども含め紹介する。

テ ー マ：自動車産業における海外拠点のトレーサビリティ
講　　師：トヨタ自動車株式会社　計測技術部

チーフリーダー　田中　亀仁氏
内　　容：多国へ進出する企業の計測担当者が直面する企業内のトレーサビリティと、各国の計量標準をどのよ

うに評価するかについて解説する。

16:50～17:00
講　評　独立行政法人 産業技術総合研究所

計測標準研究部門 部門長　田中　充氏



4.5 NMIJセミナー

NMIJセミナーが4月7日（金）に次のとおり開催された。

（1）計量標準セミナー

「質量力および流量分野の研究開発紹介」をテーマに、産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）

で、研究開発・整備、校正サービス等による供給を行っている各種計量標準のうち、質量力と流量分野における最

近の研究開発の紹介が会議棟1階「101会議室」にて行われた。

時　　間 テーマ・講師・講演要旨

10:00～10:30

10:30～11:00

テ ー マ：トルクトレーサビリティ体系における参照用トルクレンチの役割
講　　師：独立行政法人 産業技術総合研究所　計測標準研究部門

質量力標準研究室主任研究員　大串　浩司　氏

テ ー マ：感度の長期安定性に優れた音叉式力計の開発と評価
講　　師：独立行政法人 産業技術総合研究所　計測標準研究部門

質量力標準研究室研究員　林　敏行　氏

11:00～11:30
テ ー マ：石油流量のトレーサビリティの確立を目指して
講　　師：独立行政法人 産業技術総合研究所　計測標準研究部門

液体流量標準研究室研究員 嶋田　隆司　氏

11:30～12:00
テ ー マ：水素ステーション用高圧水素流量計の開発と評価
講　　師：独立行政法人 産業技術総合研究所　計測標準研究部門

気体流量標準研究室長　中尾　晨一　氏

（2）法定計量セミナー

「国際的な動向」をテーマに、法定計量に関する国際機関の活動の概要と，産業技術総合研究所　計量標準総合

センター（NMIJ）で行っている国際化対応についての紹介が会議棟1階「101会議室」にて行われた。

時　　間 テーマ・講師・講演要旨

13:30～13:45
来賓挨拶
経済産業省産業技術環境局知的基盤課

計量行政室長　籔内　雅幸　氏

13:45～14:15
OIML（国際法定計量機関）の概要と活動状況
（独）産業技術総合研究所　計測標準研究部門

副部門長　三木　幸信　氏

14:15～14:45
アジア太平洋地域の法定計量と国際化の活動
（独）産業技術総合研究所　計測標準研究部門

力学計測科長　大岩　　彰　氏

14:45～15:15
特定計量器とEMC試験
（独）産業技術総合研究所　計測標準研究部門

法定計量技術科研究員　三倉　伸介　氏

15:15～15:45
型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み（MAA）と最近の動向
（独）産業技術総合研究所　計測標準研究部門

力学計測科室長　根田　和朗　氏



5．『はかる技術の情報プラザ』の設置
計量計測技術が果たす役割などを幅広く紹介するため、特別企画展示として『はかる技術の情報プラザ』を設置

し、「環境」「安全」「健康」の三分野で活躍する21社の計量計測技術46例イラスト、写真等を用いてパネル展示
し、新たなシーズ、ニーズ発見、顧客とのきっかけ作りへと繋がる情報発信を行った。

健　康

計量計測技術

微少流量測定用湿式ガスメータ　－ ガス・気体流量の測定管理へのアプローチ －

極少液体の注入・吐出制御技術

食品残渣及び堆肥の充填技術

車両の安全性能・燃費向上に貢献する実車風洞天秤技術

スターリングエンジンを用いたバイオマス資源からの小型発電システム

汚水処理装置におけるエネルギー節約

産業廃棄物計量技術

廃棄物回収促進に寄与する車載型計量システム技術　－ パッカー車用荷重計システム －

食品・薬品用の革新的な高速・高精度組合せはかり技術　－ 包装廃棄ロスを削減する組合せはかり新技術 －

廃食用油燃料化システム

高度排ガス処理管理システム

建材中のアスベスト含有率測定技術

揮発性有機化合物（VOC）量を全炭化水素量で測定する技術

ヒートアイランドの研究に熱画像を簡便に基礎データを収集する方法

高度排水処理管理システム

高圧水素ガスの計量及び充てん技術　－ 実用的70MPa対応水素ディスペンサー －

燃料電池の評価試験技術

欧州連合（EU）有害物質規制　RoHS、ELVへの対応

地震発生時の二次災害防止用地震観測機器

光ファイバーグレーティングセンサ

高速度ビデオカメラと圧縮強度試験機の総合評価システム

各種製造品、構造物の安全性確認における計測技術　－TEDS－

リアルタイムに粘度を測定する技術　－ SV型粘度計 －

水素ステーション対応本質安全防爆形圧力センサ

防爆エリアにおける計量管理技術

燃料タンクヤードの安全計測管理システム

LED使用による液位レベル測定装置

微妙な温度変化でプラントの事故を未然に防ぐ1つの方法

業界初『本質安全防爆型データロガー』

専用Webサイトを通じてデータにアクセス　－Webモニタシステム－

地すべり・落石等、簡易に災害を検知　－簡易災害検知装置－

計量作業における安全性

食品の異物混入防止に寄与する完全防水はかり技術

建築物、住宅の外壁熱伝導計測

計量器搭載型ピッキングカートシステム

食品内の多彩な異物検出技術

自動車の車両重量測定　－ポータブル車両重量計－

悪天候下での列車の衝突防止

6分力式ホイール・トルク・センサー（Wheel Force Sensor）

交通事故低減に貢献する車両計量技術　－次世代形トラックスケール－

ワイヤレスセンサシステム

生活習慣病を家庭で予防する技術 －テーラーメイド型体組成計－

家庭での測定を可能にした尿糖定量測定技術

重心位置移動の計測　－平衡機能計－

体圧分布計測装置

計量・計測

環　境

安　全

エネルギー

資　　　源

大　　　気

水

燃 料 電 池

法　規　制

計量・計測

産 業 事 故

自 然 災 害

社 会 生 活

交　　　通

法　規　制

予　　　防

診　　　断

分　野 中　分　類



Ⅲ 会場風景 新製品・技術を求めて、連日多数の来場者が訪れました。



Ⅳ 来場者アンケート結果

（1）来場者の業種

（2）来場者の職種

（3）来場者の役職

0 5 10 15 20

農林・水産�
建設・土木�

食品�
繊維・紙・パルプ�

化学・石油�
鉄鋼・金属�
精密機械�

電気・電子機械�
一般機械�
商社・販売�

電力・ガス・水道供給�
官公庁・研究機関・学校�

その他�

0.5％（0.6％）�
3.6％（5.7％）�

4.6％（4.1％）�
1.3％（2.3％）�

5.4％（11.4％）�
5.6％（4.2％）�

15.1％（14.2％）�
18.5％（18.2％）�

13.6％（7.2％）�
10.3％（10.7％）�

1.0％（3.0％）�
9.0％（5.8％）�

11.5％（12.6％）�

（　）内は INTERMEASURE 2004 実績�

0 10 20 30 40

企画・管理�

営業・販売�

設計・開発�

製造�

検査・品質管理�

サービス�

無回答�

18.5％�

24.6％�

29.7％�

4.9％�

13.8％�

6.2％�

2.3％�

0 10 20 30 40

経営者・役員�

部長�

次長／課長�

係長／主任�

一般�

その他�

11.8％（12.7％）�

14.4％（11.5％）�

19.5％（23.1％）�

16.1％（19.7％）�

29.5％（24.6％）�

8.7％（8.4％）�
（　）内は INTERMEASURE 2004 実績�

（4）来場者の地域

0 20 40 60

北海道・東北�
北関東�
埼玉�
千葉�
東京�
神奈川�
中部�
近畿�

中国・四国・九州�
海外�

0.6％（0.4％）�
4.9％（6.2％）�
6.5％（6.9％）�
6.8％（7.1％）�

52.4％（50.8％）�
16.5％（16.4％）�

4.8％（5.1％）�
5.2％（4.9％）�

0.7％（0.9％）�
1.6％（1.3％）�

（　）内は INTERMEASURE 2004 実績�


