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　INTERMEASURE 2012（第25回国際計量計測展）は、2012年10月10日（水）

から12日（金）の3日間、東京国際展示場（東京ビッグサイト）において盛大に開催さ

れました。

　今回は国内外の83社・団体・研究機関・大学から最新鋭の計量計測製品、技術等が展示、

紹介され、来場者は25，748名を数え、計量計測製品・技術への関心の高さが窺えた展

示会となりました。

　今日、計量計測機器及びその技術は、産業、社会生活における基盤要素としてその重要

性は一段と増してきております。INTERMEASURE 2012では、こうした産業界及び社

会の要請に沿うべく「“はかるで創る” 未来を、夢を」キャッチフレーズに、研究開発用、

知的基盤用、品質管理用あるいは省力化、省エネ、環境保全機器として使用される最先端

の計量計測機器・システム等を多数展示したほか、16の大学・研究機関から計量計測に

係わる最先端技術、基礎技術、情報等を紹介いただきました。

　さらに期間中、計量計測機器との係わりの深いテーマを選択して基調講演、技術講演会、

出展製品・技術説明会、NMIJ 国際計量標準シンポジウム・法定計量セミナーなどを開催

し、多数の方々に聴講いただきました。

　このように、会期3日間は多くの話題を提供するとともに、活発な商談と情報交換が行

われ、当初の目的を達成して盛況裡のうちに終了することができました。これも偏に出展

いただきました各位、ご後援、ご協賛いただきました関係省庁、諸機関・団体の絶大なご

支援、ご協力の賜物と厚く御礼を申し上げる次第であります。

　ここに本展の開催結果を取りまとめご報告申し上げますので、ご高覧いただくとともに、

今後とも関係各位のより一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

一般社団法人日本計量機器工業連合会

副会長・広報委員長

川　西　勝　三

INTERMEASURE2012実行委員長

谷　垣　哲　也

は　じ　め　に
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1．名　　称
　INTERMEASURE 2012（第25回国際計量計測展）
　International Measurement, Test and Control Technology Show 2012

2．主　　催
　一般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
一般財団法人化学物質評価研究機構 一般社団法人火力原子力発電技術協会
一般財団法人機械振興協会 公益社団法人計測自動制御学会
社団法人研究産業・産業技術振興協会 一般財団法人省エネルギーセンター
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 石油連盟
社団法人セメント協会 一般社団法人全国 LP ガス協会
一般社団法人全国清涼飲料工業会 全国石油商業組合連合会
一般社団法人全国燃料協会 一般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 一般社団法人日本アルミニウム協会
一般社団法人日本印刷産業機械工業会 一般社団法人日本科学機器協会
公益財団法人日本科学技術振興財団 一般社団法人日本化学工業協会
社団法人日本果汁協会 一般社団法人日本ガス協会
公益社団法人日本缶詰協会 一般社団法人日本機械学会
一般社団法人日本機械工業連合会 一般社団法人日本計量振興協会
公益社団法人日本下水道協会 一般社団法人日本下水道施設業協会
一般社団法人日本検査機器工業会 一般社団法人日本建設機械化協会
一般社団法人日本建設機械工業会 一般社団法人日本航空宇宙工業会
一般社団法人日本工作機械工業会 一般社団法人日本産業機械工業会
一般社団法人日本自動車工業会 一般社団法人日本自動車部品工業会
日本商工会議所 一般社団法人日本食品機械工業会
一般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 一般社団法人日本造船工業会
日本チェーンストア協会 一般社団法人日本鉄鋼連盟
一般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 一般社団法人日本電機工業会
一般社団法人日本乳業協会 一般社団法人日本農業機械工業会
社団法人日本舶用工業会 公益財団法人日本発明振興協会
一般社団法人日本パン工業会 一般社団法人日本非破壊検査工業会
日本百貨店協会 一般財団法人日本品質保証機構

Ⅰ 開催概要
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一般社団法人日本プラント協会 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会
一般社団法人日本フルードパワー工業会 一般社団法人日本粉体工業技術協会
一般社団法人日本ベアリング工業会 一般社団法人日本包装機械工業会
一般社団法人日本木工機械工業会 一般社団法人日本冷凍空調工業会
一般社団法人日本ロボット工業会 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
一般財団法人流通システム開発センター 公益社団法人ロングライフビル推進協会

5．会　　期
　2012年10月10日（水）〜12日（金）
　・搬入、装飾等施工：10月8日（月）、9日（火）
　・搬出、装飾等撤去：10月12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）西3・4ホール
　　東京都江東区有明3−11−1
　　電話　03−5530−1111

8．開催規模
　展 示 面 積：5,760㎡
　出 展 者 数：83社・機関・団体
　出展小間数：215小間

9．展示内容
　以下の用途に使用される計量計測機器及びそれらのシステム、データ処理装置、関連機器

（1）品質管理　　（2）試験・検査　　（3）研究開発　　（4）分析・環境測定　　（5）設備診断
（6）工程管理　　（7）プロセス　　　（8）制　御　　　（9）搬　　送　　　　　（10）取　引
（11）質量測定　　（12）セキュリティ　（13）関連周辺機器システム

10．併催事業
　基調講演
　技術講演会
　出展製品・技術説明会
　NMIJ 国際計量標準シンポジウム
　NMIJ 法定計量セミナー

11．同時開催
　Sensor Expo Japan 2012
　第6回総合検査機器展
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1．展示規模
　出展者数：　83社・団体・機関
　小 間 数：　215小間

2．出展企業、機関、団体
愛知時計電機（株）	 旭計器工業（株）	 アズビル金門（株）
アンリツ産機システム（株）	 （株）アルト	 （株）イシダ
（株）エー・アンド・デイ	 （株）SPI エンジニアリング
ANYLOAD	TRANSDUCER	CO.,	LTD.	 	 エンドレスハウザージャパン（株）
大手技研（株）	 オーハウスコーポレーション	 （株）オーバル
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	 （独）産業技術総合研究所
ザルトリウス・メカトロニクス・ジャパン（株）
GEセンシング＆インスペクション・テクノロジーズ（株）	 JFE アドバンテック（株）
湿度 ･水分 ･計測センサ研究会	 （株）シナガワ	 （株）島津製作所
島津システムソリューションズ（株）	 	 （株）守隨本店
（株）昭和測器	 新光電子（株）	 新東科学（株）
（独）製品評価技術基盤機構	 （株）センシズ	 （株）第一科学
（株）タイガーカワシマ	 （株）宝計機製作所	 （株）タツノ
（株）田中衡機工業所	 （株）チノー	 （株）TFFフルーク社
（株）テークスグループ	 （株）寺岡精工	 東京計器（株）
東京計装（株）	 東京光電子工業（株）	 東洋測器（株）
トキコテクノ（株）	 （株）富永製作所	 長野計器（株）
（株）ナガノ計装	 日商精密光学（株）	 （一社）日本計量振興協会
（株）日本計量新報社	 日本スタンドサービス（株）	 日本テスコン（株）
日本電気計器検定所	 （一財）日本品質保証機構	 日本フローセル（株）
（株）ノーケン	 兵田計器工業（株）	 （株）フクダ
（株）藤田電機製作所	 FLINTEC	 ミュー精器（株）
メトラー・トレド（株）	 大和製衡（株）	 ユーアイニクス（株）
（株）湯山製作所	 大阪大学	 大阪工業大学
静岡大学	 （独）情報通信研究機構	 摂南大学
タマティーエルオー（株）	 千葉大学	 千葉工業大学
筑波大学	 東京工業大学	 東京電機大学
東京理科大学	 （地独）東京都立産業技術研究センター
広島国際大学	 法政大学	 明治大学

Ⅱ 開催結果概要
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3．来場者
INTERMEASURE2012 第6回総合検査機器展 Sensor	Expo	Japan	2012

10月10日（水）晴 6,035名 3,231名 4,156名
10月11日（木）晴 8,773名 3,820名 3,915名
10月12日（金）晴 10,940名 4,769名 5,013名

合　　計 25,748名 11,820名 13,084名

4．併催事業
4.1　基調講演
　10月10日（水）、会議棟1階「レセプションホールA」において、基調講演を次のとおり開催した。
　時 間：13時30分〜15時
　テ ー マ：未来予測2013-2025−【クラウド】が拓く計量計測・検査・センサ機器の新しい時代−
　ゲストテーマ：GPSセンサとの融合で「物販」から「サービス」へ
　　　　　　　　クラウドと共に飛躍的な成長が期待されるMEMSセンサ
　　　　　　　　ゲノム情報がもたらす医療の革命的変化
　ナビゲーター：「未来予測レポート」シリーズ著者
　　　　　　　　株式会社アクアビット	代表取締役	チーフ・ビジネスプランナー　田中	　栄	氏
　講 演 要 旨：【クラウド・コンピューティング】は第三世代に向かう「コンピューター革命」である。「クラウド」

によって計量計測機器の新しい時代が幕を開けようとしている。「ビッグデータ」への注目が高ま
る中、センサやメーターはその「主役」になる。そのことを来場者に気づいて貰い、業界全体に
対する期待と注目度を高める。

　　　　　　　　「ビッグデータ」がなぜ重要なのか ?センサーネットワークがどのように使われるようになるか ?	
など、各分野における具体的な例を挙げながらわかりやすく解説する。「デジタル」と「ネットワー
ク」によってパラダイムが変わろうとしていること。これからは” 安くていいもの” を追求するば
かりではなく、ビジネスモデルの転換が必要であることを実感して貰う。

4.2　技術講演会
　10月11日（木）、会議棟6階「609会議室」において、技術講演会を次のとおり開催した。

時　　間 テーマ、講師及び内容

13:30〜14:30

テーマ：新たな知的基盤整備の方向性と利用促進について
講　師：経済産業省　産業技術環境局　知的基盤課長　籔内　雅幸　氏
内　容：本年8月、経済産業省は、ユーザーの視点に立った、わかりやすく使いやすい、知的基盤の新たな整

備	・利用促進の方針及び方策を検討し、活用事例集を含む今後の新たな整備・利用促進方針及び具体
的方策を盛り込んだ中間報告書として取りまとめたので、その概要を紹介。

14:45〜15:30

テーマ：新規成長産業分野と計量計測機器との関わり〜市場開発委員会の活動報告〜
講　師：㈱クボタ　精密機器技術部長　瀬川　浩一　氏
内　容：市場開発委員会は、成長が期待される新規産業の中から特定の分野を取り上げ、立ち上がりつつある

新市場と計量計測機器との関わりについて調査することにより、ニーズにマッチした新製品の開発、
既存製品の改良などに資することを目的として活動している。ここでは、当委員会の活動報告として、
最近の調査テーマの概要を紹介。

15:45〜16:30

テーマ：環境共生・循環・持続的社会の発展に向けて〜環境委員会の活動〜
講　師：東京計装㈱　管理本部事業部長　浅田　康夫　氏
内　容：わが国が直面している主な環境問題の把握、その問題解決に有効な環境保全・改良技術としての計量

計測の分野の紹介及び環境委員会の活動目的と歴史について触れる。合わせて、環境経営に役立つツー
ルを紹介して、日常の企業活動と環境活動の融合による実践的な環境経営の実現に向けて、聴講者に
環境経営に関するヒントや勇気及び希望を与えるような内容を紹介。
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4.3　出展製品・技術説明会
　10月11日（木）、12日（金）の2日間、展示会場特設会場において、出展製品・技術説明会を次のとおり開催
した。

4.4　（独）産業技術総合研究所（NMIJ）との共催シンポジウム及びセミナー
（1）国際計量標準シンポジウム
　10月11日（木）、会議棟6階「607及び608会議室」において、国際計量標準シンポジウムを次のとおり開催
した。
　概　要：計量標準及び法定計量に関する国際的な最新動向、並びにこの分野における日本、ドイツ、韓国での国

際対応の取り組みを紹介。

時　　間 10月11日（木） 10月12日（金）

14:00〜14:45 「圧力の JCSSへの取組み」
長野計器㈱

「トルクチューブ式液面計	FST1000シリーズ」
東京計装㈱

15:00〜15:45
「漏れ計測業界における規格作りの取り組み、市場で
の実績と最近のニーズ動向について」
㈱フクダ

「熱式マルチセンサ吸入空気流量計	MTF1000シ
リーズ」
東京計装㈱

16:00〜16:45
「監視機能付き無線ロガーMD8000シリーズのご紹
介」
㈱チノー

「組合せ秤　データウェイΩシリーズの新技術」
大和製衡㈱

時　　間 テーマ、講師及び内容

10:30〜10:45

挨拶
経済産業省　産業技術環境局知的基盤課長　籔内　雅幸　氏
（独）産業技術総合研究所計量標準総合センター（NMIJ）
　代表　三木　幸信　氏

10:45〜11:20

テーマ：国際単位系の現状報告　キログラムの新定義
講　師：（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）
　　　　力学計測科長　藤井　賢一　氏
内　容：2011年度に行われた第24回国際度量衡総会では、将来起こりうる国際単位系（SI）の改訂の可能

性について決議を採択した。本講演ではSI の再定義について、焦点となっているキログラムの新し
い定義とそれが質量の計量に与える影響について概観。

11:50〜12:20

テーマ：放射能測定の信頼性について
講　師：（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）
　　　　量子放射科放射能中性子標準研究室長　柚木　彰　氏
内　容：測定のトレーサビリティや検出下限の考え方等、放射能測定の信頼性を維持する上で重要な項目を説明。
　　　　併せて測定の信頼性向上に係わる産総研の取り組みを紹介。

13:30〜14:00

テーマ：電気計器に関する国際勧告
講　師：日本電気計器検定所検定管理部型式試験グループ
　　　　マネージャー　手塚　政俊　氏
内　容：電気計器の国際勧告として発行される見通しがたったOIML	R46の概要と、今後スマートメーター

に求められると思われる技術的要求事項等について紹介。

14:00〜14:30
テーマ：電力見える化計測と太陽光発電モニター
講　師：（独）産業技術総合研究所イノベーション推進本部　樋口　哲也　氏
内　容：産総研内の電力消費の可視化ツールと、太陽光発電のモニタリング・可視化システムを紹介。
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（2）法定計量セミナー
　10月12日（金）、会議棟6階「607及び608会議室」において、法定計量セミナーを次のとおり開催した。
　概　要：法定計量における国際的な最新動向、及び国内での具体的な国際対応として電磁環境試験への対策も含

めた製造事業者及びNMIJ の取り組みを紹介。

時　　間 テーマ、講師及び内容

10:30〜10:45

挨拶
　経済産業省　産業技術環境局　計量行政室長　星野　雄一　氏
　（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）
　計量標準管理センター長　臼田　　孝　氏

10:45〜11:25

テーマ：OIMLの最新動向
講　師：（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）代表／
　　　　CIML（国際法定計量委員会）委員　三木　幸信　氏
内　容：OIML（国際法定計量機関）の現況と活動について概観する。具体的には型式適合性（CTT）、即ち承

認された型式への計量器の適合性、MAA（計量器の型式評価国際相互受け入れ取り決めの枠組み）
を用いた世界規模でのOIML 試験報告書の受入れ、特に製造事業者の試験機関（MTL）による試験
結果の受入れ、OIML基本文書B6:2011に基づいた新しいOIMLの技術作業指針について述べる。

11:25〜11:55

テーマ：欧州はかり工業会（CECIP）の取組み
講　師：CECIP	法定計量部会　主査　Ms.	Veronika	Martens
内　容：欧州はかり工業会としてのOIML最新動向への取り組み及び欧州域内における電磁環境試験等への取

組み事例を紹介。

11:55〜12:20

テーマ：NMIJ の OIMLへの取り組み
講　師：（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）
　　　　法定計量技術科　神長　　亘　氏
内　容：NMIJ が参加しているOIML-MAAにおける活動等を報告。

13:30〜14:10

テーマ：計量器に対する電磁環境試験の標準化
講　師：（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）
　　　　計量標準技術科校正試験技術室長　三倉　伸介　氏
内　容：特定計量器の型式承認試験において実施される電磁環境試験等について、各分野に横断的な試験手順

を中心に標準化した日本工業規格作成状況及び今後の展開について紹介。

14:10〜14:50

テーマ：国内規制及びOIMLへの取り組み事例〜燃料油メーター〜
講　師：㈱タツノ　生産本部設計部
　　　　電子グループリーダー（課長）　佐々木　雅雄　氏
内　容：特定計量器である燃料油メーター（自動車等給油メーター）についてのOIML適合証明書取得及び電

磁環境試験への取組み事例について紹介。

15:10〜15:50

テーマ：国内規制及びOIMLへの取り組み事例〜非自動はかり〜
講　師：㈱タニタ／東莞百利達健康器材有限公司　経理　大塚　浩志　氏
内　容：特定計量器である非自動はかりについてのOIML適合証明書取得及び電磁環境試験への取組み事例に

ついて紹介。

時　　間 テーマ、講師及び内容

15:00〜15:30

テーマ：韓国における国家計量標準開発の戦略的計画
講　師：韓国計量科学研究院（KRISS）副院長　Dr.	Jin	Seog	Kim
内　容：KRISS（韓国標準科学研究院）の3つのミッションである、韓国企業の技術競争力の向上、SI 単位の

再定義に向けた研究の遂行、韓国の国家計量標準の国際的同等性の確保、に関する活動について紹介。

15:30〜16:00

テーマ：NMIJ における計量標準整備戦略
講　師：（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）
　　　　計量標準管理センター長　臼田　　孝　氏
内　容：第3期中期計画（2010年度〜2014年度）におけるNMIJ の計量標準整備計画について概要と進捗

を紹介。また、整備された計量標準がもたらす経済効果について考察する。併せて今後の整備計画と
国際戦略について概観する。
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時　　間 テーマ、講師及び内容

15:50〜16:30

テーマ：計量法改正20年の歩み
講　師：（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）
計量研修センター長　根田　和朗　氏
内　容：平成4年5月20日に計量法が制定・公布されてから20年が経過し、法定計量を取り巻く国内外の状

況が大きく変化した。特に、計量法の技術基準及び法定計量分野における国相互承認協定（MAA：
Mutual	Acceptance	Arrangement）等への対応は注目すべきところである。今回は、主として、
これらのテーマの現状及び今後の動向を紹介。

出展者名 概　　要

大阪大学 【発表テーマ】光で球を測定する
【発表内容】光ピンセット（レーザトラップ）やウィスパリングギャラリーモード (WGM) といっ
た光学現象を用いた測定技術の研究をしており、今回はそれら技術を用いたマイクロサイズのガラ
ス球のサイズや質量を測定する技術を紹介。

大阪工業大学 【発表テーマ】超小型人工衛星プロイテレスの打ち上げ・運用状況及び姿勢制御
【発表内容】2012年9月、超小型人工衛星プロイテレスをインドPSLVロケットC-21号機によ
り打ち上げた。衛星の打ち上げ・運用状況から具体的な姿勢制御、ミッションなどの状況を報告。	

静岡大学 【発表テーマ】非接触非破壊での硬さ測定器
【発表内容】食品や野菜や果物、そして、ゴムやプラスチックの硬さを非接触非破壊で測定する測
定器の研究を紹介。デスクトップ型とハンディ型の実際の測定器の試作器を持ち込み、その場で硬
さを測定するデモンストレーションも行う。

（独）情報通信研究機構

【発表テーマ】NICT における日本標準時の時刻提供
【発表内容】NICT が生成している日本標準時の時刻を提供する機器（2種類）について紹介します。
　①NTPリピーター（標準電波 JJY、40,60kHz 用）
　②ネットワークタイムサーバー（GPS又は JJY仕様）

時　　間 テーマ
10:00〜11:30 太陽光発電における計測制御機器の諸問題と解決策を探る
13:30〜14:30 風力発電 or バイナリ発電の計測制御
14:45〜15:30 マイクロ水力の事例とシステム概要の紹介
15:45〜16:30 海洋エネルギー発電における計測制御機器の諸問題と解決策を探る

4.5　併催セミナー
　10月12日（金）、会議棟6階「609会議室」において、日本工業出版㈱主催によるセミナーを次のとおり開催
した。
　タイトル：再生可能エネルギー発電における計測制御技術の諸問題と解決策を探る
　概　　要：7月1日より、再生可能エネルギーの普及、拡大を目的に「再生可能エネルギーの固定買取り制度」

が始まった。エネルギー供給の考え方が、自給率の向上、地球温暖化対策としても再生可能エネルギー
に期待が一層高まっている。今回のセミナーは、再生可能エネルギー発電を効率的に確保するために
各種発電システム概要及び計測制御技術について解説する。

4.6　アカデミープラザ（大学・研究機関出展）
（1）出展数
　出展者数：16大学・研究機関
　小 間 数：20小間（テーマ）

（2）発表テーマ
　大学・研究機関から、次の20テーマについて発表が行われた。
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出展者名 概　　要

摂南大学 【発表テーマ】地盤永久変位に伴う埋設管路損傷箇所の検知方法に関する研究
【発表内容】ライフラインの損傷並びに復旧の遅延は、市民生活に多大な影響を及ぼす。そこで、
現在までに技術開発が行われてきた光ファイバセンサを用いた埋設ライフラインの損傷箇所検知技
術に関して、基礎的な検討を行った。【発表テーマ】曲げ方向を検知可能な屈曲ファイバセンサの
開発（創価大学）
【発表テーマ】多様な応用が可能な高感度かつ汎用的形状認識用の画像処理技術（神奈川工科大学）
【発表内容】
・研究成果移転事業
・特許化支援事業
・産学官連携事業

タマティーエルオー㈱ 【発表テーマ】曲げ方向を検知可能な屈曲ファイバセンサの開発（創価大学）
【発表テーマ】多様な応用が可能な高感度かつ汎用的形状認識用の画像処理技術（神奈川工科大学）
【発表内容】
・研究成果移転事業
・特許化支援事業
・産学官連携事業

千葉工業大学 【発表テーマ】感覚の往還
【発表内容】デザイン的観点で物を測りインタラクティブな物に変換し返信します。
　1．文字の長さをはかり、直線で視覚化し表現する。
　2．普段、情報を与えている物を測り変換する。
　　		それを人が受け物に返すことで「往還」を表現します。

千葉大学 【発表内容】産業用ポータブルOCTスキャナー／ LEDミニライターの技術展開の実機を展示して、
具体的な応用事例、共同研究並びに製品化の観点で説明します。

【発表テーマ】自動森林計測法−レーザーデータによる森林資源量把握
【発表内容】森林資源量を正確に把握できる標準的手法はまだ確立していません。我々が開発した
自動森林計測法は、レーザーデータを用いて木質バイオマス資源量を正確にそして客観的に評価で
きる世界的標準ツールを提供します。

【発表テーマ】災害時など極限環境下に適した金属基圧電複合材料センサ・アクチュエータ
【発表内容】大変有用ながら極めて脆弱な圧電セラミックスを、その特性を損なうことなく軽量構
造材料であるアルミニウムに複合化することに成功した革新的圧電センサ・アクチュエータ「金属
コア圧電ファイバ／金属複合材料」を提案します。	

筑波大学 【発表テーマ】EO、OE変換の周波数特性測定の校正をするための基準光源
【発表内容】ALMA（アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計）用の高い消光比（光をオフしたとき
に消え残る光の大きさを表す）の変調を行うために開発した EO、OE変換の周波数特性測定の校
正をするための基準光源に関して、説明パネルと光変調デバイス、及び基準光発生装置等を展示し
ます。

東京工業大学 【発表テーマ】圧縮空気の計測と制御
【発表内容】空気圧の省エネ対策が求められている背景下では、圧縮空気のエネルギーの評価及び
計測が重要になりつつあります。従来のように空気消費量ではなく、空気圧機器へ供給されるエネ
ルギーに着目する新評価法を提案します。

【発表テーマ】超音波エコーロケーションによる実時間位置・速度計測システム
【発表内容】独自の1ビットディジタル信号処理技術を用いたエコーロケーションシステムを開発
しました。対象物体の空間位置情報と速度ベクトルをリアルタイムで処理して計測することが可能
です。
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出展者名 概　　要

東京電機大学 【発表テーマ】東京電機大学の計測・センシング技術（「pHモニタリング用高分子フィルムセンサ」、
「人物特定システム」）
【発表内容】東京電機大学の計測・センシングの技術全般をご紹介するとともに、展示パネルでご
紹介する連続でリアルタイムに pHを測定可能なセンサ ､及び顔認証、顔映像がなくても人物を特
定できる人物認識技術を紹介します。

（地独）東京都立産業技術研究
センター

【発表内容】事業案内、設備紹介など。

東京理科大学 【発表テーマ】知財群活用事業（「新規環境用センサ」、「スマート生体センサ」、「食品分析用バイオ
センサ」）
【発表内容】経済産業省の「創造的産学連携事業」に採択され、複数大学で活動を行っている新し
い産学連携モデル「知財群活用事業」の検討テーマであります「新規環境用センサ」、「スマート生
体センサ」及び「食品分析用バイオセンサ」についてご紹介します。

広島国際大学 【発表テーマ】平板の面内方向および厚さ方向熱伝導率測定法
【発表内容】プリント基板、グラファイトシートなどの面内方向熱伝導率を簡便に測定法できる直
線フィン温度分布フィッテイング法及び厚さ方向熱伝導率測定に適したカートリッジ方式一方向熱
流定常比較法について紹介。

法政大学 【発表テーマ】JAUS準拠システムとその応用計測制御モジュール
【発表内容】JAUSとは、Joint	Architecture	for	unmanned	systemの略で、米国で開発され
た無人ロボットの規格です。2011年 Intelligent	Ground	Vehicle	Competition で開催された
JAUS	Challenge では優勝した実績があります。JAUS対応にすることで、ロボットの研究開発
期間の短縮と効率的な実装が促進できます。

明治大学 【発表テーマ】MEMS（Micro-Electro-Mechanical	Systems）技術を用いた熱流体工学研究
【発表内容】ナノテク関連技術・産業に熱工学・流体工学の観点から貢献することを目指し、走査
型熱顕微鏡の開発、極微小熱分析の技術開発、細胞の代謝モニタリング技術，沸騰熱伝達機構，空
気清浄等の研究成果を報告します。

【発表内容】機能性材料としての接着・接着材料の特性評価法の高度化、計測・試験の実際におけ
る不確かさ表記による信頼性に関する研究など、計測・評価に関する研究テーマを紹介します。

（3）プレゼンテーション
　大学・研究機関から、次の21テーマについてアカデミープラザにおいて、プレゼンテーションが行われた。

日時　　 発　表　者 内　　容

10
月
10
日
（
水
）

13:30〜 （地独）東京都立産業技術研究センター 高温度標準の簡易的実現方法

14:00〜 （独）情報通信研究機構 NICTにおける日本標準時の時刻提供

14:30〜 大阪大学 光で球を測定する

15:00〜 静岡大学 非接触非破壊での硬さ測定器

15:30〜 大阪工業大学 超小型人工衛星プロイテレスの打ち上げ・運用状況及び姿勢制御

16:00〜 摂南大学 地盤永久変位に伴う埋設管路損傷箇所の検知方法に関する研究

16:30〜 広島国際大学 平板の面内方向および厚さ方向熱伝導率測定法
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日時　　 発　表　者 内　　容

10
月
11
日
（
木
）

13:00〜 東京工業大学 圧縮空気の計測と制御

13:30〜 神奈川工科大学 多様な応用が可能な高感度かつ汎用的形状認識用の画像処理技術

14:00〜 創価大学 曲げ方向を検知可能な屈曲ファイバセンサの開発

14:30〜 千葉工業大学 感覚の往還

15:00〜 千葉大学 超小型 LEDミニライダーによる大気／ガス／粉塵観測

15:30〜 千葉大学 自動森林計測法−レーザーデータによる森林資源量把握

16:00〜 千葉大学
災害時など極限環境下に適した金属基圧電複合材料センサ・アク
チュエータ

16:30〜 筑波大学 電気インピーダンス法を用いる青果物組織の物性計測

10
月
12
日
（
金
）

14:00〜 東京工業大学 超音波エコーロケーションによる実時間位置・速度計測システム

14:30〜 東京電機大学
東京電機大学の計測・センシング技術（「pHモニタリング用高分子
フィルムセンサ」、「人物特定システム」）

15:00〜 東京理科大学
知財群活用事業（「新規環境用センサ」、「スマート生体センサ」、「食
品分析用バイオセンサ」）

15:30〜 法政大学 JAUS準拠システムとその応用計測制御モジュール

16:00〜 明治大学
MEMS（Micro-Electro-Mechanical	Systems）技術を用いた熱
流体工学研究

16:30〜 明治大学 機能性材料としての粘・接着物性評価のための計測法の高度化

5．来場者動員対策
5.1　ポスターの作成、掲示依頼
　以下のとおりポスターを作成し、関係省庁、協賛団体、試験・検査機関、研究所、学校、ユーザーの工場、出展
者等に送付し、掲示依頼を行った。
　		（1）ポスターサイズ	 A2判
　		（2）作成部数	 1,000枚
　		（3）掲示依頼先
　　　①　出展者	 400枚
　　　②　後援機関・協賛団体	 200枚
　　　③　試験研究機関	 150枚
　　　④　大学	 80枚
　　　⑤　ユーザー・ディラー	 100枚
　　　⑥　その他	 70枚
																						　　　　計	 1,000枚

5.2　開催案内状（無料招待券）の作成、配布
　以下のとおり開催案内状（無料招待券）を300,000部作成し、出展者を通じて130,000部、事務局より関係
省庁、協賛団体、試験研究機関、INTERMEASURE2010及び2008来場者、大学、ユーザー、ディーラー、各
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国の在日大使館等に170,000部を郵送等により配布した。
　・配布先
　　　出展者　　　　　130,000部
　　　事務局送付分　　170,000部
　　　　　　　　　　　　	関係省庁、協賛団体、試験研究機関、前回・前々回来場者、大学、ユーザー、ディーラー、
　　　　　　　　　　　　各国の在日大使館、広報誌「はかる」送付先等

5.3　広告宣伝
（1）新聞

フジサンケイビジネスアイ（1ページ）	 8月27日（月）、8月30日（木）、9月3日（月）、
	 9月27日（木）、9月29日（土）、10月1日（月）、
	 10月10日（水）
日本計量新報（5段）	 9月30日（日）、10月7日（日）
日刊工業新聞（1ページ）	 10月9日（火）
日経産業新聞（半5段）	 10月4日（木）、10月10日（水）
オートメレビュー（半5段）	 9月12日（水）、9月19日（水）

（2）雑誌
日工フォーラム9月号
月刊ビジネスアイ　エネコ10月号
検査技術10月号
計測技術10月号
プロダクトナビ10月号
メカトロニクスデザインニュース10月号

（3）Web広告、メルマガ関係
INTERMEASURE2012ホームページ
イプロス
計工連メルマガ
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Ⅲ 会場風景　
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Ⅳ 来場者アンケート結果

1．来場者登録カードの集計結果
　（1）来場者の業種 （　）内は INTERMEAASURE2010実績

　（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
官公庁・研究機関・学校

その他

0.3%（0.1％）
　　　　　　　　　　　　　6.7%（4.4％）
　　　　　　3.3%（2.5％）
　  1.1%（1.7％）
　　　　　　　　 4.4%（5.8％）
　　　　　　　　　　5.3%（6.4％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.8%（14.7％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17.2%（23.0％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  10.1%（8.0％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5%（9.1％）
　　　　　　3.3%（2.2％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  10.2%（9.2％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14.8%（13.0％）

（　）内は 2008 実績

0 5 10 15 20 25

企画・管理

営業・販売

設計・開発

製造

検査・品質管理

サービス

その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.3%（18.4％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22.2%（17.5％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24.6%（27.9％）

　　　　　　 6.1%（8.7％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15.9%（13.7％）

2.2%（1.9％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14.7%（11.9％）

0 10 20 30 3515 2550 5 10 15 20 25 30 35

経営者・役員

部長

次長・課長

係長・主任

一般

その他

7.8%（12.2％）

　　　　　　 13.3%（12.1％）

　　　　　　　　　　　　　　　 21.1%（20.5％）

　　　　　　　  14.4%（14.1％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  33.4%（32.6％）

　　　10.0%（8.6％）

　（4）来場者の地域

0 5 10 15 20 25 30 35

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・沖縄

海外

　2.2%（1.7％）
　　　　　　6.6%（11.7％）
　　　　　　　　　 9.5%（8.0％）
　　　　　　　　 8.6%（3.6％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31.2%（36.4％）
　　　　　　　　　　　　　　　　 15.7%（13.6％）
　　　　　　　　　　　　 12.2%（12.7％）
　　　　　　6.7%（4.4％）
　　  3.5%（2.5％）
1.6%（1.6％）
   2.2%（3.9％）

第04.indd   15 13/04/16   19:36
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　（6）INTERMEASURE への来場目的について

その他
2.5%

技術動向・市場調査
37.3%

新製品を探すため
22.9%

出展企業との商談、
技術的質問
12.4%

購入を検討
するため
14.4%

講演・セミナー
等の聴講
10.5%

2．アンケート結果
　（1）アンケート回収数　563
　（2）INTERMEASURE 2012の情報を知った方法について

　（3）INTERMEASURE の出展製品・技術のユー
ザですか

ポスター
1.0%

案内状（主催者）
34.3%

案内状（出展者）
37.1%

会場（東京ビッグサイト）に来て
1.0%

出展者ホームページ
7.6%

主催者ホームページ
10.5%

その他
8.5%

はい
52.8%いいえ

47.2%

　（4）機器や資材購入の決定権について

決定権を持っている
21.6%

決定権はないが
購入に係わっている

54.5%

係わっていない
23.9%

　（5）INTERMEASURE への来場回数について

今回が初めて
54.4%

今回で2回目
16.7%

3回以上
28.9%

第04.indd   16 13/04/16   19:36
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　（7）INTERMEASURE を見学した印象について

ほぼ満足
48.3%

普通
32.2%

少し不満
2.3%

満足
17.2%

　（8）見学希望製品の出展状況について

出展されていなかった
27.4%

出展されていた
72.6%

　（9）今後出展を希望する製品・技術

　　電界センサ トラックスケール 溶接（はんだ）の非破壊検査等
　　荷重センサ 画像処理関係 X 線検針（金属）装置
　　画像センサ 湿度計 腐食測定関連
　　湿度センサ サーモグラフィー エリア放射線モニタ
　　粘度センサ 赤外線カメラ 放射温度計
　　軸力センサ 液面計 マイクロ CT
　　赤外線センサ 流量計 アンプ類
　　光学測定機器 基準器 分銅

第04.indd   17 13/04/16   19:36
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Ⅴ 出展者アンケート結果

1．アンケート回答数
　（1）対　象　76社 ･機関
　（2）回答数　43社 ･機関
　（3）回答率　84.2％

2．アンケート結果
　（1）出展された印象について

ほぼ満足
34.9%

普通
39.5%

少し不満
11.6%

満足
7.0%

不満
7.0%

市場調査
9.3%

商談・取引
30.2%

その他
9.3%

機器のPR
51.2%

　（2）出展目的として最も重要視する点について

日頃取引のある
顧客が多かった

39.6%

同業者が多かった
45.3%

目的としない業種の来場者が多かった
5.7%

新規顧客が
多かった
9.4%

　（3）来場者の層について

大変満足
2.3%

満足
18.7%

普通
55.8%

少し不満
20.9%

不満
2.3%

　（4）来場者の層に対して満足されましたか。
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新製品・新技術を
出展した
83.7%

新製品・新技術は
出展しなかった

14.0%

無回答
2.3%

　（7）新製品・新技術の出展について

出展する
76.8%

未定・無回答
9.3%

出展しない
13.9%

　（8）次回の INTERMEASUREへの出展意向について

主催者に委ねた1.6%

営業マンが
直接顧客にPR

24.8%

電子メールで
顧客に告知
12.4%

自社の広報誌等でPR
4.6%

新聞、雑誌等への広告掲載
6.2%

ホームページでPR
24.0%

招待状を送付
25.6%

その他0.8%

　（6）INTERMEASUREの主なPR媒体について

とても少なかった
14.0%

普通
44.2%

少なかった
37.2%

無回答
2.3% 多い方であった

2.3%

　（5）商談及び商談につながる件数について

今回と同じくらい
89.3%

減る・未回答
7.1% 増える3.6%

　（9）次回の予定出展小間数について

食品11.1%

鉄鋼・
金属
8.1%

精密機械
9.1%

電気・電子機械
9.9%

電力・ガス・水道
7.6% その他

6.1%

一般機械
10.1%

農林水産
6.6%

建設・土木
7.6%

繊維5.6%

紙・パルプ
6.1%

化学・石油
12.1%

　（10）貴社が望む来場者の業種について
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ほぼ満足
30.8%普通

38.4%

少し不満
15.4%

満足
15.4%

出展したい
76.9%

未定
23.1%

とても良かった
15.4%

あまり
良くなかった
15.4%

良かった
46.1%

普通
23.1%

　（3）プレゼンの成果について

　（5）次回の出展意向について

　（4）アカデミープラザ及びプレゼンスペースの
レイアウトについて

ほぼ満足
76.9%

満足
23.1%

産業界との
コラボレーション

46.2%

市場の反応
7.6%

研究成果の
産業界への

周知
46.2%

　（2）出展目的について

Ⅵ アカデミープラザ　出展者アンケート結果

1．アンケート回答数
　（1）対象　　　20大学 ･機関
　（2）回答数　　13社 ･機関
　（3）回答率　　65.0％

2．アンケート結果
　（1）出展した印象について
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