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　INTERMEASURE2014（第26回計量計測展）は、2014年9月17日（水）から19

日（金）の3日間、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105社・団体・研究機関・大学から最新鋭の計量計測機器及びその技

術等が展示、紹介され、来場者は24,256名を数え、計量計測機器及びその技術への関

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。INTERMEASURE2014では、こうした産業界及び社会の

要請に沿うべく「正しく “はかる” 技術がここにある」をサブテーマに、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

る最先端技術、基盤技術、情報等を紹介いただきました。

　さらに会期中、計量計測機器との係りの深いテーマを選択して基調講演、技術講演会、

技術説明会、計測標準フォーラム、NMIJ 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

INTERMEASURE2014実行委員長

谷　垣　哲　也

は　じ　め　に
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1．名　　称
　INTERMEASURE 2014　（第26回計量計測展）
　Measurement, Test & Control Technology Show 2014

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
一般社団法人研究産業・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
一般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
一般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
一般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びん詰レトルト食品協会 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施工協会
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
公益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
一般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 一般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 一般社団法人日本プラント協会

Ⅰ 開催概要
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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
　2014年9月17日（水）〜19日（金）
　・搬入、装飾等施工：9月15日（月）、16日（火）
　・搬出、装飾等撤去：9月19日（金）閉会後

6．開場時間
　10：00〜17：00

7．会　　場
　東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場）東4〜6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：5,140㎡
　出 展 者 数：105社・団体・機関
　出展小間数：236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
　計測標準フォーラム
　NMIJ 法定計量セミナー
　企画展示コーナー
　アカデミープラザ

11．同時開催
　第24回フルードパワー国際見本市（IFPEX 2014）
　Sensor Expo Japan 2014
　第7回総合検査機器展（JIMA 2014）



4

1．展示規模
　出 展 者 数：　105社・団体・機関
　出展小間数：　236小間

2．出展企業、機関、団体
愛知時計電機（株） 旭化成ケミカルズ（株） 旭計器工業（株）
アズビル金門（株） （株）アルト アンリツ産機システム（株）

（株）イージーメジャー （株）イシダ （株）ウエノシステック
（株）エー・アンド・デイ （株）SPI エンジニアリング
エンドレスハウザージャパン（株） （株）大手技研 オーハウスコーポレーション

（株）オーバル 鎌長製衡（株） 協和界面科学（株）
（株）共和電業 （株）クボタ （株）クレアビジョン
ケイエルブイ（株） 計測標準フォーラム （株）ケーメックス

（株）ケツト科学研究所 Golden Mountain Enterprise Co., Ltd
（株）コスモ計器 （株）コスモサウンド コニカミノルタ（株）
（株）木幡計器製作所 （株）佐藤計量器製作所 （有）三協インターナショナル
（独）産業技術総合研究所 三協パイオテク（株） （株）GeeSolutions
JFE アドバンテック（株） 湿度、水分・計測センサ研究会 JIP テクノサイエンス（株）

（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） シャッツ・ジャパン（株） （株）昭和測器
神栄テクノロジー（株） 新光電子（株） 新東科学（株）

（株）スタディスト （独）製品評価技術基盤機構 （株）第一科学
（株）宝計機製作所 （株）タツノ （株）田中衡機工業所
（株）チノー 超音波工業（株） ツクモ工学（株）
TFF フルーク社 （株）テクネ計測 （株）寺岡精工
東京計器（株） 東京計装（株） 東京航空計器（株）

（公財）東京都中小企業振興公社 トウプラスエンジニアリング（株） 東洋計器興業（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 日本フローセル（株）

（一社）日本計量振興協会 日本計量新報社 日本スタンドサービス（株）
日本精工（株） 日本電気計器検定所 （一財）日本品質保証機構

（株）ビートセンシング 兵田計器工業（株） （株）フクダ
（株）双葉測器製作所 ペンタフ（株） 丸紅情報システムズ（株）
（株）ミツトヨ （株）三菱化学アナリテック
三菱日立パワーシステムズエンジニアリング（株） （株）村上衡器製作所

（株）メステック メトラー・トレド（株） 大和製衡（株）
（株）ユウトハンズ （株）和興計測 静岡大学
常翔学園大阪工業大学 常翔学園摂南大学 常翔学園広島国際大学

（独）情報通信研究機構 大学知財群活用プラットフォーム
タマティーエルオー（株） 千葉工業大学 筑波大学
東京電機大学 （地独）東京都立産業技術研究センター
東北大学 明治大学 早稲田大学

Ⅱ 開催結果概要
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3．来場者
INTERMEASURE IFPEX JIMA SENSOR

9月17日（水）曇 5,314名 8,979名 3,200名 2,826名
9月18日（木）曇 8,114名 12,329名 3,932名 3,744名
9月19日（金）曇 10,828名 14,742名 4,956名 4,798名

合　　計 24,256名 36,050名 12,088名 11,368名

4．併催事業
4.1　基調講演
　9月17日（水）、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。
　時 間：14：00〜15：00
　テ ー マ：水道橋重工「KURATAS 2010-2014」
　講 師：倉田　光吾郎氏（鍛冶師・造形作家（鉄鋼アーティスト））
　　 　 吉崎　航氏（奈良先端科学技術大学院大学講師）
　講 演 要 旨：搭乗型巨大トイロボット「KURATAS」はどのようにしてつくられたのか。
　　 　 水道橋重工プロジェクトのメインメンバー2人が、映像や画像を交えその製作過程を紹介する。

4.2　技術講演会
　9月18日（木）、展示会場特設会場において、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

11:05〜11:50

テーマ：「インフラ老朽化と設備診断システムにおける計量計測機器の需要動向―市場開発委員会調査報告―」
講　師：長野計器㈱　営業企画部部長　三澤　慶一郎氏
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。講演会では、市場開発委員会の活動報
告として、平成25年度に調査したインフラ老朽化と設備診断システムにおける計量計測機器の需要
動向調査結果について紹介を行った。

13:00〜13:45

テーマ：「最新の流量計測事情について」
講　師：㈱オーバル　技術部副主幹　若松　武史氏
内　容：産業の発展に伴い様々な原理を持つ流量計が実用化されてきたが、特に近年では用途に応じた最適な

流量計を選択する知識と経験が求められている。
　　　　最新の流量計測事情について、若松流量計技術委員会委員長が紹介を行った。

4.3　出展製品技術説明会
　9月18日（木）、19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。
　9月18日（木）

　9月19日（金）

時　間 テーマ 発表企業

14:05〜14:50 「次世代引張試験機／粘着・被膜剥離解析装置のご紹介」 協和界面科学㈱

15:05〜15:50 「FBG センサを用いた社会インフラ・モニタリングにおける計測技術」 長野計器㈱

16:05〜16:50 「PIXXIS（高性能デジタルカメラ計測システム）のご紹介」 JIP テクノサイエンス㈱

時　　間 テーマ 発表企業

11:05〜11:50 「温度計測のための制御技術のご紹介」 ㈱チノー

13:05〜13:50 「最近のリーク計測技術について」 ㈱フクダ

14:05〜14:50 「長野計器の JCSS 圧力校正事業」 長野計器㈱

15:05〜15:50 「産業機器向け　次世代重量指示計について」 大和製衡㈱
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4.4　（独）産業技術総合研究所（NMIJ）との共催フォーラム及びセミナー
（1）計測標準フォーラム
　9月18日（木）、会議棟1階「レセプションホール A」において、計測標準フォーラムを次のとおり開催した。
　概　要：自動車生産技術、運転の安全・安心を支えるセンサー技術・電磁干渉防護技術、自動運転等の革新的な

技術開発に関係する計測技術・計量標準についての最新成果や動向を自動車メーカー、自動車関連企業、
公的試験機関、公的研究機関など様々な立場から話題提供して頂いた。来場者の皆様との活発な議論を通
じて我が国の基幹産業である自動車産業の発展に資する計測・計量分野の今後のあるべき姿を展望した。

時　　間 テーマ、講師及び内容

10:30〜10:40 
開会の挨拶
後藤　一夫氏　計測標準フォーラム代表／日本電気計器検定所理事
三浦　裕幸氏　経済産業省　産業技術環境局　計量行政室長

10:40〜11:30

テーマ：「自動車生産技術と計測・計量」
講　師：大竹　英世　氏　トヨタ自動車㈱　計測技術部　次長
内　容：ハイブリッド車や電気自動車など進化する車。そして、そんな車づくりを支える生産技術。本講演では、

計測・計量が生産技術にどう係わっていくべきか、計測・計量に携わる人材はどう働き方を変えてい
くべきかを提言。

11:30〜12:00

テーマ：「デジタルエンジニアリングを支える三次元計測技術」
講　師：高辻　利之氏　（独）産業技術総合研究所　計測標準研究部門　副研究部門長
内　容：自動車の設計・製造に欠かせないデジタルエンジニアリングにおいては加工技術と計測技術の連携が

重要である。近年利用が進む非接触三次元測定機や X 線 CT に関して、技術動向、応用、標準化など
について紹介。

13:00〜13:40

テーマ：「自動車の開発と計測技術開発」
講　師：大西孝一氏　日産自動車㈱　第一 CAE・実験技術開発本部　実験・計測技術開発部　エキスパート

リーダー
内　容：自動車の高度化、グローバル化の中で、自動車の開発に必要な計測技術にも様々な変化が起こってい

る。一方、解決できていないクロニックな計測課題も残っている。講演では、日産自動車における最
近の計測技術の取組みを紹介。

13:40〜14:10

テーマ：「自動車の安全・安心を支える振動・衝撃加速度標準の開発と課題」
講　師：大田明博氏　（独）産業技術総合研究所　計測標準研究部門　音響振動科　強度振動標準研究室長
内　容：自動車の安全・安心を確保するために、衝突安全性能試験をはじめとする製造開発・試験現場において、

数多くの振動・衝撃計測が行われている。振動・衝撃加速度標準は、その計測信頼性を確保するため
の基準の役割を果たしている。本発表では、自動車の安全に資する振動・衝撃加速度標準の現状と課
題について紹介。

14:10〜14:50

テーマ：「自動運転に求められるセンシングシステムとその課題」
講　師：西村　明浩氏　㈱ ZMP　取締役　営業部　部長 
内　容：ZMPは、完全な自動運転を目指し技術開発を進め、関連技術を運転支援技術に展開、自動車／部品メー

カに提供している。本講演では、自動運転・運転支援に求められるセンシングシステムとその課題に
ついて述べる。

15:00〜15:40

テーマ：「宮城県産業技術総合センターにおける自動車産業支援と計測技術の利用について」　
講　師：岩間　力氏　宮城県産業技術総合センター　自動車産業支援部　総括研究員
内　容：宮城県産業技術総合センターの自動車産業振興への取り組みを県の産業振興施策と併せて紹介すると

ともに、産業支援の現場で行われている計測の例としてＥＭＣ試験等について紹介。

15:40〜16:10

テーマ：「自動車産業で活用される電磁波の計量標準」
講　師：島田　洋蔵氏　( 独 ) 産業技術総合研究所　計測標準研究部門　電磁波計測科長
内　容：自動車の高度化が進む中、様々な電子制御機器が自動車に搭載され、それに伴い、電磁環境に係る

EMC 試験などが必要不可欠となってきている。本発表では、自動車関連機器の電磁環境と性能評価
に活用される電磁波の計量標準について、その事例と整備状況について紹介。

16:10〜16:25
テーマ：「計測クラブ全体紹介」
講　師：小見山　耕司氏　NMIJ 計測クラブ事務局長
内　容：NMIJ 計測クラブの活動方針と内容、今後の活動計画について紹介。

16:25〜16:30 閉会の挨拶
三木 幸信氏　( 独 ) 産業技術総合研究所　理事 兼 計量標準総合センター代表
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（2）法定計量セミナー
　9月19日（金）、会議棟6階「605及び606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：生活で何気なく使われている計量器、その信頼性はどのように担保されているのか。
　　　　　製造メーカーの品質管理、JEMIC 及び NMIJ での型式承認試験の紹介に加え、消費者の立場から計量

の安全安心についてどのように感じているのか、また、計量管理の専門家からみた計量の安全に係る最
近の気になる動向について紹介が行われた。

時　　間 テーマ、講師及び内容

10:30〜10:45 開会　挨拶
三浦　裕幸氏　経済産業省　産業技術環境局　計量行政室長

10:45〜11:25

テーマ :「消費者の立場から見た計量の安全と安心」
講　師 : 青山　理恵子氏　（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会　副会長
内　容 :「はかる」は生活の基本インフラです。消費者はモノを購入する時に、店頭の量り売りであれ、包装

商品であれ、その計量が適正であり表示が正しいと信じて選択する。
　　　　検定を実施した機器の正確性に加え、それを扱う人材の姿勢もまた適正であってほしいと消費者は望

んでいる。消費者相談の現場の声を届ける。

11:25〜12:05

テーマ :「セルフ販売用計量器による品質管理」
講　師 : 田尻　祥子氏　㈱イシダ　滋賀事業所技術統括部技術規格管理課課長
内　容 : スーパーマーケットなどで行われているセルフ販売には、消費者が使用する形で計量器が用意されて

いる。計量器の取り扱いに慣れない消費者が使用するため、特に風袋引きに関して、問題のある使わ
れ方がされる場合がある。

　　　　この問題を解決するために、セルフ販売用計量器にカメラを搭載し、自動的に風袋引きする機能を開
発し紹介。

13:30〜14:10

テーマ :「電力量計の型式承認」
講　師 : 手塚　政俊氏　日本電気計器検定所　検定管理部型式試験グループグループマネジャー
内　容 : 電気料金算定の元となる電気の使用量を計量する電力量計は、厳しい技術基準を満足したものだけが

使用されており、消費者及び使用者の安全・安心が確保されている。この技術基準における試験項目、
試験内容、試験装置等について紹介。

14:10〜14:50

テーマ :「流通業計量士から見る二本のモノサシ（計量法と食品表示法）」
講　師 : 吉野　博氏　大丸松坂屋　計量士　元川崎市計量検査所長
内　容 : アクリフーズ事件でクローズアップされた「製造所固有記号」を初めとして食品表示法府令案が示さ

れ来年施行。昨年末から消費者庁食品表示部会・3調査会傍聴を続けた百貨店計量士として二本のモ
ノサシが刻み込んだ食品表示規制の目盛がどのように見え、そして食の安心・安全を計量法がどのよ
うに担保していけば良いのかを紹介。

15:00〜15:40

テーマ :「OIML TC8（国際法定計量機関、流体量の測定）活動の動向について」
講　師 : 戸田　邦彦氏　（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター　流量計試験技術室
内　容 : OIML（国際法定計量機関）は、加盟国の法定計量規制を国際的に整合化させるための重要な役割を担っ

ており、国際文書の作成作業などの業務を進展させるため、各種分野別に技術委員会（TC）が設置
されている。

　　　　我が国では、2011年から OIML TC8（流体量の測定）の幹事国となった。本講演では、OIML 
TC8に対する我が国の活動について紹介。

15:40〜16:20

テーマ :「非自動はかりの型式承認試験」
講　師 : 大谷　怜志氏　（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター　質量計試験技術室
内　容 : 物流・小売などの流通で主に使用される非自動はかりは、比較的身近なところで見ることができ、取

引証明において重要な役割を果たしている。
　　　　非自動はかりには、厳しい技術基準（性能要件）が定められ、型式毎に性能評価を実施することにより、

使用者及び消費者の安全・安心を担保している。その型式承認における試験内容及び装置等について
紹介。

16:20〜16:30 閉会
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出展者名 概　　要

静岡大学 大岩研究室：スケール基板表面に表面弾性波（SAW）を伝搬させ、この周期性を用いて変位計測
を行う原理のディジタル式エンコーダを開発。

犬塚研究室：非接解非破壊での硬さ測定技術を紹介。パネルにより最新の実験結果や応用技術を紹
介すると共に装置のプロトタイプや市販予定のハンディ装置等の実機を展示し、その
場での測定も行う。

常翔学園大阪工業大学 大阪工業大学では、将来の小型人工衛星の民間による商業化をサポートするために、関西の大学初、
超小型人工衛星「プロイテレス」を2012年夏に打ち上げた。ここでは、民生品を多用化した、安
価な信頼性の高いセンサ・アクチュエータを含む大学衛星の姿勢制御装置システム、宇宙航行用電
気推進ロケットエンジンシステム、ミッション機器である高解像度カメラシステムを紹介すると共
に、それら最新の宇宙運用、更なる高性能機器開発の状況を報告。

常翔学園摂南大学 地震時における埋設管路被害の主要因は、液状化地盤などで見られる地盤永久変位。本研究では、
PE 菅光ファイバセンサを管路に並行して埋設し、地震後にその変形を計測することで地盤変位分
布を逆推定し、得られた地盤変位分布を入力した数値解析により管路損傷箇所を推定する方法につ
いての研究。

常翔学園広島国際大学 建築音響材料の吸音率測定において、室内の環境騒音を利用して音響材料の表面に近接した2つの
マイクロホン間の伝達関数を測定し、その音響インピーダンスと吸音率を算出する EA-Noise 法
を利用した、微細な構造を有する共鳴器の吸音特性の測定例を紹介。

（独）情報通信研究機構 周波数国家標準とトレーサビリティーを確立するための遠隔校正用 JJY（標準電波）又は GPS
受信機の予備実験結果を紹介。

大学知財群活用プラット
フォーム

大学等が持つノウハウを含む強いシーズ情報を「パッケージ化」して企業に提供する活動について
紹介。

タマティーエルオー㈱ 光ファイバーセンサ等。

千葉工業大学 コンテンツとの距離について。

筑波大学 鉄鋼製品の一次製品である角鋼片内部に含まれる欠陥を超音波を用いて非破壊検査する方法を提
案。具体的には超音波の透過時間誤差と計算機トモグラフィを組み合わせる手法における計測断面
間隔について、欠陥の3次元可視化により比較・検討。

東京電機大学 3つの計測技術の展示。
①物性の比熱が高精度で絶対値が測定でき、熱伝導率や熱拡散率も同時に測定できる計測技術。
②「触診をセンサーで！優しくつかむ！」を実現する物を触った時の感覚の定量化技術。
③ X 線を使わない安全で簡便な栄養チューブ先端位置の体外計測技術。

（地独）東京都立産業技術研究
センター 光ファイバー温度計と実証試験セクターの紹介。

東北大学 物理学の常識を破る波動の長距離伝搬現象を発見し、これを利用した超高感度な超音波ガスセンサ
（ボール SAW センサ）を開発。これまでに世界一ワイドレンジな水素ガスセンサ（100%-ppm）
や手のひらサイズのガスクロに応用。現在、露点 -100℃まで測定可能な小型・高速・高感度な微
量水分センサとして実用化を進める。

明治大学 中別府研究室：MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems）技術を用いた熱流体工学研究
を中心に、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
目指す。主に、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
タリング技術等の研究。

宮 城 研 究 室 ：計測技術の応用と信頼性表記の課題として、粘着物性を評価する微小せん断変位測
定装置や試験機器の計測の不確かさの推定方法についての展示。

早稲田大学 水晶 MEMS 微細加工プロセス技術を用いた高精度傾斜角センサとセンサシステムなどの紹介。

4.5　アカデミープラザ（大学・研究機関出展）
（1）出展数
　出展者数：14大学・研究機関
　小 間 数：16小間

（2）概要
　大学・研究機関から、次の概要の通り発表が行われた。
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（3）プレゼンテーション
　大学・研究機関から、次の17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。

9月17日（水） 発表者 プレゼンテーマ

13:30〜13:50 静岡大学 弾性表面波を用いたデジタル式変位計と
光ファイバを用いた3D タッチトリガープローブ

13:55〜14:15 静岡大学 非接触非破壊での硬さ測定技術

14:20〜14:40 （独）情報通信研究機構 NICT における日本標準時の時刻提供

14:45〜15:05 大学知財群活用プラットフォーム 大学知財群活用プラットフォームのご紹介

15:10〜15:30 千葉工業大学 コンテンツとの距離

15:35〜15:55 筑波大学 超音波を用いた非破壊検査方法について

9月18日（木） 発表者 プレゼンテーマ

13:30〜13:50 （地独）東京都立産業技術研究センター 高精度型光ファイバー温度計の開発

13:55〜14:15 東京電機大学 東京電機大学の計測技術のご紹介

14:20〜14:40 大阪工業大学 超小型人工衛星プロイテレスの打ち上げ・運用及び開発状況

14:45〜15:05 摂南大学 PE 管光ファイバセンサ

15:10〜15:30 広島国際大学 環境音を用いた吸音材の音響インピーダンスの測定

15:35〜15:55 東北大学 安全と安心のための先進超音波計測

9月19日（金） 発表者 プレゼンテーマ

13:30〜13:50 明治大学
MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems）技術を用い
た熱流体工学研究

13:55〜14:15 明治大学 ボールねじの玉間接触荷重の計測法に関する研究

14:20〜14:40 早稲田大学 水晶 MEMS による小型で高精度な傾斜角センサの開発

14:45〜15:05 創価大学 安全な水素ガス漏洩を検出する光ファイバセンサ

15:10〜15:30 国士舘大学 臨床用薄膜体動センサー装置

4.6　企画展示コーナー
　9月17日（水）、18日（木）、19日（金）の3日間、展示会場特設会場において、企画展示コーナーを次のとお
り開催した。
時間：10：00〜17：00
概要：「正しく “はかる” 技術がここにある」をテーマに、江戸時代〜昭和の時代に活躍した計量計測機器等の展示。

会場では日本計量史学会員による機器の説明が行われた。
　　　また、我が国における計量制度のしくみについてわかりやすく解説する DVD の上映等を行った。
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5．来場者動員対策
5.1　ポスターの作成、掲示依頼
　以下の通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 A1版
　  （2）作成部数 1,000枚
　  （3）掲示依頼先
　　　①　出展者 450枚
　　　②　後援機関・協賛団体 150枚
　　　③　試験研究機関 150枚
　　　④　大学 80枚
　　　⑤　ユーザー・ディーラー 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、INTERMEASURE2012及び2010来場者、大学、ユーザー、ディーラー、各国の在
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 タブロイド全5段   ：5月30日、6月2日、6月10日
 タブロイド全11段：7月10日、7月25日、
 7月28日、8月20日、8月29日、
 9月2日、9月9日、9月11日
日本計量新報（5段） 9月14日
日刊工業新聞（半5段） 9月8日
日経産業新聞（全5段） 9月5日
オートメション新聞（全5段） 8月27日、9月10日、9月17日
夕刊フジ 9月7日、9月12日

（2）雑誌
日工フォーラム9月号
月刊ビジネスアイ　エネコ9月号
計測技術9月号
Gicho メガトロニクスデザインニュース9月号
電磁環境工学情報 EMC9月号

（3）Web 広告、メルマガ関係
INTERMEASURE2014ホームページ
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

　（2）来場者の職種

　（3）来場者の役職

0 5 10 15 20

機械
輸送用機器
電機・電子
通信機器
精密機器

商社
電力・ガス

農林・水産・食品
セラミックス・ガラス
鉄鋼・非鉄・金属

化学、石油・炭、ゴム
紙・パルプ・印刷
官公庁・団体

学校・研究機関
建設・エンジニアリング

病院・医薬品
金融・不動産
流通・サービス

その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  13.9％
　　　　　　　　3.7％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  13.5％
　　1.1％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   15.4％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12.5％
　　  1.5％
　　　　　  2.6％
　 0.7％
　　　　　  2.6％
　　　　　　　　　　　　 5.6％
　  0.9％
　　　　　 　2.8％
　　　1.5％
　　　　　　　　　   4.7％
0.2％
　　　1.5％
　　　　　　  3.1％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   12.3％

0 5 10 15 20 25 30 35

研究・開発
設計

生産・製造・技術
品質管理・検査

購買・資材
経営・管理

営業・企画・宣伝
教職員・学生

その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　16.7％
　　　　　　　 8.2％
　　　　　　　　　　　　12.4％
　　　　　　　　8.8％
  2.0％
　　　　　　　　　  9.8％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  32.5％
1.7％
　　　　　　　  8.1％

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

社長・役員

部長・次長

課長

係長・主任

社員・職員

8.4％

　　　　　　15.7％

　　　　　　　　17.6％

　　　　　　　16.7％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41.4％

　（4）来場者の地域

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

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

1.2％
　　　　5.7％
　　　　　6.7％
　　　4.5％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48.4％
　　　　　　　　　　13.4％
　　　　　　　　11.0％
　　　　  6.4％
  1.7％
1.0％
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　（6）INTERMEASURE への来場目的について

その他
1.2%

技術動向・市場調査
42.9%

新製品を探すため
26.2%

出展企業との商談、
技術的質問
9.5%

購入を検討
するため
9.5%

講演・セミナー
等の聴講
10.7%

2．アンケート結果
　（1）アンケート回収数　159
　（2）INTERMEASURE 2014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
ザーですか

ポスター
1.5%

案内状（主催者）
24.2%

案内状（出展者）
34.8%

会場（東京ビッグサイト）に来て
3.0%

出展者ホームページ
19.7%

主催者ホームページ
10.6%

その他
6.2%

はい
64.4%

いいえ
35.6%

　（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
4.1%

決定権はないが
購入に係わっている

41.4%

係わっていない
34.5%

　（5）INTERMEASURE への来場回数について

今回が初めて
62.7%今回で2回目

11.9%

3回以上
25.4%
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　（7）INTERMEASURE を見学した印象について

ほぼ満足
42.4%

普通
42.4%

少し不満
3.3%

満足
11.9%

　（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
28.8%

出展されていた
71.2%

　（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
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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　73社 ･ 機関
　（2）回答数　59社 ･ 機関
　（3）回答率　80.8％

2．アンケート結果
　（1）出展された印象について

ほぼ満足
39.6%

普通
20.7%

少し不満
13.8%

満足
20.7%

不満
5.2%

市場調査
1.6%

商談・取引
42.2%

その他
4.6%

機器のPR
51.6%

　（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
42.9%

同業者が多かった
22.9%

目的としない業種の
来場者が多かった

12.8%
新規顧客が
多かった
21.4%

　（3）来場者の層について

大変満足
6.7%

満足
30.0%

普通
43.3%

少し不満
13.3%

不満
6.7%

　（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
79.3%

新製品・新技術は
出展しなかった
20.7%

　（7）新製品・新技術の出展について

出展する
64.4%

未定・無回答
20.3%

出展しない
15.3%

　（8）次回の INTERMEASURE への出展意向について

主催者に委ねた4.1%

営業マンが
直接顧客にPR
25.4%

電子メールで
顧客に告知
10.7%

自社の広報誌等でPR
2.4%

新聞、雑誌等への広告掲載
5.3%

ホームページでPR
24.9%

招待状を送付
26.6%

その他0.6%

　（6）INTERMEASURE の主な PR 媒体について

とても少なかった
7.1%

普通
33.9%

少なかった
44.7%

多い方であった
14.3%

　（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
76.5%

減る・未回答
17.6%

増える5.9%

　（9）次回の予定出展小間数について

食品9.9%

鉄鋼・
金属
10.3%

精密機械
11.0%

電気・電子機械
11.8%

電力・ガス・水道
8.4%

その他
4.2%

一般機械
10.6%

農林水産
4.6%

建設・土木
6.8%

繊維5.3%

紙・パルプ
6.1%

化学・石油
11.0%

　（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
15.4%

少し不満
15.4%

満足
38.5%

出展したい
92.3%

未定
7.7%

とても良かった
15.4%

あまり
良くなかった
7.7%

良かった
53.8%

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
23.1%

満足
76.9%

産業界との
コラボレーション

37.5%

市場の反応
12.5%

研究成果の
産業界への
周知
50%

　（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　　　16大学 ･ 機関
　（2）回答数　　13大学 ･ 機関
　（3）回答率　　81.3％

2．アンケート結果
　（1）出展した印象について




