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　INTERMEASURE2016（第27回計量計測展）は、2016年9月28日（水）から30

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90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21,330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。INTERMEASURE2016では、こうした産業界及び社会の

要請に沿うべく「はかる技術が明日を創る」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、13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

INTERMEASURE2016実行委員長

谷　垣　哲　也

は　じ　め　に
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1．名　　称
　INTERMEASURE 2016　（第27回計量計測展）
　Measurement, Test & Control Technology Show 2016

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 国立研究開発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 一般社団法人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

Ⅰ 開催概要
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一般財団法人日本品質保証機構 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
　2016年9月28日（水）～30日（金）
　・搬入、装飾等施工：9月26日（月）、27日（火）
　・搬出、装飾等撤去：9月30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・５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：5,200㎡
　出 展 者 数：90社・団体・機関
　出展小間数：207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・専門セミナー
　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 アカデミープラザ
　学生向け業界講演・展示会見学ツアー 自動車技術ゾーン・ロボット技術ゾーン

11．同時開催
　Sensor Expo Japan 2016 第８回総合検査機器展（JIMA 2016）
　地盤改良技術展2016 ITS テクノロジー展
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3．来場者
計量計測展 JIMA SENSOR 地盤改良 ITS

9月28日（水）曇 5,483名 3,676名 3,072名 1,675名 615名

9月29日（木）曇 7,056名 3,630名 3,019名 1,998名 459名

9月30日（金）晴 8,791名 5,171名 3,978名 2,350名 480名

合計 21,330名 12,477名 10,069名 6,023名 1,554名

1．展示規模
　出展者数：　90社・団体・機関
　出展小間数：　207小間

2．出展企業、機関、団体
㈱アートレイ	 愛知時計電機㈱	 ㈱アコー
旭計器工業㈱	 アズビル金門㈱	 アンリツインフィビス㈱
㈱石井表記	 ㈱イシダ	 ㈲牛方商会
㈱エー・アンド・デイ	 ㈱ SPI エンジニアリング	 ㈱ SBC
㈱NTTPCコミュニケーションズ	 ㈱エリオニクス	 ㈱大手技研
㈱オーバル	 ㈱オプトサイエンス	 柏原計器工業㈱
鎌長製衡㈱	 カンタムエレクトロニクス㈱	 ㈱北浜製作所
㈱共和電業	 ㈱クボタ	 ㈱ケツト科学研究所
㈱工技研究所	 ㈱佐藤計量器製作所	 ㈲三協インターナショナル
国立研究開発法人	産業技術総合研究所	 サンコー㈱	 JFE アドバンテック㈱
湿度、水分計測・センサ研究会	 ㈱島津製作所	 島津システムソリューションズ㈱	
㈱守隨本店	 ㈱昭和測器	 神栄テクノロジー㈱
新光電子㈱	 新東科学㈱	 スペクトリス㈱HBM事業部	
（独）製品評価技術基盤機構	 ㈱センシズ	 ㈱ソニック
㈱第一科学	 ㈱宝計機製作所	 ㈱タツノ
㈱田中衡機工業所	 ㈱チノー	 ㈱テクネ計測
㈱寺岡精工	 東京計器㈱	 東京計装㈱
トウプラスエンジニアリング㈱	 東洋測器㈱	 ㈱富永製作所
長野計器㈱	 ㈱ナガノ計装	 ㈱日産クリエイティブサービス	
日本フローセル㈱	 （一社）日本計量機器工業連合会	 （一社）日本計量振興協会	
㈱日本計量新報社	 （一財）日本品質保証機構	 ㈱ノビテック
㈱ビートセンシング	 ㈱光コム
日立オートモティブシステムズメジャメント㈱	 兵田計器工業㈱
㈱フィールドテック	 ㈱フクダ	 フルーク・キャリブレーション
マキシメーター・フルード・テクノロジーズ㈱	 ㈱ミツトヨ
㈱三菱化学アナリテック	 ㈱村上衡器製作所	 大和製衡㈱
ユニテック・ジャパン㈱	 渡辺電機工業㈱
岡山大学	 ㈲金沢大学ティ・エル・オー	 静岡大学
国立研究開発法人	情報通信研究機構	 ㈱信州 TLO	 大学知財群活用プラットフォーム	
タマティーエルオー㈱	 千葉大学	 筑波大学
東京工業大学	 東京電機大学
（地独）東京都立産業技術研究センター	 明治大学

Ⅱ 開催結果概要
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4．併催事業
4.1　基調講演
　９月２８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：13：30〜15：00
　テ ー マ：IoT 時代の日本及び日本企業をどう方向性付けるか
	 ―モノ造り・モノ売りからオープン&クローズ・CPSの戦略へ―
　講 師：小川　紘一	氏（東京大学　政策ビジョン研究センター	シニア・リサーチャー）
　講 演 要 旨：デジタル技術やソフトウエアが価値形成を先導する21世紀に、世界の産業界が１00年に一度と

も言うべき転換期に立った。この延長に IoT や Industrie4.0の時代が到来する。本講演では、ま
ず競争ルールの変化に適応できず市場撤退を繰り返す企業と勝ちパターンを再構築して大躍進す
る企業の違いをオープン&クローズの戦略思想から解き明かす。これを踏まえて、競争ルールが
グローバル市場の隅々で変わる IoT の時代であっても、モノ造りが得意な日本企業だからこそ構
築できる新たな勝ちパターンの体系をオープン&クローズの戦略思想とCPS（Cyber	Physical	
System）の視点から提案。

4.2　技術講演会
　９月29日（木）、30日（金）の2日間、東4ホール内セミナー会場Ａ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

9月29日（木）
11：15〜12：00

テーマ：「ハイテクスマート農業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：市場開発委員会では、各種産業における製品技術の進歩と、計量計測機器との係りを把握するための

調査を実施してきております。平成27年度調査「ハイテク・スマート農業（畜産を含む）と計量計
測機器」の報告。

9月29日（木）
14：15〜15：00

テーマ：「IIoT 時代のキーテクノロジーとなる FDT技術の紹介」
講　師：FDT	Group	日本支部　パブリックリレーションズWGリーダー　安達　治氏
内　容：FDT技術は、流量計・差圧発信器・レベル計等の現場機器において、ベンダーやバスプロトコルの

垣根を越えてユーザインターフェースを標準化するソフトウェア技術です。機器設定を含めたエンジ
ニアリング、機器状態の把握、計装保全の作業をPC上の FDTフレームソフトで一元的に行うことで、
これらの作業を劇的に効率化します。PA・FAを包含した IIoT の要素技術としての FDT技術の概要
とメリット、操作方法等について紹介。

9月30日（金）
15：20〜15：45

テーマ：「アジアの計量標準事情」
講　師：国立研究開発法人産業技術総合研究所　計量標準総合センター
	 工学計測標準研究部門長　高辻　利之氏
内　容	：	計量標準の整備状況や技術において、これまでアジアナンバーワンの地位を築いてきた日本であるが、

近年、先進各国の追い上げは著しい。加えて発展途上国も急速な進展を遂げつつある。ここでは、計
量標準に関する世界情勢と今後の動向について解説。

4.3　出展製品技術説明会
　９月29日（木）、30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29日（木）

時　　間 テーマ 発表企業

13：00〜13：25 「赤外線通信対応　圧力スイッチ　CE40のご紹介」 長野計器㈱

13：35〜14：00 「高速・非接触形状測定器を活用したインライン測定」 ㈱光コム

15：10〜15：35 「光ファイバセンサと各種モニタリング技術への適用」 長野計器㈱

15：45〜16：10 「つなぐ、ためる、創り出す	〜遠隔監視から始める IoT 最前線」 ㈱NTTPCコミュニケーションズ
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4.4　国立研究開発法人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29日（木）、会議棟６階「605及び606会議室」において、計測標準フォーラム「新時代を迎える計量基本
単位－新SI と将来技術－」を次のとおり開催した。
　概　要：19世紀末から質量の基準となってきたキログラム原器の廃止を伴う、極めて普遍性の高い物理定数に

基づく国際単位系（SI）への定義改定が2018年に予定されています。また、時間についても、従来の
マイクロ波時計よりも2桁程度高精度な光時計による秒の再定義が議論されています。本講演会では、
特に質量と時間に関して、SI 改定の最新動向とともに、これらによって開かれる新技術の将来展望など
について紹介。

時　　間 テーマ、講師及び内容

13：00〜13：10 【開会の挨拶】　後藤　一夫氏　計測標準フォーラム	代表
【来 賓 挨 拶】　吉岡　勝彦氏　経済産業省　産業技術環境局　計量行政室長

13：10〜13：25

【イントロダクション】「本講演会の背景とねらい」
講　師：臼田　孝氏　産業技術総合研究所　計量標準総合センター　研究戦略部長
　　　　（国際度量衡委員）
内　容：SI 改定に向けた取り組みの体制や今後予定される主な検討事項の全体像を紹介する。併せて本講演会

の概要を紹介。

13：25〜14：10

【招待講演】“Towards	a	Revised	International	System	（SI）	of	Units	of	Measurement”
講　師：Dr.	Barry	Inglis　国際度量衡委員会・委員長
内　容：A	brief	history	of	the	SI	will	be	presented,	together	with	a	proposal	for	its	revision	based	

on	 the	 redefinition	 of	 the	 seven	 base	 units	 in	 terms	of	 fundamental	 constants.	 The	
proposal	will	 be	 recommended	 by	 the	 International	 Committee	 for	Weights	 and	
Measures	（CIPM）	 for	 adoption	 by	 the	26th	General	Conference	 on	Weights	 and	
Measures	（CGPM）	in	2018.	The	proposed	new	definition	of	base	units,	reasons	for	the	
revision	and	the	likely	impact	on	international	metrology	will	be	discussed.

	　　　	Inglis 氏は定義改定案をとりまとめる国際度量衡委員会・委員長の立場にある。本講演ではSI 改定の
歴史、背景、そして今後について紹介（英・日逐次通訳付き）。

14：10〜14：40

【講演】「キログラムの定義改定がもたらす新しい質量計測技術」
講　師：藤井　賢一氏　産業技術総合研究所　工学計測標準研究部門　首席研究員
内　容：人工物によって定義されている現在のキログラムがプランク定数によって定義されると、これまで測

ることができなかったナノグラム領域の質量をトレーサブルに測定することが可能になる。この新し
い質量計測技術とその応用について紹介。

14：50〜15：20

【依頼講演】「インクジェットを用いる微小液滴生成と分析化学的応用」
講　師：内山　一美氏　首都大学東京大学院　都市環境科学研究科　分子応用化学域　教授
内　容：インクジェットを利用したピコリットル〜ナノリットルの定量的試薬送達を行い、分析化学へ応用し

た。微小液滴を利用した定量的キャピラリー電気泳動法、酵素免疫測定法、単分散高分子微粒子の生
成と応用などについて紹介。

15：20〜15：50

【講演】「SI	『秒』の改訂に向けた最新の動向」
講　師：安田　正美氏　産業技術総合研究所　物理計測標準研究部門　時間標準研究グループ　主任研究員
内　容：現在のSI 秒の定義である、マイクロ波領域で動作するセシウム原子時計よりも、２桁程度高精度な

光時計が実現されつつある。特に、SI 秒再定義の最有力候補と目されている、我が国発の光格子時計
を含め、SI 秒の改定に向けた最新の動向について紹介。

15：50〜16：00 【閉会の挨拶】　	三木　幸信氏　産業技術総合研究所　理事（計量標準総合センター長）

　9月30日（金）
時　　間 テーマ 発表企業

13：00〜13：25 「圧力計測の信頼性を担保する計量標準〜微差圧計量標準への追求と構築〜」 長野計器㈱

13：35〜14：00 「Highly	 accurate,	 fast	 and	 effective	 —	Measurements	 and	
calibrations	with	SIOS	—	interferometers」 ㈱オプトサイエンス

14：10〜14：35 「光を用いたオンライン測定」 ㈱チノー

14：45〜15：10 「本質安全防爆はかりについて」 大和製衡㈱
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（2）法定計量セミナー
　9月30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「計量が未来の技術の橋渡し
〜自動はかりの技術と展望について」を次のとおり開催した。
　概　要：自動はかりは、各種原材料の受入れから微量の試料の配合など、高速かつ高精度で自動的に計量できる

ことから、製造業、医薬・食品業、流通業、建設業、農業など幅広い分野で使用されています。これら
自動はかりについて、生産者から見たはかりの技術革新や国内外の計量事情、使用者から見た商品の計
量やはかりに係る品質管理などについて紹介。

時　　間 テーマ、講師及び内容

13：30〜13：45

【開会挨拶】
高辻　利之氏　産業技術総合研究所　計量標準総合センター　工学計測標準研究部門長
【来賓者挨拶】
吉岡　勝彦氏　経済産業省　産業技術環境局　計量行政室長

13：45〜14：25

【招待講演】「国内の自動はかり事情について」
講　師：松岡　利幸氏　アンリツインフィビス㈱　開発本部第1開発部　
内　容：オートチェッカ（重量選別機）の製造・販売開始から50年を迎え、自動はかりの導入目的や要求も

変化してきました。国内における昨今の食品・医薬品業界をとりまく計量事情と弊社の取り組みにつ
いて紹介。

14：25〜15：05

【招待講演】「海外の自動はかり事情について」
講　師：田尻　祥子氏　㈱イシダ　滋賀事業所　技術統括部
内　容：欧州を中心とした自動はかりに関する規制や、海外での自動はかりの使われ方、海外向け製品に求め

られることなど、海外の自動はかり事情について紹介。

15：15〜15：55

【招待講演】「自動はかりの計量管理について」
講　師：奥村　元氏　日本製粉株式会社　生産・技術本部　生産・技術部
内　容：計量法の特定計量器ではない自動はかりは、食品、化学メーカーなどで幅広く使用され自主管理され

ています。使用者は、定期的検査より日常点検を重視して計量管理を行い、計量の適正化を図ってい
ます。計量管理を効果的に行うための実務での考え方を紹介。

15：55〜16：35

【講演】「自動はかり JIS 改正について」
講　師：高橋　豊氏　産業技術総合研究所　計量標準総合センター　工学計測標準研究部門　
内　容：約20年ぶりにホッパースケール・充填用自動はかり・自動捕捉式はかり・コンベヤスケールの JIS

が改正されます。国際整合される新たな規格の改正点、加えて改正審議中に検討課題となった事項な
どを紹介。
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出展者名 概　　要

岡山大学 高温超伝導SQUIDを用いた磁気特性評価装置とその応用

㈲金沢大学ティ・エル・オー 電波可視化のシート〜その場の電波が見える〜

静岡大学 ハンディ型非接触非破壊硬さ測定器

国立研究開発法人情報通信研究機構 周波数国家標準とトレーサビリティを確立するための遠隔校正

㈱信州TLO 信州大学の計測測定の基礎技術

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（PUiP）の活動とセンシング・計測技術に関する大学
知財群の紹介

タマティーエルオー㈱ 広域多摩地域大学の研究

千葉大学 リアルタイム90Sr カウンター

筑波大学 インピーダンス特性を利用した食肉の焼き加減の評価
豚の健康監視のためのくしゃみ音の検出

東京工業大学 高速オンライン／高精細オフライン3D画像センシング

東京電機大学 最新計測デバイス・計測技術のご紹介

（地独）東京都立産業技術研究センター 極細熱電対の紹介

明治大学 材料の試験・計測の信頼性評価
MEMSセンサを用いた伝熱現象の高分解能計測

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：13大学・研究機関
　小	間	数：15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16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28日（水） 発表者 プレゼンテーマ

13：30〜13：50 大学知財群活用プラットフォーム
（PUiP）

大学知財群活用プラットフォーム（PUiP）の活動とセンシング・
計測技術に関する大学知財群の紹介

14：00〜14：20 東京都立産業技術研究センター φ0.1mm極細シース熱電対の開発

14：30〜14：50 東京電機大学 最新計測デバイス・計測技術のご紹介

15：00〜15：20 筑波大学 インピーダンス特性を利用した食肉の焼き加減の評価

15：30〜15：50 国立研究開発法人情報通信研究機構 NICTにおける日本標準時の供給

16：00〜16：20 成蹊大学 二酸化炭素濃度の時間変動により在室の有無を判定する方法

9月29日（木） 発表者 プレゼンテーマ

13：30〜13：50 筑波大学 豚の健康監視のためのくしゃみ音の検出

14：00〜14：20 静岡大学 ハンディ型非接触非破壊硬さ測定器

14：30〜14：50 創価大学 拘束感のない光ファイバセンサの生体情報モニタリング

15：00〜15：20 東京工業大学 高速オンライン／高精細オフライン3D画像センシング

15：30〜15：50 明治大学 紙の透気度・平滑度試験機の測定結果の不確かさ要因の推定

16：00〜16：20 ㈲金沢大学ティ・エル・オー 電波可視化のシート〜その場の電波が見える〜

9月30日（金） 発表者 プレゼンテーマ

13：30〜13：50 明治大学 MEMSセンサを用いた伝熱現象の高分解能計測

14：00〜14：20 ㈱信州 TLO
暑さ、免疫力、微生物培養などヘルス・バイオに関する計測技
術を中心として紹介〜信州大学のセンシング・計測関連技術	〜

14：30〜14：50 岡山大学 高温超伝導SQUIDを用いた磁気特性評価装置とその応用

15：00〜15：20 千葉大学 リアルタイム90Sr カウンター

時　間 テーマ、講師又は内容

11：30〜12：00
業界講演　「『はかる』世界を大研究！―	産業・社会を支える計量計測機器	―」
講師：澤野　啓二氏　アンリツインフィビス㈱　営業本部　営業企画部販売促進課長

12：00〜13：00 展示会見学ツアー

4.6　学生向け業界講演・展示会見学ツアー
　9月28日（水）、展示会場特設会場において、学生向け業界講演・展示会見学ツアーを次のとおり開催した。
概要：計量計測機器及びその技術は、あらゆる産業、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

おります。展示会場では、国内外の主要な計量計測機器企業、大学・研究機関の出展者が、研究開発、設計、
製造、品質管理、あるいは省力化、省エネ、環境保全などに関する先端技術及び製品を紹介。
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4.7　「自動車技術ゾーン」「ロボット技術ゾーン」（５展示会合同企画）
　同時開催の「総合検査機器展」「センサエキスポジャパン」「地盤改良技術展」「ITSテクノロジー展」と5展合同
企画として「自動車技術ゾーン」・「ロボット技術ゾーン」を設けた。
　会場では各社の展示をはじめ、自動車・ロボットに関連する特別セミナーを開催した。

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、INTERMEASURE2014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	 8月12日、８月18日、9月5日、9月22日、9月26日
日本計量新報	 9月25日
日刊工業新聞	 9月20日
オートメーション新聞	 9月14日
検査機器ニュース	 7月20日、8月５日、8月20日、9月５日

（2）雑誌
日工フォーラム9月号
計測技術10月号
検査技術7月号、8月号、9月号

（3）Web広告、メルマガ関係
INTERMEASURE2016ホームページ
計工連メルマガ
日本食糧新聞メルマガ
オートメーション新聞メルマガ
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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
鉄鋼・非鉄・金属

化学、石油・炭、ゴム
官公庁・団体

建設・エンジニアリング
金融・不動産
流通・サービス

その他

10.4％

14.1％

14.8％
13.8％

3.6％

2.9％

2.4％
3.3％

5.3％
8.0％

4.6％

1.7％

2.2％

6.1％

6.8％

0 5 10 15 20 25 30 35

研究・開発

経営企画

営業・サービス

設計

生産・品質管理

教職員・学生

その他

21.7％

8.2％

3.4％

6.1％

10.9％

14.7％

35.0％

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

専門職

14.2％

15.6％

17.1％

15.1％

33.1％

4.9％

　（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
北陸・中部

近畿
中国・四国
九州・沖縄

海外

1.2％
5.6％
5.9％

4.0％

1.3％
1.2％
3.3％

14.9％
46.6％

8.6％
7.4％
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　（6）INTERMEASURE への来場目的について

その他
5.4%

技術動向・市場調査
41.3%

新製品を探すため
23.5%

出展企業との商談、
技術的質問
8.9%

購入を検討
するため
8.6%

講演・セミナー
等の聴講
12.3%

2．アンケート結果
　（1）アンケート回収数　234
　（2）INTERMEASURE 2016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
3.9%

案内状（主催者）
30.2%

案内状（出展者）
27.5%

会場（東京ビッグサイト）に来て
6.3%

出展者ホームページ
8.6%

主催者ホームページ
12.2%

その他
11.3%

はい
60.4%

いいえ
39.6%

　（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
20.4%

決定権はないが
購入に係わっている

40.2%

係わっていない
39.4%

　（5）INTERMEASURE への来場回数について

今回が初めて
55.6%

今回で2回目
15.1%

3回以上
29.3%
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　（7）INTERMEASURE を見学した印象について

ほぼ満足
52.3%

普通
32.8%

少し不満
1.3%

満足
13.6%

　（8）見学希望製品の展示状況について

展示されていなかった
25.1%

展示されていた
74.9%

　（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　67社 ･機関
　（2）回答数　55社 ･機関
　（3）回答率　82.1％

2．アンケート結果
　（1）出展された印象について

ほぼ満足
36.5%

普通
32.7%

少し不満
9.6%

満足
15.4%

不満
5.8%

市場調査
3.4%

商談・取引
39.7%

その他
10.3%

機器のPR
46.6%

　（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
36.5%

同業者が
多かった　9.7%

目的としない業種の
来場者が多かった

17.3%
新規顧客が
多かった
36.5%

　（3）来場者の層について

大変満足
5.7%

満足
30.2%

普通
43.4%

少し不満
13.2%

不満
7.5%

　（4）来場者の層に対する満足度について
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新製品・新技術を
出展した
79.6%

新製品・新技術は
出展しなかった
20.4%

　（7）新製品・新技術の出展について

出展する
86.0%

出展しない
14.0%

　（8）次回の INTERMEASUREへの出展意向について

主催者に委ねた4.0%

営業マンが
直接顧客にPR
23.2%

電子メールで
顧客に告知
13.2%

自社の広報誌等でPR
4.0%

新聞、雑誌等への広告掲載
4.0%

ホームページでPR
23.2%

招待券又は案内状を
送付
27.2%

その他1.2%

　（6）ユーザーへの主なPR方法について

とても少なかった
7.3%

大変多かった
1.8%

普通
32.7%

少なかった
41.8%

多い方であった
16.4%

　（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
89.8%

減る・未回答
5.1%

増える
5.1%

　（9）次回の予定出展小間数について

食品11.5%

鉄鋼・
金属
8.7%

精密機械
12.3%

電気・電子機械
11.9%

電力・ガス・水道
9.1%

その他
3.1%

一般機械
10.7%

農林水産
5.2%

建設・土木
6.0%

繊維5.2%

紙・パルプ
5.2%

化学・石油
11.1%

　（10）貴社が望む来場者の業種について
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ほぼ満足
28.6%

普通
28.6%

少し不満
7.1%

満足
35.7%

出展したい
100%

とても良かった
35.7%

あまり
良くなかった
7.1%

良かった
35.7%

普通
21.5%

　（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
42.9%

普通
7.1%

満足
50.0%

産業界との
コラボレーション

57.1%

研究成果の
産業界への周知
42.9%

　（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　　　15大学 ･機関
　（2）回答数　　14大学 ･機関
　（3）回答率　　93.3％

2．アンケート結果
　（1）出展した印象について
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