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　INTERMEASURE 2018（第28回計量計測展）は、2018年9月26日（水）から

28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106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19,429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、IoT や AI 等の進展とも相まって、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。INTERMEASURE 2018

では、こうした産業界及び社会の要請に沿うべく「HAKARU で新しいトビラをひらこう」

をテーマに、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、計量法政省

令の改正に対応した企画展示、さらには18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、情報等の紹介をいただきました。

　会期中は、計量計測機器との係りをテーマとした基調講演、特別講演、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も開催し、多数の方々に聴講いただいて

おります。

　このように会期3日間は多くの情報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あげます。

一般社団法人　日本計量機器工業連合会

INTERMEASURE 2018実行委員長

梶　谷　良　野

は　じ　め　に
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１．名称
　INTERMEASURE 2018　（第28回計量計測展）
　Measurement, Test & Control Technology Show 2018

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　　　　　　　 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　　　　　 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会

Ⅰ 開催概要
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　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
　2018年9月26日（水）～28日（金）
　・搬入、装飾等施工：9月24日（月）、25日（火）
　・搬出、装飾等撤去：9月28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：106社・団体・機関
　出展小間数：240小間

９．展示内容
　　ものづくり、社会インフラ、品質・工程管理、試験・検査、医療・ヘルスケアで使用される
　　計量計測機器、関連機器、システム、ソフトウェア、アプリケーション、サービス　等

10．併催事業
　基調講演 特別講演
　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
　企画展示―自動はかりと検定―

11．同時開催
　Sensor Expo Japan 2018 第９回総合検査機器展（JIMA 2018）
　地盤技術フォーラム2018 SUBSEA TECH JAPAN 2018
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１．展示規模
　出展者数：106社・団体・機関
　出展小間数：240小間

２．出展企業、機関、団体
㈱アートレイ ㈱アイ・ソーキ ㈱アコー
旭計器工業㈱ アズビル金門㈱ ㈱アトセンス
アンリツインフィビス㈱ ㈱イシダ ㈱エー・アンド・デイ
㈱大手技研 オーハウス ㈱オーバル
㈱岡田計器製作所 柏原計器工業㈱ 鎌長製衡㈱
韓国計量測定協会 関西オートメイション㈱ ㈱北浜製作所
キヤノン化成㈱ ㈱共和電業 ㈱クボタ
㈱ケツト科学研究所 高分子計器㈱ ㈱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
JFE アドバンテック㈱ 島津システムソリューションズ㈱ ㈱島津製作所
シチズンファインデバイス㈱ 湿度、水分計測・センサ研究会 昭和機器工業㈱
㈱昭和測器 神栄テクノロジー㈱ 新光電子㈱
新東科学㈱ シンワ測定㈱ ㈱センシズ
㈱第一科学 ㈱第一法規 ㈱タイムワールド
㈱タツノ ㈱田中衡機工業所 ㈱チノー
㈱中央電気計器製作所 中国衡器協会 ㈱ティアンドティ
㈱ TJM デザイン 東京計器㈱ 東京計装㈱
㈱東日製作所 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
新潟精機㈱ 西日本高速道路ファシリティーズ㈱
㈱日産クリエイティブサービス 日東精工㈱ 日本クリンゲルンベルグ㈱

（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 日本フローセル㈱ ㈱光コム
日立オートモティブシステムズメジャメント㈱ ㈱日立ハイテクノロジーズ
㈱ノア ㈱ビートセンシング 兵田計器工業㈱
㈱フクダ ㈱双葉測器製作所 ㈱プラスワンテクノ
㈱フラット電子 フルーク
マキシメーター・フルード・テクノロジーズ㈱ （一財）三重県環境保全事業団
㈱ミツトヨ ㈱三菱化学アナリテック ミュー精器㈱
㈱村上衡器製作所 大和製衡㈱ ヤマヨ測定機㈱
㈱和貴研究所 ㈱ ANYLOAD WEIGH & MEASURE INC.
茨城大学 岡山大学 群馬大学
埼玉大学 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 東京電機大学

（地独）東京都立産業技術研究センター 東洋大学
徳島大学 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
明治大学 早稲田大学

Ⅱ 開催結果概要
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３．来場者
計量計測展 JIMA SENSOR 地盤技術 SUBSEA

9月26日（水）
曇のち雨

4,782名 3,149名 2,275名 4,523名 564名

9月27日（木）
曇時々雨

5,834名 3,629名 2,799名 5,234名 512名

9月28日（金）
晴れ

8,813名 5,036名 3,273名 4,708名 493名

合計 19,429名 11,814名 8,347名 14,465名 1,569名

４．併催事業
４．１　基調講演
　９月26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 テーマ、講師及び内容

11：00～12：00

テーマ：「我が国ものづくりの強化に向けた『コネクテッド・インダストリーズ』の推進」
講　師：経済産業省製造産業局 参事官　徳増 伸二氏
内　容： コネクテッド・インダストリーズは、国が提唱する将来の産業の在り方を示すコンセプトであり、様々

な業種、企業、人、データ、機械等が繋がり、価値創出が行われる産業の姿を目指すもの。デジタル化、
人手不足等に直面する中、我が国ものづくりの強化に向けては、コネクテッド・インダストリーズの
考え方を活かし、IoT や AI、ロボット等の先進ツールを積極活用していくことが鍵であり、その現状
と課題について考えを述べた。

13：30～14：30

テーマ：「ロボット革命の進展と IoT による製造ビジネスの変革」
講　師：ロボット革命イニシアティブ協議会事務局長　久保 智彰氏
内　容： 2015年に設立されたロボット革命イニシアティブ協議会のこれまでの活動成果と今後の展望を紹介

する。ロボットに関しては利活用推進およびイノベーション加速、IoT に関しては国際標準化、セキュ
リティ、中堅中小企業支援などを活動の対象としている。ドイツのインダストリー4.0をはじめとす
る各国の団体との連携状況についても紹介した。

４．２　特別講演
　９月26日（水）、東4ホール内セミナー会場 B において、特別講演を次のとおり開催した。

時　　間 テーマ、講師及び内容

14：45～15：25
テーマ：「韓国におけるスマートメーターの最新動向」
講　師：韓国計量測定協会 （KASTO）　 Harry Shin 氏

15：30～16：10
テーマ：「計量分野における中国の新体制」
講　師：前国家質量監督検験検疫総局　計量司副司長　劉新民 氏

４．３　出展製品技術説明会
　９月26日（水）～28日（金）の３日間、東4ホール内セミナー会場 B 及び C 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26日（水）：セミナー会場 C

時　　間 テーマ 発表企業
13：30～13：50 「計量・計測器のレンタル、販売、修理、校正」 ㈱アイ・ソーキ
14：30～14：50 「『LPWA』通信技術を用いた IoT 化への取組みについて」 アズビル金門㈱

15：00～15：20
「アングルベース計測・制御の革新信号生成 / タイミング計測機能付『パル
ス逓倍器』」

アトセンス㈱
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　９月27日（木）：セミナー会場 B
時　　間 テーマ 発表企業

11：00～11：20
「正しく計量できない原因は静電気の影響の可能性あり！静電気を高速に除
電する方法を説明します」

㈱エー・アンド・デイ

11：30～11：50 「オーバルが提案する 920MHz 無線ネットワークシステム Link920」 ㈱オーバル
13：00～13：20 「チノーの IoT への取組み」 ㈱チノー
13：30～13：50 「高精度２線伝送磁歪式レベル計」 東京計装㈱
14：00～14：20 「ワイヤレス圧力計測の取組」 長野計器㈱
14：30～14：50 「防災・減災と維持管理の高度化に向けたモニタリング技術のご紹介」 長野計器㈱
15：00～15：20 「医薬品包装の漏れ試験とトレーサビリティーの確立」 ㈱フクダ
15：30～15：50 「ランク選別組合せ機能について」 大和製衡㈱

　
　９月27日（木）：セミナー会場 C

時　　間 テーマ 発表企業
11：00～11：20 「マイクロウェーブを利用した粉・粒体流量計」 関西オートメイション㈱
11：30～11：50 「BALL　SAW　次世代水分計の紹介」 ㈱北浜製作所
13：30～13：50 「〔水銀レス製品〕水俣条約による水銀代替商品のご紹介（温度・気圧）」 ㈱佐藤計量器製作所

14：00～14：20
「分析天びん AP シリーズ 新発売　高速応答、高安定性を実現　
分析天びんの新たなステージへ」

㈱島津製作所

14：30～14：50 「質量測定精度に影響を与える要因について適切な計量データを得るためには」 ㈱島津製作所
15：00～15：20 「IATF16949、HACCP 等　各種規格対応時に求められる流量計校正」 島津システムソリューションズ㈱
15：30～15：50 「Smart Edge 二次元寸法自動測定装置」 ㈱中央電機計器製作所

　９月28日（金）：セミナー会場 B
時　　間 テーマ 発表企業

11：00～11：20
「業界初、電子天びんが直接チューブポンプを制御！コントローラ不要の高
精度分注システムについてご紹介します」

㈱エー・アンド・デイ

11：30～11：50 「接触式温度センサによる表面温度測定」 ㈱チノー
13：30～13：50 「新型マイクロ波レベル計」 東京計装㈱
14：00～14：20 「防災・減災と維持管理の高度化に向けたモニタリング技術のご紹介」 長野計器㈱
14：30～14：50 「圧力計測の信頼性を担保する計量標準～長野計器グループの取組～」 長野計器㈱
15：00～15：20 「自動重量選別機とその課題」 大和製衡㈱
15：30～15：50 「産業用はかりへの IoT 技術の活用について」 大和製衡㈱

　９月28日（金）：セミナー会場 C
時　　間 テーマ 発表企業

11：30～11：50 「走行車両重量測定装置」 西日本高速道路ファシリティーズ㈱
13：30～13：50 「【新製品】防爆機器のご紹介」 日東精工㈱

14：00～14：20
「産業界のニーズに応える JQA の認定校正～ ISO/IEC 17025対応新規取
扱品目および各種サービスのご案内～」

（一財）日本品質保証機構

14：30～14：50 「最高分解能０．１ミリを実現 「高分解能３D スキャナ」のご紹介」 ㈱ノア

15：00～15：20
「自動車エンジンの容積測定・外観検査から紐解くものづくりの自動化・
IoT 化」

㈱光コム

15：30～15：50 「パイプフィーダ式自動計量機プチスケール」 ㈱プラスワンテクノ
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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27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－ケルビンの定義改定と将来展望－」を次のとおり開催した。
　概　要： 2018年から2019年に予定されている国際単位系（SI）の定義改定において、質量、電流、物質量お

よび熱力学温度の４つの SI 基本単位の定義が、極めて普遍性の高い物理定数に基づく定義に変更され
ようとしている。

　　　　　 国際度量衡局　測温諮問委員会（CCT）議長　Duan Yuning 博士を招き、この SI 定義改定に関わる最
新情報、特に温度の単位・ケルビンに関して、改定の狙いとそれがもたらす将来像について講演いただ
いた。また国内からも温度計測に関わる講師を招き、SI 定義改定に対する期待について講演いただいた。

時　　間 テーマ、講師及び内容

13：00～13：15 【開会の挨拶】四角目　和広氏　（一財）化学物質評価研究機構　理事（計測標準フォーラム代表）
【来 賓 挨 拶】阿部　一貴氏　経済産業省　産業技術環境局　計量行政室長

13：15～13：25

【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総合センター長
　　　　（国際度量衡委員）
内　容： 質量および物質量、電流の3単位、および改定に係る体制や今後の予定を紹介したこれまでのシンポ

ジウムを振り返り、また本講演会でとりあげる熱力学温度改定に係る概要を紹介した。

13：25～14：10
【基調講演】“The Redefinition of Kelvin”
講　師：Dr. Duan Yuning　中国計量科学研究院（NIM）副院長（CCT 議長、国際度量衡委員）
内　容： ケルビンの再定義の進展と熱力学的温度を測定するための主要な方法について紹介した。

14：10～14：40

【講演】「より高精度な熱力学温度測定に向けて」
講　師：山田　善郎氏　産業技術総合研究所　計量標準総合センター
　　　　物理計測標準研究部門　首席研究員
内　容： ボルツマン定数の値の高精度決定のため、さらには金属-炭素共晶による高温定点の温度値決定のため、

近年、熱力学温度を測定する各種一次温度計の開発・精度向上が進んでいる。NMIJ における一次温
度計の開発の現状を紹介した。

14：50～15：20

【招待講演】「鉄鋼業における温度計測
　　　　　　放射温度計は生産現場でどのように使われるか」
講　師：杉浦 雅人氏　新日鐵住金㈱ プロセス研究所 計測・制御研究部 主幹研究員
内　容： 鉄鋼製造は熱プロセスであり、温度を正確に知ることは生産と品質管理の両面で重要である。 測定対

象は溶けた鉄から常温付近の鋼材までと幅広い。 放射率変動、外乱放射、悪環境などの様々な課題に
対して、それらを解決する放射測温法を紹介した。

15：20～15：50

【招待講演】「産業に貢献する新しい温度センサ・測定技術とその応用」
講　師：清水 孝雄氏　㈱チノー 取締役常務執行役員 久喜事業所長
内　容： 近年、温度測定のニーズは特に安心、安全、環境・省エネ等や IoT でのセンシング技術の広がりと伴っ

て増えている。チノーでの新しい分野や市場における温度センサや測定技術および校正技術の取り組
みについてご紹介した。

15：50～16：00
【閉会の挨拶】
小畠　時彦氏　産業技術総合研究所　計量標準総合センター
　　　　　　　計量標準普及センター センター長
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　（２）法定計量セミナー
　９月28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「HAKARU 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： 新たに国内規制に取り入れられた自動はかりについて、生産者から見た技術革新や日本および欧州での
計量事情などについて紹介した。

時　　間 テーマ、講師及び内容

13：00
【開会挨拶】
阿部　一貴氏　経済産業省　産業技術環境局　計量行政室長

13：00～13：30
「計量制度の見直し／政令改正に関するポイント」
講　師：猪鼻　俊男氏　経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長補佐　

13：30～14：10
「計量制度改正 自動捕捉式はかりと充填用自動はかりについて」
講　師：山本　浩之氏　㈱イシダ　営業管理部 次長
　　　　小森　佳範氏　㈱イシダ　営業企画部 課長

14：10～14：50
「重量選別機の基礎知識」
講　師：澤野　啓二氏　アンリツインフィビス㈱　マーケティング部 担当部長

14：50～15：20
「自動はかりの技術基準について」
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 計量器試験技術グループ 主任研究員

15：20～16：20

「欧州における自動はかりの手続きと要求事項について」
講　師：Roland Nater 氏　欧州はかり工業会（CECIP）国際連携グループ代表
　　　　「はかりにおけるインターフェイスの整合化について」
講　師：Karlheinz Banholzer 氏　CECIP 法定計量グループ代表
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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：１８大学・研究機関
小 間 数：２１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。

出展者名 概　　要
茨城大学 茨城県の生活環境圏を対象とした CO2濃度の計測と地域 Index 化に向けた試み
岡山大学 磁気ナノ粒子を用いた免疫分析装置
群馬大学 力センサの動的誤差補正法
埼玉大学 AIE を活用した蛍光センシング及び多価化や FRET による高感度検出
静岡大学 圧縮空気を使った非接触非破壊で硬さと粘度を測定する技術
国立研究開発法人情報通信研究機構 周波数国家標準と日本標準時の供給
㈱信州 TLO ヒトの健康・安全の計測技術を紹介
大学知財群活用プラットフォーム 国土を支える計測技術
タマティーエルオー㈱ 電子計測器の新しい校正方法の提案
千葉大学 独創的放射線測定器　①90Sr/214Bi 測定器　②低被曝線量 CT 装置

筑波大学

バチの硬さの違いを反映する電子ドラム
対歩行者事故を低減させるディジタル車両接近通報システム
透過超音波の伝搬時間に着目した鋼材半製品の非破壊検査法
豚の感染症早期発見のためのくしゃみ音の検出

東京電機大学
①指示薬が溶けださない何度でも計測可能な pH センサ
②常温で液体状態の有機発光体を用いたガスセンサ技術

（地独）東京都立産業技術研究センター 多点式温度センサの開発
東洋大学 現場での利用を考慮した表面増強ラマン分光用デバイス
徳島大学 大面積単結晶グラフェン膜の合成とデバイス応用
明治大学 機能性材料の計測・試験の高度化と信頼性評価

早稲田大学
①表面増強ラマンによる「埋もれた界面」の計測技術
② CNT を用いた耐久性の高い立体型櫛型電極「埋もれた界面」の計測技術

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 ものづくりを支える計測技術
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（３）プレゼンテーション
　大学・研究機関から、次の20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26日（水） 発表者 プレゼンテーマ
13：00～13：20 日本原子力研究開発機構 ものづくりを支える計測技術

13：30～13：50 茨城大学
茨城県の生活環境圏を対象とした CO2濃度の計測と地域 Index
化に向けた試み

14：00～14：20 岡山大学 磁気ナノ粒子を用いた免疫分析法装置
14：30～14：50 群馬大学 力センサの動的誤差補正法

15：00～15：20 埼玉大学
AIE を活用した蛍光センシング及び多価化や FRET による高感
度検出

15：30～15：50 静岡大学 圧縮空気を使った非接触非破壊で硬さと粘度を測定する技術
16：00～16：20 情報通信研究機構 周波数国家標準と日本標準時の供給

９月27日（木） 発表者 プレゼンテーマ
13：00～13：20 信州 TLO ヒトの健康・安全の計測技術を紹介
13：30～13：50 大学知財群活用プラットフォーム 国土を支える計測技術
14：00～14：20 タマティーエルオー 電子計測器の新しい校正方法の提案
14：30～14：50 千葉大学 独創的放射線測定器
15：00～15：20 筑波大学 バチの硬さの違いを反映する電子ドラム
15：30～15：50 筑波大学 対歩行者事故を低減させるディジタル車両接近通報システム

16：00～16：20 東京電機大学
①指示薬が溶けださない何度でも計測可能な pH センサ
②常温で液体の有機発光体を用いたガスセンサ技術

９月28日（金） 発表者 プレゼンテーマ
13：00～13：20 筑波大学 透過超音波の伝搬時間に着目した鋼材半製品の非破壊検査法
13：30～13：50 筑波大学 豚の感染症早期発見のためのくしゃみ音の検出
14：00～14：20 東京都立産業技術研究センター 多点式温度センサの開発
14：30～14：50 東洋大学 現場での利用を考慮した表面増強ラマン分光用デバイス
15：00～15：20 徳島大学 大面積単結晶グラフェン膜の合成とデバイス応用
15：30～15：50 明治大学 接着積層材料の中間素材のせん断特性評価法

４．５　企画展示「自動はかりと検定―はじまる前に知っておこう」
　会　　場　　東4ホール内企画展示会場
　展 示 物　　自動捕捉式はかり、充填用自動はかり、ホッパースケール、コンベヤスケール
　　　　　　　自動はかりの分類・製品一覧（パネル）、計量サンプル、自動はかり紹介映像
　企　　画　・自動捕捉式はかりを用いた検定デモンストレーション
　　　　　　　９月２６日（水） 11：00～11：20 13：00～13：20　 
 14：00～14：20 15：30～15：50　 
　　　　　　　９月２７日（木） 11：00～11：20 13：00～13：20　
 14：00～14：20 15：30～15：50　 
　　　　　　　９月２８日（金） 11：00～11：20 13：00～13：20　 
 14：00～14：20 15：45～16：05　
　　　　　　・計量行政担当官による相談窓口
　　　　　　　９月２８日（金）  10：00～15：30
　　　　　　　相談員：川端 尚志氏　経済産業省　産業技術環境局計量行政室　室長補佐
　協力企業　　アンリツインフィビス㈱ ㈱イシダ ㈱エー・アンド・デイ
　　　　　　　鎌長製衡㈱ ㈱クボタ 大和製衡㈱
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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、INTERMEASURE 2016及び2014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 ７月１０日、７月１７日、７月２４日、８月３日
 ８月９日、８月２３日、８月３１日、９月６日
 ９月１２日、９月２１日、９月２６日、９月２７日
 ９月２８日
　　日本計量新報 ９月２３日
　　日刊工業新聞 ９月２６日
　　オートメション新聞 ８月２２日、８月２９日、９月１９日、９月２６日

（２）雑誌
　　フォーラムカード４月号、８月号
　　日工フォーラム５月号、７月号、９月号
　　計測技術９月号
　　月間ビジネスアイエネコ９月号
　　メカトロニクス１０月号
　　

（３）Web 広告、メルマガ関係
　　INTERMEASURE 2018ホームページ
　　計工連メルマガ
　　オートメーション新聞メルマガ
　　メカトロニクスメルマガ
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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％

13.8％

14.4％
14.2％

3.3％

2.4％

1.9％
3.7％

5.3％
9.0％

5.5％

1.8％

6.2％

5.0％

8.4％

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

16.2％

8.6％

1.0％

6.1％

14.9％

18.6％

34.6％

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

12.8％

17.3％

17.1％

14.2％

33.2％

5.4％

　（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
北陸・中部

近畿
中国・四国
九州・沖縄

海外

1.0％
5.8％
5.3％

4.7％

1.2％
1.6％
3.7％

14.6％
46.1％

9.2％
6.8％
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　（6）INTERMEASURE への来場目的について

その他
2.7%

企画展示
5.3%

技術動向・市場調査
33.3%

新製品を探すため
16.9%

出展企業との商談、
技術的質問
9.0%

購入を検討
するため
12.2%講演・セミナー

等の聴講
20.6%

2．アンケート結果
　（1）アンケート回収数　242
　（2）INTERMEASURE 2018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
4.1%

案内状（主催者）
38.0%

案内状（出展者）
19.8%

会場（東京ビッグサイト）に来て
7.4%

メルマガ 1.7%
新聞広告 1.7%

出展者
ホームページ10.7%

主催者ホームページ
10.7%

その他
5.9%

はい
52.8%

その他
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
27.8%

決定権はないが
購入に係わっている

37.0%

係わっていない
35.2%

　（5）INTERMEASURE への来場回数について

今回が初めて
54.6%

今回で2回目
15.8%

3回以上
29.6%
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　（7）INTERMEASURE を見学した印象について

ほぼ満足
55.6%

普通
29.6%

満足
14.8%

　（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
21.3%

展示されていた
78.7%

　（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　71社 ･ 機関
　（2）回答数　51社 ･ 機関
　（3）回答率　71.8％

2．アンケート結果
　（1）出展された印象について

ほぼ満足
21.3%

普通
36.2%

少し不満
10.6% 満足

25.5%

不満
6.4%

市場調査
5.9%

商談・取引
37.3%

その他
1.9%

機器のPR
54.9%

　（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
35.3%

同業者が
多かった
17.6%

目的としない業種の
来場者が多かった
13.7% 新規顧客が

多かった
33.4%

　（3）来場者の層について

大変満足
4.1%

満足
40.8%

普通
26.5%

少し不満
24.5%

不満
4.1%

　（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
81.3%

新製品・新技術は
出展しなかった
18.7%

　（7）新製品・新技術の出展について

出展する
72.5%

出展しない
7.8%

検討中
19.7%

　（8）次回の INTERMEASURE への出展意向について

主催者に委ねた1.5%

営業マンが
直接顧客にPR
30.5%

電子メールで
顧客に告知
11.5%

自社の広報誌等でPR
2.3%

新聞、雑誌等への広告掲載
3.8%

ホームページでPR
26.0%

招待券又は案内状を
送付
24.4%

　（6）ユーザーへの主な PR 方法について

とても少なかった
9.7%

大変多かった
3.1%

普通
41.3%

少なかった
31.3%

多い方であった
14.6%

　（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
82.6%

減る・未回答
13%

増える
4.4%

　（9）次回の予定出展小間数について

食品11.2%

鉄鋼・
金属
9.8%

精密機械
10.7%

電気・電子機械
9.8%

電力・ガス・水道
9.8%

その他
3.1%

一般機械
8.4%

農林水産
4.7%

建設・土木
7.4%

繊維4.2%

紙・パルプ
7.4%

化学・石油
13.5%

　（10）貴社が望む来場者の業種について
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ほぼ満足
25.0%

普通
37.5%

少し不満
6.2%

満足
31.3%

出展したい
75%

未定
25%

とても良かった
31.3%

あまり
良くなかった
18.7%

良かった
37.5%

普通
12.5%

　（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
31.3%

少し不満
6.2%

普通
6.2%

満足
56.3% 産業界との

コラボレーション
56.3%

市場の反応
6.2%

研究成果の
産業界への周知
37.5%

　（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　　　18大学 ･ 機関
　（2）回答数　　16大学 ･ 機関
　（3）回答率　　88.9％

2．アンケート結果
　（1）出展した印象について


