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第26回計量計測展／INTERMEASURE2014開催のご案内
計量計測業界、最大規模～最新の技術が一堂に

一般社団法人日本計量機器工業連合会では、国内最大規模の計量計測機器の総合展示会である

「第26回計量計測展／INTERMEASURE2014」を、2014年９月17日（水）～19日（金）の 3日間、

東京ビッグサイトにおいて開催いたします。

ここに展示会開催情報を「はかる」誌上でご紹介いたしますので、ご覧願います。

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。第26回計量計測展ではこうした産業界及び社会の要請、期待に添うべく、

国内外の主要な計量計測機器企業、大学、研究機関等が 2 年間にわたり研究・開発してまいりま

した研究開発用、知的基盤用、品質管理用、あるいは省力化、省エネ、環境保全などに関する最先

端の計量計測機器、技術を多数ご紹介いたします。

是非、この機会に会場にお越しいただき、新製品・新技術をご高覧賜りますようお願い申し上げ

ます。

名　称	 第26回計量計測展/INTERMEASURE	2014

	 International	Measurement,	Test	and	Control	Technology	Show	2014

会　期	 2014年９月17日（水）～19日（金）10：00～17：00

会　場	 東京国際展示場（東京ビッグサイト）東４～６ホール

	 東京都江東区有明3-11-1

主　催	 一般社団法人日本計量機器工業連合会

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

入場料	 無料（登録制）

会期中に開催する講演会・セミナー等

	 基調講演：９月17日（水）14時～15時

	 計測標準フォーラム：９月18日（木）10時30分～16時30分

	 計量計測に関わる技術講演会：９月18日（木）11時～14時

	 NMIJ法定計量セミナー：９月19日（金）10時30分～16時10分

	 出展製品・技術説明会：９月18日（木）～19日（金）11時～16時50分

	 アカデミープラザ：９月17日（水）～19日（金）

同時開催展示会（東４～６ホール：再登録不要）

	 Sensor	Expo	Japan	2014

	 第 7回総合検査機器展

	 第24回国際フルードパワー見本市
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M-48 愛知時計電機㈱
M-24 旭計器工業㈱
M-44 アズビル金門㈱
M-07 アンリツ産機システム㈱
M-35 ㈱イシダ／新光電子㈱
M-03 ㈱エー・アンド・デイ
M-41 エンドレスハウザー ジャパン㈱
M-60 ㈱オーバル
M-49 鎌長製衡㈱
M-52 ㈱共和電業
M-53 ㈱クボタ　　　
M-47 ㈱ケツト科学研究所
M-02 ㈱佐藤計量器製作所
M-54 JFEアドバンテック㈱
M-62 ㈱シナガワ
M-64 ㈱島津製作所／島津システムソリューションズ㈱
M-19 ㈱昭和測器
M-40 ㈱第一科学
M-25 ㈱宝計機製作所
M-18 ㈱タツノ
M-33 ㈱田中衡機工業所
M-56 ㈱チノー
M-20 ㈱寺岡精工
M-57 東京計器㈱
M-58 東京計装㈱
M-42 東洋計器興業㈱
M-55 東洋測器㈱
M-51 トキコテクノ ㈱
M-45 ㈱富永製作所
M-61 長野計器㈱／㈱ナガノ計装
M-29 （一社）日本計量振興協会
M-08 日本スタンドサービス㈱
M-01 日本フローセル㈱
M-11 兵田計器工業㈱
M-17 ㈱フクダ
M-21 ㈱双葉測器製作所
M-34 ㈱ペンタフ
M-22 ㈱ミツトヨ
M-12 ㈱村上衡器製作所
M-09 メトラー・トレド㈱
M-74 オーハウス
M-63 大和製衡㈱
M-05 新東科学㈱
M-26 旭化成ケミカルズ㈱／ウエノシステック
M-13 ㈱アルト
M-10 ㈱イージーメジャー
M-14 ㈱SPIエンジニアリング
M-16 ㈱大手技研／フルーク・キャリブレーション
M-15 協和界面科学㈱

M-32 計測標準フォーラム
M-59 ㈱ケーメックス
M-43 ㈱コスモ計器
M-37 ㈱コスモサウンド
M-31 （独）産業技術総合研究所
M-39 湿度、水分計測・センサ研究会

　神栄テクノロジー㈱
　㈱テクネ計測
　㈱ビートセンシング
　㈱三菱化学アナリテック

M-04 シャッツ・ジャパン㈱
M-30 （独）製品評価技術基盤機構
M-46 超音波工業㈱
M-50 ツクモ工学㈱
M-23 東京航空計器㈱
M-38 東京都中小企業振興公社

　㈱クレアビジョン
　㈱Gee Solutions
　㈱スタディスト
　㈱ユウトハンズ

M-27 日本電気計器検定所
M-28 （一財）日本品質保証機構
M-06 丸紅情報システムズ㈱
M-36 ㈱和興計測
M-76 ケイエルブイ㈱
M-66 コニカミノルタ㈱
M-67 ㈱木幡計器製作所
M-68 ㈲三協インターナショナル
M-69 三協パイオテク㈱
M-70 JIPテクノサイエンス㈱
M-73 ㈱日本計量新報社
M-71 日本精工㈱
M-72 ㈱メステック
M-75 Golden Mountain Enterprise Co., Ltd.
アカデミープラザ

常翔学園大阪工業大学
静岡大学

（独）情報通信研究機構
常翔学園摂南大学
大学知財群活用プラットフォーム
タマティーエルオー
千葉工業大学
筑波大学
東京電気大学

（地独）東京都立産業技術研究センター
東北大学
常翔学園広島国際大学
明治大学
早稲田大学
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基調講演・セミナーのご案内

●基調講演
日　　時：９月17日（水）14：00～ 15：00
会　　場：東京ビッグサイト　レセプションホールＡ
主　　催：�（一社）日本計量機器工業連合会、（一社）日本フルードパワー工業会、（一社）日本検査機器工業会、フジサンケ

イビジネスアイ
聴 講 料：無　料
申 込：INTERMEASURE�2014ホームページよりお申込みください。
� http://intermeasure2014.com/exhibition/seminar/

水道橋重工「KURATAS�2010-2014」
搭乗型巨大トイロボット「KURATAS」はどうやってつくられたのか。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。

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、産総研スタッフ）

「KURATAS」プロジェクトは、「巨大ロボに乗りたいけれど、どうやら誰も
つくってくれない、そしたら自分でつくろうかな」という、アーティスト
倉田光吾郎の純粋な動機から2010年６月より始動。途中、ロボット制御エ
ンジニアの吉崎航がプロジェクトに加わり、約２年間の製作期間を経て、
2012年７月29日に幕張メッセで行なわれたワンダーフェスティバル2012

［夏］において、数千人の観客の前で披露。成功を収め、国内外のメディア
やSNS等で多大な反響を得る。高さ４m、重さ４tの巨大ロボット「KURATAS」
は、人間がコックピットに搭乗し、操縦できるのが特徴で、腕や上半身を自
在に動かし、走行も可能。現在「KURATAS」の量産化を目指しブラッシュアッ
プに取り組んでいる。 
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●計測標準フォーラム

日 時：９月18日（木）10：30～ 16：30
場 所：会議棟605・606会議室
主　　催：�（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター（NMIJ）、（一社）日本計量機器工業連合会
テ ー マ：計測標準フォーラム第12回講演会
　　　　　�NMIJ計量標準セミナー　～自動車産業を支える計測技術と計量標準～
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きます。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いたします。

参 加 費：無　料
申 込：産業技術総合研究所�計量標準総合センターホームページよりお申込ください。
� https://www.nmij.jp/public/event/2014/Forum2014/

時間 テーマ及び講師

10：30 ～ 10：40
挨拶
計測標準フォーラム 代表／日本電気計器検定所理事　後藤一夫氏
来賓者挨拶　経済産業省 産業技術環境局 計量行政室長　三浦裕幸氏

10：40 ～ 11：30 
【基調講演】自動車生産技術と計測・計量
トヨタ自動車㈱　計測技術部　次長　大竹英世氏

11：30 ～ 12：00
【講演】デジタルエンジニアリングを支える三次元計測技術
（独）産業技術総合研究所  計測標準研究部門  副研究部門長　高辻利之氏

13：00 ～ 13：40
【特別招待講演】自動車の開発と計測技術開発
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　大西孝一氏

13：40 ～ 14：10
【講演】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
(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　大田明博氏

14：10 ～ 14：50
【招待講演】自動運転に求められるセンシングシステムとその課題
㈱ZMP　取締役　営業部　部長　西村明浩氏

15：00 ～ 15：40
【招待講演】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
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　岩間力氏

15：40 ～ 16：10
【講演】自動車産業で活用される電磁波の計量標準
（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　島田洋蔵氏

16：10 ～ 16：25
【講演】計測クラブ全体紹介
NMIJ計測クラブ事務局長　小見山耕司氏

16：25 ～ 16：30
閉会の挨拶

（独）産業技術総合研究所　計測・計量標準分野　副研究統括  八瀬清志氏



6 はかる　No.114

●NMIJ法定計量セミナー2014

日 時：９月19日（金）10：30～ 16：30
場 所：会議棟605・606会議室
主　　催：�（独）産業技術総合研究所、（一社）日本計量機器工業連合会
テ ー マ：～安全と安心のモノサシ～
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して頂きます。

参 加 費：無　料
申 込：産業技術総合研究所�計量標準総合センターホームページよりお申込ください。
� https://www.nmij.jp/public/event/2014/Forum2014/

時間 テーマ及び講師

10：30 ～ 10：45
挨拶

（独）産業技術総合研究所　計量標準研究センター
経済産業省　産業技術環境局　計量行政室長　三浦裕幸氏

10：45 ～ 11：25
消費者の立場からみた計量の安全安心

（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　青山理恵子氏

11：25 ～ 12：05
セルフ販売用計量器による品質管理
㈱イシダ　技術統括部　技術規格管理課　課長　田尻祥子氏

13：30 ～ 14：10
電力量計の型式承認
日本電気計器検定所　検定管理部型式試験グループ　手塚政俊氏

14：10 ～ 14：50
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）
㈱大丸松坂屋百貨店　業務本部業務推進部首都圏エリア総務担当計量士　吉野博氏　

14：50 ～ 15：30
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

（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　戸田邦彦氏

15：30 ～ 16：10
非自動はかりの型式承認試験

（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　大谷怜志氏

●技術講演会
日 時：９月18日（木）11時～13時45分
場 所：東６ホール内セミナー会場（E）
聴 講 料：無　料
申 込：INTERMEASURE�2014ホームページよりお申込みください。
� http://intermeasure2014.com/exhibition/seminar/

時間 テーマ及び講師

11：05 ～ 11：50
「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

13：00 ～ 13：45
「最新の流量計測事情について」（仮題）
講師：㈱オーバル　技術部副主幹　若松武史氏
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日 時：９月18日（木）14：05～ 16：50／ 19日（金）11：05～ 14：50
会 場：東京ビッグサイト　東６ホール内特設セミナー会場（E）
聴 講 料：無料（直接会場にお越しください）

●出展製品・技術説明会

９月18日（木）

時間 テーマ及び講師 内容

14：05～14：50 次世代引張試験機／粘着・皮膜剥離解析装置のご紹介
㈱協和界面科学　技術顧問　星埜由典氏

自在な引張角度と剥離面の観察による最新密着性評価手法
～機能性材料などの粘着・積層界面の品質向上に貢献します～
実使用を想定したあらゆる角度における高精度剥離試験の
実現を目指し、従来法とは異なる発想で剥離角度制御可能
な平板クロスステージ法を開発。本法による粘着特性の評
価、剥離挙動の観察について紹介します。

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㈱　FBG事業部FBG開発課課長　柳澤泰史氏

代表的な光ファイバセンサのひとつであるFBGセンサによ
る、橋梁下部工・土留めの「健全度診断用計測システム」
への適用事例を中心に、計測技術への応用、アプリケーショ
ン事例等についてご紹介します。

16：05～16：50
PIXXISのご紹介
JIPテクノサイエンス㈱　建設ソリューション事業
部大阪技術営業部技術第１課マネージャ　高口昇氏

出展製品PIXXISは、計測対象構造物を多方向からデジタル
カメラで撮影することで三次元座標を高精度に求めること
ができます。三次元計測器の据付けが困難な現場でも、カ
メラ撮影が可能であれば三次元計測作業が行えるようにな
ります。また現況形状をフィルムに写し取る作業は、撮影
した写真上で部材形状を指定できるので類似場所の取り間
違いや、天地左右向きの取り間違いを防ぐなどの活用効果
が得られます。

９月19日（金）

時間 テーマ及び講師 内容

11：05～11：50
温度計測のための制御技術のご紹介
㈱チノー　スマートソリューション開拓統括部部長
石橋政三氏

岩手大学と共同研究を行ない、植物の多様性を温度制御に
応用する技術（Ｚ制御）を開発してきました。
Ｚ制御は、オーバシュート抑制、整定時間短縮に有効な制
御アルゴリズムです。
この特長を利用して、温度校正装置、熱画像カメラによる
試験筐体板温度制御、顕微鏡で使用するプレパラート温度
制御など、計測のための温度制御技術応用例について紹介
します。

13：05～13：50 最近のリーク計測技術について
㈱フクダ　営業企画部　平岡優一氏

近年のリーク試験への要求（高圧化や高精度化など）に対
する弊社の取り組みをご紹介します。トレーサビリティに
関する製品開発や、超微小流量の測定を実現する高感度の
ヘリウムリーク試験装置など、最新の製品や技術について
もご説明いたします。是非、ご来場ください。

14：05～14：50
長野計器のJCSS圧力校正事業
長野計器㈱　事業本部製造本部品質保証部計量標準係
塚田和正氏

このたび、長野計器はJCSS校正事業に新たに差圧計の校
正を加え、従来からの校正範囲であった、「絶対圧力・ゲー
ジ圧力」においても、最高校正能力を向上致しました。

「環境・保安・安全・省エネ」などにおいて重要な、圧力・
差圧の計測の信頼性を向上に寄与するため、圧力・差圧の
計測器の校正に対する取組をご紹介します。
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「アカデミープラザ 」出展者及び展示概要
INTERMEASURE 2014（第26回計量計測展）では、次の大学、研究機関から計量計測に係わる先端技術、基

礎技術、情報を展示会場内の特設コーナー「アカデミープラザ 」で発表・紹介し、産業界とのコラボレーショ
ンを図ります。

計量計測製品の展示ブースと併せましてご参観ください。

出展者名 概　　要

静岡大学大学院
工学研究科機械工学専攻

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した。

静岡大学大学院
工学研究科電気電子工学専攻

非接解非破壊での硬さ測定技術を紹介する。
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。

学校法人常翔学園
大阪工業大学　工学部
人工衛星プロジェクト

「プロイテレス」チーム

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、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する。

学校法人常翔学園　摂南大学
理工学部　都市環境工学科
ライフライン工学研究室

「PE管光ファイバセンサ」
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であ
る。本研究では、PE管光ファイバセンサを管路に平行して埋設し、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とした数値解
析により管路損傷箇所を推定する方法について研究を行っている。

学校法人常翔学園　広島国際大学
工学部　住環境デザイン学科
環境音響学研究室

建築音響材料の吸率測定において、室内環境騒音を利用して音響材料の表面に近接した
２つ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スと吸音率を算出する
EA–Noise法が提案されている。この出展では、 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する。

独立行政法人　情報通信研究機構
電磁波計測研究機構
時空標準研究室

周波数国家標準とトレーサビリティを確率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する。

任意団体
「大学知財群活用プラットフォーム」

任意団体「大学知財群活用プラットフォーム」として、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する。

タマティーエルオー株式会社 TAMA-TLOが進める研究成果移転事業、特許化支援事業、産学官連携事業の概要とと
もに、連携大学の最新技術シーズ（光ファイバーセンサ　他）を紹介する。

千葉工業大学大学院
工学研究科　デザイン科学専攻
長尾研究室

コンテンツとの距離について紹介する。

筑波大学大学院
システム情報系　音響システム研究室

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
方法を提案する。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・検討する。

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター

・光ファイバー温度計の紹介
・実証試験セクターの紹介
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企画展示コーナーのご案内
計量計測機器は、社会生活、産業界をはじめ多種多様な分野で使用されています。
INTERMEASURE 2014企画展示コーナーでは、「正しく“はかる”技術がここにある」をテーマに、江戸

時代～明治初期に活躍した計量器の展示や、我が国における計量制度についての上映等を行うことにしており
ます。

出展者名 概　　要

東京電機大学
産学官交流センター

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
③Ｘ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

東北大学大学院
工学研究科　材料システム工学専攻
山中研究室

「ボールSAWセンサを用いた好感度ガス測定」
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）を開発している。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した。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てい
る。

明治大学　理工学部
機械工学科　ミクロ熱工学研究室

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している。
主なテーマとして、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を行っている。

明治大学 理工学部
機械工学科

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展示する。

早稲田大学
情報生産システム研究科
植田研究室

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。
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平成26年度　事業紹介

一般社団法人 日本計量機器工業連合会

平成26年度 事業紹介

平成26年３月19日に開催された第10回理事会にお
いて、平成25年度事業計画が審議・承認されました。

また、同事業計画は５月21日に開催された第３回
定時総会においても報告了承されています。事業実施・
遂行に会員及び関係各位のご協力・ご支援をお願いい
たします。

方針
大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚

起する成長戦略の推進により、我が国経済は着実に回
復し、明るい兆しが出てきている中、新年度を迎えて
いる。

政府は、この回復の動きを持続的な経済成長につな
げていくため、成長戦略を強力に推進し、日本再興戦
略の各施策の確実な実行に取り組むこととしている。

日本再興戦略のうち日本産業再興プランでは、産業
競争力強化法（生産性向上設備投資促進税制創設）の
もと生産設備の新陳代謝を促進するなどして産業基盤
を強化し、戦略市場創造プランでは、健康・エネルギ
ー・インフラ・農林水産分野の課題をバネに新たな市
場を創造し、健康増進・予防・生活支援関連産業及び
医薬品・医療機器・再生医療の医療関連産業等の市場
規模を大幅に拡大することとしている。また、国際展
開戦略では、インフラ輸出等で国際市場を獲得してい
くこととしており、業界としてもこれら諸施策に対応
し、厳しい経営環境を乗り越えていくことが重要なこ
ととなろう。

これら新たな市場分野の計測ニーズへの対応には、
新製品・新技術が求められ、これを生み出す技術開発
力の強化が必要とされる。このため、新技術の導入・
活用に関するセミナー・講演会の開催、計量計測機器
と情報通信技術の融合に係わる調査研究、製品・技術
開発のための産学官連携に係わる調査研究をはじめ各
種の技術開発に係わる事業の推進を図ることとする。
また、経済活動のグローバル化の進展によって国際規
格・基準の重要性はますます高まっており、これへの
対応も引き続き推進する。

一方、国際競争の激化に伴い、産業再編が進められ
ており、グローバル市場を見据えた事業の選択と集中、
企業連携、海外市場開拓等々に資するため、産業構造
変革への対応に係わる調査研究を行う。また、アジア
をはじめとする経済成長著しい地域の需要を取り込む
ための市場・投資環境等調査を実施することとする。
更に、９月には、INTERMEASURE 2014（計量計測
展）を開催して、会員各社の新製品・新技術を一堂に
展示・紹介し、国内外へ最新の計量計測情報を発信し
て需要の開拓を推進することとする。

以上、技術開発に係わる事業、規格の作成と普及に
係わる事業、高度化に係わる事業、市場動向等調査研
究をはじめ需要開拓に係わる事業、循環型社会対応に
係わる事業、国際協力・交流に係わる事業等々以下に
記す諸事業と取り組み、計量計測産業の発展に資する
こととする。　　　
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■技術開発に係わる事業■
日本再興戦略・新たな成長戦略などに対応するため、

以下の技術開発に係わる事業に取り組み、新製品、新
技術の開発に資することとする。

新技術導入・活用に関するセミナー、講演会の開催

技術革新及び多様化する計量計測ニーズに対応する
ため、学識者・会員有志等による研究会を設けて、新
材料、ナノテク、光技術、情報通信等々の高度化技術
の導入、活用について調査研究を行い、新製品・新技
術の開発に資する。

計量計測機器と情報通信技術の融合に係わる調査研究

医療、環境・エネルギーをはじめ社会・公共インフ
ラの維持・整備等多くの産業で情報通信技術の利活用
が推進されることとなる。このため、計量計測機器と
情報通信技術との融合について調査研究を行い、新市
場の開拓に資する。

製品・技術開発のための産学官連携に係わる調査研究

産業構造の転換、グローバル市場進展の中、競争の
源泉となる新製品・新技術の開発が必要とされる。こ
れら新製品・技術の開発には、産学官連携による研究
開発の推進が有効な手段の一つといわれている。この
ため、大学・研究機関等の所有する研究内容・成果、
共同研究開発事例等々について調査把握し、計量計測
に係わるテーマ、内容等をまとめるとともに同施設の
見学・交流、セミナー、講演会を開催するなどして会
員各社の研究開発の推進に資することとする。

計量機器校正技術に関する調査研究

質量及び微少体積等に係わる校正、検査技術につい
て調査研究し、計量標準の供給、普及に努める。

■規格の作成と普及に係わる事業■
国際法定計量機関（OIML）勧告審議調査（受託事業）

及び規格策定への参画

貿易の円滑化、国際取引の公正化には、国家間で承
認し合った基準が大きな役割を果たしており国際法定
計量機関（OIML）の勧告もその一つとして重要視さ
れている。国際的な基準整合化が進む中、当該国際勧
告と国内基準との整合はますます重要な課題とされ
る。国内基準が不利益を生じないようOIML国際会議
へ積極的に出席し、同機関・勧告の動向を把握すると
ともに、勧告草案の策定に対し、国内意見の取りまと
め、日本意見の反映に努める。また、これらの対応を
推進するため、国際法定計量分野の国内審議体制の整
備・強化、OIML勧告審議調査等々を経済産業省の委
託を受けて行う。

国際標準化機構（ISO）規格策定への参画

国内幹事団体を引き受けているISO ／ TC28 ／ SC2
（石油及び関連製品の計測）、TC30 ／ SC7（水道メー
ター）、SC5 ／ WG3・4（質量流量計）については、
これら機関から出される草案等に対して国内意見の取
りまとめにあたるとともに、日本意見の反映に努める。

計量器の技術基準のJIS化に関する調査（受託事業）

計量器の技術基準のJIS化について調査し原案の作
成を行うとともに、既に作成されているJIS原案につ
いて国際整合の観点から見直しを行う。
　調査対象機種： 燃料油メーター、自動重量選別機、

充填用自動はかり
　　　　　　　　　　 

JIS改正案の作成

次のJISについて、試験方法、校正方法の追加、不
確かさの導入などのため見直しを行い、改正案を作成
する。

鋼製巻尺、繊維製巻尺
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■市場動向等調査研究に係わる事業■
計量計測機器の需要動向調査

環境・エネルギー、医療・介護・健康、バイオ、新
材料、ナノテク、情報通信等々新成長産業分野の中か
ら特定の産業分野を取り上げて、その産業分野におけ
る計量計測機器の需要動向を調査把握し、新しい計量
計測機器、システム等の開発に資することとする。

海外の計量計測機器市場・投資環境等動向調査

アジアをはじめとする経済成長著しい地域、シェー
ルガス開発などで注目される米国など変動する諸外
国・地域の市場、流通、技術、投資環境等々について
調査団を派遣するなどして現地の実情を把握する。

■高度化に係わる事業■
産業構造変革への対応に係わる調査研究

日本再興戦略・新たな成長戦略の推進が図られるこ
ととなる。同戦略の動向を注視するとともに、新たな
成長分野に関する学識者等を招き研究会を開催するな
どして産業構造変革への対応について調査研究し、会
員各社の経営計画立案の参考に資する。

経営者研修セミナーの開催

これからの経営・人事管理、人材育成策等について
研究するセミナーを開催し、会員各社の経営・労務対
策の参考に資する。

グローバル化等に対応する人材、及び技術やノウハウ

を持つ人材の育成

成長著しい地域（国）、関心の高い国の歴史、文化、
産業等についてシリーズ的に研修会を開催し、グロー
バル化に対応した人材の育成を図る。また、中堅・若
手社員を対象に技術基礎講習会、計量法理解講習会、
新規又は改訂JISの講習会を開催するなどして基礎技
術力の強化を図る。

人材確保に係わる合同会社説明会の開催

計量計測機器業界へ就職を希望する学生への業界
PR及び優秀な人材を確保することを目的として会員
による合同会社説明会を開催し、各社の労務対策に資
する。

■需要開拓に係わる事業■
INTERMEASURE 2014（第26回計量計測展）の開催

計 量 計 測 機 器 及 び 企 業 の 一 大 P Rの 場 と し て
INTERMEASURE2014（第26回計量計測展）を次の
とおり開催し、需要の喚起を図る。

会　　期　　2014年９月17日（水）～ 19日（金）
会　　場　　東京国際展示場（東京ビックサイト）
展示規模　　300小間
併催行事　　 講演会、出展製品・技術説明会、法定

計量セミナー、計測標準フォーラム 等
同時開催　　  Sensor Expo Japan2014（センサ総合展）
　　　　　　 第７回総合検査機器展
　　　　　　第24回フルードパワー国際見本市

計量計測製品・システム・ソフトウェア・サービスの

データベースの拡充と同総覧の頒布

計量計測製品・システム・ソフトウェア・サービス
のデータベースの拡充・更新を行い、和文・英文併載
による最新の製品・技術及び計量計測情報をインター
ネットを通じて国内外のユーザーへ発信し、需要の開
拓に努める。また、併せて拡充・更新したデータベー
スを基に和文・英文を併載した計量計測機器総覧を

カンボジア工業手工芸省を訪問（FEB.2014）
中央 CHAM PRASIDH 上級大臣　左端 LAIM KIMLENG 国家計量センター長
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平成26年度　事業紹介

2014 ／ 2015年版を広く内外のユーザー、計量計測機
関等へ頒布し、需要の開発に資する。

広報宣伝誌「はかる」―計量計測―の刊行

広報宣伝誌「はかる」―計量計測―を刊行し、計量
計測機器のユーザーをはじめとする関係者とのコミュ
ニケーションを図る。

計量計測機器マニュアルの頒布

会員各社が協力して作成した健康管理用計測機器、
レベル計、はかり及び流量計のマニュアルを頒布し、
ユーザー各位の計量計測機器の適切な選定と最適な使
用、保守管理等に資する。

■循環型社会対応に係わる事業■
環境情報に係わる講演会、セミナー等の開催

環境保全のため計量計測機器についてもより環境へ
の影響を考慮した製品づくりが必要とされる。このた
め環境情報に係わる講演会、セミナー等を開催して、
会員各社の循環型社会対応に資することとする。

環境行動指針及び環境行動ガイドラインの見直し

「環境行動指針」及び「環境行動ガイドライン」の
見直しを行い、会員企業の環境活動の推進に資する。

環境規制に係わる国内外の動向把握と会員への周知

EUの有害物質規制（RoHS）、中国版RoHS、環境省、
地方自治体等内外の環境規制の動向把握に努め、会員
へ周知するとともに対応を図る。

■国際協力・交流に係わる事業■
日中計量定期協議会の開催

第14回日中計量定期協議会を開催し、計量分野に
係わる協力事業等について協議しこれを実施して両国
の計量業界の発展に資する。

欧州はかり工業会（CECIP）及びフランス計量協会

（SM）との交流

欧州はかり工業会（CECIP）及びフランス計量協
会（SM）代表団と以下のとおりで技術、法令・規格等々
の情報交換を行い、交流促進を図る。

会　　期　　　2014年９月～ 10月
会　　場　　　東京

外国の計量計測関係機関、団体等との交流

貿易の促進、海外への技術移転等をはじめとする国
際関係事業の円滑な推進を図るため、外国の関係機関、
団体との交流を促進する。

■行政施策等に関する協力事業■
各種法令・行政施策等への意見具申及び協力

各種法令及び行政施策に対し、意見の具申を行うと
ともに施策に協力する。とりわけ、計量法令について
は、計量行政審議会等を通じ業界意見の反映に努める。

校正事業者登録制度（JCSS）に基づく質量計に係わ

る技能試験の実施

（独）製品評価技術基盤機構の要請を受けて校正事
業者登録制度（JCSS）に基づく質量計に係る技能試
験を実施し、同機構業務に協力する。

また、分銅及び圧力計に係る技能試験の実施につい
ても検討する。

CECIP LMG/JMIF 運営委員会メンバー
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会員トーク■測れることで安心をもたらす～３D重心位置測定装置“SATRS”の開発

■測れないものは改善できない■

品質管理の大家であるデミング博士は「測れないも
のは改善できない」と言っています。測れなかったも
のが測れるようになることで、これまで改善できなか
ったことでも改善ができるようになります。計量・計
測に関わる技術者として、「測れなかったもの」を「測
れるようにできる」ことは、これ以上の幸せはありま
せん。

しかし、「測れるようになる」ということは、単に
測り方を発明するだけでは足りません。実験室の中で
大きな装置を使ってやっと測れるということでは、何
かの指標になることはあっても、現実の事象の改善に
は繋がりません。現実的な環境、コスト、時間で測る
ことができる、そんな計測器が世の中をより良く変え
ていきます。

■開発のきっかけ■

鎌長製衡株式会社（以下当社）がコンテナトレーラ
ーの3Dの重心位置測定装置を開発するにあたり目標
としたことは、「現場で改善のきっかけとなる、現実
的な計測方法を提供する」ことでした。

きっかけは一般財団法人 横浜港湾貨物計量協会（以
下協会）の林博樹理事長のコンテナトレーラーの事故
を防止したいという思いからでした。「コンテナトレ

ーラーの横転事故は、積荷の偏りが大きな原因だと言
われています。国際ルール上運転手さんは積荷の中を
見たり直したりすることはできないので不安な思いで
走行しています。コンテナを開封することなく、積荷
の偏りを測ることはできませんか？」長年港湾でコン
テナ輸送を陰で支えてきた理事長の熱い思いに計量・
計測器メーカーとして応えなければならないと私たち
は思いました。協会には既に当社のトラックスケール
が設置されていました。縦方向、横方向そして高さ方
向の3Dの重心位置をこの装置で計測し、コンテナ輸
送に安心安全をもたらせないか、私たちの挑戦が始ま
りました。

開発にあたって、他の重心位置計測方法についても
調査を行いました。トレーラーに加速度計を設置する
方法や、クレーンによる方法がありましたが、１台１
台に加速度計の設置が必要では不特定多数の車両が出
入りする港湾には不適ですし、クレーンの改造も吊り
下げの安全性の問題や１台当たりの価格の問題から容
易ではありませんでした。既に港湾に数多くの台数が
設置されているトラックスケールであれば、港湾に出
入りする全ての車両を検査できる可能性があり、最も
現実的であろうと考えられました。

■合わせ技による計測方法の開発■

当社のトラックスケールは積載台を４点～８点のデ
ジタルロードセルで支持する方式ですので、個々のロ

鎌田　長明
Kamada Takeaki
鎌長製衡株式会社
代表取締役社長
本会常任理事

測れることで安心をもたらす
～3D重心位置測定装置“SATRS”の開発
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測れることで安心をもたらす～３D重心位置測定装置“SATRS”の開発■会員トーク

ードセルの数値を取れば積載台上の重心位置を計測す
ることは容易にできます。しかし、車両の停車位置が
わからなければ、車両自体の水平方向の重心位置を出
すことはできません。私たちは現状の構成だけで重心
位置を計測することをあきらめ、１点式のレーザーセ
ンサーを設置することで、車両の積載台上での停止位
置を計測し、まず2Dの重心位置の計測を可能にしま
した。

一方、高さ方向の重心位置を出すためには、大きく
分けて２つの方法が考えられました。１つ目は、車両
を揺らすことで生じる変化から推定する方法です。重
心位置が高ければ揺れは大きくなり、低ければ揺れは
小さくなります。２つ目が、平らな状態での水平方向
の重心位置と傾けた状態での水平方向の重心位置を比
較する方法です。重心位置が高いほど傾けた時の水平
方向の重心位置の移動は大きくなります。１つ目の方
法はロードセルだけで推定できる利点がありますが、
２～ 30トンもあるトレーラーを揺らすことは危険で
すし、計測にも時間がかかります。一方で、２つ目の
方法を取るためには、２つの状態での重心位置を取る
必要があります。

当社では、計測時間と安全性の観点から２つ目の方
法を取ることにしました。平らな状態と傾けた状態の
２つの状態を計測するには、２つ秤を設置するのが容
易ですが、約13ｍもあるトレーラーが乗る秤を１つ
の計測のために複数台設置するのは現実的ではありま
せん。そこで、乗り込み中に各輪の重量を計測するこ
とで、平らな状態の重心位置を推定し、その後傾斜台

に乗り上げることで傾いた状態の重心位置を計測す
る、という方法で、１台で２つの状態を計測すること
にしました。しかし、輪重を測定することで水平方向
の重心位置を割り出すためには、車両の形状の情報が
必要ですが、トレーラーの形状はバラバラでした。そ
こで、車両の形状の計測に扇形にレーザーを放出する
扇型レーザーセンサーを採用することにしました。こ
のセンサー自体は実用化されていましたが、車両を計
測した例はなかったので、車両計測の手法を弊社で開
発しました。これらのデータを統合し、高さ方向の重
心位置を計測することができました。以上の方法を特
許とし、ようやく製品化にこぎつけることができまし
た。

■残る課題■

今回の開発では、協会をはじめとする関係者の皆様
の積極的な協力と、従来の機器構成にこだわらない柔
軟な機器の組み合わせにより、実用化にこぎつけるこ
とができました。しかし、計測器ができただけではま
だ道は半ばです。実際に改善につながるためには、そ
の校正方法の国際的な標準化や計測データの活用ルー
ルなど、解決していかなければならない技術的、社会
的な課題がまだまだあります。世界から積荷の偏りに
よるコンテナトレーラーの横転事故が無くなる日ま
で、私たちの挑戦は続いていきます。
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世界の街角から

インドで最も変化の激しい街

「インドのグルガオン」と聞いてピンとくる人は、
かなりのインド通だ。私達の会社があるグルガオンは、
首都デリーの南30㎞に位置する新興開発都市だ。私
の会社からデリー国際空港まで高速道路で20分しか
掛らない。とても便利なところだ。
グルガオンは、物凄い勢いで開発が進んでいる。恐
らくインドで最も変化の激しい街だろう。私がインド
に赴任した2008年頃のグルガオンは発展途上で市内
に公共の交通機関が無くてとても不便だった。車が無
いとどこにも行けない様な街だった。グルガオンは、
2010年のコモン・ウェールズ大会を切掛けに大変貌
を遂げた。
大会にかろうじて間に合う形でグルガオンとデリー
の中心地を結ぶメトロ（地下鉄）が開通した。不足し

ていたホテルや
宿泊施設が次々
と出来た。グル
ガオンにはモー
ル（ショッピン
グセンター）が

もともと多かっ
たが更に増えて
巨大なショッピ
ングエリアが誕
生している。タ
クシーが簡単に
呼べるようにな
った。小型三輪
タクシー（通称、オート）は、街の至るところで拾え
るようになった。
私の一番の驚きは、街の至る所にいた野良牛や野ブ
タがここ数年で姿を消してしまったことだ。政府が力
をいれて、野良牛を街から一掃した。今では、デリー
でもグルガオンでも野良牛を見かけることがめっきり
減った。駐在を始めた頃、高速道路にも牛が寝そべっ
ていたのが懐かしく思い出される。
オフィスビルや巨大なビジネスパークがあちらこち
らに出来ている。会社設立時に事務所を探すのに苦労し
たのが嘘の様だ。高級アパート・マンションが雨後の竹
の子のように乱立している。建設途中のアパート・マン
ション、事務所ビル、商業施設をあちらこちらで目にす
る。見た目は立派でも、品質はインド基準なので日本な
らすべて酷い欠陥建築とな
ってしまうことだろう。イ
ンド人のお金持ちは、投資
用に購入した土地やアパー
ト・マンションが何倍にも
値上がりしたと喜んでいる。
こんな光景を目にすると日
本がかつて経験したバブル
崩壊が頭をよぎる。
嬉しいことに日本食レス

新井　力
Arai Chikara

Managing Director
A&D Instruments India Pvt. Ltd.

只今、経済発展中（インド・グルガオンより）

グルガオンのビジネスパーク　発展の象徴

以前は、事務所の前に牛が遊びに来ていたが今で
はすっかり見かけなくなってしまった。

グルガオンのアパート・マンション
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トランがここ数年で急激に増えた。バンコクやシンガ
ポールの充実した日本食状況に比べれば足元にも及ば
ないが、食べ物で苦労して来た我々にはとても有難い。

発展の光と影

「グルガオンにおける猿による被害と狂犬病予防に
関する注意喚起」と言う案内が日本大使館から先ごろ
出されている。グルガオンは急速に都市化が進んでい
るとは言え、歩いているところを猿に襲われる、アパ
ート・マンションに猿が侵入するなどのトラブルがあ
る。野良犬が夜になると騒ぎ出す危険な面をいまだに
抱えている。蚊が媒介するマラリアやデング熱ととも
に狂犬病はもっとも恐れられている病気の一つだ。
街の発展と引き換えに負の面も深刻になって来てい
る。車の急増に道路の整備が追い付かない。朝夕の通
勤時間帯になると街の至るところで大渋滞が発生す
る。激しい雨が降ると道路が冠水して更に渋滞が酷く
なる。排気ガスで空気は汚れ空が霞んでいる。星空散
歩を趣味にしている私は、楽しみのひとつを奪われて
しまった。
最近は、大気汚染が酷いと言われる中国をしのぐと
言う。インドの大都市は、世界一大気汚染が進んでい
ると言われ始めた。食品の安全性にも大きな疑問があ
る。夏の気温が48度に達するところなので防腐剤な
どの添加物がふんだんに使われていることだろう。
近所の八百屋は、見た目を鮮やかにしたいためだろ
うか、野菜や果物を化学薬品入りの水で洗っている。
なす・ピーマン・リンゴなどの表面を触ると違和感が
する。多くのインド人に、食品や水や空気の安全性に
対する意識がまだ芽生えていない。光あるところに影
がある。これも経済発展の代償の一つだろう。インド
人が生活環境の大切さに気付くにはもう少し時間と代
償が必要だと感じる。
発展を続けているグルガオンでも、貧しい人たちを

見かける。交差点で
は物乞いがやって来
る。地方都市や農村
ではまだ経済発展の
恩恵を十分に受けて
いない。貧富の差は、
益々拡大しているよ
うに見える。
グルガオンや他の
大都市の発展ぶりを
見ているとインド経
済の勢いを感じる。

近頃インドの経済成長率が鈍化したとは言え潜在的な
発展余力はまだまだ大きいと思う。こんな時代にイン
ドに住むことになったのは何かの縁だと思う。

インドと私

私は、大学生の頃にインドに関心もち始めた。明確
な理由があった訳ではない。未知の国への好奇心がそ
うさせた様に思う。インドへの関心が高まり、大学を
卒業してから日本で二年間ヒンディー語を学んだ。そ
の後、インド政府の援助を得てデリーのヒンディー語
教育機関に留学することが出来た。
ヒンディー語を学んで、現地で生活して、インドに
関する興味や関心が増したかと言うとそうでは無かっ
た。ひとつの事をやり遂げたのでインドから手を引く
ことにした。当時はインド関連の仕事を見つけるのは
たやすいことでは無かった。インドに拘っていては生
活して行くことが難しかったのだ。ある若者のひと時
の夢は終わったと思った。
現在の会社に入り海外営業部で30年間に渡り仕事
をしている。幸いなことに会社が海外ビジネス指向だ
ったのでインドも輸出先の一つとして担当することが
出来たが商売は細々としたものだった。
1986年にインド企業と精密電子天秤の技術供与契
約を結んだ。当時としてはかなり意欲的なプロジェク
トだったと思う。入社して数年しか経っていない私だ
ったがプロジェクトメンバーに加えて頂いた。この時
の繋がりが今も生きている。長い時間を掛けた信頼関
係はインドビジネスの大きな助けになっている。
2008年２月に自社製品の販売とサービスを目的とし
て現地法人を設立した。私とインド人スタッフ１名か
ら始めた。現在の社員は20名。今年も数名の採用予定
がある。自分で立ち上げた会社がどんどん拡大してい
くのを見ると素直に嬉しい。20～ 30代を中心とした
若い従業員の成長を見るのが楽しい。彼ら彼女らがイ
ンドの次の時代を担って行く事だろう。インドの若い
世代を仕事を通じて鍛えることにした。それが彼ら彼
女らの為であり、会社の為であり、ひいてはインドが
更に発展することになると信じている。私は若い時に
インドから多大な
恩を受けている。
受けた恩は少しで
もインドに返した
いと願っている。
若い力に満ちたこ
の国の将来を楽し
みにしている。 若い社員たち　展示会場で

インドの未来は彼らの双肩に

大気汚染の酷いグルガオン　遠くが霞んで見える

雨がふると道路が冠水してしまう。
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今年３月、池袋駅西口の立教通り入口にある居酒屋

『三春駒』が31年の営業に幕を閉じました。この店は

言わば吟醸酒の草分けともいうべき居酒屋でした。開

店当時は、日本酒といえばまだ燗酒があたりまえで、

冷酒といえばマス酒かコップ酒、いずれも常温で飲む

時代でした。

●吟醸酒との出会い
初めて吟醸酒なるものを飲んだ時はまさに衝撃的で

した。これまで飲んでいた酒とはまったく異なり、口

に含むと吟醸香と言われる香りが口中に広がる香り豊

かな酒で、そのおいしさに一度で虜になりました。

因みに、初めて飲んだ吟醸酒の名前は岐阜県の造り

酒屋菊川の大吟醸『篝火』。このお店は蔵元のアンテ

ナショップとして出店したものと思われますが、『篝

火』以外にも様々な吟醸酒が置いてあり、利き酒セッ

トなど３種類のお酒を飲み比べることもできました。

吟醸酒は品質が劣化しないよう低温で保存しなけれ

ばなりませんので、良い保存状態をキープすることが

非常に重要ですが、当時は低温のまま輸送できる流通

網が発達しておりませんでしたし、一升瓶をたくさん

保存できる大きな冷蔵庫も少ない時代です。そのよう

な中で、このお店は大きな冷蔵庫を備え、お酒の保管

状態が大変良いお店でした。

●級別制度の廃止から日本酒の進化が加速
当時の日本酒は級別に分類され、高級なものから特

級、１級、２級に分類され、あとは甘口、辛口といっ

た区分で現在とはまったく異なる分け方がされており

ました。地方の地酒の流通も今ほどなく、月桂冠、松

竹梅、菊正宗、大関などの大手メーカのお酒が中心で、

東京で地方の地酒が買える酒屋も少なく、また、冷や

して飲む習慣はほとんどありませんでしたし、それに

適したお酒もありませんでしたから、日本酒を飲むの

はもっぱら冬場に燗酒と決まっていました。

級別制度が平成４年に廃止され、普通酒のほか、米、

麹のみを使用した純米酒と、米、麹のほかに醸造アル

コールを使用（米の重量の10％以下）した本醸造酒

《日本酒礼賛・お酒のはなし》

斉藤　卿是
Saito Noriyuki
株式会社チノー
経営企画本部長兼社長室長
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に分類されるようになりましたが、近年は各蔵元が競

って純米酒や本醸造酒を造るようになり、精米歩合が

50％以下の大吟醸酒、60％以下の吟醸酒の銘柄が大

変多くなり、流通網の発達も相まって容易に酒屋やデ

パートの酒売り場で地方の様々な銘柄のお酒が手に入

るようになりました。また、これら吟醸酒や大吟醸酒

を飲ませるお店もあちらこちらにできましたので、冒

頭の居酒屋も存在感が薄くなってしまったのでしょう

か。

●ワインを超える多様な味と香り
ところで、吟醸酒は吟醸香と言われる独特の香気成

分があり、一つひとつに個性があって、味の甘辛、濃

淡だけでなく、香りの特徴で好みのお酒がかなり分か

れます。

味の濃いものにも香りが高い熟成タイプ（熟酒と言

われる）と、香りが低いがコクのある芳醇タイプ（醇

酒といわれる）がありますが、吟醸酒だから冷えてい

れば良いというものでもなく、これらはどちらかと言

えばあまり冷やし過ぎないほうがおいしくいただけま

す。

また、サラッとした飲み口の吟醸酒では、フルーテ

ィな香りが特徴の薫酒と言われるタイプと淡麗辛口の

スッキリとしたタイプ （爽酒と言われる） があります

が、こちらは良く冷えていたほうがおいしくいただけ

ます。

いずれにしても吟醸酒は酔い心地ではなく、それぞ

れのお酒の個性の違いを楽しみ、良く味わって飲みた

いものです。

このほか最近では長期熟成させた古酒 （３年、５年

10年等）や、スパークリングワインのような発泡酒

等も開発されて、市場に出回るようになり、飲んでみ

たいクオリティの高い日本酒が増えています。一時は

焼酎がブームでしたが、最近はブームが日本酒に移り

つつあるようにも思えます。いずれこの流れは海外に

もおよび、ワインにも劣らず世界中で日本酒が飲まれ

る日も来るのではないでしょうか。

日本酒は杜氏と呼ばれる酒造りの職人集団により造

られていますが、やはり高齢化が進み杜氏の人数が減

っていると聞きます。日本酒の先行きに対する一抹の

不安要素ではありますが、時代を超えて伝承されて来

た酒造りの技が次世代に引き継がれ発展していくため

には、杜氏という職業に魅力を感じ後継者が増えてい

かなくてはなりません。

●温度管理は温度調節計で
おいしい日本酒を造るのに必要なものは酒造好適米

と言われる山田錦や５百万石などの米、日本酒造りに

適した水、麹や酵母で、これに杜氏の技術が加わり製

造工程での温度管理が最も重要になります。昔は杜氏

の感覚でこの温度管理がされていましたが、現在では

温度調節計でコントロールされるようになりました。

私どもの会社、株式会社チノーは温度の計測・制御・

監視の専門メーカでして、日本各地の日本酒の蔵元に

温度調節計を納めています。

当社の温度調節計が各蔵元のお酒のクオリティを高

めることに貢献できて大変うれしく思います。

●趣味とともに ････
私は大学生時代は囲碁部に所属しており、囲碁が趣

味なのですが、仕事が忙しくなり長らく石を握ってお

りません。最近はインターネットの囲碁も盛んですが、

少し余裕ができたら、本かやの碁盤で碁敵とおいしい

吟醸酒をいただきながら碁を打つ日を夢見ております。
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あ と が き

サッカーのワールドカップがブラジルで開催されました。我が日本代表も国民の声援を一身に集め奮戦
しましたが、世界の壁は厚く１分け２敗、選手はもちろん、サポーター、国民の誰もが想像していなかっ
た結果で終了することになりました。そのリベンジは４年後の大会で果たしてもらうとして、サッカーと
いう１競技のスポーツがこれだけ国民の高い関心を集めたことに感心と驚きを覚えました。集団的自衛権、
日中韓、イラク、ウクライナ問題等重要な案件が目白押しの中で、日本チームの試合の模様は常にトップ
ニュースで報道されており、改めてサッカーの魅力、スポーツの必要性、また、国民の気持を一つにする
ことのできるイベントの大切さを痛感させられました。

さて、９月 17 日（水）～ 19 日（金）の三日間、東京ビッグサイト東５ホールで INTERMEASURE 2014（第
26 回計量計測展）を関連する展示会と一緒に開催します。本展示会は隔年に開催してきており、産業界
が必要とする多種多様の計量計測機器・ニーズへ対応するため会員企業が２年間にわたり研究・開発した
ものを展示・紹介します。是非、この機会に会場へ足をお運びいただきご高覧くださるようお願いいたし
ます。

2014年９月17日（水）～19日（金）10時～17時

東京国際展示場（東京ビックサイト）東５ホール
東京都江東区有明３-21-１

計量計測機器・システム機器及び関連製品

（1）基調講演
（2）計測標準フォーラム
（3）法定計量セミナー
（4）技術講演
（5）出展製品・技術説明会
（6）企画展示コーナー
（7）アカデミープラザ

無料。次のURLから事前来場登録が行えます。
http://intermeasure2014.com

一般社団法人　日本計量機器工業連合会
　東京都新宿区納戸町25番１号（〒162-0837）
　TEL　03-3268-2121／FAX　03-3268-2167
　E-mail：intermeasure@keikoren.or.jp

会　　期

会　　場

出展製品

併催事業

お問合せ

入 場 料

東京ビッグサイトにて2014年９月17日より開催
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