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義一

田中
国内では、新型コロナウイルス
感染症拡大に伴い、観光業をはじ
めとするサービス産業が壊滅的な
状況に追い込まれる一方で、半導
体、情報通信機器業界は、５ の
実用化を前にＩｏＴ、ＡＩなどの
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済成長に急ブレーキがかかり、我
が国経済にも大きな影響がもたら
された１年でありました。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

２０２１年の年頭にあたり

会長

２０２０年の本会を取り巻く状
況を振り返りますと、年初頭から
世界中で新型コロナウイルス感染
症拡大により、人・モノの国境を
越えた移動の制限、基幹産業のサ
プ ラ イ チ ェ ー ン の 寸 断 等 も あ り、
生産活動の縮小に追い込まれまし
た。更に、米中間をはじめとする
貿易摩擦の激化、地政学的な情勢
をめぐる不透明感の増大から、経

デジタル技術を実装し
た製品需要が旺盛で
あったことから、活況
な１年となるなど、産
業、業種間で好不況の
濃淡がはっきり出た年
でもありました。
計量計測機器業界で
は基幹産業の設備投資
が低調であったことか
ら、年後半から受注が
減少し、前年度比 ％
程度で推移しておりま
す。

コロナ禍の終息が見
えない中ではあります
が、２０２１年度事業
では、会員の皆様と共
にアフターコロナに向
け、積極的に事業を展
開してまいります。
国土強靭化計画、ＤＸ（デジタ
ルトランスフォーメーション）や
次世代ヘルスケア等の新産業創
出、環境問題への取り組みとして
ＳＤＧｓ、グリーン社会の実現に
向けた様々な技術開発の支援事業
を展開します。
新技術導入・活用研究会事業で
は、ＤＸで活用が期待される機器、
５Ｇ、ＩｏＴ及びＡＩで活用が期
待される新世代センサ、公共イン
フラ等の安全診断技術等をテーマ
に調査研究を実施いたします。

90
また、米新政府の政策変更を視
野に一層のグローバル化への取り

組みを加速させます。計量計測機
器に係る標準化活動では、ＩＳＯ、
ＯＩＭＬ、ＪＩＳ等に対して、欧
州、中国、米州等の計量器団体と連
携し積極的に展開してまいります。
新市場事業の開発事業では、本
会発刊の小冊子「はかって、のば
そう、健康寿命」の改訂版を作成
し、病院、薬局、スポーツジムな
どに提供するとともに、電子書籍
版も作成して活用の拡大をはかり
ます。
２０５０年のカーボンニュート
ラル実現に向け、水素利用技術で
活用が期待される計量計測機器と
センサの需要動向調査等を積極的
に行い、会員の研究開発、製品化
につなげるための支援を行います。
また、これらの事業で行う研修・
セミナーでは、ＷＥＢセミナーを
積極的に活用し、聴講者の拡大に
取り組みます。

２ 月 に 開 催 す る 展 示 会
で は、 十
INTERMEASUER2021
分な新型コロナウイルス感染症拡大
防止策を講じたうえで、会員各社
が開発した新製品・新技術を一堂に
展 示し、多くの来 場 者が安心して
参加できる展示会となるよう準備
を行っております。是非 多 くの方
のご来場をお待ちしております。

最 後 に な り ま し た が、 本 年 も
なお一層のご支援とご鞭撻を賜
りますようお願い申し上げまし
て新年のご挨拶とさせていただ
きます。
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ロボット導入やＩＴ活
用による工場の自動化
や遠隔監視の導入の加
速に加え、立ち会いや
据え付け業務のオンラ
イン化、遠隔での機械
の保守・予防保全サー
ビスの提供、オンライ
ン・ シ ョ ー ル ー ム や
ウェブ展示会の展開な
ど、新たな可能性が拡
がりました。
また、近い将来、製
造現場においても、５
等の通信技術の本格活
用も見込まれます。生
産ラインの柔軟性を高
め、仮に不測の事態が
生じた場合にも、製品の増産や代
替生産等を容易にする可能性が拡
大します。これを実現すべく、研
究開発をはじめとした取組を進め
てまいります。
さらに、コロナ禍 を背 景とした
自 動 化・遠 隔 化へのニーズは、ロ
ボットやドローンを取り巻く環境
も大きく変化させています。従来
の工場の人手不足や生産性向上に
対 応したロボット等のデジタル技
術の活用のみならず、物流や小売
業 等でのロボット導 入や、インフ
ラ点検や離島物流、災害対応での
ドローン活用など、新たな技術の
活用の場が拡大しています。より
豊かな社会を実現していくために
も、ロボットを導入しやすい環 境
の構 築や、セキュリティの確 保さ
れたドローンの普及を進めてまい
ります。また、
「空飛ぶクルマ」に
ついても、２０２５年の大 阪関 西
万博での活用を目標に、制度整備
や社会実装を進めてまいります。

今回のコロナ禍では、サプライ
チェーンの脆弱性が顕在化しまし

た。第３次補正予算案で閣議決定
された国内投資促進の補助金を活
用し、生産拠点の集中度が高い製
品などのサプライチェーン強靱化
を進めてまいります。
さらに、米中の技術覇権争いを
背景とした米中の輸出管理の動向
も注視が必要です。産業界の皆様
に、タイムリーに情報を発信して
まいりたいと思います。産業界の
皆様におかれましては、自社のサ
プライチェーン上のリスクの把握
など、海外市場におけるビジネス
が阻害されることのないよう万全
の備えをお願いいたします。仮に、
サプライチェーンが不当に分断さ
れるようなことがあれば、経済産
業省が前面に立って産業界の皆様
をサポートしてまいります。

福島の復興は、継続して経済産
業省の最重要課題の一つです。昨
年、「 福 島 イ ノ ベ ー シ ョ ン・ コ ー
スト構想」の中核となる福島ロ
ボットテストフィールドが全面開
所致しました。地域の新たな雇用
や取引拡大につながり、ロボット
産業・ドローン産業を育む拠点と
なることを期待しております。

日本の製造業は、急速に変化し
続ける環境の中で、複雑で困難な
課題に多く直面しています。しか
し、それらに果敢に取り組みイノ
ベーションを続けることで、成長
を続けられると確信しておりま
す。引き続き、皆様の現場の生の
声をお伺いし、それを政策に活か
していきたいと考えております。

本年が、皆様にとって素晴らし
い１年となることを祈念いたしま
して、新年の御挨拶とさせていた
だきます。
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経済産業省製造産業局産業機械課
課長 玉井 優子

また、デジタル社会の急激な進
展への対応も不可欠です。非接触
や 非 対 面 と い っ た「 新 た な 日 常 」
の拡大や、地政学的リスクや自然
災害等の不確実性の高まりに対応
し、我が国製造業の国際競争力を
強化する観点からも、デジタル技
術は一つの重要なツールです。
産業機械業界においては、昨年、
様々なデジタル技術を活用した動
きが見られました。製造現場への

実現を目指す」ことを宣言致しま
し た。「 グ リ ー ン 成 長 戦 略 」 に 基
づ き、 洋 上 風 力 産 業、 水 素 産 業、
自動車・蓄電池産業などの各分野
での取組に加えて、各分野を支え
る産業機械・装置についても取組
を進めていく必要があります。世
界でも、先進国を中心に多くの国
や地域がカーボンニュートラル
の 旗 を 掲 げ て 動 き 出 し て い ま す。
カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル の 実 現 は、
経済成長の制約ではなく、むしろ
成長戦略そのものです。あらゆる
政策を総動員し、経済と環境の好
循環を実現してまいります。

令和３年の新春を迎え、
謹んでお慶び申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルスが
全世界に激震をもたらした一年で
した。新型コロナウイルス感染症
でお亡くなりになられた方々のご
冥福をお祈り申し上げるととも
に、健康面や生活面などで影響を
受けておられる方々に、心からお
見舞い申し上げます。また、産業
界の皆様からは、医療・生活物資
の増産など、様々な形で貢献いた
だ い て お り、 改 め て 敬 意 を 表 し、
感謝申し上げます。
この未曾有の危機を乗り越える
ため、私たちは、生活様式のみな
らず、産業構造や社会システムを
転換させていかなければなりませ
ん。これは大変なことであると同
時に、大きなチャンスでもありま
す。 特 に、
「グリーン社会」への
転 換、
「デジタル化」
、サプライ
チェーンの再構築をはじめとする
「レジリエンス」の強化について
重点的に取り組んでいく必要があ
ります。
昨年、
我が国は
「２０５０年カー
ボンニュートラル、脱炭素社会の
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INTERMEASURE2021／第29回計量計測展開催のご案内
2021年２月17日〜19日 東京ビッグサイト 青海展示棟にて
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
「INTERMEASURE2021／第29回計量計測展」を、2021年２月17日（水）〜19日（金）の３日間、
東京ビッグサイト 青海展示棟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。INTERMEASURE2021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、研究機関等の出展者が研究・開発してまいりました最先
端の計量計測機器、技術を多数ご紹介いたします。IoT・Bluetoothの対応製品をはじめとしたデジタ
ル化・自動化・省人化に貢献する各種計量計測機器、ソフト・システムも多数出展されます。
また、今回は「はかる・調べるフォーラム」という名称において、第10回総合検査機器展、
SENSOR EXPO JAPAN 2021、SUBSEA TECH JAPAN 2021と４展合同で開催し、一度のご来場
でより多くの製品・情報をご提供できるようにいたしました。
コロナ禍の折ではございますが、感染防止対策を講じてまいりますので、ぜひ会場にお越しい
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

INTERMEASURE 2021/第29回計量計測展
Measurement, Test and Control Technology Show 2021

会

期

会

場

2021年２月17日（水）〜19日（金）10時〜17時
東京ビッグサイト 青海展示棟
東京都江東区青海1-2-33

主

催

後

援

一般社団法人日本計量機器工業連合会
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

会期中に開催する講演会・セミナー等
基調講演：２月17日（水）10時30分〜11時30分
計測標準フォーラム：２月17日（水）13時〜16時
自動はかり特別セミナー：２月19日（金）13時〜16時05分
出展製品・技術説明会：２月18日（木）11時40分〜16時30分
２月19日（金）11時40分〜16時30分
アカデミープラザ：２月17日（水）14時〜15時50分
２月18日（木）13時30分〜15時50分
２月19日（金）13時30分〜15時20分
“はかる”ってはかりしれないー学生向け計量計測業界
展示会ツアー：２月17日（水）13時30分〜15時
４展示会合同企画「コロナに打ち勝つ技術力ゾーン、
「デジタル化・自動化社会のための技術ゾーン」
同時開催展示会（再登録不要）
はかる・調べるフォーラム（本展並びに第10回総合検査機器展、SENSOR EXPO JAPAN 2021、SUBSEA
、地盤技術フォーラム2021、第22回自動認識総合展
TECH JAPAN 2021）
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―本展にて行う感染症対策―
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京ビッグサイト「展示会等における新型コロナウイルス感染防止のための対応指針」ならびに一般社団法人日
本展示会協会「感染拡大予防ガイドライン」に則り定めた対応指針です。また、このガイドラインは感染症を100％防ぐ対策で使われるものではなく、主
催者、出展社、来場者、その他全ての関係者が感染を防ぐために守るべき事項について記載されたものです。
東京ビッグサイトが定める最大収容者数の管理
東京ビッグサイトにて定められた最大収容者数を超えないよう、会場入口と出口を分け、入場数と退場数を管理し、展示ホール内の滞留人数を常時計測します。
開催当日、最大収容者数を超えた場合は、入場制限を実施し、入場待機者は屋外にて物理的距離を保ちお待ちいただきます。
37.5度以上の発熱や咳などの風邪の症状など新型コロナウイルス感染疑いがある方のアテンド・来場自粛、入場制限の周知
展示会ホームページ、展示会招待状、メールマガジンなどでの事前周知及び当日の看板にて周知します。
また、当日は、サーモグラフィーでの検温の実施や体調不良者の方が発生した場合の為、隔離された救護部屋を準備します。
来場者、関係者へのマスク着用の周知
展示会ホームページ、展示会招待状、メールマガジンなどでの事前周知及び当日の看板にて周知します。
また、当日はマスク未着用の方の為、マスク配布窓口を設置します。
出展者、関係者、スタッフもマスク着用を義務付け適切に対応に当たります。
各所の定期的な消毒実施
東京ビッグサイトにて会場共有部分の定期的な消毒を行います。会場内の諸室、セミナー会場、休憩所などは主催者にて定期的に消毒を行います。
また会場出入り口には手指消毒液を配置し、手指消毒を励行します。
ソーシャルディスタンス保持と飛沫防止、定期的な換気の実施
受付ではソーシャルディスタンスを確保してお並びいただき、飛沫防止アクリル板等を設置します。
会場内外セミナーは席数を減らし、講演者前には飛沫防止としてアクリル板等を設置し開催します。
搬入シャッターの一部開放など換気に努めます。また、セミナー会場も定期的な換気を行います。
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出展者一覧

M-33 ㈱アサカ理研

M-28 東京計器㈱

M-14 旭計器工業㈱

M-04 東京計装㈱

M-13 アンリツインフィビス㈱

M-21 トキコシステムソリューションズ㈱

M-52 ㈱イシダ

M-08 ㈱富永製作所

M-09 ㈱Any Design

M-01 長野計器㈱

M-31 ㈱オーバル

M-01 ㈱ナガノ計装

M-19 柏原計器工業㈱

M-15 （一社）日本計量振興協会

M-06 鎌長製衡㈱

M-37 ㈱日本計量新報社

M-02 ㈱共和電業

M-25 日本フローセル㈱

M-18 上根精機工業㈱

M-30 （一財）日本品質保証機構

M-51 ㈱クボタ

M-01 ㈱フクダ

M-17 ㈱ケツト科学研究所

M-01 ㈱双葉測器製作所

M-53 神戸衡機㈱

M-36 モーションリブ㈱

M-12 ㈲三協インターナショナル

M-03 大和製衡㈱

M-24 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

M-16 ヤマヨ測定機㈱

M-27 santec㈱
M-20 湿度、水分計測・センサ研究会

（

■アカデミープラザ出展者一覧

）

神栄テクノロジー㈱、㈱第一科学、㈱チノー、
㈱テクネ計測、トウプラスエンジニアリング㈱、
㈱ビートセンシング

M-38 茨城大学
M-39 岡山大学

M-26 島津システムソリューションズ㈱

M-40 静岡大学

M-26 ㈱島津製作所

M-41 国立研究開発法人 情報通信研究機構

M-23 ㈱昭和測器

M-42 信州TLO

M-11 ㈱ソニック

M-43 大学知財群活用プラットフォーム

M-32 ㈱竹中製作所

M-44 ㈱タマティーエルオー

M-05 ㈱タツノ

M-45 東京電機大学

M-07 ㈱田中衡機工業所

M-46 東京都立大学

M-22 ㈱タニタ

M-47 東京理科大学

M-02 タマヤ計測システム㈱

M-48 東洋大学

M-29 ㈱チノー

M-49 明治大学

M-34 ツクモ工学㈱

M-50 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

M-35 ㈱テンサー
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基調講演・セミナーご案内
２月17日（水）
●基調講演
会

場：東京ビッグサイト 青海展示棟 ホールA セミナー会場A

聴講料：無料（事前登録制）
時
講

間：10：30～11：30
師：川崎重工業株式会社 船舶海洋カンパニー フェロー
（潜水艦・AUV関連技術担当） 湯浅

鉄二 氏

現在AUV（自律型無人潜水機）は、海底から高度を取って航行し、地形の調査等を行っています。更
に、水中の設備に近づきセンサを近接させることができれば、検査分野において主流のROV（遠隔操
作型無人潜水機）に取って代わり、大幅なコストダウンが可能となります。そのAUV開発への当社の
チャレンジを紹介いたします。

●計測標準フォーラム
時

間：13：00～16：00

会

場：東京ビッグサイト 青海展示棟 ホールA セミナー会場B

主

催：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（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18回講演会
健康な生活を支える計量標準・計測技術
聴講料：無料（事前登録制）
時間

テーマ・講師

内容

【開会挨拶】
13:00〜13:05 （一財）化学物質評価研究機構
（CERI） 常務理事
（計測標準フォーラム代表） 四⾓⽬ 和広氏
13:05〜13:10

【来賓挨拶】経済産業省 産業技術環境局
計量⾏政室⻑ ⼤崎 美洋氏

【講演】
「医療診断領域における線量管理⽤⾯積線量計の校正」 近年、X線を用いた医療診断において照射する線量の標準化が進め
13:10〜13:40 （⼀財）⽇本品質保証機構（JQA）計量計測センター られており、線量測定には面積線量計を用いることが推奨されてい
⾼島 誠氏
る。JQAでは国内初、面積線量計の校正を開始したので紹介する。
【講演】「⽣体成分の計測が拓く健康⻑寿」
13:40〜14:10 （⼀財）化学物質評価研究機構（CERI）
東京事業所環境技術部 ⼭中 秀徳氏

近年、計測装置、技術の進展に伴い遺伝子等の網羅的解析に基づく
分子標的薬の開発や個別化医療も可能になってきた。発表では各生
体分子の特徴とそれらの最新計測技術がもたらす健康長寿へのイン
パクトを概観する。

14:10〜14:40

【講演】
「安全で健康な⽣活を⽀える有機標準物質」 医薬品やプラスチック製品など、身の回りにある有機物質によって
産業技術総合研究所 計量標準総合センター（NMIJ） 生活が豊かになる一方で、有害なものも存在する。本講演では、規
物質計測標準研究部⾨ 有機基準物質研究グ 制値のある有害物質を正しく評価するために不可欠な、有機標準物
ループ 研究グループ⻑ 伊藤 信靖氏
質について紹介する。

14:55〜15:25

【講演】
「発熱者検知⽤サーモグラフィの課題と信頼性向上」 新型コロナウイルス感染拡大により、様々な場所で発熱者検知のた
産業技術総合研究所 計量標準総合センター（NMIJ） めの非接触温度計測が行われているが、表示される温度精度が十分
物理計測標準研究部⾨ 光温度計測研究グループ とは言い難い。そのため、測定対象や周囲環境の影響、サーモグラ
主任研究員 笹嶋 尚彦氏
フィーの特性など発熱者検知を行う上での注意点について紹介する。

15:25〜15:55

【講演】「気流制御による感染症対策のための微風速計測技術」 弱い気流を発生させることでウィルスの拡散を抑制する技術があ
産業技術総合研究所 計量標準総合センター（NMIJ） る。高い効果を発揮するためには微風速の計測が重要であり、
研究戦略部 上席イノベーションコーディネータ NMIJで進めている簡易型三次元微風速センサの開発と校正技術に
⾼辻 利之氏
ついて紹介する。

15:55〜16:00

【閉会挨拶】
産業技術総合研究所 計量標準総合センター（NMIJ）
計量標準普及センター長
（計量標準フォーラム副代表） 小畠 時彦氏
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２月18日（木）
●出展製品・技術説明会
時

間：11：40～16：30

会

場：東京ビッグサイト 青海展示棟 ホールA セミナー会場C

聴講料：無料（事前登録制）
時間
セミナーNo.
社名
11:40〜12:00 18-IM1 東京計装㈱
13:10〜13:30 18-IM2 ㈱ケツト科学研究所
13:50〜14:30 18-IM3 大和製衡㈱
14:50〜15:10
15:30〜15:50
16:10〜16:30

テーマ
マルチパス天然ガス用超音波流量計
近赤外線による水分と多成分測定
魚用品質状態判別装置 FishAnalyzerを活用した「鮮度の見える化」の紹介
産業界のニーズに応えるJQA の認定校正
18-IM4 （一財）日本品質保証機構
〜ISO/IEC 17025 対応 新規取扱品目および各種サービスのご案内〜
18-IM5 旭計器工業㈱
アナログメータ可視化
18-IM6 長野計器㈱
新時代圧力計測「ワイヤレス圧力計測解説」

２月19日（金）
●出展製品・技術説明会
時

間：11：40～16：30

会

場：東京ビッグサイト 青海展示棟 ホールA セミナー会場C

聴講料：無料（事前登録制）
時間
セミナーNo.
社名
11:40〜12:00 19-IM1 ㈱Any Design
13:10〜13:30 19-IM2 東京計装㈱
13:50〜14:30

19-IM3

santec㈱

14:50〜15:10
15:30〜15:50

19-IM4
19-IM5

㈱共和電業
長野計器㈱

16:10〜16:30

19-IM6

長野計器㈱

テーマ
分解能0.001［mm/m］のデジタル精密水準器ノウハウ
FM4000形マグゲージ
高感度光学式三次元形状測定器
－従来技術では計測困難であった形状計測への応用について－
光ファイバ計測ソリューションの紹介
コロナ時代の室圧制御「圧力計測の提案」
橋梁の点検・監視を支援する技術
「スマートセンサによる橋脚基礎の洗掘モニタリング」

本会のYouTubeチャンネル「メジャーチャンネル」にて、INTERMEASURE 2021出展者動画を公開
中です。ぜひ、ご視聴・チャンネル登録をお願いいたします。
・チャンネル名称：メジャーチャンネル
・チャンネルURL：https://www.youtube.com/channel/UCJJMOi３BktMqpZZydPXCzEA/

―WEBサイトのご紹介―
INTERMEASURE 2021（WEB）
https://intermeasure.org/

はかる・調べるフォーラム（WEB）
https://hakaru-shiraberu-f.jp/

日本計量機器工業連合会（計工連）ツイッター
https://twitter.com/jmif_keikoren
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●自動はかり特別セミナー
計量法関係政省令が改正され、自動はかり（自動捕捉式はかり、ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール）
が法規制の対象になりました。
また、自動はかり等の検定を実施する機関として主に民間が主体の「器差検定を中心に行う指定検定機関」が導入されました。
INTERMEASURE 2021では、自動はかり一連の制度設計に係る見直しを終えたことから、政省令改正から技術基準であるJIS
の整備、民間の検定機関参入について紹介いたします。

日

時：２月19日（金）13：00〜16：05

会

場：東京ビッグサイト 青海展示棟 ホールA セミナー会場B

聴講料：無料（事前登録制）
時間

テーマ・講師

13:00〜13:45

「器差検定を中心に行う指定検定機関制度」
経済産業省計量行政室

13:50〜14:20

JIS B7607「自動捕捉式はかり」について
アンリツインフィビス㈱

14:25〜14:55

JIS B7603「ホッパースケール」について
鎌長製衡㈱

15:00〜15:30

JIS B7604「充塡用自動はかり」について
㈱クボタ

15:35〜16:05

JIS B7606「コンベヤスケール」について
大和製衡㈱

●行政担当官による相談窓口「自動はかりの検定等に関する相談窓口」
日

時：２月19日（金）10：30〜12：00、13：30〜16：00

相談員：経済産業省産業技術環境局計量行政室

●４展示会 合同企画「特別パネル展示ゾーン」
「INTERMEASURE」
「総合検査機器展」
「SENSOR EXPO JAPAN」
「SUBSEA TECH JAPAN」の４展示会合同企画として「特
別パネル展示ゾーン」を設けました。会場では以下の２つのテーマに沿ったパネル展示を行います。
コロナに打ち勝つ技術力ゾーン／デジタル化・自動化社会のための技術ゾーン

●“はかる”ってはかりしれない―学生向け計量計測業界展示会ツアー
日

時：２月17日（水）13：30〜15：00

会

場：東京ビッグサイト 青海展示棟 ホールA セミナー会場C

参加費：無料（事前登録制）
来場特典：展示会見学ツアー参加者全員に図書カードNEXT1,000円分
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、
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します。
スケジュール
13：00〜13：30

展示会見学ツアー受付 （青海展示棟 ホールＡ セミナー会場Ｃ）
※別に展示会場への登録・受付が必要となります。

13：30〜14：20

“はかる”ってはかりしれない―学生向け計量計測業界展示会ツアー特別講演

14：20〜15：00

展示会見学ツアー
※セミナーの内容、スケジュールは変更になることがあります。

10

はかる

No.140

「アカデミープラザ」発表テーマ・内容
INTERMEASURE 2021／第29回計量計測展では、次の大学・研究機関等から計量計測に係る基礎技術、先端技術、情報
など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てご参観ください。

M-38

茨城大学

生活環境圏の計測技術とフィールドワーク
【概要】
茨城県とその周辺地域をテストサイトとし、工学部研究
室で開発した環境計測技術を用いたシステム及びフィー
ルドでの成果を発表します。

M-40

静岡大学

M-39

岡山大学

水中部の鉄鋼構造物腐食検査装置
【概要】
水中部の鉄鋼構造部の腐食による減肉検査は、海洋生成
物などの付着や、錆があるために肉厚検査が困難でした。
これらを取り除くことなく検査できる磁気センサを用い
た極低周波渦電流検査法（ELECT）を開発し、実際の鋼
矢板や橋脚などに適用したので紹介します。

M-41

国立研究開発法人 情報通信研究機構

人工知能（AI）による機械の異音の検出と正常異常判別
周波数国家標準と日本標準時の供給
【概要】
【概要】
我々はディープラーニングによる人工知能（AI）を用いて、 NICTにおける周波数国家標準と日本標準時の生成と供給
機械が動作中に発する動作音中に含まれる異常時に発生
及び周波数校正業務における周波数国家標準とのトレー
する異音成分を検出して、その有無や大きさから機械の
サビリティについて紹介します。また、新しい日本標準
正常異常判定や異常な場合の故障個所の特定を行う計測
時の供給技術についても紹介します。
器を研究しています。INTERMEASURE 2021では異音
成分を評価する計測器を持ち込み、その場で評価・判別
を行わせるデモを行います。

M-42

㈱信州TLO

M-43

大学知財群活用プラットフォーム

大学の計測シーズをまとめて紹介
最新の計測・センサに関する技術シーズのご紹介
【概要】
【概要】
信州大学、富山大学、埼玉大学の特許技術を紹介します。 大学知財群活用プラットフォームは、大学等の研究機関
■バイオ・医薬分野：生 死細胞の計測・分離技術、現場
の産学連携部門ネットワークであり、各大学・機関のイ
で使える小型の薬物の検知装置
チオシシーズを紹介します。
■化学分野：手 軽なナノ材料の表面分析技術、シンプル
1）安定、正確、コンパクトな放射線計測装置
な水素検知センサ
2）糸を使ったセンサ用流路機構
■物理分野：堅 牢で高感度な超音波センサ、光を使った
3）スピントロニクスを利用した微小振動センサ
２次元表面状態の観察技術
4）600 ℃以上の高温で使用可能な耐熱ひずみセンサ

M-44

㈱タマティーエルオー

M-45

東京電機大学

次世代センシング
何度でも計れるｐHセンサ及び高精度微分干渉計
【概要】
【概要】
ヘテロコア光ファイバを使用した歪センサ、化学センサ、 1）指示薬が水溶液中に溶け出さないため、何度でもpH
バイオセンサ。
が計測できる色調変化型高分子ゲルの紹介をします。
2）表面形状の計測の方法のひとつとして、微分干渉計
を用います。従来の表面形状測定機と比べ、参照面を必
要とせず、かつレンズの中心、外周にかかわらず精度・
分解能が一定である微分干渉計の原理を紹介します。
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M-46

東京都立大学

M-47

東京都立大学の計量・計測関連シーズの紹介
【概要】
東京都立大学は東京都が設置する公立大学として、幅広
い 分 野 の 研 究 に 取 り 組 ん で い ま す。INTERMEASURE
2021では、医療・ヘルスケアの現場で活用が期待される
計測技術を中心に、本学が所有する計量・計測に関連す
るシーズを紹介します。

M-48

東洋大学

東京理科大学

導電性DLC電極を用いた血中物質連続計測の開発
【概要】
本導電性DLC電極は、
① 高感度かつファウリング耐性に優れた電極材料である
② 様々な材質・形状の基材上に均一かつ平坦なDLC薄膜
を備える、という特徴を持つ。
点滴針やカテーテルに導電性DLC電極センサーを構築す
れば、血中の薬剤濃度をリアルタイムで検知し、自動制
御する「スマート投薬システム」にも応用できます。

M-49

明治大学

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
機能性材料の計測・試験装置の高度化と信頼性の評価
【概要】
【概要】
化学物質の同定に有効な表面増強ラマン分光法（SERS） 半導体製造工程や液晶ディスプレイなど、機能性材料と
の産業応用が注目を集めています。我々は農作物等の固
して使用されている粘着剤のナノシェア計測法の開発、
相面に吸着した微量物質のin-situ検出や、食品等の複雑
及び機能特殊紙の透気度・平滑度測定結果の信頼性の標
なマトリックス中に存在する成分・添加物の同定に適し
記として計測の不確かさの推定方法について紹介します。
たSERS基板の開発を進めています。低価格化に適した
生産方式及び利用方法の簡便化について紹介します。

M-50 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
“超音波”を使って見えないものを可視化する
【概要】
超音波が気体の種類と濃度によって音速が変わる特性を
利用した水素ガス濃度測定技術を紹介します。従来のセ
ンサーでは不得意とされた応答速度や低濃度からの応答
性に優れています。
今後の水素利用拡大において、インフラ設備や燃料電池
車等アプリケーションに用いる検知器やプロセス計装と
しての応用が期待できます。

■ プレゼンテーション
大学・研究機関によるプレゼンテーションを以下により行います。
会

場：展示会場 アカデミープラザ内

聴講料：無料（事前予約不要、直接会場にお越しください）
２月17日（水）
13：30〜13：50

―

２月18日（木）

２月19日（金）

国立研究開発法人 情報通信研究機構 大学知財群活用プラットフォーム
周波数・時刻標準の新展開と時空 大学知財群活用プラットフォーム
間同期
（PUiP）のご紹介

14：00〜14：20

㈱タマティーエルオー
次世代センシング

東京電機大学
何度でも計れるpHセンサ及び高
精度微分干渉計

東京都立大学
マイクロ流路内の化学反応の多成
分同時測定

14：30〜14：50

㈱信州TLO
大学の計測シーズをまとめて紹介

茨城大学
生活環境圏の計測技術とフィール
ドワーク

明治大学
微小加振負荷方式による粘弾性体
の動的せん断変形特性評価法

15：00〜15：20

東京理科大学
導電性DLC電極を用いた血中物
質連続計測の開発

岡山大学
水中部の鉄鋼構造物腐食検査装置

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
“超音波”を使って見えないものを
可視化する

15：30〜15：50

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

静岡大学
人工知能（AI）による機械の異音
の検出と正常異常判別

―

※プレゼンテーション実施機関及びスケジュールは変更になることがあります。
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M-33

M-14

M-09

㈱アサカ理研

旭計器工業㈱

㈱Any Design

計測器を用いた品質管理業務において、「手書き入力
の手間」「ヒューマンエラーが多い」「データの管理・
保護が煩雑」
のような課題はございませんでしょうか。
これらの課題を解決する、検査データ管理ソフトを
ご提案いたします。

既存のアナログメーターを「リモートで確認した
い！」
「導入コストは抑えたい！」「検針の省力化を
図りたい！」というご要望に応えるべく、圧力計メー
カーとシステムメーカーがタッグを組んだ新製品“ア
ナログメーター可視化サービス”をご紹介します。

気泡管式デジタル精密水準器「LevelMam」を実演、
展示します。気泡の位置を人の代わりに画像センサー
で読むデジタル無線水準器です。手元のスマホで一
人作業など抜群の作業性です。データはIoT用途に
最適です。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

Mr. Manmos Soraは測定データの自動取り込み・検
査表出力・改ざん防止・データ活用など検査業務に
必要な機能がそろった検査データ管理ソフトです。
全国200以上の企業様への導入実績があり、品質管
理部門の工数削減・ミス防止・データの一元管理と
いった成果を出して頂いております。
また、製造現場や品質管理部門の課題を熟知してお
り、導入時のサポートから各社の運用に合わせたカ
スタマイズまで、柔軟に対応いたします。

＜連絡先＞
TEL 024-944-4724 FAX 024-944-4749
https://ask-hinkan.com/

M-31

「LevelMam」ADL-3シリーズ
精密加工、測定に必須の精密水準器です。
JIS A級以上の高精度、高安定、堅牢、小型、ロー
コストな無線水準器です。
気泡で高精度、高感度＆Gセンサーで±0.001〜±9.99
［mm/m］の測定が可能。
有線（USB）と無線（Bluetooth4.0ドングル）で各
国に対応。無線は同時接続数無制限で、大型装置で
は同時に10台の計測実績もあります。
データは作業管理、品質管理、自動化などIoT用途
に最適です。

＜主な出展物＞

アナログメーター可視化サービス
ブルドン管圧力計
耐振型圧力計
隔膜式圧力計
バイメタル温度計

＜連絡先＞
TEL 03-3436-5381 FAX 03-3436-5433
https://www.asahigauge.co.jp/

M-06

＜連絡先＞
TEL 042-315-9801 FAX 042-315-9801
https://anydesign.jp

M-02

㈱オーバル

鎌長製衡㈱

㈱共和電業

流量計測のスペシャリストとして、各種用途でご使
用いただける流量計や関連機器について、2020年に
発売開始した新製品を中心に無線通信タイプの流量
計やIoTソリューションを実演展示いたします。

Withコロナの時代を見据えて計量業務においても自
動化・省力化のニーズはより一層高まっています。
当社では計量器単体だけでなくアプリケーション設
計まで一貫して行いご要望に応じた一連のシステム
をご提供致します。

共和電業グループが提供する光ファイバ計測ソ
リューションをはじめ、カメラを用いた非接触計測
や長距離無線ユニットの活用等、デモ展示を通じて
当社ならではの提案を行ってまいります。

＜主な出展物＞

・高 精度・汎用形容積流量計「ウルトラオーバル
Type S」
・容積流量計「フローペット-５G」
・渦式フローモニター「Eggs DELTA II」
・無線センサネットワーク「Link920」シリーズ
・無線センサネットワーク「ミスター省エネ」シリーズ
・ローリー車向け 無線 流量プリンタシステム
「EL9000」

＜連絡先＞
TEL 03-3360-5131 FAX 03-3365-8603
http://www.oval.co.jp/

＜主な出展物＞

フォークリフトやハンドリフトなどの荷役機器に荷
物を載せたまま計量が可能なモバイル（移動式）計
量器をご紹介します。運搬と計量を１台でこなすた
め作業時間が短縮でき生産性向上に貢献します。検
定付きモデルもラインナップし商取引にもご使用い
ただけます。WLAN出力等を組み込みも可能な為、
離れた場所への計量値の伝達や累積重量の管理も可
能です。
またオペレーターなしでの計量業務を可能にしたト
ラックスケール無人化システムを出展し省力化・コ
スト削減のご提案を致します。

＜連絡先＞
TEL 087-845-1111 FAX 087-845-7442
http://www.kamacho.co.jp/

＜主な出展物＞

・光ファイバ測定器 EFOX-1000シリーズ他
・サンプリングモアレカメラ DSMC-100A
・長距離無線ユニット SRLS-100シリーズ
・コンパクトレコーダ CTRS-100シリーズ
・国内初！加速度計の遠心校正サービス
・ひずみゲージの歴史
・タマヤ計測システム社製品（測量機器等）
・関連企業とのコラボレーション展示

＜連絡先＞
TEL 03-5226-3555 FAX 03-5226-3557
https://www.kyowa-ei.com/
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M-18

M-51

M-17

上根精機工業㈱

㈱クボタ

㈱ケツト科学研究所

小分け作業に特化した計量機をご提案します。家庭
用100V電源で使用可能な自動計量機と、バッテリー
駆動により、電源不要な計量ツールをご提案します。
いずれも、小分け作業の大幅な負担軽減と正確な計
量による「安心」をご提供します。

クボタは防爆型はかりのリーディングカンパニーと
して、本質安全防爆型、耐圧防爆型、樹脂充填防爆
型のはかりを出展します。さまざまな危険場所に対
応できる防爆型はかりをラインナップ。その防爆技
術は1990年の発売から四半世紀以上にわたり開発を
続け、樹脂充填防爆型デジタルロードセルを搭載し
た台はかりは世界初（※）の技術です。
※デジタルロードセルとして2012年12月当社調べ

本展では試料の焦げつきに強い加熱式水分計を始め
とする各種水分測定機器や、塗装・めっき・フィル
ム厚等の膜厚測定用の機器、瞬時に水分や多成分の
測定が可能な近赤外応用機器を展示いたします。
水分測定、
膜厚測定について幅広くご紹介ができます。

＜主な出展物＞

◇商品名：
「超小袋パッカー SSP－２」
特 徴：オリジナル商品づくりに最適です。贈答
品やサンプル品づくりに即対応します。家庭用
100V電源で、電気工事も不要です。コンパクトサ
イズで、設置場所を選びません。
◇商品名：
「テーブルスケール KTS－11」
特 徴：小分け作業の効率化と正確な計量に役立
ちます。袋詰め作業も簡単です。バッテリー駆動
のため電源も不要です。計量部は工具不要で分解
できますので、お掃除など、お手入れも簡単です。

＜連絡先＞
TEL 052-352-4111 FAX 052-352-9028
http://www.kamine.jp/

M-12

㈲三協インターナショナル

質量の基準として用いられる分銅は、耐食性・耐候
性に強く、長期安定性に優れたステンレス鋼製の分
銅が非常に最適です。弊社は、公称値が500㎏のス
テンレス鋼製の分銅を展示いたします。また、特殊
な形状をした分銅の製作に関するご相談も承ります。

＜主な出展物＞

■樹脂充填防爆型デジタルロードセル搭載
Exm防爆型台はかりシリーズ
高精度（C6：1/6000）の計量が可能です。A種接地
工事が不要になるため、配線コストを削減できます。
■耐圧防爆型液体充填機
KKC-20SKV-EX
溶剤、アルコールなどの充填を行う危険場所で使用
可能な液体充填機。充填は起動ボタンを押すだけの
簡単操作です。
■本質安全防爆型台はかり
KL-ISシリーズ
ゾーン0の危険場所での使用が可能な電池式台はか
り。電池寿命約600時間の長寿命設計です。

＜連絡先＞
TEL 072-993-1977 FAX 072-993-8198
https://scale.kubota.co.jp/

M-24

産業技術総合研究所
計量標準総合センター

新たなキログラムの単位を実現する
ために用いたシリコン単結晶球体
産業技術総合研究所 計量標準総合センター（NMIJ）
では、計測の基準となる計量標準の開発・供給を行っ
ています。今回の展示では、NMIJの独自技術を基に
した新たな計測技術、および社会活動・日常生活に
貢献する法定計量に関して紹介します。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

サンプルの水分を非破壊でリアルタイムに測定でき
る近赤外水分計・成分計を展示します。インライン
用と卓上型があり、卓上型では従来、サンプル測定
面を平滑にしたり、光源との距離を調整したりする
ことが正確な測定のポイントでしたが、本器はガラ
ス上に載せたサンプルの底面を測定することで正確
さが向上し、手間の低減にもつながりました。サン
プルセルは付属のガラスシャーレの他、使い捨ての
ポリ袋等も使用できますので、より簡単に測定する
ことができます。

＜連絡先＞
TEL 03-3776-1118 FAX 03-3772-3001
http://www.kett.co.jp/

M-27

santec㈱

当社は光技術の革新を通して、世界中に新しい価値
を届けることを企業指針としています。本展示会で
は高感度光学式三次元形状測定器、光干渉断層画像
装置を動展示致します。また、リモートセンシング
用FMCW LiDARも取り扱いしております。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

今回は、計量標準の開発等で培った長さや圧力計測
などにおけるNMIJの革新的な独自技術を基にしたイ
ノベーションを加速する新たな計測技術、および社
会活動・日常生活における「取引・証明」や「人々
の安心・安全の確保」に貢献する法定計量に関する
パネル展示を行います。併せて、NMIJが貢献した約
130年ぶりの質量単位「キログラム」の定義改定にて、
新たなキログラムの単位の実現に用いたシリコン単
結晶球体のレプリカを展示します。

高感度光学式三次元形状測定器「OPS-1000」
本製品は波長可変レーザによるヘテロダイン検波方
式により、三次元計測器では世界最高レベルの最小
受光感度を実現しております。形状、材料、色、表
面状態を問わず、非接触・高速・高精度測定が可能
です。
光干渉断層画像装置「IVS-2000」
本製品は近赤外光を用いた非接触、非破壊、非侵襲
なイメージング装置です。SS-OCT方式を採用して
おり、従来よりも高感度に、より深くイメージング
出来る事が特徴です。

＜連絡先＞
TEL 029-827-1758 FAX 029-827-1898
https://www.fundou.shop

＜連絡先＞
TEL 029-861-4118 FAX 029-861-4099
https://unit.aist.go.jp/nmij/

＜連絡先＞
TEL 0568-79-3536 FAX 0568-79-1718
https://www.santec.com/jp/

分銅に関する国際的な文書であるOIML R111に基づ
く公称値が１mgから20kgまでのステンレス鋼製の分
銅（OIML 型分銅）、計量法における各種の基準分銅、
おもり等を展示いたします。
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M-20

湿度、水分計測・センサ研究会

M-26

島津システムソリューションズ㈱

M-26

㈱島津製作所

流量計校正試験所
ー瀬田（滋賀県大津市）ー

湿度計測及び水分計測センサに係わる技術の向上、
普及を目的に活動を行っています。今回も、湿度、
水分計測・センサ研究会の紹介及び活動概要パネル
と、国立研究開発法人産業技術総合研究所における
計測と標準について紹介するパネルを掲示します。

私ども島津グループのブースでは「はかる」をキー
ワードに、様々な視点よりお客様の測定、計測ニー
ズにお応えする機器や各種サービスをご紹介します。
計量・計測・解析・試験の総合メーカーとして、お
客様の活動を常にサポートしてまいります。

＜主な出展物＞
＜主な出展物＞

湿度センサ・露点計・温湿度計等の製品を６社が展
示いたします。また、研究会会員企業のカタログも
展示いたします。
《共同出展企業》
神栄テクノロジー㈱、㈱第一科学、㈱チノー、㈱テ
クネ計測、トウプラスエンジニアリング㈱、㈱ビー
トセンシング。

＜連絡先＞
TEL 03-3268-2121

FAX 03-3268-2167

M-23

私ども島津製作所のブースでは様々な視点で新たな
HAKARUをお客様に提供できる測定、計測機器や
サービスをご紹介します。
計量・計測・解析・試験の総合メーカとしてお客様
の活動を常にサポートします。

■流量計校正サービス
校正対象の流量計はメーカーを問いません。
現地でのJCSS校正も可能です。
｢技術｣ と ｢納期｣ に自信があります。
■電磁流量計
小型・軽量・高精度＆短い面間距離。
一体形も選べます。
■電磁式水道メーター
平 成17年3月に改正された計量法に適応した特定
計量器。
新JIS規格に基づき、取引・証明用に使用できます。

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 075-823-2830 FAX 075-823-2831
https://www.shimadzu.co.jp/sss/

＜連絡先＞
TEL 075-823-1110 FAX 075-823-1348
https://www.an.shimadzu.co.jp/

M-11

クラス最速の迅速計量で作業効率大幅アップ
分析天びん APシリーズ
塗膜下の母材異常など見えない欠陥を可視化
超音波光探傷装置 MIV-500
工場排水・水道水など水質の連続監視に最適
オンライン用水質分析計 TOC-4200
水深3500mの深海でも高速無線通信が可能
水中光無線通信装置 MC100
ワーク内部の３次元寸法計測を高精度で実現
計測用X線CTシステム XDimensus 300

M-32

㈱昭和測器

㈱ソニック

㈱竹中製作所

㈱昭和測器は力計ロードセル（試験機校正用）、特殊
ロードセル、汎用ロードセル等、荷重計測・荷重管
理に使用して頂ける様々な製品を展示します。
今期、５MN力基準機を導入した事により、高容量
ロードセルを高精度化して供給できる体制を整えて
おります。
また、近日中には高容量の校正サービスの開始も予
定しております。

超音波技術を核とした計測機器の専門メーカーであ
る弊社は、超音波気体流量計を国内で初めて製品化
しました。
30年以上の実績がある自社開発技術により生み出し
た信頼のある超音波計測機器をご紹介致します。

竹中製作所は創業以来60有余年都市ガスメーターを
製造してまいりました。ガスメーターのスケルトン
モデルを使用した内部構造の紹介やガスメーターの
修理前後の実機を展示いたします。創業より蓄積し
た技術・ノウハウのご紹介とあわせて是非ご覧くだ
さい。

＜主な出展物＞

■μLF300シリーズ
塗料や、添加、薬液等を使用する製造装置における
微少流量計測（０〜最大4000ml／min）に最適な高
精度超音波液体微少流量計を展示致します。
■WA790シリーズ
クリーンルームなどの空間内の気流を３次元で可視
化する風向風速計を展示致します。液晶パネルや
LEDの製造ライン、塗装・乾燥工程、住環境や庫内
監視に最適です。無風状態・温度の計測も可能です。

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 03-3850-5431 FAX 03-3850-5436
http://www.showa-sokki.co.jp/

＜連絡先＞
TEL 042-512-5493 FAX 042-595-9950
http://www.u-sonic.co.jp/

＜連絡先＞
TEL 047-323-2188 FAX 047-322-7629
https://www.i-takenaka.co.jp/

●一軸試験機校正用 力計ロードセル
JCSS 0.5級対応
定格容量 500N〜10MNの幅広いラインナップ
●硬度計校正用ロードセル
各種、硬度計に合わせたラインナップ
●高温用小型ロードセル
●２分力ロードセル
●参照用トルクメーター

＜主な出展物＞

●ガスメーターのスケルトンモデル
⇒通常では見ることができない家庭用ガスメーター
の内部構造や計量時の動きをデモ機にてご説明い
たします。
●新品・再生品ガスメーター実機
⇒修理により再生し、繰り返し使用する膜式ガスメー
ター。新品・再生品のガスメーターの展示と「３R」
に則したガスメーターの再利用の工程をご紹介い
たします。
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M-05

M-07

M-22

㈱タツノ

㈱田中衡機工業所

㈱タニタ

危険物の取扱や貯蔵全般のインフラ企業として、安
全でクリーンな環境を創出する新型ガソリン計量機
をメインに展示します。
また、当社の取り組みとして、災害時の緊急対応や
施設や設備の保守管理の問題を解決する製品やサー
ビスをご紹介します。

今回は当社の近年の新しい取り組みをご紹介します。
養豚業界でのIoT活用事例、トラックスケールのク
ラウド活用事例やリモートメンテナンス、船上で使
用できるデジタルはかりなどを展示します。

最先端の分析手法である「４C法」を基準とし、体
脂肪率や筋肉量をより高い精度で導き出す
「TANITA
４C Technology」を搭載した新しい家庭用体組成計
を中心に、コロナ禍で需要の伸びている計量計測機
器を展示、紹介いたします。

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

メインの出展は、
養豚業界におけるIoT活用事例です。
計量データをはじめ、様々なデータをクラウドにアッ
プし、見える化することで生産性向上のための分析
を可能にします。
その他、現地に赴く必要のないトラックスケールの
リモートメンテナンス、クラウドを使った複数拠点
の計量データ管理などをご紹介します。
国内初の船上で使用できるデジタルはかりは実演を
行います。
是非お立ち寄りください。

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 0256-45-1251 FAX 0256-45-2204
https://www.tanaka-scale.co.jp/

＜連絡先＞
TEL 03-3558-8111 FAX 03-3558-0335
https://www.tanita.co.jp/

①新型ガソリン計量機「サニーNX D100R」
ベーパー液化回収装置「エコステージD」を内蔵し
た計量機。給油時のガソリン臭をカットし、資源の
有効活用とクリーンな環境づくりを実現します。
②緊急用バッテリー可搬式計量機
災害等の停電時にバッテリーで駆動し、災害初期対
応時に作業労力を軽減し燃料を供給します。
③レスキューチャージャー
停電時に携帯端末などの通信機器を充電できる実用
的なキットを装備。設置場所に困らないロック付き
の防災ボックスです。

＜連絡先＞
TEL 050-9000-0567 FAX 03-3452-6125
https://tatsuno-corporation.com/jp/

M-29

M-34

家庭用体組成計の最高峰モデルの「インナースキャ
ンデュアル」を中心にコロナ禍で需要が拡大してい
る下記の商品を紹介します。
■衛生面に配慮した
「非接触体温計」
「非接触タイマー」
■運動不足の解消に役立つ
「歩数計」
「タニタサイズ」
■日々の料理に役立つ
「クッキングスケール」
「タイマー」
■室内環境を整えることで体調管理に役立つ
「温湿度計」

M-35

㈱チノー

ツクモ工学㈱

㈱テンサー

『with コロナ対策、チノーのセンシング技術』をテー
マに体表面温度を監視する熱画像カメラや各種セン
サを展示します

この度弊社では、長年培ってきた光学機器製造技術
と「光ヘテロダイン干渉計測」を融合して、ナノ粗さ・
形状計測器「ナノセブン」を開発しました。この計
測器の特長はずばり計測時間の早さです。ナノレベ
ルの表面粗さを秒単位で計測することが可能です。

ロードセル屋ならではの低床ロードセル式台秤を
使った、カスタマイズの提案を御覧ください。当日
は専門技術員が細かいところまでご相談に応じるよ
う対応いたします。

＜主な出展物＞

新型コロナ・インフルエンザ発熱者監視用の入退出
時発熱者監視システムは、国家の温度標準にトレー
サブルな高精度AIサーモグラフィカメラThermoview
にAIネットワークカメラを組合せ、顔認証や録画･
再生など商業施設･イベント会場･医療施設･企業の入
退出管理用などでご活用いただけます。
無線ロガーは、倉庫内温度マッピング、輸送･配送の
温度、施設の温度などGDP（医薬品の適正流通）温
度管理にご活用いただけます。
Bluetooth搭載の防水形中心温度計･放射温度計は、
食品･食材温度をすばやく測定し、HACCP温度管理
にご活用いただけます。

＜連絡先＞
TEL 03-3956-2449 FAX 03-3956-8927
https://www.chino.co.jp/
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＜主な出展物＞

ナノ表面粗さ・形状計測器「ナノセブン」の７つの
特長について以下紹介いたします。
①AFMでは数十分要する面粗さ計測をわずか数十秒
で計測します。
②最大45mm角の広範囲を一度に計測できます。
③防振台が不要です。
④ボタン一つの簡単計測です。
⑤0.1nmの高さ分解能です。
⑥非接触型で計測物に影響を与えません。
⑦消耗品購入はほとんど必要ありません。

＜連絡先＞
TEL 04-2952-6008 FAX 04-2954-1263
https://www.twin9.co.jp/

＜主な出展物＞

・ロードセル付きボンベスタンド
コンセントを差し込めばすぐにボンベの重量計測で
きる、ロードセル付きボンベスタンドです。
・PCソフト計重システム
PCを接続して重量を表示管理するシステム。PCの
ソフトを使用することで、汎用的な使用から特殊な
使い方まで対応できます。
・コーナーウェイト測定器
車などの車軸ごとの重量を測定できるシステムです。
海外製品とは違い、国内生産のため、導入後も安心
してお使いいただけます。

＜連絡先＞
TEL 046-876-1816 FAX 046-876-1348
http://www.tencer.co.jp

出展者と見どころ
M-28

M-04

M-21

東京計器㈱
計測機器システムカンパニー

東京計装㈱

トキコシステムソリューションズ㈱

各種高精度のレベル計や流量計を展示いたします。
新製品の高精度単管付超音波流量計は、最適化した
平行３測線方式により、読み値に対して±0.2%とい
う高い精度を実現しています。実機を展示いたしま
すのでぜひご覧ください。

東京計装ブースでは「“はかる技術”で地球の未来に
貢献」をコンセプトに、さまざまな流量計測・レベ
ル計測機器製品群および計測ソリューションをご紹
介します。

流量計と連動し配送をサポートする「ハンディPOS
システム」やローリー荷卸し操作をタッチパネルで
正確に行える「ローリー荷卸しタブレット」など、
当社の最新のシステム製品をご紹介いたします。
また、モデルチェンジした「ガソリン計量機」と「尿
素水ディスペンサー」を実機展示いたします。

＜主な出展物＞

・高精度単管付流量計 UFR-300
・ポータブル超音波流量計 UFP-20
・汎用型超音波流量計 UFW-100
・電波レベル計 KRG-10
新たなラインナップとして「ヘルール接続用プロ
セスシールアンテナ」と「３Bプロセスシールア
ンテナ」を展示いたします。
・実流量校正設備（映像紹介）

☆流量計
・マルチパス天然ガス用超音波流量計【UTG1000】
・超音波流量計装置用【UCL/SFCシリーズ】
・超音波流量計プロセス用【ULシリーズ】
・コリオリ質量流量計【MASSMAXシリーズ】
・電磁流量計【MAGMAXシリーズ】
・金属管面積流量計
【AM7000シリーズ、NLZシリーズ】
☆レベル計
・超音波レベル計【UW3200】
・マイクロ波レベル計【TLRシリーズ】
・磁歪式レベル計【FGY1000】
・金属管式レベル計【FM4000】
・トルクチューブ式レベル計【FST4000】

＜連絡先＞
TEL 03-3737-8621 FAX 03-3737-8665
https://www.tokyokeiki.jp/products/ryutai/

＜連絡先＞
TEL 03-3434-0441 FAX 03-3434-0455
https://www.tokyokeiso.co.jp

＜主な出展物＞

M-08

M-01

＜主な出展物＞

・Uバス通信機能付きルーツガスメータ
・新型電子式計数部付きルーツ流量計
・ハンディPOSシステム「LORRY STAFF」
・ローリー荷卸しタブレット
・べーパー回収装置付きガソリン計量機
「LONGYELL eR」
・尿素水ディスペンサー「BUREA」

＜連絡先＞
TEL 050-3852-5280 FAX 044-222-7155
https://www.tokicosys.com/

M-01

㈱富永製作所

長野計器㈱

㈱ナガノ計装

弊社では、危険物を安全に正確に供給する為、燃料
供給設備の開発・設計・製造・販売・メンテナンス
までトータルにサポートしています。
今回は給油による水混入事故を防ぐ配管水検知シス
テムや最新型ガソリン計量機等をご紹介致します。

「住みやすい環境と社会を！未来に繋げる新時代の圧
力計測！」ワイヤレス計測関連・水素産業関連・半
導体産業関連・新型コロナウイルス対策関連・構造
物診断ソリューションを、新時代の圧力計測提案と
して展示いたします。新製品を含む各種圧力計測製
品をご提案いたします。

株式会社ナガノ計装／計測器校正サービスセンター
は、計量法校正事業者登録制度（JCSS）で登録され
た「圧力」区分の校正事業者であり、かつ認定国際
基準（国際MRA／JCSS校正）に対応する校正事業
者です。

＜主な出展物＞

◆最新型ガソリン計量機「アルーナマルチ」
セルフ給油所でも安心して給油頂くために、多数
の安全装置を搭載しています。車両への水混入事
故防止に有効な“アクアテクト”（水検知機能）や
地震時の事故を未然に防ぐ振動検知装置等、給油
時のトラブルを回避します。
◆配管水検知システム「AQUATECTSYSTEM」
ガソリン計量機下の配管にセンサー部を設置し、
燃料油に混入した水を高精度で検知し給油を自動
停止します。
◆緊急災害時用燃料油ポンプ
緊急災害時に活躍する、動力が不要な足こぎ式給
油機です。

＜連絡先＞
TEL 075-801-8139 FAX 075-801-1373
https://www.kyoto-tmc.co.jp

＜主な出展物＞

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 03-3776-5311 FAX 03-3776-5320
http://www.naganokeiki.co.jp/

＜連絡先＞
TEL 03-5718-3281 FAX 03-5718-0238
http://nagano-keiso.co.jp

・ワイヤレス計測関連製品
・水素産業用 関連製品
・半導体産業用 関連製品
・新型コロナウイルス対応関連製品
（陰圧計測・微差圧計測関連製品）
・インフラ管理（スマートセンサ）
・新規開発製品紹介
・長野計器の技術紹介
・長野計器グループ 合同展示（長野計器・フクダ・
ナガノ計装・双葉測器製作所）

国家標準につながる特定二次標準器にトレースされ
た常用参照標準及びワーキングスタンダードを保有
しており、
幅広い圧力計測機器の校正を行っています。
国際MRA／JCSS校正サービスを初め、現場標準器
の一般校正サービスおよび現地JCSS校正も実施し
ております。
お客様へ「安心・安全」を提供する為、メーカと同
等のエキスパートが責任をもって、製品の状態を診
断・解析・調整・修理まで一貫した校正サービスを
お届けします。

はかる
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出展者と見どころ
M-15

（一社）日本計量振興協会

一般社団法人日本計量振興協会の認定（校正）事業
者部会員の中から、JCSS登録・認定事業者の紹介を
しております。どのような事業者が、どのような計
量器のJCSS校正をしていて、校正の範囲や校正測定
能力はどのくらいか、出展スペースでご確認いただ
けますので、ぜひお立ち寄りください。

＜主な出展物＞

主にJCSS登録・認定事業者の紹介パネルの展示と事
業者案内・校正業務案内の配布を行っております。
またJCSS校正に限らない、計量に関する情報誌の無
料配布も行っております。
（出展予定：㈱双葉測器製作所、日本電気計器検定所、
城南電計㈱、長野計器㈱、㈱オーバル、（一財）日本
品質保証機構、
（地独）東京都立産業技術研究センター
他）

＜連絡先＞
TEL 03-3269-3259 FAX 03-3268-2553
http://www.nikkeishin.or.jp/

M-30

（一財）日本品質保証機構

JQAはISO/IEC 17025の要求事項を満たした校正機
関として、国内トップクラスの技術力とサービス体
制で、円滑な計測器の管理を実現します。
ブースには校正サービスに精通した担当者が常駐し、
お客さまからのご相談を伺います。オンラインでの
ご相談もお気軽にください。

＜主な出展物＞
■

校正対象品目・認定範囲（出張可）

（長さ・角度、電気・放射線・EMC、質量・力・
トルク・硬さ・圧力・リーク・密度、体積・流速・
流量、音響・振動、温度・湿度、濃度、その他）
放射線計測器の校正（X線、
γ線、
面積線量計等）
新規拡大の校正対象品目・範囲
形状測定サービス
計測管理サービス（MiX）
JQA計測セミナー（全国会場／WEB／出前可）

M-37

㈱日本計量新報社

日本フローセル㈱

当社は日本で唯一の計量計測専門の週刊新聞です。
まだご存知ない方々に、自己紹介がわりにインター
メジャー2021を特集した日本計量新報を大量に無料
配布いたします。この機会にお手に取ってご一読く
ださい。
法律、行政、産業の動向から、関係各者の人となり、
投稿文章（エッセイ、紀行文、趣味の話など）多彩
な内容となっています。

今回のINTERMEASUREでは、オリフィス式の「フ
ローセル流量計」をはじめ、「面積流量計 NSPシ
リーズ」や「設定流量固定型定流量弁 リンセルバ
ルブ」
など、各種流量計・定流量弁を出展いたします。
ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

＜主な出展物＞

専門新聞「日本計量新報」インターメジャー2021特
集号
当社公式サイト「計量計測データバンク」の紹介
電子書籍「計量計測機器総合カタログ―質量計版―」
の紹介
メルマガ「速報版 日本計量新報」の紹介

＜連絡先＞
TEL 03-5628-7070 FAX 03-5628-7071
http://www.keiryou-keisoku.co.jp

M-01

M-36

慶應義塾大学で誕生した「リアルハプティクス」と
いう世界唯一の力触覚技術を集約した計測・可視化
の展示を行います。慣性・粘性・剛性が統合された
物性をデジタルデータとして捉えることができる技
術で、計量計測展では今回初の出展となります。

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 03-3577-1111 FAX 03-3970-7218
https://www.fukuda-jp.com/

No.140

＜連絡先＞
TEL 03-3500-2171 FAX 03-3500-1071
http://www.flow-cell.co.jp

フクダは、リークテスタの開発・製造・販売を手が
ける検査機器メーカーです。自動車部品や電気・電
子部品、包装容器（医薬品・食品・化粧品）などを
中心に幅広く導入いただいております。①高精度・
高機能なリークテスタ②密封構造品の気密検査機器
と③圧力制御機器をメインに展示予定です。

＜連絡先＞
TEL 042-679-0144 FAX 042-679-0187
https://www.jqa.jp

はかる

リンセルバルブは、流体の圧力が変動しても常に設
定された流量を保つ定流量弁です。
電気・空気圧等の外部エネルギーを必要としません
ので、
設置が簡単でランニングコストもかかりません。
設置するだけであらかじめ設定された流量をキープ
します。使用開始時に現場で面倒な調整をする必要
はありません。
過大流量を防止したい場合には、設定流量を上限と
して流量を制限するために使用することもできます。

モーションリブ㈱

◆◆◆講演のお知らせ◆◆◆
計測標準フォーラム第18回講演会にて
JQA職員が講演します。ぜひご参加ください。
2021年2月17日（水）13時10分-13時40分
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＜主な出展物＞

㈱フクダ

■エアリークテスタFLZ−0620／計測器化 対応機種
バッテリ、モータ、インバータ、FC関連部品などの
容器の欠陥を圧縮空気により測定する高精度測定装
置です。試験体内部を加圧・密閉し、圧力の変化でひ
び割れなどの欠陥を見つけます。計測回路に漏れ量の
標準としてフロースタンダードを組込み、環境変化に
合わせて自動補正するオートキャリブレーション機能
を搭載。当社比で約30％精度を改善しました。朝夕の
温度差で困っている場合などでの活躍が期待されます。
■密封品エアリークテスト装置 MSZseries
密封された製品の防水性や密封性を確認するエア
リークテスト装置です。包装容器や電子機器など、
多様な製品にご利用いただけます。

■
■
■
■
■

M-25

＜主な出展物＞

「リアルハプティクス（RH）
」を応用した計測・可視
化の事例を展示いたします。RHは力センサレスで人
の力加減や物の感触をデータ化し、可視化します。
また取得したデータから対象物の物理特性（剛性・
粘性・慣性）を計算し、物体内部の力学的な物性構
造を分析することができます。力センサを用いずに
アルゴリズムで力を計測することが可能なため、接
触による故障の心配がなく、動的な環境下での計測
も可能です。弊社の製品「AbcCore」を導入するこ
とで、簡単にRHを実装できます。

＜連絡先＞
TEL 050-5471-5585
https://www.motionlib.com/

出展者と見どころ
M-03

M-16

大和製衡㈱

ヤマヨ測定機㈱

新製品のTSD-N３をはじめ、重量検出機CUJ、CSI
を展示します。
その他、卓上のはかりを展示し、実演を行います。
産業向け機器はモニターで映像展示を行い、第一次
産業から第三次産業までをカバーする総合計量機器
メーカーならではのご提案を行います。

巻尺メーカーによるデジタル式メジャーテープです。
巻尺の精度と信頼はそのままに、使い勝手の良い繊
維製巻尺とBluetoothによって、「読み取りミス、記
録ミス、入力ミス」が無くなり、スピーディな採寸
作業ができます。

＜主な出展物＞

◆ミリオンデジタル・ストレート／DTM-20S＆20SN5
・0から2ｍまで測れます
・メジャーテープでデジタル測定、Bluetoothで送信
2
 0SN5はBluetooth Ver5.0を採用、iOS、Android、
Windows対応
・服や荷物、身の回りの全ての採寸に最適です
◆ミリオンデジタル・ラウンド／DTM-20R
・周囲長を2ｍまで測れます
・メジャーテープでデジタル測定、Bluetoothで送信
・健診の腹囲測定、フィットネスなどの採寸に最
適です

計量制度見直しによる自動はかりの検定に対し、弊
社としての取り組みをご紹介する予定です。
１）
【新製品】TSD-N３…自動排出機構付卓上デー
タウェイの最新機種です。
２）CUJ、CSI…高精度、高速での重量検査を実現
します。
３）卓上はかり…高機能な卓上はかり。デモンスト
レーションを交えながらご紹介いたします。
いずれも人手作業を大幅に軽減することを実現でき、
歩留まりの向上をはじめ、お客様の利益向上に繋が
る機種を出展いたします。

＜連絡先＞
TEL 078-918-5511 FAX 078-918-5552
https://www.yamato-scale.co.jp/

＜主な出展物＞

＜連絡先＞
TEL 03-3849-5416 FAX 03-3849-6515
https://www.yamayo.co.jp
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出展者と見どころ

●りんかい線
新木場駅（JR、東京メトロ）約7分→東京テレポート駅（下車徒歩2分）
大崎駅（JR）約12分→東京テレポート駅（下車徒歩2分）
●ゆりかもめ
新橋駅（JR、東京メトロ・都営地下鉄）約20分→青海駅（下車徒歩4分）
豊洲駅（東京メトロ）約10分→青海駅（下車徒歩4分）
●都営バス
品川駅港南口（JR）波01系統→約22分→東京テレポート駅前下車
門前仲町 海01系統→約36分→東京テレポート駅前下車

＜来場者特典＞
最新版 “計量計測機器総覧” 毎日、先着3,000名に無料進呈
INTERMEASURE2021では、 最新の計量計測機器830点／102社を収録した
「2020/2021計量計測機器総覧」を毎日、 先着3,000名の方に無料進呈します。
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