出展者一覧
※要来場登録または招待券持参

見える化・数値化の技術が集結
第
回

11

2022

̶ 計測・検査・センサの総合展

総合検査機器展

Japan Inspection Instruments Manufacturers ，Show

SENSOR
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第4回海洋産業技術展

センサエキスポジャパン 2022

2022年9月14日（水）‑16日（金）10:00 –17:00

2022

東京ビッグサイト 西1・2・4 ホール

（東京都江東区有明3丁目11-1）

https://hakaru-shiraberu-f.jp
公式サイトはこちらから

第

国内最大級の計量計測機器の総合展示会です。
「HAKARUと創るサステナブル

11

回

2022

総合検査機器展

Japan Inspection Instruments Manufacturers ，Show

出展者の詳細情報や、出展製品のご案内等の最新情報は、Webサイトに公開しております。
／：共同出展者
（50音順・7月20日現在）

計量計測展（INTERMEASURE）

ヤマヨ測定機株式会社

バレックスイメージングジャパン株式会社

旭計器工業株式会社

アカデミープラザ

株式会社フィッシャー・インストルメンツ

株式会社プラックス

アンリツ株式会社

静岡大学

富士フイルム株式会社

ポリテックジャパン株式会社

株式会社イージーメジャー

国立研究開発法人情報通信研究機構

プルーフテクニック株式会社

株式会社イシダ

株式会社信州TLO

ブルカージャパン株式会社

株式会社マクニカ
/アナログ・デバイセズ株式会社

株式会社エー・アンド・デイ

大学知財群活用プラットフォーム

株式会社分光応用技術研究所

株式会社三ツ波

株式会社大手技研

東京電機大学

ポニー工業株式会社

株式会社メタテクノ

株式会社オーバル

東京都市大学

ボリュームグラフィックス株式会社

株式会社山本電機製作所

鎌長製衡株式会社

東京都立大学

マークテック株式会社

ユーアイニクス株式会社

株式会社共和電業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

株式会社マーストーケンソリューション

ユニテック・ジャパン株式会社

株式会社クボタ

明治大学

松定プレシジョン株式会社

ユニパルス株式会社

株式会社ケツト科学研究所

総合検査機器展（JIMA）

株式会社明電舎

株式会社レーザー計測

KOA株式会社

株式会社アイ・アール・システム

LABINO NDT

次世代センサフォーラム

高分子計器株式会社

株式会社IHI検査計測

株式会社リガク

一般社団法人次世代センサ協議会

有限会社三協インターナショナル

株式会社ANSeeN

菱電湘南エレクトロニクス株式会社

センシング技術応用研究会/（地独）大阪産業技術研究所

国立研究開発法人産業技術総合研究所

アンドール株式会社

レーザーテック株式会社

santec株式会社

アンリツ株式会社

JFEアドバンテック株式会社

株式会社イシダ

ローマン・ジャパン株式会社
／イージーテストソリューション株式会社

湿度、水分計測・センサ研究会
神栄テクノロジー株式会社
株式会社チノー
株式会社テクネ計測
トウプラスエンジニアリング株式会社
株式会社ビートセンシング

栄進化学株式会社

JIMA ＜アカデミックコーナー＞

MEMS-on Technologies株式会社／東京大学

株式会社エイチ・エー・ティー

公益財団法人電磁材料研究所

東京大学

エキシルム

東京大学 精密工学専攻 鈴木・大竹研究室

東北大学大学院 医工学研究科 芳賀・鶴岡研究室

株式会社エックスライン

東京都立大学

鳥取大学 工学部 電気情報系学科 マイクロデバイス工学研究室

株式会社エビデント

日本溶接構造専門学校

次世代センサ協議会・社会インフラモニタリングシステム研究会

キヤノンアネルバ株式会社

センサエキスポジャパン

次世代センサ協議会・海洋計測センサ技術研究会

株式会社島津製作所
／島津システムソリューションズ株式会社

非破壊検査機器メーカーが一堂に集まる国内唯一の展示会です。

最新の検査・計測技術を展示および技術セミナー等で幅広く紹介します。

独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター

主

主

株式会社センシズ

催：
（一社）
日本計量機器工業連合会 （特別協力 産経新聞社）

援：経済産業省
（予定）
、文部科学省、環境省、
（独）
製品評価技術基盤機構、

（独）
日本貿易振興機構、国立研究開発法人産業技術総合研究所

出展内容

IoT・Bluetoothの対応製品をはじめ、デジタル化・自動化・省人化に貢献する各種計量計測
（長さ測定器、各種はかり・質量測定機器、ロードセル、分銅、各種温度計、
機器、ソフト・システム

各種圧力計、各種レベル計、各種流量計、ガスメーター、ガソリン計量機、水素ディスペンサー、水分計、
X 線検査機、
健康計測機器、
各種センサ、
関連ソフト・システム、
校正サービス、
法定計量に関する展示など）

ご来場対象者
ものづくり、社会インフラ、品質・工程管理、試験・検査、医療・ヘルスケアに関わる方々、学生など
◆アカデミープラザ
大学、研究機関等が所有する計量計測関連の先端技術、基礎技術、情報等を展示会場内で紹介し、産業界
とのコラボレーションを図ります。9大学・機関が参加。

◆業界周知イベント
学生、新入社員向けの計量計測業界周知イベントを開催。
「はかる」
業界をよりご理解いただけるよう、業界・
企業・製品についてご紹介します。
（詳細は本展 WEＢサイトをご覧ください）

◆来場特典
（無料進呈）

後

催：
（一社）
日本検査機器工業会

援：経済産業省
（予定）
、文部科学省、国土交通省

株式会社ソニック
株式会社竹中製作所

出展内容
■検査手法
エックス線、ガンマ線、ベータ線、超音波、渦流、磁気、磁粉、浸透、歪、漏えい、
アコースティックエミッション、ビジュアル
（光学）
、レーザー、サーモグラフィーなど
■用 途
寸法測定
（長さ･ 厚さ･ 幅）
､ 材質評価
（判別･ 導電率 ･ 異材 ･ 硬度 ･ 焼入れ深さ･ 溶接不良･
接着不良･ 弾性率測定）
、探傷
（割れ・ラミネーション・コロージョン・ボイド・巣・異物・
インクルージョン）
、残留応力測定、食品検査、電子部品検査、コンクリート検査など

JIMAプラザ

JIMA2022内特設会場

JIMA
（日本検査機器工業会）
では、業界の健全な発展と振興、さらにはユーザーへのよりよいサー
ビスを目指した様々な活動を行っています。展示会場内に設置するJIMAプラザでは、これらの活動
成果の一部をご紹介し、より多くの方にご理解頂けるように下記コーナーを開設いたします。
●アカデミックコーナー  ●試験片コーナー  ●PLコーナー
●非破壊検査分野とその周辺技術を紹介する展示コーナー
●実機展示：トヨタ
「MIRAI」
カットモデル

・カタログ
「計量計測機器総覧2022／2023」
製品写真、特長、仕様等、和英併記
・
「人生100年時代の健康ハンドブック～はかって、のばそう、健康寿命」

■ 協力会社：トヨタ自動車株式会社

トヨタ
「MIRAI」
カットモデルを展示 !

SENSOR
EXPO JAPAN
センサエキスポジャパン

第4回海洋産業技術展

2022

2022

次世代の「AI・IoT 技術」
を体感する3日間。

海洋技術、
海洋ビジネスに関する機器、
システム、
計測センサの技術、

主

主

センシング技術を核とする各産業界の最先端技術・情報が集う商談展示会です。
後

催：産経新聞社

援：経済産業省
（予定）
、総務省、文部科学省 他

特 別 協 賛：
（一社）
次世代センサ協議会

企 画 協 賛：センシング技術応用研究会、
（一社）
電気学会

出展内容

情報が一堂に集結します。
後

催：産経新聞社

株式会社タツノ
株式会社田中衡機工業所
株式会社タニタ
株式会社チノー
株式会社テクトロニクス＆フルーク
東京計器株式会社

企 画 協 賛：
（一社）
センサイト協議会 スコットランド国際開発庁

ご来場対象者

センサやセンシング技術を求めるあらゆる業種の研究開発者・技術者・マーケティング関係者など

次世代センサフォーラム2022
次世代センサ協議会とセンシング技術応用研究会ではセンサ技術の普及と発展、さらには大学、研究機関、
メーカー、ユーザーの研究者、技術者に対し、ニーズとシーズの出会い、異なる組織間の情報交換の場とし
て様々な活動を行っています。
●展示コーナー

大学・研究機関等による試作品展示コーナーです。

●センサ技術発表会コーナー

大学・研究機関等による最新研究成果のweb 発表コーナーです。

「どうように計ったら」
「
、どの原理のセンサを使ったら」
、
●センサ技術無料相談コーナー
「どのように設置したら」
といった課題を専門家がお答えします。
● IoT・センシング技術体感コーナー 基本機能ユニットによる自在連結システム
（SVCS）
を体感していただきます。

■検査手法
自動化水産養殖、海洋・河川土木、海洋再生可能エネルギー、
海底エネルギー（石油・天然ガス／メタンハイドレート）
、海底資源探査・採掘
（熱水鉱床）
、
海洋調査
■海洋関連技術・製品
海中ロボット
（ASV 、AUV 、ROV 、ドローン）
、海洋計測センサ、海中制御機器、
海中通信
（音響、光、無線、磁気）
、海洋土木関連、海洋・船舶 IoT 関連、船体安全、FPSO 、
FLNG 、海底設備検査、海中位置検出、ブルーカーボン、海洋プラスチック対策、
関連するソフトウェア

ご来場対象者
■海洋技術を求めるあらゆる業種の研究開発者・技術者
■新たな海洋技術の利活用を検討する異業種の関係者 など

茨城大学

工学部

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所
東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 三林研究室

愛知製鋼株式会社

次世代センサ協議会・IoTセンサ技術研究会

株式会社KJTD
／原電子測器株式会社

旭化成アドバンス株式会社

次世代センサ協議会協力企業・DogNoseセンサ技研

株式会社アドバンテスト研究所

SUBSEA TECH JAPAN

株式会社ケン・オートメーション

アンリツ株式会社

株式会社アーク・ジオ・サポート

コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社コメット・エックスレイ事業部

イノベーションリサーチ株式会社

株式会社AquaFusion

株式会社サンコウ電子研究所

株式会社ELT SENSOR

株式会社OKIコムエコーズ

産報出版株式会社

株式会社エイシング

国立研究開発法人海洋研究開発機構

株式会社JMC

エヌエスティ・グローバリスト株式会社

海洋電子株式会社

株式会社JSOL

株式会社MKTタイセー

Glenair

株式会社島津製作所

株式会社オーギャ

コスモス商事株式会社

株式会社昭和製作所

北川工業株式会社

株式会社島津製作所

CLEANTECH ＆ BEYOND

株式会社ジュピターコーポレーション

ダコタ・ジャパン株式会社

株式会社クローネ

株式会社昌新

株式会社タセト

KOA株式会社

JOHNAN株式会社

タレスジャパン株式会社

株式会社ゴフェルテック

水中ドローン社

つくばテクノロジー株式会社

新光電気工業株式会社

スコットランド国際開発庁

トキコシステムソリューションズ株式会社
株式会社トミナガ
長野計器株式会社
／株式会社ナガノ
／株式会社ナガノ計装
／株式会社フクダ
／株式会社双葉測器製作所

株式会社DRTECH In Japan

新東工業株式会社

株式会社スペースワン

テスコ株式会社

Specialty Coating Systems

一般社団法人センサイト協議会

電子磁気工業株式会社

株式会社諏訪三社電機

株式会社ソルトン

東芝ITコントロールシステム株式会社

株式会社ソフトエイジェンシー

株式会社東陽テクニカ

一般社団法人日本計量振興協会

株式会社東陽テクニカ

タツタ電線株式会社

内閣府総合海洋政策推進事務局

株式会社日本計量新報社

トーレック株式会社

東横化学株式会社

長崎大学 工学部工学科 機械工学コース 山本郁夫研究室

一般財団法人日本品質保証機構

日本結晶光学株式会社

株式会社トーキン

パンドウイットコーポレーション日本支社

日本フローセル株式会社

日本工業出版株式会社

日清紡マイクロデバイス株式会社

株式会社マツイ

株式会社ノア

日本電磁測器株式会社

日油技研工業株式会社

株式会社三ッ星

兵田計器工業株式会社

一般社団法人日本非破壊検査協会

日本ガイシ株式会社

ヤンマー舶用システム株式会社

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社

一般社団法人日本非破壊検査工業会

ノリタケ伊勢電子株式会社

横浜市

株式会社村上衡器製作所

日本マテック株式会社

VZENSE

大和製衡株式会社

株式会社ハイロックス

フィガロ技研株式会社

援：国土交通省、内閣府総合海洋政策推進事務局 他

特 別 協 賛：
（一社）
次世代センサ協議会 海洋計測センサ技術研究会

形状設計工学研究室

フジトク株式会社

ソフトワークス株式会社

東京計装株式会社

事務局


はかる・調べるフォーラム事務局

〒100-8079 東京都千代田区大手町 1-7-2

TECHNOLOGY

産経新聞社事業本部

コンベンション事業部内

Tel. 03-3273-6180

Email: event-fbi@sankei.co.jp

※各展に関するお問い合わせは、各展示会事務局へご連絡下さい（連絡先は各展 HP でご確認下さい）

新型コロナウイルス感染症対策について

出展内容

光・電磁波、機械・物理量、温度・湿度・流体、磁気・電流センサ、化学・バイオ、生体、画像センサ、
環境センサ、音波・超音波センサ、通信デバイス・ネットワーク、ソフトウェアなど

株式会社近畿レントゲン工業社

株式会社昭和測器

な未来」
をテーマに、
最先端の計量計測機器・システムの展示・紹介を行います。
後

出展者詳細はこちら

会場内外では東京ビッグサイト発行の「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」および、一般社団法人日本展示会協会発行の
「展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」に則り、感染症対策を実施し、安心、安全に展示会を開催してまいります。
37.5度以上の発熱、
咳、
喉の痛みなどの自覚症状
のある方はご来場を
お控えいただきますよう
お願い申し上げます。
℃
37.5

ご来場時には
マスク着用を
お願いします

全参加者に
サーモグラフィー等
による体温測定を実施

密にならないよう
ガイドラインに従った
入場制限を行います。

来場者および関係者の
健康・体調管理

全ての出入り口に
消毒液を設置

扉の開放、
空調設備による
常時換気を実施

併催企画

会 場
申込方法

参加無料

展示会場内特設セミナー会場及び会議棟	 

https://hakaru-shiraberu-f.jp

Webサイトよりお申し込み下さい。

9/14
（水）

基調講演
日

時

9 月14 日 ( 水 )

10:15 ～12:00

我が国製造業の動向と今後の課題
経済産業省

新技術・新製品セミナー

製造産業局

産業機械課

課長補佐

会

場

東京ビッグサイト

会議棟 1階

レセプションホール B

9/15
（木）
9/16
（金）

池田 秀俊 氏

我が国の製造業の位置づけを整理するとともに、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を経て、今後の我が国製造業を巡る状況変化を
どう捉えるか。製造業の発展のため、デジタル化等への対応にどのように取り組んでいくべきか、様々な政策とともにご紹介します。

9/14
（水）

異業種から研究者へ ーロコモティブシンドロームに打ち勝つロボット開発ー
いとう まい子 氏

女優・経営者・研究者

18 歳で飛び込んだ芸能界から、45 歳で早稲田大学に入学、ロボット工学と出会ってから現在に至るまでの足跡とロコモティブ
シンドロームを予防するロボットの開発秘話についてお話しします。

9/16
（金）

13:30 ～ 13:50

14 - IM1

14:10 ～ 14:30

14 - IM2

14:50 ～ 15:10

14 - IM3

15:30 ～ 15:50

14 - IM4

13:30 ～ 13:50

15 - IM1

14:10 ～ 14:30

15 - IM2

14:50 ～ 15:10

15 - IM3

15:30 ～ 15:50

15 - IM4

12:50 ～ 13:10

16 - IM2

13:30 ～ 13:50

16 - IM3

14:10 ～ 14:30

16 - IM4

14:50 ～ 15:10

16 - IM5

15:30 ～ 15:50

16 - IM6

11:00 ～ 11:45

14 - J1

12:30 ～ 13:15

14 - J2

13:30 ～ 14:15

14 - J3

14:30 ～ 15:15

14 - J4

15:30 ～ 16:15

14 - J5

16:30 ～ 17:00

14 - J6

11:00 ～ 11:45

16 - J1

12:30 ～ 13:15

16 - J2

13:30 ～ 14:15

16 - J3

14:30 ～ 15:15

16 - J4

15:30 ～ 16:15

16 - J5

会 場

展示会場内  特設会場

計量計測展 INTERMEASURE

聴講無料
（当日受付、総入替制）
直接会場へお越し下さい。

出展製品・技術説明会

過酷な環境で使用できる
「光学式圧力センサ」のご紹介
強まる環境規制 ! 高感度 / 高精度 EDX がその課題解決に貢献します～ RoHS 指令等の EDX での管理方法を徹底解説～
天然ガス用マルチパス超音波流量計
AMR アナログメーター可視化サービス
デジタル情報化に対応した圧力計測機器のご紹介
自動排出機構付卓上データウェイ ™ TSD-N3™シリーズの特徴について
表層検査の見える化へ，超音波光探傷装置 MIV-Xのご紹介
産業界のニーズに応える JQA の認定校正～ ISO/IEC 17025 対応 新規取扱品目のご案内～
DX・IOT を実現するモニタリング技術のご紹介
3Dスキャニングデータを活用したカスタム自動計測システムの構築
近赤外線による水分と多成分測定
世界最高感度の光学三次元測定器 OPS-1000 材料、形状、色、表面状態を問わず、非接触・高速・高精度測定が可能
分析天びんで、
正確・効率的に秤量するために大切なこと

長野計器
（株）
（株）
島津製作所
東京計装
（株）
旭計器工業
（株）
長野計器
（株）
大和製衡
（株）
（株）
島津製作所
（一財）
日本品質保証機構
長野計器
（株）
（株）
ノア
（株）
ケツト科学研究所
santec
（株）
（株）
島津製作所

総合検査機器展

図面から寸法自動抽出で検査表をすばやく作成
X 線 CT スキャンを用いた 3D プリンター出力品の検査
「働いてくれる」渦流探傷とデジタルラジオグラフィー
直流電位差法を用いたスポット溶接の評価方法
VGSTUDIO MAX ／ VGinLINE を用いた解析の自動化
高透過力・高出力・高解像度な新時代のX 線源
表面検査機の紹介
（粗さ・真円度／割れ・研磨焼け）
ブレークスルーを創出する、エキシルムの最高性能 X 線源技術
X 線 CTの最前線：秒レベルの高速 CT～元素識別 CT
X 線 CT データとCAE 連携ソリューション
X 線 CT スキャン外部委託の効果的な活用

アンドール
（株） 村田 幸雄 氏
（株）JMC

田中 俊敬 氏

ローマン・ジャパン
（株）／イージーテストソリューション
（株） 斎藤 康也 氏
電子磁気工業
（株） 岩田 成弘 氏
ボリュームグラフィックス（株） 木下 修平 氏
コメットテクノロジーズ・ジャパン
（株） コメット・エックスレイ事業部 ファン・タンフォング 氏
（株）ケン・オートメーション

宮原 拓也 氏・丸山 拓之 氏

Excillum AB

Björn Hansson 氏

（株）東陽テクニカ

兒玉 優 氏

ボリュームグラフィックス
（株） 木下 修平 氏
（株）JMC

田中 俊敬 氏

併催セミナー
NMIJ法定計量セミナー
日

計測標準フォーラム第20回講演会
日

会

定員 150名



時：9月15日（木）13:00 - 15:50（開場 12:30）

場：東京ビッグサイト

会議棟6階

開会挨拶 13：00 - 13：05
（一財）
日本品質保証機構
（JQA） 常務理事（計測標準フォーラム代表） 片桐 拓朗 氏

来賓挨拶 13：05 - 13：10

場：東京ビッグサイト

会議棟6階

605・606会議室

共に、
計量標準、
特定計量器のそれぞれに求められる信頼性について紹介します。

（一社）PHR 普及推進協議会による講演会
16 -  IM1

大崎 美洋 氏

概要紹介 13：10 - 13：20
産業技術総合研究所 計量標準総合センター（NMIJ）総合センター長 臼田 孝 氏


日
会

Beyond 5G/6G時代の未来像、及びその実現へ向けた研究開発戦略と取り組み
情報通信研究機構（NICT）
Beyond5G研究開発推進ユニット ユニット長

寳迫 巌 氏

時：9月16日（金）10:30 - 11:15
場：展示会場内 特設セミナー会場 B

演 : 生
 涯型PHR
（パーソナルヘルスレコード）
が切り拓く計測機器の未来
～生涯型PHR
（パーソナルヘルスレコード）
活用時代の計測機器とは～

「はかって、
のばそう、
健康寿命」
特設ブース
人生100年時代、
はかることから健康づくりを始めてみませんか？ 血圧計、
体組成計、歩数計な
どの健康計測機器の正しい使い方、
健康管理の方法について解説します！

企画展示

基調講演 13：20 - 13：50

演

時：9月16日（金）13:30 - 16:00（開場 13:00）

テーマ : 単位の定義が創る計量標準の信頼性と特定計量器の信頼性

講

経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 室長



定義から生活に密着した計量器にいたるまで、
一貫して揺るがない単位のつながりを紹介すると

605・606会議室

テーマ : 未
 来を創る情報通信技術と計量標準・計測 －ポスト5G/6Gに向けて－

講

会

定員 150名

創立70周年・第30回記念展示

開催テーマ
「HAKARUと創るサステナブルな未来」
に連動した会員企業の社会貢献活
動や健康計測機器についての展示を行います。また、出展企業による
「自動はかり」
の
主力製品紹介
（パネル展示）
や、話題の新刊
『自動はかり』
の販売も実施します。

13：50 - 14：15

光MODによる基板・導体接合界面の平坦化、接合技術

第

元 産業技術総合研究所 製造技術研究部門 副研究部門長
（現 経済産業省 産業技術環境局 研究開発課 研究開発企画調査官） 土屋 哲男 氏
- 休憩
（15分）-

招待講演 14：30 - 14：55

【特別セミナー】

須山 聡 氏

第5世代移動通信システムの標準と基準認証制度における試験・較正の実際
講

演

Japan Inspection Instruments Manufacturers ，Show

富樫 浩行 氏

三菱重工業（株） 総合研究所 サービス技術部 サービス技術 第一研究室
上林 正和 氏
13：40 - 14：30

15 - J3

場：東京ビッグサイト 西ホール1

展示会場内 特設セミナー会場 A

特別セミナー企画 : 日本工業出版
（株） 月刊
「検査技術」

15 - J1

次世代通信技術を支える計量標準・計測技術

木下 基 氏

閉会挨拶 15：45 - 15：50
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 センター長
（計測標準フォーラム副代表） 竹歳 尚之 氏

革新的光ファイバセンサによるインフラ構造物の“見える化”

時：9月16日（金） 13：00 - 14：30
場：東京ビッグサイト

日産自動車（株） CP& 実験技術革新部
菅田 安洋 氏

「センサ技術の産業社会へのインパクトと未来」
元旭化成株式会社 グループフェロー
公益財団法人野口研究所 学術顧問 柴崎 一郎 氏

《講演概要》
AIやIoT 、カーボンニュートラル、自動運転等の言葉が熱く語られる時代である。何れ
もセンサ時代の到来を意味する。

計測＆データ処理技術

高感度磁気センサの開発と意義、センサが引き起こした時代の変革やイノベーションや
社会へのインパクトを渦中に在った当事者が語る。

開発グループ

15：00 - 15：50

第4回海洋産業技術展 2022

航空機整備検査の考え方と適用NDI技術

航空機整備における基本的な整備プログラムは、航空機メーカー、航空当局、エアラインが
議論を重ね策定されている。その整備プログラムの一つである航空機構造に関する点検プ
ログラムの概要、検査手法、非破壊検査の役割、各機種への実際の適用例などを紹介する。
また、
B787型機で多く用いられている複合材 CFRP
（Carbon Fiber Reinforced Plastic）
に対する非破壊検査方法についても紹介する。
全日本空輸（株） 整備センター
山本 政崇 氏

技術部

構造技術チーム

SENSOR
EXPO JAPAN
センサエキスポジャパン 2022

15 - S1

日
会

101会議室

40年余の薄膜磁気センサの研究開発と物造り体験から、今や世界中の人たちに使わ

自動車の環境対応の中で、車両の軽量化に向け た新材料技術や異材接合技術は重要
な課題になっている。それに伴って、これらの品質を支える計測技術・検査技術への期
待も高まっている。ここでは、日産自動車における軽量化技術を支える計測技術開発の
取り組みを、非破壊検査技術活用事例を中心に紹介する。

15 - J4

会議棟1階

薄膜磁気センサの創始者が語る

れ、電子情報産業や車社会、そして未来に繋がる快適環境の維持発展に貢献している

自動車軽量化に向けた品質計測技術

時：9月15日（木） 13：00 - 14：30
場：東京ビッグサイト

会議棟1階

101会議室

15 - ST1

タル化は拡がるが、新しい指標を作って生産性を高めることが喫緊の課題である。我々

鹿島建設（株） 技術研究所
今井 道男 氏

える化、複合計測化、オープン化）
について一緒に考えたい。

小林 彬 氏

《講演概要》
IoT・AI・DX 化時代、サービス、流通、アミューズメントなど非製造業分野にまでデジ
は生産性2.0と見なし、
これに応えるためのセンシング技術の役割と見えてきた戦略（見

時：9月15日（木） 15：00 - 18：00
場：東京ビッグサイト 会議棟1階 101会議室

基調講演 深海 AUVの連携運用
（仮）

国立研究開発法人海洋研究開発機構
深海資源調査技術開発プロジェクトチーム プロジェクト長

大澤 弘敬 氏

特別講演 非民需マーケットと試験施設について
（仮）

一般財団法人日本海事協会

技術研究所

研究員 金子 博文 氏

《企業プレゼンテーション》
OKIコムエコーズ、深田サルベージ建設、東陽テクニカ、マリメックス・ジャパン

16 - ST1

見える化、複合計測化、オープン化を推進

一般社団法人次世代センサ協議会 会長
東京工業大学 名誉教授


日
会

海洋ロボットとその応用（深海応用）


日
会

時：9月16日（金） 15：00 - 18：00
場：東京ビッグサイト 会議棟1階 101会議室

海洋ロボットのその応用（浅海応用）

「DX 社会に向けたセンシング技術の役割と将来展望」

インフラ構造物の挙動を把握する手段として期待されていた光ファイバセンサの性能
が、革新的に進展した。本講演ではその概要を紹介するとともに、それによって実現さ
れたインフラ構造物施工時の“ 見えるか”の事例を紹介する。また、
（特非）光ファイバセ
ンシング振興協会にて作成された分布型光ファイバひずみセンサの展開に向けた導入
マニュアルについて紹介する。
先端・メカトロニクスグループ

日
会

再生エネルギー導入に伴う電力供給バランスを維持するために、火力発電プラントは
出力調整としての役割が急務となっているが、一方で既設プラントは設備の老朽化に伴
う高温機器の損傷リスクが年々高まっている。
当社は、火力発電プラントをはじめ、化学、原子力プラントの設備信頼性向上・稼働率
向上を目的として、適切な点検を短い工期で実現するための非破壊検査技術を各種開
発しており、今回プラント機器で実用している検査技術を紹介する。

聴講料：無料
（事前申込制、
80席予定）

11：00 - 11：50

15：20 - 15：45

産業技術総合研究所 計量標準総合センター（NMIJ）
物理計測標準研究部門 高周波標準研究グループ 研究グループ長

会

16 - S1

プラント定検短縮のための高効率検査技術

開催日：9月15日（木） 開催内容はWebよりご確認下さい。

招待講演 14：55 - 15：20

（株）
ディーエスピーリサーチ 認証・技術 所管担当部長

総合検査機器展

15 - J2

JIMA2022 第11回総合検査機器展

5Gの高度化と6Gに向けた最新の取り組み

（株）NTTドコモ 6G-IOWN推進部 担当部長

11

回

2022

12：20 - 13：10

基調講演 洋上風力発電の状況
（仮）

丸紅洋上風力開発株式会社

技術統括部

部長

前田 克弥 氏

特別講演 海洋ロボットとフィールドテストセンター（仮）

長崎大学

副学長／海洋未来イノベーション機構

教授 山本 郁夫 氏

《企業プレゼンテーション》
Full Depth 、島津製作所、ウミトロン、コスモス商事
プログラムはやむを得ず変更になることがあります。最新情報はWebサイトでご確認下さい。

