
 

 

令和 2年 10 月 19日 

「計測展 2020 OSAKA」に出展し、 

関西の様々な取組を紹介します 

近畿経済産業局では、10月 21日（水）～23 日（金）にグランキューブ大

阪にて開催される「計測展 2020 OSAKA」（主催：一般社団法人日本電気計測

器工業会）に出展し、関西発の取組を紹介します。 

全国の中小企業が大学・研究機関等と共同で研究開発や試作開発をした成

果を集めた 8 者の共同出展ブース「関西サポインビジネス推進ネットワー

ク」、関西を代表する情報関連 21 団体の会員企業のうち、選りすぐりの 14

者の共同出展ブース「関西ものづくり IoT推進連絡会議（PIIK）」、関西地域

のロボット導入拠点やロボット SIer による人材育成、ロボット導入支援の

紹介ブースにおいて、ビジネスマッチングや課題解決につながるソリューシ

ョンをご提供します。 

そのほか、大阪大学産業科学研究所ブースでは、次世代デバイスの実用化

開発、社会実装に向けた取組も紹介しています。 

また、10 月 21 日（水）11 時から近畿経済産業局長による基調講演があ

り、そこでは、ウィズコロナ時代にますます重要になってくる 3D、AI、ロボ

ットなど新たなイノベーションを創出する取組を紹介しますので、是非ご聴

講ください。 

 

１．関西サポインビジネス推進ネットワークの概要 

サポイン事業とは、中小企業者等が大学・公設試等の研究機関と連携して行う、

製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組を

最大 3年間支援する制度である戦略的基盤技術高度化支援事業の通称です。 

関西サポインビジネス推進ネットワークは、この事業に採択されて取り組んだ中

小企業者等を始め、研究機関、地方自治体、中小企業支援機関等を会員とし（現

在 196機関が加入）、この事業による成果の製品化や事業化への取組を会員相互

のネットワークにより促進するために平成 24 年に創設した近畿経済産業局独自の

枠組です。展示会への共同出展や事業化促進のためのセミナー開催を中心に事

業化促進のために取り組んでいます。 

 

【ブース No.３５】出展企業について 



 

 

「関西サポインビジネス推進ネットワークパビリオン」には、

会員企業始めとするサポイン事業実施企業 8 社が出展し、

現在取り組んでいる研究開発内容や研究成果を活用した

事業等にについて展示を行います。また、開催期間中、会

場内特設ステージにて成果等のプレゼンテーションも行い

ます。 

 
「関西サポインビジネス推進ネ

ットワークパビリオン」イメージ 

 

No 企業名 出展製品 概要 

1 株式会社岡野製作所 

（大阪府） 

小型・薄型の高感度熱電真空

センサとそのシステム 

当社唯一である、真空環境内の圧力分

布・温度分布を見える化、耐環境性に

優れた小型・薄型の高感度熱電真空セ

ンサとそのシステムに関する概要と実

例を展示。真空計測の「見える化」によ

るモノづくりの高度化に貢献します。 

2 株式会社小西金型工学 

（大阪府） 

・CFRTP向けプレス成形品へ

の高度マテリアルリサイクル

システム構築の実績 

・金属プレス加工製品 

・プレス成形加工製品 

当社の加熱プレス成形による CFRTP

加工及び金型製造技術は、既存の汎

用金属プレス機を使用するため、外付

けの加熱ヒータ装置だけの設備費用

で、生産性 3 倍増、生産コスト 1/10 圧

縮が達成可能。SDGs に対応した計測

技術です。 

3 株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ 

（京都府） 

・光技術を応用した虫歯診断

検査装置の開発 

・X線分析装置 

現在開発中のラマン分光法を応用した

虫歯発症前検知を可能とする医療機

器の開発状況、X 線傾向分析法を応

用、使いやすさとメンテナンス性を徹底

的に考慮した非破壊での元素分析装

置を展示。光学技術で未来をつくりま

す。 

4 日伸工業株式会社 

（滋賀県） 

精密小物プレス部品 車載バッテリー用端子部品では、汎用

プレス機による複雑形状加工のため

に、精密三次元形状を創成するプレス

複合化技術を確立、コストダウンと品質

の安定化を実現。他の部品でも汎用プ

レス機による複雑形状加工を実現して

います。 

5 株式会社ブレイン 

（兵庫県） 

・パン画像識別「Bakery Scan」 

・「フルセルフ食事識別レジ」 

・「ビュフォンおみくじ」 

世界初のパン画像識別レジ「Bakery 

Scan」を始め、パンの画像識別技術で

培った、画像識別技術に強みを持つ当

社の AI 技術応用製品を展示。個別課

題に対しても AI 開発やシステム開発を

行っています。 

6 アダマンド並木精密宝石

株式会社 

（青森県） 

光干渉式内周面 3D 精密測定

機 

第 32回「中小企業優秀新技術・新製品

賞」にて中小企業長官賞を受賞した本

測定機は、微細な穴の内周面の加工

精度を 3D、ナノオーダー、短時間に非

接触で測定可能。細穴内面の見える化

を非接触3D測定機がお手伝いします。 



 

 

7 ＶＩＳＴＡ株式会社 

（山梨県） 

・SLD-100 スマートリークディ

テクタ 

・SC-10 Smart Vacuum Gauge 

ヘリウム代替アルゴンによるリークディ

テクタは、空気漏れ試験の複雑な条件

管理が不要で、水没法では困難な定量

化が可能です。 

真空中の残留ガス成分の成分ごとの

圧力計測が可能な分圧真空計は、分

圧をリアルタイムでグラフ化、ログも記

録し、低真空から動作可能です。 

これら最新計測技術を紹介します。 

8 有限会社アートスクリュー 

（愛知県） 

軽量化と原価低減を実現する

緩み防止ねじ「モーションタイ

ト」 

「モーションタイト」は単なる緩み防止ね

じではなく、新開発によるねじ山形状に

より、材料を変えることなく高い軸力と

疲労強度の向上を実現、ねじのダウン

サイジングによる軽量化と原価低減を

可能にした高性能ねじです。 

(順不同) 

 

２．関西ものづくり IoT推進連絡会議（PIIK）の概要 

関西の IT 関連団体、電気計測器関連団体、電子機器・電子部品関連団体など

が連携し、IT/IoT 分野のソリューション創出を促進強化するため平成 29 年 8 月に

設立し、現在 21 団体が参加しています。（事務局：近畿経済産業局、一般財団法

人関西情報センター） 

本会議では、中小企業向け IoT導入支援、高度人材育成、ビジネスマッチングや

各種情報提供などの支援を近畿総合通信局とも連携して推進しています。 

今回の出展を通じて、ハードとソフト等異分野の連携を通じ、関西における IT/IoT

ビジネスの創出拡大や IT/IoT ソリューションの更なる導入促進を図ります。 

【参加団体】 特定非営利活動法人 ITC近畿会、一般財団法人関西情報センター、関西電子情報産業協同組

合、京都コンピューターシステム事業協同組合、京都制御システム工場、一般社団法人京都府

情報産業協会、一般社団法人組込みシステム技術協会近畿支部、組込みシステム産業振興機

構、一般社団法人 KEC 関西電子工業振興センター、一般社団法人コンピュータソフトウェア協

会地域 IoT 推進委員会、一般社団法人情報サービス産業協会関西地区会、ソフトプラザ 21 大

阪協同組合、チーム IT 神戸、一般社団法人電子情報技術産業協会関西支部、特定非営利活

動法人日本情報技術取引所関西支部、特定非営利活動法人日本情報サービスイノベーション

パートナー協会関西支部、一般社団法人日本電気計測器工業会関西支部、ハイテクノロジー・

ソフトウェア開発協同組合関西支部、一般社団法人福井県情報システム工業会、一般社団法

人 Ruby ビジネス推進協議会、一般社団法人和歌山情報サービス産業協会 

 

【ブース No.３６】出展企業について 



 

 

「関西ものづくり IoT推進連絡会議パビリオン」には、参加 21

団体の会員企業から推薦のあったよりすぐりの 14 社が”キ

ラりと光る”製品やサービスを出展するとともに、開催期間

中、会場内の特設ステージにてセミナーを通じた製品・サー

ビスの紹介も行います。 「関西ものづくり IoT推進連絡 

会議パビリオン」イメージ 

 

No 企業名 出展製品 概要 

1 ITbook テクノロジー

株式会社 

SenSu（遠隔監視システム）/

みまわり伝書鳩（遠隔監視

クラウドシステム） 

計測センサからサーバ・通信サービスまでオ

ールインワンの環境計測 IoTサービス 

2 株式会社コスモス・

コーポレイション 

各種測定試験と各種認証業

務 

電気機械製品、医療機器の安全性、信頼性

試験サービスおよび認証サービス 

3 株式会社ステップワ

ン 

「換気の見える化」Loggtta 

CO2 

BLE 通信可能な CO2 センサを活用した室内

CO2 濃度計測と換気タイミングの見える化 

4 株式会社プロポー

ザル 

C-Sight（アナログメーター自

動認識システム） 

既設のアナログメータを画像認識によって IoT

化 

5 ユークエスト株式会

社 

LPWA(LTE-M) 通 信 機 器 

EcoQuest-4L-PLAYER 

電池駆動可能な LPWA通信機器 

6 ローデ・シュワルツ・

ジャパン株式会社 

ESD 可視化ソリューション

/5G ネットワーク・テストソリ

ューション 

・オシロスコープなどの測定器を使用したノイ

ズ測定ソリューション 

・スマートファクトリーを実現するためのネット

ワーク・テストソリューション 

7 加美電子工業株式

会社 

各種トランス、電源のカスタ

ム対応 

顧客の要望に柔軟に答える電源のカスタマイ

ズ 

8 株式会社アイ・エス・

ビー 

エッジコンピューティング表

示ソリューションと IoT連携 

エッジコンピューティング表示ソリューションと

IoT連携をワンストップで提供 

9 株式会社システム

技研 （アイテック阪

急阪神㈱） 

IB-MES （ Manufacturing 

Execution System：製造実

行システム） 

IoT データの一元管理と分析による製造現場

の改善支援 

10 株式会社東洋レー

ベル 

水位センサー 導電インクをシルクスクリーン印刷した特殊シ

ートによる容器内液面レベル計測 

11 株式会社 FM.Bee スマートファクトリーソリュー

ション 

Alibaba Cloud の AI プラットフォームを活用し

たスマートファクトリー化支援 

12 一般社団法人 Ruby

ビジネス推進協議会 

超小型センサーSenStick4 超小型センサーSenStick および mruby/c 

13 株式会社ソフトム スマートファクトリー化のご

提案 

「可視化」、「安定化」、「自動化」、「二重化」を

切り口にしたスマートファクトリー化支援 



 

 

14 株式会社フォーラム

エイト 

UC-win/Road のオープンデ

ータ連携による多様な技術・

分野間でのコネクト加速 

データ連携によるコラボレーションを支援する

３DVR デジタルプラットフォームシステム 

（順不同） 

 

３．令和 2 年度地域企業イノベーション支援事業（関西地域の先導的ロボッ

ト導入促進拠点連携によるロボット SIer 育成事業）の概要 

 

中小企業のロボット導入を推進するため、 IATC（大阪南港）、HCI ROBOT 

CENTER（泉大津市）を中心に、①ロボット SIer（システムインテグレーター）候補企

業の高度人材育成支援、②高度外国人の育成及びロボット SIer とのマッチング、

③食品機械メーカーによるロボット導入ビジネスへの参入支援、④ロボット拠点と

金融機関との優良案件好循環ネットワークの構築を展開しています。 

 

【ブース No.５６】出展内容について 

最新の産業用人協働型ロボット「COBOTTA（コボ

ッタ）」や「iiwa（イイヴァ）」を展示し、実際の動作を確

認いただけます。 

また、説明員が常駐し、展示ロボットの説明や中

小企業のロボット導入に関する相談にも対応します。 

 

   COBOTTA      iiwa 

 

４．令和 2 年度地域企業イノベーション支援事業（フレキシブル 3 次元実装

コンソーシアム）の概要 

 

大阪大学フレキシブル３D実装協働研究所を中心に、「Beyond Nanotechnology」

※をキーテクノロジーとし、超省エネ社会や超スマート社会実現に向けた、3 次元実

装技術による次世代デバイス（パワー半導体、フレキシブルデバイス等）の実用化

開発、社会実装を実施 しています。(テーマ毎の WG を設置、会員企業数：140 社

超）。 

※ナノテクと IoT、AI、バイオ等の異分野融合による次世代デバイス技術（本コンソ独自の定義） 

 

【ブース No.２０】出展内容について 

下記テーマのポスター展示を実施。 

・WBG パワー半導体の市場拡大ための最新の接合

材料開発、信頼性評価技術 

・パワーデバイスの AI 活用による故障診断予測 

・次世代パワエレ基板の熱特性評価方法に関する 

国際標準化技術 

 
ポスター展示イメージ 



 

 

 

５．近畿経済産業局長による基調講演 

 

タイトル：関西経済の未来に向けて 

～第四次産業革命とウィズコロナ時代の中で～ 

開催期間：令和 2年 10月 21日（水曜日） 11:00～12:00 

会  場：グランキューブ大阪（大阪国際会議場） 10階 1003会議室 

講演概要： 

ウィズコロナ時代の「新しい生活様式」として、IoT、AI、ロボットなどの

技術がますます重要になっています。 

 2025 年大阪・関西万博に繋がる未来の技術開発を目指し、ロボット導入に

よるスマートファクトリー化、3D 積層造形ものづくり全行程モデル化など、

新たなイノベーションを創出するための関西の取り組みについて紹介します。 

 

 

「計測展 2020 OSAKA」について 

一般社団法人日本電気計測器工業会（JEMIMA）が主催する計測と制御技術の

総合展。同展示会は、東京と大阪で交互に開催され、二年に一度の大阪での開催

は、関西最大級の開催規模を誇ります。 

今回の開催では、未来のサステナブル社会を切り拓くため、SDGｓを核に据え、

産業のマザーツールである計測と制御の技術を新たなものづくり革命に果たす役

割と将来展望を広く発信します。 

また、リアル開催と併せて、オンラインによるハイブリッド型展示会として、会期後

も約２ヶ月にわたり情報発信を行います。 

 

開催期間：令和 2年 10月 21日（水曜日）～23日（金曜日） 10:00～17:00 

会  場：グランキューブ大阪（大阪国際会議場） 3階・10階 

（大阪市北区中之島 5-3-51） 

 

○「計測展 2018 OSAKA」 実績 

参加企業 80社及び団体、小間数：183小間、来場者数：12,622人、セミナー受講

者数：3,313人 

 

「計測展 Online+plus（オンラインプラス）」 

開催期間：令和 2年 10月 21日（水曜日）～23日（金曜日）  

       令和 2 年 11 月 6日（金曜日）～令和 3年 1月 16日（土曜日） 

概  要：オンデマンドセミナー、デモ動画視聴、資料ダウンロード、 

商談申込フォーム 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

  近畿経済産業局 次世代産業・情報政策課長 大塚 

   担当者： 庄司、中島 
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