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国際計測連合第２３回世界大会（IMEKO XXIII World Congress） 

 

 

国内外の計測技術に携わるあらゆる産官学機関の技術者や研究者が、日本での国際計測

連合世界大会(2021 年)の開催を機に一堂に参集し、計測分野の研究成果，製品や技法の開

発，実践経験，アイディア創発など様々な事柄に関わる議論の積み重ねと参加者相互の交流

を介しながら計測工学と科学の発展に寄与することにより、計測関連研究の深化と広範化、

計測産業界の活性化、人間生活の質向上、高度情報社会の根幹的支援、計測分野の若手人材

の育成に貢献することを開催趣旨として、来る 2021 年 8 月 30 日から 9 月 3 日の会期によ

り国際計測連合第 23 回世界大会（IMEKO XXIII World Congress; IMEKO2021）を横浜

市において開催する運びとなりました。 

今回の開催地の地理的な利便性を示すことにより、アジア圏諸国からの参加者を多数迎

え、国際計測連合に対する関心と期待を高め、より多くの計測関連機関の加盟を支援するこ

とを通して国際計測連合の一層の世界的展開に資するものです。 

本世界大会は、日本の高度な計測技術，広範多様な測定機器，高信頼性を支える品質管理，

独創的アイディア等を世界へ発信する絶好の機会となり、計測技術や工学に関連する企業，

工業会，諸機関，大学研究室の更なる活性化に寄与することが期待されています。今般、計

測技術の研究開発および産業応用においては、協賛学協会、工業会、および関連企業のはた

す役割はますます重要になっていることから、関連する協賛学協会、工業会、および企業各

位からの積極的な参加およびご支援を期待しております。 

国際計測連合第２３回世界大会（IMEKO XXIII World Congress）の開催主旨にご理解を

賜り、関連する協賛学協会、工業会、および企業各位からの幅広い参加をお願いするととも

に、厚いご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

IMEKO2021 組織委員会 

組織委員長  山西 健一郎（三菱電機株式会社特別顧問） 

組織副委員長 藤田 政之 （計測自動制御学会 (SICE)・会長） 

    本多 敏  （慶應義塾大学名誉教授、SICE 元会長） 

    臼田 孝  （産業技術総合研究所計量標準総合センター長） 

顧問   石川 正俊 （東京大学名誉教授、IMEKO 会長、SICE 元会長） 

    舘 暲  （東京大学名誉教授、SICE 元会長） 

    山崎 弘郎 （東京大学名誉教授、SICE 元会長） 

 

  



 

 

会議の概要 

 

1. 会議の名称とテーマ 

1) 会議の名称 

国際計測連合第２３回世界大会（IMEKO XXIII World Congress） 

2) 会議の目的 

-計測・計装に関する科学技術情報の国際的な交換 

-研究所や産業界の科学者／技術者同士の国際的協力の向上 

 

2. 主催・併催機関などの名称 

1) 主催 

日本学術会議および公益社団法人計測自動制御学会による共同主催 

2) 協力 

国立研究開発法人産業技術総合研究所（AIST）計量標準総合センター（NMIJ) 

独立行政法人国際観光振興機構 日本政府観光局(JNTO) 

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス 

 (業務委託会社(PCO)) 

  3) 協賛 

(学協会) 

IEEE Control Systems Society (CSS) 

IEEE Industrial Electronic Society (IES) 

IEEE Robotics and Automation Society (RAS) 

Institute of Control, Robotics and Systems (ICROS) 

International Society of Automation (ISA) 

Technical Committee on Control Theory (TCCT),  

Chinese Association of Automation (CAA) 

The Chinese Association of Automation (CAA) 

China Instrument and Control Society (CIS) 

Asian Control Association (ACA) 

 

日本工学会  

化学工学会 

システム制御情報学会 

精密工学会 

電気学会 

日本機械学会 

日本航空宇宙学会 

映像情報メディア学会 

応用物理学会 

可視化情報学会 

画像電子学会 

環境システム計測制御学会 



 

 

計装研究会 

自動車技術会 

照明学会 

信号処理学会 

人工知能学会 

石油学会 

センシング技術応用研究会 

電子情報通信学会 

土木学会 

日本応用数理学会 

日本オペレーションズ・リサーチ学会 

日本感性工学会 

日本経営工学会 

日本原子力学会 

日本建築学会 

日本行動計量学会 

日本磁気学会 

日本シミュレーション学会 

日本神経回路学会 

日本神経科学学会 

日本生体医工学会 

日本生物環境工学会 

日本生物物理学会 

日本設計工学会 

日本繊維機械学会 

日本船舶海洋工学会 

日本体力医学会 

日本知能情報ファジィ学会 

日本鋳造工学会 

日本鉄鋼協会 

日本人間工学会 

日本熱測定学会 

日本熱物性学会 

日本バーチャルリアリティ学会 

日本非破壊検査協会 

日本フルードパワーシステム学会 

日本マリンエンジニアリング学会 

日本リモートセンシング学会 

日本ロボット学会 

農業食料工学会 

バイオメカニズム学会 

パワーエレクトロニクス学会 

ヒューマンインタフェース学会 

 

（工業会） 

日本分析機器工業会(JAIMA) 

日本計量機器工業連合会(JMIF) 

日本電気計測器工業会(JEMIMA)     

日本ロボット工業会(JARA) 

日本科学機器協会(JSIA) 

日本電気制御機器工業会(NECA) 

 

（研究センター） 

東京都立産業技術研究センター 

 

3. 開催期間（講演等のコンテンツは９月末まで WEB にて公開） 

 2021 年 8 月 30 日（月） － 2021 年 9 月 3 日（金） 

 

 

4.  会議形態 



 

 

  オンラインバーチャルコンファレンス（講演はオンデマンド形式のビデオによる） 

 

5. 主催責任者 

IMEKO2021 組織委員会 

組織委員長  山西 健一郎（三菱電機株式会社特別顧問） 

組織副委員長 藤田 政之 （計測自動制御学会 (SICE)・会長） 

    本多 敏  （慶應義塾大学名誉教授、SICE 元会長） 

    臼田 孝  （産業技術総合研究所計量標準総合センター長） 

事務局長  高山 茂  （立命館大学教授） 

事務局   公益社団法人計測自動制御学会 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-11-9 金子ビル 4F 

鈴木  康一 （主任 知財 Gr. 事業 Gr.） 

    電話 03-3293-0314、FAX 03-3293-3145 

    email : k_suzuki@sice.or.jp 

    URL : http://www.sice.jp/ 

 

6. 日本開催の経緯 

国際計測連合(International Measurement Confederation : IMEKO)は計測技術の

発展に関わる４２の独立機関からなる世界的非政府組織連合です。計測・計装に関する

科学技術情報の国際的な交換研究所や産業界の科学者／技術者同士の国際的協力の向

上に努めており、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)や国際連合工業開発機関

(UNIDO）への助言的存在であるとともに、次の組織連合と友好関係を築いています。 

 IFAC : International Federation of Automatic Control, 

 IFIP : International Federation for Information Processing, 

 IFORS : International Federation of Operational Research Societies 

 IMACS : International Association for Mathematics  

   and Computers in Simulation. 

 IFCC : International Federation of Clinical Chemistry  

    and Laboratory Medicine 

2012 年 8 月、日本学術会議総合工学委員会・電気電子工学員会合同 IMEKO 分科会

および IMEKO 世界大会準備小委員会が設置され、国際計測連合世界大会の招致に向

けた検討が開始されました。その後、国際計測連合理事会に向けた日本招致の意思表明

および国際計測連合会長および事務局長宛に Member Organization (MO) としての

開催提案書の提出等を経て、2016 年 9 月国際計測連合第 59 回理事会(Budapest)にお

いて、2021 年第 23 回世界大会の開催国についての採決が行われ、日本開催が決議さ

れました。日本での開催は 1999 年の大阪大会以来、22 年振り 2 回目となります。 



 

 

国際計測連合世界大会の過去 6 回の開催状況は以下の通りです。 

 

開催年    開催地      

2006 年（第 18 回） リオデジャネイロ（ブラジル） 

2009 年（第 19 回） リスボン（ポルトガル）  

2012 年（第 20 会） 釜山（韓国）  

2015 年（第 21 回） プラハ（チェコ）  

2018 年（第 22 回） ベルファスト（英国）  

 

7. 日本開催の目的と意義 

国際計測連合は、計測技術の発展に関わる４２の独立機関により構成される世界的

非政府組織連合であり、1958 年の第 1 回世界大会（ブダペスト・ハンガリー）の開催

以来、22 回の世界大会を世界各地で開催しており、計測技術に関する国際会議として

は世界的にも最大規模となっています。 

その間、国際計測連連合世界大会は現代のグローバル社会の要請に応え得るテーマ

として： 

・ グリーン成長のための測定技術 

・ 知的計測 

・ 基礎・応用計測技術 

・ 持続的開発のための計測技術 

・ 第 3 の千年紀の計測技術 

・ 未来を守る計測技術 

などを世界大会において掲げ、最先端の計測技術に関する研究開発の促進と最新情報

の共有、そして研究成果の世界への発信について成果を上げて参りました。 

このような環境の中、我が国で国際計測連合世界大会を開催することは、日本におけ

る計測技術に関する研究開発に刺激を与え、一人一人の研究者はもとより、協賛学協会、

工業会、そして計測技術に関連する企業各位に対し、有益な情報交換をさらに活性化す

る一助となるものと考えられます。 

横浜市は交通利便性が高く、安心安全で満足度の高い滞在環境を提供できることに

ついても、特に経済的な発展の著しいアジア圏諸国からの参加者を多数集められると

見られることから、国際計測連合世界大会を我が国で開催することは意義深いものと

考えられます。 

本会議の開催により、学術・産業各分野の最先端で研究開発に携わっている研究者を

国際的な規模で一堂に集め、学術研究や技術開発に関し発表、討論し、意見は情報を交

換することにより研究者相互の、あるいは企業間の交流を深め、結果として技術交流の

端緒となる場を提供すると共に幅広い分野からの研究者を招聘することにより、多岐



 

 

にわたる関連分野の現状を網羅的に俯瞰することができます。計測技術の研究者によ

る国際的組織として権威ある国際計測連合の第 23 回世界大会を日本で開催すること

は、日本における計測技術研究の一層の活性化を図り、また同分野における日本の研究

成果を広く世界にアピールすることにつながると考えられます。 

 

8. 開催計画の概要 

 1) 会議日程 

  8 月 30 日（月）から 9 月 3 日（金）にかけて、下記の行事をオンデマンド・ 

ビデオ形式により開催 

開会式(8 月 30 日のみ)  

招待講演(10 件)、研究発表、特別セッション 

技術委員会 

企業プロモーション、製品紹介などのチュートリアル 

表彰式(9 月 3 日のみ) 

閉会式(9 月 3 日のみ) 

 

   （招待講演） 

ノーベル化学賞受賞者二名を含む、下記 10 名(国内 5 名、国外 5 名)の方々によるご講演。 

Dr. Martin Milton (フランス、国際度量衡局局長) 

Prof. Frank Härtig (ドイツ、物理工学研究所(PTB)副所長、次期 IMEKO 会長) 

田中耕一博士 (日本、株式会社島津製作所 田中耕一質量分析研究所長、 

2002 年ノーベル化学賞受賞者) 

Dr. Barbara L. Goldstein (USA, NIST Associate Director, Physical Measurement  

Laboratory) 

香取秀俊教授 (日本、東京大学、理化学研究所) 

寳迫 巌博士 (日本、NICT ワイヤレスネットワーク総合研究センター長) 

吉野 彰博士(日本、産業技術総合研究所ゼロエミッション国際共同研究センター長、 

2019 年ノーベル化学賞受賞者) 

津田 浩博士(日本、産業技術総合研究所分析計測標準研究部門総括研究主幹) 

Mr. Fang Xiang(中国、中国計量科学院所長) 

Dr. Yong Hyeon Shin(韓国、元韓国計量標準科学院所長) 

 

 2) 企業展示日程 

  8 月 30 日（月）午後 ～ 9 月 3 日午前までの大会期間中 9:00～16:30 

 

 3) 会議テーマ・主要題目 



 

 

メインテーマ：「計測：知能社会を⽀える科学技術」 
English:  Measurement: sparking tomorrow's smart revolution 

主要題⽬：基本物理量の⾼精度計量、試験・検査による⾼精度診断、⾝体機能の
動的観測、計測モデルの⾼度化、⾼精度シミュレーション、センサ 
ネットワーク応⽤計測、複合現実感に基づく計測システム、Society5.0 
を支援する計測、ロボット応用計測等 

   

 4) 参加予定者 

  国内  300 名 

  海外  400 名 

  合計  700 名 

 

 5) 企業展示予定  30 社 

 

 6) 参加予定国 

アルバニア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、 

コンゴ、クロアチア、チェコ、エジプト、フィンランド、フランス、ドイツ、 

ギリシャ、ハンガリー、インド、イタリア、ジャマイカ、日本、カザフスタン、ケ

ニア、韓国、ナイジェリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、 

ルワンダ、セリビア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、 

スウェーデン、スイス、タイ、トルコ、ウガンダ、イギリス、アメリカ、 

ウクライナ 

 

 7) 会議使用言語 

  英語 

 

9. 寄付金を必要とする理由 

「計れないものは造れない」という格言の想定を遙かに越え、21 世紀のものづくり産業

にとって計測の重要性はますます強く認識されるだけでなく、未来の経済活動を支える知

見をもたらすという観点において計測に関連する基礎研究の重要性が増しています。国際

計測連合の第 23 回世界大会は海外 400 名、国内 300 名、計 700 名の参加が予定され、組

織委員会等に関する総経費は 34,000,000 円が見込まれています。これらの諸経費は本来参

加登録費等でまかなうことが建前ですが、参加登録料を低額に抑えたいとの事由により総

額 34,000,000 円から、参加登録費等、組織委員会の自己負担額 20,000,000 円、企業展示出

展費 2,000,000 円を除く不足額、12,000,000 円を諸企業および諸団体からのご援助に頼ら

ざるを得ない現状です。したがいまして、下記の費用を国際計測連合第 23 回世界大会に協



 

 

賛いただける関係企業等からの寄付金により充当したいと存じます。 

 

10. 収支予算（案） 

単位：円 

収入区分 金  額 

（収入） 

1. 自己負担金（参加登録費） 

2. 諸収入等（企業展示等） 

3. 寄付金等 

 

20,000,000 

2,000,000 

12,000,000 

収入合計 34,000,000 

（支出） 

1. 会議準備・運営費 

2. 展示会運営費 

3. 招待・基調講演関連費 

4. 表彰費 

3. プロシーディングス発行費 

4. 事後処理費 

5. 予備費 

 

24,000,000 

1,500,000 

1,500,000 

500,000 

2,000,000 

4,000,000 

500,000 

支出合計 34,000,000 

 

11. 寄付金募集要項 

(1)  募金の名称 

国際計測連合第 23 回世界大会寄付金 

 

(2)  募金の目標額(含法人登録・企業展示出展) 

12,000,000 円 

 

(3)  募金期間 

2021 年（令和 3 年）3 月 15 日 ～ 2021 年 8 月 27 日 

 

(4)  寄付金の使途 

国際計測連合第 23 回世界大会の準備並びに運営に関する費用に充当します。 

 

(5)  寄付金申込先 

公益社団法人計測自動制御学会 IMEKO2021 募金担当 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-11-9 金子ビル 4 階 



 

 

TEL：03-3292-0314、FAX：03-3292-3145 

Mail：kifu@sice.or.jp 

 

(6)  寄付金振込方法 

別紙申込書を公益社団法人計測自動制御学会にお送り下さい。 

寄附金の受領確認後、寄附金受領書（領収書）と税額控除の証明書を発行いたしま

す。 

 

(7)  税法上の扱い 

本会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」の認定を受けておりますので、本会

への寄附金は特定公益増進法人への寄附として、所得税または所得税の税額控除

を受けることができます。 

 

(8)  ご寄附をいただき、スポンサーとしてご協力いただけた場合、会議実施にあたり

まして、以下の特典を提供させていただきます。 

 

［スポンサーシップ］ 

  プラチナ 200 万円 

登録 15 名分 

  企業プロモーションビデオ １本 

   製品紹介などのチュートリアルビデオ ２本 

   すべてのセッションリスト画面の右側のロゴリストにロゴ（特大）を(最上位)掲示 

   企業紹介サイトにて、 企業紹介枠１枠(最上位) 

 

  ゴールド 100 万円 

登録 10 名分 

  企業プロモーションビデオ １本 

   製品紹介などのチュートリアルビデオ 1 本 

   すべてのセッションリスト画面の右側のロゴリストにロゴ（大）を掲示 

   企業紹介サイトにて、 企業紹介枠１枠(上位) 

 

  シルバー  50 万円 

   登録 7 名分 

   すべてのセッションリスト画面の右側のロゴリストにロゴを掲示 

   企業紹介サイトにて、 企業紹介枠１枠 

 



 

 

［法人会員登録］ 

  法人登録 一般 9 万 6 千円 

   登録 ４名分 

   企業紹介サイトにてロゴ掲示のみ  

 

［展示出展］ 

  1 件当たり、20 万円 

   企業紹介サイトにて、ロゴ掲示 

   製品紹介などのチュートリアルビデオ １篇 

 

 

以上 


