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一般社団法人日本分析機器工業会（JAIMA）は、
一般社団法人日本科学機器協会
（JSIA）との連携
で、今年も、最先端科学・分析システム&ソリュ

いたします。昨年同様、幕張メッセ国際展示場 3
ホール（4ホール～ 6ホール）での開催となります。
新型コロナ感染症の状況は、まだまだ予断を許

ーション展
「JASIS
（ジ ャ シ ス）
」を、9月 7日
（水）

さない状況ではありますが、出展小間数・出展社

～ 9日
（金）の 3日間、千葉県の幕張メッセで開催

数共に、前年を大幅に上回り、一昨年をも上回る
300社を超える多数の出展社にご参加いただく予
定です。近年取り組んでおります、リアル（幕張）
とバーチャル
（WebExpo）のハイブリッドでの開
催も継続いたします。
ま た、JASIS 2022はJASISと し て 10周 年 の 記
念開催となります。JASISを代表する出展社トッ
プによる座談会など、特別企画も開催予定ですの
で、ご期待下さい。昨年、非常に高い評価をいた
だきました「トピックスセミナー」につきましては
今年も開催させていただき、より幅広い分野での
社会課題の解決を意識し、最先端のソリューショ
ン提案を行ってまいりますので、この機会に読者
の皆様にご来場いただければ幸甚です。
JASISのキャッチフレーズは
「未来発見。
」です。
出展社が提供するソリューションを通じ、来場者
の皆様の課題解決のヒントを見つけていただき、
明るい未来を発見していただければ、との想いで
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す。昨年から、従来からのキャッチフレーズに加
え、JASISが目指すものを伝えるメッセージを発
信しておりますが、今年も昨年からのメッセージ
は継続し、より社会および産業への貢献を意識し
た企画に取り組んで行きます。

特別企画 最先端科学・分析システム＆ソリューション展 JASIS 2022
JASISトピックスセミナープログラム一覧
トピックス
セミナータイトル

（2022年6月23日現在予定）
講演タイトル
カーボンニュートラルエネルギーシステムへのトランジション
脱炭素社会を目指して
低炭素社会実現に向けた水素エネルギーシステムの貢献可能性
カーボンニュート
二酸化炭素の化学的変換によるカーボネート合成
ラル
汎用リチウム二次電池の性能評価/超高速への挑戦
二次電池の現状とこれから
リチウムイオン電池の評価・解析
欧州環境規制（フッ素、REACH/RoHSを中心に）
世界に広がる化学物質規制の最 PFAS安全性評価の国際動向
環境
新動向 〜フッ素・難燃剤を中 ストックホルム（POPs）
条約の最新動向
心に〜
パネルディスカッション〜化学物質規制に関わるステークホルダー間の効果的なコミュニケー
ション〜
JAIMAセミナー①
溶液調整と測定値の信頼性
教育
JAIMAセミナー②
測定の不確かさ入門
製薬プロセスのデジタル設計と運転支援 〜データを意思決定につなげる〜
製薬プロセスのDX
The digital revolution in developing new pharmaceutical products
The DX Applications in Bioindustry and Biomedical field in China
バッチ連続生産方式による医薬
2030年連続生産システム
『iFactory』
実装へのロードマップ・第3フェーズ
品製造設備の実用化
日本薬局方に関する最近の話題
日本薬局方セミナー
第十八改正日本薬局方第一追補における理化学関連一般試験法・参考情報の改正案
日本薬局方の製剤試験法における国際調和と多様な剤形への対応について
ライフサイエンス
産学連携を基盤に未来を創るバイオ計測開発
シングルセルが拓く新しい世界
シングル細胞解析支援技術の開発
日本生物工学会の100年 - 分析・計測との深い関係
日本発の発酵工学の歴史から発
杜氏の勘と経験をデジタルトランスフォーメーションする方法
展する未来展望
次世代型バイオ分析により様々な微生物を活用する生物工学の未来
「黒」
食材の研究開発
日本の多様な食文化を支える地 地域食材の機能性及び活用 －機器分析を生かした鹿児島ブランド
域食材の機能性－分析・計測技 茨城県産業技術イノベーションセンターが取り組むグローカル納豆研究〜納豆の機能性発掘と
術でその核心に迫る!
応用に向けて〜
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について
プラスチック資源循環のいま－
プラスチック資源の有効利用と化学物質管理のはざまで
その政策、課題と近未来図と－
バイオプラスチックの概要とカネカ生分解性バイオポリマー Green Planetの開発
環境
海洋マイクロプラスチック汚染に対する環境省の取組み
マイクロプラスチックの計測手法の世界動向
マイクロプラスチック
Chemical Analysis of Microplastics and Nano plastics, Challenges, Advanced
Methods, and Perspectives
ラボの装置・機器開発およびラボからのデータの創出・蓄積・利活用システム構築に関する政策動向
ラボのワークフロー高効率運用に向けたシステム技術
DX
品質管理業務の高度化とそれを支えるラボ内外のデータ/情報マネジメントの進化
LADS OPC-UA -“ Common Language" for Lab & Analytical Devices

JASISからのメッセージ
～「測る」
が支える未来の社会～

フサイエンスイノベーションゾーン」を「日本薬局
方セミナー」などと合わせて
「JASIS 2021 トピッ
クスセミナー」として、昨年、新セミナー企画と

ゆたかな暮らし、産業・科学の発展を支えると

して開催致しましたが、来場者の皆様から大変ご

ともに、さまざまな連携によるイノベーションの

好評をいただき、今年も開催させていただく予定

機会を創造していきます。未来に向かって…

です。現状の社会課題に沿った内容のセミナーを
来場者の皆様にお届けする予定ですので、読者の

日本ならではの高度な先端技術を通じ、従来に
はなかったイノベーションを生み出し、豊かな社
会，ビジネス発展につながることを目指します。
昨年同様、展示会場にJASISスクエア
（主催者が
メッセージを発信するためのステージ）を設け、

皆様に参加いただければ幸甚です。各新企画につ
いては、次の項目で説明させていただきます。

JASIS 2022 企画のご紹介
●JASISトピックスセミナー

さまざまなメッセージの発信を行っていく予定で

例年、JASISでは
「オープンソリューションフ

す。また、従来からご好評をいただいておりまし

ォーラム」や
「JASISセミナー」などさまざまな講

た
「オープンソリューションフォーラム」や
「ライ

演会、セミナーを開催してまいりましたが、昨年
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JASIS 2021 日本薬局方セミナー

は「JASISトピックスセミナー」としてさまざまな
テーマのセミナーを皆様にお届けし、非常に高い

新技術説明会

評価をいただきました。現在、私達たちの周りに

出展社による最新情報発信の場として、毎年ご

は、さまざまな社会課題があります。今年のトピ

好評をいただいているJASISのメイン企画の一つ

ックスセミナーは、カーボンニュートラルやDX

です。今年も約 230テーマにて実施されます。今

など現在の社会課題に関連したテーマを選定し、

年は国際会議場および近隣ホテル
（アパホテル＆

テーマ別に、第一線の専門家の方々にご講演いた

リゾート〈東京ベイ幕張〉）にて開催いたしますの

だく予定です。ぜひ、
幕張会場にご来場いただき、

で、お間違えのないようご注意下さい。今年もコ

ご聴講ください。

ロナ感染症感染拡大防止対策としてソーシャルデ

●JASIS スクエア

ィスタンス確保のため、各会場の定員を減らして

昨年、展示会場にトピックスステージの場所を
作り、記者会見をはじめ、トピックスセミナーで
ご講演いただいた先生方による座談会や、研究内
容発表および出展社紹介などを企画し、”
「測る」

開催いたします。

日本薬局方セミナー
今年も、日本薬局方の最新情報についての 3講

がささえる未来の社会“を具体的にイメージでき

演を開催いたします。国立医薬品食品衛生研究所

るよう取り組みましたが、
今年は
「JASISスクエア」

所長 合田 幸広氏、北里大学 薬学部 教授 加藤 く

と新たな名称とし、JASISからのメッセージを発

み子氏、国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 部長

信いたします。今年は、講師の先生方による座談

伊豆津 健一氏にご講演いただきます。2日目の 9

会の他に、トピックスセミナーのテーマの 1つで

月 8日（木）14時 30分から国際会議場にて開催しま

あるLabDXに因んだ企画展示などを行う予定です。

す。今年は質疑応答を、講演終了後の会場内で行

トピックスセミナーと合わせてご参加ください。

う予定で、そのため昨年より開催時間を 30分、

展示会
6月現在、301社、958小間の申し込みをいただ
いています。
展示会は、お客様と出展社の出会いの場です。

延長しております。皆様のご参加をお待ちしてお
ります。

JASIS WebExpo Ⓡ
2017年より出展企業とお客様の交流の場を、幕

多くの皆様に、ソリューション解決のため、また

張での展示会開催期間のみにとどめることなく、

は情報取集のため、ご来場いただき、多くの出展

幕張での展示会の前後でWeb上にバーチャルな

社を見ていただけることを願っております。

展示会場を開設し、JASISが企画する各種セミナ

昨年同様、新型コロナ感染症対策を準備し、ご

ーの聴講、出展社コンテンツなどがダウンロード

来場をお待ちしております。各出展社の展示内容

できる新企画「JASIS WebExpo」をスタートさせ

などの詳細は、JASISオフィシャルサイトをご覧

ました。アジア最大級の分析機器・科学機器関連

ください。

展示会であるJASISでは、分析・科学機器に関す
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特別企画 最先端科学・分析システム＆ソリューション展 JASIS 2022
る世界の最先端情報が一堂に集まるため、見たい
もの・聴きたいものをすべて見学、聴講するには
「複数日来場してもまだ時間が足りない」
という声
が来場される方から挙がっておりました。また、
関東圏で開催される展示会によくみられる傾向で
すが、JASISでの来場者は約 7割以上が関東圏か
らであり、
地方からご来場いただけない状況です。
このような傾向に対応するため、開催期間中はい
つでも、どこからでも参加できる新しいJASISへ
と発展していくことを目指したのが本企画です。
今年は、来場される方が、より見やすくなるよう
エントランスのデザインを変更いたしました。よ
り多くの方の、ご参加をお待ちしております。
前期の開催は 7月初旬からです。昨年人気の講

JASIS 2021会場風景

JASISでのCOVID-19対策
今年もJASISはご来場の皆様、出展社、スタッ
フの健康と安全を考慮し、以下の感染拡大防止策
を行います。

演動画の掲載、展示会出展社の一部コンテンツを

・マスク着用

公開いたします。後期開催はJASIS 2022終了後

・サーモグラフィーで体温チェック

から 2023年 3月中旬となります。幕張会場だけで

・会場入り口にアルコール消毒液設置

は時間が足りず見られなかった方、今年は会場に

・ソーシャルディスタンスを確保したセミナー

行けなかったという方も、JASISの特別企画・出

会場・待機列

展企業コンテンツの一部をご覧いただけます。昨
年同様、後期には新たに
「新技術説明会」
会場が加

Webからの事前入場登録で、入場証をご自分

わり、新技術セミナーの一部を公開いたします。

で印刷できます。この入場証をお持ちいただけれ

JASIS 2022の事前登録終了後、すぐに閲覧可能

ば直接会場にご入場いただけます。ぜひ、事前入

ですので、ぜひアクセスをお願いいたします。今

場登録をご活用ください。

後も、皆様の課題の解決、新しいアプリケーショ

https://www.jasis.jp/visitor/jasisregist.html

ンの開発、企業パートナーの発掘ができるよう一
層の付加価値向上を目指します。
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JASIS 2022、WebExpoでお待ちしております。
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