平成 27 年度

国立研究開発法人

産業技術総合研究所
イノベーション推進本部

知的財産・標準化推進部

国際標準化の舞台で活動する産総研の人材
産総研では、研究成果をいち早く産業界へ橋渡しすべく、研究開発と標準化を連続的かつ一体
的に推進してきました。併せて、国際標準化委員会等において新規規格を提案し、原案作成の議
論をリードできる人材の拡大に努めています。
その取り組みの成果として、平成２７年度末現在、産総研ではＩＳＯ（国際標準化機構）・ＩＥＣ（国
際電気標準会議）の議長・幹事・コンビーナ、及び国際標準化フォーラムの議長等の役職を計４８
ポスト獲得しています。また、個々の規格作成にあたるプロジェクトリーダー等の役職者は、のべ
４１名にのぼります。さらに、規格審議に参加するエキスパートはのべ２８２名となり、過去１０年間、
その数は順調に増えつつあります。
新しい技術を社会に普及させる上で、国際標準化が大きな役割を果たすことは改めて指摘する
までもありません。グローバル市場の拡大に伴い、標準化活動においても産業界と協調し、時に
はそれをリードする役割が、産総研にますます強く求められるようになってきています。国際標準
化に携わる産総研のこれら豊富な人材が、関係各位のご期待に応えるものと確信いたします。
平成２８年３月１日
イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部長
内山 隆史

AIST personnel working for international standardization
AIST has been making sustained efforts to promote R&D and standardization in an
integral manner so that its research results will be spread to the industrial world quickly and
smoothly. For that purpose, AIST has been developing human resources to propose new
standards and lead the drafting work in international standardization committees.
As of the end of fiscal year 2015, AIST holds 48 positions of Chairs, Secretaries, and
Convenors in ISO, IEC and international forums, and 41 staff members serve as Project
Leaders who draft individual standards. Furthermore, the number of Experts being engaged
in standards development reached 282 in total, which has increased steadily in the last 10
years.
International standardization plays a critical role in disseminating new technology
throughout the society. As the global market expands, AIST is expected to cooperate with
industry, or even lead its activities, for establishing international standards more strongly
than ever. I firmly believe that the AIST staff skilled in developing standards will surely meet
the expectations from the society.
March 1, 2016
Director, Intellectual Property and Standardization Promotion Division,
Research and Innovation Promotion Headquarters, AIST
Takashi Uchiyama
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トピックス
平成 27 年度工業標準化事業表彰
第 13 回産学官連携功労者表彰

平成２７年度 工業標準化事業表彰
平成 27 年 10 月 5 日に東京都千代田区の都市センターホテルにて工業標準化事業表彰式が行
われ、産総研から下記の 8 名が受賞しました。

左から、大蒔 和仁 名誉リサーチャー、尾暮 拓也 主任研究員、桜井 博 研究グループ長、
野間口 有 最高顧問、原田 晃 名誉リサーチャー、赤松 幹之 首席研究員（佐藤稔久 研究チ
ーム長が代理出席）、山下 信義 上級主任研究員、雨宮 邦招 主任研究員

受賞者と主な功績
工業標準化事業表彰（内閣総理大臣表彰）
野間口 有（最高顧問）
［受賞理由］
１．内閣知的財産戦略本部にて、2003 年の第 1 回会合以降、国際標準化の重要性を説き、
「国際標準総合戦略」の策定をはじめとして、「国際標準化の推進」を日本の重要施策であ
る「知的財産推進計画」の主要な柱に位置付ける原動力として尽力。
２．2009 年以降、日本工業標準調査会の会長として、日本の国際標準化活動の陣頭指揮を
とり、国際標準化機関の日本人会長･副会長の就任や日本人国際幹事数の増大を実現すると
ともに、IEC（国際電気標準会議）の適合性評価評議会での日本の常任委員化を実現するな
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ど国際標準化活動における日本の地位向上に大きく貢献。国内においても、国際標準化アク
ションプランの策定やその実行、標準化官民戦略会議の活動を通じて、日本の国際標準化活
動の更なる推進を牽引。
３．2014 年には、IEC 大会の日本開催（IEC 東京大会）を 15 年ぶりに実現。国内外約 2,600
名の参加者を得て、シンポジウム、展示会、テクニカルビジット等の従来にない取組みによ
り日本の技術力と国際標準化活動への取組みを世界に強くアピールし、日本のプレゼンスを
向上させるなど、IEC 東京大会組織委員会委員長として IEC 東京大会を成功裏に開催させ
た功績。
工業標準化事業表彰（経済産業大臣表彰）
赤松 幹之（情報・人間工学領域 自動車ヒューマンファクター研究センター 首席研究員）
［受賞理由］
ISO/TC22（自動車）/SC13（人間工学）/WG8（ITS 機器のヒューマンインタフェース）にお
いて警報情報の統合の共同議長（コンビナ）を 9 年務め、標準策定を主導、新技術の普及に
貢献。日本工業標準調査会標準部会消費生活技術専門委員会臨時委員を 9 年務め、人間工学
専門家の立場から、多くの人にとってわかりやすく使いやすいものとなるように、数多くの
JIS 策定に貢献。また、各種標準化研究を統括し、アクセシブルデザイン（高齢者・障害者
対応）規格や映像の生体安全性に係る数々の ISO 規格発行に尽力。
大蒔 和仁（情報・人間工学領域 情報技術研究部門 名誉リサーチャー）
［受賞理由］
日本工業標準調査会情報技術専門委員会委員長として、我が国の情報技術の JIS 化に貢献｡
また ISO/IEC JTC1 国内技術委員会の委員長を務め､多岐にわたる技術の国内意見の集約を図
るとともに､JTC1 の年次総会では､日本代表団長を務め日本の意見の反映に尽力｡また､
JTC1/SC2（符号化文字集合）国内専門委員会などの複数の委員会の委員長を務め、文字コー
ドの標準化を推進。
原田 晃（エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 名誉リサーチャー）
［受賞理由］
ISO/TC147/SC2/WG67（海水の pH）のコンビナを務め、「海水中の pH 高精度測定法」につい
て日本から提案、規格化を主導するとともに、同 SC の WG54（海洋中のアルカリ度測定）に
おいてもコンビナ補佐を務め、CCS 技術による海底下地下帯水層への二酸化炭素貯留による
海水への影響について、より高感度のモニタリングの実現に貢献。さらに、日本工業標準調
査会（環境・資源循環専門委員会）の臨時委員を務め、環境分野に資する JIS の制定・改正
に関わり、我が国の環境対策の向上に大きく貢献。

国際標準化貢献者表彰（産業技術環境局長表彰）
桜井 博（計量標準総合センター
プ長）
［受賞理由］
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物質計測標準研究部門粒子計測研究グループ 研究グルー

気中ナノ粒子計測技術の専門家として、自身の研究成果を活かし当該分野の国際標準化をリ
ード。ISO/TC24（粒子特性評価及びふるい）/SC4（粒子特性評価）/WG12（エアロゾル粒子
の電気移動度分析及び個数濃度計測）において、エキスパート、共同コンビナ、プロジェク
トリーダーとして規格作成を主導。ISO/TC229（ナノテクノロジー）や ISO/TC146（大気の
質）/SC2（作業環境）における複数のＷＧにおいてもエキスパートを務め、急速に利用分野
が広まりつつある当該計測技術の発展と普及に大きく貢献。
山下 信義（エネルギー・環境領域 環境管理研究部門海洋環境動態評価研究グループ
上級主任研究員）
［受賞理由］
ISO/TC147（水質）/SC2（物理的・化学的・生物的方法）/WG56（PFOS 及び PFOA）において、
「水中のペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸試験方法」を日本か
ら提案、コンビナとして規格化を主導し、国際的な規制の議論を踏まえて国際規格を制定。
また、ノニルフェノールや揮発性環状メチルシロキサンなど、水質の環境管理を行う上で重
要となる化学物質の分析技術に関する国際標準化活動において、コンビナ補佐やエキスパー
トを務めるなど幅広く貢献。

国際標準化奨励者表彰（産業技術環境局長表彰）
雨宮 邦招（計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 レーザ放射標準研究グループ 主
任研究員）
［受賞理由］
光測定に関する国家計量標準を研究開発してきた専門性を生かし、IEC/TC86（ファイバオプ
ティクス）/WG4（光測定器校正）のエキスパートを務め、IEC 規格への日本提案の反映に尽
力。特に IEC62522:2014 Calibration of tuneable laser sources（波長可変レーザ光源校
正方法）ではプロジェクトリーダーを務め、NWIP（新業務項目提案）採用から国際規格化へ
の進展を図るとともに、国内委員会にも参画して翻訳 JIS 化等の整備にも貢献。今後の更な
る活躍が期待される。
尾暮 拓也（情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター ディペンダブルシ
ステム研究チーム 主任研究員）
［受賞理由］
ISO/TC184（オートメーション及びインテグレーション）/SC2（ロボット及びロボティック
デバイス）の WG7（サービスロボットの安全性）における ISO13482（サービスロボットの安
全要求事項）の制定において、機械安全及び機能安全の専門家として貢献。また、日本提案
に基づき現在 WG7 で審議中の生活支援ロボットの安全関連試験方法では、プロジェクトエデ
ィタとして貢献。今後の更なる活躍が期待される。
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第 13 回産学官連携功労者表彰で内閣総理大臣賞を受賞

受賞者（左から山田 教授、藤川 室長、大場 副研究センター長、比留川 研究センター長）
と授与者
内閣府より「第 13 回産学官連携功労者表彰～つなげるイノベーション大賞～」の発表があ
り、ロボットイノベーション研究センターの比留川 博久 研究センター長と大場 光太郎 副
研究センター長は、日本自動車研究所の藤川 達夫 ロボットプロジェクト推進室長と名古屋
大学の山田 陽滋 教授らとともに内閣総理大臣賞を受賞しました。産学官連携功労者表彰で
は、企業、大学、公的研究機関等における産学官連携活動において、大きな成果を収め、ま
た、先導的な取り組みを行うなど産学官連携活動の推進に多大な貢献をした成功事例に対し
て、その功績を称えることで我が国の産学官連携活動の更なる進展に寄与することを目的に、
内閣総理大臣賞をはじめとした各府省庁の大臣賞が授与されます。表彰式は 8 月 28 日に東
京ビッグサイトで行われました。
受賞テーマ： 生活支援ロボットの安全検証技術の開発と標準化
業績の概要：
ロボットが日常生活の中へ普及していくことが期待されている折、ロボットの安全基準の
未整備や事故リスクの懸念といったものがロボット製造やロボット技術の開発に携わる企
業の障壁になっていました。
このような背景のもと、受賞者らは産学官の連携によって生活支援ロボットの安全性評価
の基準、試験方法、認証スキームを確立しました。また、新エネルギー・産業技術総合開発
機構の事業により世界初の「生活支援ロボット安全検証センター」を整備し、人と接するロ
ボットの安全性に関する相談を受けたり、試験や評価を行ったりする拠点に仕上げました。
そして、ISO TC/184/SC2 において、同センターでの実際の試験に基づく成果を反映した
試験方法などを提案し、国際標準化を主導しました。世界初の生活支援ロボット国際標準
ISO13482 発行(2014 年 2 月 1 日)に貢献し、この規格に基づく認証事例 6 件を得ました。こ
れら認証された 6 件については企業 4 社から販売され、認証を機に売上が増加したことが認
められました。（産総研ＨＰより抜粋）
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ISO/IEC等国際標準関連機関役職者及びプロジェクトリーダー（規格審議中）一覧
参加TC/SC等
【ＩＳＯ

参加地位

氏名

所属領域

所属

役職

国際標準化機構】
齋藤

剛

計量標準総合 物質計測標準研究部門
研究グループ長
センター 計量標準基盤研究グループ

桜井

博

計量標準総合 物質計測標準研究部門
センター 粒子計測研究グループ

研究グループ長

小熊 光晴

省エネルギー研究部門
エネルギー・
エンジン燃焼排気制御グ
環境
ループ

研究グループ長

ISO/TC28(石油製品及び潤滑油)/SC5(軽質炭化
4 水素流体及び非石油由来液化ガス燃料の測
国際議長
定）

後藤 新一

エネルギー・
省エネルギー研究部門
環境

名誉リサーチャー

5 ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値)

コンビーナ

倉片 憲治

情報・人間工 イノベーション推進本部
学
（兼）人間情報研究部門

審議役

プロジェクト
リーダー

倉片 憲治

情報・人間工 イノベーション推進本部
学
（兼）人間情報研究部門

審議役

ISO/TC43（音響）/SC2（建築音響）/WG18（建
プロジェクト
築物及び建築部材の遮音及び床衝撃音の測
リーダー
定）

佐藤

人間情報研究部門 人間環
情報・人間工
境インタラクション研究グ 研究グループ長
学
ループ

ISO/TC45(ゴム及びゴム製品)/SC2(試験及び分 プロジェクト
析)/WG5(化学試験法)
リーダー

国岡 正雄

1

ISO/REMCO(標準物質委員会)/WG14(ガイド31改
コンビーナ
正)

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい)/SC4(粒子
2 特性評価)/WG12(エアロゾル粒子の電気移動度 共同コンビーナ
分析および個数濃度計測)
3

ISO/TC28(石油製品及び潤滑油)/SC4(分類及び
コンビーナ
仕様)/WG13(商用DME燃料の分類とスペック)

ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値)

6

11
12
13
14
15

16

機能化学研究部門
高分子化学グループ

研究グループ長

総務本部 イノベーションス
計量標準総合 クール
センター （兼）計量研修センター
（兼）物質計測標準研究部門

衣笠 晋一

ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性
コンビーナ
質)/WG22(生分解度）

国岡 正雄

材料・化学

機能化学研究部門
高分子化学グループ

研究グループ長

ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性 プロジェクト
質)/WG23(バイオベースプラスチック)
リーダー

国岡 正雄

材料・化学

機能化学研究部門
高分子化学グループ

研究グループ長

国際議長

指宿 堯嗣

エネルギー・
環境管理研究部門
環境

ISO/TC108(機械の振動及び衝撃)/SC3(振動・
衝撃測定器)

プロジェクト
リーダー

臼田

計量標準総合 計量標準総合センター研究
研究戦略部長
センター 戦略部

ISO/TC112(真空技術)/WG2(真空計測関連)

プロジェクト
リーダー

新井 健太

コンビーナ

平田 正紘

コンビーナ

佐川

コンビーナ

兵藤 行志

プロジェクト
リーダー

兵藤 行志

コンビーナ

田尾 博明

コンビーナ

指宿 堯嗣

コンビーナ

指宿 堯嗣

コンビーナ

松原 一郎

8 ISO/TC112(真空技術)/WG3(真空部品関連)

10

材料・化学

ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性 プロジェクト
質)/WG11(分析的手法)
リーダー

7 ISO/TC94(個人安全－保護衣及び保護具)

9

洋

ISO/TC122(包装)/WG9(包装のアクセシブルデ
ザイン学)
ISO/TC135(非破壊試験)/SC8(赤外線サーモグ
ラフィ試験)/WG2(通則)
ISO/TC135(非破壊試験)/SC8(赤外線サーモグ
ラフィ試験)/WG2(通則)
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の
測定)/WG27(セレン)
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の
測定)/WG28(排ガス中のアンモニア測定方法)
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の
測定)/WG31(排ガス中の個別VOC測定方法)
ISO/TC146(大気の質)/SC6(屋内空
気)/WG16(VOC検知器の試験方法)
ISO/TC147(水質)/SC2(物理的・化学的・生物
的方法)/WG56(液体クロマトグラフ質量分析計
を使用した水試料中のPFOS及びPFOA分析法)
ISO/TC150(外科用体内埋没材)/SC7(再生医療
機器)/WG3(硬組織用再生医療機器)

ISO/TC150(外科用体内埋没材)/SC7(再生医療
機器)/WG3(硬組織用再生医療機器)
ISO/TC159(人間工学)/WG2(特別な配慮を必要
17
とする人々のための人間工学)

孝

賢

コンビーナ

山下 信義

コンビーナ

廣瀬 志弘

プロジェクト
リーダー

本間 一弘

コンビーナ

佐川

賢

計量標準総合 計量標準普及センター
センター 準供給保証室

名誉リサーチャー

標

イノベーション推進本部
知的財産・標準化推進部
情報・人間工
人間情報研究部門
学
情報・人間工
人間情報研究部門
学
情報・人間工
人間情報研究部門
学
四国センター
エネルギー・
環境管理研究部門
環境
エネルギー・
環境管理研究部門
環境
関西センター
エネルギー・ 環境管理研究部門
海洋環境動態評価研究グ
環境
ループ
生命工学

総括主幹

客員研究員
名誉リサーチャー
副研究部門長
副研究部門長
所長
名誉リサーチャー
名誉リサーチャー
所長代理
上級主任研究員

健康工学研究部門
生体材料研究グループ

主任研究員

評価部

首席評価役

情報・人間工
人間情報研究部門
学

名誉リサーチャー

11

ISO/IEC等国際標準関連機関役職者及びプロジェクトリーダー（規格審議中）一覧
参加TC/SC等

参加地位

所属領域

所属
役職
知能システム研究部門
情報・人間工
インタラクティブロボティ 主任研究員
学
クス研究グループ
情報・人間工
人間情報研究部門
研究部門長
学

ISO/TC159(人間工学)/SC1人間工学の指導原
理)/ WG5(人間中心組織管理）

プロジェクト
リーダー

18

ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力
学)

国際議長

持丸 正明

19

ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力
学)

国際幹事

小林 吉之

人間情報研究部門
情報・人間工
デジタルヒューマン研究グ 主任研究員
学
ループ

20

ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力
学) /WG1 (人体計測)

コンビーナ

河内 眞紀子

人間情報研究部門
情報・人間工
デジタルヒューマン研究グ 招聘研究員
学
ループ

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムの
21 インタラクション)/WG10(消費生活用製品のア コンビーナ
クセシブルデザイン)

遠藤 維

倉片 憲治

情報・人間工 イノベーション推進本部
学
（兼）人間情報研究部門

審議役

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムの
プロジェクト
インタラクション)/WG10(消費生活用製品のア
リーダー
クセシブルデザイン)

佐川

情報・人間工
人間情報研究部門
学

名誉リサーチャー

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムの
インタラクション)/WG12(映像の生体安全性)

コンビーナ

氏家 弘裕

人間情報研究部門 感覚知
情報・人間工
覚情報デザイン研究グルー 研究グループ長
学
プ

ISO/TC159(人間工学)/SC5(物理的環境の人間
23 工学)/WG5(特別な配慮を必要とする人々のた
めの物理的環境)

コンビーナ

伊藤

情報・人間工学研究戦略部
情報・人間工
研究企画室
企画主幹
学
（兼）人間情報研究部門

22

24

賢

納奈

ISO/TC159(人間工学)/SC5(物理的環境の人間
工学)/WG5(特別な配慮を必要とする人々のた
めの物理的環境)

プロジェクト
リーダー

佐川

ISO/TC164(金属の機械試験)/SC3(硬さ試
験)/WG5(ビッカース硬さ試験)

コンビーナ

高木 智史

計量標準総合 工学計測標準研究部門
主任研究員
センター 強度振動標準研究グループ

ISO/TC173(福祉用具)/SC7(福祉用具のための
アクセシブルデザイン)/WG3（トイレの音案
内）

プロジェクト
リーダー

関

人間情報研究部門
情報・人間工
身体適応支援工学研究グ
学
ループ

コンビーナ

佐藤

ISO/TC173(福祉用具)/SC7(福祉用具のための
25 アクセシブルデザイン)/WG6(公共空間の音案
内)
ISO/TC190(地盤環境)/SC7(土及び現地評価）
/WG6(溶出試験）

賢

喜一

洋

情報・人間工
人間情報研究部門
学

名誉リサーチャー

主任研究員

人間情報研究部門
情報・人間工
人間環境インタラクション 研究グループ長
学
研究グループ
地圏資源環境研究部門
地質調査総合
地圏環境リスク研究グルー 主任研究員
センター
プ

アップグレード
リーダー

保高

26 ISO/TC201(表面化学分析)

国際議長

野中 秀彦

27 ISO/TC201(表面化学分析)

国際幹事

権太

ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プロー
ブ顕微鏡法)

プロジェクト
リーダー

井藤 浩志

計量標準総合 分析計測標準研究部門
主任研究員
センター ナノ顕微計測研究グループ

ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プロー
ブ顕微鏡法)/SG3(ナノラフネス）

コンビーナ

井藤 浩志

計量標準総合 分析計測標準研究部門
主任研究員
センター ナノ顕微計測研究グループ

国際幹事

阪口 修司

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG3(化学
分析)

コンビーナ

日置 昭治

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG6(モノ
リシックセラミックス/機械的性質）

プロジェクト
リーダー

宮崎 広行

28

29 ISO/TC206(ファインセラミックス)
30

31

12

氏名

徹生

聡

計量標準総合
分析計測標準研究部門
研究部門長
センター
計量標準総合センター研究
計量標準総合 戦略部 研究企画室
研究企画室長
センター （兼）工学計測標準研究部
門

中部センター産学官連携推
総括主幹
進室
計量標準総合 計量標準総合センター研究
室長
センター 戦略部 国際計量室
材料・化学

構造材料研究部門 セラミッ
主任研究員
ク組織制御グループ

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触
媒)
ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触
媒)

コンビーナ

竹内 浩士

評価部

主席評価役

プロジェクト
リーダー

竹内 浩士

評価部

主席評価役

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触
媒)

プロジェクト
リーダー

小西 由也

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触
媒)
ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触
媒)
ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG10(コー
ティング）

プロジェクト
リーダー
プロジェクト
リーダー
プロジェクト
リーダー

大古 善久
平川

力

八木 貴志

エネルギー・ 太陽光発電研究センター
環境
機能性材料チーム
エネル
ギー・環境
エネルギー・
環境
計量標準総合
センター

環境管理研究部門
反応場設計研究グループ
環境管理研究部門
反応場設計研究グループ
物質計測標準研究部門
熱物性標準研究グループ

主任研究員
主任研究員
主任研究員
主任研究員

ISO/IEC等国際標準関連機関役職者及びプロジェクトリーダー（規格審議中）一覧
参加TC/SC等

参加地位

ISO/TC213(製品の寸法・形状の仕様及び評
プロジェクト
価)/WG10(三次元測定機)
リーダー
ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計
32
コンビーナ
測）

氏名

計量標準総合
工学計測標準研究部門
センター
計量標準総合
藤本 俊幸
物質計測標準研究部門
センター
地質調査総合
楠瀬 勤一郎
地圏資源環境研究部門
センター

共同コンビーナ

34 TC281(ファインバブル技術)

国際幹事

綾

コンビーナ

矢部

TC281(ファインバブル技術)/WG1(用語及び定
義を含む一般原則）

【ＩＥＣ

所属

高辻 利之

33 TC265(炭素回収、輸送と貯留)/WG3(貯留)

35

所属領域

信博

イノベーション推進本部

彰

役職
研究部門長
研究部門長
招聘研究員
上席イノベーション
コーディネータ
特別顧問

国際電気標準会議】

36

IEC/TC3(情報構造、ドキュメンテーション及
び図記号)/SC3C(機器・装置用図記号)

国際幹事

関

37

IEC/TC45(原子力計測)/SC45B(放射線防護計
測）/WG16(汚染計及び汚染監視装置)

コンビーナ

柚木

彰

IEC/TC45(原子力計測)/SC45B(放射線防護計
測）/WG16(汚染計及び汚染監視装置)

プロジェクト
リーダー

柚木

彰

IEC/TC62(医用電気機器)/SC62D(医用電子機
器)/JWG35(手術ロボット)
ISO/TC299(ロボットとロボティックデバイ
ス)/JWG9(手術ロボット）

プロジェクト
リーダー

鎮西 清行

38 IEC/TC90(超電導)/WG14(超電導センサ)

コンビーナ

喜一

大久保 雅隆

人間情報研究部門
情報・人間工
身体適応支援工学研究グ
学
ループ
分析計測標準研究部門
計量標準総合
放射能中性子標準研究グ
センター
ループ
分析計測標準研究部門
計量標準総合
放射能中性子標準研究グ
センター
ループ

生命工学

健康工学研究部門

主任研究員

研究グループ長

研究グループ長

副研究部門長

エレクトロニ エレクトロニクス・製造領 上席イノベーション
クス・製造 域研究戦略部
コーディネータ

IEC/TC91(電子実装技術)/WG10(プリント基板
とその材料の測定・試験方法）

プロジェクト
リーダー

野中 一洋

IEC/TC103(無線通信用送信装置)/WG6(Radio
on fibre Transmitter)
IEC/TC110(電子ディスプレイデバイス)/WG7
39
（電子ペーパー）
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステ
ムのナノテクノロジー)
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステ
40
ムのナノテクノロジー)/WG7(信頼性)

プロジェクト
リーダー

黒川

コンビーナ

高橋 達見

プロジェクト
リーダー

秋永 広幸

コンビーナ

秋永 広幸

IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステ
41 ムのナノテクノロジー)/WG11(ナノ対応エネル コンビーナ
ギー貯蔵）

栗山 信宏

エネルギー・
電池技術研究部門
環境

プロジェクト
リーダー

小笹 健仁

フレキシブルエレクトロニ
エレクトロニ
クス研究センター
主任研究員
クス・製造
印刷デバイスチーム

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC24(コンピュータ
グラフィックス，画像処理及び環境データ表
現)/WG9(拡張現実世界の概念と参照モデル)

プロジェクトエ
ディタ

蔵田 武志

人間情報研究部門
情報・人間工
サービス観測・モデル化研究 研究グループ長
学
グループ

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC27(セキュリティ
技術)/WG2(暗号とセキュリティメカニズム)

プロジェクトエ
ディタ

古原 和邦

情報・人間工
情報技術研究部門
学

研究部門付

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC27(セキュリティ
技術)/WG2(暗号とセキュリティメカニズム)

プロジェクトコ
エディタ

辛 星漢

情報・人間工 情報技術研究部門
学
高機能暗号研究グループ

主任研究員

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC27(セキュリティ
技術)/WG3（セキュリティの評価・試験・仕
様）

プロジェクトエ
ディタ

坂根 広史

情報技術研究部門
情報・人間工
サイバーフィジカルセキュリ
学
ティ研究グループ

主任研究員

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC27(セキュリティ
技術)/WG3（セキュリティの評価・試験・仕
様）

プロジェクトエ
ディタ

山田 朝彦

情報・人間工 情報技術研究部門
学
高機能暗号研究グループ

招聘研究員

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC27(セキュリティ
プロジェクトエ
技術)/WG5（アイデンティティ管理とプライバ
ディタ
シー技術）

山田 朝彦

情報・人間工 情報技術研究部門
学領域
高機能暗号研究グループ

招聘研究員

関 喜一

人間情報研究部門
情報・人間工
身体適応支援工学研究グ
学
ループ

主任研究員

IEC/TC119(プリンテッドエレクトロニク
ス)/WG4(Printabilty)
【ＩＳＯ/ＩＥＣ/ＪＴＣ1

悟

エレクトロニ エレクトロニクス・製造領 イノベーションコーディ
クス・製造 域研究戦略部
ネータ
計量標準総合
センター
エレクトロニ
クス・製造
エレクトロニ
クス・製造
エレクトロニ
クス・製造

物理計測標準研究部門
電磁界標準研究グループ
フレキシブルエレクトロニ
クス研究センター
ナノエレクトロニクス研究
部門
ナノエレクトロニクス研究
部門

研究グループ長
招聘研究員
総括研究主幹
総括研究主幹
副研究部門長

情報技術】

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザイン
ターフェース)/WG5(文化及び言語適合性)

プロジェクトエ
ディタ
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ISO/IEC等国際標準関連機関役職者及びプロジェクトリーダー（規格審議中）一覧
参加TC/SC等

参加地位

氏名

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザイン
ターフェース)/WG6(ユーザインタフェースア
クセシビリティ)

プロジェクトエ
ディタ

関 喜一

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザイン
ターフェース)/WG6(ユーザインタフェースア
クセシビリティ)

プロジェクト
リーダー

所属領域

所属

人間情報研究部門
情報・人間工
身体適応支援工学研究グ
学
ループ

役職
主任研究員

大山 潤爾

人間情報研究部門
情報・人間工
感覚知覚情報デザイン研究 研究員
学
グループ

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC37(バイオメトリ
プロジェクトエ
クス)/WG2（バイオメトリックテクニカルイン
ディタ
タフェース）

山田 朝彦

情報・人間工 情報技術研究部門
学
高機能暗号研究グループ

招聘研究員

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC37(バイオメトリ
クス)/WG5(バイオメトリック技術の試験及び
報告)

大木 哲史

情報・人間工 情報技術研究部門
学
高機能暗号研究グループ

産総研特別研究員

蔀 洋司

計量標準総合 物理計測標準研究部門
センター 光放射標準研究グループ

主任研究員

コエディタ

【その他】
CIE(国際照明委員会)/JTC5(CIE
S009/IEC62471の見直し)

共同議長

CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と
色)/TC1-84(目立ちの視野)

副幹事

42

CIE(国際照明委員会)/Division2(光と放射の
物理測定)

副部会長

43

OMG(Object Management Group)/ロボット技術
共同議長
部会(Robotics-DTF)

神徳 徹雄

OMG(Object Management Group)/ロボット技術
44 部会(Robotics-DTF)/Infrastructure Working 共同議長
Group

安藤 慶昭

蔀 洋司

情報・人間工学研究戦略部
情報・人間工
研究企画室
企画主幹
学
（兼）人間情報研究部門
計量標準総合 物理計測標準研究部門
センター 光放射標準研究グループ

主任研究員

情報・人間工
知能システム研究部門
総括研究主幹
学
ロボットイノベーション研
情報・人間工 究センター ロボットソフ
研究チーム長
学
トウェアプラットフォーム
研究チーム
人間情報研究部門
情報・人間工
デジタルヒューマン研究グ 主任研究員
学
ループ

OMG(Object Management Group)/ロボット技術
共同議長
部会(Robotics-DTF)/ロボット機能サービスWG

堀

俊夫

OMG(Object Management Group)/RoIS FTF (人
46 ―ロボット相互作用サービス・フレームワー 共同議長
ク最終文書化作業部会

堀

俊夫

人間情報研究部門
情報・人間工
デジタルヒューマン研究グ 主任研究員
学
ループ

田口 研治

情報技術研究部門
情報・人間工
ソフトウェアアナリティク 招聘研究員
学
ス研究グループ

衣笠 晋一

総務本部 イノベーションス
計量標準総合 クール
センター （兼）計量研修センター
（兼）物質計測標準研究部門

45

47

OMG(Object Management Group)/System
Assurance Platform Task Force

VAMAS/TWA28(合成高分子の定量質量スペクト
48
ル)
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伊藤 納奈

共同議長

議長

ISO/REMCO（標準物質委員会）/WG14（ISO Guide31 改正）
コンビーナ（2008 年 6 月就任）：
物質計測標準研究部門 計量標準基盤研究グループ 研究グループ長
齋藤 剛
ISO/REMCO(Committee on reference materials) /WG14(Revision of ISO Guide 31)
Convenor (Placed in on June, 2008)
AHG4（Chemical purity CRMs）Convenor (Placed in on June, 2015)：
Takeshi SAITO (Group leader, Metrological Information Section, Measurement
Standards System Division, Metrology Institute of Japan)
◇標準化活動略歴◇
2001～
ISO/REMCO 会議委員、国内対策委員会事務局
2008～2015 ISO/REMCO WG14（ISO Guide31 改正作業）コンビーナ
2011～
ISO/REMCO 国内審議委員会事務局
2015～
ISO/REMCO AHG４（Chemical purity CRMs）コンビーナ
◇活動概要◇
ISO/REMCO WG 14 は、ISO Guide 31:2000 “Reference materials — Contents of certificates and labels” ｢標準物質－
認証書及びラベルの内容｣の改正作業を行い、第３８回 REMCO 会議にて試験成績証明書等、標準物質に付随する証明
書、或いは認証標準物質の認証書の内容、及び（認証）標準物質のラベルに明示する必要項目、並びに（認証）標準物質の
安全面に関する必要資料が明確化された改正最終案の議論を行い、微修正を行った上で発行されることが承認された。最
終案が ISO 中央事務局に提出されたのを受け、ISO/REMCO WG14 は役目を終えて解散された。
ISO/REMCO AHG4 は、機器の校正等に利用される高純度物質の認証標準物質の生産及び利用に関わる問題点を明確に
し、関連するガイド等の必要性を REMCO へ提案するために設置された。
◇審議規格◇
規格番号：ISO Guide 31
規格名称：“ISO Guide 31:2015 - Contents of certificates, labels and accompanying documentation”（標準物質－認証書
ラベル及び付随する文章の内容）
規格発行日： 2015 年 11 月 1 日

◇TC/SC 情報◇
標準物質、認証標準物質の生産、利用法についての幅広い国際的調和を促進する活動を行っている。
2015年にISO Guide 30、Guide 31、及びGuide 33が改正され、ISO Guide 33改正に伴い、ISO Guide 32は廃止された。
現在は、1 種類の既存 ISO ガイドの改正作業が行われている。（標準物質の値付け及び均質性や安定性評価に関わるガイ
ド３５。）
議長、副議長、各作業部会長、事務局など構成される Chairman’s Advisory Group（CAG）は、英, 独, EU、南ア, 日本で構
成されており、会議の方向性などを決める重要な役割を担っている。毎年開催される会議には、３０名程度の参加者があ
る。
国内では、2011 年より産総研が国内審議団体となり、ISO/REMCO 国内対策審議委員会が設立された。
TC
SC WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
Angelique Botha （南ア）
ISO
2016 年 6 月
ISO/REMCO 国内審議委員会
REMCO
齋藤 剛（日）
（ロシア）
AH
G４
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ISO/TC24（粒子特性評価及びふるい）/SC4（粒子特性評価）/WG12
（エアロゾル粒子の電気移動度分析および個数濃度計測）
共同コンビーナ（2008年9月就任）：
物質計測標準研究部門 粒子計測研究グループ 研究グループ長
桜井 博
ISO/TC24(Particle characterization including sieving) /SC4(Particle
characterization) /WG12(Electrical mobility and number concentration
analysis for aerosol particles)
Shadow Convener (Placed in on September, 2008)：
Hiromu SAKURAI (Group leader of Particle Measurement Research
Group, Research Institute for Material and Chemical Measurement )
◇標準化活動略歴◇
2005～
ISO/TC 229 国内委員
2006～
ISO/TC 24/SC 4 国内委員
2007～
ISO/TC 24/SC 4/WG 12 エキスパート、ISO/TC 229/JWG2 エキスパート
2008～
ISO/TC 24/SC 4/WG 12 共同コンビーナ
2010～2014 ISO/TC 146/SC 2/WG 1 エキスパート 及び国内委員
2012～
ISO/TC 24/SC 4 国内委員会委員長
◇活動概要◇
•
国際会議を年 2 回開催
•
WG 12 主要参加国：日本、米、独、英
•
WG 12 会議参加者数：10～15 名程度
•
気中に浮遊するナノ粒子の粒径や個数濃度を測定するために用いられる計測器に関して規格作成を行う WG
である。昨今のナノ粒子計測に対する需要の増加に伴い、良質な規格文書の迅速な作成が求められている。
◇審議規格◇
規格番号：ISO 27891:2015
規格名称：Aerosol particle number concentration — Calibration of condensation particle counters（エアロゾ
ル粒子個数濃度－凝縮粒子カウンタの校正
規格発行日：2015 年 2 月 27 日
（標準基盤研究「気中ナノ粒子数濃度測定方法の標準化」の成果）
規格番号：ISO 15900：2009
規格名称：Determination of particle size distribution — Differential electrical mobility analysis for aerosol
particles（粒子径分布の測定－噴霧粒子の差動電気移動度法）
規格発行日：2009 年 5 月 12 日
現在のステージ：90.93（2015 年以降改定予定）（標準基盤研究「ナノリスク管理に関わる気中ナノ粒子測定方法の
標準化」の成果）

◇TC/SC 情報◇
TC
SC
WG
24
4
12

16

議長
Walter Haver（独）
Anthony Thornton（米）
Hans-Georg Horn （独）
桜井 博（日）

幹事国
ドイツ
日本

次回総会予定
2016 年 4 月
（ドイツ）
2016 年 10 月
（アメリカ）

審議団体
（一社）日本粉体工業技術協会

ISO/TC28（石油製品及び潤滑油）/SC4（分類及び仕様）/WG13
（商用 DME 燃料の分類とスペック）
コンビーナ（2011 年 7 月 8 日就任）：
省エネルギー研究部門 エンジン燃焼排気制御グループ 研究グループ長
小熊 光晴
ISO/TC28(Petroleum products and lubricants) /SC4(Classifications and
specifications /WG13(Classification and specifications of commercial
Di-Methyl Ether (DME) )
Convenor (Placed in on July 8,2011)：
Mitsuharu OGUMA (Group leader, Engine Combustion and Emission
Control Group of Research Institute for Energy Conservation)
◇標準化活動略歴◇
2003～2005 「燃料用DME」の標準化研究を実施．TS K001: 20051「燃料用ジメチルエーテル（DME）」
の公表に貢献
2008～2010 「ジメチルエーテル（DME）燃料に関する標準化」研究（基準認証研究開発事業）を実施
2007～
ISO/TC28/SC4/WG13エキスパート
2007～
ISO/TC28/SC5国内委員およびエキスパート
2009～
自動車用DME燃料規格委員会幹事
2010～
燃料用DME品質標準化委員会事務局
2011～
ISO/TC28/SC4/WG14エキスパート
2011.7
ISO/TC28/SC4/WG13コンビーナ就任
など、DME燃料標準化に関する活動多数。
◇活動概要◇
2007年にTC28およびSC4、5のスコープ見直しが実施され、非石油系燃料であるDMEについて取り扱えるように
なった。同年にSC4内にWG13が設置され、DME燃料品質の議論が開始された。およそ3年の議論の末、2010年
11月に新規案件として登録され、ISOにおける実質の規格化作業が開始された。なお、DME燃料品質分析に必
要な試験方法については、当初WG13内で議論していたが、TC28との合同WGとしてWG14が2011年に新たに
設置され、並行して進行中である。
◇審議規格◇
規格番号：ISO16861
規格名称：
Petroleum products -- Fuels (class F) -- Specifications of dimethyl ether (DME)
（石油製品－燃料(クラスＦ)－ジメチルエーテル(DME)の仕様）
規格発行日：2015 年 5 月 11 日
規格概要：ボイラやガスタービン等工業用途、民生用燃料、ならびに自動車および発電機等ディーゼルエンジン燃
料利用など、種々の用途に利用する DME の要求燃料品質規格。ただし、用途によっては必要な、添
加剤添加前および他種燃料との混合前の燃料品質として規定する。
・「ジメチルエーテル（DME）燃料に関する標準化」、METI 基準認証研究開発事業および NEDO 国際標準共同研
究開発事業
・「次世代自動車用バイオ DME 事業」、METI アジア基準認証推進事業、基準認証イノベーション技術研究組合
◇TC 情報◇
TC28/SC4 における DME 燃料に関する審議については、産総研旧新燃料自動車技術研究センター内に設置した
「燃料用 DME 品質標準化委員会」が審議団体である石油連盟と連携して進めている。
TC
SC
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
石油連盟
未定
アメリカ
Hamje (米)：2017 まで
28
未定
フランス
Michel Rouyer (仏)：
4
2012 まで
日本
小熊光晴
13
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ISO/TC28（石油製品及び潤滑油）/SC5（軽質炭化水素流体及び非石油由来
液化ガス燃料の測定）
国際議長（2007年10月31日就任）：
省エネルギー研究部門 名誉リサーチャー
後藤 新一
ISO/TC28(Petroleum products and lubricants) /SC5(Measurement of
refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous
fuels)
Chairperson (Placed in on October 31,2007)：
Shinichi GOTO (Visiting researcher of Research Center for New fuels and
Vehicle Technology)
◇標準化活動略歴◇
2003～2005 「燃料用ジメチルエーテル（DME）の品質基準」の標準化研究を実施
2006
「発電用ジメチルエーテル（DME）品質基準の標準化に関する研究」を実施
2007
ISO/TC 28/SC 5 チェアパーソン（国際議長）に就任
2014
ISO/TC 28/SC 5 国際議長任期延長（2016.12.31まで）
◇活動概要◇
ISO/TC 28/SC 5は現在、Pメンバー20ヶ国及びOメンバー17ヶ国の計37ヶ国で構成され、その傘下に各専門分野に
おける国際規格原案の作成を行う2つの作業部会（WG）を擁している。2012年12月に米国によるTC 28幹事国並び
にその傘下にあるSC 2及びSC 7幹事国の撤退という大きな動きがあったものの、欧州勢（特にオランダ・英国）を中
心としながら委員会メンバー各国は従来と変わらず良好な協調関係にある。
◇審議規格◇
規格番号：ISO/DIS 19970
規格名称：Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels -- Metering of gas as
fuel on LNG carriers during cargo transfer operations（停泊中のLNG船上で燃料として使用されるガスの計量）
現在のステージ：DIS。2015年4月にCD登録。2015年10月にDIS登録。
規格概要：停泊中のLNG船上で燃料として消費されたガスの流量計による計量方法及び熱量決定方法等。

◇TC/SC情報◇
ISO/TC 28/SC 5は日本が幹事国であり、幹事国事務局及び国内審議団体事務局は一般社団法人日本海事検定協
会が務めている。規格開発に関しては、ISO/TC 30（管路における流量測定）/SC 2（差圧検出法）、GERG、IDA、
OIML、CEN/TC 282（LNG用装置及び機器）
、ISO/TC 8（船舶及び海洋技術）/SC 8（船体設計）と連携してい
る。

TC
28

18

SC
5

WG

議長
後藤新一（日）

幹事国
オランダ/ブラジル
日本

次回総会予定
2016 年 9 月（オランダ）
2016 年 9 月（オランダ）

国内審議団体
石油連盟
（一社）日本海事検定協会

ISO/TC43（音響）/WG1（聴覚閾値）
コンビーナ（2012 年 11 月 30 日就任）：
イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 審議役
倉片 憲治
ISO/TC43(Acoustics) /WG1(Threshold of hearing)
Convenor (Placed in on November 30, 2012)
プロジェクトリーダー（2008 年 5 月 30 日就任）：
イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 審議役
倉片 憲治
ISO/TC43(Acoustics)/WG1(Threshold of hearing)
Project Leader(Placed in on May 30, 2008)：
Kenji KURAKATA(Councilor, Intellectual Property and Standardization
Promotion Division, Research and Innovation Promotion Headquarters)
◇標準化活動略歴◇
2002～
ISO/TC159（人間工学）/AHG 及びWG2（特別な配慮を必要とする人々のための人間工学）セク
レタリー及び国内審議委員会主査
2004～2006 IEC/TC100（マルチメディア）/PT61606-4（PC オーディオ）副プロジェクトリーダー
2006～
ISO/TC43（音響）/WG1（聴覚閾値）エキスパート及び国内審議委員会幹事
2006～2015 ISO/TC159（人間工学）/SC5/WG5 コンビーナ
2010～
ISO/TC159（人間工学）/SC4/WG10 コンビーナ
2012～
ISO/TC43（音響）/WG1 コンビーナ
◇活動概要◇
本作業グループ（WG）では、聴覚検査機器の校正に必要な聴覚閾値（基準等価閾値音圧レベル）等、オージオロ
ジー（聴覚学）に係る基本規格の審議を行っている。
◇審議規格◇
規格番号：ISO/DIS 7029
規格名称：Acoustics – Statistical distribution of hearing thresholds related to age and gender
（音響－年齢・男女別聴覚閾値の統計的分布）
提案日：2005 年 6 月
規格発行予定日：2016 年 8 月
規格概要：耳科学的に正常な18～80 歳の者について、様々な周波数における聴覚閾値（聞き取ることのできる
最も小さな音のレベル）の分布を年齢別・男女別に記述した規格。この規格は、40 年以上前に欧米で
測定された聴力データに基づいており、現在の日本人の聴力を適切に反映していない。そこで、同規格
の見直しを日本から提案し、改訂作業を開始した。
※標準基盤研究「年齢別聴覚閾値分布の標準化」（2006～2008年度）による成果
規格番号：ISO 389-7:2005/DAM 1
規格名称：Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part 7: Reference
threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions – Amendment 1
（音響－聴覚検査機器の校正のための基準零レベル－第 7 部：自由音場及び拡散音場聴取条件に
おける基準聴覚閾値－補遺 1）
提案日：2014 年 5 月
規格発行予定日：2016 年 6 月
規格概要：聴覚検査機器の校正基準として使用される聴覚閾値を規定した規格。一部の周波数における閾値の
信頼性が低いため、産総研が測定したデータを追加して改善を図っている。
※標準基盤研究「高周波領域の基準聴覚特性の標準化」（2001～2003年度）及び「高齢者による低周波音の不
快度評価方法」（2004～2005年度）による成果
◇TC/SC 情報◇
TC43 では、音響・聴覚に係る規格について、IEC/TC29（電気音響）と連携を取りながら審議を進めている。
TC
SC
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
（一社）日本音響学会
2017 年 5 月
ドイツ
Douglas Manvell
43
（デンマーク・コペンハー
（デンマーク）
ゲン）
日本
倉片 憲治（日）
1
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ISO/TC43（音響）/SC2（建築音響）/WG18（建築物及び建築部材の遮音及び
床衝撃音の測定）
プロジェクトリーダー（2015年9月18日就任）：人間情報研究部門
人間環境インタラクション研究グループ 研究グループ長 佐藤 洋
ISO/TC 43(Acoustics)/SC 2 (Building acoustics)/WG 18 (Measurement of
sound insulation in buildings and of building elements)
Project Leader(Placed in on September 18, 2015)：
Hiroshi SATO (Group Leader of Human Environment Interaction Research
Group, Human Informatics Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2005～
ISO/TC 43/SC 2 エキスパート
2005～
IEC/TC100/MT 60268-16 エキスパート
2007～
ISO/TC159/SC5/WG5 セクレタリ
2008～
ISO/TC159/SC5/WG4 セクレタリ
2008～
ISO/TC159/ WG2 エキスパート
ISO/TC159/SC5/WG5 ISO 24504 プロジェクトリーダー
2010～2014
ISO/TC173/SC7/WG6 コンビーナ
2013～
ISO/TC43/SC2/WG18 ISO/PWI 717-2 プロジェクトリーダー
2015～
◇活動概要◇
国内では床衝撃音遮断性能の方法としてJIS A 1418「建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法」を規定して
おり，その第一部は欧米でもよく用いられている方法であり，第二部で用いられている日本独自の方法が国際
的にも注目され始めていた。特に隣国の韓国および住宅用の木材を日本に輸出しているカナダからは注目さ
れていた。そこで，日本建築学会，建築研究所，北方建築総合研究所，日本の住宅産業界と協力して重量床
衝撃音の評価法について研究を実施し，人の感覚と適合した評価方法を確認し国際学会で発表してきた。
一方，日本の重量床衝撃音測定方法を用いようとしている韓国からはTC43/SC2総会のたびに本評価法に
関する共同提案を打診されてきたが，日本の国内状況から成果がまだ十分ではなかったため見送ってきた経
緯がある。今回，2015年9月のTC43/SC2総会において再度韓国から打診されることを想定し準備を進めてき
たため，韓国とともに日本発の重量床衝撃音遮断性能の評価法について国際標準化を提案し，PWI 717-2へ
追加するNWIPを提出することになった。
◇審議規格◇
規格番号： ISO/PWI 717-2
規格名称：” Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact
sound insulation” （アクセシブルデザイン－公共施設における聴覚的誘導信号）
規格発行予定日：未定
規格概要：日本が開発した床衝撃音遮断性能測定法であるゴムボールを用いた測定方法（JIS A 1418−2:標
準重量衝撃源による方法）をISO 717-2に追加し，ゴムボールによる重量床衝撃音遮断性能の計
測結果の評価方法を行う方法を規定する。

20

ISO/TC45（ゴム及びゴム製品）/SC2（試験及び分析）/WG5（化学試験法）
プロジェクトリーダー（2013 年 10 月 30 日就任）：
機能化学研究部門 高分子化学グループ 研究グループ長
国岡 正雄
ISO/TC45(Rubber and rubber products)/SC2(Testing and
analysis)/WG5(Chemical tests)
Project Leader(Placed in on October 30, 2013)：
Masao KUNIOKA (Group Leader of Polymer Chemistry Group in
Research Institute for Sustainable Chemistry)
◇審議規格◇
規格番号：ISO/CD 19984-1
規格名称：Rubber and rubber products-Determination of biobased content Part 1:General principles and
calculation methods using formulations
（ゴム及びゴム製品－バイオベース度の求め方 パート１ 概論及び組成表からの計算方法）
規格番号：ISO/CD 19984-2
規格名称：Rubber and rubber products- Determination of biobased content Part 2:Biobased carbon
content
（ゴム及びゴム製品－バイオベース度の求め方 パート 2 バイオベース炭素含有率）
規格番号：ISO/CD 19984-3
規格名称：Rubber and rubber products- Determination of biobased content Part 3: Biobased mass content
（ゴム及びゴム製品－バイオベース度の求め方 パート 3 バイオベース質量含有率）
規格番号：ISO/NP 20463 (新規提案)
規格名称：Rubber and rubber products-Determination method of combustion energy and CO2 emission
from biobased and non biobased materials
（ゴム及びゴム製品－バイオベース、非バイオベース材料からの燃焼熱と二酸化炭素排出量の求め
方）
パート 1 はエキスパートとして、パート 2 はプロジェクトリーダー、パート 3 は副プロジェクトリーダーとして、日本ゴ
ム工業会とともに、原案作成、日本提案。新規提案はプロジェクトリーダーとして日本提案。
提案日：2014 年 5 月 28 日(パート 1-3)
現在のステージ： CD
提案日：2015 年 5 月(新規提案)
規格発行予定日：(2018 年)
規格概要：ゴム製品には、多くの化成品が含まれており、その一部分又は、全てをバイオマス由来の原料で製品
を生産する動きがある。廃タイヤを回収燃料として使用する場合、そのバイオマス由来度により、石油
使用の代替となりうる。このため、これらの製品にどの程度バイオマス由来の成分が含まれているかを
計算する方法が必要となっている。プラスチックでは、すでに ISO16620 シリーズ(国岡がプロジェクトリ
ーダー)が審議されているが、ゴム製品特有の状況、また、組成分析による測定法を応用して、計算す
ることができるため、異なった ISO 規格となっている。パート 2 は、組成の炭素質量を基準にバイオベー
ス炭素度を分析する方法、パート 3 は、組成成分の質量を基準にバイオベース質量度を分析する方法
を規定している。新規提案は、ゴム製品を燃焼させたときのバイオベース燃焼熱とバイオベース二酸化
炭素量を分析する方法を規定している。
（NEDO バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発(先導技術開発)「バイオポリオレフィン等のバイオマス由来
度の測定・試験方法の研究開発」（H20～24）による成果）
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ISO/TC61（プラスチック）/SC5（物理・化学的性質）/WG11（分析的手法）
プロジェクトリーダー（2008 年 7 月 1 日就任）：
総務本部イノベーションスクール（兼）計量研修センター
（兼）物質計測標準研究部門
衣笠 晋一
ISO/TC61(Plastics) /SC5(Physical-chemical properties) /WG11(Analytical
methods)
Project Leader(Placed in on July 1, 2008)
Shinichi KINUGASA (AIST Innovation School)
◇審議規格◇
規格番号：ISO/CD 19929
規格名称：Plastics — Determination of average molecular mass and mixture ratio of poly (ethylene glycol)
and its derivatives by MALDI-TOF-MS
提案日：NP ステージ：2014 年月 5 月 5 日（NWI 投票開始）
WD ステージ：2014 年 10 月 28 日（新規プロジェクトとして登録）
CD ステージ：2015 年 12 月 16 日（Committee draft (CD)提出 ）
DIS ステージ ：2015 年
FDIS ステージ ：2017 年（FDIS 投票を実施予定）
規格発行予定日：2018 年（順調に行って）
規格概要：本規格は、マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析（英語略称：MALDI-TOF-MS）
によるポリエチレングリコール及びその誘導体の平均分子量と混合比の測定に関する規格である。
田中耕一氏のノーベル賞受賞以来、MALDI-TOFMS はたんぱく質などの生体高分子だけでなく合成
高分子などにも応用され、同定や平均分子量測定に汎用されてきた。最近は、定量にも期待が寄せら
れ応用例も増加している。そこで、種々の研究結果や共同測定にもとづき、企業の現場で使える定量
MALDI-TOFMS の規格案を策定し、材料開発や特許戦略の一助となる ISO 規格を制定することになっ
た。
備考：
本規格案は、産総研の標準基盤研究「高分子の定量 MALDI 質量分析法の国際標準化（H23-H26）」
の成果をもとにして作成されたものである。
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ISO/TC61（プラスチック）/SC5（物理・化学的性質）/WG22（生分解度）
コンビーナ（2016 年 2 月 26 日就任）：
機能化学研究部門 高分子化学グループ 研究グループ長
国岡 正雄
ISO/TC61(Plastics)/SC5(Physical-chemical
Properties)/WG22(Biodegradability)
Convenor(Placed in on February 26, 2016)：
Masao KUNIOKA(Group Leader of Polymer Chemistry Group in
Research Institute for Sustainable Chemistry)
◇標準化活動略歴◇
2004～
ISO/TC61 SC5 WG22 の専門家として日本提案等の審議に参加
2005～2011 ISO/TC61 SC5 WG22 に「生分解度をもとめるための試料調製法」のプロジェクトリーダーとして
新規提案。
2010～2015 ISO/TC61 SC5 WG22 に「バイオベース度の求め方」をプロジェクトリーダーとして新規提案した
が、翌年より新規 WG23(バイオプラスチックの試験法)で審議されることに。
2011～
ISO/TC61 SC5 WG23 に専門家、PL として審議に参加
2016～
ISO/TC61 SC5 WG22 のコンビーナに就任
◇活動概要◇
2004 年から、専門家として WG22 に参加し、「生分解度を求めるための試料調製法」等の規格を提案し、発行さ
せた。また、日本提案の生分解度の好気的生分解度、嫌気的生分解度の評価法を国内委員会で技術的にサポ
ートし、国際審議にも参加した。本 WG は日本人の澤田氏(日本バイオプラスチック協会)が長年にわたり、就任し
てきたが、2014 年を最後に引退し、2015 年は国岡が代理コンビーナとして、2016 年に投票で就任することとな
った。国際審議は、日本バイオプラスチック協会の技術委員会で、日本の意向を決定している。
2013 年からは、ゴム及び製品の TC45 にも参加し、主に天然ゴムの成分量であるバイオベース度の求め方につ
いて、プロジェクトリーダーとして新規提案し、国際審議にも参加している。日本ゴム工業会に設置された委員会
で、国内審議を行っている。

◇審議規格◇
規格番号：ISO XXXX(提案予定)
規格名称：Plastic-Guideline of biodegradability
（プラスチック－生分解のガイドライン）
規格発行予定日： 2020 年発行予定
規格概要：WG22 で審議した発行済み複数の生分解度の求め方の概要を説明する規格。

◇TC/SC 情報◇
TC61 は、日本の参加者が非常に多い技術委員会である。昨年、インドデリーで開催された総会においては、200
名のうち、60 名程度が日本人参加者である。ただし、ヨーロッパに主導権を握られており、プラスチック関連の多く
の規格をもつ、ASTM、米国との対立関係の中、日本が埋もれている感がある。技術的な新規提案は日本提案が
多いが、主導権を取っているとは言いがたい。
TC
SC
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
日本プラスチック工業
2016 年 （ドイツ）
中国
Hubert(ドイツ)
61
連盟
2017 年 （韓国）
ドイツ
Eldin（スイス）
5
2018 年 （日本）
国岡正雄（日本）
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ISO/TC61（プラスチック）/SC5（物理・化学的性質）/WG23（バイオベースプラ
スチック）
プロジェクトリーダー（2011 年 9 月 27 日就任）：
機能化学研究部門 高分子化学グループ 研究グループ長
国岡 正雄
ISO/TC61(Plastics)/SC5(Physical-chemical Properties)/WG23(Test
methods for bioplastics)
Project Leader(Placed in on September 27, 2011)：
Masao KUNIOKA(Group Leader of Polymer Chemistry Group in
Research Institute for Sustainable Chemistry)
◇審議規格◇
規格番号：ISO 16620-1
規格名称：Plastic-Biobased content Part 1: General principles
（プラスチック－バイオベース度－パート１：一般原則）
規格番号：ISO 16620-2
規格名称：Plastic-Biobased content Part 2: Determination of the biobased carbon content
（プラスチック－バイオベース度－パート２：バイオベース系炭素含有量の定量）
規格番号：ISO 16620-3
規格名称：Plastic-Biobased content Part 3: Determination of the biobased synthetic polymer content
（プラスチック－バイオベース度－パート３：バイオベース系合成高分子含有量）
規格番号：ISO 16620-4
規格名称：Plastic-Biobased content Part 4: Determination of the biobased mass content
（プラスチック－バイオベース度－パート４：バイオベース質量度の求め方）
提案日：2009 年 10 月 6 日
WD ステージ ：2010 年 11 月 22 日
CD1 ステージ ：2011 年 3 月 19 日
CD2 ステージ ：2012 年 6 月 22 日
3 パート(全て国岡が PL)に分離
新 CD ステージ：(2013 年 3 月より、パート 4(国岡が PL)を加えて新規に国際投票開始)
DIS ステージ (パート 4 は CD3)：2014 年 7 月 7 日
FDIS スキップ 2014 年 9 月 24 日
規格発行日：2015 年 4 月 2 日(パート 1-3)、2017 年発行予定(パート 4)
規格概要：石油由来のプラスチックに加え、バイオマス由来のプラスチックが製品化されている。プラスチック製品
中のバイオマス由来度を測定するために、試料中の炭素のバイオマス由来の炭素の含有率を炭素 14
濃度測定から求める方法について規定している。パート 3 では、重量ベースのバイオマス樹脂の含有
率から、バイオマス由来添加剤を除外して計算する方法を規定している。
（エネ・環（石特：委託費）「化成品における非石油資源である再生可能原料利用率測定方法の標準化」（H18）、
標準基盤研究「バイオマス炭素含有率の測定法の標準化」（H19～21）及び標準基盤研究「バイオマスプラスチッ
ク製品中のバイオマスプラスチック度の測定方法の標準化」（H22～24）による成果）
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ISO/TC94（個人安全－保護衣及び保護具）
国際議長（2007年8月就任）：
環境管理研究部門 名誉リサーチャー 指宿 堯嗣
ISO/TC94(Personal safety -- Protective clothing and equipment)
Chairperson(Placed in on August, 2007)：
Takashi IBUSUKI
(Emeritus Advisor of Environment Management Research Institute)

◇標準化活動略歴◇
2004 年～ ISO/TC94 国内対応委員会委員
2007 年～ ISO/TC94 チェアパーソン（国際議長） （任期 5年間）
2013 年～ ISO/TC94 チェアパーソン（国際議長） （任期 3年間）
◇活動概要◇
TC94はPメンバーが29 カ国であり、Oメンバー34 カ国も含めると先進国だけでなく多くの開発途上国が参加す
る大きなTC であり、人の安全確保に必要な保護衣、保護具に関する規格を作成するという重要な役割を担って
いる。国際標準に我が国の優れた製品、技術を反映させることにより、国際貢献の推進とともに産業競争力の強
化に資することが期待される。
2010年11月に東京でSC13、SC14と15の議長その他の出席でTC94の議長諮問会議（CAG会合）を開催し、
TC94の各SCのかかえる課題に加えて、複数の保護具、保護衣などのCompatibility（共用性）、人体模型などに
ついて議論した。スイス、ジュネーブで2011年5月2日から2日間にわたりTC94全体会合を2開催した。議長から
TC94のビジネスプランの案を説明し、その完成に向けて各SCから意見と情報を次回全体会合の半年前までに
TC94事務局に提出することになった。複数の保護具を使用するときのCompatibilityの確保が重要な課題である
ことが認識され、TC94議長、SC13、SC14、SC15の議長のほかに、日本など3カ国の専門家が参加するTask
Group(TG)を設置し、次回全体会合に報告書を提出することになった。いくつかのSCについては組織、活動内容
の見直しを進めることで合意された。
幹事国から 2012 年 12 月で任期が終了する議長の再任が提案され、投票と TMB での協議を経て 2015 年まで
の再任が決定された。
2013 年の 5 月に予定された次回 TC94 全体会合について幹事国及び招聘国（ドイツ）と協議をしてきたが、ビジネ
スプランに関する意見集約が十分でないこと及び Compatibility に関する報告書作成も遅れていることから、2013
年の 2 月初旬に 1 年間の延期を決定した。2013 年の 11 月にビジネスプランドラフトの改訂及び TG からの報告
書が準備できたことから、前回総会決議にしたがってドイツのリューベックで 2014 年の 5 月 19 日～20 日の日程
で総会を開催することを決定した。総会の主要な議題は、ビジネスプランに関する議論と Compatibility 等に関す
る報告書の発表・説明であり、その他に各 SC からの活動報告などである。ビジネスプランについては議論のポ
イントになる項目を選択しスライドを用意して説明し、参加者の合意を得た。Compatibility については日本で

WG を組織して資料も含めた報告書の内容が TG の主査から説明され、Compatibility の重要性が確認され
た。「PPE の compatibility に関するガイド」(PPE: Personal Protective Equipment 個人用防護具)を作成していく
ために、「PPE の適合性」という新たなプロジェクトグループ（PG）を設置することが決議された。
2014 年の総会後、ビジネスプランについては主要ＳＣの議長等から意見を集約し、幹事が修正等の作業を進めて
おり、2016 年の半ばには公表される予定である。上記のＰＧについては日本の専門家がコンビーナーに就任し、
ＷＧドラフトを作成して、2016 年の 3 月に 1 回目のＷＧ会合を金沢で開催した。

◇TC/SC 情報◇
TC SC WG
94

議長
指宿堯嗣（日）
任期:2013 年～2015 年

幹事国
オーストラリア

次回総会予定
2016 年 5 月

審議団体
（公社）日本保安用品協会
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ISO/TC108（機械の振動及び衝撃）/SC3（振動・衝撃測定器）
プロジェクトリーダー（2012 年 6 月 29 日就任）：
計量標準総合センター研究戦略部 研究戦略部長
臼田 孝
ISO/TC108(Mechanical vibration, shock and condition monitoring)/SC3(Use
and calibration of vibration and shock measuring instruments)
Project Leader(Placed in on June 29, 2012 )
Takashi USUDA(Deputy Director General, Research Promotion Division of
National Metrology Institute of Japan)
◇審議規格◇
規格番号：ISO/NP 16063 Part 44
規格名称："Methods for the calibration of vibration and shock transducers – Part 44: Calibration of field
vibration calibrators "
（振動及び衝撃トランスデューサの校正方法 第 44 部 手持ち式振動加速度計校正装置の校正法）
提案日：2012 年 6 月 25 日
WD ステージ ：2014 年 3 月 1 日
CD ステージ ：2015 年 7 月 26 日
規格発行予定日：未定
規格概要：手持ち式振動加速度計校正装置は、振動加速度計の日常的な点検に多く用いられているが、その校
正法や性能評価法を定める規格は無かった。このため、現場ユーザにおいては信頼性のよりどころを
求める声が多かった。本規格は、手持ち式振動加速度計校正装置を含む、現場利用型（元名称では
field vibration calibrators と標記）の装置が発生する、加速度をトレーサブルに維持するための校正法
を規定する。
規格番号：ISO/DIS 16063-17
規格名称："Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups – Part 7: Primary calibration by
centrifuge"
（振動及び衝撃トランスデューサの校正方法 第 17 部 遠心加速度による一次校正）
提案日：2013 年 10 月 18 日
WD ステージ ：2014 年 3 月 1 日
DIS ステージ ：2015 年 11 月
規格発行予定日：未定
規格概要：遠心装置による振動加速度計の校正は、DC レベルの高加速度を印加出来る特徴があり、日本ではひ
ずみゲージ 式 振動加速 度 計の校正 に広く用 いら れ ている 。特 に国内 で開発さ れた 校正装置 は
20000m/s2 レベルの校正が可能であり、今後広く活用されることが予想される。一方、そのためには不
確かさ評価等、今日的課題を網羅した合意文書が求められている。これらの背景を鑑み、遠心式校正
装置による校正法の規格を策定する。
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ISO/TC112（真空技術）/WG2（真空計測関連）
プロジェクトリーダー（2015 年 11 月 12 日就任）：
計量標準普及センター 標準供給保証室 総括主幹
新井 健太
ISO/TC112 (Vacuum technology)/WG2 (Vacuum instrumentation)
Project Leader (Placed in on November 12, 2015)：
Kenta ARAI (Associate Manager, Metrology Quality Office, Center for
Quality Management of Metrology)
◇審議規格◇
規格番号：ISO/NP 20146
規格名称：Vacuum Technology - Vacuum Gauges - Specification, calibration and expression of uncertainty
of calibration results of capacitance diaphragm vacuum gauge with electrical output
（電気出力を持つ静電容量型隔膜真空計の仕様、校正、及び不確かさの評価方法）
提案日：2014 年 7 月 11 日、現在 NWIP が承認され、CD を準備中
規格概要：
現在までに、一般的な真空計の用語については、ISO 3529-3:2014 Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 3:
Total and partial pressure vacuum gauges（JIS Z 8126-3:1999 真空技術−用語−第 3 部：真空計及び関連用
語、ISO 規格の改定に合わせて JIS 規格の改定を検討中）、比較校正方法については ISO 3567:2011 Vacuum
gauges -- Calibration by direct comparison with a reference gauge（JIS Z 8750:2009 真空計校正方法）、比較
校正の不確かさ評価方法については ISO 27893:2011Vacuum technology -- Vacuum gauges -- Evaluation of
the uncertainties of results of calibrations by direct comparison with a reference gauge（JIS 化を検討中）が制
定されてきた。今回、新規提案するこの規格は、静電容量型隔膜真空計について、上記三規格を補完するととも
に、静電容量型隔膜真空計の仕様項目を規定する。
標準基盤研究「真空計を用いた圧力測定における熱遷移効果の補正方法の国際標準化」
（H19〜H21）
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ISO/TC112（真空技術）/WG3（真空部品関連）
コンビーナ（2005 年 12 月 6 日就任）
イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部
平田 正紘
ISO/TC112(Vacuum technology)/WG3(Vacuum hardware)
Convenor(Placed in on December 6, 2005)：
Masahiro HIRATA (Visiting Researcher, Intellectual Property and
Standardization Promotion Division, Research and Innovation Promotion
Headquarters)
◇標準化活動略歴◇
1980～
ISO/TC112 国内対策委員会（日本真空協会）委員
1996～1999 ISO/TC112/SC1/WG2、SC3/WG2 コンビーナ
2001～2003 「信頼性の高い真空計測方法の標準化」の標準化研究を実施
2003～2007 ISO/TC112/PT4、PT5 プロジェクトリーダー
2005～
ISO/TC112/WG3 コンビーナ
2007～2009 「真空計を用いた圧力測定における熱遷移効果の補正方法の国際標準化」の標準化研究を実施
2010～2012 「標準リークの比較校正方法の標準化」の標準化研究を実施
2012～
ISO/TC112(真空技術)の標準化活動へ協力
◇活動概要◇
真空関連JIS原案作成とISO/TC112（真空技術）国内審議は（一社）日本真空学会が担当している。同学会は日
本真空工業会と合同委員会を設け、産業界の意見を汲み上げている。TC112活動は2002年にドイツが幹事国に
なって再活発化した。P-メンバーは12カ国で、日本は有力メンバーである。
2003年のフランクフルト総会で、5件のプロジェクトが立ち上り、内2件のリーダーを務めた。2005年のソウル総会
で4件のプロジェクトが加わって3作業グループ（WG1、WG2、WG3）体制になり、WG3のコンビーナになった。
2007～2009年はWG1（真空ポンプ）の代理コンビーナも務めた。発行済み規格数は20である。
2015年11月、TC112総会とWG会議がリヒテンシュタインにて開催され、7ヵ国（独、スイス、米、スロベニア、韓
国、中国 、日 本） 総勢18名 （ 内、日本 から 3名） が 参加 し た 。審議中 の課題 は8件 、真空用 語の 規格（ ISO
3529-2）、ターボ分子ポンプの性能試験法（ISO 5302）の改正、ナイフエッジフランジ規格のIS化（DIS 3669）、隔
膜真空計(NP 20146)、ピラニ真空計（NP 19685）の仕様、分圧計の校正法(NP/TS 20175)、放出ガス量の測定
法(NP/TS 20177)、ルーツポンプの性能試験法（NP 21360-3）の新規規格化がある。次回の総会とWG会議は、
2017年秋、ベルリン開催が検討されている。
発行済みJIS規格数は17ある。2015年に、その内の2件、JIS B8329-1 真空技術－真空ポンプの性能試験方法
－第１部：共通試験方法（ISO 21360-1のJIS化）、JIS B8329-2第２部：容積移送式真空ポンプの試験方法（ISO
21360-2のJIS化）が発行され、原案作成に協力した。
◇審議規格◇
規格番号：ISO/DIS 3669
規格名称：Vacuum technology -- Bakable flanges – Dimensions of knife-edge flanges （真空技術－ベーカブ
ルフランジ－形状・寸法）
規格概要：真空装置で多用されているナイフエッジフランジの形状・寸法の技術仕様書（ISO/TS 3669-2）の IS
化。IS 化目標は 2017 年 4 月になっている。
◇TC/SC 情報◇
TC112 活動の中心はヨーロッパであるが、真空機器の生産量、マーケットの大きさから考えると、将来は日本が幹
事国業務を引受ける必要がある。アジアの国々、特に韓国と中国との協力が重要であり、韓国の担当者とは密接
に情報交換している。
TC
SC
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
(一社)日本真空学会
2017 年 （ドイツ）
ドイツ
Kosters（独、2017年12月まで）
112
2017 年 （ドイツ）
ドイツ
Beyer（独）
1
2016 年 （スロベニア）
ドイツ
Jousten（独）
2
2017 年 （ドイツ）
日本
平田正紘（日）
3
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ISO/TC122（包装）/ WG9（包装のアクセシブルデザイン）
コンビーナ（2008年1月23日就任）：
人間情報研究部門 名誉リサーチャー
佐川 賢
ISO/TC122(Packaging)/WG9(Accessible design for packaging)
Convenor(Placed in on January 23,2008)：
Ken SAGAWA(Emeritus Researcher, Human Informatics Research
Institute)
◇標準化活動略歴◇
1987～2011
CIE(国際照明委員会)、TC 委員長（1987-2011）、Division1部会長(1995-2003)、
副会長(2003-2007)、幹事（2007-2011）
2001～2004
ISO/COPOLCO（消費者政策委員会）JISC 代表
2001～2009

JISC消費者政策特別委員会臨時委員

2004～

ISO/TC159（人間工学）/WG2 コンビーナ

2004～2005

ISO/IWA3（映像の生体安全性）議長兼セクレタリ－

2006～2013

ISO/TC159 アクセシブルデザインリエゾンオフィサ－

2007～2013

ISO/TC159 アクセシブルデザインアドバイザリグループ、コンビーナ

2007～2016

ISO/TC159/SC5/WG5(物理的環境におけるアクセシブルデザイン)プロジェクトリーダー

2008～

ISO/TC122/WG9（包装のアクセシブルデザイン）コンビーナ

2010～2014

JISC 消費者政策特別委員会委員長

◇活動概要◇
包装・容器のアクセシブルデザインを実践するため、2008年1月に新たに設置されたWG(作業グループ)。
関連するJISを基に、アクセシブルデザインの基本原則を包装容器の表示、開封性、試験方法などに応用し、高
齢者・障害者に使い易い包装容器に関する規格を作成する。一般要求事項は2011年7月に発行。これに続いて、
欧州から提案された「医薬品包装の点字表示」（ISO 17351）の審議を2012年に終了し、2013年1月に発行され
た。さらに、JISC提案の「開封性」に関する規格案(ISO 17480)の審議が終了し、出版された。
また2014年1月に登録した予備作業課題PWI「情報と表示」に関する審議を進め、新規課題（NWIP）として2015
年6月に承認され、審議が開始された。
◇審議規格◇
規格番号：ISO 17480
規格名称：Packaging – Accessible Design – Ease of opening
包装・容器－アクセシブルデザイン－開封性
規格発行日：2015年3月15日
規格概要：包装・容器のアクセシブルデザインの開封性について、開封方法や開封位置に関するデザイン手法と
評価方法を示した規格。
規格番号：PWI 18908
規格名称：Packaging – Accessible Design－Information and Marking
（包装・容器－アクセシブルデザイン－情報と表示）
現在のステージ：新規課題登録
規格概要： 高齢者や障害者に分かりやすい包装の情報を表示方法を規定するもの。

◇TC/SC 情報◇
TC SC
122

WG
9

議長
小野 拡邦（日）
佐川 賢（日）

幹事国
日本、イラン
日本

次回総会予定
2016 年 5 月 （ソウル）

審議団体
日本包装技術協会
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ISO/TC135（非破壊試験）/SC8（赤外線サーモグラフィ試験）/WG2（通則）
コンビーナ（2013 年 3 月 4 日就任）：
人間情報研究部門 副研究部門長 兵藤 行志
ISO/TC135(Non-destructive testing)/SC8(Infrared thermography for
non-destructive testing)/WG2(NDT-IRT-General principles)
Convenor (Placed in on March 4, 2013)：
プロジェクトリーダー（2013 年 3 月 4 日就任）：
人間情報研究部門 副研究部門長 兵藤 行志
ISO/TC135(Non-destructive testing)/SC8(Infrared thermography for
non-destructive testing)/WG2(NDT-IRT-General principles)
Project Leader(Placed in on March 4, 2013)：
Koji HYODO(Deputy director, Human Informatics Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2003～
ISO/TC135（非破壊試験）/SC8（赤外線サーモグラフィ試験） エキスパート
2003～2006
2007～2010
2008～2010

ISO/TC135審議団体（日本非破壊検査協会） 標準化委員会 副委員長
ISO/TC135審議団体（日本非破壊検査協会） 標準化委員会 委員長
標準基盤研究「赤外線サーモグラフィを用いた整形外科デバイスの力学的適合性試験方法」実施

2009～2011

ISO/TC108/SC5（機械の状態監視と診断） 国内委員会 委員

2009～

ISO/TC108/SC5/WG11（熱画像） エキスパート

2011～
2011～2013
2011～2014

ISO/TC108/SC5（機械の状態監視と診断） 国内委員会 幹事
標準基盤研究「アジア人高齢者人工関節のための基盤技術の標準化」実施
ISO/TC135審議団体（日本非破壊検査協会） 標準化委員会 副委員長

2012～2014

経済産業省アジア基準認証推進事業「パーソナライズドインプラントの機能・安全性評価基準」
標準案検討委員及び規格原案作成委員
ISO/TC135（非破壊試験）/SC8/WG2（赤外線サーモグラフィ試験・通則） コンビーナ、及びプロジ
ェクトリーダ

2012～

◇活動概要◇
赤外線サーモグラフィ試験は、対象物の広範な領域を非接触に短時間で評価できる特徴を有している。そし
て、装置のめざましい技術的進展とも相まって、医療機器の安全性評価、社会インフラの維持・管理と寿命延伸、
航空機・自動車や電子機器の試験等々、ますます広い産業分野での活用が進んでいる。
より広範な非破壊試験に赤外線サーモグラフィ技術が適切に信頼性高く応用され、安全・安心な社会の実現へ
寄与することを目指して、SC8 では、ISO10878：2013 赤外線サーモグラフィ試験用語を制定し（2013 年 10 月）、
ひき続き、試験方法や装置の規格整備を進めている。当該 WG2 では、試験方法通則や熱弾性応力測定法等、
赤外線サーモグラフィ試験の礎となる基本規格の制定を担っており、各国と連携し活動している。
◇審議規格◇
規格番号：ISO/DIS 10880
規格名称：Non-destructive testing -- Infrared thermographic testing -- General principles
（非破壊試験－赤外線サーモグラフィ試験―通則）
提案日：2012 年 2 月
規格発行予定日：2016 年
規格概要：赤外線サーモグラフィ試験を、適切に信頼性高く実施するための基本的事項を規定する。具体的には、
赤外線サーモグラフィ試験方法の種類、赤外線サーモグラフィ試験技術者、機能及び性能を理解した
赤外線カメラの選択、外乱を回避するための試験環境の設定、条件に応じた試験方法の選択及び設
定等が規定される。
◇TC/SC 情報◇
TC135（非破壊試験）/SC8（赤外線サーモグラフィ試験）
TC
SC WG
議長
幹事国
日本
大岡紀一
135
韓国
Seung-Seok Lee
8
日本
兵藤行志
2
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次回総会予定
2016 年 6 月（ドイツ）

審議団体
（一社）日本非破壊検
査協会

ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測定)/WG27（セレン）
コンビーナ （2011 年 10 月 12 日就任）：
四国センター 所長 田尾 博明
ISO/TC146(Air quality)/SC1(Stationary source emissions)/WG27(Selenium)
ISO/TC147(Water quality)/SC2(Physical, chemical and biochemical
methods)
Convenor(Placed in on October 12, 2011)：
Hiroaki TAO (Director-General, AIST Shikoku)
◇標準化活動略歴◇
1994～
JIS K 0102工場排水試験方法検討委員会委員
2006～2012 ナノテクノロジー標準化国内審議委員会 委員
2010～2012 「工場排水中のクロム(III)とクロム(VI)の分別定量法」の標準化研究を実施
2010～2013 排ガス中のセレン化合物濃度測定方法に関する標準化調査委員会委員長
2011～
TC147（水質）国内審議委員会委員長
2014～
排ガス中の水銀測定法国際標準化委員会委員長
2014～
アルキル水銀測定法国際標準化検討委員会委員長
◇活動概要◇
排ガス中のセレン：石炭燃焼排ガス中のセレン等の有害微量金属の排出量を把握しておくことは重要。従来法で
は、測定精度が悪く、高精度な分析法が求められていた。このため2011年にNWIPを行い、10月にSC1会議で
WGが承認された。コンビーナには田尾博明が、セクレタリーには伊藤茂男（電力中央研究所）が就任した。2012
年10月の会議ではWDについて議論し、修正を行った。2013年10月の会議ではCDについて議論し、DIS案を作
成した。2014年9月の会議でDIS案を議論し、FDISをスキップし、2015年8月にISとして発行された。主な参加国と
しては、カナダ、日本、英、米、露、独などである。SC1への参加者は約15人、日本からは3人が参加した。
排ガス中の水銀：2013年10月に水銀に関する水俣条約が採択された。水銀測定法は米国、EU、日本などで規格
があるがISO規格はない。国際交渉において統一された測定法を確立するとともに、日本の測定法を反映して計
測産業を育成する。2014年度はTC146/SC1での新規提案に向けて、水銀測定法の国内外の規格、施設におけ
る水銀測定状況、水銀測定器の種類や精度等の調査を行った。同年9月のSC1会議で調査結果を発表し、新規
規格案について各国と意見交換を行った。2015年9月の会議で、日本から新規提案を行うことで合意し、現在、
NWIPとWD案を作成中である。
アルキル水銀：同上の水銀条約に応じてアルキル水銀の分析法に関しても、ISO規格がなく、国際的な交渉にお
いて、データの比較が可能になるよう統一された測定法を確立することを目的とする。2014年度は測定方法等の
文献調査とそれらを基にした評価試験を行う。2015年6月のISO/TC147/SC2会議に参加し、新規提案について
各国の意見を聴収した。日本から新規提案を行うことで合意し、現在、NWIPとWD案を作成中である。
◇審議規格◇
規格番号：ISO17211
規格名称：Stationary source emissions -- Sampling and determination of selenium compounds in flue gas
（固定発生源排出－燃焼排ガス中のセレン化合物のサンプリング及び定量）
規格発行日：2015 年 8 月 13 日
規格概要：石炭などの燃焼に伴って排出される排ガス中の有害物質の一つであるセレンの高精度な分析法を標
準化する。
NEDO プロジェクト研究「戦略的石炭ガス化・燃焼技術開発(STEP-CCT)石炭利用プロセスにおける微量成分の
環境への影響低減手法の開発」
◇TC/SC 情報◇
TC146/SC1 では、排ガス中の揮発性有機化合物（VOC）やセレン、アンモニアなどの測定法に関する新規提案を
日本から活発に行っている。
TC
SC
WG
コンビーナ
幹事国
次回総会予定
審議団体
146
1
27
田尾博明（日） ドイツ
2016 年（未定）
(一社)産業環境管理協会
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ISO/TC146（大気の質）/SC1（固定発生源大気の測定）/WG28（排ガス中のアン
モニア測定方法）
コンビーナ（2013年10月19日就任）：
環境管理研究部門 名誉リサーチャー 指宿 堯嗣
ISO/TC146(Air quality)/SC1(Stationary source emissions）/WG28(Ammonia)
Convener (Placed in on October 19, 2013)：
Takashi IBUSUKI(Emeritus Advisor of Environment Management Research
Institute)

◇標準化活動略歴◇
2002～
ISO/TC146/SC1/WG18 コンビーナ
2004～
ISO/TC146/SC1/WG19 コンビーナ
2009～2012 ISO/TC146/SC1/WG24 コンビーナ
2013～
ISO/TC146/SC1/WG28 コンビーナ
2001～2011 JISC 資源・環境循環専門委員会委員
◇活動概要◇
乾式脱硝装置やアンモニア使用施設などから大気へ排出されるガス中のアンモニア濃度を連続的に測定
するため、又は、アンモニア接触還元脱硝装置の運転管理のためのアンモニア自動計測法について、
国際的に統一したアンモニアの標準計測法を確立することで、アンモニア排出量の把握、脱硝装置の性
能保証や維持管理を行い、わが国環境装置の信頼性を担保することに資することを目的としている。
2011年10月のTC146/SC1会合で開催したadhoc WGで議論した結果、市場に出ているアンモニア自動計測シ
ステムを網羅した規格にすることになった。 (a)触媒変換―NOx計（化学発光法）
、(b)配管加熱採取法＋
各種のアンモニア測定法（FTIRなど）
、及び(c)非採取方式のレーザー光源赤外線吸収法（in-situ TLS）に
ついて性能基準や評価方法を基礎とする内容で作成することになり、(a) の性能評価データを取得整理す
るとともに、ドイツ等から(b),(c)に関するデータ、情報を収集してWDドラフトを作成した。2012年10月の
SC1会合で、adhoc WG会議を開催して内容を検討、議論した結果、このドラフトをベースに規格作成を進め
ることで合意した。コンビーナがWDを修正してadhoc WGメンバーに回覧後、SC1事務局にWDドラフトを送付
した。2013年8月に新規提案が賛成多数で可決された。2013年10月にAIST主催で開催されたSC1の東京会合
でWDドラフトが詳細に審議され、SC1総会で日本がコンビーナとなる正式なWG28の設置が承認された。東京
会議で議論したコメントを基にCD案を作成し、平成26年2月末にWGメンバーに送付した。その後、更に修正
を加え、4月末にCD投票のためのドラフトをSC1セクレタリーに送付した。CDドラフトは賛成多数で可決さ
れたので、コンビーナ、事務局とドイツの専門家で検討してドラフトを改訂した。2014年9月に南アフリカ
で開催されたWG会合で逐条審議した結果に基づいてDISドラフトを作成した。5月～8月に行われたDIS投票
では100％賛成で可決された。
TC146/SC1/WG28 会議（平成 27 年 9 月 24 日にオランダのデルフトで開催）でドイツ、日本、アメリカから
出されたコメントを中心に DIS ドラフトを審議し、すべてのコメントへの対応が合意された。100%賛成の
可決なので、FDIS 投票をスキップすることが会議で決定され、SC1 全体会合で承認された。
・2015 年 11 月初めに SC1 セクレタリーに FDIS 案を送付し、登録された。現在、ISO 発行までのドラフテ
ィングが終了に近づいており、間もなく IS として発行される予定である。
◇審議規格◇
規格番号： ISO 17179
規格名称： Stationary source emission- Determination of the mass concentration of ammonia in flue gasPerformance characteristics of automated measuring systems
（固定発生源－排ガス中のアンモニア質量濃度測定－自動測定システムの性能特性）
規格発行日：DISドラフト作成段階（2015年2月現在）
規格概要：本規格は乾式脱硝装置などから大気へ排出されるガス中のNH3濃度を連続的に測定する方法に関す
るものであり、試料ガスを採取して化学発光法、FTIRなどで測定する方式とダクトを光路としてTLSな
どで直接測定する方式の自動計測システムについて記述している。
◇TC/SC 情報◇
TC SC WG
コンビーナ
幹事国
次回総会予定
審議団体
146
1
28
指宿堯嗣（日）
日本
未定
（一社）産業環境管理協会
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ISO/TC146（大気の質）/SC1（固定発生源大気の測定）/WG31（排出ガス中の個
別VOC測定方法）
コンビーナ（2015年9月23日就任）：

環境管理研究部門 名誉リサーチャー 指宿 堯嗣
ISO/TC146(Air quality)/SC1(Stationary source emissions）
/WG31(Individual VOC in waste gas)

Convener (Placed in on September 23, 2015)：
Takashi IBUSUKI(Emeritus Advisor of Environment Management Research
Institute)
◇標準化活動略歴◇
2002～
ISO/TC146/SC1/WG18 コンビーナ
2004～
ISO/TC146/SC1/WG19 コンビーナ
2009～2012 ISO/TC146/SC1/WG24 コンビーナ
2013～
ISO/TC146/SC1/WG28 コンビーナ
2001～2011 JISC 資源・環境循環専門委員会委員
◇活動概要◇
2011 年度から 3 年間実施した国際標準化共同開発事業の一つとして、溶剤使用施設からの VOC を成分別
に連続測定する方法を ISO 化すべく、研究調査を進めてきた。測定法としては、現場で多成分を連続モ
ニタリングできる FTIR 法（フーリエ変換赤外分光法）を用いることに決定し、国内外の排ガス測定にお
ける FTIR の使用状況等の調査、モデルガス及び実ガスを用いての精度評価試験等を実施してきた。2013
年 10 月の TC146/SC1 東京総会にて、
日本より規格化の可能性について測定結果などを示して説明した結果、
新規提案投票にかけることで合意した。新規提案投票のための preWD を作成し、国内委員会での審議を経
て、新規提案書と合わせて SC1 セクレタリーに送付した。その結果、2014 年 8 月に新規提案投票（3 カ月
間）が開始され、賛成多数で可決された。
2015 年 9 月に SC1/AHG(VOC’s)会議がオランダのデルフトで開催された。新規提案に英国からコメント

された CEN/TC264（大気質）/WG36 において作成中の「FTIR による排ガス中の汚染物質の測定法の規
格」との重複については、新規提案（ISO 20264）は非燃焼排ガスの測定のみに限定しているので問
題ないということで合意が得られ、決議に明記された。pre-WD を米国及び英国の専門家と共同で修正、
作成した WD1 を参加メンバーで議論した。その結果、DIS 登録へのタイムリミットを考慮して、本会
議後に WD2 を作成し、2016 年 6 月頃に CD 投票に付すこと、WG31 として活動することが SC1 全体会合
で合意された。
◇審議規格◇
規格番号： ISO 20264
規格名称： Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual VOC
（FTIRを用いた非燃焼プロセスからの個別VOC測定法）
規格発行日：CDドラフト作成段階（2016年3月現在）
規格概要：本規格は測定法として多成分を連続モニタリングできるFTIR法（フーリエ変換赤外分光法）を
用いて、塗装、印刷など溶媒を用いるプロセスからの排出ガス中に含まれるVOCを成分別に連続
測定する方法について規定している。

◇TC/SC 情報◇
TC SC WG
146
1
31

コンビーナ
指宿堯嗣（日）

幹事国
日本

次回総会予定
2016 年 9 月 26 日～30 日
（米国バーモント州、バーリン
トン）

審議団体
（一社）産業環境管理協会
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ISO/TC146（大気の質）/ SC6（屋内空気）/ WG16（VOC 検知器の試験方法）
コンビーナ（2010 年 1 月就任）：
関西センター 所長代理
松原 一郎
ISO/TC146(Air quality)/SC6(Indoor air)/WG16(Test methods for VOC
detectors VOC)
Convenor (Placed in on January, 2010)：
Ichiro MATSUBARA(Deputy Manager for AIST Kansai)
◇標準化活動略歴◇
2005～2007 水素検知器の標準化研究を実施
2005～2014 ISO/TC197/WG13 コンビーナ
2009～
VOC検知器評価法の標準化研究を実施
2010.1
ISO/TC146/SC6/WG16 コンビーナ
◇活動概要◇
室内及び生活空間における揮発性有機化合物（VOC）濃度をモニタリングするための簡易型検知器の評価法は
確立されておらず、測定結果の信頼性に関する客観的なデータは提供されていない。そこで、VOC検知器の信頼
性の向上に寄与するVOC検知器の試験方法の国際規格を策定するために、2009年9月2日にNWI(新業務項目)
（Test methods for VOC detectors）を提案した。投票の結果（賛成９カ国、反対１カ国、棄権６カ国）、本NWIP(新
業務項目提案)は採択され、2010年1月にTC146/SC6/WG16が新たに発足した。WG16のエキスパートとして、
オーストリア、カナダ、ドイツ、日本、イギリスの5カ国から計10名のエキスパート登録があった。WG16の活動の結
果、2014年6月にISとして発行された。
◇審議規格◇
規格番号：ISO 16000-29
規格名称：Test Methods for VOC detectors （VOC 検知器の試験方法）
現在のステージ： IS （2014 年 6 月）
規格発行日：2014 年 6 月 1 日
プロジェクトリーダー: 松原一郎
規格概要：本規格は、室内および生活空間における空気中の揮発性有機化合物（VOC）濃度モニタリング、および
室内空気質の制御を目的として使用されるポータブル型、モバイル型、リモート型検知器の性能試験方
法について規定する。当該試験方法は、VOC混合物、および個別VOCを検知対象とした検知器に適
用する。本規格は応答速度、安定性、測定範囲などVOC検知器の各試験項目における試験条件等の
要件を規定している。なお、当該国際標準化活動は、NEDO戦略的国際標準化推進事業（標準化フォ
ローアップ）「揮発性有機化合物検知器の評価法に関する標準化」、および経済産業省の国際標準開
発事業の成果によるものである。

◇TC/SC 情報◇
下記 3 件の定期見直し投票が開始された。
・ISO16000-9: ”Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and
furnishing -- Emission test chamber method”
・ISO16000-10: “Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and
furnishing -- Emission test cell method”
・ISO16000-11: “Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and
furnishing -- Sampling, storage of samples and preparation of test specimens”
TC
SC
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
未定
（一財）建材試験センター
ドイツ
田辺新一（日）
146
6
16
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松原一郎（日）

日本

ISO/TC147（水質）/SC2（物理的・化学的・生物的方法）/WG56（液体クロマトグ
ラフ質量分析計を使用した水試料中のPFOS 及びPFOA 分析法）
コンビーナ（2005 年6月3日就任）：
環境管理研究部門 海洋環境動態評価研究グループ 上級主任研究員
山下 信義
ISO/TC147(Water quality)/SC2(Physical, chemical and biochemical
methods)/WG56(Water quality – Determination of perfluorooctanesulfonate
(PFOS) and perfluorooctanate (PFOA) – Method for unfiltrated water
samples using solid phase extraction and liquid chromatography/mass
spectrometry)
Convenor(Placed in on June 3, 2005)：
Nobuyoshi YAMASHITA(Chief Senior Researcher of Marine Environment
Research Group, Environmental Management Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
平成18年度経産省基準認証事業「基準認証研究開発事業（新規POPs候補物質の分析法の標準化）」
平成19年度社会ニーズ対応型基準創成調査研究委員会委員（環境保全と産業競争力の強化に資する環境測定
JIS体系の構築戦略）
平成20年度標準基盤研究「ノニルフェノール異性体別分析法の精度確認試験と国際提案」
ISO/TC147国際標準規格回答原案作成委員会委員(H15～H26)
その他ISO規格化5件、JIS規格関係多数
特定計量事業者証明制度（MLAP）技術委員会委員(～H22)
優先評価化学物質のリスク評価に用いる物理化学的性状、分解性、蓄積性等のレビュー会議(H25～)
◇活動概要◇
産総研で開発した分析法を審議したところ12ヶ国の賛同を受け、2005年5月に新業務項目（NWI） として採択さ
れた。2008年1月に国際規格案（DIS） となり、ラウンドロビンテスト結果をもとに修正したDISは19ヶ国の100%賛
成投票により最終国際規格案（FDIS）を省略し、2009年3月にISO25101として国際規格化を達成した。
本国際規格により飲料水・環境水・地下水の高感度測定が可能になった。飲料水の測定も可能な高感度分析法
のため、高濃度工場排水・一般廃水については1ml程度で測定できるが、国内排出源である業界団体の現状を考
慮し、工場排水への適用法を追加した分析法について2009年度中にJIS原案を作成。201１年3月にJIS K
0450-70-10として制定された。ISO25101の次期規格提案(2016年3月にNWI提案)のため、WG56は2015年に
終了、現在は、短鎖化合物や前駆体など、関連するペルフルオロアルキル化合物分析法の国際標準化に関する
エキスパートとして貢献。
◇審議規格◇
規格番号：ISO 25101
規格名称：Water quality – Determination of perfluorooctanesulfonate （PFOS） and perfluorooctanate
（PFOA）– Method for unfiltrated water samples using solid phase extraction and liquid
chromatography/mass spectrometry （液体クロマトグラフ質量分析計を使用した水試料中のPFOS
及びPFOA分析法）
規格発行日：2009年3月
規格概要：液体クロマトグラフ質量分析計を使用した水試料中のPFOS 及びPFOA 分析法
定期見直し : 2014年1月～6月のSystematic Reviewで規格の見直しが投票された。結果、確認17ヶ国、修正を
伴う確認1ヶ国、改正1ヶ国、棄権10ヶ国により、修正を伴わない確認が推奨された。
◇TC/SC 情報◇
TC
SC
WG
147
2
未定

議長
Hans-Jürgen Pluta(独)
Birgit Gordalla (独)
予定 Eric Riner (加)
予定 谷保佐知(日)

幹事
国
ドイツ
ドイツ
カナダ
日本

次回総会予定

審議団体

2016 年 9 月(オーストラリア)

（一社）産業環境管理協
会
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ISO/TC150（外科用体内埋没材）/SC 7（再生医療機器）/WG 3（硬組織用再生
医療機器）
コンビーナ（2011 年 6 月 21 日就任）：
健康工学研究部門 生体材料研究グループ 主任研究員
廣瀬 志弘
ISO/TC150(Implants for surgery)/SC7(Tissue-engineered medical
products)/WG3(Tissue-engineered medical products for skeletal tissues)
Convener(Placed in on June 21, 2011)：
Motohiro HIROSE (Senior Researcher of Biomaterials Research Group,
Health Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
NEDO「再生医療の早期実用化を目指した再生評価プロジェクト」の標準化研究を実施
2006.4～2008.3
2006.12～
日本バイオマテリアル学会標準化委員会幹事
2007.5～
ISO/TC150/SC7幹事国業務委員会委員
2007.9～
ISO/TC150/SC7/WG3コンビーナ（転籍出向につき2008.6交代）
2010.4～
ISO/TC194/SC1特別作業班委員
2010.5～
ISO/TC198/WG9国内業務委員会委員
2010.9～
経産省・医療機器開発ガイドライン事業 再生医療WG事務局
2010.11～
国際標準化戦略部会委員
2011.6～
ISO/TC150/SC7/WG3コンビーナ
2013.8～
ISO/TC276国内業務委員会委員
◇活動概要◇
TC150/SC7/WG3 は硬組織用再生医療機器の有効性、物理化学的安全性および一般的要求事項に関する国際
標準化を担う。
◇審議規格◇
規格名称：ISO/CD 19090 Tissue-engineered medical products – Bioactive ceramics – A method to measure
cell migration in porous materials
現在のステージ：CD（2016 年 2 月）
規格発行予定日：未定
規格概要：生体活性セラミックス–多孔体に対する細胞遊走活性の試験方法
（一部、経済産業省 国際標準共同研究開発事業「バイオセラミックスの再生医療用特性評価法に関
する標準化」の成果）
規格名称：ISO/WD 13019 Tissue-engineered medical products – Quantification of sulphated
glycosaminoglycans (sGAG) for evaluation of chondrogenesis –
現在のステージ：WD（2016 年 2 月）
規格発行予定日：未定
規格概要：再生軟骨組織の成熟度の指標である硫酸化グリコサミノグリカンの定量法
（一部、NEDO「再生医療の早期実用化を目指した再生評価プロジェクト」および標準基盤研究「再生
医療材料の in vitro 吸収性評価法国際標準形成に関する研究」の成果）

◇TC/SC情報◇
堤 定美博士（金沢工業大学客員教授）の尽力でTC150に日本を幹事国とするSC7が2007年9月に設立された。
現在、議長は米国FDA/CDRHのDavid Kaplan博士、国際幹事は国立医薬品食品衛生研究所の中岡竜介博士
が務める。
TC
SC WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
150 7
David Kaplan（米） 日本
2016 年 9 月（オーストラリア・シド ファインセラミックス国際
3
廣瀬 志弘（日）
ニー）
標準化推進協議会
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ISO/TC159（人間工学）/ WG2（特別な配慮を必要とする人々のための人間工
学）
コンビーナ（2004年3月11日就任）：
人間情報研究部門 名誉リサーチャー 佐川 賢
ISO/TC159(Ergonomics)/WG2(Ergonomics for people with special
requirements)
Convenor(Placed in on March 11,2004)：
Ken SAGAWA(Emeritus Researcher, Human Informatics Research
Institute)
◇標準化活動略歴◇
1987～2011
CIE(国際照明委員会)、TC 委員長（1987-2011）、Division1部会長(1995-2003)、
副会長(2003-2007)、幹事（2007-2011）
2001～2004
ISO/COPOLCO（消費者政策委員会）JISC代表
2001～2009
JISC消費者政策特別委員会臨時委員
2004～
ISO/TC159（人間工学）/WG2 コンビーナ
2004～2005
ISO/IWA3（映像の生体安全性）議長兼セクレタリー
2006～2013
ISO/TC159 アクセシブルデザインリエゾンオフィサー
2007～2013
ISO/TC159 アクセシブルデザインアドバイザリグループ、コンビーナ
2007～2016
ISO/TC159/SC5/WG5(物理的環境におけるアクセシブルデザイン)プロジェクトリーダー
2008～
ISO/TC122/WG9（包装のアクセシブルデザイン）コンビーナ
2010～2014
JISC消費者政策特別委員会委員長
◇活動概要◇
Guide71 に記載された高齢者障害者配慮の概念を実践するための技術ガイドを作成する作業を行う。
ISO/TR22411の第1版を2008年に出版。現在第2版を作成中。高齢者や障害者の感覚、身体、認知特性やアレ
ルギーに関するデータを収集し、それに基づいたアクセシブルデザインの具体的配慮事項やデザイン技術を資料
としてまとめる。英、米、独、等が参加。Guide71の改訂に伴い、TR22411の第2版を審議中。
◇審議規格◇
規格番号：ISO/TR22411 2nd Edition
規格名称：Ergonomic data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and
services to address the needs of older persons and persons with disabilities（ISO/IEC ガイド71
を高齢者・障害者に配慮した製品及びサービスへ応用するための人間工学データ及びガイドライン）
備考：全体をPart1及びPart2の2部構成にして検討中であったが、現在はPart 1の集中審議。
現在のステージ：第2版を編集中。
規格発行予定日：2016年
プロジェクトリーダー:佐川 賢
規格概要：Guide71第2版 を実践するための、感覚、身体、認知、アレルギーに関する身体機能データとそのデ
ータに基づく設計指針を提供する。第2版では認知、身体機能に関するデータを補完するとともに、全
体の構成を見直して理解しやすい内容とする。産総研標準基盤研究による成果をデータ集として掲載
する。Guide７１の第2版発行に伴い、全体構成をPart 1「データ集」のTR、Part 2「デザイン手法」のTS
として編集の予定。現在はPart 1のみ検討。
◇TC/SC 情報◇
産総研で収集したデータ（国内データ、国際比較データ）を、TR第2版のPart１に収録する予定。
TC
159

SC

WG
2

議長
G.Kramer（独）
コンビーナ：佐川 賢（日）
セクレタリー：倉片 憲治（日）

幹事国
ドイツ
日本

次回総会予定
2016年5月(東京)

審議団体
（一社）日本人間
工学会
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ISO/TC159（人間工学）/SC1(人間工学の指導原理)/ WG5（人間中心組織管
理）
プロジェクトリーダー（2015 年 6 月 16 日就任）：
知能システム研究部門 インタラクティブロボティクス研究グループ
主任研究員 遠藤 維
ISO/TC159 (Ergonomics)/
SC1(General ergonomics principles)/WG5(Ergonomic process standards)
Project Leader (Placed in on June 16, 2015)：
Yui ENDO (Senior Researcher of Human Informatics Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2013～

ISO/TC 159/SC 1/WG 5 “Ergonomic process standards”のエキスパート、同 WD 27501
“Human Centred Organisation – Practice of Mnagement”のドラフト作成委員

◇活動概要◇
国内審議委員会である、人間工学デザインプロセス国際標準検討委員会の委員として委嘱され、平成24年度よ
り、ISO/TC159/SC1/WG5（Ergonomics Process Standards）にて、エキスパートメンバーとして、IS策定活動に
参加している 。この中で、人間工学（ エルゴノミクス） にもとづく製品の人間中心設計の専門家として、ISO
WD27501の執筆を担当している。また、第6回会合より議論が開始しているISO WD27502についても、主にサー
ビスデザインおよび人間中心設計のより具体的な方法の詳細化に貢献することが期待されている。
◇審議規格◇
規格番号：ISO 27500
規格名称：The human-centered organization – General principles
（人間中心組織 — 一般的な原則）
規格発行日：2016 年（予定）
規格概要：人間中心設計を推進する組織において、特に Board member が理解しておくべき人間中心設計の重
要性に関する規格
規格番号：ISO 27501
規格名称：The human-centered organization – Practice of Management
（人間中心組織 — マネジメントの実践）
規格発行日：未定
規格概要：人間中心設計を推進する組織において、Manager による行為に対する要求事項に関する規格
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ISO/TC159（人間工学）/SC3（人体計測と生体力学）
国際議長（2007 年 11 月 7 日就任）：
人間情報研究部門 研究部門長
持丸 正明
ISO/TC159 (Ergonomics)/SC3(Anthropometry and biomechanics)
Chairperson(Placed in on November 7,2007)：
Masaaki MOCHIMARU (Director of Human Informatics Research Institute)

◇標準化活動略歴◇
1998～2000 ISO 15535 “General requirements for establishing anthropometric databases” 及び
ISO15536 “Computer manikins and body templates”の審議に参加
2001～2005 ISO 20685 “3-Dscanning methodologies for internationally compatible anthropometric
databases” のドラフト作成委員
2005～2012 ISO TR 7250-2 “Basic human body measurements for technological design - Part 2:
Statistical summaries of body measurements from individual ISO populations”
のドラフト作成委員
2012～2014 ISO/IEC COPOLCO JWG2 Guide 50 “Safety aspects — Guidelines for child safety”
の日本代表、エキスパート
2013〜
ISO TC133（衣料品のサイズシステムと表示）/WG2(デジタルフィッティング)のエキスパート、
TC133国内審議委員会委員長
2014〜
ISO TC159/SC1（人間工学的設計の原理・原則）/WG5 ISO WD 27501 “Human Centred
Organisation – Practice of Mnagement”のドラフト作成委員
◇活動概要◇
TC159/SC3では、現在、２つの作業グループ（WG1、WG4）が活動し ている 。産総研・ 小林吉之がSC3の
Secretariatを務めている。WG1は人体計測に関する標準を検討するグループで、産総研の河内まき子がコンビ
ーナを務めている。年間１～２回程度の会議をしている。WG4 は人間の物理的な強さ：手動操作と力限界に関す
る標準を検討するグループで、オランダのAleid Ringelberg博士がコンビーナを務めている。両作業グループ
（WG）ともに、日本代表のエキスパートが積極的に関わっており、特にWG1ではISO 20685-2のプロジェクトリー
ダーを、産総研・河内まき子が務め、2012年にNew work Itemとして提案され、2015年に規格として発行された。
両作業グループ（WG）ともに、会議の参加者が多いわけではない（１回の会合で10名以下）。これはSC3としての
懸案事項であり、TC159の他のSCに比べても参加国、参加エキスパートの数が少ない。
◇審議規格◇
規格番号：ISO 20685-2
規格名称：3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases -Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions
(国際比較可能な人体寸法データベースのための３次元人体計測方法−パート２：表面形状の評価手法
と解剖学的特徴点位置の再現性)
規格発行日：2015 年 8 月 4 日
規格概要：３次元人体形状計測システムの精度評価方法である。基準物体の形状、表面処理仕様と、計測方法、
データ処理方法と処理結果の報告方法が標準化されている。近年、新興国で同システムを用いた体形
計測が始まっており、そのデータの国際互換性と品質管理を担保するのに重要な標準である。
◇TC 情報◇
TC159 では、現在、４つの SC と１つの WG が活動している。SC1 は人間工学一般のガイドラインを、SC3 は人体
計測と生体力学に関する標準を、SC4 は人間と IT システムのインタラクションに関する標準を、SC5 は物理的環
境の人間工学に関する標準を取り扱っている。SC とは別に独立した WG としてアクセシブルデザイン（特別な配
慮を必要とする人々のための人間工学）を扱う WG2 がある。
TC SC WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
（一社）日本人間工学会
ドイツ
2016 年 9 月（スウェーデン・
159
Peter Frener(ドイツ)
日本
ストックホルム）
3
持丸正明（日本）
2007.11-2016.11
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ISO/TC159（人間工学）/SC3（人体計測と生体力学）
国際幹事（2010 年 12 月 22 日就任）：
人間情報研究部門 デジタルヒューマン研究グループ 主任研究員
小林 吉之
ISO/TC159(Ergonomics)/SC3(Anthropometry and biomechanics)
Secretary(Placed in on December 22, 2010)：
Yoshiyuki KOBAYASHI(Senior Researcher, Digital Human Research Group of
Human Informatics Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
前任者久本誠一氏（NITE）より幹事を引き継ぐ
2010.11～
ISO/DIS 15535 “General requirements for establishing anthropometric databases”の更
2011～2012
新に関する取りまとめを行う
ISO/DIS 15535 “Basic human body measurements for technological design -- Part 2:
2011～2012
Statistical summaries of body measurements from individual ISO populations”の更新に関
する取りまとめを行う
ISO 20685-2“3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric
2012～2013
databases -- Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative
landmark positions”の提案に関する取りまとめを行う
ISO TC159 SC3 総会（ドイツ・ベルリン）に参加
2014.7
ISO TC159 SC3 総会（米国・イエロースプリングズ）に参加
2015.11
◇活動概要◇
TC159/SC3では、現在、２つのワーキンググループ（WG1、WG4）が活動している。WG1は人体計測に関する
標準を検討するグループで、産総研・河内まき子博士がコンビーナを務め、年間１～２回程度の会議を開催してい
る。WG4 は人間の物理的な強さ：手動操作と力限界に関する標準を検討するグループで、オランダのAleid
Ringelberg氏がコンビーナを務め、年２～３回程度の会議を開催している。
両WGともに、日本代表のエキスパートが積極的に関わっており、特にWG1では2012年10月のSC3総会にて産
総研・河内まき子氏が、前任者である米国のClaire Gordon博士から引き継いでおり、米国、中国などが積極的で
ある。WG4はオランダ、イタリアが積極的であり、米国も協力的である。
ただし、いずれのWGも参加者が多いわけではない（１回の会合で10名以下）。これはSC3としての懸案事項で
あり、TC159の他のSCに比べても参加国、参加エキスパートの数が少ない。これについて打開するために、アフ
リカの国々が参加しやすいようにケニアにて総会を開催したり、ヨーロッパ（CEN関連）の国々が参加しやすいよう
にオランダにて総会を開催したりするなどの工夫を行っている。
◇審議規格◇
1)規格番号：ISO/DIS 7250-1（改訂）
規格名称：Basic human body measurements for technological design -- Part 1: Body measurement definitions and
landmarks （技術的設計のための基本人体測定項目－第 1 部：人体測定項目の定義及び目標）
規格発行予定日：規格概要：人体測定方法と名称が規格化されている。
2)規格番号：ISO 7250-3:2015
規格名称：Basic human body measurements for technological design -- Part 3: Worldwide and regional
design ranges for use in product standards
（技術的設計のための基本人体測定項目－第 3 部：製品規格に使用する世界的及び地域的設計範囲）
規格発行日：2015 年 8 月 13 日
規格概要：ISO 7250-1 に人体測定方法と名称が、TR 7250-2 に ISO 各国の人体寸法データが規格化されてい
る。これらから世界的、もしくはアジアなどの地域的な代表人体寸法を算出し、それに応じた機器の設
計推奨値を標準化する。
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◇TC/SC 情報◇
TC159 には人間工学を扱った４つの SC がある。 これとは別に１つの独立した作業グループ WG2 でアクセシブ
ルデザイン（特別な配慮を必要とする人々のための人間工学）を扱い、アクセシブルデザインアドバイザリーグル
ープ AGAD でアクセシブルデザイン技術の普及活動をしている。
TC
SC WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
ドイツ
2016 年 9 月（スウェーデン・ス （一社）日本人間工学会
159
3
Peter Frener (ドイツ)
日本
トックホルム）
持丸正明（日本）2011
～

41

ISO/TC159（人間工学）/ SC3（人体計測と生体力学）/ WG1（人体計測）
コンビーナ （2012年10月22日就任）：
人間情報研究部門 デジタルヒューマン研究グループ 招聘研究員
河内 眞紀子
ISO/TC159(Ergonomics)/SC3(Anthropometry and biomechanics) /WG1
(Anthropometry)
Convenor(Placed in on October 22, 2012)
Makiko KOUCHI(Invited Senior Researcher, Digital Human Research Group,
Human Informatics Research Institute)
◇標準化活動略歴◇

1998～2000
2001～2005
2005～2015
2012～2015
2013〜2015

ISO 15535 “General requirements for establishing anthropometric databases” 及び
ISO 15536 “Computer manikins and body templates”の審議に参加
ISO 20685 “3-Dscanning methodologies for internationally compatible anthropometric
databases” のドラフト作成委員
ISO TR 7250-2 “Basic human body measurements for technological design - Part 2:
Statistical summaries of body measurements from individual ISO populations”
のプロジェクトリーダー
ISO 20685-2 “3-Dscanning methodologies for internationally compatible
anthropometric databases – Part 2” のプロジェクトリーダー
ISO 7250-3 “Basic human body measurements for technological design - Part 3:
Worldwide and regional design ranges for use in product standards”の審議に参加

◇活動概要◇

TC159/SC3/WG1人体計測に関する標準を検討するグループである。人体寸法にかかわるISO7250シリー
ズ、人体寸法データベースにかかわるISO15535、形状スキャナにより抽出された人体寸法にかかわる
ISO20685は、いずれも設計等に利用するための人体寸法データの品質管理に関する規格である。このほ
か、CEN主導で定められた規格をふくめ、全部で11の規格の審議に関連している。現在は、ISO7250-1の
改訂（PLは米国）、ISO/TR 7250-2に提供された新規データの評価、ISO 14738の改訂準備を進めている。
日本は、これまでこれらの規格の原案作成に積極的にかかわってきた。WG1は年に1〜2回の会議を開催し
てきたが、ヨーロッパ以外の国で会議をひらく場合ヨーロッパからの参加者が少ない。また、人体寸法計測に
詳しいエキスパートが少ないことも問題である。現在、人体寸法計測の専門家がエキスパートとなっている日
本と米国を中心に、審議が進められている。
◇審議規格◇

規格番号：ISO 20685-2
規格名称：3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases - Part
2 : evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions
（国際的に比較可能な人体測定データベースのための３次元人体形状計測法 － 第２部：人体
表面形状とランドマークの相対位置の精度検証方法）
規格発行日：2015 年 8 月 4 日
規格概要：３次元人体形状計測システムの精度評価方法。近年、新興国で同システムを用いた体形計測が
始まっておりそのデータの国際互換性と品質管理を担保するために重要な標準である。
規格番号：ISO 7250-3
規格名称：Basic human body measurements for technological design -- Part 3: Worldwide and regional
design ranges for use in product standards
（技術的設計のための基本人体測定項目－第 3 部：製品規格に使用する世界的及び地域的設計
範囲）
規格発行日：2015 年 8 月 13 日
規格番号：ISO 7250-1（改訂）
規格名称：Basic human body measurements for technological design -- Part 1: Body measurement definitions and
landmarks （技術的設計のための基本人体測定項目－第 1 部：人体測定項目の定義及び目標）
現在のステージ：DIS 投票開始（2016 年 2 月現在）
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◇TC/SC 情報◇

TC159では、現在、４つのSCと１つのWGが活動している。SC1は人間工学一般のガイドラインを、SC3は人
体計測と生体力学に関する標準を、SC4は人間とITシステムのインタラクションに関する標準を、SC5は物
理的環境の人間工学に関する標準を取り扱っている。SCとは別に独立したWG としてアクセシブルデザイ
ン（特別な配慮を必要とする人々のための人間工学）を扱うWG2がある。
TC
159

SC

WG

3
1

議長

Peter Frener（独）
持丸正明（日）
2011.10河内まき子（日）
2012.10.22-

幹事国
ドイツ
日本

次回総会予定

審議団体

2016 年 9 月 （スウェーデン・
ストックホルム）

（一社）日本人間工学会
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ISO/TC159（人間工学）/SC4（人間とシステムのインタラクション）/
WG10（消費生活用製品のアクセシブルデザイン）
コンビーナ（2010 年 11 月 11 日就任）：
イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 審議役
倉片 憲治
ISO/TC159(Ergonomics)/SC4(Ergonomics of human-system interaction)
/WG10(Accessible design for consumer products)
Convenor(Placed in on November 11, 2010)：
Kenji KURAKATA(Councilor, Intellectual Property and Standardization
Promotion Division, Research and Innovation Promotion Headquarters)
◇標準化活動略歴◇
2002～
ISO/TC159（人間工学）/AHG 及びWG2（特別な配慮を必要とする人々のための人間工学）セク
レタリー及び国内審議委員会主査
2004～2006 IEC/TC100（マルチメディア）/PT61606-4（PC オーディオ）副プロジェクトリーダー
2006～
ISO/TC43（音響）/WG1（聴覚閾値）エキスパート及び国内審議委員会幹事
2006～2015 ISO/TC159（人間工学）/SC5/WG5 コンビーナ
2010～
ISO/TC159（人間工学）/SC4/WG10 コンビーナ
2012～
ISO/TC43（音響）/WG1 コンビーナ
◇活動概要◇
本作業グループ（WG）では、特別な配慮を必要とする人々（高齢者・障害者等）を含む、すべての人々を対象とす
る消費生活用製品のアクセシブルデザイン規格の審議を行っている。現在、産総研「標準基盤研究」の成果として
制定された JIS に基づく 1 編の審議を進めるとともに、さらに 1 編の予備審議を行っている。
本 WG には日本からコンビーナ及び多数のエキスパートが参加し、活発な審議が行われている。
◇審議規格◇
規格番号：ISO/AWI 21056
規格名称：Ergonomics – Accessible design – Guidelines for designing tactile symbols and letters
（人間工学－アクセシブルデザイン－触覚記号及び触覚文字のデザインガイドライン）
提案日：2015年8月
規格発行予定日：2018年12月
規格概要：主に視覚障害者のための触覚記号及び触覚文字を設計するための指針。JIS S 0052（高齢者・障害
者配慮設計指針―触覚情報―触知図形の基本設計方法）に基づく。
規格番号：ISO/PWI 24506
規格名称：Ergonomics – Accessible design – Indicator lamps on consumer products
（人間工学－アクセシブルデザイン－消費生活用製品の報知光）
規格発行予定日：未定
規格概要：加齢及び視覚障害の影響を考慮して報知光を設計するための指針。同名のJIS 素案に基づく。
※戦略的国際標準化加速事業「アクセシブルデザイン（ＡＤ）製品及びその認証に関する国際標準化・普及基盤構
築）」（2014～2016 年度）による成果

◇TC/SC 情報◇
TC159 では、本WG を含め、いくつものWG 等において、アクセシブルデザイン技術の普及を目的とした規格の
新規提案及び原案作成を日本が主導的立場に立って積極的に推進している。
TC SC WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
159
Peter Frener（独）
ドイツ
2016 年 9 月（スウェーデン） （一社）日本人間工学会
4
未定
イギリス
2016 年 11 月（韓国）
10
倉片 憲治（日）
日本
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ISO/TC159（人間工学）/SC4（人間とシステムのインタラクション）/WG10
（消費生活用製品のアクセシブルデザイン）
プロジェクトリーダー（2015 年 12 月 1 日就任）：
人間情報研究部門 名誉リサーチャー 佐川 賢
ISO/TC159(Ergonomics)/SC4(Ergonomics of human-system interaction)
/WG10(Accessible design for consumer products)：
Project Leader (Placed in on December 1, 2015)：
Ken SAGAWA (Emeritus Researcher, Human Informatics Research
Institute)
◇審議規格◇
規格番号: ISO/PWI 18087
規格名称：Ergonomics – Accessible design – Minimum legible font size for people at any age.
（人間工学－アクセシブルデザイン－年齢を考慮した最小可読文字）
現在のステージ： 規定の専門家数に満たず、新規課題否決。
規格発行予定日：未定
規格概要：年齢に関わりなく読み取れる最小の文字サイズを推定する方法。JIS S 0031に基づく。
規格番号：ISO/AWI 21056
規格名称：Ergonomics – Accessible design – Guidelines for designing tactile symbols and letters.
（人間工学－アクセシブルデザイン－触覚記号及び触覚文字のデザインガイドライン）
現在のステージ： 新規課題として審議開始。
規格発行予定日：2018年12月
規格概要：主に視覚障害者のための触覚記号及び触覚文字を設計するための指針。JIS S 0052に基づく。
標準基盤研究「最適文字サイズの検討及びデータ収集」（H11-H13）、
標準基盤研究「触覚記号の最適サイズ推定方法の標準化」（H19-H20）、
国際標準共同研究開発事業「アクセシブルデザイン技術の標準化」（H18～H20）、
による成果。
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ISO/TC159（人間工学）/SC4（人間とシステムのインタラクション）/WG12
（映像の生体安全性）
コンビーナ（2010 年 05 月 17 日就任）：人間情報研究部門
感覚知覚情報デザイン研究グループ 研究グループ長 氏家 弘裕
ISO/TC159(Ergonomics)/SC4(Ergonomics of human-system interaction)
/WG12(Image safety)
Convenor (Placed in on May 17, 2010)：
Hiroyasu UJIKE (Group leader of Sensory and Perceptual Information
Design Group, Human Informatics Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2004.12 ISO 国際ワークショップにて議長兼事務局に就任
2006.8
ISO/TC 159/SC 4/SG on Image Safety のリーダー就任
2006.9
ISO/TC 159/SC 4/WG 2 エキスパート就任
2008.5
ISO/TC 159/SC 4/WG 2、TR9241-331副エディタ就任
2008.12 JENC/TC 159/SC 4/WG 2+3+SG 副主査に就任
2009.12 NP 9241-391に関与
2010.5
ISO/TC 159/SC 4/WG 12コンビーナ就任
2011.8
NP 9241-392に関与
2014.9
FDIS 9241-392が登録、その後、投票により承認され、発行
2015.6
FDIS 9241-391が登録、その後、投票により承認され、発行
2015.11 映像酔いに関わる規格化提案に向けた議論を開始
◇活動概要◇
当該WGは、2010年5月に提案、承認（賛成17ヶ国、反対0ヵ国、棄権3ヶ国）され、発足した（参加国6、エキスパー
ト30名、2016年3月現在）。これまでに、15回の会合が開催された。
規格番号9241-391については、第1回（2010年5月、シアトル）から第3回（2011年2月、ロンドン）までは、基本的
に作業原案の内容審議を行い、第4回（2011年6月、タンペレ）から第7回（2012年5月、ボストン）までは委員会原
案の審議を行った。さらに、第9回（2013年5月、バンクーバー）にて、国際規格案の第2版作成について審議を行
い、2014年4月に承認され、第12回（2014年5月、サンディエゴ）にて、最終国際規格案作成について審議を行っ
た。国際規格は、2016年2月に発行済みである。
規格番号9241-392については、2012年2月に承認され（賛成11ヶ国、反対0ヵ国、棄権8ヶ国）、第6回（2012年2
月、ロンドン）から第8回（2012年12月、京都）まで委員会原案の内容審議を行い、第9回（2013年5月、バンクー
バー）にて、国際規格案の内容審議を行い、2014年2月に承認された。第12回（2014年5月、サンディエゴ）にて、
最終国際規格案作成について審議を行い、2015年1月に承認され、国際規格は、2015年5月に発行済みである。
◇審議規格◇
規格番号：ISO 9241-392
規格名称：Ergonomics of human-system interaction — Part 392: Ergonomic requirements for the reduction
of visual fatigue from stereoscopic images
(人間とシステムのインタラクション 第 392 部 両眼立体映像による視覚疲労を軽減するための人間
工学的要求事項)
提案日： 2011 年 8 月 16 日
規格発行日：2015 年 5 月 26 日
規格概要：－映像による生体影響として、立体映像による生体影響を軽減するために、その性質を認識し、押さえ
るべき内容を整理したもの。
◇TC/SC 情報◇
TC 159/SC 4 では、関連 WG として WG 2（視覚表示の条件）があり、3D 表示デバイス等に関する規格案の審議
が行われており、連携して活動している。
TC
SC WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
159
P.Frener（独）2021 年まで
ドイツ
2016 年 9 月（スウェー （一社）日本人間工学会
4
空席
イギリス デン）
12
氏家弘裕（日）
日本
2016 年 11 月（韓国）
2016 年 5 月（米国）
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ISO/TC159（人間工学）/SC5（物理的環境の人間工学）/WG5（特別な配慮を
必要とする人々のための物理的環境）
コンビーナ（2015 年 10 月 30 日就任）：情報・人間工学領域研究戦略部
研究企画室（兼）人間情報研究部門 企画主幹
伊藤 納奈
ISO/TC159(Ergonomics)/SC5(Ergonomics of the physical environment)
/WG5(Physical environments for people with special requirements)
Convenor(Placed in on October 30, 2015)：
Nana ITOH (Planning Officer of Research Planning Office of Information
Technology and Human Factors)
◇標準化活動略歴◇
2004～ ISO/TC159（人間工学）/ WG2（特別な配慮を必要とする人々のための人間工学）エキスパート
2006～ ISO/TC159（人間工学）/SC5/WG5 エキスパート
2010～ ISO/TC159（人間工学）/SC4/WG10 エキスパート
2012～ CIE TC1-84視野の目立ち TCチェア
2015～ ISO/TC159（人間工学）/SC5/WG5 コンビーナ
2015～ CIE 第1部会 副幹事，国内第一部会委員長
◇活動概要◇
本 SC では、特別な配慮を必要とする人々（高齢者・障害者等）のための物理的環境に関する人間工学及びア
クセシブルデザイン技術の規格審議を行っている。現在、産総研「標準基盤研究」等の成果に基づく 2 編の審
議を進めるとともに、さらに 2 編の追加提案を準備中である。
本 WG には日本からコンビーナ及び多数のエキスパートが参加し、活発な審議が行われている。
◇審議規格◇
規格番号: ISO 24505
規格名称：Ergonomics – Accessible design – Method for creating colour combinations taking account of
age-related changes in human colour vision
（人間工学－アクセシブルデザイン－年齢を考慮した基本色領域に基づく色の組合せ方法）
規格発行予定日：2016 年 3 月
規格概要：看板、標識などの視覚表示物の設計において、高齢者にも識別しやすい色の組合せを作成する方
法について規定。JIS S 0033（高齢者・障害者配慮設計指針―視覚表示物―年齢を考慮した基本
色領域に基づく色の組合せ方法）に基づく。さらに、色覚障害及びロービジョン（弱視）を考慮した3
編の規格を追加する予定。

◇TC/SC 情報◇
TC159 では、本 WG を含め、いくつもの WG 等において、アクセシブルデザイン技術の普及を目的とした規
格の新規提案及び原案作成を日本が主導的立場に立って積極的に推進している。
TC
SC WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
159
5
5
倉片 憲治（日）2015 まで 日本
未定
（一社）日本人間工学会
伊藤 納奈（日）
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ISO/TC159（人間工学）/SC5（物理的環境の人間工学）/WG5（特別な配慮を必
要とする人々のための物理的環境）
プロジェクトリーダー（2011 年 10 月就任）：
人間情報研究部門 名誉リサーチャー 佐川 賢
ISO/TC159(Ergonomics)/SC5(Ergonomics of the Physical Environment)
/WG5(Physical environments for people with special requirements)
Project Leader (Placed in on October, 2011)：
Ken SAGAWA (Emeritus Researcher, Human Informatics Research
Institute)
◇審議規格◇
規格番号：ISO 24505
規格名称：Ergonomics -- Accessible design – Method for creating colour combinations taking account of
age-related change of human colour vision
（人間工学－アクセシブルデザイン－年齢を考慮した基本色領域に基づく色の組合せ方法）
提案日：WD ステージ ：2011 年 10 月
CD ステージ ：2013 年 6 月
DIS ステージ ：2013 年 12 月
FDIS ステージ ：2015 年 12 月
IS 承認： 2016 年 2 月
規格発行予定日：2016 年 3 月以降
規格概要：高齢者に識別しやすい色の組み合わせ方法を基本色領域のデータベースに基づいて作成する方法を
記述した規格。JIS S0033 に基づく。
国際標準共同研究開発事業「アクセシブルデザイン技術の標準化」（H18～H20）による成果
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ISO/TC164（金属の機械試験）/SC3（硬さ試験）/WG5（ビッカース硬さ試験）
コンビーナ（2013年9月2日就任）：
工学計測標準研究部門 強度振動標準研究グループ 主任研究員
高木 智史
ISO/TC164(Mechanical testing of metals)/SC3(Hardness testing）
/WG5(Vickers hardness test)
Convenor(Placed in on September 2, 2013)：
Satoshi TAKAGI(Senior Researcher, Vibration and Hardness Standards
Group of Research Institute for Engineering Measurement)
◇標準化活動略歴◇
2003～
ISO/TC164/SC3 エキスパート
2011～2013 ISO/TC164/SC3/AHG コンビーナ
2013～
ISO/TC164/SC3/WG5 コンビーナ
ISO/TC164/SC4 エキスパート
◇活動概要◇
ビッカース硬さ試験は産業界で広く用いられている材料強度試験法のひとつであり、現行規格は2005年に発行さ
れている。翌2006年には定期見直しに入るという方針がSC (分科委員会) において確認された。定期見直しに関
するNWIP (新規業務項目提案) 投票は2013年に行われ、可決されたことにより、正式なWG (作業グループ) が
組織され、改訂原案の作成を行っている。
2015年は、前年に引き続きCD (委員会原案) に関して議論した。2014年の国際会議以降電子メールにて議論が
続いており、それらのコメントに関して詳細な議論が行われた。
今後は、WG内で議論を進めDIS (照会原案) の作成を行い、投票に進める予定である。次回の国際会議は2016
年10月に東京で行われることが決まっている。
◇審議規格◇
規格番号：ISO 6507-1~4 （EU 規格にも採用）
規格名称：Metallic materials – Vickers hardness test – （金属材料－ビッカース硬さ試験 –)
現在のステージ：CD
規格概要：本規格は金属材料に対して適用されるビッカース硬さ試験の試験方法 (パート1)、試験機の検証 (パ
ート2)、基準片の校正 (パート3) および硬さの計算表 (パート4) を規定するものである。

◇TC/SC 情報◇
TC SC WG
164 3
5

コンビーナ
高木 智史（日）

幹事国
ドイツ

次回総会予定
2016 年 10 月 23 日
（日本）

審議団体
（一社）日本鉄鋼連盟、ほか
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ISO/TC173（福祉用具）/SC7（福祉用具のためのアクセシブルデザイン）/WG3（ト
イレの音案内）
プロジェクトリーダー（2013 年 11 月 29 日就任）：
人間情報研究部門 身体適応支援工学研究グループ
主任研究員 関 喜一
ISO/TC173(Assistive products for persons with disability)/SC7(Accessible
design)/WG3(Operating unit in public restroom)
Project Leader(Placed in on November 29, 2013)：
Yoshikazu SEKI (Senior Researcher of Physical Fitness Technology Group,
Human Informatics Research Institute)
◇審議規格◇
規格番号：ISO19029
規格名称：Accessible design—Auditory guiding signals in public facilities
（アクセシブルデザイン－公共施設における聴覚的誘導信号）
提案日：WD ステージ ：2013 年 7 月 1 日
CD ステージ ：2014 年 7 月 1 日
DIS ステージ ：2015 年 1 月 1 日
FDIS ステージ：2015 年 7 月 1 日
規格発行日：2016 年 1 月 19 日
規格概要：主に視覚障害者の移動支援を目的とした公共施設における音案内に使用する信号音および音響機器
の仕様を規定。
標準基盤研究｢公共空間に設置する移動支援用音案内の標準化」（H20～22）、
科学研究費補助金「公共空間において場所及び方向を示す音案内の新しいデザイン方法」（H21～23）、及び
国際標準共同研究開発事業「アクセシブルデザインの体系的技術に関する標準化」（H24～26）による成果
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ISO/TC173（福祉用具）/SC7（福祉用具のためのアクセシブルデザイン）/WG6
（公共空間の音案内）
コンビーナ（2013年9月11日就任）：人間情報研究部門
人間環境インタラクション研究グループ 研究グループ長 佐藤 洋
ISO/TC173(Assistive products for persons with disability)/SC7(Accessible
design)/WG 6 (Auditory guides in public spaces)
Convenor(Placed in on September 11, 2013)：
Hiroshi SATO (Group Leader of Human Environment Interaction Research
Group, Human Informatics Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2005～
ISO/TC 43/SC 2 エキスパート
2005～
IEC/TC100/MT 60268-16 エキスパート
2007～
ISO/TC159/SC5/WG5 セクレタリ
2008～
ISO/TC159/SC5/WG4 セクレタリ
2008～
ISO/TC159/ WG2 エキスパート
ISO/TC159/SC5/WG5 ISO/PWI 24504 プロジェクトリーダー
2010～2014
ISO/TC173/SC7/WG6 コンビーナ
2013～
ISO/TC43/SC2/WG18 ISO/PWI 717-2 プロジェクトリーダー
2015～
◇活動概要◇
日本国内において鉄道駅や公共空間などで視覚障害者の円滑な移動をサポートするために「ピンポーン」とい
う音や鳥の声などの音案内が使用されており，JIS規格の制定作業中である．本WGでは作業中のJIS規格を
いち早く国際規格として発行し，日本における先進的な都市空間のバリアフリーの取り組みとしての音案内を
国際的に普及させる活動を行っている．
◇審議規格◇
規格番号： ISO19029
規格名称：Accessible design—Auditory guiding signals in public facilities （アクセシブルデザイン－公共施
設における聴覚的誘導信号）
規格発行日： 2016年1月19日発行
規格概要：視覚障害者が単独で歩行及び移動する場合、公共施設における移動支援のための聴覚的誘導信
号は、位置（例えば方向や距離）を知るためにとても有用である。この国際標準は、主に視覚障害
者の移動支援のための公共施設における聴覚的誘導信号の、音の特性と音響装置の仕様の指針
を規定する。規定された音の特性と音響装置の仕様は、利用者に、騒音のある環境においても音
の位置を検出することを可能にする。この国際標準は、公共施設における聴覚的誘導信号を設計
する音響設計者、及び公共施設を計画する設計者または建築士にとって有用である。

◇TC/SC 情報◇
TC
SC
WG
173
7
6

議長
佐藤洋（日）

幹事国
日本

次回総会予定
未定

審議団体
（公財）共用品推進機構
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ISO/TC190（地盤環境）/SC7（土及び現地評価）/WG6(溶出試験)
アップグレードリーダー（2014 年 10 月就任）：
地圏資源環境研究部門 地圏環境リスク研究グループ
主任研究員 保高 徹生
ISO/TC190(Soil quality) /SC7(Soil and site assessment)/WG6(Leaching
tests)
Upgrade Leader (Placed in on October , 2014)
Tetsuo YASUTAKA(Senior Researcher for Geo-Environmental Risk
Research Group, Research Institute for Geo-Resources and
Environment)
◇標準化活動略歴◇
2011〜ISO/TC190/SC7 国内委員会委員
2014～ISO/TC190/SC7/WG6 ISO/TS21268-3アップグレードリーダー
◇活動概要◇
本作業グループでは、汚染土壌からの溶出特性を把握するための上向流カラム通水試験の国際標準化に向け
て、試験方法に係る基本規格の審議を行っている。
◇審議規格◇
規格番号：ISO/TS21268-3
規格名称：Soil quality — Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil
and soil materials：Part 3:Up-flow percolation test
（地盤環境 －化学的・生態毒物学的試験のための溶出方法 －上流カラム通水試験）
提案日：2007 年 7 月
規格発行予定日：2017 年 10 月（未定）
規格概要：汚染土壌からの汚染物質の溶出特性を評価する試験方法の一つである上向流カラム通水試験を対象
としたTechnical Specification。このTSは、2007年に提案されたが妥当性評価のデータが不足してお
り、正式なISO化が進んでいなかった。そこで、同規格の見直し・正式なISO化を日本から提案し、妥当
性評価試験や内容変更のための試験を実施するなどの、改訂作業を開始した。
※標準基盤研究「上向流カラム通水試験」および「各種溶出特性試験の標準化」（2015～2017年度）による取組
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ISO/TC201（表面化学分析）
国際議長（2015 年 1 月 1 日就任）：
分析計測標準研究部門 研究部門長 野中 秀彦
ISO/TC 201(Surface chemical analysis)
Chairman (Placed in on January 1, 2015)：
Hidehiko NONAKA (Director for Research Institute for Measurement
and Analytical Instrumentation)
◇標準化活動略歴◇
2003～2005 基準認証研究開発事業「極浅不純物注入半導体の深さプロファイル分析の標準化」研究を実施
2006～2008 基準認証研究開発事業「有機薄膜の高精度組成分析の標準化」研究を実施
2008～
TC 201/SC 6エキスパート
2009～2014 TC 201国際幹事
2015～
TC 201国際議長
◇活動概要◇
･ISO/TC 201 は、表面分析に係わる６つの分析法（TXRF、AES、XPS、SIMS、GDS、SPM）と、それら分析法に共
通的に係わる横断的事項（用語､一般的手順､データ処理､深さ方向分析）などに関する規格化を推進している。
･日本を幹事国とする ISO/TC 201 は、現在８つの SC と３つの WG を下部構造に持ち、そのうち TC 201 と１SC の
国際議長、３SC の幹事国を日本が占めるなど、日本が主体的に運営している。
・2016 年 1 月現在で、P-メンバーは１４カ国、○-メンバーは 16 カ国であり、ISO/TC 202（マイクロビームアナリシ
ス）、ISO/TC229（ナノテクノロジー）や VAMAS など５つの組織・機関と相互リエゾン関係にある。
・1992 年から年１回の総会を、日本（アジア）、欧州、アメリカの３地域を循環する形で開催している。 2015 年はシ
アトル（米国）で開催し、９カ国、１リエゾン機関から 70 名の事前参加登録があった。内訳は中国（21）、日本（17）、
英国（13）、韓国（6）、米国（6）、独（3）、スイス（1）、スウェーデン（1）、メキシコ（1）、VAMAS（イタリア 1）であるが、
ビザ取得の遅れなどの理由により、会議当日には数若干名の不参加があった。
・2015 年度は 7 件（日本提案：１件、事務局が日本：２件）の国際規格を出版し、これまでに 76 件の国際規格（64 件
が有効）を作成するなど二－ズ調査に基づいて積極的な活動レベルを維持している。また表面分析手法の拡張と
ナノテクノロジーやバイオテクノロジーなどの新しい応用分野の開拓を進め、並行して既存組織を適宜見直す方針
を継続し、2012 年の総会からスタートした WG 4: Surface Characterisation of Biomaterials､WG 5:Optical
Interface Analysis､SC 7 (Electron Spectroscopies) に加えて､ナノ材料評価法の標準化の対応を Study Group
により検討している。併せて CEN/TC 352 からの協力要請にも引き続き前向きに対応している。
・産総研所内の標準基盤研究「イオン検出器の広域ダイナミックレンジにおける検出信号の較正手順の標準化」の
成果に基づき、昨年度 SC 6 で新規提案した NP 20411 "Correction method for saturated intensity in single ion
counting dynamic secondary ion mass spectrometry using test based on isotopic ratios in depth profile
analysis" が承認されると同時に提出済みだった WD が登録された。さらに、シアトル会議では CD 段階を省略して
DIS 投票を行うことが決議されたため、現在 WD の改訂作業中である。また、ISO 13084 "Calibration of the mass
scale for a time-of-flight secondary-ion mass spectrometer" を大質量イオンに適用する際の内部標準の決定法
に関する Annex を日本の提案内容に基づいて作成することになった。
◇TC/SC 情報◇
TC
201

SC

WG

議長

幹事国

野中 秀彦（日）

日本

次回総会予定
2016 年 10 月 13 日～15
日 韓国（ソウル）

審議団体
表面化学分析国際標準化委員会
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ISO/TC201（表面化学分析）
国際幹事（2014 年 9 月 22 日就任）：
計量標準総合センター研究戦略部 研究企画室
研究企画室長（兼）工学計測標準研究部門
権太 聡
ISO/TC 201 (Surface chemical analysis)
Secretary (Placed in on September 22, 2014)：
Satoshi GONDA (Director of Research Planning Office, Research
Promotion Division of National Metrology Institute of Japan)
◇標準化活動略歴◇
2009～ ナノテクノロジー標準化国内審議委員会 計量・計測合同分科会（ISO/TC229対応国内委員会）委員
およびISO/TC229/JWG2国際エキスパート
2009～
表面化学分析技術国際標準化委員会（ISO/TC201/SC9対応国内委員会）幹事補佐
およびISO/TC201/SC9/WG3国際エキスパート
2014～
TC 201国際幹事
◇活動概要◇
2016 年 10 月 15 日～17 日に米国シアトルにおいて第 24 回 ISO/TC 201 総会を開催した。参加国は、Ｐメンバー
14 ヶ国中の 9 ヶ国（米、英、独、伊、スイス、メキシコ、中、韓、日）、O メンバー１国（スウェーデン）であり、総計 62
名の参加があった。日本は TC の議長国かつ幹事国として総会の円滑な運営に尽力しており、さらに SC 4 の議長
国・幹事国ならびに SC 6 と SC 8 および直属 WG（3、4、5）の幹事国を務め、当該 TC の多くの IS 等の発行及び
審議に積極的に関わっている。
◇審議規格◇
2016年2月12日現在、TC201では、22件の規格案を審議中であるが、そのうち日本（JISC）から提案された規格
案３件の開発状況は以下の通りである。
1. CD 20411 "SCA – SIMS - Correction method for saturated intensity in single ion counting dynamic
secondary ion mass spectrometry using test based on isotopic ratios in depth profile analysis" (30.99)
SC 6/WG 3
2. CD TR 13096 “SCA- SPM – Guidelines for description of AFM probe properties” (30.00) SC 9/WG 5
3. NP 21222 " SCA – SPM - Guideline for the determination of elastic moduli for compliant materials using
atomic force microscope" (10.60) SC 9
◇TC 201 の構成◇
審議団体：JSCA（表面化学分析技術国際標準化委員会）
SC WG
名称
議長
TC 201
野中秀彦（日）2015～
X-ray reflectivity and Total Reflection
3
L.E. Depero（伊）

幹事国
日本
日本

次回会議予定
2016 年 10 月（Seoul）
同上

X-ray Fluorescence Spectroscopy

4
5
1
2
3
4
6
7
8
9
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Surface Characterisation of
Biomaterials
Optical Interface Analysis
Terminology
General Procedures
Data Management and Treatment
Depth Profiling
Secondary Ion Mass Spectrometry
Electron Spectroscopies
Glow Discharge Spectroscopy
Scanning Probe Microscopy

H.J. Methieu（スイス）

日本

同上

J.Y. Kim（韓）
A.G. Shard（英）
C. Moffitt（米）
D.E. Sykes（英）
永富 隆清（日）
I. Gilmore（英）
J. Wolstenholme（英）
A. Bengtson（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ）
H.S. Lee（韓）

日本
米
米
英
日本
日本
英
日本
韓国

同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
2016 年 10 月（Seoul）

ISO/TC201（表面化学分析）/SC9（走査型プローブ顕微鏡法）
/SG3(ナノラフネス)
コンビーナ（2015 年 10 月 22 日就任）：
分析計測標準研究部門 ナノ顕微計測研究グループ 主任研究員
井藤 浩志
ISO/TC201(Surface chemical analysis) /SC9(Scanning probe
microscopy)/SG3(Nanoroughness)
Convenor (Placed in on Oct 22,2015)：
ISO/TC201（表面化学分析）/SC9（走査型プローブ顕微鏡法）
プロジェクトリーダー（2011 年 9 月 15 日就任）：
分析計測標準研究部門 ナノ顕微計測研究グループ 主任研究員
井藤 浩志
ISO/TC201(Surface chemical analysis) /SC9(Scanning probe microscopy)
Project Leader (Placed in on September 15,2011)：
Hiroshi ITOH (Senior Researcher, Nanoscopic Measurement Group of Research Institute for
Measurement and Analytical Instrumentation )
◇標準化活動略歴◇
2007～現在 ISO TC201 総会参加
2007～2008 ISO TC201 SG2 プロジェクトリーダー
2009～2013 ISO 13095 の原案作成
2007～2010 表面化学分析技術国際標準化委員会（JSCA）走査プローブ顕微鏡ワーキンググループ
幹事補佐
2010～現在 ISO TC201 SC9 CAG (Chairman Advisory Group)メンバー
2011～現在
表面化学分析技術国際標準化委員会（JSCA）走査プローブ顕微鏡ワーキンググループ
幹事
2011～現在
ISO TC201 SC9 (Nanoroughness) プロジェクトリーダー
2015～現在
ISO TC201 SC9 SG3 (Nanoroughness) コンビーナ
◇審議規格◇
規格概要： 走査型プローブ顕微鏡のプローブ形状特性を考慮したナノラフネスの計測法
経済産業省委託費｢日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業（日米先端技術標準化研究協力）」
（平成 22 年度～平成 26 年度）
規格概要： SPM (SSRM and SCM)測定におけるキャリア濃度の測定限界と校正法
経済産業省委託費｢日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業（日米先端技術標準化研究協力）」
（平成 22 年度～平成 26 年度）
・その他の ISO 提案への関わり
ISO13095: Surface chemical analysis -- Scanning-probe microscopy --Procedure for in situ
characterization of AFM probe shank used for nanostructure measurement
(当人のアイデアが含まれる規格のため、国内での原案作成に平成 25 年度 12 月まで原案作成に関
与。)
・当人の国際標準化活動関連情報
学術振興会ナノプローブテクノロジー第 167 委員会 標準化ワーキンググループ幹事
ISO TC201 SC9 でのエキスパート(規格化済を含む)：11775、11939、11952、13083、13096、18115
VAMAS-TWA2 参加、VAMAS-TWA29 の国内委員
2014～2015 年 表面化学分析用語の JIS 化委員（18115-2 の翻訳 JIS 化、JIS-K0147-2）
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◇TC/SC 情報◇
ISO TC201 SC9では、走査プローブ顕微鏡法（SPM）に関する全般の規格が議論されている。直近の会合は
2015年10月15日に行われた。2015年にSC9内で試験的に議論していた、ナノラフネス測定に関する原子間
力顕微鏡特有の事項について、正式にSG3として登録して議論することが決定された。ここでは、SPMプロー
ブの影響を除去するフィルター処理法、ナノラフネス測定（1nm rms以下の領域）における機器ノイズの評価方
法、走査系の弓形歪みの影響の取り扱い等の、SPMに特化した規格が取り扱われる。現在、SC9内のWG3
～7、SG1～4は、SC9の全体会合の中のセッションとして運営されている。
幹事
次回総会予定
審議団体
TC
SC
SG
議長
国
201
野中秀彦（日本） 日本
2016年10月
表面化学分析技術国際標準化委
9
Haeseong Lee (韓 韓国
（韓国・ソウ 員会(JSCA)、および、JSCA
国)
ル）
SPMワーキンググループ
日本
3
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ISO/TC206（ファインセラミックス）
国際幹事（2005 年 4 月 1 日就任）：
中部センター産学官連携推進室 総括主幹
阪口 修司
ISO/TC206(Fine ceramics)
Secretary(Placed in on April 1, 2005)：
Shuji SAKAGUCHI (Associate Manager, Chubu Collaboration Affairs Office)
◇標準化活動略歴◇
1988～1990 JIS R 1610 （ファインセラミックスの硬さ試験）主査
1992～1994 JIS R 1623 （ファインセラミックスの高温硬さ試験）主査
1994～2000 ISO/TC206 WG3 コンビーナ（ISO 14705担当）
1997～2002 ISO/TC206 WG10 コンビーナ（ISO 17561担当）
◇活動概要◇
ISO/TC206「ファインセラミックス」は 1992 年に設立された専門委員会であり、約 20 年間活動を行ってきている。
この間に発行された規格は 84 件（2015 年末現在）である。2015 年には以下の 5 件の規格が新たに発行された
（番号順、カッコ内は発行日、題目は簡略に表記）。
ISO 17170 多孔体－球圧子試験 (2015-12-15)
ISO 17841 セラミック基板の熱疲労 (2015-08-01)
ISO 17859 高電圧化での圧電歪み (2015-09-01)
ISO 18558 チューブとリングの弾性率・曲げ強さ (2015-05-15)
ISO 18591 顆粒圧縮強さ (2015-12-01)
規格案作成作業中の項目件数は 2015 年末現在 32 件である。また、発行済み規格の改訂の議論も併せて行っ
ている。
TC の構成であるが、以下の 12 の WG と Advisory Group (AG)が設置されている。SC の設置は無い。
WG1:用語／分類、WG2:粉体、WG3:化学分析、WG4:複合材料、WG5:多孔体、
WG6:モノリシックセラミックス／機械的性質、WG7:モノリシックセラミックス／物理的・熱的性質、WG8:接合、
WG9:光触媒、WG10:コーティング、WG11:電気的・光学的応用、WG12:エンジニアリング応用
TC206 の参加国構成は、積極参加国（Ｐメンバー）16 カ国（オーストリア、ベルギー、中国、チェコ、フランス、ドイ
ツ、インドネシア、アイルランド、イタリア、日本、韓国、マレーシア、ロシア、スイス、ウクライナ、イギリス）、オブザ
ーバ参加国（Ｏメンバー）15 カ国（カナダ、キューバ、エジプト、インド、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ルーマニ
ア、セルビア、シンガポール、スロバキア、スペイン、タイ、トルコ、ベトナム）である。
2016 年は 8 月にドイツにて第 23 回総会を開催の予定である。国際幹事はこの会議に向けて、総会議案及び参
加案内の作成、配布などの必要な作業を行う。
TC 発足から約 20 年を経て、発足当初の基盤的で共通的な規格化課題（例えば材料の曲げ強さや硬さ測定）へ
の取り組みから、具体的な用途に特化した規格制定（例えばベアリング用窒化けい素材料、光触媒材料、LED 用
発光材料）へと業務項目はシフトしている。今後もこの流れが続くものと考えている。また、審議中の案件を含める
と 100 件以上の ISO 規格を取り扱う状況であり、規格の維持にも今後留意する必要があると考えている。

◇TC/SC 情報◇
TC
SC WG
206

議長
Dr. Tai-Kyu LEE（韓）
2017 年末まで

幹事国
日本

次回総会予定
2016 年 8 月（ドイツ）

審議団体
ファインセラミックス国際標
準化推進協議会
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ISO/TC206（ファインセラミックス）/WG3（化学分析）
コンビーナ（2012年9月12日就任）：
計量標準総合センター研究戦略部 国際計量室 室長 日置 昭治
ISO/TC206(Fine ceramics) /WG3(Chemical analysis)
Convenor (Placed in on September 12, 2012)：
Akiharu HIOKI (NMIJ International Cooperation Office of National Metrology
Institute of Japan, Research Promotion Division of National Metrology Institute
of Japan)
◇標準化活動略歴◇
2011.9～ ISO/TC206/WG3/ISO 17947 プロジェクトリーダー
ISO/TC206/WG3/ISO 17942 共同プロジェクトリーダー
2012.9～ ISO/TC206/WG3 コンビーナ
◇活動概要◇
ファインセラミックスの化学分析の方法に関わる規格を議論するため、TC内のWG(作業グループ)構成の再配置
に合わせて2012年9月に新たに設置されたWG。
関連するJIS を基にして、窒化けい素微粉末の化学分析の方法に関する規格をプロジェクトリーダーとして作成し
た。また、日本の協会規格JCRS 108-2005ほかを基にして、窒化ほう素粉末の化学分析の方法に関する規格を
共同プロジェクトリーダーとして作成した。
◇審議規格◇
なし。ただし、「Chemical Analysis of AlN Powders」の仮提案あり。

◇TC/SC 情報◇
TC
SC WG
206
3
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議長
Dr. Tai-Kyu LEE （韓）

幹事国
日本

次回総会予定
2016 年 8 月 （ドイツ）

審議団体
ファインセラミックス国際標準化
推進協議会

ISO/TC206（ファインセラミックス）/WG6(モノリシックセラミックス/機械的性質)
プロジェクトリーダー（2016 年 1 月 8 日就任）：
構造材料研究部門 セラミック組織制御グループ 主任研究員
宮崎 広行
ISO/TC206(Fine ceramics)/ WG6( Monolithic ceramics/Mechanical
properties)
Project Leader(Placed in on January, 8, 2016)：
Hiroyuki MIYAZAKI (Senior Researcher of Ceramic microstructure control
Group, Structural Materials Research Institute)
◇審議規格◇
規格番号：ISO/NP 21113
規格名称：Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -Test method for fracture
toughness of monolithic ceramic thin plates at room temperature
(モノリシックセラミックス薄板の室温での破壊じん性試験方法)
規格発行予定日：未定（規格発行の目標期日：2019 年 1 月）
規格概要：回路基板などに用いられるセラミックス薄板の破壊じん性を、予き裂導入破壊試験法(SEPP 法：
Single-Edge-Precracked-Plate method)、または、V ノッチ導入破壊試験法（SEVNP 法：Single-Edge
-V-Notch-Plate method）法により、室温にて測定する方法を規定する。
(本規格案は、標準基盤研究「パワーデバイス用セラミックス放熱基板の機械的特性試験手法の標準化」
（H24~26）による成果を元にして作成されたものである。)

59

ISO/TC206（ファインセラミックス）/WG 9（光触媒）
コンビーナ（2006 年 5 月 1 日就任）：評価部 首席評価役 竹内 浩士
ISO/TC206(Fine ceramics) /WG9(Photocatalysis)
Convenor (Placed in on May 1,2006)：
プロジェクトリーダー（2014年1月16日就任）：
評価部 首席評価役 竹内 浩士
ISO/TC 206 (Fine ceramics) /WG 9 (Photocatalysis)
Project Leader (Placed in on January 16, 2014)
Koji TAKEUCHI (Principal Reviewer, Evaluation Department)
◇標準化活動略歴◇
1999

光触媒材料に関する標準基盤研究を実施（TR Z 0018-2002）

2002～ 光触媒標準化委員会空気浄化性能分科会長。JIS原案5件作成とISOへの提案。
2007～ 可視光応答形光触媒試験方法の作成・取りまとめ。他に大気計測関連のJIS/ISO原案の作成。
2010～ 標準基盤研究を実施（溶存酸素測定に基づく環境浄化性能）
2013～ 標準基盤研究を実施（全有機炭素測定法による光触媒材料の水質浄化性能）
◇活動概要◇
光触媒材料の多くがセラミックス原料であることから、同材料関連の標準化は ISO/TC 206 で行うこととなっ
た。2003 年の WG 33 の設置に始まり、試験方法を一元的に扱う WG 37 (2006) を経て、TC 構造の見直
しにより WG 9 (2013) に引き継がれた。2008 年までに当初計画の 11 件を提案し、ISO 22197-1: 2007（空
気浄化・窒素酸化物）に加えて、ISO 27447: 2009（抗菌）、ISO 27448: 2009（セルフクリーニング・水接触
角測定）、ISO 10678: 2010（メチレンブルー脱色）、10676: 2011（水質浄化）、22197-2: 2011（空気浄化・
アセトアルデヒド）、22197-3: 2011（空気浄化・トルエン）、10677: 2011（光源）、13125: 2013（抗かび）、
22197-4: 2013（空気浄化・ホルムアルデヒド）、22197-5: 2013（空気浄化・メチルメルカプタン）と 2013 年ま
でにそのすべてが発行された。
その後の提案はほぼ可視光応答形光触媒材料（ISO では屋内照明環境下の光触媒材料という名称）の試
験方法に移行し、2013 年度で概ね完了した。可視光形では最近、10677: 2013（光源）、17094: 2014（抗
菌、日中共同提案）、及び 18560-1（小形チャンバー法空気浄化）が発行され、従来形の 18061: 2014（抗ウ
イルス）を加えると、発行済み光触媒 ISO は 15 件となった。
2015 年 8 月の第 22 回総会（済州）では、CEN/TC 386（光触媒）で審議されていた英国提案の酸化還元イ
ンクを用いる簡易試験方法（下記 1）とイタリア提案の耐久性試験方法が新規に提案された。前者は 6 か国
の積極参加国を確保して NWI として採択されたが、後者は対象とする材料が広範囲であるために継続審議
となった。CD 及び WD については、第 19 回総会（中国）提案の室内照明環境下の空気浄化性能試験方法
5 件及び坑ウイルス性試験方法（下記 2～7）、並びに第 20 回総会（東京）提案の量子効率測定、水接触角
測定、完全分解性能、溶存酸素消費、防藻の 5 件（下記 8～12）が審議された。修正原案提出が必要な下
記 8, 9 を含めて、次の段階に進めることが合意された。定期見直し案件については、ISO 22197-1: 2007
（下記 13）の修正案が再度説明された。ISO 27447:2009（抗菌）は語句の統一等のために修正を行うこと、
ISO 27448:2009（水接触角測定）は継続することが確認された。今回は欧州からの参加者が少なかった
が、リエゾン機関である CEN/TC 386 の幹事（AFNOR）が出席しており、進捗報告を依頼した。ISO/TC 189
（タイル）でも光触媒試験方法（抗菌）が提案されており、リエゾンを組むこととなった。
これまで作成した試験規格は今後、続々と定期見直し時期を迎える。その際に、十分活用されているとの根
拠がないと抹消される可能性があることから、各国メンバーには ISO 規格の活用と国内規格への採用を依
頼した。一方、フランス主導で発足した CEN/TC 386 では、空気浄化やセルフクリーニング試験のように
ISO/TC 206 での規格と重複するものが審議されており、引き続き動向を注視する必要がある。欧州ではナ
ノ材料や殺生物剤 (biocide) 登録など化学物質の取扱いが厳格で、産業界の意欲は減退気味である。
欧州勢に対抗して、アジアでの標準化や産業化を促進するために 2007 年に発足したアジア光触媒標準化
委員会（CASP）は経済産業省や光触媒工業会の支援により、8 か国を集めて済州総会でも併催することが
できた。2016 年にはバンコクでの開催が予定されている。韓国 Lee 議長により提起された日中韓での国際
標準化推進の枠組は、北東アジア標準協力フォーラム（NEASF）のの課題としても検討が継続されている
（下記 8 及び 11）。
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◇審議規格◇*
1) Qualitative and semiquantitative assessment of the photocatalytic activities of surfaces by the
reduction of resazurin in a deposited ink film. PL: A. Mills（英国）
2) DIS 17168-1 (NP 1204): Test method for air purification performance of semiconducting
photocatalytic materials under indoor lighting environment – Part 1: Removal of nitric oxide. PL:
竹内浩士（産総研）
3) DIS 17168-2 (NP 1205): Test method for air purification performance of semiconducting
photocatalytic materials under indoor lighting environment – Part 2: Removal of acetaldehyde. PL:
竹内浩士（産総研）
4) DIS 17168-3 (NP 1206): Test method for air purification performance of semiconducting
photocatalytic materials under indoor lighting environment – Part 3: Removal of toluene. PL: 竹内
浩士（産総研）
5) DIS 17168-4 (NP 1207): Test method for air purification performance of semiconducting
photocatalytic materials under indoor lighting environment – Part 4: Removal of formaldehyde. PL:
竹内浩士（産総研）
6) DIS 17168-5 (NP 1208): Test method for air purification performance of semiconducting
photocatalytic materials under indoor lighting environment – Part 5: Removal of methyl mercaptan.
PL: 竹内浩士（産総研）
7) DIS 18071 (NP 1209): Determination of antiviral activity of semiconducting photocatalytic materials
under indoor lighting environment – Test method using bacteriophage Q-beta. PL: 窪田吉信（横浜
市大）
8) WD 19728 (TCNP 1308): Test method for photocatalytic activity of semiconducting photocatalytic
materials – Measurement of specific quantum efficiency. PL: Tai Kyu Lee（韓国）
9) CD 19810 (TCNP 1309): Test method for self-cleaning performance of semiconducting
photocatalytic materials under indoor lighting environment – Measurement of water contact angle.
PL: 小西由也（産総研）
10) CD 19652 (TCNP 1310): Test method of complete decomposition performance by semiconducting
photocatalytic materials under indoor lighting environment. PL: 黒田 靖（昭和電工セラミックス）
11) DIS 19722 (TCNP 1312): Test method for determination of photocatalytic activity of
semiconducting photocatalytic materials by dissolved oxygen consumption. PL: 平川 力（産総研）
12) DIS 19635 (TCNP 1314): Test method for antialgal activity of semiconducting photocatalytic
materials. PL: 大古善久（産総研）
13) DIS 22197-1: Test methods for air purification performance of semiconducting photocatalytic
materials: Part 1: Removal of nitric oxide. PL: 竹内浩士（産総研）
*いずれの規格も冒頭に Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – が付加さ
れる。

◇TC/SC 情報◇
インドの P-メンバー加盟、オランダの脱退など、メンバーの異動が多くなっている。光触媒のように応用的な
材料の扱いが増えるに伴い、欧州を中心に SC 化や専門の TC 設立を求める声が出ている。
TC
SC
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
206
Dr. Tai-Kyu LEE（韓）
日本
ファインセラミックス国際
2016 年 8 月（ベルリン） 標準化推進協議会
9
竹内 浩士
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ISO/TC206（ファインセラミックス）/WG 9（光触媒）
プロジェクトリーダー（2013 年 10 月 23 日就任）：
太陽光発電研究センター 機能性材料チーム 主任研究員
小西 由也
ISO/TC206(Fine ceramics)/ WG9(Photocatalysis)
Project Leader(Placed in on October 23, 2013)：
Yoshinari KONISHI (Senior Researcher of Advanced Functional Materials
Team, Department of Energy and Environment Research Center for
Photovoltaics)
◇標準化活動の略歴◇
2011～2012 「可視光応答型光触媒の性能評価方法に関する標準化事業」委員会
セルフクリーニング分科会委員
2012～
「ファインセラミックスに関する国際標準化推進補助事業」委員会委員
2013～
ISO/TC206/WG9 国内委員会委員
2014～2015 「実環境を考慮した光触媒抗菌性能試験方法に関する国際標準化」委員会委員
◇審議規格◇
規格番号：ISO/CD19810
規格名称：Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for
self-cleaning performance of semiconducting photocatalytic materials under indoor lighting
environment — Measurement of water contact angle
（ファインセラミックス－屋内照明環境下における半導体光触媒材料のセルフクリーニング性能試験
方法－水接触角の測定）
提案日：2014 年 5 月 23 日 新規プロジェクトの登録（20.00）
規格発行予定日：未定（規格発行の目標期日：2017 年 5 月 23 日）
規格概要：太陽からの紫外光を利用できない室内照明環境における光触媒材料のセルフクリーニング性能試験
方法を規定する。ステアリン酸を試験対象となる光触媒材料表面に塗布し、その水接触角が規定の光
照射により光照射直前の値の１／２および１０°にまで低下するのに要する時間を指標とする。
平成 19 年度～平成 24 年度 NEDO「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」
担当した関連 JIS 規格：JIS R 1753 「ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料のセルフクリーニング性能
試験方法－水接触角の測定」
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ISO/TC206（ファインセラミックス）/WG 9（光触媒）
プロジェクトリーダー（2013 年 10 月 29 日就任）：
環境管理研究部門 反応場設計研究グループ 主任研究員
大古 善久
ISO/TC206(Fine ceramics)/ WG9(Photocatalysis)
Project Leader(Placed in on October 29, 2013)：
Yoshihisa OHKO (Senior Researcher of Reaction Field Design Group,
Environmental Management Research Institute)
◇審議規格◇
規格番号：ISO 19635
規格名称：Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test method for antialgal
activity of semiconducting photocatalytic materials
（光触媒材料の防藻性能試験法）
規格発行予定日：2016-03-15
規格概要：この規格は，屋外建造物の中で，平板状光触媒防藻加工材料（例えば窓ガラスや水槽ガラス，フィル
ム，ガードレールなど）について規定する。光触媒反応のための紫外励起光源と光触媒製品と微細藻
類（クロレラ）の菌液があれば、回収した菌液のクロロフィル量を分光測定することによって、誰にでも簡
便かつ短時間に、光触媒製品による防藻性能の定量評価が可能となる。
（本規格は、経済産業省の平成 19-21 年度基準認証研究開発事業「光触媒材料のバイオフィルム抑制効果評価
方法に関する標準化」の成果に基づくものである。）
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ISO/TC206（ファインセラミックス）/WG 9（光触媒）
プロジェクトリーダー（2013 年 10 月 29 日就任）：
環境管理研究部門 反応場設計研究グループ 主任研究員
平川 力
ISO/TC206(Fine ceramics)/WG9(Photocatalysis)
Project Leader(Placed in on 29 October 2013)：
Tsutomu HIRAKAWA (Senior Researcher of Reaction Field Design Group,
Environmental Management Research Institute)
◇標準化活動の略歴◇
2012
「溶存酸素測定に基づく光触媒及び応用材料の環境浄化性能の評価手法の開発」 委員会 委員
2013 ～ 「ファインセラミックスに関する国際標準化推進補助事業」 委員会 委員
2013 ～ ISO / TC206 / WG9 国内委員会 委員
2014
「光触媒分野における適合性評価の促進に関する検討」 委員会 委員
2014 ～ 2015 「実環境を考慮した光触媒抗菌性能試験方法に関する国際標準化」 委員会 委員
2015
「半導体光触媒のフェノールの完全分解試験法の開発」 委員会 委員

◇審議規格◇
規格番号：ISO / DIS 19722
提案日：2013 年 5 月
CD ステージ ： 2015 年 4 月～10 月
DIS ステージ ： 2015 年 10 月～2016 年 3 月
規 格 名 称 ： Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-- Test method for
determination of photocatalytic activity on semiconducting photocatalytic materials by dissolved
oxygen consumption.
（ファインセラミックス－半導体光触媒材料の溶存酸素消費量による光触媒活性測定方法）
規格発行予定日： 2016 年 6 月 発行予定
規格概要：光触媒反応によるフェノールの酸化分解の際に消費する溶存酸素量から、水中における半導体光触
媒材料の活性を測定する方法である。
本規格は標準基盤研究｢溶存酸素測定に基づく光触媒及び応用材料の環境浄化性能の評価手法の開発」
（H22fy ～H24fy）による成果に基づくものである。
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ISO/TC206（ファインセラミックス）/WG 10（コーティング）
プロジェクトリーダー（2014 年 10 月 3 日就任）：
物質計測標準研究部門 熱物性標準研究グループ 主任研究員
八木 貴志
ISO/TC206(Fine ceramics)/WG10(Coatings)
Project Leader(Placed in on October 3, 2014)：
Takashi YAGI (Senior Researcher of Thermophysical Property Standards
Group, Research Institute for Material and Chemical Measurement)
◇審議規格◇
規格番号：TCNP 1402
規格名称：Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)-- Determination of thermal
diffusivity of fine ceramic films by pulsed light heating thermoreflectance method.
（ファインセラミックス－ファインセラミックス薄膜の熱拡散率の測定方法-パルス光加熱サーモリフレク
タンス法）
規格発行予定日： 未定
規格概要：透明基板上に成膜された厚さが 100 nm～数 μm の均質なファインセラミックス薄膜について，パルス
光加熱サーモリフレクタンス法による室温付近の膜厚方向の熱拡散率の測定法について規定を規定。
NEDO 開発成果標準化フォローアップ等標準化調査研究事業「超高速レーザフラッシュ法による薄膜熱拡散率計
測技術と透明導電膜標準物質の標準化調査研究」（H17～18fy）
平成２６年度日米等エネルギー技術開発協力事業（日米先端計測技術研究協力）（H26fy）
による成果
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ISO/TC 213（製品の寸法・形状の仕様及び評価）/WG 10（三次元測定機）
プロジェクトリーダー（2008 年 9 月 18 日就任）：
工学計測標準研究部門 研究部門長 高辻 利之
ISO/TC213(Dimensional and geometrical product specifications and
verification)/WG10（Coordinate measuring machines）
Project Leader (Placed in on September 18, 2008)：
Toshiyuki TAKATSUJI (Director, Research Institute for Engineering
Measurement)
◇審議規格◇
規格番号：ISO 10360-8，ISO 10360-11（仮）
規格名称：Geometrical product specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate
measuring machines (CMM) -- Part 8: CMMs with optical distance sensors, Part 11: X-ray computed
tomography
（製品の幾何特性仕様（GPS）－三次元測定機の受入れ及び定期検査－第８部：光学式距離セ
ンタ付き三次元測定機，第１１部：X 線 CT）
提案日：Part 8：NWIP 投票は CD 投票と同時の 2009 年 5 月。WG での最初のプレゼンは 2005 年 9 月。
WD ステージ
：2008 年 1 月
CD ステージ
：2009 年 5 月
DIS ステージ
：2011 年 3 月
FDIS ステージ
：2013 年 3 月
Part 11: 2014 年 9 月にプロジェクトリーダ就任。WD 作成中。
規格発行日： Part 8: 2013 年 11 月 21 日
規格概要：自動車産業を始めとした製造業においては、試作や製造工程において物体の寸法や形状を測ること
が非常に多い。近年、より意匠性を高めたり、高度な機能を付与したりするために、平面や円筒面とい
った単純な形状だけではなく、複雑な自由曲面を持った製品が増えている。
従来、これらの寸法や形状の測定には接触式の三次元測定機（CMM）が使われてきたが、近年多くな
ってきた自由曲面の測定には接触式の点測定では対応できず、レーザを走査したり、縞を投影したり
することにより工学的に非接触で測定をする CMM が多用されている。
このような非接触式 CMM は、日本やドイツに多くのメーカがある。しかしながら、非接触式 CMM は、
装置の原理が多様であり、また新しい市場であるために装置の評価法が確立されていない。したがっ
て、ユーザにとってはカタログを見ただけでは装置の優劣が判断できず、またメーカにとっては公平な
土俵で製品のアピールをすることができないため、ユーザとメーカの双方にとって不都合な状況が生じ
ている。
そこで非接触式 CMM の評価法に関する ISO 10360-8 を制定した。非接触式 CMM は原理が多様で
あることから、装置そのものの原理や仕様を決めるのではなく、どのようなゲージを使って、どの位置や
姿勢で、何回測って正しい値が得られれば、製品として合格であるかの手続きを規定する。この規格が
できることにより、コストパフォーマンスの高い製品を作っている日本メーカの市場が広がり、ユーザは
適正な価格で必要な装置を購入できるようになることが期待できる。
非接触式 CMM と同様に測定対象の形状データを緻密な測定点群データとして得られる装置に X 線
CT がある。X 線 CT にさらに対象の内部までを測定できるという特徴があり、今後のデジタルエンジニ
アリングの分野への応用が期待されている。しかしながらその測定精度の評価法は統一化されておら
ず、ISO 化により客観的な指標を用いた精度評価法の確立を目指す。
基準認証事業「非接触三次元測定機の精度評価方法の標準化」（H17～19）による成果
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ISO/TC229（ナノテクノロジー）/JWG2（計量・計測）
コンビーナ（2011年5月就任） 物質計測標準研究部門 研究部門長
藤本 俊幸
ISO/TC229(Nanotechnologies) /JWG2(Measurement and
Characterization)
Convenor (Placed in on May,2011)：
Toshiyuki FUJIMOTO (Director, Research Institute for Material and
Chemical Measurement)
◇標準化活動略歴◇
2005.4～ ISO/TC202/SC3対応 表面化学分析技術国際標準化委員会委員
2006.1～ ISO/TC229/WG2 幹事
2010.8～ ISO/TC201/WG3 エキスパート
2011.5～ ISO/TC229/JWG2 コンビーナ
◇活動概要◇
WG2では、ナノテクノロジー分野における計測法と試験方法の標準化、主として物質と構造についての性質を特
徴付けるために使用される標準物質に関する考察をそのスコープとして活動している。
2007年度には、IEC/TC 113との連携が正式に合意され、以来合同作業グループJWG2（Joint Working Group
2）として活動している。
2016年1月現在までに27件の作業項目（WI）について審議を行っている（内7件はPWI）。これまでの標準制定数
は13件になった（内日本単独提案4件）。制定された規格は以下の通りである。
また、日本はTEMによる粒度分布測定方法の標準化に関するPWIの副プロジェクトリーダー、SEMによる粒度分
布測定方法の標準化に関するPWIの副プロジェクトリーダー、流動場分離法（FFF）によるナノ材料の特性評価方
法の標準化に関するプロジェクトリーダー、セルロース原線維の特性評価方法の標準化に関するプロジェクトリー
ダーとして、議論を取りまとめている。
◇審議規格◇
1)規格番号：ISO/TS 10797:2012 (Ed. 1)
規格名称：Nanotechnologies - Characterization of single-wall carbon nanotubes using transmission
electron microscopy (TEM)
2)規格番号：ISO/TS 10798:2011 (Ed. 1)
規格名称：Nanotechnologies -- Charaterization of single-wall carbon nanotubes using scanning electron
microscopy and energy dispersive X-ray spectrometry analysis
3)規格番号：ISO/TS 10868:2011 (Ed. 1)
規格名称：Nanotechnologies – Use of UV-Vis-NIR absorption spectroscopy in the characterization of
single-wall carbon nanotubes (SWCNTs)
4)規格番号：ISO/TS 10867:2010 (Ed. 1)
規格名称：Nanotechnologies – Characterization of single-wall carbon nanotubes using near infrared
photoluminescence spectroscopy
5)規格番号：ISO/TR 10929:2012 (Ed. 1)
規格名称：Nanotechnologies – Characterization of multiwall carbon nanotube samples

6)規格番号：ISO/TS 11251:2010 (Ed. 1)
規格名称： Nanotechnologies -- Characterization of volatile components in single-wall carbon nanotube
samples using evolved gas analysis-gas chromatograph-mass spectrometry
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7)規格番号：ISO/TS 11308:2011 (Ed. 1)
規格名称： Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon nanotubes using
thermogravimetric analysis
8)規格番号：ISO/TS 11888:2011 (Ed. 1)
規格名称： Nanotechnologies -- Characterization of multiwall carbon nanotubes -- Mesoscopic shape
factors
9)規格番号：ISO/TS 12025:2012 (Ed. 1)
規格名称：Nanomaterials -- Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols
10)規格番号：IEC/TS 62622:2012 (Ed. 1)
規格名称：Artificial gratings used in nanotechnology -- Description and measurement of dimensional
quality parameters
11)規格番号：ISO/TS 13278:2011 (Ed. 1)
規格名称：Nanotechnologies -- Determination of elemental impurities in samples of carbon nanotubes
using inductively coupled plasma mass spectrometry
12)規格番号：ISO/TS 16195:2013 (Ed. 1)
規格名称：Nanotechnologies -- Guidance for developing representative test materials consisting of
nano-objects in dry powder form
13)規格番号：ISO/TS 17466
規格名称：Use of UV-Vis absorption spectroscopy in the characterization of cadmium chacolgate
semiconductor -- Nanoparticles (Quantum dots)

◇TC/SC 情報◇
TC 229/JWG 1 (用語・命名法)では、コンビーナのClive Willis氏（カナダ）が退任し、代わってBernadette
Quemerais氏が着任した。また、定期見直しを経て改訂版TS 80004-1: Vocabulary - Part 1 Core Terms,
TS80004-2: Vocabulary – Part 2 Nano-objects – nanoparticle, nanofibre and nanoplate が出版された。
TC 229/WG 3 (環境・安全)では、分散溶液の評価法に関する日本提案の審議が進められ、コメント解決の結果、
DTS 19337: Characteristics of working suspensions of nano-objects for in vitro assays to evaluate inherent
nano-object toxicity として出版プロセスに進んだ。日本提案で制定されたナノ材料試料のエンドトキシン試験法
ISO 29701: Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems -- Limulus
amebocyte lysate (LAL) testの定期見直しが行われている。
TC229/WG 4 (材料規格)では、他のTCのスコープに関わる提案も出やすいため、WG４としての戦略を議論、見
直しに着手。
TC
229

SC

WG
2
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議長
未定-2016.3.3 現在
藤本 俊幸

幹事国
イギリス
日本

次回総会予定
2016 年 11 月
（シンガポール）

審議団体
（国研）産業技術総合研究所

ISO/TC265（炭素回収、輸送と貯留）/WG3（貯留）
コンビーナ（2013年2月4日就任）：地圏資源環境研究部門 招聘研究員
楠瀬 勤一郎
ISO/TC265(Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage)
/WG3(Storage)
Convenor (Placed in on February 4,2013)：
Kinichirou KUSUNOSE (Visiting researcher of Institute for Geo-Resources and
Environment)
◇標準化活動略歴◇
2013～
ISO/TC265/WG3 コ・コンビーナ

◇活動概要◇
温暖化対策技術の基準については、2012年ISO/TC265/SCのマドリッド会合でNWI（新業務項目）として賛成多
数で可決され、二酸化炭素の回収（WG1） 地中貯留（WG3）など、5つのWGの設立が決まった。2013年9月の
北京会合において各WGの進捗が報告され、WG3では、ドラフトの構成案を提示し、2015年7月にCDの作成、2
か月の投票期間を経て2016年4月DISステージに移行予定。
◇審議規格◇
規格番号ISO/CD27914
企画名称 Carbon dioxide geological storage
（二酸化炭素地中貯留技術）
地下深部の塩水帯水層に二酸化炭素を貯留し、大気中の温室効果ガス放出削減に資する技術の基準作成。プロ
ジェクトマネジメントに含まれる活動やプロジェクトマネージャーの責任、適切な貯留サイトの選定、リスク評価、貯留
施設設計、安全なオペレーション、モニタリング、リスク対処、プロジェクトの閉鎖作業について、現在の知見を総合し
た作業の標準化指針を作成中。

◇TC/SC 情報◇
TC
WG
コンビーナ
265
3
楠瀬 勤一郎（日）

幹事国
カナダ

次回総会予定
2016 年 5 月 アメリカ・ララ
ミー

審議団体
（公財）地球環境産業技術研
究機構
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ISO/TC281（ファインバブル技術）

国際幹事（2013 年 6 月 29 日就任）：
イノベーション推進本部 上席イノベーションコーディネータ 綾 信博
ISO/TC281(Fine Bubble Technology)
Secretary (Placed in on June 29,2013)：
Nobuhiro AYA (Supervisory Innovation Coordinator, Research and
Innovation Promotion Headquarters)

◇標準化活動略歴◇
2007～
ISO/TC24（粒子特性評価及びふるい）/SC4（粒子特性評価）国内委員及びエキスパート
2008～2009
標準基盤研究「粉体・粒子計測に係わるオントロジー・メタ標準・ナビゲータ開発」を実施
2011～2012
JIS Z 8825:2013「粒子径解析－レーザ回折・散乱法」 JIS原案作成委員長
2012～
ISO/TC229（ナノテクノロジー）/JWG2（計測・キャラクタリゼーション）国内委員及びエキスパート
2013～
ISO/TC281（ファインバブル技術）国際幹事
ISO/TC281/WG1（用語を含む基本原則）エキスパート、ISO/TC281/WG2（ファインバブルの特
性評価と計測）エキスパート、ISO/TC281（ファインバブル技術）からISO/TC24（粒子特性評価
及びふるい）/SC4（粒子特性評価）へのリエゾンオフィサー
2014～
ISO/TC261（付加製造）/WG1（用語）国内委員及びエキスパート
ASTM/F42（付加製造技術）メンバー
2014～
ISO/TC281（ファインバブル技術）/WG3（アプリケーション）エキスパート
2015～
ISO/TC261とASTM/F42のJG63（AM応用のための粉体流動性測定法）ISO/TC261側エキス
パート、ISO/TC261とASTM/F42のJG66（金属粉の技術仕様）ISO/TC261側エキスパート
ISO/TC261/AHG2（AMの安全性）メンバー
2015～
標準基盤研究「液中粒子濃度計測に係わる一般的ガイドライン」を実施
◇活動概要◇
2013 年 6 月に開催された ISO/TMB 会議で 2013 年 2 月に日本が提出した TC 設立提案 TS/P 234 が承認され、
ISO/TC 281（ファインバブル技術）の創設が認められ、日本（JISC）が幹事国に指名された。
2013 年 12 月 11～12 日、京都にて第 1 回総会を開催した。TC のスコープが決定されるとともに、WG 1（用語を
含む基本原則）、WG 2（ファインバブルの特性評価と計測）及び応用分野を議論する ad-hoc group 創設が決定さ
れた。また ISO/TC 24（粒子特性評価及びふるい）/SC 4（粒子特性評価）へのリエゾン関係構築が決定された。
2014 年 9 月 19～20 日に英国マンチェスターにて第 2 回 ISO/TC 281 総会を開催した。この総会は、ISO/TC
24/SC 4 の総会との連続開催として開催した。SBP（戦略的ビジネスプラン）が決議されるとともに、応用領域に関
して ad-hoc グループ報告が行われ、WG3（アプリケーション）の創設が決定された。
SBP（戦略的ビジネスプラン）は、2015 年 2 月 7 日に TMB により承認された。
2015 年 10 月 19～20 日に韓国、済州島にて第 3 回 ISO/TC 281 総会を開催した。
◇審議規格◇
2016年3月27日現在の規格審議状況は以下の通り。1.,2.,3.,6.,7,.8.は日本提案。
1. ISO/CD20480-1, Fine Bubble Technology - General Principle - Part 1 Terminology (30.60)
2. ISO/NP20480-2, Fine Bubble Technology - General Principle - Part 2 General principle (10.20)
3. ISO/PWI 20298, Fine bubble technology - Sampling and sample preparation - Part 1: Ultrafine bubble
4. ISO/PWI 20300, Fine bubble technology -- Measurement technique matrix for the characterisation of
fine bubbles
5. ISO/PWI 20304, Fine bubble technology -- Disinfection efficiency of fines bubbles in water treatment
6. ISO/PWI 21255, Fine bubble technology - Storage and transportation of ultrafine bubble dispersions
7. ISO/PWI 21256-1, Fine bubble technology – Cleaning applications - Part 1: Test method for cleaning a
salt (NaCl)-stained surfaces
8. ISO/PWI 21256-2, Fine bubble technology – Cleaning applications - Part 2: Test method for cleaning a
mineral oil-stained surfaces
◇TC/SC 情報◇
TC
SC
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
281
Mr. Maurice Wedd（英）
日本
2016 年 7 月（オーストラリア、 (一社) ファイン
バブル産業会
シドニー）
1
矢部 彰（日）
2
Dr. Denis Koltsov（英）
2016 年 11 月（英国、ロンドン）
なし
3
寺坂 宏一（日）
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ISO/TC281（ファインバブル技術）/WG1（用語及び定義を含む一般原則）
コンビーナ（2013年12月12日就任）：
特別顧問 矢部 彰
ISO/TC281(Fine Bubble Technology) /WG1(General principles including
terminology)
Convenor (Placed in on December 12,2013)：
Akira YABE (Special Emeritus Advisor)
◇標準化活動略歴◇
2012.10～ ファインバブル産業会標準化委員会 委員長
2013.06～ ISO/TC281 (ファインバブル技術）設立
2013.08～ 国内審議委員会 委員
2013.12～ ISO/TC281/WG1 コンビーナ就任
◇活動概要◇
ISO/TC 281は我が国発の革新的技術である「ファインバブル技術」の標準化を進めるTC。
想定される規格体系は第一階層 用語及び定義を含む一般原則、第二階層 特性評価と計測、
第三階層 ファインバブルの応用からなる三階層構造を取る。
（階層ごとにWGを設置）
WG1：「用語及び定義を含む一般原則」ではファインバブルの定義及び特性評価手法等を対象とする。
◇審議規格◇
規格番号： ISO/CD 20480-1
規格名称： Fine bubble technology - General principles for usage and measurement of fine bubbles
-- Part 1: Terminology
ファインバブル技術 ― ファインバブルの使用と計測に関する 一般原則
― パート１：用語
現在のステージ： CD提案中
規格概要： 「ファインバブルの粒径範囲に基づく用語分類等の定義」
規格番号： ISO/NP 20480-2
規格名称： Fine bubble technology - General principles for usage and measurement of fine bubbles
-- Part 2: General Principles
ファインバブル技術 ― ファインバブルの使用と計測に関する 一般原則
― パート２：一般原則
現在のステージ： NP提案中
規格概要： 「ファインバブルの標準化の 3 層構造、水の分類、粒径と数密度の指標などの概念および用語分類等
の定義」

◇TC/SC 情報◇
TC

SC

WG

281
1
2
3

議長
Mr. Maurice Wedd（英）
矢部 彰（日）
Dr. Denis Koltsov（英）
寺坂 宏一（日）

幹事
国
日本
なし

次回総会予定

審議団体

2016 年 7 月（オーストラリア、シ
ドニー）
2016 年 11 月（英国、ロンドン）

(一社)ファインバブル
産業会
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IEC/TC3（情報構造、ドキュメンテーション及び図記号)/SC3C（機器・装置用図記号)
国際幹事（2011年8月5日就任）：人間情報研究部門
身体適応支援工学研究グループ 主任研究員 関 喜一
IEC/TC3(Information structures, documentation and graphical
symbols)/SC3C(Graphical symbols for use on equipment)
Secretary(Placed in on August 5,2011)：
Yoshikazu SEKI (Senior Researcher of Physical Fitness Technology Group,
Human Informatics Research Institute )
◇標準化活動略歴◇
2003～
ISO/IEC/JTC 1/SC 35 エキスパート
2005～
ISO/IEC/JTC 1/SC 35/WG 6 国内委員会主査
2005～
ISO/IEC/JTC 1/SWG−A リエゾン
2006～2009 ISO/IEC 24786:2009 プロジェクトエディタ
2009～2010 ISO/IEC/JTC 1/SC 35/OWG-VC コンビーナ
2010～
ISO/TC 173/SC 7 エキスパート
2010～
IEC/TC 3/MT 21 エキスパート
2011～
ISO/IEC NP(Voice command) プロジェクトエディタ
2011～
IEC/TC 3/SC 3C 国際幹事
2013〜
ISO/IEC/JTC 1/SC 35 国内委員長
2013〜
ISO/IEC 30122 シリーズ プロジェクトエディタ
2014〜
IEC 60417-C00317 Ed.1 プロジェクトリーダー
◇活動概要◇
IEC/TC3/SC3Cは、Guide74に定められた各種図記号のうち、IECにおける機器・装置用図記号の標準を管理す
る活動をしている。
IECの標準として発行される規格の中に使用されている機器・装置用図記号は、ISO/IEC Directives Part2によ
り、IECの水平規格であるデータベース型の機器・装置用図記号標準 IEC60417に登録されている必要がある。
またISO及びIECの機器・装置用図記号は、図記号原則 IEC(ISO)80416シリーズに従って作図されている必要
がある。
SC 3C国際幹事は、IECの全てのTC/SCで提案される標準文書の中に提案される機器・装置用図記号について、
各TC/SCと調整しながら上記ルールに従って標準化を進める役割を担う。
◇審議規格◇
規格番号：IEC 60417
規格名称：Graphical symbols for use on equipment（機器・装置用図記号）
現在のステージ：データベース型標準
規格発行予定日：随時更新中
規格概要：IEC 規格に現れる機器・装置用図記号を集めたデータベース

◇TC/SC 情報◇
SC 3Cは、2014 年１月現在、議長国フィンランド、幹事国日本。Pメンバ 15 カ国、0 メンバ 1２カ国。傘下に、IECの
他のTC/SCの規格案に含まれる機器・装置用図記号を察知して幹事に連絡するPT 45、IEC 60417 をメンテナン
スし幹事を補佐するMT 60417、及びIEC 60417 に提案された図記号案の審査を行うVT 60417 などのチームを
持つ。
TC SC WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
3
3C
Arto Sirviö（フィンランド） 日本
2016 年 10 月（フランス）
（一財）日本規格協会
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IEC/TC45（原子力計測）/SC45B（放射線防護計測）/WG16（汚染計及び汚染
監視装置）
コンビーナ（2013年9月27日就任）：分析計測標準研究部門
放射能中性子標準研究グループ 研究グループ長
柚木 彰
IEC/TC45(Nuclear instrumentation) /SC45B(Radiation protection
instrumentation) /WG16(Contamination meters and monitors)
Convenor (Placed in on September 27,2013)：
IEC/TC45（原子力計測）/SC45B（放射線防護計測）/WG16（汚染計及び汚染
監視装置）
プロジェクトリーダー（2013年9月27日就任）：
IEC/TC45(Nuclear instrumentation) /SC45B(Radiation protection instrumentation)
/WG16(Contamination meters and monitors)
Project Leader (Placed in on September 27,2013)：
Akira YUNOKI (Group leader, Radioactivity and Neutron Standards Group of Research Institute
for Measurement and Analytical Instrumentation)
◇標準化活動略歴◇
1998～
IEC（国際電気標準会議）/TC45（原子力計測）国内委員
2006～
JIS（日本工業規格）原案作成委員会（一般放射線計測関係）分科会主査
2013～
IEC（国際電気標準会議）/SC45B（放射線防護計測）/WG16（汚染計及び汚染監視装置）
プロジェクトリーダー
2013～

IEC（国際電気標準会議）/SC45B（放射線防護計測）/WG16（汚染計及び汚染監視装置）
コンビーナ

◇活動概要◇
IEC/TC45（原子力計測）/SC45B（放射線防護計測）/WG16（汚染計及び汚染監視装置）は放射性表面汚染
測定装置、食品放射能測定装置等、放射性物質による汚染の測定装置及び監視装置に関わる、既存規格の
改訂及び新規規格の作成を行なう。
◇審議規格◇
プロジェクト番号：IEC 61563 Ed. 2
規格名称：Radiation protection instrumentation – Equipment for measuring specific activity of
gamma-emitting radionuclides in foodstuffs.「食料品中のγ線放出核種の放射能測定装置」
提案日：2013年9月
規格発行予定日：2017年9月
規格概要：本規格は、主にシンチレーション検出器を利用して、食料品中のγ線放出核種の放射能を測定す
る装置を対象とし、それら装置に求められる性能及び試験方法を定める。

◇TC/SC 情報◇
IEC/TC45/SC45B/WG16は2013年6月に第1回の会合を行ない、IEC 61563の改正審議を開始した。直近で
の会合は2016年3月に韓国の慶州で開催した。担当する規格は放射性表面汚染を測定するサーベイメータ
（IEC 60325）、体表面モニタ（IEC 61098）、食品放射能測定装置（IEC 61562、IEC 61563）、体内放射能測
定装置（IEC 61582）等である。
TC
45

SC
45B

WG
16

議長
幹事国
Morgan Cox（米）
ロシア
Peter J. Chiaro Jr.（米） フランス
柚木 彰（日）

次回総会予定
2017年10月
（中国、上海）

審議団体
（一社）日本電気計
測器工業会
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IEC/TC62（医用電気機器）/SC62D（医用電子機器）/JWG35（手術ロボット）
ISO/TC299（ロボットとロボティックデバイス）/JWG 5（医療用ロボット）
プロジェクトリーダー（2015 年 4 月 24 日就任）：
健康工学研究部門 副研究部門長
鎮西 清行
IEC/TC62(Electrical equipment in medical practice) /SC62D(Electromedical
equipment)/JWG35(Medical robots for surgery) linked to
ISO/TC299(Robots and robotic devices)/JWG5(Medical robots)
Project Leader (Placed in on April 24, 2015)
Kiyoyuki CHINZEI (Deputy director, Health Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2009~
ISO/TC 184/SC 2/WG 7 に設置されたスタディグループ（医療用ロボット安全性）に参加
2011~
ISO/TC 184/SC 2 及び IEC/TC 62/SC 62A/JWG 9 （医療用ロボット安全性）エキスパート及び国内
審議委員会主査
2015~
IEC/TC 62/SC 62D/JWG 35 プロジェクトリーダー
◇審議規格◇
規格番号：IEC 80601-2-77 Ed. 1.0
規格名称：Medical Electrical Equipment - Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and
essential performance of medical robots for surgery
（医用電気機器−第 2-77 部：手術ロボットの基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項）
提案日：2015 年 1 月
規格発行予定日：2018 年 12 月
規格概要：消化器外科等用の手術支援マニピュレータシステム，整形外科用開削システムといった手術ロボット
の基本性能と基礎安全に関する規格．医用電気安全に関する国際規格 IEC 60601-1 の個別規格で
あり，外科的侵襲を伴うロボット技術を応用した医用電機機器に適用する．
ISO/TC 184/SC 2 での非産業用ロボットの安全性に関する議論に端を発し，医療用ロボットは各国
で医療機器としての規制を受けることなどを受けて IEC/TC 62 とのリエゾンにより策定されることとなっ
た．なお，IEC が主導することとなっている．
（ISO/TC 184/SC 2 は，2016 年 1 月から ISO/TC 299 に変更されている．その下の WG も番号が変
更されている）
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IEC/TC90（超電導）/WG14（超電導センサ）
コンビーナ（2014 年 5 月 5 日就任）：
エレクトロニクス・製造領域研究戦略部
上席イノベーションコーディネータ 大久保 雅隆
IEC/TC90(Superconductivity) /WG14(Superconducting electronic devices Generic specification for sensors and detectors)
Convenor (Placed in on May 5,2014)
Masataka OHKUBO (Supervisory Innovation Coordinator, Research
Promotion Division of Electronics and Manufacturing)
◇標準化活動略歴◇
2005～
TC90国内委員、超電導エレクトロニクス技術調査委員会 委員長
2010～
IEC/TC90/WG8 エキスパート, IEC/TC90 ad hoc group 4 リポーター
2014～
IEC/TC90/WG14 コンビーナ
◇活動概要◇
2010年のシアトルIEC会議にて、超伝導センサと検出器の標準化について検討する臨時グループ(ad hoc group
4)の設置を日本から提案して承認された。各国から11名の専門家が参加して、3年間活動してきた。その成果とし
て、2013年末に通則（Generic specification）に関するNPを提出し、2014年5月に6ヶ国の賛同、9名のエキスパ
ートの参画を得てWG14が設立された。IEEEにも同様の動きがあり、IEC-IEEE協力ガイドラインに沿って、将来
合同WGとする予定である。通則に記述した用語や電気回路シンボルの標準化は、他のWGやTCとの協力により
推進し、その後、各タイプの検出器に関する性能試験法等の標準化を行っていく予定である。
◇審議規格◇
規格番号： IEC 61788-22-1 Ed. 1.0
規格名称：Superconducting electronic devices - Generic specification for sensors and detectors
提案日：CDV ステージ：2016 年 3 月
規格概要：超電導センサと検出器の検出対象、学会で混乱している名称の統一、未制定の超電導回路シンボル
等に関する通則。
IEC 61788 は、超電導センサと検出器の一般的事項について記述する。通則は、引き続き発行していく予定の性
能評価方法などの基本となる。取り扱うセンサと検出器は、超電導材料からなるもので、超電導現象あるいは関
連する現象を活用したものである。観測対象は、磁場、電磁場、光子、電子、イオン、α線などである。主なセンサ
と検出として以下がある。
1 Metallic Magnetic Calorimetric (MMC) type
2 Microwave Kinetic Inductance (MKI) type
3 Superconducting Hot Electron Bolometric (SHEB) type
4 Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) type
5 Superconducting Strip (SS) type
6 Superconducting Tunnel Junction (STJ) type
7 Transition Edge Sensor (TES) type

◇TC/SC 情報◇
TC90(超電導)は、1988 年から IEC 理事会直轄の Special WG(Superconductivity)を出発点として、 IEC ブ
ライトン大会(1989 年)にて設立された。その後の 27 年間にわたる活動で、20 の国際標準を発行している。主に
超電導線材に関する国際標準を発行してきた。超電導エレクトロニクスに関する標準制定の気運が国際的に高ま
り、WG14 の設置に至った。2015 年 12 月現在、幹事国日本、Pメンバ 10 カ国、Oメンバ 14 カ国。
TC
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
90
14
Chirstian-Eric Bruzek
日本
2016 年 (米国)
(公財) 国際超電導産業技術研究
センター(ISTEC)
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IEC/TC91(電子実装技術）/WG10（プリント基板とその材料の測定・試験方法）
プロジェクトリーダー（2014 年 11 月 11 日就任）：
エレクトロニクス・製造領域研究戦略部 イノベーションコーディネータ
野中 一洋
IEC/TC91(Electronics assembly technology) /WG10(Measuring and test
methods for printed boards and printed board materials)
Project Leader (Placed in on November 11, 2014)：
Kazuhiro NONAKA(Innovation Coordinator, Research Promotion Division
of Electronics and Manufacturing)
◇審議規格◇
規格番号：IEC/TS 61189-3-301 Ed. 1
規格名称：Appearance Inspection Method for Plated Surfaces on PWB
（プリント配線板めっき外観検査法）
提案日：TS/NP/DTS ステージ：2015 年 8 月 14 日、現在 DTS 投票中（2016 年 6 月 10 まで）
規格概要：評価が曖昧でこれまで目視検査に頼っていたプリント配線板のめっき表面の光沢ムラ、色ムラの外観
検査について、光学的または機械的な手法によって数値化で良否を判別する試験方法を示している。
Appendix として、産総研で開発した光学的な手法による評価事例を示している。
住友電工プリントサーキット(株)とのマイスター型連携研究（H19～H26）「金めっきの外観基準の標準化」、標準
基盤研究（H23～H25）「FPC および関連製品のめっき表面の外観検査法の標準化」による成果。
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IEC/TC103（無線通信用送信装置）/WG6（Radio on Fiber transmitter）
プロジェクトリーダー（2007 年 10 月 1 日就任）：
物理計測標準研究部門 電磁界標準研究グループ 研究グループ長 黒川 悟
IEC/TC103(Transmitting equipment for radio communication) /WG6(Radio
on Fiber transmitter)
Project Leader (Placed in on October 1,2007)：
Satoru KUROKAWA (Group Leader of Electromagnetic Fields Standards
Group, Research Institute for Physical Measurement)
◇審議規格◇
規格番号：(IEC 62801 Ed. 1.0 )
規格名称：Measurement Method of a Half-Wavelength Voltage for Mach-Zehnder Optical Modulator in
Wireless Communication and Broadcasting Systems
（無線通信・放送用マッハツェンダ光変調器の半波長電圧測定法）
提案日：PAS/NP/CD ステージ： 2012 年 6 月 1 日、現在 FDIS 投票開始待ち
規格概要：無線通信、放送の光ファイバによる送信や再送信に用いられる、マッハツェンダ型光変調器について、
高周波電気信号の搬送波周波数での光変調特性を表す、利用周波数での半波長電圧の測定方法を
示している。本方法はおおむね 30GHz 以下の周波数での測定方法である Appendix として、当該手
法で求めた半波長電圧を用いた歪特性測定方法も示している。
規格番号：IEC 62802 Ed. 1.0
規格名称：Measurement Method of a Half-Wavelength Voltage and a Chirp Parameter for
Mach-Zehnder Optical Modulator in High-Frequency Radio on Fibre (RoF) Systems
提案日：PAS/NP/CD ステージ：2012 年 6 月 1 日、現在 FDIS 投票開始待ち
規格概要：無線通信、放送の光ファイバによる送信や再送信に用いられる、マッハツェンダ型光変調器について、
高周波電気信号の搬送波周波数での光変調特性を表す、利用周波数での半波長電圧の測定方法と
チャープパラメターの測定方法を示している。本方法はおおむね 10GHz 以上の周波数での測定方法
である
工業標準化推進調査等再委託費（社会ニーズ対応型基準創成調査研究事業（個別産業技術分野））「誘電体マ
イクロ波/光変換デバイスの評価方法の標準化」（H18～20、電子情報通信学会が受託）、社会環境整備・産業競
争力強化型規格開発事業「RoF（Radio over Fiber）用光／マイクロ波変換デバイスの評価方法に関する国際標
準化」（H21～22、電子情報通信学会が受託） 、平成 24 年度国際標準開発事業（テーマ名：RoF（Radio on
Fiber）システムに関する国際標準化）、平成 25 年度社会ニーズ（安全・安心）・国際幹事等輩出分野に係る国際
標準化活動事業（テーマ名：RoF(Radio on Fiber)システムに関する国際標準化）による成果
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IEC/TC110（電子ディスプレイデバイス）/WG7（電子ペーパー）
コンビーナ（2011 年 2 月 11 日就任）：
フレキシブルエレクトロニクス研究センター 招聘研究員
高橋 達見
IEC/TC110(Electronic display devices)/WG7(Electronic Paper displays
(EPD))
Convener (Placed in on February 11, 2011)
Tatsumi TAKAHASHI (Invited Senior Researcher of Flexible Electronics
Research Center)
◇標準化活動略歴◇
2011～
IEC/TC110/WG7(EPD)コンビーナ
2011～2015 JEITA ディスプレイデバイス標準化専門委員会 委員／電子ペーパーG（WG7）国内委員
2011～
IEC/TC110/WG8(FDD)エキスパート
2015～
IEC/TC110/WG2(LCD) エキスパート
2012～2013 JEITAプリンテッドエレクトロニクス標準会専門委員会 パターン・デバイス標準化WG 主査
2013～2015 JEITA プリンテッドエレクトロニクス標準会専門委員会 パターン・パーツ小委員会委員長
2015～
JEITAプリンテッドエレクトロニクス標準会専門委員会 パターン・パーツ小委員会委員
2013～
IEC/TC119/WG 4(Printability)エキスパート
2009～
ISO/TC159/SC4/WG2エキスパート
◇活動概要◇
IEC/TC110はディスプレイデバイスに関するTechnical Committeeであり、その下にWorking Groupとして、現在
では、WG2(LCD), WG5(OLED), WG6(3D), WG7(EPD), WG8(Flexible display device), WG9(Touch and
interactive displays), WG10(Laser display device)がある。Secretariatは日本が握っており、そのため、日本の
ディスプレイ産業のこの分野での貢献は多大である。WG7(Electronic Paper Displays: EPD)は２０１１年に設立
された比較的新しいWGで、電子ペーパーに関する標準化を担当している。電子ペーパーの光学的測定方法や電
気光学的測定方法、環境試験方法などを中心に国際標準化を進めている。参加国は、米国・ドイツ・オランダ・中
国・韓国・日本である。さらに、ISO/TC159/SC4/WG2（ディスプレイに関する人間工学的要求事項）領域におい
て、電子ペーパーの取り扱いについて長期にわたり議論してきたが、それのReadability（可読性）についての
Technical Report(TR)を日本から提案できるところまでこぎつけている。
◇審議規格◇
IEC 62679-1, Electronic paper displays devices– Part 1: Terminology, symbols, and units
(Project leader: JP, Published: 2014-05-13)
IEC 62679-3-1, Electronic paper display devices – Part 3-1: Optical measuring methods
(Project leader: US, Published: 2014-04-24)
IEC 62679-3-2, Electronic paper display devices – Part 3-2: Electro-optical measuring methods
(Project leader: JP, Published: 2013-09-09)
IEC 62679-4-2, Electronic paper display devices – Part 4-2: Environmental test methods
(Project leader: KR, CDV)
IEC TR62679-5-1, Electronic paper display devices – Part 5-1: Legibility of EPD in spatial frequency
(Project leader: JP, CDV)

◇TC 情報◇
TC
SC
110

WG
7

78

議長
Baoping Wang (CN)
高橋達見（日本）

幹事国
日本

次回総会予定
2016 年 5 月（米国）
2016 年 10 月（ドイツ）

審議団体
（一社）電子情報技術産業
協会

IEC/TC113（電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノロジー)/WG7（信頼
性)
コンビーナ（2013 年 10 月 20 日就任）：ナノエレクトロニクス研究部門
総括研究主幹 秋永 広幸
IEC/TC113(Nanotechnology standardization for electrical and electronic
products and systems) /WG7(Reliability)
Convenor (Placed in on October 20,2013)：
IEC/TC113（電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノロジー）
プロジェクトリーダー（2016年1月就任）：ナノエレクトロニクス研究部門
総括研究主幹 秋永 広幸
IEC/TC113((Nanotechnology standardization for electrical and electronic
products and systems)
Project Leader (Placed in on January, 2016)
Hiroyuki AKINAGA (Principal Research Manager of Nanoelectronics
Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2009～2012 JEITAナノエレ標準化専門委員会／標準化ロードマップTG 委員
2013～
TC113国内委員
2013～
IEC/TC113/WG3 エキスパート
2013～
IEC/TC113/WG7 コンビーナ
◇活動概要◇
TC113はナノテクノロジー領域の標準化TC であり“横串のTC”と称されることがある。特定の技術や製品ごとに
設定される通常の標準化TC に対して、基盤技術としてのナノテクノロジーを扇の要として、様々な技術や製品に
対する標準化を扱うことによる。よって、領域横断的に他のTC関係者と連携し、戦略的に対応する必要がある。
WG7は、2013年に新設されたWGであり、ナノ材料、界面やナノ接合において発現する故障の原因、あるいはナ
ノメートル領域で発現する機能を用いた製品の耐久性評価等を行う手法に関する標準化活動を行う。
◇審議規格◇
IEC/TS 62607-2-4, Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 2-4: Carbon nanotube materials Accuracy and repeatability of test methods for determination of resistance of carbon nanotubes
※規格の内容：カーボンナノチューブの基本的な特性の一つである電気抵抗を、１本１本別々に、正確に、
かつ再現性良く測定する方法と、その信頼性に関する標準化。
※NWIP：2016 年 1 月承認
IEC/TR 62876-2-1, Nanotechnology - Reliability assessment - Part 2-1: Nano-enabled photovoltaic Stability test

◇TC/SC 情報◇
TC113 は、2016 年 2 月現在、幹事国ドイツ。Pメンバ 14 カ国、Oメンバ 18 カ国。傘下に、ISO/TC229 とのジョイ
ントワーキンググループ (JWG1：用語及び命名法、JWG2：計量・計測)に加え、独自のワーキンググループ
(WG3：ナノ材料の性能、WG7：信頼性)を持つ。2014 年 10 月の総会で、WG8(グラフェン/カーボンナノチューブ)、
WG9(有機太陽電池)、WG10(発光材料)、WG11(ナノエネルギーストレージ)のWGが新設された。
TC
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
(一社)電子情報技術産業協会 (JEITA)
113
（米国） ドイツ
未定
7
秋永広
幸(日)
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IEC/TC113（電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノロジー)/WG11（ナノ
対応エネルギー貯蔵)
コンビーナ（2015 年 10 月 23 日就任）：電池技術研究部門 副研究部門長
栗山 信宏
IEC/TC113(Nanotechnology standardization for electrical and electronic
products and systems) /WG11(Nano-enabled energy storage)
Convenor (Placed in on October 23,2015)：
Nobuhiro KURIYAMA (Deputy Director of Research Institute of
Electrochemical Energy)
◇標準化活動略歴◇
2003～
ENAA ISO水素エネルギー技術標準化委員会委員／ISO/TC197 WG10エキスパート
2005～2006 大阪科学技術センターニューマテリアルセンター水素吸蔵合金ＪＩＳ改正委員会委員
2005～
JEMA IEC燃料電池国際標準化委員会委員
2013～
IEC/TC113/WG11 コンビーナ／JEITAナノエレ標準化専門委員会委員／TC113国内委員会委員
◇活動概要◇
TC113はナノテクノロジー領域の標準化TC であり、特定の技術や製品ごとに設定される通常の標準化TC に対
して、基盤技術としてのナノテクノロジーの観点から様々な技術や製品に横串を刺して、ナノテクノロジーを応用し
た技術や製品の普及を図るための標準化を行っている。WG11は、2014年に新設され、二次電池やキャパシター
等エネルギー貯蔵デバイスにおいて有効なナノ材料やナノプロセスの効果の評価に関する標準化活動を行う。
◇審議規格◇
IEC/TS 62607-4-2, Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 4-2: Nano-enabled energy
storage - Physical characterization of nanomaterials, density measurement
IEC/TS 62607-4-4, Nanomanufacturing - Key control Characteristics - Part 4-4 Nano-enabled Electrical
Energy Storage Devices - Thermal Characterization of Nanomaterials, Nail Penetration Method
IEC/TS 62607-4-5, Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 4-5 Cathode nanomaterials for
nano-enabled electrical energy storage - Electrochemical characterisation, 3-electrode cell method

◇TC/SC 情報◇
TC113 は、2016 年 2 月現在、幹事国ドイツ。Pメンバ 14 カ国、Oメンバ 19 カ国。傘下に、ISO/TC229 とのジョイ
ントワーキンググループ (JWG1：用語及び命名法、JWG2：計量・計測)に加え、独自のワーキンググループ
(WG3：ナノ材料の性能、WG7：信頼性)を持つ。2014 年 10 月の総会で、WG8(グラフェン/カーボンナノチューブ)、
WG9(有機太陽電池)、WG10(発光材料)、WG11(ナノエネルギーストレージ)のWGが新設された。
TC
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
113
米国
ドイツ
未定
(一社)電子情報技術産業協会 (JEITA)
11
栗山信宏（日）
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IEC/TC119（プリンテッドエレクトロニクス）/WG4（Printability）
プロジェクトリーダー（2014 年 3 月就任）：
フレキシブルエレクトロニクス研究センター 印刷デバイスチーム
主任研究員 小笹 健仁
IEC/TC119(Printed Electronics) /WG4(Printability)
Project Leader (Placed in on March, 2014)：
Takehito KOZASA (Senior Researcher of Printed Device Team, Flexible
Electronics Research Center)
◇審議規格◇
規格番号：(IEC 62899-401/Ed.1)
規格名称：Printed Electronics - Printability - Part 1 : Overview
（印刷エレクトロニクス – 印刷適性 – パート１ ： 概要）
提案日：NP PNW：2014 年 7 月
ANW：2015 年 12 月
1CD：2015 年 8 月
ACD：2016 年 2 月
CDV：2016 年 4 月予定
IS：2017 年 5 月予定
規格概要：印刷エレクトロニクスにおける印刷適性(Printability)に関する国際標準の概説、ならびにスコープとグ
ランドマップの策定。
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ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC24(コンピュータグラフィックス、画像処理及び
環境データ表現)/WG9（拡張現実世界の概念と参照モデル）
プロジェクトエディタ(2014 年 7 月 8 日就任)：
人間情報研究部門 サービス観測・モデル化研究グループ 研究グループ長
蔵田 武志
ISO/IEC/JTC1(Information technology) /SC24(Computer graphics and
image processing) /WG9(Augmented reality continuum concepts and
reference model)
Project Editor (Placed in on July 8,2014):
Takeshi KURATA (Group Leader of SErvice SEnsing, Assimilation, and
Modeling Research Group, Human Informatics Research Institute )
◇審議規格◇
規格番号： ISO/IEC 18520
規格名称： Benchmarking of Vision-based Geometric Registration and Tracking Methods for MAR
複合現実・拡張現実（MAR）のためのビジョンに基づく位置合わせ及び追跡手法のベンチマーキング
提案日：2014 年 5 月 15 日
WD ステージ ： 2014 年 7 月 8 日
CD ステージ ： 2015 年 11 月
DIS ステージ ： 2016 年 12 月
規格発行予定日： 2017 年 12 月
規格概要：
この規格は、複合現実・拡張現実（MAR）技術の中核となるビジョンに基づく位置合わせ及び追跡手法のベ
ンチマーキング標準についてのもので、規定する内容は、その概念及び、下記に示す (1)ベンチマークプロ
セス、(2)評価指標、(3)データセットについてである。
(1) ベンチマークプロセス
・評価指標の求め方、ベンチマーク結果の共有方法
(2) 評価指標
・信頼性指標：仮想物体の投影誤差、カメラの位置・姿勢誤差、画像特徴の再投影誤差
・時間指標：遅延，更新レート
・多様性指標：ベンチマークに使用したデータセットの数、プロパティの多様さ
(3) データセット
・内容：画像シーケンス、カメラの内部/外部パラメータの真値、オプション（特徴点の対応付けの真値，対象
や環境の 3D モデルデータ，奥行，他のセンサデータ，追加の物体など）
・メタデータ：シナリオ、動きのタイプ、画質
・フォーマット：画像、3D モデル、真値とメタデータ
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ISO/IEC/JTC1（情報技術）/SC27（セキュリティ技術）/WG2（暗号とセキュリ
ティメカニズム）
プロジェクトエディタ（2013 年 4 月 26 日就任)：情報技術研究部門
古原 和邦
ISO/IEC/JTC1(Information technology) /SC27(IT Security techniques)
/WG2(Cryptography and security mechanisms)
Project co-editor (Placed in on April 26,2013):
Kazukuni KOBARA (Information Technology Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2010~2012
フィッシング詐欺などを防御する AIST 発のパスワード認証技術 AugPAKE を IETF
(Internet Engineering Task Force) へ提案し、国際標準化に向けた活動を行う。
2012.06
上記提案が IETF の RFC6628 "Efficient Augmented Password-Only Authentication
and Key Exchange for IKEv2" として発行される。
2012~
ISO/IEC JTC1 SC27 WG2 エキスパート。AIST 発のパスワード認証技術と匿名パスワード
認証技術を国際標準にすべく活動を行う。
2013~
AugPAKE を Web などの通信路暗号化方式に適用するための仕様 "Augmented
Password-Authenticated Key Exchange for Transport Layer Security (TLS)" を IETF
へ提案し、国際標準化に向けた活動を行う。
ISO/IEC 20009-4 プロジェクトエディタ。
◇審議規格◇
規格番号： ISO/IEC 20009-4
規格名称： Anonymous entity authentication （匿名エンティティ認証） – Part 4: Mechanisms based on
weak secrets （弱い秘密に基づく機構）
提案日：
WD ステージ ： 2013 年 6 月 30 日
CD ステージ ： 2014 年 12 月 20 日
DIS ステージ ： 2015 年 12 月
規格発行予定日：2016 年 10 月
規格概要：本規格では、インターネット上のユーザがある特定のグループに属していること、あるいは、ある
特定の属性（例えば、部長以上、男性、２０歳以上など）を有することのみを相手に示し、そのユ
ーザが誰なのかを相手に秘匿する技術を規定している。このような技術は、例えば、インターネ
ット上において以下のようなサービスを提供する際のプライバシ保護技術としての応用が期待さ
れている。

特定の属性を持った人への匿名でのアンケート

保険加入者への匿名での医療相談サービスの提供

学校の生徒やその家族への匿名でのいじめ相談サービスの提供

特定の組織内からの告発であることを確認できる匿名内部告発
従来、このようなサービスや技術を利用するためには、ユーザは非常に長い暗号鍵を受け取り、それ
を厳重に管理しなければならなかった。一方、現状のユーザ認証の多くは ID とパスワードで行われて
おり、匿名でのサービスを受けるためだけに、別途暗号鍵を取得し管理しなければならないことは利
用者の負担を増加させるため、好ましい性質とは言えなかった。本規格の Part 4 では、この問題を
解決するため、長い暗号鍵の代わりに短いパスワードを利用してこのような匿名サービスを利用する
ためのセキュアな実現方法を規定している。また、この技術は、パスワードの代わりにキーワードなど
のデータを利用することにより、検索語とデータベースの内容を相手に明かすことなく検索を行った
り、お互い所有するデータを相手に秘匿しながらマッチングを取ったりする用途への応用も可能とな
る。
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ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC27(セキュリティ技術)/WG2（暗号とセキュリティ
メカニズム）
プロジェクトコエディタ(2014 年 10 月 25 日就任)：情報技術研究部門
高機能暗号研究グループ 主任研究員 辛 星漢
ISO/IEC/JTC1(Information technology) /SC 27(IT Security techniques)
/WG 2(Cryptography and security mechanisms)
Project co-editor (Placed in on October 25,2014):
SeongHan SHIN (Senior Researcher of Advanced Cryptosystems
Research Group, Information Technology Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2010~2012
フィッシング詐欺などを防御する AIST 発のパスワード認証技術 AugPAKE を IETF
(Internet Engineering Task Force)へ提案し、国際標準化に向けた活動を行う。
2012.06
上記提案が IETF の RFC6628 "Efficient Augmented Password-Only Authentication
and Key Exchange for IKEv2"として発行される。
2013~
AugPAKE をウェブなどの通信路暗号化方式に適用するための仕様 "Augmented
Password-Authenticated Key Exchange for Transport Layer Security (TLS)"を IETF へ
提案し、国際標準化に向けた活動を行う。
2014~
ISO/IEC JTC1/SC27/WG2 エキスパート。AIST 発のパスワード認証技術と匿名パスワー
ド認証技術を国際標準にすべく活動を行う。
Revision of ISO/IEC 11770-4 プロジェクトコエディタ。
◇審議規格◇
規格番号： Revision of ISO/IEC 11770-4
規格名称： Key management （鍵管理） – Part 4: Mechanisms based on weak secrets （弱い秘密に基
づく機構）
提案日：
WD ステージ ：2014 年 12 月
CD ステージ ：2015 年 12 月
DIS ステージ ：2017 年 5 月（予定）
規格発行予定日：2018 年 5 月
規格概要： 本規格は人間が覚えられる弱い秘密に基づく鍵確立機構を定義している。具体的に、記憶され
たパスワードから導出された弱い秘密に基づいて一つまたは複数の秘密鍵を確立する暗号技術を
規定している。このような技術は弱い秘密に伴うオフライン全数探索攻撃を防ぐように設計されてい
る。
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ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC27(セキュリティ技術)/WG3（セキュリティの評
価・試験・仕様）
プロジェクトエディタ(2014 年 10 月 30 日就任)：情報技術研究部門
サイバーフィジカルセキュリティ研究グループ 主任研究員 坂根 広史
ISO/IEC/JTC1(Information technology)/SC 27(IT Security
techniques)/WG 3(Security evaluation, testing and specification)
Project Editor (Placed in on October 30, 2014):
Hirofumi SAKANE (Senior Researcher of Cyber Physical Security
Research Group, Information Technology Research Institute)
◇審議規格◇
規格番号： ISO/IEC 20085-1
規格名称： Test tool requirements and test tool calibration methods for use in testing non-invasive
attack mitigation techniques in cryptographic modules （暗号モジュールの非侵襲攻撃防止
技術の試験に使用される試験ツールキャリブレーション手法と試験ツール要件） – Part 1: Test
tools and techniques （試験ツールと試験手法）
規格番号： ISO/IEC 20085-2
規格名称： Test tool requirements and test tool calibration methods for use in testing non-invasive
attack mitigation techniques in cryptographic modules （暗号モジュールの非侵襲攻撃防止
技術の試験に使用される試験ツールキャリブレーション手法と試験ツール要件） – Part: 2 Test
calibration methods and apparatus （試験校正手法と校正機器）
提案日：2014 年 7 月 3 日
WD ステージ ：2015 年 5 月
CD ステージ ：2016 年 10 月（予定）
DIS ステージ ：2017 年 4 月（予定）
規格発行予定日：2018 年 4 月
規格概要： 非侵襲攻撃は暗号モジュールに対する攻撃としては最もポピュラーなものであり、現在 ISO/IEC
19790 と ISO/IEC 24759 にそのセキュリティ要件及び試験要件に関する概略が、ISO/IEC 17825 で
はその試験メトリクスが定義されている。しかしながら実際に非侵襲攻撃試験を実施する際には、試
験手法詳細や使用する試験ツールに関する要件を規定しないと、試験の品質にばらつきが出かね
ない。そのため本規格にて、試験手法詳細、試験ツールやそのセットアップ方法とキャリブレーション
手法、試験の合否判定方法等、暗号モジュールの非侵襲攻撃を実施する際の更なる具体的な要件
等を規定する。本規格はマルチパート構成とし、パート 1 に試験手法詳細と試験ツール仕様、パート
2 に試験ツールをキャリブレーション基準仕様と手法を規定する。
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ISO/IEC/JTC1（情報技術）/SC27（セキュリティ技術）/WG3（セキュリティの
評価・試験・仕様）
プロジェクトエディタ(2014 年 10 月 24 日就任)：
情報技術研究部門 高機能暗号研究グループ 招聘研究員 山田 朝彦
ISO/IEC/JTC1(Information technology) /SC27(IT Security techniques) /
WG 3(Security evaluation, testing and specification)
Project Editor (Placed in on October 24,2014)：
Asahiko YAMADA (Invited Senior Researcher of Advanced
Cryptosystems Research Group, Information Technology Research
Institute)
◇審議規格◇
規格番号： ISO/IEC 19989
規格名称： Security evaluation of presentation attack detection for biometrics（バイオメトリクスのプレゼ
ンテーション攻撃検知のセキュリティ評価）
提案日：
WD ステージ ： 2015 年 1 月 30 日
CD ステージ ： 2016 年 10 月（予定）
DIS ステージ ： 2017 年 5 月（予定）
規格発行予定日：2017 年 10 月
規格概要：
一般的なセキュリティ製品については、客観的な評価基準及び評価制度が存在する。しかし、バイオメト
リクス製品については、ISO/IEC 19792 がバイオメトリクスのセキュリティ評価の考え方を示しているが、
客観的な評価基準も評価制度もない。バイオメトリクス製品がより広く使われるためには、なりすまし攻撃
検知を含むプレゼンテーション攻撃検知の実装が保証されることが重要である。その実現のためには、
ISO/IEC 15408 をバイオメトリクス製品のセキュリティ評価に適用することが最適である。
バイオメトリクスのプレゼンテーション攻撃検知の ISO/IEC 15408 に基づく評価を可能にするために、
ISO/IEC 15408-2 のセキュリティ機能要件に対する拡張コンポーネント、ISO/IEC 15408-3 のセキュリテ
ィ保証要件に対する拡張コンポーネントを定義し、それらに対する評価手法を ISO/IEC 18045 に基づい
て規定する。
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ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC27(セキュリティ技術)/WG5（アイデンティティ
管理とプライバシー技術）
プロジェクトエディタ(2007 年 5 月 8 日就任)：
情報技術研究部門 高機能暗号研究グループ 招聘研究員 山田 朝彦
ISO/IEC/JTC1(Information technology) /SC27(IT Security techniques)
/WG5(Identity management and privacy technologies)
Project Editor (Placed in on May 8,2007):
Asahiko YAMADA (Invited Senior Researcher of Advanced
Cryptosystems Research Group, Information Technology Research
Institute)
◇審議規格◇
規格番号： ISO/IEC 24761 改訂
規格名称： Authentication context for biometrics （バイオメトリクスのための認証コンテキスト）
提案日：
WD ステージ ： 2015 年 5 月 30 日
CD ステージ ： 2016 年 11 月（予定）
DIS ステージ ： 2017 年 11 月（予定）
規格発行予定日：2018 年 5 月
規格概要：
バイオメトリクスは、本人でなければ認証されず利便性も高いので、望ましい認証技術と考えられる。しか
し、現在はインターネット上での利用が進んでいない。理由は、生体認証のインターネット環境下での利
用に、いくつかの技術課題があるからである。その技術課題を解決する手段として、信頼できる製品を使
うことを前提に、そうした製品がバイオメトリクスの処理の証拠となるデータを生成することによって、イン
ターネット環境でもバイオメトリクスを使うことを可能にするデータ構造を ISO/IEC 24761 として 2009 年 5
月に国際標準化された。
国際標準化から 5 年が経過し、より多様なバイオメトリクスの処理形態での対応やより広い適用を目指し
て、2015 年 5 月から改訂が開始された。

87

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザインターフェース)/WG5（文化及び言
語適合性）・WG6（ユーザインタフェースアクセシビリティ）
プロジェクトエディタ(2011 年 8 月 29 日就任)：
人間情報研究部門 身体適応支援工学研究グループ
主任研究員 関 喜一
ISO/IEC/JTC1(Information technology)/SC 35(User interfaces)/WG
5(Cultural and linguistic adaptability)・WG 6(User interfaces accessibility)
Project Editor (Placed in on August 29, 2011):
Yoshikazu SEKI (Senior Researcher of Physical Fitness Technology
Group, Human Informatics Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2003～
ISO/IEC/JTC 1/SC 35 エキスパート
2005～
ISO/IEC/JTC 1/SC 35/WG 6 国内委員会主査
2005～
ISO/IEC/JTC 1/SWG−A リエゾン
2006～2009 ISO/IEC 24786:2009 プロジェクトエディタ
2009～2010 ISO/IEC/JTC 1/SC 35/OWG-VC コンビーナ
2010～
ISO/TC 173/SC 7 エキスパート
2010～
IEC/TC 3/MT 21 エキスパート
2011～
ISO/IEC NP(Voice command) プロジェクトエディタ
2011～
IEC/TC 3/SC 3C 国際幹事
2013〜
ISO/IEC/JTC 1/SC 35 国内委員長
2013〜
ISO/IEC 30122 シリーズ プロジェクトエディタ
2014〜
IEC 60417-C00317 Ed.1 プロジェクトリーダー
◇審議規格◇
規格番号： ISO/IEC 30122-1〜4
規格名称： Information technology - User interfaces - Voice commands 情報技術－ユーザインタフェース－音声命令－
・Part 1 -Framework and general guidance 枠組及び総則
・Part 2 -Procedures for constructing and testing
構築と検証の手続き
・Part 3 -Translation and localization
翻訳及び地域対応
・Part 4 -Management of voice command registration 音声命令登録の管理
提案日：
第 1,4 部
第 2,3 部
WD ステージ ： 2011/8/29
2015/1/16
CD ステージ ： 2012/8/21
2015/1/16
DIS ステージ ： 2014/10/16
2015/2/16
FIDS ステージ：省略
2015/8/16
規格発行予定日： 2016/4/15
2016/10/16
規格概要：
この規格は、報技術における音声命令（ボイスコマンド）についての総則、評価方法、言語間の問題、および
標準化された音声命令の登録用データベースの管理方法などの標準を定めるものである。この規格は 4 部
からなり、１部は枠組みと一般指針、第２部は構築と検証の手続き、第３部は翻訳及び地域対応、および第
４部は音声命令登録の管理である。
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ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザインターフェース)/ WG6（ユーザインタ
フェースアクセシビリティ）
プロジェクトリーダー (2016 年 1 月 23 日就任)：
人間情報研究部門 感覚知覚情報デザイン研究グループ 研究員
大山 潤爾
ISO/IEC/JTC1(Information technology)/SC 35(User interfaces)/ WG 6(User
interfaces accessibility)
Project Editor (Placed in on January 23, 2016):
Junji OHYAMA (Researcher of Sensory and Perceptual Information
Design Group, Human Informatics Research Institute)
◇審議規格◇
規格番号： ISO/IEC 20071-23
規格名称： Information technology - User interfaces component accessibility – Part 23:Guidance on
the visual presentation of audio information (including captions and subtitles
字幕などの音声情報のわかりやすい視覚呈示に関するガイダンス（仮）
規格概要：
本規格は，映像における字幕表示デザインを見やすく，わかりやすく設計するための国際標準指針を定める
ものである。ここでの字幕は，映像中の音声が聞き取りにくい利用者や，音声が聞き取れない状況（例え
ば，騒音で音が聞き取れない状況や音を出せない環境）で，音声情報を文字や記号などの視覚情報で代替
する保方法の一つであり，補助字幕や翻訳字幕などがある。本規格は，現在字幕として利用されている以
外にも，音声情報を文字や記号などの視覚情報で代替する技術全般の設計を対象としている。また，映像
中の音声情報だけでなく，舞台や講演会などにおける音声情報や，音声だけのコンテンツにおける音声情
報についても，視覚情報で代替した際のわかりやすい呈示設計方法も対象としている。本規格によって，音
声情報を文字や記号などの視覚情報で代替する際のわかりやすい表示のための設計、および、わかりやす
い設計になっているかの評価についての国際標準となる指針が得られる。
連携機関等：総務省, 経済産業省, 当事者団体(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会,全日本ろうあ連
盟，等), 業界関係団体（日本映画テレビ技術協会, 電波産業会, 日本放送協会, 日本民間放送連盟, シネ
マ・アクセス・パートナーズ,ブロードメディア・スタジオ，等）, 共用品推進機構, CS 障害者放送統一機構, 等
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ISO/IEC/JTC1（情報技術）/SC37（バイオメトリクス）/WG2（バイオメトリック
テクニカルインタフェース）
プロジェクトエディタ(2016 年 1 月 26 日就任)：
情報技術研究部門 高機能暗号研究グループ 招聘研究員 山田 朝彦
ISO/IEC/JTC1(Information technology)
/SC37(Biometrics)/WG2(Biometric technical interfaces)
Project Editor (Placed in on January 26, 2016)：
Asahiko YAMADA (Invited Senior Researcher of Advanced
Cryptosystems Research Group, Information Technology Research
Institute)
◇審議規格◇
規格番号： ISO/IEC CD 19784-1
規格名称： Information technology -- Biometric application programming interface -- Part 1: BioAPI
specification
提案日：
WD ステージ ：
CD ステージ ： 2016 年 1 月
DIS ステージ ： 2017 年 1 月（予定）
規格発行予定日：2018 年 1 月
規格概要：
バイオメトリクスの製品の標準プログラミングインタフェース仕様の規格である。加えて、バイオメトリクス
の製品の階層的ソフトウェア構造（アプリケーションとインタフェースを持つ BioAPI Framework、BioAPI
Framework とインタフェースを持つ BSP（Biometric Service Provider））も、本規格の中で定義している。
2002 年に発行された ANSI 規格を基に、2006 年に SC 37 で 19784-1 が国際標準化された。その後、
GUI に関する機能が Amd.1 として 2007 年に、BioAPI Framework を介さない使用が Amd.2 として 2009
年に、セキュリティ機能が Amd.3 として 2010 年に、それぞれ出版された。
2016 年 1 月の国際会議で、2006 年に出版された 19784-1 に Amd.1 から Amd.3 までを統合する版の
開発が決定した。統合文書の作成なので、CD ステージから開始した。
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ISO/IEC/JTC1（情報技術）/SC37（バイオメトリクス）/WG5（バイオメトリック技
術の試験及び報告）
コエディタ（2014 年 1 月 21 日就任）： 情報技術研究部門
高機能暗号研究グループ 産総研特別研究員 大木 哲史
ISO/IEC/JTC1(Information technology) /SC37(Biometrics) /
WG5(Biometric testing and reporting)
Co Editer (Placed in on January 21,2014)：
Tetsushi OHKI (AIST Postdoctoral Researcher of Advanced
Cryptosystems Research Group, Information Technology Research
Institute)
◇審議規格◇
規格番号：ISO 30107-3
規格名称：Information Technology - Biometrics – Biometric presentation attack detection - Part3:
Testing and reporting
現在のステージ：CD2 （2016 年 3 月現在）
規格概要：近年、シリコン等の非生体素材に指紋の凹凸を付けた擬似生体や手術等により生体の一部を移
植した生体を提示することにより、バイオメトリクス装置を騙してなりすます行為が可能なことが論文
等で発表され、これを悪用した事件も生じている。こうした攻撃に対抗するために、既に多くのバイオ
メトリクス装置ベンダーがバイオメトリクス装置に各種センサーやアルゴリズムを導入して、なりすまし
行為を検出する機能(bPAD)を組み込み始めている。しかし、現在は基準がないため、高性能な
bPAD 機能を組み込んだバイオメトリクス装置を高く評価する仕組みが欠如しており、基準を望む声
が高まっている。この標準の目的は、バイオメトリクス装置の bPAD 機能の技術分類・データの構
造、および性能評価と報告の方法について定義することである。
(経済産業省・平成 25 年度戦略的国際標準化加速事業(国際標準共同研究開発)「バイオメトリクス安全性
評価 (bPAD-Biometric Presentation Attack Detection) の国際標準化」、および経済産業省・平成 26 年度
戦略的国際標準化加速事業(国際標準共同研究開発・普及基盤構築事業「クラウドセキュリティに資するバ
イオメトリクス認証のセキュリティ評価基盤整備に必要な国際標準化・普及基盤構築」)の成果)
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CIE（国際照明委員会）/JTC 5（CIE S009/IEC62471 の見直し）
共同議長（2013 年 4 月 17 日就任）：
物理計測標準研究部門 光放射標準研究グループ 主任研究員 蔀 洋司
CIE(International Commission on Illumination) /JTC5(Review of IEC
62471/CIE S009)
Co-Chair (Placed in on April 17,2013)：
Hiroshi SHITOMI (Senior Researcher of Photometry and Radiometry
Research Group, Research Institute for Physical Measurement)
◇標準化活動略歴◇
2005～2007 日本照明委員会（JCIE）第2部会国内委員会幹事
2007～
国際照明委員会（CIE）第2部会「光と放射の物理測定」 部会委員（日本代表）
2007～
JCIE第2部会国内委員会 委員長
2013～
CIE第2部会 副部会長
2013〜
ISO TC274 （光と照明）国内審議委員会 委員
2013〜
JTC 5（CIE-IEC：CIE S009/IEC62471の見直し） 共同議長
2013〜
JCIE JTC 5特別技術委員会 委員長
2013～
IEC TC76（レーザ機器の安全性）/WG9（非コヒーレント光源） エキスパート
2014～2015 IEC TC34（ランプ類及び関連機器）/光生物学的安全性（PBS）パネル エキスパート
2015～
IEC TC34（ランプ類及び関連機器）/WG6（光生物学的安全性） エキスパート
◇活動概要◇
ランプ及びランプシステムに対する光生物学的安全性（リスク評価）に係る事項（露光限界、測定条件、リスク区分
等）を定めた規格が、2002年に国際照明委員会（CIE）からCIE S009として発行された。この規格は、2006年に
IECとのダブルロゴ規格（IEC 62471:2006/CIE S 009/E:2002）となり現在に至っている。2013年に当該規格の改
正審議を目的として、当該規格に深く関連する４団体（IEC TC76、IEC TC34、CIE第2部会、CIE第6部会）の合同
委員会（Joint TC：JTC 5）が設立された。改正審議では、露光限界に関する国際非電離放射線防護委員会
（ICNIRP）の勧告内容の反映、および測定条件等に係る規定の解釈の困難さに代表される現行規格での諸問題
の解決を主な目的としている。
JTC 5に関する国内審議については、（一社）日本照明委員会に特別技術委員会を設置し、合同委員会に参画し
ているIEC TC76およびIEC TC34の国内審議団体である、（一財）光産業技術振興協会および（一社）日本照明
工業会との連携の下、対応している。
◇審議規格◇
規格番号：IEC62471-1/CIE S009
規格名称：Photobiological safety of lamps and lamp systems
（ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性）
現在のステージ：WD(CIE)/AMW(IEC)
規格発行予定日：2018 年
規格概要：レーザを除く、200 nm から 3000 nm の波長域の光放射を発するランプ及びランプシステムにおける、
光生物学的安全性の分類について規定する。この規格は、光生物学的安全性に係る傷害（Hazard）
の定義、作用スペクトル、放射測定に基づく評価、露光限界、リスク区分、評価条件等についての規定
を含む。

◇TC 情報◇
TC
SC
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WG

議長
J. O’Hagan（英）

幹事国

次回総会予定
2016 年 10 月
（中国・北京）

審議団体
（一社）日本照明委員会

CIE（国際照明委員会）/Division1（視覚と色）/TC1-84（目立ちの視野）
委員長（2013 年 6 月 28 日就任）：情報・人間工学領域研究戦略部
研究企画室（兼）人間情報研究部門 企画主幹
伊藤 納奈
CIE(International Commission on Illumination)/Division1(Vision and
Colour)/TC1-84(Definition of Visual Field for Conspicuity)
Chair (Placed in on June 28, 2013)：
Nana ITOH (Planning Officer of Research Planning Office of Information
Technology and Human Factors)

写真

◇審議規格◇

Terms of reference: To define and classify functional visual fields for universal tasks and develop
guidelines for the layout of visual information to increase the visibility of visual signs, displays and
markings. 様々な作業を行うための視野の機能について定義および分類を行い、それに基づき、サイン表示、表
示装置、標識の視認性を向上させるためのガイドラインを開発する。
2011 年に提案されてから審議を続け、公式には 2013 年 TC が発足した。
現在 2 部構成で検討しており、以下について審議中である。
第 1 部は視野機能の分類とそれぞれの機能に影響を与える要因についてまとめた表、および、視野の広さに影響
を与える視対象の要素と人間の視機能に影響を与える要素についてまとめた表より構成される。この表と連携し
て、各要因・要素に関する代表的な文献も紹介する。
第 2 部は、これらの要素や要因の影響を考慮した視野の範囲や、その視野の範囲に対しどのように視覚情報物の
配置を検討すればよいかについて記述する。また発見しやすい視覚表示物の配置を行うための方法についても
説明し、それらを合わせて視野の特性を生かした視覚表示物の配置に関するガイドラインとしてまとめる。
また 2010 年に策定された「TRS0004：2010 視標検出視野の加齢変化に関するデータ集」の内容も本 CIETR に
盛り込まれる予定である。

◇審議規格◇
規格番号：未定
規格名称：Definition of Visual Field for Conspicuity(tentative)
提案日：2011 年
現在のステージ：審議中
規格発行予定日：2016 年
規格概要：視野機能の分類と定義および視野機能を利用した視覚表示物配置のガイドライン
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CIE（国際照明委員会）/Division 2（光と放射の物理測定）
副部会長（2013 年 4 月 17 日就任）：
物理計測標準研究部門 光放射標準研究グループ 主任研究員 蔀 洋司
CIE(International Commission on Illumination) /Division2(Physical
Measurement of Light and Radiation)
Associate Division Director(Placed in on April 17,2013)：
Hiroshi SHITOMI (Senior Researcher of Photometry and Radiometry
Research Group, Research Institute for Physical Measurement)
◇標準化活動略歴◇
2005～2007 日本照明委員会（JCIE）第2部会国内委員会幹事
2007～
国際照明委員会（CIE）第2部会「光と放射の物理測定」 部会委員（日本代表）
2007～
JCIE第2部会国内委員会 委員長
2013～
CIE第2部会 副部会長
2013〜
ISO TC274 （光と照明）国内審議委員会 委員
2013〜
JTC 5（CIE-IEC：CIE S009/IEC62471の見直し） 共同議長（Co-Chair）
2013〜
JCIE JTC 5特別技術委員会 委員長
2013～
IEC TC76（レーザ機器の安全性）/WG9（非コヒーレント光源） エキスパート
2014～2015 IEC TC34（ランプ類及び関連機器）/光生物学的安全性（PBS）パネル エキスパート
2015～
IEC TC34（ランプ類及び関連機器）/WG6（光生物学的安全性） エキスパート
◇活動概要◇
CIE第2部会（光と放射の物理測定）では、光・照明の計測に係る諸問題について討議し、試験規格やその参照文
書、測光・放射測定や単位系に係る事項を整理した技術報告書などの原案審議を行う技術委員会（Technical
Committee: TC）の状況をモニターすると共に、TC設立・改廃に係る審議や、関連他団体（CCPR, ISO, IEC等）と
の連携・リエゾンに係る運営・調整、調査報告（Reportership：レポーター）に関する審議などを行っている。CIE第
2部会には現在29のTCおよび21のレポーターが活動しているほか、11団体とリエゾンを結んでいる。また、JTC 5
（CIE-IEC: Review of IEC 62471/CIE S009）をはじめ、3つの合同委員会（Joint TC）に参画している。
CIE第2部会に関する国内審議については、（一社）日本照明委員会に第2部会国内委員会を設置し、審議状況の
共有、対処方針の協議、投票・コメント対応などを行っている。現在、第2部会国内委員会は計28名（内訳 産：18
名，学：4名，官：6名）の委員で構成されている。
備考：国際照明委員会（CIE）は、ISOとの協定に基づき、ISO/IEC Directives Part1のF2.1.2およびF2.1.3に定め
られた手順により、ＣＩＥ規格をISOにFＤＩＳまたはDISとして提案することができる。
◇審議規格◇
CIE 第 2 部会が原案作成した最近の主な CIE 規格および ISO/CIE 規格：
・CIE S 017-SP1/E:2015 ILV “International Lighting Vocabulary –Supplement 1: Light Emitting Diodes
(LEDs) and LED Assemblies – Terms and Definitions” （国際照明用語集：追補 1：LED および LED
集合体に関する用語と定義）
・CIE S025/E:2015 “Test Method for LED Lamps, LED Luminaires and LED Modules” （LED ランプ、モジュ
ール、照明器具の試験方法）
・ISO/CIE 19476:2011(E) “Characterization of the Performance of Illuminance Meters and Luminance
Meters” （照度計・輝度計の特性記述）
・ISO 23539:2005(E)/CIE S 010/E:2004 “Photometry - The CIE System of Physical Photometry” （CIE 物理
測光システム）

◇TC 情報◇
TC
SC
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WG

議長
P. Blattner（スイス）

幹事国

次回総会予定
2017 年 10 月
（済州島、韓国）

審議団体
（一社）日本照明委員会

OMG/ロボット技術部会
共同議長（2005 年 12 月 09 日就任）：
知能システム研究部門 総括研究主幹
神徳 徹雄
OMG(Object Management Group) /Robotics Domain Taskforce
[Robotics DTF]
Co-Chair (Placed in on December 9,2005)：
Tetsuo KOTOKU (Principal Research Manager of Intelligent Systems Research
Institute)
◇標準化活動略歴◇
2005～
2005.2～2005.12
2005.12～
2009.4～2015.12
2010.10～
2012.4～2016.03
2013.3～2014.11
2014.11～2015.10
2015.10～

日本ロボット工業会 RT ミドルウエア国際標準化調査専門委員会委員
OMG / Robotics DSIG Co-Chair
OMG / Robotics DTF Co-Chair
Liaison between ISO/TC184/SC2 and OMG
IEC/TC65/WG1 国内委員会幹事
ISO/TC184/SC2/WG8 国内委員会主査

IEC/SMB/ahG47 エキスパート
IEC/SMB/SG7 エキスパート
IEC/SMB/ACART エキスパート

◇活動概要◇
OMG(Object Management Group) は、組織毎の加盟となっているソフトウエア技術のファーラム標準化団体であり、
ソフトウエアの仕様記述言語 UML や分散ミドルウエア CORBA などの活発な活動で知られている。年に 4 回開催され
る技術会議（Technical Meeting）において、厳密な手続きに従って標準化プロセスが進められている。毎回 100～250
名の参加者を集め、それぞれのグループの活動フェーズにより参加者の増減が激しい。 ロボット技術を議論するロボ
ット技術部会（Robotics-DTF）は、最近アクティビティが低下しており、毎回 4 名～9 名程度の参加者である。ロボット技
術の標準化に向けて、Infrastructure WG、Robotic Functional Services WG, Hardware Abstraction Layer WG の 3
分野の WG に分かれて議論を進めている。詳細は、ホームページ http://robotics.omg.org/ 参照のこと。
◇審議規格◇
1) 規格名称：Robotic Technology Component Specification (RTC-1.1) （RT コンポーネント仕様）
規格発行：2008 年 4 月 （2012 年 9 月改訂版発行）
規格概要：ロボット用ソフトウエアのモジュール化の枠組みとなるコンポーネントモデルを定めた仕様。分散ミドル
ウエアに依存しない PIM（Platform Independent Model）と CORBA、CCM、ローカルモデルを想定した PSM
（Platform Specific Model）として仕様を定める。（NEDO「ロボットの開発基盤となるソフトウエア上の基盤整備」プ
ロジェクトの成果を他組織からの提案内容と融合させて統一仕様としてとりまとめたもの）
2) 規格名称：Robotic Localization Service Specification (RLS-1.1) （位置測位情報サービス仕様）
規格発行：2010 年 2 月 （2012 年 8 月改訂版発行）
規格概要：分散ロボットシステムに欠かせない位置や測位情報の相互利用を促進するために、位置や測位情報を
扱うコンポーネントのサービスモデルを定めた仕様。
3) 規格名称：Robotic Interaction Service (RoIS-1.1β2) Framework （インタラクションサービス仕様）
規格発行予定: 2013 年 2 月 （2016 年 8 月頃改訂版発行予定）
規格概要：ロボットと人間とのインタラクションを統一して扱う枠組みとして人との相互作用標準を定めた仕様。
4) 規格名称：Finite State Machine for RTC (FSM4RTC-1.0β2) （RTC 用のステートマシン仕様）
規格発行予定日：2016 年 8 月頃
規格概要：RTC (Robotic Technology Component) 仕様に対して、有限状態マシン(Finite State Machine) 機構
を導入し、各種インターフェース、データ型定義、接続シーケンスやプロファイル定義などを定めた仕様。
5｝ 規格名称：Hardware Abstraction Layer for Robotic Technology (HAL4RT-1.0β1) （ハードウエア抽象化仕様）
規格発行予定日：2017 年 8 月頃
規格概要：ロボット技術のハードウエア抽象化を定めた標準仕様。
◇TC/SC 情報◇
TC
TF
議長
技術会議予定
審議団体
Domain TC
Andrew Watson（米）
2016 年 3 月（レストン、米国）
Robotics
2016 年 6 月（オーランド、米国）
中村憲一（日）
日本ロボット工業会
DTF
2016 年 9 月（シカゴ、米国）
吉見卓（日）
2016 年 12 月（コロナド、米国）
神徳徹雄(日)
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OMG/ロボット技術部会/Infrastructure WG 議長（2006 年 2 月 10 日就任）：
ロボットイノベーション研究センター
ロボットソフトウェアプラットフォーム研究チーム 研究チーム長 安藤 慶昭
OMG(Object Management Group) /Robotics Domain Taskforce(Robotics
DTF)/Infrastructure WG Chair (Placed in on February 10,2006)：
Noriaki ANDO (Team Leader of Robot Software Platform Research Team,
Robot Innovation Research Center)
◇標準化活動略歴◇
2005～
RT ミドルウェア国際標準化委員会委員
2006.2～
Robotics DTF Infrastructure WG 共同議長
2006.9
RTC Specification 承認 （2007.9 Finalization Taskforce 議長）
2008.4
RTC Specification Version 1.0 公式リリース
2012.9
RTC Specification Version 1.1 公式リリース
2013.6
FSM4RTC RFP 発行
2014.9
FSM4RTC Revised Submission 採択、FTF 開始、FTF 委員
2015.9
FSM4RTC FTF report 採択により公式リリースが決定
2015.12
HAL4RTC FTF 委員
◇活動概要◇
2008年の4月に策定された標準仕様 Robotic Technology Component (RTC) Specification Version 1.0
(formal/08-04-04), Version 1.1 (formal/12-09-01) に準拠したミドルウェアとして、産総研のOpenRTM-aist以外
に、OpenRTM.NET、RTM on Android（株式会社セック）、HRTM（本田技術研究所）等サードパーティー製ミドル
ウェアが使われ始めている。事実上の参照実装であるOpenRTM-aistが独自に拡張している部分があり、相互運
用性向上のため新たに標準化したいとの要望から、本田技術研究所が中心となって、ステートマシンとデータポー
ト等RTCの拡張部分の標準化が提案された。Infrastructure WGでの議論に基づき2013年6月ベルリンミーティン
グにてFSM4RTC (Finite State Machine for RTC) RFPを発行、2013年12月サンタクララミーティングで本田技術
研究所からInitial Submissionが提出された。Robotics DTF内での議論に基づき修正を行った標準仕様案が
2014年9月にABにより承認され、最終文書化タスクフォース（FTF）が開始された。2015年9月にFTFのfinal
report がABにより承認され、FSM4RTCがOMGの標準仕様として公式に採択された。
一方、Robotics DTFのHAL (Hardware Abstraction Layer) WGでは、ハードウェアデバイス抽象化のための標
準が提案され、2014年6月にRFP、同年12月にJASA（（一社）組込みシステム技術協会）が初期提案書を提出し
た 。何度か改訂を重ねて、2015年12月に標準規格案 HAL4RT(Hardware Abstraction Layer for Robotic
Technology)がABに承認されFTFが開始された。現在、2016年12月のFTF final report提出に向けて最終的な仕
様書修正を行っている。
◇審議規格◇
規格番号：無し
規格名称：Hardware Abstraction Layer for Robotic Technology (HAL4RT)
現在のステージ：Finalization Task Force （2016 年 3 月現在）
規格発行予定日：2016 年 12 月
規格概要：ロボットシステムを構成する様々なハードウェアに対して、共通化されたインターフェースによりアクセス
できるよう、ハードウェアの扱いを抽象化するための層 HAL (Hardware Abstraction Layer) を設けそ
の API を標準化する。
◇TC/SC 情報◇
ロボットシステムを構成する様々なハードウェアに対して共通インターフェースを用いてアクセスするために、ハー
ドウェアデバイスを抽象化するためのデバイスカテゴリ別の共通モデルを定義し、これに対してアクセス方法を共
通化した API (Application Programming Interface) を定義することで、多種多様なデバイスに対して、同一の呼
び出し方法でアクセス可能に知りための、共通インターフェース仕様。本規格は、JASA（一般社団法人 組込みシ
ステム技術協会:Japan Embedded Systems Technology Association）が標準化する OpenEL をベースとしてお
り、経済産業省からの支援を受けて JASA が中心となり OMG および ISO での標準化を進めているところ。
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OMG/ロボット技術部会/ロボット機能サービス WG
議長（2008 年 3 月 12 日就任）：
人間情報研究部門 デジタルヒューマン研究グループ
主任研究員 堀 俊夫
OMG/Robotics DTF/Robotic Functional Services WG：
Chair (Placed in on March 12, 2008)
OMG/RoIS RTF（人－ロボット相互作用サービス・フレームワーク改定作業部会）
議長（2013 年 6 月 21 日就任）：人間情報研究部門 デジタルヒューマン研究グル
ープ 主任研究員 堀 俊夫
Robotic Interaction Service Framework Revision Task Force：
Chair (Placed in on June 21,2013)
Toshio HORI (Senior Researcher of Digital Human Research Group, Human
Informatics Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2006.12～
OMG/Robotics DTF/Robotic Functional Services WG にて標準化活動
2007～
NEDO 次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト標準化委員会 委員
および JARA RT ミドルウェア国際標準化調査専門委員会 委員
2007.12～2008.3 JARA RT ミドルウェア国際標準化調査専門委員会 WG 主査
2008.3～
OMG/Robotics DTF/Robotic Functional Services WG 共同議長
2009.12～
JARA RT ミドルウェア国際標準化調査専門委員会 WG 主査
2011.6～2013.6
Robotic Interaction Service Framework Finalization Task Force 共同議長
2013.6～
Robotic Interaction Service Framework Revision Task Force 共同議長
◇活動概要◇
OMG Robotics DTF Robotic Functional Services WG ではロボットに様々な機能を提供するサービスの標準化
に関する議論とその仕様策定について、日本・韓国・ドイツ・フランスなどから 3～10 人程度の参加を得て活動を
行なっている。本 WG では 2005 年頃より位置測位情報サービス(Robotic Localization Service)の仕様について
議論を行ない、2010 年 2 月に標準として承認・公開された。並行して 2008 年から議論してきた人―ロボット相互
作用サービス(RoIS)の標準化は 2011 年 6 月に仕様の提案が承認されて FTF(Finalization Task Force)が立ち
上がり、標準仕様(1.0 版)として 2013 年 2 月に公開された。その後 FTF で先送りにした未解決の課題及び FTF
中に顕在化した課題を解決するため、2013 年 6 月に RoIS RTF(Revision Task Force)を設置して改訂作業を進
めており、2015 年 12 月に技術委員会より改訂版のドラフトが承認された。今後、ビジネス委員会等の承認が下り
れば、2016 年中には 1.1 版が公開される予定である。
サービスロボット向けの国際標準としては、2014 年秋より ISO/TC184/SC2/WG10 においてサービスロボットのモ
ジュール化の標準に関する議論が中国・韓国の主導で開始しており、2016 年 1 月には TC184/SC2 が独立してロ
ボット及びロボット装置に関する新しい TC299 が立ち上がった。旧 WG10 も TC299/WG6 として活動を継続して
おり、OMG で策定した RoIS 標準仕様についても ISO 側と連携を取りながら改訂を続けていく予定である。
◇審議規格◇
規格番号：RoIS Ver.1.0 (http://www.omg.org/spec/RoIS/1.0)
規格名称：Robotic Interaction Service Framework (RoIS)（人―ロボット相互作用サービス・フレームワーク）
現在のステージ：標準仕様 1.0 版が 2013 年 2 月に公開され、引き続き 1.1 版に向けた改定作業を進めている。
規格発行日：2013 年 2 月 19 日
規格概要：人―ロボットが相互作用するための人検出等の機能コンポーネントとロボットとの情報交換形式にかか
る仕様
◇TC/SC 情報◇
OMG の技術会議は年に 4 回開催されるが、その他にも独自に WG 会合の機会を設け、議論を深めている。日本
国内においても日本ロボット工業会やロボットビジネス推進協議会等の協力の下、国内のロボット開発企業等と意
見交換する機会を設け、国内企業に不利とならない仕様の策定に努めている。
TC
TF
WG
議長
幹事国
次回総会予定
審議団体
2016 年 3 月（アメリカ）
堀 俊夫（日本）
Domain Robotics
Robotic
日本ロボット工
2016 年 6 月（アメリカ）
亀井剛次（日本）
TC
DTF
Functional
業会
2016 年 9 月（アメリカ）
Services
2016 年 12 月（アメリカ）
WG
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OMG/System Assurance Platform Task Force
共同議長（2011 年 6 月就任）：
情報技術研究部門 ソフトウェアアナリティクス研究グループ 招聘研究員
田口 研治
OMG(Object Management Group) /System Assurance Platform Task Force
Co-Chair (Placed in on June,2011)：
Kenji TAGUCHI (Invited Senior Researcher of Software Analytics Research
Group, Information Technology Research Institute)
◇標準化活動略歴◇
2010～現在
2011.6
2011～現在
2013.11
2016.02

OMG におけるアシュアランスケースに関する規格策定に参加
System Assurance Platform Task Force 共同議長に就任
消費者機械標準化活動に従事
Dependability Assurance Framework For Safety Sensitive Consumer Devices 第一版提出
Dependability Assurance Framework for Safety Sensitive Consumer Devices (DAF) 1.0 発
行

◇活動概要◇
2010年からトヨタの提案で、自動車、スマートハウス、介護ロボットを含む消費者機械という新しいカテゴリーの製
品に関するディペンダビリティを保証する仕様（規格）の策定が始まった。仕様として発行するための基本ドラフト
（initial submission）は 2013年11月に行われ、規格を最終的に公開するバージョンを策定する、最終タスクフォ
ース（Finalization Task Force）が 2015年に立ち上がり、2016年2月に第一版の仕様（規格）として正式に発行さ
れた。本仕様の策定のための日本側のワーキングループは IPA が立ち上げ、2012年、2013年に田口が、ワー
キングの副主査を務めた。
◇審議規格◇
規格番号：無し
規格名称：Dependability Assurance Framework for Safety-Sensitive Consumer Devices (DAF)
現在のステージ：1.0 （2016 年 2 月現在）
規格発行予定日：
規格概要：This specification solicits proposals for assuring dependability of consumer devices which include
automobiles, smart houses and service robots.
消費者機械（自動車、サービスロボット、スマートハウス）などのディペンダビリティを保証するための枠
組みを提供するための仕様

◇TC/SC 情報◇
ISO との関連は現在のところ無い。
TC
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SC

WG

議長

幹事国

次回総会予定

審議団体

VAMAS/TWA28（合成高分子の定量質量スペクトル）
議長（2012 年就任）：総務本部イノベーションスクール
（兼）計量研修センター （兼）物質計測標準研究部門
衣笠 晋一
VAMAS/TWA28 (Quantitative Mass Spectroscopy of Synthetic Polymer)
Convener：(Placed in, in 2012)
Shinichi KINUGASA (AIST Innovation School)
◇標準化活動略歴◇
1998頃
TC61(Plastics)/SC5/WG11対応の国内委員会委員
2011～
VAMAS TWA28 コンビーナ
その他
TC229(Nanotechnology)/JWG2 国内対応委員会委員
TC24・SC4 粒子特性評価小委員会委員
◇活動概要（VAMAS TWA28）◇
当該の TWA28 は、質量分析の一種である MALDI-TOFMS（マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型
質量分析）を高分子分析の定量手法として普及させるための TWA（技術作業分野）である。普及に当っては、メン
バーの中で定量手法の対象系（共通試料）を決定後、国際共同測定を実施、その結果を評価した後共同測定の
プロトコルを元に各国の規格（例：ASTM や DIN）、あるいは ISO 規格を提案するという戦略をとっている。
定量手法とは、高分子材料中の異なった重合度成分の組成比率や異なった末端基をもつ高分子種の混合比を
決定する方法であることを意味している。これまで米国 NIST が主催するポリスチレンの分子量分布（重合度の組
成比率）を決定する共同測定や末端基の異なるポリスチレン混合物の混合比を決定するための共同測定を実施
した。その成果は ASTM や ISO 規格となって結実している。
VAMAS メンバーと日本国内の関係者を参加者として定量 MALDI-TOFMS の国際共同測定を実施した。
（2013 年 12 月～2014 年 2 月）。共同測定で得られた精度を参照して Working Draft を作成し ISO の新規提案
を行い、CD 段階に進んでいる（ISO CD 19929、2015 年 1 月現在）。また、北京で開催された VAMAS 運営委員
会で本規格提案の紹介を行った（2014 年 5 月）。続いて、ロンドンで開催された VAMAS 運営委員会に出席し進
捗状況を報告した。
現在、ISO TC61(Plastics)/SC5/WG11 で審議中であり、2016 年中に FDIS 投票が実施される予定である。
◇審議規格◇
審議規格◇
規格番号：ISO/CD 19929
規格名称：Plastics — Determination of average molecular mass and mixture ratio of poly (ethylene glycol)
and its derivatives by MALDI-TOF-MS
提案日：WD ステージ ：2014 年月 5 月 5 日（NWI 投票開始）
NP
：2014 年 10 月 28 日（新規プロジェクトとして登録）
CD ステージ ：2015 年 12 月 16 日（Committee draft (CD)提出 ）
DIS ステージ ：2015 年
FDIS ステージ ：2017 年（FDIS 投票を実施予定）
規格発行予定日：2018 年（順調に行って）
規格概要：本規格は、マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析（英語略称：MALDI-TOF-MS）
によるポリエチレングリコール及びその誘導体の平均分子量と混合比の測定に関する規格である。
田中耕一氏のノーベル賞受賞以来、MALDI-TOFMS はたんぱく質などの生体高分子だけでなく合成
高分子などにも応用され、同定や平均分子量測定に汎用されてきた。最近は、定量にも期待が寄せら
れ応用例も増加している。そこで、種々の研究結果や共同測定にもとづき、企業の現場で使える定量
MALDI-TOFMS の規格案を策定し、材料開発や特許戦略の一助となる ISO 規格を制定することになっ
た。
備考：
本規格案は、産総研の標準基盤研究「高分子の定量 MALDI 質量分析法の国際標準化（H23-H26）」
の成果をもとにして作成されたものである。
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◇TC/SC 情報◇
VAMAS の TWA として活動。国として参加しているというよりもボランティアで専門家が参加している。活動を通じ
て定量法としての MALDI-TOFMS の普及は産業界、とりわけバイオ分野にとって重要な手法となる可能性を秘め
ており、将来的に後継者（必ずしもわが国でなくともよいが）の育成が必要である。ISO が形式を重んじるとすれば
VAMAS は機動性を重んじるので、プレスタンダードをやっていくにはよい場であると考えられる。しかし、予算的な
裏づけを確保しにくく、柱となる研究テーマとしにくいのが懸念される。
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OMG

9
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OIML

7
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1
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国際標準関連機関 TC/SC名称等

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

氏名

領域名

所属ユニット

ISO（国際標準化機構）
委員

岸本 勇夫

委員

藤間 一郎

計量標準総合センター 計量標準普及センター

委員

津越 敬寿

主査

藤間 一郎

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

（国研）産業技術総合研
委員
究所

齋藤 剛

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

（一財）日本規格協会

主査

藤間 一郎

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

（一財）日本規格協会

委員

佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員長

藤本 俊幸

事務局

朝海 敏昭

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

（一財）日本規格協会
ISO/CASCO(適合性評価委員
会)

WG28(技術試験)

エキスパート

JWG34（ISO/IEC TS 17021-2改訂）
JWG43(ISO Guide34改正）

エキスパート

WG44（ISO/IEC 17025改訂）
ISO/COPOLCO(消費者政策委
優先課題WG
員会)

エキスパート

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

事務局

宮下 振一

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

城野 克弘

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

太田 充恒

地質調査総合センター

地質情報研究部門

齋藤 剛

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

齋藤 剛

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員
CAG（議長諮問グループ）

委員
エキスパート

計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

委員、事務局 齋藤 剛

エキスパート

ISO/REMCO(標準物質委員会) AHG3(ISO Guide34改正補助)

計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

（国研）産業技術総合研
究所

AHG4（高純度認証標準物質）

コンビーナ

齋藤 剛

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

AHG5(均質性、安定性評価法の調査)

エキスパート

齋藤 剛

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG10(用語の定義とISO Guide30改正)

エキスパート

齋藤 剛

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG13(定性分析に関する標準物質)

エキスパート

齋藤 剛

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG14(ISO Guide31 改正)

コンビーナ

齋藤 剛

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG15(計量計測トレーサビリティ)

エキスパート

齋藤 剛

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG16(ISO Guide35改正)

エキスパート
エキスパート

エキスパート
ISO/TC12(量及び単位)

WG19(全部改訂作業）

齋藤 剛

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員長

田中 充

計量標準総合センター

研究顧問

委員

岸本 勇夫

委員

倉片 憲治

イノベーション推進本部 イノベーション推進本部（兼）人間情報
情報・人間工学
研究部門

計量標準総合センター 計量標準普及センター

委員

檜野 良穂

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部

（一社）日本計量振興協
委員
会

藤井 賢一

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

委員

野中 秀彦

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

エキスパート

主査

田中 充

計量標準総合センター

研究顧問

エキスパート

主査

田中 充

計量標準総合センター

研究顧問

エキスパート

委員

本間 一弘

委員

中村 良介

情報・人間工学

人工知能研究センター

（国研）宇宙航空研究開
委員
発機構

中村 良介

情報・人間工学

人工知能研究センター

委員

猪狩 真一

エネルギー・環境

太陽光発電研究センター

委員

赤松 幹之

情報・人間工学

自動車ヒューマンファクター研究セン
ター

委員

綾 信博

委員長

桜井 博

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

高橋 かより

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

衣笠 晋一

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門（兼）計量標準
普及センター

委員

綾 信博

JWG20(e-healthの量と単位）

SC13(宇宙データ及び情報転送システム)
ISO/TC20(航空機及び宇宙機)
SC14(宇宙システム及び運用)

ISO/TC22(自動車)

SC13(人間工学)

WG8(車載TICS(運転支援シス
テム)のMMI（マンマシンイン
エキスパート
ターフェース）)

WG1(測定結果の表示(粒子径
分布、粒子形状、平均粒子径 エキスパート
など）)
ISO/TC24(粒子特性評価及び
ふるい)

SC4(粒子特性評価)

WG3(比表面積・細孔分布・気
孔率)
WG6(レーザー回折法)

WG7(動的光散乱法)

（公社）自動車技術会

（一社）日本粉体工業技 委員
術協会

水野 耕平

評価部

イノベーション推進本部

イノベーション推進本部
計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

エキスパート

委員

綾 信博

エキスパート

委員

綾 信博

イノベーション推進本部

エキスパート

委員

高橋 かより

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

イノベーション推進本部

エキスパート

委員

加藤 晴久

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG9(光相互作用による一粒子
エキスパート
測定法)

委員

桜井 博

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG10(X線小角散乱法)

委員

衣笠 晋一

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門（兼）計量標準
普及センター
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国際標準関連機関 TC/SC名称等

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

氏名

領域名

所属ユニット

委員

綾 信博

委員

桜井 博

計量標準総合センター

イノベーション推進本部
物質計測標準研究部門

委員

高橋 かより

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

衣笠 晋一

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門（兼）計量標準
普及センター

委員

桜井 博

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG11(試料調整及び標準粒子)
エキスパート

ISO/TC24(粒子特性評価及び
ふるい)

（一社）日本粉体工業技
術協会

WG12(電気移動度法)

共同コンビー
ナ、プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

WG 16（液中粒子の分散特性
評価法）

エキスパート

委員

加藤 晴久

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

エキスパート

委員

高橋 かより

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

加藤 晴久

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

オブザーバー 鷹觜 利公

エネルギー・環境

創エネルギー研究部門

オブザーバー 鷹觜 利公

エネルギー・環境

創エネルギー研究部門

オブザーバー 鷹觜 利公

エネルギー・環境

創エネルギー研究部門

委員

鈴木 善三

エネルギー・環境

創エネルギー研究部門

寺尾 吉哉

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

小熊 光晴

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

小熊 光晴

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

後藤 新一

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

（一社）日本海事検定協
委員
会

小熊 光晴

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

委員

古谷 博秀

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

委員

後藤 新一

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

委員

舩木 達也

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

委員長

石橋 雅裕

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

古市 紀之

計量標準総合センター

企画本部（兼）工学計測標準研究部門

（一社）日本計量機器工
業連合会/(一社）日本 委員長
電気計測器工業会

寺尾 吉哉

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

耐火物技術協会

委員

阪口 修司

委員

水原 清司

委員

増井 慶次郎 エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

SC4(粒子特性評価)

WG 17（ゼータ電位測定法）

SC3(コークス)

オブザーバー

SC4(サンプリング)

オブザーバー

ISO/TC27(固体燃料)
オブザーバー
SC5（分析方法）

WG8(コークス及び石炭残渣中
の主要、少量及び微量元素)

（一社）日本計量機器工
業連合会/（一財）新日 委員長
本検定協会

SC2(石油及び関連製品の計測)

SC4(分類及び仕様)

WG13(商用DME燃料の分類と
コンビーナ
スペック)
WG14(DME分析方法)

ISO/TC28(石油製品及び潤滑
油)

SC5(軽質炭化水素流
体及び非石油由来液
化ガス燃料の測定)

（一財）石炭エネルギー
センター

エキスパート

石油連盟

国際議長
WG4(低温液体のサンプリング) エキスパート

SC7(石油製品及び潤滑油/バイオ燃料)

石油連盟

（一社）日本機械学会
エキスパート
ISO/TC30(管路における流量測 SC2(差圧検出法)
定)
SC5(速度法及び質量
法)
ISO/TC33(耐火物)

WG17(ウェッジメーター）

エキスパート

WG4(コリオリ質量流用計)

WG23(熱膨張測定)

（一社）日本工作機械工
業会

ISO/TC39(工作機械)
WG12(工作機械の環境評価）

WG1(聴覚閾値)
ISO/TC43(音響)
SC2(建築物の音響)

ISO/TC45(ゴム及びゴム製品)

(一社）日本電気計測器
工業会

コンビーナ、
プロジェクトリー
ダー
（一社）日本音響学会
プロジェクトリー
WG18(建物内及び建物要素の
ダー、エキス
遮音測定)
パート
WG29(住宅の遮音性能の表示
エキスパート
方法)

SC2(試験及び分析法) WG5(化学試験法)

プロジェクトリー
日本ゴム工業会
ダー

SC1(用語)

ISO/TC61(プラスチック)

SC5(物理・化学的性
質)

中部センター産学官連携推進室
エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

幹事

倉片 憲治

情報・人間工学

イノベーション推進本部（兼）人間情報
研究部門

幹事

倉片 憲治

情報・人間工学

イノベーション推進本部（兼）人間情報
研究部門

委員

佐藤 洋

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

佐藤 洋

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

国岡 正雄

材料・化学

機能化学研究部門

委員

船橋 正弘

材料・化学

機能化学研究部門

委員

船橋 正弘

材料・化学

機能化学研究部門

オブザーバー

委員

国岡 正雄

材料・化学

機能化学研究部門

エキスパート

主査

船橋 正弘

材料・化学

機能化学研究部門

エキスパート

委員

衣笠 晋一

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門（兼）計量標準
普及センター

エキスパート

委員

高橋 かより

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

AHG1(マイクロプラスチック)

エキスパート

委員

松山 重倫

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG8(熱測定)

エキスパート

WG11(分析的手法)

プロジェクトリー
ダー

WG22(生物分解性)

船橋 正弘
（一社）日本プラスチック
工業連盟

材料・化学

機能化学研究部門

オブザーバー 松山 重倫

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

衣笠 晋一

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門（兼）計量標準
普及センター

委員

高橋 かより

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

コンビーナ、プロ
ジェクトリー
ダー、
エキスパート

オブザーバー 国岡 正雄

材料・化学

機能化学研究部門

オブザーバー

オブザーバー 船橋 正弘

材料・化学

機能化学研究部門

オブザーバー 国岡 正雄

材料・化学

機能化学研究部門

オブザーバー 船橋 正弘

材料・化学

機能化学研究部門

委員

堀内 伸

材料・化学

ナノ材料研究部門

船橋 正弘

材料・化学

機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー、
WG23(バイオプラスチックの試 エキスパート
験法)
オブザーバー

SC11(製品)
WG5(接着剤)
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オブザーバー

国際標準関連機関 TC/SC名称等

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

エキスパート
ISO/TC61(プラスチック)

SC13(複合材料及び強
WG1(強化材及びその製品)
化用繊維）

オブザーバー

委員
（一社）日本プラスチック
工業連盟

WG2(積層剤及び成型用コンパ
エキスパート
ウンド)

領域名

所属ユニット

船橋 正弘

材料・化学

機能化学研究部門

船橋 正弘

材料・化学

機能化学研究部門

船橋 正弘

材料・化学

機能化学研究部門

委員

竹下 潤一

エネルギー・環境

安全科学研究部門

委員

今井 秀孝

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部

委員

高津 章子

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

エキスパート

（一社）日本原子力学会 委員

齋藤 則生

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

エキスパート

委員

齋藤 則生

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

オブザーバー 柚木 彰

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

主査

齋藤 則生

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

委員

黒澤 忠弘

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

委員
ISO/TC69(統計的方法の適用) SC6(測定方法及び測定結果)

WG3(放射線加工)

氏名

ISO/TC85(原子力)
SC2(放射線防護）
エキスパート

（公社）日本保安用品協
会

WG2(参照放射線)
エキスパート
エキスパート

委員

滝澤 賢二

材料・化学

機能化学研究部門

WG5(冷媒の称号と安全等級)

エキスパート

（公社）日本冷凍空調学
委員
会

滝澤 賢二

材料・化学

機能化学研究部門

WG8(燃焼速度試験方法)

エキスパート

委員

ISO/TC86(冷凍技術及び空気
調和技術)

SC8(冷媒及び冷凍機
油)

ISO/TC91(界面活性剤)

WG3(バイオサーファクタント)

ISO/TC94(個人安全－保護衣及び保護具)

SC3(振動・衝撃測定器の使用と校正)
ISO/TC108(機械の振動、衝撃
及び状態監視)
SC5(機械の状態監視
と診断)

WG11(熱画像)

WG1(真空ポンプ関連)

ISO/TC112(真空技術)
WG2(真空計測関連)

WG3(真空部品関連)

ISO/TC121(麻酔装置及び人工
SC3(医用人工呼吸器)
呼吸器関連装置）

ISO/TC122(包装)

滝澤 賢二

材料・化学

機能化学研究部門

エキスパート

日本石鹸洗剤工業会

委員

井村 知弘

材料・化学

化学プロセス研究部門

国際議長

（公社）日本保安用品協
委員
会

指宿 堯嗣

エネルギー・環境

環境管理研究部門

オブザーバー 大田 明博

計量標準総合センター

イノベーション推進本部 総合戦略室
（兼）工学計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員長

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート

オブザーバー 野里 英明

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

幹事

兵藤 行志

情報・人間工学

人間情報研究部門

兵藤 行志

情報・人間工学

人間情報研究部門

エキスパート

委員

平田 正紘

エキスパート

委員

平田 正紘

プロジェクトリー
ダー

副委員長

新井 健太

計量標準総合センター

計量標準普及センター
（兼）工学計測標準研究部門

エキスパート

委員

吉田 肇

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

エキスパート

委員

平田 正紘

委員

平田 正紘

知的財産・標準化推進部

石井 順太郎 計量標準総合センター

企画本部（兼）計量標準総合センター研
究戦略部

谷川 ゆかり

情報・人間工学

人間情報研究部門

エキスパート

JWG10(パルスオキシメータ)
(IEC/TC62/SC62D/JWG5)

エキスパート

WG9(包装のアクセシブルデザイン)

コンビーナ

知的財産・標準化推進部
知的財産・標準化推進部

(一社)日本真空学会

コンビーナ
JWG5(体温計)
(IEC/TC62/SC62D/JWG8)

ISO/TC123(平軸受)

ISO/TC133（衣料品のサイズ設
定システム）

（一社）日本機械学会

臼田 孝

（一社）日本医療機器工
業会／（一社）電子情報
技術産業協会
委員
(公社）日本包装技術協
会
（一社）日本機械学会

知的財産・標準化推進部

佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

是永 敦

エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

委員長

持丸 正明

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

河内 眞紀子 情報・人間工学

人間情報研究部門

WG1(人体計測)

エキスパート

WG2(デジタルフィッティング）

エキスパート

委員

持丸 正明

情報・人間工学

人間情報研究部門

WG4（衣服の寸法計測）

エキスパート

委員

横井 孝志

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

兵藤 行志

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

新井 健太

計量標準総合センター

計量標準普及センター
（兼）工学計測標準研究部門

SC6(漏れ試験法)

エキスパート

ISO/TC135(非破壊試験)
SC8(赤外線サーモグラ
フィ試験)

日本アパレル工業技術
研究会

（一社）日本非破壊検査
協会

エキスパート
WG2(通則)

委員長

（一社）産業環境管理協
会

ISO/TC146(大気の質)

SC1(固定発生源大気
の測定)

情報・人間工学

人間情報研究部門

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

指宿 堯嗣

エネルギー・環境

環境管理研究部門

委員

中里 哲也

エネルギー・環境

環境管理研究部門

委員

前田 恒昭

計量標準総合センター

計量標準普及センター

委員

加藤 健次

計量標準総合センター

計量標準普及センター

エネルギー・環境

環境管理研究部門

委員

忽那 周三

WG27(排ガス中のセレン化合
物測定方法)

コンビーナ

委員長

田尾 博明

WG28(排ガス中のアンモニア
測定方法)

コンビーナ

委員長

指宿 堯嗣

エネルギー・環境

環境管理研究部門

委員長

指宿 堯嗣

エネルギー・環境

環境管理研究部門

委員長

松原 一郎

WG31(排ガス中の個別VOC測
コンビーナ
定方法)
SC6(室内空気)

兵藤 行志
兵藤 行志

コンビーナ、
プロジェクトリー
ダ

WG16(VOC検知器の試験方
法)

コンビーナ

（一財）建材試験セン
ター

四国センター

関西センター
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国際標準関連機関 TC/SC名称等

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

エキスパート

エキスパート

氏名

領域名

所属ユニット

委員

谷保 佐知

エネルギー・環境

環境管理研究部門

委員

中里 哲也

エネルギー・環境

環境管理研究部門

委員長

田尾 博明

委員

稲垣 和三

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

四国センター

山下 信義

エネルギー・環境

環境管理研究部門

エキスパート

委員

谷保 佐知

エネルギー・環境

環境管理研究部門

WG56(PFOS及びPFOA)

コンビーナ

委員

山下 信義

エネルギー・環境

環境管理研究部門

WG67(海水のpH)

コンビーナ

原田 晃

エネルギー・環境

環境管理研究部門

山下 信義

エネルギー・環境

環境管理研究部門

谷保 佐知

エネルギー・環境

環境管理研究部門

SC1(材料)

（一社）日本ファインセラ
委員
ミックス協会

廣瀬 志弘

生命工学

健康工学研究部門

SC2(心臓外科)

（一社）日本医療機器テ
委員長
クノロジー協会

山根 隆志

生命工学

健康工学研究部門

委員

廣瀬 志弘

生命工学

健康工学研究部門

委員

廣瀬 志弘

生命工学

健康工学研究部門

山根 隆志

生命工学

健康工学研究部門

廣瀬 志弘

生命工学

健康工学研究部門

ISO/TC147(水質)

WG33（Ion chromatography）
SC2(物理的・化学的・
生物学的方法)

(一社)産業環境管理協
会

エキスパート

委員

WG72(メチルシロキサン）
エキスパート

SC4(人工関節及び人工骨)
ISO/TC150(外科用体内埋没
材)

（一社）日本ファインセラ
ミックス協会

SC5(骨固定器具及び脊椎固定器)
SC6(活動型埋込機器)

SC7(再生医療機器)

エキスパート

（一社）日本医療機器テ
委員長
クノロジー協会

（一社）日本ファインセラ 委員
コンビーナ
ミックス協会／ファイン
WG3(硬組織用再生医療機器)
プロジェクトリー セラミックス国際標準化
委員
推進協議会
ダー
委員長

横井 孝志

情報・人間工学

人間情報研究部門

副委員長

佐藤 洋

情報・人間工学

人間情報研究部門

(一社)日本人間工学会 委員

倉片 憲治

情報・人間工学

イノベーション推進本部（兼）人間情報
研究部門

委員

持丸 正明

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

主査

倉片 憲治

情報・人間工学

イノベーション推進本部（兼）人間情報
研究部門

エキスパート

委員

伊藤 納奈

情報・人間工学

人間情報研究部門

オブザーバー 佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

横井 孝志

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

佐藤 洋

情報・人間工学

人間情報研究部門

大山 潤爾

情報・人間工学

人間情報研究部門

コンビーナ
エキスパート

(一社)日本人間工学会
（産総研）

エキスパート
エキスパート

SC1(人間工学の指導
原理）

WG5（人間中心組織管理）

ISO/TC159(人間工学)

エキスパート

委員

岩木 直

情報・人間工学

自動車ヒューマンファクター研究セン
ター

エキスパート

委員

持丸 正明

情報・人間工学

人間情報研究部門

エキスパート

委員

渡辺 健太郎 情報・人間工学

人工知能研究センター

プロジェクトリー
ダー、エキス
パート

委員

遠藤 維

知能システム研究部門

国際議長

委員

持丸 正明

情報・人間工学

人間情報研究部門

小林 吉之

情報・人間工学

人間情報研究部門

国際幹事

SC3(人体計測と生体
力学)
WG1(人体計測)

評価部

セクレタリ

WG2(特別な配慮を必要とする人々のための人間工学)

WG2(Ergonomic principles
related to mental work )

本間 一弘

情報・人間工学

エキスパート

委員

横井 孝志

情報・人間工学

人間情報研究部門

コンビーナ

主査

河内 眞紀子 情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

持丸 正明

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

横井 孝志

情報・人間工学

人間情報研究部門

横井 孝志

情報・人間工学

人間情報研究部門

エキスパート
（一社）日本人間工学会

WG4(筋力：手作業と許容限界) エキスパート
エキスパート

主査

横井 孝志

情報・人間工学

人間情報研究部門

エキスパート

副主査

氏家 弘裕

情報・人間工学

人間情報研究部門

オブザーバー

委員

渡邊 洋

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

横井 孝志

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

佐川 賢

WG2(視覚表示の条件)

WG8(コントロールセンターの人
SC4(人間とシステムの 間工学的設計)
インタラクション)
プロジェクトリー
WG10(消費生活用製品のアク ダー
セシブルデザイン）
コンビーナ

情報・人間工学

人間情報研究部門

オブザーバー 倉片 憲治

情報・人間工学

イノベーション推進本部（兼）人間情報
研究部門

コンビーナ

副主査

氏家 弘裕

情報・人間工学

人間情報研究部門

セクレタリ

委員

渡邊 洋

情報・人間工学

人間情報研究部門

WG12(映像の生体安全性)
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国際標準関連機関 TC/SC名称等

ISO/TC159(人間工学)

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

氏名

領域名

所属ユニット

WG1(温熱環境)

エキスパート

委員

都築 和代

情報・人間工学

人間情報研究部門

WG4(複合環境)

セクレタリ

委員

佐藤 洋

情報・人間工学

人間情報研究部門

オブザーバー 倉片 憲治

情報・人間工学

イノベーション推進本部（兼）人間情報
研究部門

委員

伊藤 納奈

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

佐藤 洋

情報・人間工学

人間情報研究部門

エキスパート、
プロジェクトリー
ダー

委員

佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

エキスパート

オブザーバー 林 敏行

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

WG8(一軸試験機の校正方法) エキスパート

オブザーバー 林 敏行

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

委員

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

SC5(物理的環境の人
間工学)

（一社）日本人間工学会
WG5(特別な配慮を必要とする コンビーナ
人々のための物理的環境)
セクレタリ

WG3(力計校正の不確かさ)
SC1(一軸試験)

エキスパート
ISO/TC164(金属の機械試験)
SC3(硬さ試験)

WG2(計装化押し込み試験)

エキスパート

オブザーバー 服部 浩一郎 計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

WG5(ビッカース硬さ試験)

コンビーナ

委員

高木 智史

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

エキスパート

委員

高木 智史

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

SC4(靱性試験)

ISO/TC172(光学及びフォトニク
ス)

日本光学工業協会
SC4(望遠鏡)

エキスパート

SC1(車いす)

ISO/TC173(福祉用具)

（一財）日本規格協会、
（一社）日本鉄鋼連盟他

高木 智史

委員

永壽 伴章

(一社)日本望遠鏡工業
主査
会

つくばセンター つくば東事業所

永壽 伴章

日本福祉用具・生活支
委員
援用具協会

持丸 正明

情報・人間工学

人間情報研究部門

オブザーバー 倉片 憲治

情報・人間工学

イノベーション推進本部（兼）人間情報
研究部門

オブザーバー 伊藤 納奈

つくばセンター つくば東事業所

情報・人間工学

人間情報研究部門

(公財）共用品推進機構 オブザーバー 佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

WG3(トイレの音案内)

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 関 喜一

情報・人間工学

人間情報研究部門

WG6（公共空間の音案内）

コンビーナ

オブザーバー 佐藤 洋

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

澤田 浩之

エレクトロニクス・製造

企画本部（兼）製造技術研究部門

(一財)製造科学技術セ
委員
ンター

澤田 浩之

エレクトロニクス・製造

企画本部（兼）製造技術研究部門

SC7(アクセシブルデザ
イン)

SC4(産業データ)
ISO/TC184(オートメーションシ
エキスパート
ステム及びインテグレーション) SC5(アーキテクチャ、 WG10(生産システム環境評価
通信とフレームワーク) 手法)
エキスパート

委員

増井 慶次郎 エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

委員

丸茂 克美

地質調査総合センター

地質情報研究部門

WG委員

張 銘

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

WG委員

張 銘

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

エキスパート

幹事長

保高 徹生

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

プロジェクトリー
ダー

幹事長

保高 徹生

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

SC3（有機汚染物質）
ISO/TC190(地盤環境)

(公社)地盤工学会
SC7(土及び現地評価)

SC7(土及び現地評価) WG6(溶出試験）
ISO/TC192(ガスタービン)

日本内燃機関連合会

委員

壹岐 典彦

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

ISO/TC197(水素技術)

エキスパート

（一財）エンジニアリング
主査
協会

栗山 信宏

エネルギー・環境

電池技術研究部門

エキスパート

（一社）日本医療機器学
委員
会

廣瀬 志弘

生命工学

健康工学研究部門

(一社)日本機械工業連
委員
合会

横井 孝志

情報・人間工学

人間情報研究部門

エキスパート

委員

横井 孝志

情報・人間工学

人間情報研究部門

国際幹事

委員

権太 聡

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部（兼）
工学計測標準研究部門

国際議長

委員

野中 秀彦

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG10(水素吸蔵合金)

ISO/TC198(ヘルスケア製品の
WG9(無菌操作法)
滅菌)

ISO/TC199(機械類の安全性)
WG6(安全な距離と隙間)

幹事補佐

東 康史

エキスパート

委員

藤本 俊幸

エキスパート

委員

一村 信吾

委員

城 昌利

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

城 昌利

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

藤原 幸雄

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

委員

野中 秀彦

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

委員

城 昌利

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

エキスパート

幹事補佐

権太 聡

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部（兼）
工学計測標準研究部門

エキスパート

委員

三隅 伊知子 計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

コンビーナ、
プロジェクトリー
ダー
エキスパート

幹事

井藤 浩志

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

委員

熊谷 和博

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

（一財）日本規格協会/ 委員
表面化学分析技術国際
標準化委員会
委員

寺内 信哉

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

松畑 洋文

エネルギー・環境

先進パワーエレクトロニクス研究セン
ター

安藤 淳

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

WG3(X線反射率)

SC2(一般的手順)
SC4(深さ方向の分析)
SC5(オージェ電子分光法)
ISO/TC201(表面化学分析)

エキスパート

表面化学分析技術国際
標準化委員会

計量標準総合センター 物質計測標準研究部門
特別顧問

SC6(二次イオン質量分析法)
エキスパート
SC7(X線光電子分光法)

SC9(走査型プローブ顕
微鏡法)
CAG(Chairman's advisory
group ) SG３

ISO/TC202(マイクロビーム分
析)

SC3(分析電子顕微鏡（AEM）)

SC4(走査型電子顕微鏡（SEM）)
委員
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国際標準関連機関 TC/SC名称等

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

国際幹事

WG2(粉)

氏名

領域名

所属ユニット

委員

阪口 修司

委員

大司 達樹

材料・化学

中部センター産学官連携推進室
構造材料研究部門

エキスパート

委員

堀田 裕司

材料・化学

構造材料研究部門

コンビーナ

委員

日置 昭治

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部

委員

日置 昭治

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部

委員

宮崎 広行

材料・化学

構造材料研究部門

WG3(化学分析)

WG6(機械的特性）

ISO/TC206(ファインセラミック
ス)

WG9(光触媒)

WG10(コーティング）

プロジェクトリー
ダー
コンビーナ、
プロジェクトリー
ダー、
エキスパート
プロジェクトリー
ダー
プロジェクトリー
ダー
プロジェクトリー
ダー

（一社）日本ファインセラ 委員
ミックス協会／ファイン
セラミックス国際標準化
推進協議会
委員

竹内 浩士

評価部

小西 由也

エネルギー・環境

太陽光発電研究センター

委員

大古 善久

エネルギー・環境

環境管理研究部門

委員

平川 力

エネルギー・環境

環境管理研究部門

委員

佐野 泰三

エネルギー・環境

環境管理研究部門

委員

八木 貴志

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

篠田 健太郎 エレクトロニクス・製造

先進コーティング技術研究センター

委員長

明渡 純

エレクトロニクス・製造

先進コーティング技術研究センター

委員

赤井 誠

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

（一社）産業環境管理協 委員
会

玄地 裕

エネルギー・環境

人事部（兼）安全科学研究部門

匂坂 正幸

プロジェクトリー
ダー

WG12(エンジニアリング応用)

SC5(ライフサイクルアセスメント)
ISO/TC207(環境管理)
SC7(GHGマネジメント及び関連事項)
ISO/TC211(地理情報)

委員

WG6(画像)

ISO/TC212(臨床検査及び体外診断検査システム)
WG4(測定の不確かさと決定規則)

ISO/TC213(製品の寸法・形状
の仕様及び評価)

エネルギー・環境

安全科学研究部門

（公財）日本測量調査技 幹事会アドバ
岩男 弘毅
術協会
イザー

地質調査総合センター

地質情報研究部門

（特非）日本臨床検査標
団体委員
準協議会

今井 秀孝

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部

阿部 誠

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

エキスパート
プロジェクトリー
ダー

委員

高辻 利之

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

エキスパート

委員

阿部 誠

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

エキスパート

委員

佐藤 理

計量標準総合センター

工学計測標準研究部門

委員長

一村 信吾

特別顧問

委員

小野 晃

特別顧問

委員

田中 充

計量標準総合センター

研究顧問

委員

竹歳 尚之

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

藤本 俊幸

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

藤本 俊幸

計量標準総合センター

委員

五十嵐 卓也 エネルギー・環境

安全科学研究部門

エキスパート

委員

小島 鋭士

知的財産・標準化推進部

コンビーナ

委員

藤本 俊幸

委員

小島 鋭士

委員

綾 信博

委員

岡崎 俊也

材料・化学

ナノチューブ実用化研究センター

委員
（国研）産業技術総合研
究所
委員

片浦 弘道

材料・化学

ナノ材料研究部門

（一財）日本規格協会
WG10(三次元測定機)

CAG(議長諮問グループ)

委員

物質計測標準研究部門

JWG1(用語・命名法)

エキスパート

エキスパート
ISO/TC229(ナノテクノロジー)

JWG2(計量・計測)

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門
知的財産・標準化推進部
イノベーション推進本部

五十嵐 卓也 エネルギー・環境

安全科学研究部門

エキスパート

委員

権太 聡

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部（兼）
工学計測標準研究部門

セクレタリ

委員

竹歳 尚之

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

桜井 博

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

水野 耕平

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

エキスパート

熊谷 和博

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

エキスパート

オブザーバー 稲垣 和三

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

プロジェクトコ
リーダー、
エキスパート

副主査

山本 和弘

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

委員

加藤 晴久

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

副主査

堀江 祐範

生命工学

健康工学研究部門

委員

小野 晃

特別顧問

委員

五十嵐 卓也 エネルギー・環境

安全科学研究部門

委員

岩橋 均

健康工学研究部門

エキスパート

WG3(環境・安全)
エキスパート
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生命工学

国際標準関連機関 TC/SC名称等

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

エキスパート
WG3(環境・安全)

プロジェクトリー
ダー、エキス
パート
エキスパート

WG4(材料)

計量標準総合センター

研究顧問

委員

加藤 晴久

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

主査

田中 充

計量標準総合センター

研究顧問

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

加藤 晴久

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

蛯名 武雄

材料・化学

化学プロセス研究部門

委員

WG1(エネルギーマネジメントシステム・ガイダンス)

茂里 康

生命工学

健康工学研究部門

委員

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

エキスパート

主査

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

エキスパート

（財）エネルギー総合工
主査
学研究所

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

WG3(測定と検証)

エキスパート

主査

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

WG4(エネルギー監査)

エキスパート

主査

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

エキスパート

田中 充

計量標準総合センター

研究顧問

エキスパート

田中 充

計量標準総合センター

研究顧問

加藤 晴久

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

田中 充

計量標準総合センター

研究顧問

委員

加藤 晴久

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）・エ キスパート

委員

エキスパート
WG7(特殊機能)

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）・エ
キスパート

委員

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

エキスパート

主査

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

WG2(地域における省エネルギーの検証)

エキスパート

（財）エネルギー総合工
主査
学研究所

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

WG3(プロジェクトにおける省エネルギーの検証)

エキスパート

主査

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

JWG4(組織の省エネ方法)

エキスパート

主査

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

委員

綾 信博

エキスパート

委員

岡根 利光

エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

エキスパート

委員

芦田 極

エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

エキスパート

技術研究組合次世代３ 委員
Ｄ積層造形技術総合開
発機構
委員

WG1(省エネルギーの方法論的枠組み)

WG1(用語)
エキスパート

イノベーション推進本部

綾 信博

イノベーション推進本部

芦田 極

エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

WG2(方法、プロセス及び材料)

エキスパート

委員

芦田 極

エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

WG3(試験方法)

エキスパート

委員

芦田 極

エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

WG4(データと設計)

エキスパート

委員

芦田 極

エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

WG1（用語）

エキスパート

委員

薄葉 州

エネルギー・環境

安全科学研究部門

WG2（カテゴリーと種類）

エキスパート

委員

薄葉 州

エネルギー・環境

安全科学研究部門

WG3(安全要求事項とラベル)

エキスパート

委員

薄葉 州

エネルギー・環境

安全科学研究部門

WG4(試験方法)

エキスパート

委員

薄葉 州

エネルギー・環境

安全科学研究部門

エキスパート

委員長代理

赤井 誠

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

委員

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

委員

中尾 信典

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

委員

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

(公財)地球環境産業技 委員
術研究機構

西尾 匡弘

エネルギー・環境

企画本部（兼）安全科学研究部門

ISO/TC264(花火)

(公社)日本煙火協会

CAG(議長諮問グループ)

委員

WG2(輸送)

オブザーバー
共同コンビーナ

ISO/TC265(炭素回収輸送貯
留)

安全科学研究部門

水野 耕平

委員

エキスパート

ISO/TC256(顔料、染料及び体
質顔料)

ISO/TC261(積層造形)

五十嵐 卓也 エネルギー・環境

エキスパート
スタディグループ（ナノバイオ）

WG2(測定法)

ISO/TC257(プロジェクト、組織
及び地域における省エネル
ギーの決定のための一般的
ルール)

所属ユニット

エキスパート

CAG(議長諮問グループ)

ISO/TC242(エネルギーマネジメ
WG2(ベースラインおよびEnPIs)
ント)

領域名

田中 充

（国研）産業技術総合研 委員
究所
委員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

氏名

楠瀬 勤一郎 地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

WG委員

西 祐司

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

WG委員

中尾 信典

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

規格原案タス
クグループ
田中 敦子
委員

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

エキスパート

主査

赤井 誠

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

エキスパート

(財）エネルギー総合工
主査
学研究所

赤井 誠

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

田中 敦子

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

田中 敦子

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

副委員長

山口 智彦

材料・化学

機能化学研究部門

委員

穂積 篤

材料・化学

構造材料研究部門

WG3(貯留)

WG4(定量化と検証)

WG5(クロスカッティング・イッシュー)
委員
Risk management technical panel

ISO/TC266(バイオミメティック)

WG委員

委員

（公社）高分子学会
WG2（材料・構造・構成要素)
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国際標準関連機関 TC/SC名称等
ISO/TC266(バイオミメティック)

WG3(バイオミメティックス構造最適化)

国際委員会
参加地位
エキスパート

国内審議委員会
（公社）高分子学会

委員

（一社）日本照明委員会 委員
（JCIE）/ISO TC274国内
審議委員会
委員

ISO/TC274(光と照明)

ISO/TC276(バイオテクノロジー)

氏名

領域名

所属ユニット

山口 智彦

材料・化学

機能化学研究部門

坂本 隆

情報・人間工学

人間情報研究部門

蔀 洋司

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

委員

野田 尚宏

生命工学

バイオメディカル研究部門

委員

中島 芳浩

生命工学

健康工学研究部門

委員

廣瀬 志弘

生命工学

健康工学研究部門

エキスパート

委員

野田 尚宏

生命工学

バイオメディカル研究部門

エキスパート

委員

伊藤 弓弦

生命工学

創薬基盤研究部門

国際幹事

オブザーバー 綾 信博

イノベーション推進本部

エキスパート

委員

綾 信博

イノベーション推進本部

コンビーナ

委員

矢部 彰

特別顧問

委員

綾 信博

委員

安井 久一

エキスパート

委員

綾 信博

エキスパート

委員

堀江 祐範

生命工学

健康工学研究部門

エキスパート

委員

苑田 晃成

生命工学

健康工学研究部門

委員

本間 敬子

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

委員

神徳 徹雄

情報・人間工学

知能システム研究部門

委員

尾暮 拓也

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

委員

Biggs Geoffrey 情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

委員

尾暮 拓也

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

委員

神徳 徹雄

情報・人間工学

知能システム研究部門

エキスパート

（一社）再生医療イノ
ベーションフォーラム
（FIRM)

WG3(分析手法)

WG1(用語を含む一般原則）

ISO/TC281(ファインバブル技
術)

WG2(計測)

エキスパート
エキスパート

（一社）ファインバブル産
業会

イノベーション推進本部
材料・化学

無機機能材料研究部門
イノベーション推進本部

WG3（応用）

WG1(用語)
エキスパート
WG2(サービスロボットの安全性)
オブザーバー
WG4(サービスロボットの性能)
ISO/TC299(ロボットとロボティッ
WG6(サービスロボットのモジュール化）
クデバイス）

エキスパート

（一社）日本ロボット工
業会

委員

Biggs Geoffrey 情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

JWG5(手術用ロボットの安全性）
IEC/TC62/SC62A/JWG9

エキスパート

委員

本間 敬子

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

JWG5(手術用ロボットの安全性）
IEC/TC62/SC62D/JWG35

委員

本間 敬子

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

JWG5(手術用ロボットの安全性）
IEC/TC62/SC62D/JWG36

委員

本間 敬子

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

主査

鎮西 清行

生命工学

健康工学研究部門

（一財）日本規格協会
SMB対応委員会

特別委員

神徳 徹雄

情報・人間工学

知能システム研究部門

JWG9(医療ロボット)
（IEC TC62/62A/JWG9）

エキスパート

IEC（国際電気標準会議）

IEC/SMB(標準管理評議会)

ACART(ロボット技術応用諮問委員会 )

エキスパート

（一財）日本規格協会

主査

神徳 徹雄

情報・人間工学

知能システム研究部門

（一財）日本規格協会
IEC活動推進会(APC)

委員

安芸 裕久

エネルギー・環境

安全科学研究部門

TC159リエゾン
オフィサー

（一財）日本規格協会

委員

佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

（一社）日本規格協会

分科会会長

古原 和邦

情報・人間工学

企画本部（兼）情報技術研究部門

（一財）日本規格協会
IEC上層委員会

委員

神徳 徹雄

情報・人間工学

知能システム研究部門

委員

関 喜一

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

関 喜一

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

関 喜一

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

藤木 弘之

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

委員

高橋 栄一

情報・人間工学

情報・人間工学領域研究戦略部

委員

本間 一弘

エキスパート

委員

本間 一弘

エキスパート

委員長

堀内 竜三

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

委員

倉片 憲治

情報・人間工学

イノベーション推進本部（兼）人間情報
研究部門

SyC on Smart Cities
IEC/System Committee

Active Assisted Living (AAL)

IEC/ACSEC(情報セキュリティとデータプライバシ)

IEC/TC3(情報構造，ドキュメン SC3C(機器・装置用図記号)
テーション及び図記号)

国際幹事

（一財）日本規格協会

JWG16(IEC 80279（取扱説明の基本原則）のメンテナン
エキスパート
ス)

IEC/TC13(電力量計測・負荷制御装置)

WG5（Physiological quantities and units）

（一社）電気学会

エキスパート

IEC/TC25(量及び単位)

評価部

（一社）日本音響学会

IEC/TC29(電気音響)

IEC/TC31(防爆性雰囲気で使用する機器)

エキスパート

（一社）日本電機工業会 委員長

SC34A（ランプ類）
SC34B（ランプ類口金・受け金・ゲージ及びソケット）
IEC/TC34（ランプ類及び関連機
器）
SC34C（放電ランプ用付属装置）

（一社）日本照明工業会

SC34D（照明器具）
WG6（光生物学的安全性）
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評価部

（一財）日本規格協会
WG6（Telehealth and telemedicine）

エキスパート

野田 和俊

エネルギー・環境

環境管理研究部門

副委員長

齊藤 一朗

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

副委員長

齊藤 一朗

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

副委員長

齊藤 一朗

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

副委員長

齊藤 一朗

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

蔀 洋司

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

国際標準関連機関 TC/SC名称等

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

WG10(電気的検知保護設備－視覚的保護装置に対す
エキスパート
る要求事項)

IEC/TC45(原子力計測)

WG9(放射線検出器とシステム)

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター（兼）
知能システム研究部門

委員

角 保志

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター（兼）
知能システム研究部門

委員

角 保志

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター（兼）
知能システム研究部門

委員

角 保志

情報・人間工学領域

ロボットイノベーション研究センター（兼）
知能システム研究部門

エキスパート

委員

檜野 良穂

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート

（一社）日本電気計測器 委員
工業会

柚木 彰

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

委員

柚木 彰

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

堀部 雅弘

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

（一社）日本機械工業連
合会

エキスパート

コンビーナ、
SC45B(放射線防護計 WG16(汚染計及び汚染監視装
プロジェクトリー
測）
置)
ダー

IEC/TC46(通信用伝送線及び
マイクロ波受動部品)

SC46F(無線及びマイク
ロ波受動回路部品)

IEC/TC47(半導体デバイス)
SC47F(MEMS)

主査

堀部 雅弘

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

（一社）電子情報通信学
主査
会

堀部 雅弘

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

WG2(導波管)

プロジェクトリー
ダー

主査

堀部 雅弘

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

WG3(評価法)

プロジェクトリー
ダー

主査

堀部 雅弘

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

委員

菊地 克弥

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

MT1（Maintenance Team)

エキスパート

委員

高木 秀樹

エレクトロニクス・製造

集積マイクロシステム研究センター（兼）
製造技術研究部門

委員

池原 毅

エレクトロニクス・製造

集積マイクロシステム研究センター（兼）
製造技術研究部門

委員

高木 秀樹

エレクトロニクス・製造

集積マイクロシステム研究センター（兼）
製造技術研究部門

委員

松本 壮平

エレクトロニクス・製造

集積マイクロシステム研究センター（兼）
製造技術研究部門

委員

高木 秀樹

エレクトロニクス・製造

集積マイクロシステム研究センター（兼）
製造技術研究部門

委員

高木 秀樹

エレクトロニクス・製造

集積マイクロシステム研究センター（兼）
製造技術研究部門

委員

渡邊 宏

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門（兼）工学計測
標準研究部門

委員

清水 森人

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

特別委員

田中 隆宏

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

オブザーバー 榊田 創

エレクトロニクス・製造

電子光技術研究部門

（一社）電子情報技術産 オブザーバー 池原 譲
業協会

生命工学
エレクトロニクス・製造

創薬基盤研究部門(兼）電子光技術研
究部門

鎮西 清行

生命工学

健康工学研究部門

委員

神徳 徹雄

情報・人間工学

知能システム研究部門

幹事

神徳 徹雄

情報・人間工学

知能システム研究部門

（一社）日本電気計測器
委員
工業会

高橋 孝一

情報・人間工学

情報・人間工学領域研究戦略部

委員

中田 亨

情報・人間工学

人工知能研究センター

委員

丹波 純

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

委員

黒須 隆行

WG1(同軸)

エキスパート

WG1(Terminologies and
generic specification for
micro-electromechanical
systems)

(一社)電子情報技術産
業協会

WG 2 (Characterizations and
testing methods of materials
and structures for microelectromechanical systems)
WG 3 (Microelectromechanical devices and エキスパート
packaging)
IEC/TC56(ディペンダビリティ)

（一財）日本規格協会

（一社）日本画像医療シ
ステム工業会

SC62（放射線治療）

オブザーバー

IEC/TC62(医用電気機器)

WG34IEC 60601-2-76: Medical
Electrical equipment - Part 276:Particular requirements for
SC62D(医用電子機器) the basic safety and essential エキスパート
performance or ionized gas
coagulation equipment
IEC/TC62(医用電気機器)
linked to ＩＳO/TC299（ロボットと
ロボティックデバイス）

JWG35(手術ロボット）
JWG9(手術ロボット）

プロジェクトリー
ダー

WG1(用語及び定義)
IEC/TC65(工業プロセス計測制 WG10(工業プロセス測定と制御のためのセキュリティ 御)
ネットワークとシステムのセキュリティ)
SC65A(機能安全)

WG17(機能安全と人的要因)

エキスパート

SC65B(計測及び制御
WG5(温度検知機)
機器)
IEC/TC76(レーザー機器の安全
性)

IEC/TC82(太陽光発電システ
ム)

WG9（非コヒーレント光源）

WG2(セル・モジュール)

所属ユニット

角 保志

MT61496-3(電気的検知保護設備－第3部：拡散反射形
エキスパート
能動的光電保護装置に対する要求事項)
WG14 (安全関連センサ）

領域名

委員

MT61496-1,2(電気的検知保護設備－第1部および第2
エキスパート
部)
IEC/TC44(機械類の安全性-電
気的側面)

氏名

エレクトロニクス・製造

電子光技術研究部門

オブザーバー 蔀 洋司

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

委員

津田 泉

イノベーション推進本部 イノベーション推進本部

副委員長

近藤 道雄

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

エキスパート

大谷 謙仁

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

エキスパート

橋本 潤

エキスパート

（一財）光産業技術振興
協会

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

エキスパート

委員

菱川 善博

エネルギー・環境

太陽光発電研究センター

エキスパート

（一社）日本電機工業会
太陽光発電標準化総合
委員会
委員

山道 正明

エネルギー・環境

太陽光発電研究センター

猪狩 真一

エネルギー・環境

太陽光発電研究センター

増田 淳

エネルギー・環境

太陽光発電研究センター

エネルギー・環境

太陽光発電研究センター

委員

オブザーバー 土井 卓也
WG3(システム)

エキスパート

主査

津田 泉

イノベーション推進本部

WG6(BOS(周辺機器))

エキスパート

主査

津田 泉

イノベーション推進本部

WG7（集光モジュール）

エキスパート

委員

橋本 潤

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター
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国際標準関連機関 TC/SC名称等

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

（一社）電気学会

IEC/TC85(電磁気量計測器)

WG4(光測定器校正)
SC86B(光部品)

エキスパート
WG7(光ファイバ接続部品・受
動部品)

領域名

所属ユニット

委員

石居 正典

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部（兼）
物理計測標準研究部門

委員長

金子 晋久

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

委員

藤木 弘之

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

主査

雨宮 邦招

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

雨宮 邦招

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

並木 周

エレクトロニクス・製造

電子光技術研究部門

委員

来見田 淳也 エレクトロニクス・製造

電子光技術研究部門

客員

吉岡 正裕

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部

客員

吉岡 正裕

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部

委員

小垣 哲也

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

委員

小垣 哲也

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

委員

嶋田 進

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

委員

小垣 哲也

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

委員
（一社）日本電機工業会
風力発電システム標準
化委員会
主査

往岸 達也

エレクトロニクス・製造

製造技術研究部門

小垣 哲也

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

MT2(小形風車設計要件分科会)

委員

小垣 哲也

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

MT11（騒音測定方法）

委員

菊島 義弘

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

MT12-1(風力発電性能試験方法分科会)

主査

小垣 哲也

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

MT22(風力発電認証システム分科会)

委員

小垣 哲也

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

委員長

大久保 雅隆

委員

神代 暁

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

委員
（公財）国際超電導産業
技術研究センター／
委員
IEC/TC90超電導委員
会超電導エレクトロニク
委員
ス技術調査委員会

日高 睦夫

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

古瀬 充穂

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

小原 春彦

エネルギー・環境

エネルギー・環境領域研究戦略部

委員

山崎 裕文

委員

松井 浩明

委員長

大久保 雅隆

IEC/TC86(光ファイバ)
SC86C（光ファイバシス
テム・デバイス）

WG3(光増幅器)

オブザーバー

WG5(ダイナミックモジュール)

プロジェクトリー
ダー、エキス
パート

WG6(高強度治療用超音波と集束振動子)

エキスパート

WG8(超音波音場計測)

エキスパート

IEC/TC87(超音波）

(一社)電子情報通信学
会/（一財）光産業技術
振興協会

(一社）電子情報技術産
業協会

エキスパート
WG3(洋上風車設計要件分科会)
WG15（風力発電所の風条件に関するサイトアセスメン
ト）

エキスパート

PT 61400-3-2（浮体式洋上風車の設計要件）
PT 61400-12-2（ナセル風速計による風車の性能計測
方法）
IEC/TC88(風力タービン)
MT1(風力発電設計要件分科会)

エキスパート

IEC/TC90(超電導)
エキスパート

IEC/TC91(電子実装技術)

氏名

委員

WG8(超電導体の電子特性の試験方法)

エキスパート

WG14(超電導センサ)

コンビーナ

WG10（プリント基板とその材料の測定・試験方法）

プロジェクトリー
（一社）日本電子回路工
ダー、エキス
委員
業会
パート

エレクトロニクス・製造

エレクトロニクス・製造領域研究戦略部
（兼）ナノエレクトロニクス研究部門

つくばイノベーションアリーナ推進セン
ター
エレクトロニクス・製造
エレクトロニクス・製造

先進コーティング技術研究センター
エレクトロニクス・製造領域研究戦略部
（兼）ナノエレクトロニクス研究部門

野中 一洋

エレクトロニクス・製造

エレクトロニクス・製造領域研究戦略部
（兼）製造技術研究部門

IEC/TC100(オーディオ・ビデオ・
マルチメディアシステム及び機
器)

エキスパート

(一社)電子情報技術産
客員
業協会

佐藤 洋

情報・人間工学

人間情報研究部門

IEC/TC103(無線通信用送信装
WG6(Radio on fibre Transmitter)
置)

プロジェクトリー
(一社）電子情報通信学
ダー、エキス
主査
会規格調査会
パート

黒川 悟

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

エキスパート

主査

谷本 一美

エネルギー・環境

電池技術研究部門

委員

栗山 信宏

エネルギー・環境

電池技術研究部門

委員

嘉藤 徹

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

WG1(用語)

WG4(定置用燃料電池システム性能評価試験方法)

IEC/TC105(燃料電池)

WG8(マイクロ燃料電池 安全)

エキスパート

委員

山根 昌隆

エネルギー・環境

電池技術研究部門

WG9(マイクロ燃料電池 性能)

エキスパート

委員

山根 昌隆

エネルギー・環境

電池技術研究部門

エキスパート

（一社）日本電機工業会 委員

山根 昌隆

エネルギー・環境

電池技術研究部門

エキスパート

委員

嘉藤 徹

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

エキスパート

委員

門馬 昭彦

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

委員

田中 洋平

エネルギー・環境

省エネルギー研究部門

委員

谷本 一美

エネルギー・環境

電池技術研究部門

委員

栗山 信宏

エネルギー・環境

電池技術研究部門

委員

石居 正典

計量標準総合センター

計量標準総合センター研究戦略部（兼）
物理計測標準研究部門

委員

小見山 耕司 計量標準総合センター

WG10(マイクロ燃料電池 互換性)

WG11(単セル試験方法)

（一社）電気学会

IEC/TC106(人体ばく露に関する電界、磁界および電磁界の評価方法)

(一社)電子情報技術産
委員長
業協会

エレクトロニクス・製造

オブザーバー 星野 聰

エレクトロニクス・製造

オブザーバー 高橋 達見

エレクトロニクス・製造

オブザーバー 高橋 達見

エレクトロニクス・製造

鎌田 俊英

エレクトロニクス・製造

（一社）ビジネス機械・情
報システム産業協会

HHG3(Horizontal Harmonization Group 3)
IEC/TC110(電子ディスプレイデ
バイス)
WG4(プリンタビリティ）

鎌田 俊英

エキスパート
(一社)電子情報技術産
業協会

WG5(有機ELディスプレイ)
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エキスパート

工学計測標準研究部門
フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門
フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門
フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門
フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門
フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門

国際標準関連機関 TC/SC名称等

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

エキスパート

氏名

領域名

鎌田 俊英

エレクトロニクス・製造

(一社)電子情報技術産
オブザーバー 高橋 達見
業協会

エレクトロニクス・製造

鎌田 俊英

エレクトロニクス・製造

委員

松山 重倫

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

松山 重倫

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

WG7(電子ペーパー)
IEC/TC110(電子ディスプレイデ
バイス)

IEC/TC111(電気・電子機器、シ
ステムの環境規格)

コンビーナ

WG8(フレキシブルディスプレイ)

エキスパート

WG3(製品含有化学物質測定WG)

エキスパート

PT63031対応WG

(一社)電子情報技術産
業協会

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 中田 功一

イノベーション推進本部

オブザーバー 小野 晃

特別顧問

特別委員

秋永 広幸

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

オブザーバー 宮本 良之

材料・化学

機能材料コンピュテーショナルデザイン
研究センター

委員

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

竹歳 尚之

オブザーバー 藤本 俊幸
IEC/TC113(電気・電子分野の
製品及びシステムのナノテクノ
ロジー)

エキスパート
AG4(Chairman Advisory Group)

(一社)電子情報技術産
業協会
副主査

メンバー

主査

エキスパート
WG3(ナノ材料の性能)

エキスパート

特別委員

エキスパート

計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

堀部 雅弘

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

秋永 広幸

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

吉田 郵司

エネルギー・環境

エネルギー・環境領域研究戦略部 研
究企画室（兼）企画本部

秋永 広幸

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

市野 善朗

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

WG7(信頼性)

コンビーナ

主査

秋永 広幸

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

WG11(ナノ対応エネルギー貯蔵）

コンビーナ

委員

栗山 信宏

エネルギー・環境

電池技術研究部門

幹事委員

鎌田 俊英

エレクトロニクス・製造

フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門

鎌田 俊英

エレクトロニクス・製造

フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門

山本 典孝

エレクトロニクス・製造

フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター

鎌田 俊英

エレクトロニクス・製造

フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門

鎌田 俊英

エレクトロニクス・製造

フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門

CAG

委員

WG2(material)

副委員長

IEC/TC119(プリンテッドエレクト WG2(material)
ロニクス)

エキスパート

WG3(equipment)

(一社)電子情報技術産
業協会

エキスパート
プロジェクトリー
ダー

WG4副委員長 小笹 健仁

エレクトロニクス・製造

WG4(Printabilty)
エキスパート
IEC/TC120(電気エネルギー貯
WG2（ユニットパラメータと試験法）
蔵システム)
IEC/TC211（地理空間情報）

所属ユニット
フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門
フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門
フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門

WG6（リモートセンシング画像センサの校正検証）

(一社)電気学会

委員

エキスパート

IEC/IECRE（再生可能エネルギー）

（一社）日本電機工業会 委員

フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門

鎌田 俊英

エレクトロニクス・製造

フレキシブルエレクトロニクス研究セン
ター
（兼）電子光技術研究部門

大谷 謙仁

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

竹山 優子

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

大谷 謙仁

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

ISO/IEC/JTC1（情報技術）
HOD
WG9（ビッグデータ）

委員長

伊藤 智

情報・人間工学

情報・人間工学領域研究戦略部

委員

河合 和哉

情報・人間工学

情報技術研究部門

主査

河合 和哉

情報・人間工学

情報技術研究部門

主査

伊藤 智

情報・人間工学

情報・人間工学領域研究戦略部

主査

伊藤 智

情報・人間工学

情報・人間工学領域研究戦略部

委員

河合 和哉

情報・人間工学

情報技術研究部門

主査

伊藤 智

情報・人間工学

情報・人間工学領域研究戦略部

伊藤 智

情報・人間工学

情報・人間工学領域研究戦略部

WG10（インターネットオブシングズ）

HOD
SWG Directives（ディレクティブズ）

ISO/IEC/JTC1

SWG Management（マネージメント）

HOD

SWG Planning（プランニング）

HOD

（一社）情報処理学会
委員

戸村 哲

環境安全本部 情報基盤部

エキスパート

錦見 美貴子 情報・人間工学

情報技術研究部門

委員

田中 哲

情報・人間工学

情報技術研究部門

委員

蔵田 武志

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

蔵田 武志

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員長

渡邊 創

情報・人間工学

情報技術研究部門

オブザーバ

寳木 和夫

情報・人間工学

情報技術研究部門

委員

古原 和邦

情報・人間工学

企画本部（兼）情報技術研究部門

委員

渡邊 創

情報・人間工学

情報技術研究部門

エキスパート

辛 星漢

情報・人間工学

情報技術研究部門

SC7(ソフトウェアおよびシステム技術)
エキスパート
SC22（プログラミング言
語、その環境及び
ECMA Script Ad Hoc
システムソフトウェアイ
ンタフェース）
SC24(コンピュータグラフィックス，画像処理及び環境
データ表現)

プロジェクトエ
ディタ

HOD

SC27(セキュリティ技
術)

プロジェクトエ
ディタ
ISO/IEC/JTC1

SC27(セキュリティ技
術)

WG2(暗号とセキュリティメカニ
ズム)

（一社）情報処理学会
プロジェクトコエ
ディタ
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国際標準関連機関 TC/SC名称等
WG3（セキュリティの評価・試
験・仕様）
SC27(セキュリティ技
術)

国際委員会
参加地位
プロジェクトエ
ディタ
プロジェクトエ
ディタ

国内審議委員会

氏名

領域名

委員

坂根 広史

情報・人間工学

情報技術研究部門

エキスパート

山田 朝彦

情報・人間工学

情報技術研究部門

委員

山田 朝彦

情報・人間工学

情報技術研究部門

エキスパート

委員

坂無 英徳

情報・人間工学

人工知能研究センター

HoD

委員長

関 喜一

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

関 喜一

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

関 喜一

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

大山 潤爾

情報・人間工学

人間情報研究部門

WG5（アイデンティティ管理とプ プロジェクトエ
ライバシー技術）
ディタ
SC29(音声、画像、マ
ルチメディア、ハイパー WG1(静止画像符号化)
メディア情報符号化)

プロジェクトエ
ディタ
プロジェクトエ
ディタ
WG6(ユーザインタフェースアク
プロジェクトリー
セシビリティ)
ダー、エキス
パート
WG8（ User interfaces for
（一社）情報処理学会
remote interactions）

WG5(文化及び言語適合性)
SC35(ユーザインター
フェース)

ISO/IEC/JTC1

WG2(バイオメトリックテクニカ
ルインタフェース）

SC37（バイオメトリク
ス）

委員

大岩 寛

情報・人間工学

情報技術研究部門

HOD

委員長

山田 朝彦

情報・人間工学

情報技術研究部門

プロジェクトエ
ディタ

委員

山田 朝彦

情報・人間工学

情報技術研究部門

WG3（バイオメトリックデータ交
換フォーマット）

委員

大塚 玲

情報・人間工学

情報技術研究部門

WG4（バイオメトリックシステム
HOD
の技術的実装）

主査

山田 朝彦

情報・人間工学

情報技術研究部門

エキスパート

大木 哲史

情報・人間工学

情報技術研究部門

委員

大塚 玲

情報・人間工学

情報技術研究部門

主査

山田 朝彦

情報・人間工学

情報技術研究部門

委員

伊藤 智

情報・人間工学

情報・人間工学領域研究戦略部

（一社）電子情報技術産
委員
業協会

伊藤 智

情報・人間工学

情報・人間工学領域研究戦略部

WG5（バイオメトリック技術の試
験及び報告）

コエディタ

WG6（バイオメトリクスに関わる
HOD
社会的課題）
SC38(分散アプリケーションプラットフォーム及びサービ
エキスパート
ス)
SC39(ＩＴの及びＩＴによ
るサステナビリティ)

所属ユニット

WG1(Resource Efficient Data
Centres)

エキスパート

ASTM International（米国試験材料協会)
ASTM International

E

50(Environmental Assessment,
Committee
Risk Management and
member
Corrective Action)

張 銘

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

ASTM International

D

18(Soil and Rock)

Committee
member

張 銘

地質調査総合センター

地圏資源環境研究部門

蔀 洋司

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

蔀 洋司

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

CIE(国際照明委員会)
CIE/JTC2(光度単位カンデラの現示方法)

委員

CIE/JTC5(CIE S009/IEC62471の見直し)

共同議長（CoChair）

（一社）日本照明委員会
（JCIE）
委員
第2部会国内委員会
（一社）日本照明委員会
（JCIE）
委員長
JTC5特別技術委員会

TC1-60(コントラスト感度関数)

副幹事

委員長

伊藤 納奈

情報・人間工学

人間情報研究部門

TC1-61(色のカテゴリマップ)

委員

委員

佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

氏家 弘裕

情報・人間工学

人間情報研究部門

R1-66(ダイナミックなまたはステレオの映像による健康
レポーター
への影響)
副幹事

CIE/Division1(視覚と色)

（一社）日本照明委員会
（JCIE）第1部会国内委 委員長
員会

伊藤 納奈

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

委員

佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

幹事

坂本 隆

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

坂本 隆

情報・人間工学

人間情報研究部門

（一社）日本照明委員会
（JCIE）第1部会国内委 委員
員会

坂本 隆

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

木下 健一

計量標準総合センター

評価部（兼）物理計測標準研究部門

委員長

蔀 洋司

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

TC1-84(目立ちの視野)

TC1-89(色覚障がい者向け画像強調)
委員
CIE/Division1(視覚と色)および
JTC（Revision of CIE 143: 2001）
Division4（交通用の照明と信
号）

副委員長

副部会長、
日本代表委員

委員

神門 賢二

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

TC2-49(閃光灯の測光)

委員

委員

佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

TC2-63(ハイパワーLEDの光学測定)

委員

委員

神門 賢二

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

木下 健一

計量標準総合センター

評価部（兼）物理計測標準研究部門

蔀 洋司

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

CIE/Division2(光と放射の物理
委員
測定)
TC2-69(CIEにおける照度計・輝度計の性能クラス分け)
日本代表委員

（一社）日本照明委員会
委員
（JCIE）
第2部会国内委員会
委員長

日本代表委員

委員長

蔀 洋司

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

委員
（タスクグループ
メンバー）

委員

神門 賢二

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

TC2-74(光源のゴニオ分光放射測定)

日本代表委員

委員長

蔀 洋司

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

TC2-79（積分球に基づく測光および分光放射測定）

日本代表委員

委員長

蔀 洋司

計量標準総合センター

物理計測標準研究部門

伊藤 納奈

情報・人間工学

人間情報研究部門

佐川 賢

情報・人間工学

人間情報研究部門

TC2-71(LEDランプ、照明、モジュールの試験規格
（ISO/CIE規格）)

CIE/Division3(屋内環境と照明
TC3-44(高齢者および視覚障害者のための照明)
設計)
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委員
委員

（一社）日本照明委員会
（JCIE）
第3部会国内委員会

国際標準関連機関 TC/SC名称等

国際委員会
参加地位

国内審議委員会

氏名

領域名

所属ユニット

OMG(Object Management Group)
委員

委員

Biggs Geoffrey 情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

田口 研治

情報・人間工学

情報技術研究部門

委員

神徳 徹雄

情報・人間工学

知能システム研究部門

委員

堀 俊夫

情報・人間工学

人間情報研究部門

共同議長

委員

安藤 慶昭

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター（兼）
知能システム研究部門

委員

委員

Biggs Geoffrey 情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

共同議長

委員

堀 俊夫

情報・人間工学

人間情報研究部門

委員

安藤 慶昭

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター（兼）
知能システム研究部門

委員

Biggs Geoffrey 情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

Co-leader

島本 晴夫

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

MAL

山道 正明

エネルギー・環境

太陽光発電研究センター

共同議長

山道 正明

エネルギー・環境

太陽光発電研究センター

OMG/System Assurance Platform Task Force
共同議長
OMG/Robotics Domain Task Force (Robotics-DTF)

共同議長

OMG/Robotics Domain Task Force (Robotics-DTF)/
Robotic Functional Service Working Group

共同議長

OMG/Robotics Domain Task Force (Robotics-DTF)
/Infrastructure Working Group

OMG/Robotic Interaction Service Framework Finalization Task Force (RoIS FTF)

OMG/Hardware Abstraction Layer for Robotic Technology (HAL4RT) Finalization Taskforce

委員
委員

（一社）日本ロボット工
業会

（一社）組込みシステム
技術協会

SEMI （Semiconductor Equipments and Materials International）
SemiconJapan STS
Package Program委員
会

SEMI/STS Programing Committee
SEMI/International Standard Committee
GCS member
SEMI/Global PV Materials Committee
Global Member

SEMI Japan Regional
Standard Committee
SEMI PV Technical
Committee Japan
Chapter
Japan PV Materials
Committee

共同議長

福田 哲生

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究センター

SEMI/Assembly ＆ Packaging Global Technical Committee

Japan TC Chapter

メンバー

島本 晴夫

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

SEMI/3DS-IC Global Technical Committee

3DS-IC JPN TC
Chapter

Co-leader

島本 晴夫

エレクトロニクス・製造

ナノエレクトロニクス研究部門

OECD（経済協力開発機構）/WNT（テストガイドライン・プログラムのナショナル・コーディネーター作業部会）
OECD/ナノ材料に係る吸入テストガイドライン・ガイダンス文書改正専門家グループ

エキスパート

五十嵐 卓也 エネルギー・環境

安全科学研究部門

UN-TDG（国連危険物輸送）/GHS(化学品の分類と表示に関する世界調和システム)専門家委員
TDG/GHS 小委員会

エキスパート

(社)全国火薬類保安協 国際化対応委
薄葉 州
会
員

エネルギー・環境

安全科学研究部門

藤本 俊幸

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

衣笠 晋一

総務本部
計量標準総合センター

物質計測標準研究部門（兼）計量標準
普及センター

委員

植村 壽公

生命工学

創薬基盤研究部門

VAMAS国際運営委員会
日本代表委員
VAMAS/TWA28(合成ポリマーの分析法)

議長

VAMAS/TWA30(組織工学 細胞の足場及び細胞ソースの安全性・有効性評価)

VAMAS国内対応委員
会

OIML(国際法定計量機関）
OIML/TC3(計量規則)

SC5(適合性評価)

委員

田中 秀幸

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

OIML/TC5(計量器に関する一
般要求事項)

SC2(ソフトウェア)

主査

渡邊 宏

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門（兼）工学計測
標準研究部門

委員

OIML/TC6(包装商品)
OIML/TC16（汚染度計量器）

OIML/TC17（物理・化学計測機 SC1（穀物水分計）及びSC8（穀物タンパク質計）
器）
SC 7（証拠用呼気アルコール分析計）

田中 秀幸

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

（一財）日本計量機器工
委員長
業連合会

井原 俊英

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員長

井原 俊英

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

沼田 雅彦

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

委員

下坂 琢哉

計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

齋藤 則生

計量標準総合センター

分析計測標準研究部門

ICRU（国際放射線単位測定委員会）
メンバー
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参考資料 2

日本工業標準調査会
AIST 委員一覧
（H28.3 月調査時点）

№

委員会名

1 総会

氏

名

所属ユニット

三木 幸信

理事

三木 幸信

理事

奈良 広一

イノベーション推進本部

伊藤 納奈

人間情報研究部門

高津 章子

物質計測標準研究部門

奈良 広一

イノベーション推進本部

高津 章子

物質計測標準研究部門

平井 亜紀子

工学計測標準研究部門

市川 直樹

製造技術研究部門

基本政策部会

2
3

知的基盤整備
標準第一部会

4
5

基盤技術

6
7

化学・環境技術

8
機械要素技術

9
10

消費生活技術

都築 和代

人間情報研究部門

11

高齢者・障害者支援

倉片 憲治

イノベーション推進本部
（兼)人間情報研究部門

伊藤 智

情報・人間工学領域研究戦略部

伊藤 智

情報・人間工学領域研究戦略部

12
13

標準第二部会
情報技術
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参考資料 3

国際標準関係機関の概要
（H28.3 月調査時点）

【ISO 国際標準化機構】
・ 名

称 ：

International Organization for Standardization(ISO)

・ 歴

史 ：

ISA(万国規格統一協会、1928 年設立)を前身とし、戦後(1947年)に、連合国の国家標準化団体によりISO と
して正式に発足。

・ 地

位 ：

スイス民法第 60 条に基づくスイスにおける法人。

・ 目

的 ：

１ヶ国につき代表的標準化機関が１機関だけが加入することができる。分野における国際間の協力を助長する
ために標準化の促進を図ること。

・会員資格：

１ヶ国につき代表的標準化機関が１機関だけが加入することができる。日本は、JISC(日本工業標準調査会)が
1952 年に閣議了解に基づき加入。

・対象規格数等： 参加国数：165 ヶ国 、規格数：20,493 規格
委員会数：専門委員会(TC)：238

【IEC 国際電気標準会議】
・ 名

称 ：

International Electrotechnical Commission(IEC)

・ 歴

史 ：

1906 年に英国・ロンドンにて設立。1948 年に中央事務局はロンドンからスイス・ジュネーブに移設。

・ 地

位 ：

スイス民法第 60 条に基づくスイスにおける社団法人。

・ 目

的 ：

電気・電子技術分野の国際規格を作成しその普及を図ること。

・会員資格：

１ヶ国につき代表的機関が１機関だけ会員資格を認められる。日本はJISC(日本工業標準調査会)が1953年に
閣議了解に基づき加入。

・対象規格数等： 加盟国数：83 ヶ国(含む準会員)
規格数 ：6,895 規格
委員会数：専門委員会(TC)97、分科委員会(SC)77、作業グループ(WG)506

【CIE 国際照明委員会】
・ 名

称 ：

International Commission on Illumination(CIE)

・ 歴

史 ：

1913年に、ドイツ・ベルリンで発足。

・ 地

位 ：

オーストリア・ウィーンに本部を置く非営利団体。

・ 目

的 ：

光と照明の分野における科学・技術・工芸に関するあらゆる事項について，国際協力を図るため国際フォーラ
ムを開催し、同分野の標準・計測方法を開発する。 ISO及びIEC とは協力関係にあり、光と照明分野の国際
規格原案の作成を行っている。

・会員資格：

日本は、1922年に日本照明委員会が発足し、1924年大会に初参加、1927年に正式加盟した。

・対象規格数等： 参加国数：36 ヶ国, 規格数：ISO/IEC/CIE 17 規格、CIE 9 規格、技術報告書169
委員会数：部会(Division) 7、技術委員会(TC) 75

【OMG Object Management Group】
・ 名

称 ：

Object Management Group

・ 地

位 ：

非営利のソフトウェア標準化コンソーシアム

・ 目

的 ：

ソフトウェア開発の生産性向上を目指し、相互運用可能な分散ソフトウェア技術の標準化を推進する。代表的な
ものとしてCORBA(分散オブジェクト技術のためのミドルウェア)やUML(オブジェクトモデルを表現するための
記述言語)等がある。

・会員資格：

DTC(Domain Technology Committee)と、Platform Technology Committee(PTC)という双方の技術委員会で
の提案、投票権を持つ Contributing Member、DTC のみの提案、投票権を持つ Domain Member、PTC のみ
の提案、投票権を持つ Platform Member、TF(Task Force)と SIG(Special Interest Group)での投票権を持つ
Influencing Member、Government Member、University Member、１団体１名の会議参加資格を持つ Trial
Member、年間２回、１団体１名の会議参加資格を持つ Analyst Member がある。

・対象規格数等： 会員数：約270 団体, 規格数：約230 件
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【VAMAS】
・ 名

称 ：

Versailles Project on Advanced Materials and Standards

・ 歴

史 ：

1982年のベルサイユサミットにおいて、新技術の貿易発展の促進及び技術的障壁の撤廃に貢献するために
合意された国際協力プロジェクトで1983年に発足、1987年に当時のサミット参加先進7か国及びEUの署名に
よるMoUを締結して、実質的な活動を開始した。我が国では工業技術院長名及び科学技術庁事務次官名で署
名された。

・ 目

的 ：

新材料の使用基準案や仕様案を策定するに必要な技術的基盤を提供することにあり、このような試験・評価技
術の研究を各国間の共同研究で推進し、その成果を標準化機関の活動に活かしていこうとする。
ここでの審議結果はISOやIECの場にfast trackとして標準提案することができる。

・参加国等：

15 ヶ国１機関で構成

・委員会等：

技術委員会 TWA は 16，主に高分子、超伝導材料、ならびに材料の表面分析、ナノテクノロジーが議論されて
いる。
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参考資料 4

国際標準化活動の実績

国際標準化活動に係る実績

＊エキスパート活動実施者数には、プロジェクトリーダー等を含む。

平成 27 年度において、282 名が国際標準化委員会へエキスパートとして参画した。
また、国際標準化委員会へ 48 名が役職者として参画した。
国際標準の提案に係る実績

平成 27 年度において、国際標準 24 件、国内標準 9 件、計 33 件を提案した。
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〒305 8560 つくば市梅園1-1-1 中央第1
イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部
TEL：029 862 6234 FAX：029 862 6222
産総研ホームページ http://www.aist.go.jp/

