
参考資料１ 
 

 

ISO/IEC等国際標準関係機関 

関係者一覧  
 

 

 

 

国際標準関係機関関係者延べ人数 

 
ISO 368 

IEC 141 

ISO/IEC/JTC1 36 

ASTM International 2 

CIE 23 

OMG 9 

SEMI 6 

OECD/WNT 1 

UN-TDG 1 

VAMAS 3 

OIML 7 

ICRU 1 

合計 598 

 
       （H28.3月調査時点） 

 

参考資料1

ISO/IEC等国際標準関連機関
関係者一覧

国際標準関連機関関係者延べ人数





103

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

委員 岸本　勇夫  計量標準総合センター 計量標準普及センター

委員 藤間 一郎 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 委員 津越　敬寿  計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

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

エキスパート
（国研）産業技術総合研
究所

委員 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

ISO/COPOLCO(消費者政策委
員会)

エキスパート （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  計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

事務局 朝海　敏昭 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、事務局 齋藤　剛 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

エキスパート 城野　克弘 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

委員 太田　充恒 地質調査総合センター 地質情報研究部門

委員 齋藤　剛 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 齋藤　剛 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 齋藤　剛 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 齋藤　剛 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 齋藤　剛 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 齋藤　剛 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 齋藤　剛 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 齋藤　剛 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 齋藤　剛 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 委員長 田中　充 計量標準総合センター 研究顧問

委員 岸本　勇夫  計量標準総合センター 計量標準普及センター

委員 倉片　憲治
イノベーション推進本部
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 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

委員 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 評価部

委員 中村　良介 情報・人間工学 人工知能研究センター

委員 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

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
ターフェース）)

エキスパート （公社）自動車技術会 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 イノベーション推進本部

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

WG1(測定結果の表示(粒子径
分布、粒子形状、平均粒子径
など）)

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

WG3(比表面積・細孔分布・気
孔率)

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

WG6(レーザー回折法) 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 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

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
測定法)

エキスパート 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

ISO/TC12(量及び単位)

ISO/TC20(航空機及び宇宙機)

国内審議委員会

ISO/CASCO(適合性評価委員
会)

ISO/REMCO(標準物質委員会)

国際標準関連機関　TC/SC名称等

ISO（国際標準化機構）

WG28(技術試験)

JWG34（ISO/IEC TS 17021-2改訂）

JWG43(ISO Guide34改正）

WG44（ISO/IEC 17025改訂）

（一財）日本規格協会

優先課題WG

（国研）産業技術総合研
究所

CAG（議長諮問グループ）

AHG3(ISO Guide34改正補助)

（一社）日本計量振興協
会

SC13(宇宙データ及び情報転送システム)

（国研）宇宙航空研究開
発機構

WG7(動的光散乱法)

AHG4（高純度認証標準物質）

AHG5(均質性、安定性評価法の調査)

WG10(用語の定義とISO Guide30改正)

WG13(定性分析に関する標準物質)

WG14(ISO Guide31 改正)

WG15(計量計測トレーサビリティ)

WG16(ISO Guide35改正)

WG19(全部改訂作業）

JWG20(e-healthの量と単位）

SC14(宇宙システム及び運用)

ISO/TC24(粒子特性評価及び
ふるい)

SC4(粒子特性評価)
（一社）日本粉体工業技
術協会
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国内審議委員会国際標準関連機関　TC/SC名称等

委員 綾　信博 イノベーション推進本部

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

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 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

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

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

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 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 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 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

WG8(コークス及び石炭残渣中
の主要、少量及び微量元素)

委員 鈴木　善三 エネルギー・環境 創エネルギー研究部門

（一社）日本計量機器工
業連合会/（一財）新日
本検定協会

委員長 寺尾　吉哉 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG13(商用DME燃料の分類と
スペック)

コンビーナ 小熊　光晴 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

WG14(DME分析方法) エキスパート 小熊　光晴 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

国際議長 後藤　新一 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

WG4(低温液体のサンプリング) エキスパート
（一社）日本海事検定協
会

委員 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

（一社）日本機械学会 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

エキスパート 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

WG17(ウェッジメーター） エキスパート 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

SC5(速度法及び質量
法)

WG4(コリオリ質量流用計)
（一社）日本計量機器工
業連合会/(一社）日本
電気計測器工業会

委員長 寺尾　吉哉 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ISO/TC33(耐火物) 耐火物技術協会 委員 阪口　修司 中部センター産学官連携推進室

委員 水原　清司 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

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

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

コンビーナ、
プロジェクトリー
ダー

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

WG18(建物内及び建物要素の
遮音測定)

プロジェクトリー
ダー、エキス
パート

委員 佐藤　洋 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG29(住宅の遮音性能の表示
方法)

エキスパート 委員 佐藤　洋 情報・人間工学 人間情報研究部門

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

日本ゴム工業会 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 船橋　正弘  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

プロジェクトリー
ダー

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

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

委員 堀内　伸 材料・化学 ナノ材料研究部門

WG5(接着剤) オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

ISO/TC27(固体燃料)
（一財）石炭エネルギー
センター

ISO/TC43(音響)

WG1(聴覚閾値)

SC2(建築物の音響)

SC5(物理・化学的性
質)

SC1(用語)

WG11(試料調整及び標準粒子)

WG 17（ゼータ電位測定法）

SC3(コークス)

SC4(サンプリング)

SC2(石油及び関連製品の計測)

SC7(石油製品及び潤滑油/バイオ燃料)

SC5（分析方法）

SC4(分類及び仕様)

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)

WG12(工作機械の環境評価）

SC2(差圧検出法)

ISO/TC24(粒子特性評価及び
ふるい)

SC4(粒子特性評価)
（一社）日本粉体工業技
術協会

ISO/TC61(プラスチック)
（一社）日本プラスチック
工業連盟

WG11(分析的手法)

WG22(生物分解性)

WG23(バイオプラスチックの試
験法)

SC11(製品)

(一社）日本電気計測器
工業会

ISO/TC28(石油製品及び潤滑
油)

石油連盟

ISO/TC30(管路における流量測
定)

ISO/TC39(工作機械)
（一社）日本工作機械工
業会

（一社）日本音響学会

石油連盟

WG23(熱膨張測定)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国内審議委員会国際標準関連機関　TC/SC名称等

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

WG1(強化材及びその製品) オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

WG2(積層剤及び成型用コンパ
ウンド)

エキスパート 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

委員 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

エキスパート 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

エキスパート 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

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 委員 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 滝澤　賢二 材料・化学 機能化学研究部門

ISO/TC91(界面活性剤) 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
会

委員 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 臼田　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

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

WG11(熱画像) エキスパート （一社）日本機械学会 兵藤　行志 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部

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 知的財産・標準化推進部

コンビーナ 委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部

JWG5(体温計)
(IEC/TC62/SC62D/JWG8)

エキスパート
（一社）日本医療機器工
業会／（一社）電子情報
技術産業協会

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

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

エキスパート 委員 谷川　ゆかり 情報・人間工学 人間情報研究部門

ISO/TC122(包装) コンビーナ
(公社）日本包装技術協
会

佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

ISO/TC123(平軸受) （一社）日本機械学会 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

エキスパート 委員 河内  眞紀子 情報・人間工学 人間情報研究部門

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 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

エキスパート 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

エキスパート 委員長 兵藤　行志 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG2(通則)
コンビーナ、
プロジェクトリー
ダ

兵藤　行志 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

委員 忽那　周三 エネルギー・環境 環境管理研究部門

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 四国センター

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

WG31(排ガス中の個別VOC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

SC6(室内空気)
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

委員長 松原　一郎 関西センター

WG1(真空ポンプ関連)

WG2(真空計測関連)

WG3(真空部品関連)

WG9(包装のアクセシブルデザイン)

WG1(人体計測)

ISO/TC69(統計的方法の適用)

ISO/TC85(原子力)

SC2(放射線防護）

ISO/TC112(真空技術)

WG2(参照放射線)

SC5(機械の状態監視
と診断)

SC6(測定方法及び測定結果)

WG3(放射線加工)

（公社）日本保安用品協
会

SC8(冷媒及び冷凍機
油)

（公社）日本冷凍空調学
会

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/TC133（衣料品のサイズ設
定システム）

日本アパレル工業技術
研究会

ISO/TC135(非破壊試験)
（一社）日本非破壊検査
協会

SC8(赤外線サーモグラ
フィ試験)

ISO/TC146(大気の質)

（一社）産業環境管理協
会

ISO/TC86(冷凍技術及び空気
調和技術)

ISO/TC108(機械の振動、衝撃
及び状態監視)

(一社)日本真空学会

ISO/TC121(麻酔装置及び人工
呼吸器関連装置）

SC3(医用人工呼吸器)

WG2(デジタルフィッティング）

WG4（衣服の寸法計測）

SC6(漏れ試験法)

SC1(固定発生源大気
の測定)

ISO/TC61(プラスチック)
（一社）日本プラスチック
工業連盟

SC13(複合材料及び強
化用繊維）
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国内審議委員会国際標準関連機関　TC/SC名称等

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

エキスパート 委員長 田尾　博明 四国センター

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

エキスパート 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

エキスパート 委員 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 谷保　佐知 エネルギー・環境 環境管理研究部門

（一社）日本ファインセラ
ミックス協会

委員 廣瀬　志弘 生命工学 健康工学研究部門

（一社）日本医療機器テ
クノロジー協会

委員長 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

エキスパート
（一社）日本医療機器テ
クノロジー協会

委員長 山根　隆志 生命工学 健康工学研究部門

コンビーナ 委員 廣瀬　志弘 生命工学 健康工学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 本間　一弘 評価部

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

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

セクレタリ 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

コンビーナ オブザーバー 佐川　賢 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

エキスパート 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 大山　潤爾 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG2(Ergonomic principles
related to mental work )

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  情報・人間工学 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

国際幹事 小林　吉之 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

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

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

委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG4(筋力：手作業と許容限界) エキスパート 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

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

WG8(コントロールセンターの人
間工学的設計)

委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

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

コンビーナ 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

ISO/TC150(外科用体内埋没
材)

WG5（人間中心組織管理）

(一社)日本人間工学会
（産総研）

(一社)日本人間工学会

SC3(人体計測と生体
力学)

WG1(人体計測)

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）

WG12(映像の生体安全性)

WG2(視覚表示の条件)

SC1(材料)

SC2(心臓外科)

SC4(人工関節及び人工骨)

SC5(骨固定器具及び脊椎固定器)

SC6(活動型埋込機器)

SC1(人間工学の指導
原理）

（一社）日本ファインセラ
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

SC2(物理的・化学的・
生物学的方法)

WG33（Ion chromatography）

WG72(メチルシロキサン）

ISO/TC147(水質)
(一社)産業環境管理協
会

（一社）日本ファインセラ
ミックス協会

WG2(特別な配慮を必要とする人々のための人間工学)

SC7(再生医療機器) WG3(硬組織用再生医療機器)

ISO/TC159(人間工学)

（一社）日本人間工学会
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国内審議委員会国際標準関連機関　TC/SC名称等

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

コンビーナ 委員 伊藤　納奈 情報・人間工学 人間情報研究部門

セクレタリ 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

WG3(力計校正の不確かさ) 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

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

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

日本光学工業協会 委員 永壽　伴章 つくばセンター　つくば東事業所

エキスパート
(一社)日本望遠鏡工業
会

主査 永壽　伴章 つくばセンター　つくば東事業所

日本福祉用具・生活支
援用具協会

委員 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 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

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

エキスパート 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

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

SC7(土及び現地評価) WG6(溶出試験）
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

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
協会

主査 栗山　信宏 エネルギー・環境 電池技術研究部門

ISO/TC198(ヘルスケア製品の
滅菌)

エキスパート
（一社）日本医療機器学
会

委員 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
合会

委員 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

幹事補佐 東　康史 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 藤本　俊幸  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 一村　信吾 特別顧問

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

エキスパート 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

エキスパート 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

CAG(Chairman's advisory
group )　SG３

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

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

委員 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

委員 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

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)

ISO/TC173(福祉用具)

(公財）共用品推進機構

ISO/TC184(オートメーションシ
ステム及びインテグレーション)

(一財)製造科学技術セ
ンターSC5(アーキテクチャ、

通信とフレームワーク)
WG10(生産システム環境評価
手法)

ISO/TC164(金属の機械試験)
（一財）日本規格協会、
（一社）日本鉄鋼連盟他

SC1(一軸試験)

SC3(硬さ試験)

ISO/TC172(光学及びフォトニク
ス)

SC4(産業データ)

SC1(車いす)

ISO/TC202(マイクロビーム分
析)

（一財）日本規格協会/
表面化学分析技術国際
標準化委員会

SC4(走査型電子顕微鏡（SEM）)

ISO/TC190(地盤環境)

SC7(土及び現地評価)

(公社)地盤工学会

ISO/TC201(表面化学分析)
表面化学分析技術国際
標準化委員会

WG3(X線反射率)

SC6(二次イオン質量分析法)

SC9(走査型プローブ顕
微鏡法)

ISO/TC199(機械類の安全性)

SC3（有機汚染物質）

ISO/TC192(ガスタービン)

SC2(一般的手順)

SC4(深さ方向の分析)

SC5(オージェ電子分光法)

SC7(X線光電子分光法)

SC3(分析電子顕微鏡（AEM）)

SC4(靱性試験)

SC4(望遠鏡)

WG10(水素吸蔵合金)

WG9(無菌操作法)

SC7(アクセシブルデザ
イン)

WG6(安全な距離と隙間)

ISO/TC159(人間工学) （一社）日本人間工学会
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氏名 領域名 所属ユニット国内審議委員会国際標準関連機関　TC/SC名称等

国際幹事 委員 阪口　修司 中部センター産学官連携推進室

委員 大司　達樹 材料・化学 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

プロジェクトリー
ダー

委員 宮崎　広行 材料・化学 構造材料研究部門

コンビーナ、
プロジェクトリー
ダー、
エキスパート

委員 竹内 浩士 評価部

プロジェクトリー
ダー

委員 小西　由也 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

プロジェクトリー
ダー

委員 大古　善久 エネルギー・環境 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

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

プロジェクトリー
ダー

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

委員 玄地　裕 エネルギー・環境 人事部（兼）安全科学研究部門

委員 匂坂　正幸 エネルギー・環境 安全科学研究部門

ISO/TC211(地理情報)
（公財）日本測量調査技
術協会

幹事会アドバ
イザー

岩男　弘毅 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
準協議会

団体委員 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

エキスパート 阿部　誠 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

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 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 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 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

委員 小島　鋭士 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

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

エキスパート 委員 片浦　弘道 材料・化学 ナノ材料研究部門

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 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

エキスパート 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

エキスパート 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 生命工学 健康工学研究部門

（一社）日本ファインセラ
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

ISO/TC206(ファインセラミック
ス)

WG3(化学分析)

WG9(光触媒)

WG10(コーティング）

WG6(機械的特性）

JWG1(用語・命名法)

WG12(エンジニアリング応用)

ISO/TC207(環境管理)

SC5(ライフサイクルアセスメント)

（一社）産業環境管理協
会

SC7(GHGマネジメント及び関連事項)

ISO/TC213(製品の寸法・形状
の仕様及び評価)

WG10(三次元測定機)
（一財）日本規格協会

CAG(議長諮問グループ)

WG6(画像)

WG4(測定の不確かさと決定規則)

ISO/TC212(臨床検査及び体外診断検査システム)

WG2(粉)

JWG2(計量・計測)

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

WG3(環境・安全)

（国研）産業技術総合研
究所
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氏名 領域名 所属ユニット国内審議委員会国際標準関連機関　TC/SC名称等

エキスパート 田中　充 計量標準総合センター 研究顧問

プロジェクトリー
ダー、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 主査 田中　充 計量標準総合センター 研究顧問

委員 五十嵐　卓也 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 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 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 蛯名 武雄 材料・化学 化学プロセス研究部門

エキスパート 茂里　康 生命工学 健康工学研究部門

委員 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 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 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 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

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）・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 田中　充 計量標準総合センター 研究顧問

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）・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

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 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 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 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 イノベーション推進本部

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 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

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 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 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 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 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 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 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 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 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

オブザーバー 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

共同コンビーナ 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
委員

田中　敦子 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 主査 赤井　誠 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

委員 WG委員 田中　敦子 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

委員 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

スタディグループ（ナノバイオ）

WG4(材料)

（国研）産業技術総合研
究所

(公社)日本煙火協会

（財）エネルギー総合工
学研究所

ISO/TC256(顔料、染料及び体
質顔料)

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)

（財）エネルギー総合工
学研究所

ISO/TC261(積層造形)
技術研究組合次世代３
Ｄ積層造形技術総合開
発機構

ISO/TC264(花火)

WG1（用語）

WG2（カテゴリーと種類）

WG3(安全要求事項とラベル)

WG4(試験方法)

CAG(議長諮問グループ)

WG1(エネルギーマネジメントシステム・ガイダンス)

WG2(ベースラインおよびEnPIs)

WG3(測定と検証)

WG4(エネルギー監査)

-

ISO/TC242(エネルギーマネジメ
ント)

WG1(省エネルギーの方法論的枠組み)

ISO/TC265(炭素回収輸送貯
留)

(公財)地球環境産業技
術研究機構

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)

(財）エネルギー総合工
学研究所

Risk management technical panel

WG2(輸送)

WG2（材料・構造・構成要素)

ISO/TC266(バイオミメティック) （公社）高分子学会

WG2(地域における省エネルギーの検証)

WG3(プロジェクトにおける省エネルギーの検証)

JWG4(組織の省エネ方法)

WG1(用語)

WG2(方法、プロセス及び材料)

WG3(試験方法)

WG4(データと設計)

CAG(議長諮問グループ)

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

WG3(環境・安全)

WG7(特殊機能)
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氏名 領域名 所属ユニット国内審議委員会国際標準関連機関　TC/SC名称等

ISO/TC266(バイオミメティック) エキスパート （公社）高分子学会 委員 山口　智彦 材料・化学 機能化学研究部門

委員 坂本　隆 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 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

エキスパート 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

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 安井　久一 材料・化学 無機機能材料研究部門

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 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

エキスパート 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

オブザーバー 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

エキスパート 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 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 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 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 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

エキスパート 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

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

IEC/System Committee
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

国際幹事 委員 関　喜一 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 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

エキスパート 委員 本間　一弘 評価部

エキスパート 委員 本間　一弘 評価部

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

エキスパート （一社）日本電機工業会 委員長 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

エキスパート 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

（一社）日本照明委員会
（JCIE）/ISO TC274国内
審議委員会

（一社）再生医療イノ
ベーションフォーラム
（FIRM)

ISO/TC276(バイオテクノロジー)

WG3(分析手法)

WG3(バイオミメティックス構造最適化)

（一社）ファインバブル産
業会

IEC/SMB(標準管理評議会)
ACART(ロボット技術応用諮問委員会 )

SyC on Smart Cities

Active Assisted Living (AAL)

IEC/ACSEC(情報セキュリティとデータプライバシ)

ISO/TC299(ロボットとロボティッ
クデバイス）

（一社）日本ロボット工
業会

WG2(サービスロボットの安全性)

WG4(サービスロボットの性能)

JWG5(手術用ロボットの安全性）
IEC/TC62/SC62A/JWG9

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

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

JWG9(医療ロボット)
（IEC TC62/62A/JWG9）

WG1(用語)

WG6(サービスロボットのモジュール化）

IEC/TC25(量及び単位) （一財）日本規格協会

IEC/TC34（ランプ類及び関連機
器）

SC34D（照明器具）

WG6（光生物学的安全性）

SC34B（ランプ類口金・受け金・ゲージ及びソケット）

SC34C（放電ランプ用付属装置）

WG5（Physiological quantities and units）

WG6（Telehealth and telemedicine）

ISO/TC281(ファインバブル技
術)

WG1(用語を含む一般原則）

WG2(計測)

WG3（応用）

IEC（国際電気標準会議）

（一社）日本音響学会

IEC/TC31(防爆性雰囲気で使用する機器)

IEC/TC13(電力量計測・負荷制御装置)

SC34A（ランプ類）

（一社）日本照明工業会

（一財）日本規格協会

（一社）電気学会

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)

JWG16(IEC 80279（取扱説明の基本原則）のメンテナン
ス)

ISO/TC274(光と照明)

IEC/TC29(電気音響)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国内審議委員会国際標準関連機関　TC/SC名称等

エキスパート 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

エキスパート 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

エキスパート 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

エキスパート 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 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

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、
プロジェクトリー
ダー

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

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

WG1(同軸) エキスパート 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

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

WG 2 (Characterizations and
testing methods of materials
and structures for micro-
electromechanical systems)

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

WG 3 (Micro-
electromechanical devices and
packaging)

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

（一財）日本規格協会 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 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

WG34IEC 60601-2-76: Medical
Electrical equipment - Part 2-
76:Particular requirements for
the basic safety and essential
performance or ionized gas
coagulation equipment

エキスパート オブザーバー 池原　譲
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

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

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

委員 高橋　孝一 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

SC65A(機能安全) WG17(機能安全と人的要因) エキスパート 委員 中田　亨 情報・人間工学 人工知能研究センター

SC65B(計測及び制御
機器)

WG5(温度検知機) 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 エレクトロニクス・製造 電子光技術研究部門

エキスパート 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 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

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 増田　淳 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

オブザーバー 土井　卓也 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 主査 津田　泉 イノベーション推進本部

エキスパート 主査 津田　泉 イノベーション推進本部

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

（一社）日本電気計測器
工業会

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)

（一社）電子情報通信学
会

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

SC47F(MEMS)

IEC/TC47(半導体デバイス)
(一社)電子情報技術産
業協会

IEC/TC45(原子力計測)

WG10(電気的検知保護設備－視覚的保護装置に対す
る要求事項)

MT61496-1,2(電気的検知保護設備－第1部および第2
部)

MT61496-3(電気的検知保護設備－第3部：拡散反射形
能動的光電保護装置に対する要求事項)

WG9(放射線検出器とシステム)

（一社）日本機械工業連
合会

IEC/TC44(機械類の安全性-電
気的側面)

（一社）日本電機工業会
太陽光発電標準化総合
委員会

WG9（非コヒーレント光源）

（一社）日本画像医療シ
ステム工業会

SC62D(医用電子機器)
（一社）電子情報技術産
業協会

IEC/TC65(工業プロセス計測制
御)

（一社）日本電気計測器
工業会

WG6(BOS(周辺機器))

WG7（集光モジュール）

WG1(用語及び定義)

WG10(工業プロセス測定と制御のためのセキュリティ -
ネットワークとシステムのセキュリティ)

WG2(セル・モジュール)

WG3(システム)

IEC/TC82(太陽光発電システ
ム)

IEC/TC62(医用電気機器)

SC62（放射線治療）

IEC/TC76(レーザー機器の安全
性)

（一財）光産業技術振興
協会

IEC/TC56(ディペンダビリティ)

WG14 (安全関連センサ）
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国内審議委員会国際標準関連機関　TC/SC名称等

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

エキスパート 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

SC86B(光部品)
WG7(光ファイバ接続部品・受
動部品)

委員 雨宮　邦招 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

WG3(光増幅器) オブザーバー 並木　周 エレクトロニクス・製造 電子光技術研究部門

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

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

エキスパート 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

エキスパート 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

エキスパート 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

エキスパート 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 往岸　達也 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 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

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 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

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

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  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

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 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

委員 古瀬　充穂 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 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

エキスパート 委員 山崎　裕文
つくばイノベーションアリーナ推進セン
ター

委員 松井　浩明 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

コンビーナ 委員長 大久保　雅隆  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

IEC/TC91(電子実装技術)
プロジェクトリー
ダー、エキス
パート

（一社）日本電子回路工
業会

委員 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
業協会

客員 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
置)

プロジェクトリー
ダー、エキス
パート

(一社）電子情報通信学
会規格調査会

主査 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

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 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 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 工学計測標準研究部門

(一社)電子情報技術産
業協会

委員長 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

オブザーバー 星野　聰 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

オブザーバー 高橋　達見 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

エキスパート オブザーバー 高橋　達見 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

エキスパート 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

（一社）電気学会

(一社)電子情報通信学
会/（一財）光産業技術
振興協会

IEC/TC86(光ファイバ)

WG4(光測定器校正)

SC86C（光ファイバシス
テム・デバイス）

（一社）ビジネス機械・情
報システム産業協会

IEC/TC105(燃料電池)

WG11(単セル試験方法)

HHG3(Horizontal Harmonization Group 3)

IEC/TC87(超音波）

IEC/TC88(風力タービン)
（一社）日本電機工業会
風力発電システム標準
化委員会

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

IEC/TC90(超電導)

WG8(超電導体の電子特性の試験方法)

WG6(Radio on fibre Transmitter)

(一社）電子情報技術産
業協会

WG6(高強度治療用超音波と集束振動子)

WG8(超音波音場計測)

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）

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）

MT1(風力発電設計要件分科会)

WG1(用語)

WG4(定置用燃料電池システム性能評価試験方法)

WG8(マイクロ燃料電池　安全)

WG9(マイクロ燃料電池　性能)

WG10(マイクロ燃料電池　互換性) （一社）日本電機工業会

（一社）電気学会

(一社)電子情報技術産
業協会

WG4(プリンタビリティ）

WG5(有機ELディスプレイ)

IEC/TC85(電磁気量計測器)

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)

IEC/TC110(電子ディスプレイデ
バイス)

MT2(小形風車設計要件分科会)

MT11（騒音測定方法）

MT12-1(風力発電性能試験方法分科会)

MT22(風力発電認証システム分科会)

WG14(超電導センサ)

WG10（プリント基板とその材料の測定・試験方法）
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エキスパート 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

コンビーナ オブザーバー 高橋　達見 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

エキスパート 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

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

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

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

プロジェクトリー
ダー

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 竹歳　尚之 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 藤本　俊幸  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 副主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

メンバー 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

エキスパート 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

エキスパート 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

エキスパート 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

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

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

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

副委員長 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

エキスパート 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

エキスパート 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

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
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

エキスパート 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

IEC/TC120(電気エネルギー貯
蔵システム)

(一社)電気学会 委員 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

IEC/TC211（地理空間情報） エキスパート 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

（一社）日本電機工業会 委員 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

HOD 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

HOD 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

HOD 主査 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

HOD 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

委員 戸村　哲 環境安全本部　情報基盤部

エキスパート 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

SC22（プログラミング言
語、その環境及び
システムソフトウェアイ
ンタフェース）

ECMA Script Ad Hoc 委員 田中　哲 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 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

HOD 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

プロジェクトエ
ディタ

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

プロジェクトコエ
ディタ

エキスパート 辛　星漢 情報・人間工学 情報技術研究部門

（一社）情報処理学会

ISO/IEC/JTC1

SC27(セキュリティ技
術)

（一社）情報処理学会

(一社)電子情報技術産
業協会

IEC/TC111(電気・電子機器、シ
ステムの環境規格)

(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)

WG3(ナノ材料の性能)

WG7(電子ペーパー)

SWG Directives（ディレクティブズ）

SC7(ソフトウェアおよびシステム技術)

WG2(暗号とセキュリティメカニ
ズム)

ISO/IEC/JTC1
SC27(セキュリティ技
術)

(一社)電子情報技術産
業協会

WG11(ナノ対応エネルギー貯蔵）

(一社)電子情報技術産
業協会

WG8(フレキシブルディスプレイ)

WG3(製品含有化学物質測定WG)

PT63031対応WG

AG4(Chairman Advisory Group)

WG7(信頼性)

ISO/IEC/JTC1（情報技術）

WG9（ビッグデータ）

SWG Management（マネージメント）

SWG Planning（プランニング）

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)

IEC/TC119(プリンテッドエレクト
ロニクス)

WG4(Printabilty)

IEC/IECRE（再生可能エネルギー）

WG10（インターネットオブシングズ）

IEC/TC110(電子ディスプレイデ
バイス)

CAG

WG2(material)

WG2(material)

WG3(equipment)

WG2（ユニットパラメータと試験法）

WG6（リモートセンシング画像センサの校正検証）
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プロジェクトエ
ディタ

委員 坂根 広史 情報・人間工学 情報技術研究部門

プロジェクトエ
ディタ

エキスパート 山田　朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

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

委員 山田　朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

SC29(音声、画像、マ
ルチメディア、ハイパー
メディア情報符号化)

WG1(静止画像符号化) 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

WG5(文化及び言語適合性)
プロジェクトエ
ディタ

委員 関　喜一 情報・人間工学 人間情報研究部門

プロジェクトエ
ディタ

委員 関　喜一 情報・人間工学 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー、エキス
パート

委員 大山　潤爾 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG8（ User interfaces for
remote interactions）

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

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

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
の技術的実装）

HOD 主査 山田 朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

コエディタ 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

WG6（バイオメトリクスに関わる
社会的課題）

HOD 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 委員 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

SC39(ＩＴの及びＩＴによ
るサステナビリティ)

WG1(Resource Efficient Data
Centres)

エキスパート
（一社）電子情報技術産
業協会

委員 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

ASTM International E
50(Environmental Assessment,
Risk Management and
Corrective Action)

Committee
member

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

委員
（一社）日本照明委員会
（JCIE）
第2部会国内委員会

委員 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

共同議長（Co-
Chair）

（一社）日本照明委員会
（JCIE）
JTC5特別技術委員会

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

副幹事 委員長 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

レポーター 委員 氏家　弘裕 情報・人間工学 人間情報研究部門

副幹事 委員長 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 委員 坂本　隆 情報・人間工学 人間情報研究部門

CIE/Division1(視覚と色)および
Division4（交通用の照明と信
号）

副委員長
（一社）日本照明委員会
（JCIE）第1部会国内委
員会

委員 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

副部会長、
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 神門　賢二 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 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

委員 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

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

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

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

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 伊藤　納奈 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

（一社）情報処理学会

ISO/IEC/JTC1

CIE/JTC2(光度単位カンデラの現示方法)

CIE/JTC5(CIE S009/IEC62471の見直し)

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）

WG3（セキュリティの評価・試
験・仕様）

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)

SC27(セキュリティ技
術)

（一社）日本照明委員会
（JCIE）

第2部会国内委員会

（一社）日本照明委員会
（JCIE）第1部会国内委

員会

CIE/Division3(屋内環境と照明
設計)

（一社）日本照明委員会
（JCIE）
第3部会国内委員会

TC2-74(光源のゴニオ分光放射測定)

TC2-79（積分球に基づく測光および分光放射測定）

TC3-44(高齢者および視覚障害者のための照明)

TC1-60(コントラスト感度関数)

TC1-61(色のカテゴリマップ)

R1-66(ダイナミックなまたはステレオの映像による健康
への影響)

TC1-84(目立ちの視野)

TC1-89(色覚障がい者向け画像強調)

JTC（Revision of CIE 143: 2001）

TC2-49(閃光灯の測光)

CIE(国際照明委員会)

TC2-63(ハイパワーLEDの光学測定)

CIE/Division1(視覚と色)

CIE/Division2(光と放射の物理
測定)

TC2-69(CIEにおける照度計・輝度計の性能クラス分け)

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

SC38(分散アプリケーションプラットフォーム及びサービ
ス)

ASTM International（米国試験材料協会)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国内審議委員会国際標準関連機関　TC/SC名称等

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 田口　研治 情報・人間工学 情報技術研究部門

共同議長 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学 知能システム研究部門

共同議長 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 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

SemiconJapan STS
Package Program委員
会

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

SEMI Japan Regional
Standard Committee

MAL 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

GCS member
SEMI PV Technical
Committee Japan
Chapter

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

Global Member
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

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

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

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

エキスパート
(社)全国火薬類保安協
会

国際化対応委
員

薄葉　州 エネルギー・環境 安全科学研究部門

日本代表委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

議長 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

OIML/TC3(計量規則) 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)

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 田中　秀幸 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

メンバー 齋藤　則生 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

OIML/TC17（物理・化学計測機
器）

（一財）日本計量機器工
業連合会

OMG(Object Management Group)

OMG/System Assurance Platform Task Force

OMG/Robotics Domain Task Force (Robotics-DTF)

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

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

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

SEMI （Semiconductor Equipments and Materials International）

SEMI/STS Programing Committee

SEMI/International Standard Committee

SEMI/Global PV Materials Committee

VAMAS国際運営委員会

OMG/Hardware Abstraction Layer for Robotic Technology (HAL4RT) Finalization Task-
force

（一社）組込みシステム
技術協会

（一社）日本ロボット工
業会

OIML(国際法定計量機関）

OIML/TC6(包装商品)

SC5(適合性評価)

SC2(ソフトウェア)

OIML/TC16（汚染度計量器）

SC1（穀物水分計）及びSC8（穀物タンパク質計）

SC 7（証拠用呼気アルコール分析計）

 

ICRU（国際放射線単位測定委員会）

SEMI/Assembly ＆ Packaging Global Technical Committee

SEMI/3DS-IC Global Technical Committee

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

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

VAMAS国内対応委員
会

VAMAS/TWA28(合成ポリマーの分析法)

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)





日本工業標準調査会
AIST 委員一覧

参考資料2

（H28.3 月調査時点）
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№ 氏　 　名 所属ユニット

1 総会 三木 幸信 理事

2 三木 幸信 理事

3 奈良 広一 イノベーション推進本部

4 伊藤 納奈 人間情報研究部門

5 高津 章子 物質計測標準研究部門

6 奈良 広一 イノベーション推進本部

7 高津 章子 物質計測標準研究部門

8 平井 亜紀子 工学計測標準研究部門

9 市川 直樹 製造技術研究部門

10 都築 和代 人間情報研究部門

11 倉片 憲治
イノベーション推進本部
（兼)人間情報研究部門

12 伊藤 智 情報・人間工学領域研究戦略部

13 伊藤 智 情報・人間工学領域研究戦略部

知的基盤整備

化学・環境技術

消費生活技術

委員会名

情報技術

標準第一部会

基盤技術

機械要素技術

標準第二部会

高齢者・障害者支援

基本政策部会





国際標準関係機関の概要
（H28.3 月調査時点）

参考資料 3
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【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。 

 



国際標準化活動の実績

参考資料4
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＊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。 
 
 
 
 
 

 

 

国際標準化活動に係る実績 

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。 







〒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/


