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知的財産・標準化ポリシー 

 

        平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 

国 立 研 究 開 発 法 人    

産 業 技 術 総 合 研 究 所 

 

１．本ポリシーについて 

国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）は、鉱工

業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業

技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物

資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とし

ている（国立研究開発法人産業技術総合研究所法第3条）。この目的を達成する

ためには、革新的な研究及び開発等の成果（以下「研究成果」という。）の実

用化及び普及を効果的・効率的に推進し、イノベーションの創出、ひいては我

が国産業の国際競争力の維持・向上を図る必要がある。 

本ポリシーは、産総研の上記ミッションを踏まえ、知的財産・標準化活動を

推進していくにあたり、基本となる考え方、取組みの方針等を定めたものであ

る。本ポリシーに基づいて、産総研は知的財産・標準化活動を主体的かつ積極

的に推進していく。 

 

２．知的財産活動と標準化活動の基本となる考え方 

研究成果の実用化及び普及等を推進するには、企業、大学、国等との連携を

進めていくことが必要不可欠である。共同研究や技術移転活動等を通じた研究

成果の企業による事業化や産総研が主導して起ち上げるベンチャー企業による

事業化等に不可欠な重要なツールの一つとして知的財産を位置づけ、戦略的に

それを取得し、管理し、活用する。また、産総研の知的財産を核とした産学官

の情報や人材が交じり合い連携するオープンイノベーションハブとしての機能

を果たすために、企業や大学等にとって魅力的で求心力のある知的財産を提供

する。 

また技術を社会に普及させていく過程では、標準化を重要な橋渡し手段とし

て位置づける。標準化の効果は、新市場の創造、技術開発の促進、生産の効率

化、利便性の向上、公正性及び安全性の確保、貿易障害の除去等、社会活動の

さまざま場面に波及する。しかも、これらの効果は、製品の生産者とそれを使

用する消費者の双方に恩恵をもたらすものである。このような標準化の効用を

念頭に置いて、産総研は公共の利益拡大と国際競争力強化につながるよう研究

成果を最大限に普及させるべく、国内標準化及び国際標準化を推進していく。 
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 さらに、企業や大学等との連携や産総研の研究成果の普及を加速させるため、

知的財産化と標準化の一体的な取組みを推進する。オープン・クローズ戦略に

代表される個別の企業等が目指す戦略を考慮して、知的財産と標準の双方の関

係づけに注目しつつ、知的財産アセット（※１）を構築する。 

 体制においては、知的財産および標準化の知見と研究開発に関する知見の双

方を有する専門家を継続的に育成し並びに確保しつつ知的財産・標準化活動を

推進する。 

 

（※１）知的財産アセット 

研究成果に基づくアウトカム（社会や市場での顕在化）の実現のために必要な

様々な知的財産をパッケージ資産（アセット）として捉え、これを「知的財産

アセット」と呼称する。具体的には、特許権、意匠権、商標権、ノウハウ、ソ

フトウェア・データベース等の著作権、規格（標準）に関連する権利等から構

成される。 

 

注記 本ポリシーでは、「標準」と「規格」の語を互いに同義として使用する。 

 

３．知的財産についての取組みの方針 

研究開発における知的財産戦略を標準化戦略とともに一体的に推進し、知的

財産を戦略的に取得し、管理し、活用する知的財産マネジメントを実現するた

めに、次の（１）～（５）の具体的方針に従った取組みを行う。 

 

（１）知的財産マインドの向上 

産業界の動向やニーズ等を把握し、研究開発においてはその全ステージにお

いて、すなわち基礎的な研究成果を生み出す目的基礎研究の段階から実用化に

具体的に取り組む橋渡し後期研究の段階まで一貫して、将来の研究成果の活用

を目指した知的財産化への取組みを進める。具体的には、産総研の求心力とし

てオープンイノベーションの要となる「共通基盤領域」の知的財産と、それに

加えて特定事業領域において強みを発揮する「競争領域」の知的財産の存在が

必要であることをしっかりと意識した知的財産化を推進する。つまり、研究成

果について１つの知的財産を取得できれば十分というマインドではなく、橋渡

しに必要な知的財産をアセットとして計画的に構築するというマインドを持っ

て、研究成果の知的財産化に取り組む。 

 

（２）知的財産アセットの構築 

下記①～⑤の点を特に徹底し、技術分野等に応じて、知的財産アセットの質
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の向上を図っていく。 

① 知的財産情報の把握と知的財産戦略の共有 

知的財産アセットの構築にあたっては、まずは対象技術に関連する知的財産

情報の調査を徹底して実施する。各研究者は、研究テーマの選定・研究戦略立

案等の研究初期の段階から、知的財産の取得・活用までの各段階において、先

行技術調査や技術動向調査を実施し、自己の研究成果の強み・弱み、特許性、

産業界の動向・ニーズ、技術移転候補先等を把握する。把握した情報は関係す

る研究者と知的財産関係者とで必ず共有し、費用対効果を考慮の上、適切な知

的財産アセットの構築に活用する。 

② 戦略的な特許権利化・ノウハウ化 

権利活用の場面を想定して、実効性のある権利を出願予定の技術によって取

得可能かどうかについて先行技術調査情報に基づいて分析を行い、特許出願す

るのか、あるいは特許出願、論文、学会発表等による公表を行わずノウハウと

して活用するため秘匿管理するのか等を研究者及び知的財産関係者は徹底して

検討した上で判断を行う。 

併せて、全ての研究成果は産総研の財産であるという認識を持ち、情報管理

（暗号化やパスワード設定等）を徹底し、意図しない秘密情報の漏洩を防止す

る。 

③ 特許出願後の権利強化 

特許出願後においても、技術移転の可能性が見出された案件については、デ

ータを追加する等、更に出願内容を補強する必要性があるか、コア技術に加え

周辺技術や応用技術についても権利化する必要があるか等の判断を継続的に実

施していく。 

④ 標準化戦略を踏まえた知的財産アセットの構築 

知的財産アセットの構築にあたっては、当該技術が対応する産業のあり方（産

業構図）に応じた標準化の活用方法も併せて検討し、技術移転先のビジネスモ

デルと整合するよう知的財産を取得し知的財産アセットを構築する。具体的に

は、企業等と連携して、作成する標準の技術内容に企業等及び産総研の知的財

産の内容を一部直接埋込むか、周辺技術を標準化することにより知的財産を使

用した製品の普及促進を図るか、標準化する測定・評価方法により知的財産を

使用した製品の性能を有利に評価可能にするか等をあらかじめ想定して、知的

財産の活用と標準化を戦略的に推進する。 

⑤ 多面的な権利化 

実用化の方向が１つに見える研究成果であっても見方を変えれば、様々な知

的財産化の可能性が見出だせることを意識し、複数分野への多様な活用を図れ

る知的財産アセットを構築していく。また、知的財産アセットを強固とするた
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めに、特許権以外の権利化や異なる複数種の権利取得にも取り組む。 

 

（３）知的財産アセットの管理 

知的財産アセットの質的向上を継続的に図っていくために、「特許審査委員

会」は、知的財産の効率的な取得・管理に係る産総研内における連携と橋渡し

への支援機能の強化、知的財産アセット構築支援等の検討に加え、外国への特

許出願の要否、国内特許出願の審査請求の要否、国内外特許の権利維持の要否

等の審査を行う。また、特許審査委員会は適切な審査を行うため、産学官連携

活動を含む技術移転活動の状況や特許出願後の研究の進捗状況などの必要な情

報を収集し活用する。 

 

（４）知的財産アセットの活用 

知的財産アセットの活用にあたっては、連携先である企業等と互恵の関係に

なるように柔軟な対応を基本としつつ、「共通基盤領域」の知的財産（単独・

共有）については、公的な機関としての立場に立って企業等に非独占的な実施

権を許諾する等により、当該領域に係る成果を広く普及させることに努める。

一方、「競争領域」の知的財産（単独・共有）については企業等の要望に応じ

て、独占的な実施権を許諾することに積極的に努める。 

また、他者の知的財産に関する権利を尊重しつつ、産総研の知的財産の公平

かつ幅広い活用を推進していくとともに、産総研の知的財産への侵害に対して、

適切な対策を講じる。 

 

（５）知的財産マネジメント体制の構築 

知的財産マネジメントを適切に推進していくためには、人材の確保と知的財

産システムとを連携して構築していくことが重要である。そのため、イノベー

ション創出にあたり知的財産が重要な役割を担うことを踏まえ、研究者を含む

産総研の全職員が業務において知的財産関連活動を適切に行うことができるよ

う人材育成に継続的に取り組む。また、知的財産を戦略的かつ効率的に取得し、

管理し活用するのに有効な知的財産システムの改善並びに向上に取り組む。さ

らに、知的財産の戦略的かつ効率的な取得、管理及び活用に貢献した研究ユニ

ットや職員等を適切に評価する。 

 

４．標準化についての取組みの方針 

（本ポリシーの対象とする標準化） 

産総研が策定する標準には、計量標準と鉱工業の科学技術に係る標準とがあ

る。前者は産総研が国家計量標準機関として整備すべきものとして別途規定さ
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れているため、本ポリシーではもっぱら後者に係る標準の策定について定める。

ただし、後者の標準化にあたって計量標準に係る技術基盤の利用が有効とされ

る場合には、積極的にその活用を図ることとする。 

本ポリシーにおける標準は国内外の標準化機関が作成する公的標準（デジュ

ール標準）を指し、いわゆるデファクト標準は除外する。ただし、ある特定の

技術に関心のある企業等が集まってフォーラムを結成して作成する、いわゆる

フォーラム標準は対象とする。 

 

（標準化の基本的分類） 

 産総研が取り組む標準化は、それがもつ機能によって、大きく次の２種類に

分類される。さらに、それらの分類は複数の類型に分かれる。それらは必ずし

も互いに排他的ではなく、１つの規格が複数の類型に当てはまる場合もある。 

 

① 公的研究機関としての専門的知見及び公正性・中立性が求められる標準化 

• 複数の技術分野にまたがる、利害関係者が多岐にわたる等の理由から、産

総研が公正かつ中立的な立場でリーダーシップを取り、標準化にあたるこ

とが期待される技術の規格 

• 恩恵が広く浅く社会に享受されるような標準であるため、民間だけでは迅

速な標準化が期待しにくい技術分野の規格（環境保全、安全、公共の福祉

等に係る規格） 

• いわば公共財として広く活用され、産業の基盤となる基本規格（用語、記

号、量・単位等に係る規格） 

② 新規産業の創出又は既存産業の発展のための標準化 

• 産総研単独で又は企業等との連携によって得られた先端的な技術開発の

成果を、迅速にかつ円滑に普及させるための規格 

• 産総研が有する技術及び知見を用いて、企業等による技術開発の成果を、

迅速にかつ円滑に普及させるための規格 

• 適合性評価の技術的基準としての活用を意図した規格（産総研が自ら実施

する依頼試験に係る規格を含む） 

 

（取組みの具体的方針） 

 標準を策定するにあたり、次の（１）～（７）の具体的方針に従って標準化

活動への取組みを行う。なお、これらは多様な取組み方法から主要なものを順

不同で挙げたものであり、これらの方針に拠らない活動を排除するものではな

い。 

 

108 109



 

4 
 

めに、特許権以外の権利化や異なる複数種の権利取得にも取り組む。 
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許出願の要否、国内特許出願の審査請求の要否、国内外特許の権利維持の要否

等の審査を行う。また、特許審査委員会は適切な審査を行うため、産学官連携

活動を含む技術移転活動の状況や特許出願後の研究の進捗状況などの必要な情
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（４）知的財産アセットの活用 

知的財産アセットの活用にあたっては、連携先である企業等と互恵の関係に

なるように柔軟な対応を基本としつつ、「共通基盤領域」の知的財産（単独・

共有）については、公的な機関としての立場に立って企業等に非独占的な実施

権を許諾する等により、当該領域に係る成果を広く普及させることに努める。

一方、「競争領域」の知的財産（単独・共有）については企業等の要望に応じ

て、独占的な実施権を許諾することに積極的に努める。 

また、他者の知的財産に関する権利を尊重しつつ、産総研の知的財産の公平

かつ幅広い活用を推進していくとともに、産総研の知的財産への侵害に対して、

適切な対策を講じる。 

 

（５）知的財産マネジメント体制の構築 

知的財産マネジメントを適切に推進していくためには、人材の確保と知的財

産システムとを連携して構築していくことが重要である。そのため、イノベー

ション創出にあたり知的財産が重要な役割を担うことを踏まえ、研究者を含む

産総研の全職員が業務において知的財産関連活動を適切に行うことができるよ

う人材育成に継続的に取り組む。また、知的財産を戦略的かつ効率的に取得し、

管理し活用するのに有効な知的財産システムの改善並びに向上に取り組む。さ

らに、知的財産の戦略的かつ効率的な取得、管理及び活用に貢献した研究ユニ

ットや職員等を適切に評価する。 

 

４．標準化についての取組みの方針 

（本ポリシーの対象とする標準化） 

産総研が策定する標準には、計量標準と鉱工業の科学技術に係る標準とがあ

る。前者は産総研が国家計量標準機関として整備すべきものとして別途規定さ
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れているため、本ポリシーではもっぱら後者に係る標準の策定について定める。

ただし、後者の標準化にあたって計量標準に係る技術基盤の利用が有効とされ

る場合には、積極的にその活用を図ることとする。 

本ポリシーにおける標準は国内外の標準化機関が作成する公的標準（デジュ

ール標準）を指し、いわゆるデファクト標準は除外する。ただし、ある特定の

技術に関心のある企業等が集まってフォーラムを結成して作成する、いわゆる

フォーラム標準は対象とする。 

 

（標準化の基本的分類） 

 産総研が取り組む標準化は、それがもつ機能によって、大きく次の２種類に

分類される。さらに、それらの分類は複数の類型に分かれる。それらは必ずし

も互いに排他的ではなく、１つの規格が複数の類型に当てはまる場合もある。 

 

① 公的研究機関としての専門的知見及び公正性・中立性が求められる標準化 

• 複数の技術分野にまたがる、利害関係者が多岐にわたる等の理由から、産

総研が公正かつ中立的な立場でリーダーシップを取り、標準化にあたるこ

とが期待される技術の規格 

• 恩恵が広く浅く社会に享受されるような標準であるため、民間だけでは迅

速な標準化が期待しにくい技術分野の規格（環境保全、安全、公共の福祉

等に係る規格） 

• いわば公共財として広く活用され、産業の基盤となる基本規格（用語、記

号、量・単位等に係る規格） 

② 新規産業の創出又は既存産業の発展のための標準化 

• 産総研単独で又は企業等との連携によって得られた先端的な技術開発の

成果を、迅速にかつ円滑に普及させるための規格 

• 産総研が有する技術及び知見を用いて、企業等による技術開発の成果を、

迅速にかつ円滑に普及させるための規格 

• 適合性評価の技術的基準としての活用を意図した規格（産総研が自ら実施

する依頼試験に係る規格を含む） 

 

（取組みの具体的方針） 

 標準を策定するにあたり、次の（１）～（７）の具体的方針に従って標準化

活動への取組みを行う。なお、これらは多様な取組み方法から主要なものを順

不同で挙げたものであり、これらの方針に拠らない活動を排除するものではな

い。 
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（１）研究開発、知的財産活動及び標準化活動の一体化 

研究開発の計画・立案の初期段階から実施中の各段階において、研究成果を

標準化することの必要性及びそれによって期待される効果を検討し、標準化を

行う目的を明確化する。このとき、知的財産と標準との関連づけ（※２）を意

識して、産総研又は企業等が所有する知的財産の効果的な活用につながる標準

化戦略を立てる。 

 

（※２）このことは、標準必須特許として特許を標準に直接埋込むことを必ず

しも意図しない。ここでは、周辺技術の標準化によって知的財産を使用した製

品の普及促進を図る等の戦略的標準化を指す。（３．（２）④標準化戦略を踏ま

えた知的財産アセットの強化を参照。） 

 

（２）標準の活用促進 

策定した標準の効用をより確実に、かつ速やかに高めるために、認証をはじ

めとした適合性評価（以下、「認証等」という。）における標準の利用の有効

性を検討する。有効とされた場合には、その標準の認証等への適用を推進する。

具体的には、認証等における標準の利用の枠組みを産業界等と連携して設計し、

必要に応じて試験的運用を行うことによって、その枠組みの有効性を検証する。

また、技術的理由等から産総研でなければ行えない依頼試験、試験所の技能評

価等を行う。これにより、標準化の成果を、そのメリットである市場拡大の実

現に速やかにつなげる。 

 

（３）産業界との連携 

標準のステークホルダーである産業界（標準を使用する企業、及びそれら企

業等の集まりである工業会・コンソーシアム等の各種団体）との連携を密に取

り、標準化に対する意見等の収集を図ることによって、迅速な標準化の提案及

び制定・発行を目指す。また、ステークホルダーが多岐にわたる等の理由から、

産業界だけでは適切な標準化が進まない場合には、産総研がその先導役を積極

的に果たす。 

最先端の学術的動向を的確に把握し、それを標準に適切に反映させるために、

学会等を通して学術界との連携も積極的に図る。 

 

（４）国外の研究機関及び標準関連機関等との国際的連携 

国際標準化に向けた共同実験、規格の提案及び原案審議等を円滑に実施する

ために、国外の研究機関、標準関連機関等との協力体制の確立及び強化を図る。

特に、地理的・経済的つながりの強いアジア諸国との連携を重視する。 
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（５）標準関連機関等における活動への積極的参画 

規格の提案及び原案審議を円滑に進めるために、標準関連機関等における活

動に積極的に参画する。特に、国際標準化機関、標準化フォーラム等において

プロジェクトリーダー等として提案標準の審議をリードするとともに、議長・

コンビーナ・国際幹事等の役職を積極的に引き受ける。 

併せて、国際規格に対応する国内規格の審議に必要な活動にも取り組む。 

 

（６）標準化活動資金の充実化 

標準化によって新技術を活用した市場が拡大する、知的財産の活用が拡がる

等、直接的利益を享受する企業、工業会等が明確である場合には、それら関係

者と標準化に係る費用を分担する、又は協調して活動資金の獲得に務める等、

連携して活動にあたる。 

所内においては、上記の標準化活動資金の充実化に向けて、標準化の有効性、

企業等との連携可能性等の検討に係る調査研究を強化する。 

 

（７）国の標準化人材育成への貢献 

標準化活動への啓発及び標準化に従事する所内人材の育成のために、標準化

に係るセミナー等を開催し、標準化活動に必要な知識、ノウハウ等の共有を図

る。また、標準化関連活動の位置づけの明確化及び支援体制の充実化を図り、

標準化に従事する職員等を適切に評価する。 

さらに、シンポジウムの開催等を通して産総研の取組みを発信し、標準化に

従事する所外関係者との交流を促進することによって、国全体としての標準化

活動の活発化と人材の育成に貢献する。 

 

以上 
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（１）研究開発、知的財産活動及び標準化活動の一体化 

研究開発の計画・立案の初期段階から実施中の各段階において、研究成果を

標準化することの必要性及びそれによって期待される効果を検討し、標準化を

行う目的を明確化する。このとき、知的財産と標準との関連づけ（※２）を意

識して、産総研又は企業等が所有する知的財産の効果的な活用につながる標準

化戦略を立てる。 

 

（※２）このことは、標準必須特許として特許を標準に直接埋込むことを必ず

しも意図しない。ここでは、周辺技術の標準化によって知的財産を使用した製

品の普及促進を図る等の戦略的標準化を指す。（３．（２）④標準化戦略を踏ま

えた知的財産アセットの強化を参照。） 

 

（２）標準の活用促進 

策定した標準の効用をより確実に、かつ速やかに高めるために、認証をはじ

めとした適合性評価（以下、「認証等」という。）における標準の利用の有効

性を検討する。有効とされた場合には、その標準の認証等への適用を推進する。

具体的には、認証等における標準の利用の枠組みを産業界等と連携して設計し、

必要に応じて試験的運用を行うことによって、その枠組みの有効性を検証する。

また、技術的理由等から産総研でなければ行えない依頼試験、試験所の技能評

価等を行う。これにより、標準化の成果を、そのメリットである市場拡大の実

現に速やかにつなげる。 

 

（３）産業界との連携 

標準のステークホルダーである産業界（標準を使用する企業、及びそれら企

業等の集まりである工業会・コンソーシアム等の各種団体）との連携を密に取

り、標準化に対する意見等の収集を図ることによって、迅速な標準化の提案及

び制定・発行を目指す。また、ステークホルダーが多岐にわたる等の理由から、

産業界だけでは適切な標準化が進まない場合には、産総研がその先導役を積極

的に果たす。 

最先端の学術的動向を的確に把握し、それを標準に適切に反映させるために、

学会等を通して学術界との連携も積極的に図る。 

 

（４）国外の研究機関及び標準関連機関等との国際的連携 

国際標準化に向けた共同実験、規格の提案及び原案審議等を円滑に実施する

ために、国外の研究機関、標準関連機関等との協力体制の確立及び強化を図る。

特に、地理的・経済的つながりの強いアジア諸国との連携を重視する。 
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（５）標準関連機関等における活動への積極的参画 

規格の提案及び原案審議を円滑に進めるために、標準関連機関等における活

動に積極的に参画する。特に、国際標準化機関、標準化フォーラム等において

プロジェクトリーダー等として提案標準の審議をリードするとともに、議長・

コンビーナ・国際幹事等の役職を積極的に引き受ける。 

併せて、国際規格に対応する国内規格の審議に必要な活動にも取り組む。 

 

（６）標準化活動資金の充実化 

標準化によって新技術を活用した市場が拡大する、知的財産の活用が拡がる

等、直接的利益を享受する企業、工業会等が明確である場合には、それら関係

者と標準化に係る費用を分担する、又は協調して活動資金の獲得に務める等、

連携して活動にあたる。 

所内においては、上記の標準化活動資金の充実化に向けて、標準化の有効性、

企業等との連携可能性等の検討に係る調査研究を強化する。 

 

（７）国の標準化人材育成への貢献 

標準化活動への啓発及び標準化に従事する所内人材の育成のために、標準化

に係るセミナー等を開催し、標準化活動に必要な知識、ノウハウ等の共有を図

る。また、標準化関連活動の位置づけの明確化及び支援体制の充実化を図り、

標準化に従事する職員等を適切に評価する。 

さらに、シンポジウムの開催等を通して産総研の取組みを発信し、標準化に

従事する所外関係者との交流を促進することによって、国全体としての標準化

活動の活発化と人材の育成に貢献する。 

 

以上 

知的財産・標準化ポリシー
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（参考２） 

産総研における 

国際・国内標準の提案状況 
 

１． 国際標準（ＩＳＯ，ＩＥＣ，国際フォーラムなど）提案件数 

・平成１３年度(2001fy)： ０件 ・平成２２年度(2010fy)：１０件 

・平成１４年度(2002fy)： ３件 ・平成２３年度(2011fy)：２３件 

・平成１５年度(2003fy)：１１件 ・平成２４年度(2012fy)：１５件 

・平成１６年度(2004fy)： ７件 ・平成２５年度(2013fy)：２６件 

・平成１７年度(2005fy)：１１件 ・平成２６年度(2014fy)：２０件 

・平成１８年度(2006fy)：１６件 ・平成２７年度（2015fy）：２４件 

・平成１９年度(2007fy)： ７件 ・平成２８年度（2016fy）：１６件 

・平成２０年度(2008fy)： ９件 ・平成２９年度（2017fy）：３８件 

・平成２１年度(2009fy)： ７件 (H29.4.1～H30.2.28) 

  

 累 計      ：２４３件 
 

２． 国内標準（ＪＩＳ，ＴＳ，ＴＲ等）提案件数 

・平成１３年度(2001fy)：１３件 ・平成２２年度(2010fy)：１２件 

・平成１４年度(2002fy)： ７件 ・平成２３年度(2011fy)：１６件 

・平成１５年度(2003fy)： ５件 ・平成２４年度(2012fy)：１９件 

・平成１６年度(2004fy)： ３件 ・平成２５年度(2013fy)：１０件 

・平成１７年度(2005fy)： ８件 ・平成２６年度(2014fy)： ４件 

・平成１８年度(2006fy)：１１件 ・平成２７年度(2015fy）：  ９件  

・平成１９年度(2007fy)：１２件 ・平成２８年度(2016fy）：  ７件  

・平成２０年度(2008fy)：１１件 ・平成２９年度(2017fy）：１２件 

・平成２１年度(2009fy)：１９件 (H29.4.1～H30.2.28) 

  

 累 計      ：１７８件 
 

３． 国際・国内標準提案件数計 

・平成１３年度(2001fy)：１３件 ・平成２２年度(2010fy)：２２件 

・平成１４年度(2002fy)：１０件 ・平成２３年度(2011fy)：３９件 

・平成１５年度(2003fy)：１６件 ・平成２４年度(2012fy)：３４件 

・平成１６年度(2004fy)：１０件 ・平成２５年度(2013fy)：３６件 

・平成１７年度(2005fy)：１９件 ・平成２６年度(2014fy)：２４件 

・平成１８年度(2006fy)：２７件 ・平成２７年度(2015fy）：３３件  

・平成１９年度(2007fy)：１９件 ・平成２８年度(2016fy）：２３件 

・平成２０年度(2008fy)：２０件 ・平成２９年度(2017fy）：５０件 

・平成２１年度(2009fy)：２６件 (H29.4.1～H30.2.28) 

  

 累 計      ：４２１件 

 

参　考　２

No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

1 ISO 24504: 2014

Ergonomics- Accessible design -
Sound pressure levels of spoken
announcements for products and
public address systems (人間工学
- アクセシブルデザイン規格 - 製
品及び案内放送による音声ガイド
の音圧レベル)

H22.4.1 H26.8.4
佐藤洋（プロジェクト
リーダー）
倉片憲治

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H17～19標準基盤（人間
特性データ解析）

H21-23国際共同（アクセ
シブルデザインの体系
的技術に関する標準化）

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

2 ISO 9241-391: 2016

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 391:
Requirements, analysis and
compliance test methods for the
reduction of photosensitive
seizures （人間とシステムのインタ
ラクション-第391部 : 光感受性発
作を抑制するための基本要求事
項、計測法及び適合性試験方法）

H22.4.1 H28.2.10
氏家弘裕（コンビーナ）
渡邊洋

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～21標準基盤（映像
の生体安全性に基づく
安全基準の国際標準
化）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）

3 ISO 16620-4: 2016

Plastics -- Biobased content --
Part 4: Determination of the
biobased mass content (
バイオマスプラスチック度の分析法
- 第4部：バイオベース質量度)

H22.4.15 H28.12.16
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）
船橋正弘

環境化学技術研
究部門

H22-24　標準基盤研究
「バイオプラスチック製品
中のバイオマスプラス
チック度の測定方法の
標準化」

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG23（バイオプラス
チックの試験法）

4 ISO/CD16620

Plastic-Determination of the
biomass carbon ratio in plastic
product and its components (プラ
スチック－プラスチック製品及びそ
の構成物のバイオマス炭素含有率
の求め方)

H22.4.15 -
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18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）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG22(生分解性)

5 ISO/IEC 30122-1: 2016

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 1: Framework and general
guidance (情報技術 —ユーザインタ
フェイス－音声命令－第１部 : 枠
組みと一般指針）

H22.4.19 H28.7.29
関喜一（プロジェクトエ
ディタ）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

6 ISO/IEC 30122-4: 2016

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 4: Management of voice
command registration (情報技術 —
ユーザインタフェイス－音声命令－
第4部 : 音声命令登録の管理）

H22.4.19 H28.7.29
関喜一（プロジェクトエ
ディタ）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）/WG5（ボ
イスコマンド）

7 ISO 10880: 2017

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）

H22.4.19 H29.1.10
兵藤行志（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～22標準基盤（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）

ISO/TC135（非破壊試
験）/SC8（赤外線サーモ
グラフィ試験）

8 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

9 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

10 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

11 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

12 ISO 16063-44

Methods for the calibration of
vibration and shock transducers,
Calibration of hand held
accelerometer calibrator (振動及び
衝撃トランスデューサの校正方法
- 第44部 : 手持ち振動校正装置の
校正法)

H22.9.30 臼田孝
計測標準研究部
門

運営費交付金・振動加
速度標準の開発と供給
H13〜

ISO/TC108(機械振動及
び衝撃)SC3（振動・衝撃
測定器)

13 ISO/IEC 24759:2014

Information technology -- Security
techniques -- Test requirements
for cryptographic modules （情報技
術－セキュリティ技術－暗号モ
ジュールの試験要求事項）

H22.10.1 H26.1.31 -
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）

14
IEC 62522 Ed. 1.0:2014
(b)

Calibration of tuneable laser
sources （波長可変レーザ光源の
校正)

H22.11.26 H26.2.14 雨宮邦招
計測標準研究部
門

IEC/TC86(光ファイ
バ)/WG4

15
IEC/TS 62282-7-2 Ed.
1.0:2014 (b)

Fuel cell technologies - Part 7-2:
Test methods - Single cell and
stack performance tests for solid
oxide fuel cells (SOFC) 燃料電池
技術－第7-2部：試験方法－(固体
電解質燃料電池(SOFC)の単電池
及びスタック性能)

H23.1.21 H27.5.13 嘉藤徹
エネルギー技術
研究部門

H19～21国際標準共同
研究開発事業（SOFC単
位セルアッセンブリー試
験方法に関する標準化）

IEC/TC105(燃料電池）
/WG11

16
ISO 14577-4: 2016

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 4:
Test method for metallic and non-
metallic coatings (金属材料－計装
化押込み硬さ試験及び材料パラメ
タ－第4部：金属及び非金属被膜
の試験方法)

H23.2.1 H28.10.26 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

参　考　２－1

産総研における国際標準（ISO, IEC, 他）提案、発行状況（第３期：平成２２年度以降の提案）

参　考　２－１

112 113



参　考　２

No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

1 ISO 24504: 2014

Ergonomics- Accessible design -
Sound pressure levels of spoken
announcements for products and
public address systems (人間工学
- アクセシブルデザイン規格 - 製
品及び案内放送による音声ガイド
の音圧レベル)

H22.4.1 H26.8.4
佐藤洋（プロジェクト
リーダー）
倉片憲治

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H17～19標準基盤（人間
特性データ解析）

H21-23国際共同（アクセ
シブルデザインの体系
的技術に関する標準化）

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

2 ISO 9241-391: 2016

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 391:
Requirements, analysis and
compliance test methods for the
reduction of photosensitive
seizures （人間とシステムのインタ
ラクション-第391部 : 光感受性発
作を抑制するための基本要求事
項、計測法及び適合性試験方法）

H22.4.1 H28.2.10
氏家弘裕（コンビーナ）
渡邊洋

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～21標準基盤（映像
の生体安全性に基づく
安全基準の国際標準
化）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）

3 ISO 16620-4: 2016

Plastics -- Biobased content --
Part 4: Determination of the
biobased mass content (
バイオマスプラスチック度の分析法
- 第4部：バイオベース質量度)

H22.4.15 H28.12.16
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）
船橋正弘

環境化学技術研
究部門

H22-24　標準基盤研究
「バイオプラスチック製品
中のバイオマスプラス
チック度の測定方法の
標準化」

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG23（バイオプラス
チックの試験法）

4 ISO/CD16620

Plastic-Determination of the
biomass carbon ratio in plastic
product and its components (プラ
スチック－プラスチック製品及びそ
の構成物のバイオマス炭素含有率
の求め方)

H22.4.15 -
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18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）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG22(生分解性)

5 ISO/IEC 30122-1: 2016

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 1: Framework and general
guidance (情報技術 —ユーザインタ
フェイス－音声命令－第１部 : 枠
組みと一般指針）

H22.4.19 H28.7.29
関喜一（プロジェクトエ
ディタ）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

6 ISO/IEC 30122-4: 2016

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 4: Management of voice
command registration (情報技術 —
ユーザインタフェイス－音声命令－
第4部 : 音声命令登録の管理）

H22.4.19 H28.7.29
関喜一（プロジェクトエ
ディタ）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）/WG5（ボ
イスコマンド）

7 ISO 10880: 2017

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）

H22.4.19 H29.1.10
兵藤行志（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～22標準基盤（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）

ISO/TC135（非破壊試
験）/SC8（赤外線サーモ
グラフィ試験）

8 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

9 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

10 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

11 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

12 ISO 16063-44

Methods for the calibration of
vibration and shock transducers,
Calibration of hand held
accelerometer calibrator (振動及び
衝撃トランスデューサの校正方法
- 第44部 : 手持ち振動校正装置の
校正法)

H22.9.30 臼田孝
計測標準研究部
門

運営費交付金・振動加
速度標準の開発と供給
H13〜

ISO/TC108(機械振動及
び衝撃)SC3（振動・衝撃
測定器)

13 ISO/IEC 24759:2014

Information technology -- Security
techniques -- Test requirements
for cryptographic modules （情報技
術－セキュリティ技術－暗号モ
ジュールの試験要求事項）

H22.10.1 H26.1.31 -
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）

14
IEC 62522 Ed. 1.0:2014
(b)

Calibration of tuneable laser
sources （波長可変レーザ光源の
校正)

H22.11.26 H26.2.14 雨宮邦招
計測標準研究部
門

IEC/TC86(光ファイ
バ)/WG4

15
IEC/TS 62282-7-2 Ed.
1.0:2014 (b)

Fuel cell technologies - Part 7-2:
Test methods - Single cell and
stack performance tests for solid
oxide fuel cells (SOFC) 燃料電池
技術－第7-2部：試験方法－(固体
電解質燃料電池(SOFC)の単電池
及びスタック性能)

H23.1.21 H27.5.13 嘉藤徹
エネルギー技術
研究部門

H19～21国際標準共同
研究開発事業（SOFC単
位セルアッセンブリー試
験方法に関する標準化）

IEC/TC105(燃料電池）
/WG11

16
ISO 14577-4: 2016

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 4:
Test method for metallic and non-
metallic coatings (金属材料－計装
化押込み硬さ試験及び材料パラメ
タ－第4部：金属及び非金属被膜
の試験方法)

H23.2.1 H28.10.26 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

参　考　２－1

産総研における国際標準（ISO, IEC, 他）提案、発行状況（第３期：平成２２年度以降の提案）

参　考　２－１
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No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

17 ISO 17198: 2014

Dimethyl ether (DME) for fuels -
Determination of total sulfur,
ultraviolet fluorescence method (燃
料用ジメチルエーテル(DME)－全
硫黄の定量－紫外線蛍光法）

H23.4.1 H26.11.13
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

18 ISO17786: 2015

Dimethyl ether (DME) for fuels --
Determination of high temperature
(105°C) evaporation residues --
Mass analysis method (燃料用ジメ
チルエーテル(DME)－高温(105℃)
蒸発残留物質の定量－質量分析
法)

H23.4.1 H27.4.29
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

19 ISO/IEC 17549: 2015

Information technology -- User
interface guidelines on menu
navigation -- Part 2: Navigation
with 4-direction devices （情報技
術－メニューナビゲーションに関す
るユーザインタフェース指針－第2
部：4方装置によるナビゲーション）

H23.4.1 H27.5.18 永見武司
情報技術研究部
門

H21国際標準共同研究
開発事業（情報分野の
競争力強化に関する標
準化－⑤携帯用情報機
器の４方向キーインタラ
クションに関する標準化

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

20 ISO/NP 17199

Dimethyl ether (DME) for fuels -
Determination of total sulfur,
Oxydative coulometry method (燃
料用ジメチルエーテル－全硫黄分
測定、微量電量滴定法）

H23.4.1 -
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

21 ISO10360-10: 2016

Geometrical product specifications
(GPS) -- Acceptance and
reverification tests for coordinate
measuring systems (CMS) -- Part
10: Laser trackers for measuring
point-to-point distances （座標測
定機の受入検査及び定期検査
Part10）

H23.4.15 H28.4.4 大澤尊光
計測標準研究部
門

H21～23標準基盤研究
(産業応用におけるCT
（コンピュータ・トモグラ
フィ）装置評価法の標準
化に関する研究）

ISO/TC213(製品の寸
法・形状の仕様及び評
価）/WG10

22 ISO/TS 17200: 2013

Nanotechnology - Nanoparticles in
powder form - Characteristics and
measurements (ナノテクノロジー－
粉体ナノ粒子－特性と測定)

H23.5.10 H25.5.15
田中充（プロジェクト
リーダー）

フェロー
H21～23国際標準共同
研究開発事業（ナノ材料
規格等に関する標準化）

ISO/TC229（ナノテクノロ
ジー）/WG4

23 ISO/WD 18677

Method of analyzing oxygen for
evaluating magnesium and
magnesium alloys (マグネシウム地
金・合金評価のための酸素分析方
法)

H23.6.27
柘植明（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門

H20～22基準認証（マグ
ネシウム地金・合金中酸
素の分析方法の標準
化）

ISO/TC79（軽金属及び
同合金）/SC5（マグネシ
ウム及びマグネシウム
合金）

24
IEC 62047-20 Ed.
1.0:2014 (b)

 Semiconductor devices - Micro-
electromechanical devices - Part
20: Gyroscopes (半導体素子－超
小型電気機械素子－第20部：ジャ
イロスコープ)

H23.7.1 H26.6.26
檜野良穂
大田明博

計測標準研究部
門

H20～22基準認証（小型
ジャイロMEMSデバイス
の性能評価方法に関す
る標準化）

IEC/TC47(半導体デバイ
ス)/SC47F（MEMS)

25 ISO/IEC 17825: 2016

Information technology -- Security
technique -- Testing methods for
the mtigation of non-invasive
attack classes against
cryptographic modules (情報技術 -
暗号モジュールに対する非侵襲攻
撃の軽減試験方法）

H23.7.7 H28.1.4 佐藤証
情報セキュリティ
センター

H23～24標準基盤（暗号
モジュールの安全性評
価国際標準化および制
度運用に向けた評価プ
ラットフォーム開発）

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3

26 ISO　24505：2016

Ergonomics -- Accessible design -
- Method for creating colour
combinations taking account of
age-related changes in human
colour vision (年齢を考慮した色の
組合せ方法)

H23.7.14 H28.4.1
佐川賢（プロジェクト
リーダー）
伊藤納奈

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23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）

ISO/TC159（人間工学）
/SC5(物理的環境の人
間工学）

27 ISO 9241-392: 2015

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 392: Ergonomic
recommendations for the reduction
of visual fatigue from stereoscopic
images (人間工学－人とシステムと
のインタラクション－第392部：立体
画像からの視覚疲労の人間工学
的推奨要求事項)

H23.8.12 H27.5.26 氏家弘裕
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～21標準基盤（映像
の生体安全性に基づく
安全基準の国際標準
化）

H21-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）

28
IEC 80601-2-71 Ed.
1.0:2015 (en)

Medical electrical equipment - Part
2-71: Particular requirements for
the basic safety and essential
performance of functional near-
infrared spectroscopy (NIRS)
equipment .(医用電気機器－第2-
71部：機能的近赤外分光(NIRS)機
器の基本的安全性及び必須性能
の特定要求事項)

H23.9.19 H27.6.29 谷川ゆかり
人間福祉医工学
研究部門

Ｈ20～21標準基盤（近赤
外光診断装置の性能試
験方法及び装置較正用
ファントムの標準化）

H23～25国際標準開発
事業（医用光生体計測
に関する国際標準化）

ISO/TC121（麻酔装置及
び人工呼吸関連装置）
/SC3　and　IEC/TC62
(医用電気機器）SC62D
(医用電子機
器)/JWG5(パルスオキシ
メータ）

29 ISO 17947

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Methods for chemical analysis of
fine silicon nitride powders (ファイ
ンセラミックス用窒化けい素微粉末
の化学分析方法)

H23.9.28 H26.8.21

上蓑
森川久
兼松渡
日置昭治（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門
計測標準研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG3

30 ISO17901-1: 2015

Optics and photonics - Holography
- Part 1: Methods of measuring
diffraction efficiency and
associated optical characteristics
of holograms （光学及びフォトニク
ス－ホログラフィ－第1部：ホログラ
ムの回折効率及び関連光学特性
の測定方法）

H23.11.1 H27.6.29 福田隆史
電子光技術研究
部門

H18-19標準基盤（ホロ
グラム記録材料の光学
的特性測定方法）

H21国際共同（ホログラ
ムの光学的特性測定方
法に関する標準化FS）

ISO/TC172（光学及び光
学機器）/SC9(エレクトロ
オプティカルシステム）
/WG7（レーザ以外の電
気光学システム）

31 ISO17901-2: 2015

Optics and photonics - Holography
- Part 2: Methods for measurement
of hologram recording
characteristics （光学及びフォトニ
クス－ホログラフィ－第2部：ホログ
ラム記録特性の測定方法)

H23.11.1 H27.6.29 福田隆史
電子光技術研究
部門

H18-19標準基盤（ホロ
グラム記録材料の光学
的特性測定方法）

H21国際共同（ホログラ
ムの光学的特性測定方
法に関する標準化FS）

ISO/TC172（光学及び光
学機器）/SC9(エレクトロ
オプティカルシステム）
/WG7（レーザ以外の電
気光学システム）

32 ISO 18088

Ergonomics - Accessible Design -
Guidelines for designing tactile
symbols and letters (触知図形の基
本設計方法）

H23.11.5 -
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23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）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）/WG10

33 ISO 18087

Ergonomics - Accessible Design -
Minimum legible font size for
people at any age （最小可読文字
サイズ推定方法）

H23.11.5 -
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23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）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）/WG10

34 ISO18074: 2015

Textiles-Identification of some
animal fibres by DNA analysis
method - Cashmere, wool, yak and
their blends (カシミヤ繊維のDNAに
よる試験方法)

H23.12.29 H27.11.19

町田雅之（プロジェクト
リーダー）
小池英明（プロジェクト
リーダー）
関口勇地

生物プロセス研
究部門
バイオメディカル
研究部門

H22～24国際標準共同
研究開発事業（カシミヤ
繊維の試験方法に関す
る標準化）

ISO/TC38(繊維）/WG22
（繊維鑑別と化学分析）

No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

35 ISO 18191: 2015

Water quality -- Determination of
pHt in sea water -- Method using
the indicator dye m-cresol purple
(水質－海水のpH測定 − m-クレ
ゾールパープル指. 示薬を用いた
方法)

H24.2.1 H27.9.1
原田晃
鶴島修夫

環境管理技術研
究部門

H19ｰ21標準基盤（海水
中炭酸系パラメータ測定
法の国際標準化）

ISO/TC14７（水質）
/SC2(物理的・化学的・
生物的方法）

36 ISO 17942: 2014

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Methods for chemical analysis of
boron nitride powders （ファインセ
ラミックス用窒化ほう素粉末の化学
分析方法）

H24.4.1 H26.7.30

上蓑
森川久
兼松渡
日置昭治（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門
計測標準研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）

37 ISO 15106-5：2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 5:
Presssure sensor method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第5部：圧力セン
サ法）

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

38 ISO15106-6: 2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 6:
Atmospheric pressure ionization
mass spectrometer method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第6部：大気圧イ
オン化質量分光計法)

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

39 ISO15106-7: 2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 7:
Calcium corrosion method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第7部：カルシウム
腐食法)

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

40 ISO 16620-1: 2015
Plastics -- Biobased content --
Part 1: General principles (プラス
チック－バイオベース系内容物－
第1部：一般原則)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18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）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG23（バイオプラス
チックの試験法）

41 ISO 16620-2: 2015

Plastics -- Biobased content --
Part 2: Determination of biobased
carbon content (プラスチック－バ
イオベース系内容物－第2部：バイ
オベース系炭素含有量の定量)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18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）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG23（バイオプラス
チックの試験法）

42 ISO 16620-3: 2015

Plastics -- Biobased content --
Part 3: Determination of biobased
synthetic polymer content
(プラスチック－バイオベース系内
容物－第3部：バイオベース系合成
高分子含有量)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18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）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG23（バイオプラス
チックの試験法）

43 IEC/CD 62853
Open Systems Dependability  (開
放系のディペンダビリティ)

H24.9.1 木下佳樹
セキュアシステ
ム研究部門

H20～23、H24 戦略的創
造研究推進事業(利用者
指向ディペンダビリティ
の研究)

IEC/TC56(ディペンダビ
リティ）/WG4

44 ISO/TS 17951-1: 2016

Water quality -- Determination of
fluoride using flow analysis (FIA
and CFA) -- Part 1: Method using
flow injection analysis (FIA) and
spectrometric detection after off-
line distillation （水質-流れ分析
（FIA及びCFA)　によるふっ化物の
定量　第１部：フローインジェクショ
ン分析(FIA)と吸光光度法を用いる
方法）

H24.10.1 H28.6.17
宮崎章
田尾博明
中里哲也

環境管理技術研
究部門

H24-26標準基盤研究
（水中ふっ素化合物定量
のための流れ分析法）

ISO/TC147(水質）
/SC2/WG8 (Flow
Analysis Methods)

45 ISO/TS 17951-2: 2016

Water quality -- Determination of
fluoride using flow analysis (FIA
and CFA) -- Part 2: Method using
continuous flow analysis (CFA)
with automated in-line distillation
（水質-流れ分析（FIA及びCFA)　に
よるふっ化物の定量　第２部：連続
流れ分析（CFA)を用いる方法）

H24.10.1 H28.6.17
宮崎章
田尾博明
中里哲也

環境管理技術研
究部門

H24-26標準基盤研究
（水中ふっ素化合物定量
のための流れ分析法）

ISO/TC147(水質）/SC2
（物理的・化学的・生物
化学的方法）/WG8
(Flow Analysis Methods)

46 ISO/IEC 30136:2018
Information Technology —
Performance Testing of Template
Protection Scheme

H24.10.1 H30.3.8
井沼学
大塚玲

情報セキュリティ
研究センター
情報技術研究部
門

H22～24国際標準共同
研究開発事業(バイオメ
トリクス認証におけるテ
ンプレート保護技術に関
する標準化）

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC37(バイオメトリク
ス）

47 ISO 20685-2: 2015

Ergonomics -- 3-D scanning
methodologies for internationally
compatible anthropometric
databases -- Part 2: Evaluation
protocol of surface shape and
repeatability of relative landmark
positions （人間工学－国際的に比
較可能な人体計測データベースの
ための3-Dスキャニング法－第2
部： 表面形状及び相対的基準位
置の再現性の評価プロトコル）

H24.12.1 H27.8.4
持丸正明
河内眞紀子（プロジェク
トリーダー）

デジタルヒュー
マン研究セン
ター

・H17-19 基準認証研究
開発事業（METI委託費）
非接触三次元測定機の
精度評価方法の標準化
・H22-24 国際標準開発
事業（METI-三菱総研委
託)三次元デジタルデー
タ評価装置に関する国
際標準開発

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

48 IEC 62282-6-101 Ed.1

Fuel cell technologies - Part 6-
101: Micro fuel cell power systems
- Safety - General requirements
(燃料電池技術－パート6-101: マイ
クロ燃料電池発電システム－安全
性－一般要件)

H25.1.1 山根昌隆
電池技術研究部
門

H23-24 METI (「燃料電
池に関する国際標準化
（マイクロ及び可搬型燃
料電池システムからの
排気に係る安全性評価
試験方法に関する基盤
技術開発）」

IEC/TC105(燃料電池）
/WG8 (マイクロ燃料電
池-安全）

49 ISO 16891: 2016

Test method for evaluating
degradation of properties of
cleanable filter media （乾式ろ過集
じん用ろ布の耐久性評価試験法）

H25.3.11 H28.1.15 遠藤茂寿
計測標準研究部
門

ISO/TC142(空気及びそ
の他のガスの清浄装置)
/WG7

50 ISO/IEC 20009-4:2017

Information technology -- Security
techniques -- Anonymous entity
authentication -- Part 4:
Mechanisms based on weak
secrets (情報技術－セキュリティ技
術－匿名エンティティ認証－第4
部：ウィークシークレットに基づくメ
カニズム)

H25.4.1 H29.8.11
古原和邦
辛星漢

セキュアシステ
ム研究部門

H26-28標準基盤研究
「パスワードを用いた匿
名認証/属性認証技術
の国際標準化」

ISO/IEC JTC1(情報技
術）/SC27(セキュリティ
技術)
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17 ISO 17198: 2014

Dimethyl ether (DME) for fuels -
Determination of total sulfur,
ultraviolet fluorescence method (燃
料用ジメチルエーテル(DME)－全
硫黄の定量－紫外線蛍光法）

H23.4.1 H26.11.13
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

18 ISO17786: 2015

Dimethyl ether (DME) for fuels --
Determination of high temperature
(105°C) evaporation residues --
Mass analysis method (燃料用ジメ
チルエーテル(DME)－高温(105℃)
蒸発残留物質の定量－質量分析
法)

H23.4.1 H27.4.29
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

19 ISO/IEC 17549: 2015

Information technology -- User
interface guidelines on menu
navigation -- Part 2: Navigation
with 4-direction devices （情報技
術－メニューナビゲーションに関す
るユーザインタフェース指針－第2
部：4方装置によるナビゲーション）

H23.4.1 H27.5.18 永見武司
情報技術研究部
門

H21国際標準共同研究
開発事業（情報分野の
競争力強化に関する標
準化－⑤携帯用情報機
器の４方向キーインタラ
クションに関する標準化

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

20 ISO/NP 17199

Dimethyl ether (DME) for fuels -
Determination of total sulfur,
Oxydative coulometry method (燃
料用ジメチルエーテル－全硫黄分
測定、微量電量滴定法）

H23.4.1 -
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

21 ISO10360-10: 2016

Geometrical product specifications
(GPS) -- Acceptance and
reverification tests for coordinate
measuring systems (CMS) -- Part
10: Laser trackers for measuring
point-to-point distances （座標測
定機の受入検査及び定期検査
Part10）

H23.4.15 H28.4.4 大澤尊光
計測標準研究部
門

H21～23標準基盤研究
(産業応用におけるCT
（コンピュータ・トモグラ
フィ）装置評価法の標準
化に関する研究）

ISO/TC213(製品の寸
法・形状の仕様及び評
価）/WG10

22 ISO/TS 17200: 2013

Nanotechnology - Nanoparticles in
powder form - Characteristics and
measurements (ナノテクノロジー－
粉体ナノ粒子－特性と測定)

H23.5.10 H25.5.15
田中充（プロジェクト
リーダー）

フェロー
H21～23国際標準共同
研究開発事業（ナノ材料
規格等に関する標準化）

ISO/TC229（ナノテクノロ
ジー）/WG4

23 ISO/WD 18677

Method of analyzing oxygen for
evaluating magnesium and
magnesium alloys (マグネシウム地
金・合金評価のための酸素分析方
法)

H23.6.27
柘植明（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門

H20～22基準認証（マグ
ネシウム地金・合金中酸
素の分析方法の標準
化）

ISO/TC79（軽金属及び
同合金）/SC5（マグネシ
ウム及びマグネシウム
合金）

24
IEC 62047-20 Ed.
1.0:2014 (b)

 Semiconductor devices - Micro-
electromechanical devices - Part
20: Gyroscopes (半導体素子－超
小型電気機械素子－第20部：ジャ
イロスコープ)

H23.7.1 H26.6.26
檜野良穂
大田明博

計測標準研究部
門

H20～22基準認証（小型
ジャイロMEMSデバイス
の性能評価方法に関す
る標準化）

IEC/TC47(半導体デバイ
ス)/SC47F（MEMS)

25 ISO/IEC 17825: 2016

Information technology -- Security
technique -- Testing methods for
the mtigation of non-invasive
attack classes against
cryptographic modules (情報技術 -
暗号モジュールに対する非侵襲攻
撃の軽減試験方法）

H23.7.7 H28.1.4 佐藤証
情報セキュリティ
センター

H23～24標準基盤（暗号
モジュールの安全性評
価国際標準化および制
度運用に向けた評価プ
ラットフォーム開発）

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3

26 ISO　24505：2016

Ergonomics -- Accessible design -
- Method for creating colour
combinations taking account of
age-related changes in human
colour vision (年齢を考慮した色の
組合せ方法)

H23.7.14 H28.4.1
佐川賢（プロジェクト
リーダー）
伊藤納奈

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23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）

ISO/TC159（人間工学）
/SC5(物理的環境の人
間工学）

27 ISO 9241-392: 2015

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 392: Ergonomic
recommendations for the reduction
of visual fatigue from stereoscopic
images (人間工学－人とシステムと
のインタラクション－第392部：立体
画像からの視覚疲労の人間工学
的推奨要求事項)

H23.8.12 H27.5.26 氏家弘裕
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～21標準基盤（映像
の生体安全性に基づく
安全基準の国際標準
化）

H21-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）

28
IEC 80601-2-71 Ed.
1.0:2015 (en)

Medical electrical equipment - Part
2-71: Particular requirements for
the basic safety and essential
performance of functional near-
infrared spectroscopy (NIRS)
equipment .(医用電気機器－第2-
71部：機能的近赤外分光(NIRS)機
器の基本的安全性及び必須性能
の特定要求事項)

H23.9.19 H27.6.29 谷川ゆかり
人間福祉医工学
研究部門

Ｈ20～21標準基盤（近赤
外光診断装置の性能試
験方法及び装置較正用
ファントムの標準化）

H23～25国際標準開発
事業（医用光生体計測
に関する国際標準化）

ISO/TC121（麻酔装置及
び人工呼吸関連装置）
/SC3　and　IEC/TC62
(医用電気機器）SC62D
(医用電子機
器)/JWG5(パルスオキシ
メータ）

29 ISO 17947

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Methods for chemical analysis of
fine silicon nitride powders (ファイ
ンセラミックス用窒化けい素微粉末
の化学分析方法)

H23.9.28 H26.8.21

上蓑
森川久
兼松渡
日置昭治（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門
計測標準研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG3

30 ISO17901-1: 2015

Optics and photonics - Holography
- Part 1: Methods of measuring
diffraction efficiency and
associated optical characteristics
of holograms （光学及びフォトニク
ス－ホログラフィ－第1部：ホログラ
ムの回折効率及び関連光学特性
の測定方法）

H23.11.1 H27.6.29 福田隆史
電子光技術研究
部門

H18-19標準基盤（ホロ
グラム記録材料の光学
的特性測定方法）

H21国際共同（ホログラ
ムの光学的特性測定方
法に関する標準化FS）

ISO/TC172（光学及び光
学機器）/SC9(エレクトロ
オプティカルシステム）
/WG7（レーザ以外の電
気光学システム）

31 ISO17901-2: 2015

Optics and photonics - Holography
- Part 2: Methods for measurement
of hologram recording
characteristics （光学及びフォトニ
クス－ホログラフィ－第2部：ホログ
ラム記録特性の測定方法)

H23.11.1 H27.6.29 福田隆史
電子光技術研究
部門

H18-19標準基盤（ホロ
グラム記録材料の光学
的特性測定方法）

H21国際共同（ホログラ
ムの光学的特性測定方
法に関する標準化FS）

ISO/TC172（光学及び光
学機器）/SC9(エレクトロ
オプティカルシステム）
/WG7（レーザ以外の電
気光学システム）

32 ISO 18088

Ergonomics - Accessible Design -
Guidelines for designing tactile
symbols and letters (触知図形の基
本設計方法）

H23.11.5 -
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23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）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）/WG10

33 ISO 18087

Ergonomics - Accessible Design -
Minimum legible font size for
people at any age （最小可読文字
サイズ推定方法）

H23.11.5 -
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23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）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）/WG10

34 ISO18074: 2015

Textiles-Identification of some
animal fibres by DNA analysis
method - Cashmere, wool, yak and
their blends (カシミヤ繊維のDNAに
よる試験方法)

H23.12.29 H27.11.19

町田雅之（プロジェクト
リーダー）
小池英明（プロジェクト
リーダー）
関口勇地

生物プロセス研
究部門
バイオメディカル
研究部門

H22～24国際標準共同
研究開発事業（カシミヤ
繊維の試験方法に関す
る標準化）

ISO/TC38(繊維）/WG22
（繊維鑑別と化学分析）
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35 ISO 18191: 2015

Water quality -- Determination of
pHt in sea water -- Method using
the indicator dye m-cresol purple
(水質－海水のpH測定 − m-クレ
ゾールパープル指. 示薬を用いた
方法)

H24.2.1 H27.9.1
原田晃
鶴島修夫

環境管理技術研
究部門

H19ｰ21標準基盤（海水
中炭酸系パラメータ測定
法の国際標準化）

ISO/TC14７（水質）
/SC2(物理的・化学的・
生物的方法）

36 ISO 17942: 2014

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Methods for chemical analysis of
boron nitride powders （ファインセ
ラミックス用窒化ほう素粉末の化学
分析方法）

H24.4.1 H26.7.30

上蓑
森川久
兼松渡
日置昭治（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門
計測標準研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）

37 ISO 15106-5：2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 5:
Presssure sensor method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第5部：圧力セン
サ法）

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

38 ISO15106-6: 2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 6:
Atmospheric pressure ionization
mass spectrometer method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第6部：大気圧イ
オン化質量分光計法)

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

39 ISO15106-7: 2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 7:
Calcium corrosion method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第7部：カルシウム
腐食法)

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

40 ISO 16620-1: 2015
Plastics -- Biobased content --
Part 1: General principles (プラス
チック－バイオベース系内容物－
第1部：一般原則)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18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）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG23（バイオプラス
チックの試験法）

41 ISO 16620-2: 2015

Plastics -- Biobased content --
Part 2: Determination of biobased
carbon content (プラスチック－バ
イオベース系内容物－第2部：バイ
オベース系炭素含有量の定量)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18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）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG23（バイオプラス
チックの試験法）

42 ISO 16620-3: 2015

Plastics -- Biobased content --
Part 3: Determination of biobased
synthetic polymer content
(プラスチック－バイオベース系内
容物－第3部：バイオベース系合成
高分子含有量)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18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）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG23（バイオプラス
チックの試験法）

43 IEC/CD 62853
Open Systems Dependability  (開
放系のディペンダビリティ)

H24.9.1 木下佳樹
セキュアシステ
ム研究部門

H20～23、H24 戦略的創
造研究推進事業(利用者
指向ディペンダビリティ
の研究)

IEC/TC56(ディペンダビ
リティ）/WG4

44 ISO/TS 17951-1: 2016

Water quality -- Determination of
fluoride using flow analysis (FIA
and CFA) -- Part 1: Method using
flow injection analysis (FIA) and
spectrometric detection after off-
line distillation （水質-流れ分析
（FIA及びCFA)　によるふっ化物の
定量　第１部：フローインジェクショ
ン分析(FIA)と吸光光度法を用いる
方法）

H24.10.1 H28.6.17
宮崎章
田尾博明
中里哲也

環境管理技術研
究部門

H24-26標準基盤研究
（水中ふっ素化合物定量
のための流れ分析法）

ISO/TC147(水質）
/SC2/WG8 (Flow
Analysis Methods)

45 ISO/TS 17951-2: 2016

Water quality -- Determination of
fluoride using flow analysis (FIA
and CFA) -- Part 2: Method using
continuous flow analysis (CFA)
with automated in-line distillation
（水質-流れ分析（FIA及びCFA)　に
よるふっ化物の定量　第２部：連続
流れ分析（CFA)を用いる方法）

H24.10.1 H28.6.17
宮崎章
田尾博明
中里哲也

環境管理技術研
究部門

H24-26標準基盤研究
（水中ふっ素化合物定量
のための流れ分析法）

ISO/TC147(水質）/SC2
（物理的・化学的・生物
化学的方法）/WG8
(Flow Analysis Methods)

46 ISO/IEC 30136:2018
Information Technology —
Performance Testing of Template
Protection Scheme

H24.10.1 H30.3.8
井沼学
大塚玲

情報セキュリティ
研究センター
情報技術研究部
門

H22～24国際標準共同
研究開発事業(バイオメ
トリクス認証におけるテ
ンプレート保護技術に関
する標準化）

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC37(バイオメトリク
ス）

47 ISO 20685-2: 2015

Ergonomics -- 3-D scanning
methodologies for internationally
compatible anthropometric
databases -- Part 2: Evaluation
protocol of surface shape and
repeatability of relative landmark
positions （人間工学－国際的に比
較可能な人体計測データベースの
ための3-Dスキャニング法－第2
部： 表面形状及び相対的基準位
置の再現性の評価プロトコル）

H24.12.1 H27.8.4
持丸正明
河内眞紀子（プロジェク
トリーダー）

デジタルヒュー
マン研究セン
ター

・H17-19 基準認証研究
開発事業（METI委託費）
非接触三次元測定機の
精度評価方法の標準化
・H22-24 国際標準開発
事業（METI-三菱総研委
託)三次元デジタルデー
タ評価装置に関する国
際標準開発

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

48 IEC 62282-6-101 Ed.1

Fuel cell technologies - Part 6-
101: Micro fuel cell power systems
- Safety - General requirements
(燃料電池技術－パート6-101: マイ
クロ燃料電池発電システム－安全
性－一般要件)

H25.1.1 山根昌隆
電池技術研究部
門

H23-24 METI (「燃料電
池に関する国際標準化
（マイクロ及び可搬型燃
料電池システムからの
排気に係る安全性評価
試験方法に関する基盤
技術開発）」

IEC/TC105(燃料電池）
/WG8 (マイクロ燃料電
池-安全）

49 ISO 16891: 2016

Test method for evaluating
degradation of properties of
cleanable filter media （乾式ろ過集
じん用ろ布の耐久性評価試験法）

H25.3.11 H28.1.15 遠藤茂寿
計測標準研究部
門

ISO/TC142(空気及びそ
の他のガスの清浄装置)
/WG7

50 ISO/IEC 20009-4:2017

Information technology -- Security
techniques -- Anonymous entity
authentication -- Part 4:
Mechanisms based on weak
secrets (情報技術－セキュリティ技
術－匿名エンティティ認証－第4
部：ウィークシークレットに基づくメ
カニズム)

H25.4.1 H29.8.11
古原和邦
辛星漢

セキュアシステ
ム研究部門

H26-28標準基盤研究
「パスワードを用いた匿
名認証/属性認証技術
の国際標準化」

ISO/IEC JTC1(情報技
術）/SC27(セキュリティ
技術)
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51 IEC 62800 Ed. 1.0

Radio on Fiber System conforming
to different Spectral Emission
Standard （スペクトル・マスク規定
に準拠した光ファイバ無線通信シ
ステム）

H25.4.1 -
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

計測標準研究部
門

H24-26　国際標準開発
事業
（RoF(Radio on Fiber)シ
ステムに関する国際標
準化）

IEC/TC103　(無線通信
用送信装置）

52 IEC/FDIS 62801 Ed. 1.0

Measurement method of a half-
wavelength voltage for Mach-
Zehnder optical modulators in
wireless communication and
broadcasting systems （無線通信・
放送システム用マッハツェンダ光
変調器の半波長電圧測定法）

H25.4.1
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

計測標準研究部
門

H24-26　国際標準開発
事業
（RoF(Radio on Fiber)シ
ステムに関する国際標
準化）

IEC/TC103　(無線通信
用送信装置）

53 IEC 62802 Ed. 1.0:2017

Measurement Method of a Half-
Wavelength Voltage and a Chirp
Parameter for Mach-Zehnder
Optical Modulator in High-
Frequency Radio on Fibre (RoF)
Systems （高周波数光ファイバ無線
システム用マッハツェンダ光変調
器の半波長電圧とチャープパラメタ
測定法）

H25.4.1 H29.7.27
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

計測標準研究部
門

H24-26　国際標準開発
事業
（RoF(Radio on Fiber)シ
ステムに関する国際標
準化）

IEC/TC103　(無線通信
用送信装置）

54
IEC 62899-201 Ed. 1.0
(NP119-18 Ed.1.0)

Printed electronics - Part 201:
Materials - Substrates (プリンテッ
ドエレクトロニクス－第201部：素材
－回路基板)

H25.4.25 H28.2.25

山本典孝
小笹健仁
山田寿一
鎌田俊英

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26　国際標準開発
事業
（プリンテッドエレクトロニ
クスに関する国際標準
化）

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

55
IEC 62899-202 Ed. 1.0
(NP119-19 Ed.1.0)

Printed electronics - Part 202:
Materials - Conductive ink (プリン
テッドエレクトロニクス－第202部：
素材－導電性インク)

H25.4.25 H28.2.25

山本典孝
小笹健仁
山田寿一
鎌田俊英

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26　国際標準開発
事業
（プリンテッドエレクトロニ
クスに関する国際標準
化）

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

56 ISO19095-1: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 1:
Guidelines for the approach （プラ
スチック - 樹脂金属接合の評価－
第1部：ガイドライン)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

57 ISO 19095-2: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 2:
Test specimens (プラスチック - 樹
脂金属接合の評価－第2部：試験
片)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

58 ISO 19095-3: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 3:
Test methods (プラスチック - 樹脂
金属接合の評価－第3部：試験法)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

59 ISO 19095-4: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 4:
Environmental conditions for
durability (プラスチック - 樹脂金属
接合の評価－第4部：耐久性の環
境条件)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

60 ISO 19029: 2016

Accessible design -- Auditory
guiding signals in public facilities
(公共空間に設置する移動支援用
音案内)

H25.7.1 H28.1.19
関喜一
佐藤洋

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20-22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）

ISO/TC173(福祉用具）
/SC7(アクセシブルデザ
イン）

61 ISO/ 19233-1

Implants for surgery --
Orthopaedic joint prosthesis --
Part 1: Procedure for producing
parametric 3D bone models from
CT data of the knee (外科用インプ
ラント－整形外科用人工関節－第
1部：膝のCTデータからのパラメト
リック3D骨モデルの製作手順)

H25.9.1 H29.5.1 兵藤行志
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25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）

H23-25 METIアジア基準
認証
（パーソナライズド人工
関節の機能・安全性評
価基準）

ISO/TC150（外科用体内
埋没材）/SC4（人工関節
及び人工骨）

62 IEC/CDV 61563 Ed. 2.0

Radiation protection
instrumentation - Equipment for
measuring specific activity of
gamma-emitting radionuclides in
foodstuffs (放射線防護計装－食
品中のガンマ線放射核種の放射能
濃度を計測する装置)

H25.9.1 柚木彰
分析計測標準研
究部門

IEC/TC45(原子力計
測)/SC45B(放射線防護
計測）/WG16

63 ISO　7250-3: 2015

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）

H25.10.1 H27.8.13
河内眞紀子
持丸正明

デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

H22-24　国際標準開発
事業
（三次元デジタルデータ
評価装置に関する国際
標準開発）

ISO/TC159(人間工
学)/SC3(人体計測と生
体力学)

64 ISO 19635: 2016

Fine Ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics)-Test
method  for  antialgal  activity  of
semiconducting　photocatalytic
materials (ファインセラミックス－光
触媒材料の防藻性能評価方法)

H25.10.1 H28.3.15
大古善久（プロジェクト
リーダー）

環境管理技術研
究部門

H18エネ・環
H19-21基準認証（半導
体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）

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

65 ISO/TS 19337: 2016

Nanotechnologies --
Characteristics of working
suspensions of nano-objects for in
vitro assays to evaluate inherent
nano-object toxicity （ナノテクノロ
ジ－ナノオブジェクトの固有毒性を
評価するためのインビトロ分析に
使用するナノオブジェクトの懸濁特
性）

H25.10.1 H28.3.23
岩橋均（プロジェクト
リーダー）

健康工学研究部
門

独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開
発機構
H18-22 「ナノ粒子特性
評価手法の研究開発/
キャラクタリゼーション・
暴露評価・有害性評価・
リスク評価手法の開発 」

ISO/TC229（ナノテクノロ
ジー）

66 ISO16063-17: 2016

Methods for the calibration of
vibration and shock transducers –
Part 17: Primary calibration by
centrifuge (振動及び衝撃トランス
デューサのの校正方法-第17部：
遠心分離機による一次校正)

H25.10.1 H28.5.30

臼田孝（プロジェクト
リーダー）
大田明博
野里英明

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
（遠心加速度校正に関
する標準化研究）

ISO/TC108（機械の振動
及び衝撃）/SC3（振動・
衝撃測定器）
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67 ISO 19722: 2017

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics)-
Test method for determination of
photocatalytic activity on
semiconducting photocatalytic
materials by dissolved oxygen
consumption (溶存酸素消費量によ
る光触媒活性の決定試験法)

H25.10.1 H29.1.10
平川力（プロジェクト
リーダー）

環境管理技術研
究部門

H22-24　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」

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

68
IEC/TR 60601-4-1 Ed.
1.0

Medical electrical equipment - Part
4-1: Guidance and interpretation -
Medical electrical equipment and
medical electrical systems
employing a degree of autonomy
（医用電気機器－第4-1部：手引及
び解説－電磁イミュニティ；自立度
を利用する医用電気器及び医用電
気システム）

H25.10.1 H29.5.22 鎮西清行
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

IEC/TC62(医療電気機
器)/SC62A (医用電気機
器に関する共通事
項)/JWG 9
ISO/TC299（ロボットとロ
ボティックデバイス）
/JWG 5

69 ISO 22197-1: 2016

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test methods for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials: Part 1:
Removal of nitric oxide （ファインセ
ラミックス（先進セラミックス及び先
進技術セラミックス）－光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第1
部：窒素酸化物の除去性能）

H25.10.23 H28.11.1
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

70 ISO/WD 18677

Method of analyzing oxygen for
evaluating magnesium and
magnesium alloys （マグネシウム金
属中酸素の分析方法）

H25.11.11
柘植明（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門

H20～22基準認証（マグ
ネシウム地金・合金中酸
素の分析方法の標準
化）

ISO/TC79（軽金属及び
同合金）/SC5（マグネシ
ウム及びマグネシウム
合金）

71 ISO/DIS 17168-1

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
1: Removal of nitric oxide

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

72 ISO/DIS 17168-2

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
2: Removal of acetaldehyde

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

73 ISO/DIS 17168-3

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
3: Removal of toluene

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

74 ISO/DIS 17168-4

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
4: Removal of formaldehyde

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

75 ISO/DIS 17168-5

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
5: Removal of methyl mercaptan

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

76 ISO/IEC 30107-3:2017

Information Technology --
Biometrics -- Presentation attack
detection -- Part 3: Testing,
reporting and classification of
attacks （生体認証機器へのなりす
まし攻撃検知 -- 性能評価と報告
の方法、および攻撃方法の分類）

H26.1.21 H29.8.23 大木哲史
セキュアシステ
ム研究部門

H25METI委託費
バイオメトリクス安全性
評価(bPAD:Biometric
Presentation-Attack
Detection)の国際標準
化

ISO/IEC/JTC1(情報技
術)/SC37（バイオメトリク
ス）

77 ISO 19090:2018

Tissue-engineered medical
products -- Bioactive ceramics --
Method to measure cell migration
in porous materials （バイオセラミッ
クス多孔体の細胞侵入性試験法）

H26.1.28 H30.1.17 廣瀬志弘
健康工学研究部
門

H23-24METI委託事業
（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）

ISO/TC150(外科用体内
埋没材)/SC7(再生医療
機器)

78 ISO/IEC 30122-2: 2017

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 2: Constructing and testing
(情報技術－ユーザインタフェース
－音声命令－第2部: 構築と検証
の手続き）

H26.2.13 H29.2.9
関喜一（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

79 ISO/IEC 30122-3

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 3: Translation and localization
(情報技術－ユーザインタフェース
－音声命令－第3部: 音声命令の
ための言語間問題）

H26.2.13 H29.2.24
関喜一（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）/WG5（ボ
イスコマンド）

80 ISO/DIS 21501-4

Determination of particle size
distribution - Single particle light
interaction methods -- Part 4:
Light scattering airborne particle
counter for clean spaces (光散乱
式粒子計数器の校正方法及び検
証方法)

H26.3.4 榎原研正
計測標準研究部
門

H23～25標準基盤
気中ナノ粒子測定器の
精度保証に関する標準
化

ISO/TC24（粒子特性評
価及びふるい）/SC4(粒
子特性評価）/WG9

81 ISO/ 20480-1

Fine bubble technology -- General
principles for usage and
measurement of fine bubbles --
Part 1: Terminology （ファインバブ
ル技術－ファインバブルの利用及
び測定の一般原則－第1部：用語）

H26.3.9 H29.6.22 綾信博
イノベーション推
進本部

H26-28 METIエネルギー
使用合理化国際標準化
推進事業委託費「ファイ
ンバブル技術に関する
国際標準化・普及基盤
構築」

ISO/TC281(ファインバブ
ルテクノロジー）
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51 IEC 62800 Ed. 1.0

Radio on Fiber System conforming
to different Spectral Emission
Standard （スペクトル・マスク規定
に準拠した光ファイバ無線通信シ
ステム）

H25.4.1 -
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

計測標準研究部
門

H24-26　国際標準開発
事業
（RoF(Radio on Fiber)シ
ステムに関する国際標
準化）

IEC/TC103　(無線通信
用送信装置）

52 IEC/FDIS 62801 Ed. 1.0

Measurement method of a half-
wavelength voltage for Mach-
Zehnder optical modulators in
wireless communication and
broadcasting systems （無線通信・
放送システム用マッハツェンダ光
変調器の半波長電圧測定法）

H25.4.1
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

計測標準研究部
門

H24-26　国際標準開発
事業
（RoF(Radio on Fiber)シ
ステムに関する国際標
準化）

IEC/TC103　(無線通信
用送信装置）

53 IEC 62802 Ed. 1.0:2017

Measurement Method of a Half-
Wavelength Voltage and a Chirp
Parameter for Mach-Zehnder
Optical Modulator in High-
Frequency Radio on Fibre (RoF)
Systems （高周波数光ファイバ無線
システム用マッハツェンダ光変調
器の半波長電圧とチャープパラメタ
測定法）

H25.4.1 H29.7.27
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

計測標準研究部
門

H24-26　国際標準開発
事業
（RoF(Radio on Fiber)シ
ステムに関する国際標
準化）

IEC/TC103　(無線通信
用送信装置）

54
IEC 62899-201 Ed. 1.0
(NP119-18 Ed.1.0)

Printed electronics - Part 201:
Materials - Substrates (プリンテッ
ドエレクトロニクス－第201部：素材
－回路基板)

H25.4.25 H28.2.25

山本典孝
小笹健仁
山田寿一
鎌田俊英

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26　国際標準開発
事業
（プリンテッドエレクトロニ
クスに関する国際標準
化）

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

55
IEC 62899-202 Ed. 1.0
(NP119-19 Ed.1.0)

Printed electronics - Part 202:
Materials - Conductive ink (プリン
テッドエレクトロニクス－第202部：
素材－導電性インク)

H25.4.25 H28.2.25

山本典孝
小笹健仁
山田寿一
鎌田俊英

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26　国際標準開発
事業
（プリンテッドエレクトロニ
クスに関する国際標準
化）

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

56 ISO19095-1: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 1:
Guidelines for the approach （プラ
スチック - 樹脂金属接合の評価－
第1部：ガイドライン)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

57 ISO 19095-2: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 2:
Test specimens (プラスチック - 樹
脂金属接合の評価－第2部：試験
片)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

58 ISO 19095-3: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 3:
Test methods (プラスチック - 樹脂
金属接合の評価－第3部：試験法)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

59 ISO 19095-4: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 4:
Environmental conditions for
durability (プラスチック - 樹脂金属
接合の評価－第4部：耐久性の環
境条件)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

60 ISO 19029: 2016

Accessible design -- Auditory
guiding signals in public facilities
(公共空間に設置する移動支援用
音案内)

H25.7.1 H28.1.19
関喜一
佐藤洋

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20-22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）

ISO/TC173(福祉用具）
/SC7(アクセシブルデザ
イン）

61 ISO/ 19233-1

Implants for surgery --
Orthopaedic joint prosthesis --
Part 1: Procedure for producing
parametric 3D bone models from
CT data of the knee (外科用インプ
ラント－整形外科用人工関節－第
1部：膝のCTデータからのパラメト
リック3D骨モデルの製作手順)

H25.9.1 H29.5.1 兵藤行志
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25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）

H23-25 METIアジア基準
認証
（パーソナライズド人工
関節の機能・安全性評
価基準）

ISO/TC150（外科用体内
埋没材）/SC4（人工関節
及び人工骨）

62 IEC/CDV 61563 Ed. 2.0

Radiation protection
instrumentation - Equipment for
measuring specific activity of
gamma-emitting radionuclides in
foodstuffs (放射線防護計装－食
品中のガンマ線放射核種の放射能
濃度を計測する装置)

H25.9.1 柚木彰
分析計測標準研
究部門

IEC/TC45(原子力計
測)/SC45B(放射線防護
計測）/WG16

63 ISO　7250-3: 2015

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）

H25.10.1 H27.8.13
河内眞紀子
持丸正明

デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

H22-24　国際標準開発
事業
（三次元デジタルデータ
評価装置に関する国際
標準開発）

ISO/TC159(人間工
学)/SC3(人体計測と生
体力学)

64 ISO 19635: 2016

Fine Ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics)-Test
method  for  antialgal  activity  of
semiconducting　photocatalytic
materials (ファインセラミックス－光
触媒材料の防藻性能評価方法)

H25.10.1 H28.3.15
大古善久（プロジェクト
リーダー）

環境管理技術研
究部門

H18エネ・環
H19-21基準認証（半導
体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）

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

65 ISO/TS 19337: 2016

Nanotechnologies --
Characteristics of working
suspensions of nano-objects for in
vitro assays to evaluate inherent
nano-object toxicity （ナノテクノロ
ジ－ナノオブジェクトの固有毒性を
評価するためのインビトロ分析に
使用するナノオブジェクトの懸濁特
性）

H25.10.1 H28.3.23
岩橋均（プロジェクト
リーダー）

健康工学研究部
門

独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開
発機構
H18-22 「ナノ粒子特性
評価手法の研究開発/
キャラクタリゼーション・
暴露評価・有害性評価・
リスク評価手法の開発 」

ISO/TC229（ナノテクノロ
ジー）

66 ISO16063-17: 2016

Methods for the calibration of
vibration and shock transducers –
Part 17: Primary calibration by
centrifuge (振動及び衝撃トランス
デューサのの校正方法-第17部：
遠心分離機による一次校正)

H25.10.1 H28.5.30

臼田孝（プロジェクト
リーダー）
大田明博
野里英明

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
（遠心加速度校正に関
する標準化研究）

ISO/TC108（機械の振動
及び衝撃）/SC3（振動・
衝撃測定器）
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67 ISO 19722: 2017

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics)-
Test method for determination of
photocatalytic activity on
semiconducting photocatalytic
materials by dissolved oxygen
consumption (溶存酸素消費量によ
る光触媒活性の決定試験法)

H25.10.1 H29.1.10
平川力（プロジェクト
リーダー）

環境管理技術研
究部門

H22-24　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」

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

68
IEC/TR 60601-4-1 Ed.
1.0

Medical electrical equipment - Part
4-1: Guidance and interpretation -
Medical electrical equipment and
medical electrical systems
employing a degree of autonomy
（医用電気機器－第4-1部：手引及
び解説－電磁イミュニティ；自立度
を利用する医用電気器及び医用電
気システム）

H25.10.1 H29.5.22 鎮西清行
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

IEC/TC62(医療電気機
器)/SC62A (医用電気機
器に関する共通事
項)/JWG 9
ISO/TC299（ロボットとロ
ボティックデバイス）
/JWG 5

69 ISO 22197-1: 2016

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test methods for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials: Part 1:
Removal of nitric oxide （ファインセ
ラミックス（先進セラミックス及び先
進技術セラミックス）－光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第1
部：窒素酸化物の除去性能）

H25.10.23 H28.11.1
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

70 ISO/WD 18677

Method of analyzing oxygen for
evaluating magnesium and
magnesium alloys （マグネシウム金
属中酸素の分析方法）

H25.11.11
柘植明（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門

H20～22基準認証（マグ
ネシウム地金・合金中酸
素の分析方法の標準
化）

ISO/TC79（軽金属及び
同合金）/SC5（マグネシ
ウム及びマグネシウム
合金）

71 ISO/DIS 17168-1

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
1: Removal of nitric oxide

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

72 ISO/DIS 17168-2

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
2: Removal of acetaldehyde

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

73 ISO/DIS 17168-3

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
3: Removal of toluene

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

74 ISO/DIS 17168-4

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
4: Removal of formaldehyde

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

75 ISO/DIS 17168-5

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
5: Removal of methyl mercaptan

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

76 ISO/IEC 30107-3:2017

Information Technology --
Biometrics -- Presentation attack
detection -- Part 3: Testing,
reporting and classification of
attacks （生体認証機器へのなりす
まし攻撃検知 -- 性能評価と報告
の方法、および攻撃方法の分類）

H26.1.21 H29.8.23 大木哲史
セキュアシステ
ム研究部門

H25METI委託費
バイオメトリクス安全性
評価(bPAD:Biometric
Presentation-Attack
Detection)の国際標準
化

ISO/IEC/JTC1(情報技
術)/SC37（バイオメトリク
ス）

77 ISO 19090:2018

Tissue-engineered medical
products -- Bioactive ceramics --
Method to measure cell migration
in porous materials （バイオセラミッ
クス多孔体の細胞侵入性試験法）

H26.1.28 H30.1.17 廣瀬志弘
健康工学研究部
門

H23-24METI委託事業
（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）

ISO/TC150(外科用体内
埋没材)/SC7(再生医療
機器)

78 ISO/IEC 30122-2: 2017

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 2: Constructing and testing
(情報技術－ユーザインタフェース
－音声命令－第2部: 構築と検証
の手続き）

H26.2.13 H29.2.9
関喜一（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

79 ISO/IEC 30122-3

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 3: Translation and localization
(情報技術－ユーザインタフェース
－音声命令－第3部: 音声命令の
ための言語間問題）

H26.2.13 H29.2.24
関喜一（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）/WG5（ボ
イスコマンド）

80 ISO/DIS 21501-4

Determination of particle size
distribution - Single particle light
interaction methods -- Part 4:
Light scattering airborne particle
counter for clean spaces (光散乱
式粒子計数器の校正方法及び検
証方法)

H26.3.4 榎原研正
計測標準研究部
門

H23～25標準基盤
気中ナノ粒子測定器の
精度保証に関する標準
化

ISO/TC24（粒子特性評
価及びふるい）/SC4(粒
子特性評価）/WG9

81 ISO/ 20480-1

Fine bubble technology -- General
principles for usage and
measurement of fine bubbles --
Part 1: Terminology （ファインバブ
ル技術－ファインバブルの利用及
び測定の一般原則－第1部：用語）

H26.3.9 H29.6.22 綾信博
イノベーション推
進本部

H26-28 METIエネルギー
使用合理化国際標準化
推進事業委託費「ファイ
ンバブル技術に関する
国際標準化・普及基盤
構築」

ISO/TC281(ファインバブ
ルテクノロジー）
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No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

82 ISO 389-7:2005/DAmd 1

Reference threshold of hearing at
20 Hz and 18 000 Hz under free-
field listening conditions and at 20
Hz under diffuse-field listening
conditions (自由音場における20
Hz及び18000 Hz，並びに拡散音場
における20Hzの基準聴覚閾値)

H26.5.20 H28.7.12
倉片憲治（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

標準基盤研究の成果を
活用したもの
「高周波領域の基準聴
覚特性の標準化」（H13-
15）
「高齢者による低周波音
の不快度評価方法」
（H16-17）

ISO/TC43（音響）
/WG1(聴覚閾値）

83 ISO 19810

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(先進セ
ラミックス，先進技術セラミックス)－
屋内照明環境下における半導体光
触媒物質の自己洗浄能力の試験
方法－水接触角の測定）

H26.5.23 H29.4.10
小西由也（プロジェクト
リーダー）

エネルギー技術
研究部門

H19-24循環社会構築型
光触媒産業創成プロ
ジェクト

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

84 ISO 9241-333:2017

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 333:
Stereoscopic displays using glasses
(人間とシステムのインタラクション
－第333部 : めがね式立体ディスプ
レイ)

H26.6.23 H29.4.27 氏家弘裕
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）

85 IEC 60153-1: 2016

Hollow metallic waveguides Part 1:
General requirements and
measuring methods （中空金属導
波管－第1部：一般要求事項及び
測定方法）

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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）

86 IEC 60153-2: 2016

Hollow metallic waveguides part-2:
Relevant specifications for ordinary
rectangular waveguides （中空金属
導波管－第2部：普通形矩形導波
管の関連仕様）

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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）

87 IEC 60154-1: 2016
Franges for waveguides part-1:
General requirements （導波管用フ
ランジ－第1部：一般要求事項）

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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）

88 IEC 60154-2: 2016

Flanges for waveguides. Part 2:
Relevant specifications for flanges
for ordinary rectangular
waveguides （導波管用フランジ－
第2部：普通形矩形導波管用フラン
ジの関連仕様）

H26.7.4 H28.7.5
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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）

89 ISO/IEC DIS 18520

Information technology --
Computer graphics, image
processing and environmental data
representation -- Benchmarking of
vison-based spatial registration
and tracking methods for Mixed
and Augmented Reality (MAR) (複
合現実感・拡張現実感（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）

H26.7.8
蔵田武志（プロジェクト
リーダー）

サービス工学研
究センター

標準基盤研究H23-25
「カメラやセンサによる複
合現実トラッキングのベ
ンチマーク標準化」

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)

90 ISO 7250-1:2017（改訂）

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）

H26.8.11 H29.8.11
持丸正明
河内眞紀子（コ プロ
ジェクトリーダー）

デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

H22-24　国際標準開発
事業
（三次元デジタルデータ
評価装置に関する国際
標準開発）

ISO/TC159(人間工
学)/SC3(人体計測と生
体力学)

91 ISO/ 19984-1

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 1: General principles and
calculation methods using the
formulation of the rubber
compound (ゴム及びゴム製品－生
物起源含有率の測定－第1部：一
般原理及びゴム化合物の定式を用
いる計算方法)

H26.9.1 H29.8.14 国岡正雄
環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「バイオプラスチック製品
中のバイオマスプラス
チック度の測定方法の
標準化」

ISO/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

92 ISO/ 19984-2

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 2: Biobased carbon
content (ゴム及びゴム製品－生物
起源内容物の測定－第2部：生物
起源炭素含有率の測定)

H26.9.1 H29.8.14
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「バイオプラスチック製品
中のバイオマスプラス
チック度の測定方法の
標準化」

ISO/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

93 ISO/ 19984-3

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 3: Biobased mass content
(ゴム及びゴム製品－生物起源内
容物の測定－第3部：生物起源質
量含有率の測定)

H26.9.1 H29.8.14 国岡正雄
環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「バイオプラスチック製品
中のバイオマスプラス
チック度の測定方法の
標準化」

ISO/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

94 ISO/IEC NP 19989-1

Information technology -- Security
techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 1: Performance

H26.9.15 -
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H26- 28  METI「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」

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）

95 ISO/PRF 19929

Plastics — Determination of
average molecular mass and
mixture ratio of poly (ethylene
glycol) and its derivatives by
MALDI-TOFMS (プラスチック－
MALDI-TOFMSによるポリエチレン
グリコールとその誘導体の平均分
子量と混合比の決定)

H26.9.24 H29.3.23
高橋かより（プロジェク
トリーダー）

物質計測標準研
究部門

H23-26標準基盤研究
「高分子の定量MALDI
質量分析法の国際標準
化」

H26-28 METI再委託
「複雑系高性能プラス
チックの物理・化学的試
験方法に関する国際標
準化」

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理・化学的性
質)/WG11(分析的手法)

96 ISO/IEC WD 20085-1

Test tool requirements and test
tool calibration methods for use in
testing non-invasive attack
mitigation techniques in
cryptographic modules--Part 1:
Test tools and techniques (暗号モ
ジュールの非侵襲攻撃防止技術の
テストに使用されるテストツール
キャリブレーション手法とテストツー
ル要件 --第一部：テストツールと
技術)

H26.10.30
坂根広史（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H23-24 AIST
「暗号モジュールの安全
性評価国際標準化およ
び制度運用に向けた評
価プラットフォーム開発」

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）
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提案者等
所属ユニット

（提案時）
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（標準基盤研究）
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（外部資金研究）
ISO/IEC TC

97 ISO 20411:2018

Surface chemical analysis --
Secondary ion mass spectrometry
-- Correction method for saturated
intensity in single ion counting
dynamic secondary ion mass
spectrometry using test based on
isotopic ratios in depth profile
analysis (表面化学分析－二次イオ
ン質量分析法－検出器の飽和の
判定とその補正方法（仮））

H26.11.1 H30.3.9 野中秀彦
分析計測標準研
究部門

H22-24標準基盤(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

ISO/TC201(表面化学分
析）/SC6 (二次イオン質
量分析法）/WG3 (Depth
resolution for SIMS）

98 IEC 60601-2-76 ED1

low energy ionized gas haemostasis
equipment - Part 2-76:Particular
requirements for the basic safety
and essential performance of
ionized gas coagulation equipment
(医用電気機器－第2-76部: イオン
ガス凝固装置の基礎安全及び基
本性能の特定要求事項）

H26.11.21
榊田創
池原譲

電子光技術研究
部門

H24-26METI委託事業
（医療用プラズマ装置等
に関する国際標準化）

IEC/TC62（医用電気機
器）/SC62D（医用電気
機器）

99 ISO 20379:2018

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) --
Measurement of thixotropic
behavior of ceramic slurry by use
of a rotational viscometer （ファイン
セラミックス(先進セラミックス，先進
技術セラミックス)- スラリーの回転
粘度計によるチクソトロピー性測定
方法）

H27.1.1 H30.2.13
堀田裕司（プロジェクト
リーダー）

構造材料研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)

100
IEC 62899-401 Ed.
1.0:2017

Printed Electronics - Part 401:
Printability - Overview (印刷エレク
トロニクス – 印刷性 – パート401:
ガイドライン)

H27.4.1 H29.3.3 小笹健仁
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

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

101 IEC 80601-2-77 Ed.1.0

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）

H27.4.1 鎮西清行
健康工学研究部
門

・H27 METI 「手術ロボッ
トに関する国際標準化
フィージビリティスタディ」
・H28～29「手術ロボット
に関する国際標準化」

IEC/TC62(医用電気機
器)/SC62D(医用電子機
器）/JWG35
ISO/TC299(ロボットとロ
ボティックデバイス）
/JWG5(手術用ロボット
の安全性）

102 IEC/TS 61189-3-301

Test methods for electrical
materials, printed boards and other
interconnection structures and
assemblies - Part 3-301: Test
methods for interconnection
structures (printed boards) -
Appearance inspection method for
plated surfaces on PWB (電気材
料，プリント板及びその他の相互接
続構造物及びアセンブリの試験方
法－第3-301部：相互接続構造物
の試験方法(プリント板)－PWBの
めっき面の外観検査法)

H27.5.1 H28.7.28 野中一洋
製造技術研究部
門

H23-25 標準基盤研究
「FPC(フレキシブルプリ
ント回路基板）および関
連製品のめっき表面の
外観検査法の標準化」

IEC/TC91(電子実装技
術）/WG10(プリント配線
板及び材料の測定及び
試験方法）

103 IEC/CD 60154-4 Ed.2.0

Flanges for waveguides - Part 4:
Relevant specifications for flanges
for circular waveguides (導波管用
フランジ－第4部：円形導波管用フ
ランジの関連仕様）

H27.5.1 H29.3.22 堀部雅弘
物理計測標準研
究部門

H25-27 標準基盤研究
「Standard for
Rectangular Metallic
Waveguides and Their
Interfaces for
Frequencies of 110 GHz
and Above (110 GHz以
上の方形導波管および
インターフェースの標準
化)」

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)

104 IEC 60153-4 Ed.3.0

Hollow metallic waveguides - Part
4: Relevant specifications for
circular waveguides （中空金属導
波管－第4部：円形導波管の関連
仕様)

H27.5.1 H29.8.16 堀部雅弘
物理計測標準研
究部門

H25-27 標準基盤研究
「Standard for
Rectangular Metallic
Waveguides and Their
Interfaces for
Frequencies of 110 GHz
and Above (110 GHz以
上の方形導波管および
インターフェースの標準
化)」

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)

105 ISO/CD 20463

Rubber and rubber products --
Determination method of
combustion energy and CO2
emission from bio-based and non
bio-based materials (ゴム及びゴム
製品-バイオベース、非バイオベー
ス燃焼熱と二酸化炭素発生量の求
め方)

H27.5.28 国岡正雄
機能化学研究部
門

ISO/TC45(ゴム及びゴム
製品）/SC2（試験及び分
析法）

106 ISO/IEC 11770-4:2017

Information technology -- Security
techniques -- Key management --
Part 4: Mechanisms based on weak
secrets （情報技術－セキュリティ
技術－鍵管理--第4部:　ウィーク
シークレットに基づく機構）

H27.6.1 H29.11.17
古原和邦
辛星漢

情報技術研究部
門

H26-28標準基盤研究
「パスワードを用いた匿
名認証/属性認証技術
の国際標準化」

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）

107 ISO/IEC 24761

Information technology -- Security
techniques -- Authentication
context for biometrics （バイオメト
リクスのための認証コンテキスト）

H27.7.16
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

運営費交付金

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）

108 ISO/IEC NP 20897

Information technology -- Security
techniques -- Security
requirements, test and evaluation
methods for physically unclonable
functions for generating nonstored
security parameters

H27.9.29 堀洋平
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術)/WG3

118 119



No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

82 ISO 389-7:2005/DAmd 1

Reference threshold of hearing at
20 Hz and 18 000 Hz under free-
field listening conditions and at 20
Hz under diffuse-field listening
conditions (自由音場における20
Hz及び18000 Hz，並びに拡散音場
における20Hzの基準聴覚閾値)

H26.5.20 H28.7.12
倉片憲治（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

標準基盤研究の成果を
活用したもの
「高周波領域の基準聴
覚特性の標準化」（H13-
15）
「高齢者による低周波音
の不快度評価方法」
（H16-17）

ISO/TC43（音響）
/WG1(聴覚閾値）

83 ISO 19810

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(先進セ
ラミックス，先進技術セラミックス)－
屋内照明環境下における半導体光
触媒物質の自己洗浄能力の試験
方法－水接触角の測定）

H26.5.23 H29.4.10
小西由也（プロジェクト
リーダー）

エネルギー技術
研究部門

H19-24循環社会構築型
光触媒産業創成プロ
ジェクト

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

84 ISO 9241-333:2017

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 333:
Stereoscopic displays using glasses
(人間とシステムのインタラクション
－第333部 : めがね式立体ディスプ
レイ)

H26.6.23 H29.4.27 氏家弘裕
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）

85 IEC 60153-1: 2016

Hollow metallic waveguides Part 1:
General requirements and
measuring methods （中空金属導
波管－第1部：一般要求事項及び
測定方法）

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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）

86 IEC 60153-2: 2016

Hollow metallic waveguides part-2:
Relevant specifications for ordinary
rectangular waveguides （中空金属
導波管－第2部：普通形矩形導波
管の関連仕様）

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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）

87 IEC 60154-1: 2016
Franges for waveguides part-1:
General requirements （導波管用フ
ランジ－第1部：一般要求事項）

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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）

88 IEC 60154-2: 2016

Flanges for waveguides. Part 2:
Relevant specifications for flanges
for ordinary rectangular
waveguides （導波管用フランジ－
第2部：普通形矩形導波管用フラン
ジの関連仕様）

H26.7.4 H28.7.5
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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）

89 ISO/IEC DIS 18520

Information technology --
Computer graphics, image
processing and environmental data
representation -- Benchmarking of
vison-based spatial registration
and tracking methods for Mixed
and Augmented Reality (MAR) (複
合現実感・拡張現実感（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）

H26.7.8
蔵田武志（プロジェクト
リーダー）

サービス工学研
究センター

標準基盤研究H23-25
「カメラやセンサによる複
合現実トラッキングのベ
ンチマーク標準化」

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)

90 ISO 7250-1:2017（改訂）

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）

H26.8.11 H29.8.11
持丸正明
河内眞紀子（コ プロ
ジェクトリーダー）

デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

H22-24　国際標準開発
事業
（三次元デジタルデータ
評価装置に関する国際
標準開発）

ISO/TC159(人間工
学)/SC3(人体計測と生
体力学)

91 ISO/ 19984-1

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 1: General principles and
calculation methods using the
formulation of the rubber
compound (ゴム及びゴム製品－生
物起源含有率の測定－第1部：一
般原理及びゴム化合物の定式を用
いる計算方法)

H26.9.1 H29.8.14 国岡正雄
環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「バイオプラスチック製品
中のバイオマスプラス
チック度の測定方法の
標準化」

ISO/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

92 ISO/ 19984-2

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 2: Biobased carbon
content (ゴム及びゴム製品－生物
起源内容物の測定－第2部：生物
起源炭素含有率の測定)

H26.9.1 H29.8.14
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「バイオプラスチック製品
中のバイオマスプラス
チック度の測定方法の
標準化」

ISO/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

93 ISO/ 19984-3

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 3: Biobased mass content
(ゴム及びゴム製品－生物起源内
容物の測定－第3部：生物起源質
量含有率の測定)

H26.9.1 H29.8.14 国岡正雄
環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「バイオプラスチック製品
中のバイオマスプラス
チック度の測定方法の
標準化」

ISO/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

94 ISO/IEC NP 19989-1

Information technology -- Security
techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 1: Performance

H26.9.15 -
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H26- 28  METI「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」

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）

95 ISO/PRF 19929

Plastics — Determination of
average molecular mass and
mixture ratio of poly (ethylene
glycol) and its derivatives by
MALDI-TOFMS (プラスチック－
MALDI-TOFMSによるポリエチレン
グリコールとその誘導体の平均分
子量と混合比の決定)

H26.9.24 H29.3.23
高橋かより（プロジェク
トリーダー）

物質計測標準研
究部門

H23-26標準基盤研究
「高分子の定量MALDI
質量分析法の国際標準
化」

H26-28 METI再委託
「複雑系高性能プラス
チックの物理・化学的試
験方法に関する国際標
準化」

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理・化学的性
質)/WG11(分析的手法)

96 ISO/IEC WD 20085-1

Test tool requirements and test
tool calibration methods for use in
testing non-invasive attack
mitigation techniques in
cryptographic modules--Part 1:
Test tools and techniques (暗号モ
ジュールの非侵襲攻撃防止技術の
テストに使用されるテストツール
キャリブレーション手法とテストツー
ル要件 --第一部：テストツールと
技術)

H26.10.30
坂根広史（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H23-24 AIST
「暗号モジュールの安全
性評価国際標準化およ
び制度運用に向けた評
価プラットフォーム開発」

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）
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97 ISO 20411:2018

Surface chemical analysis --
Secondary ion mass spectrometry
-- Correction method for saturated
intensity in single ion counting
dynamic secondary ion mass
spectrometry using test based on
isotopic ratios in depth profile
analysis (表面化学分析－二次イオ
ン質量分析法－検出器の飽和の
判定とその補正方法（仮））

H26.11.1 H30.3.9 野中秀彦
分析計測標準研
究部門

H22-24標準基盤(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

ISO/TC201(表面化学分
析）/SC6 (二次イオン質
量分析法）/WG3 (Depth
resolution for SIMS）

98 IEC 60601-2-76 ED1

low energy ionized gas haemostasis
equipment - Part 2-76:Particular
requirements for the basic safety
and essential performance of
ionized gas coagulation equipment
(医用電気機器－第2-76部: イオン
ガス凝固装置の基礎安全及び基
本性能の特定要求事項）

H26.11.21
榊田創
池原譲

電子光技術研究
部門

H24-26METI委託事業
（医療用プラズマ装置等
に関する国際標準化）

IEC/TC62（医用電気機
器）/SC62D（医用電気
機器）

99 ISO 20379:2018

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) --
Measurement of thixotropic
behavior of ceramic slurry by use
of a rotational viscometer （ファイン
セラミックス(先進セラミックス，先進
技術セラミックス)- スラリーの回転
粘度計によるチクソトロピー性測定
方法）

H27.1.1 H30.2.13
堀田裕司（プロジェクト
リーダー）

構造材料研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)

100
IEC 62899-401 Ed.
1.0:2017

Printed Electronics - Part 401:
Printability - Overview (印刷エレク
トロニクス – 印刷性 – パート401:
ガイドライン)

H27.4.1 H29.3.3 小笹健仁
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

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

101 IEC 80601-2-77 Ed.1.0

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）

H27.4.1 鎮西清行
健康工学研究部
門

・H27 METI 「手術ロボッ
トに関する国際標準化
フィージビリティスタディ」
・H28～29「手術ロボット
に関する国際標準化」

IEC/TC62(医用電気機
器)/SC62D(医用電子機
器）/JWG35
ISO/TC299(ロボットとロ
ボティックデバイス）
/JWG5(手術用ロボット
の安全性）

102 IEC/TS 61189-3-301

Test methods for electrical
materials, printed boards and other
interconnection structures and
assemblies - Part 3-301: Test
methods for interconnection
structures (printed boards) -
Appearance inspection method for
plated surfaces on PWB (電気材
料，プリント板及びその他の相互接
続構造物及びアセンブリの試験方
法－第3-301部：相互接続構造物
の試験方法(プリント板)－PWBの
めっき面の外観検査法)

H27.5.1 H28.7.28 野中一洋
製造技術研究部
門

H23-25 標準基盤研究
「FPC(フレキシブルプリ
ント回路基板）および関
連製品のめっき表面の
外観検査法の標準化」

IEC/TC91(電子実装技
術）/WG10(プリント配線
板及び材料の測定及び
試験方法）

103 IEC/CD 60154-4 Ed.2.0

Flanges for waveguides - Part 4:
Relevant specifications for flanges
for circular waveguides (導波管用
フランジ－第4部：円形導波管用フ
ランジの関連仕様）

H27.5.1 H29.3.22 堀部雅弘
物理計測標準研
究部門

H25-27 標準基盤研究
「Standard for
Rectangular Metallic
Waveguides and Their
Interfaces for
Frequencies of 110 GHz
and Above (110 GHz以
上の方形導波管および
インターフェースの標準
化)」

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)

104 IEC 60153-4 Ed.3.0

Hollow metallic waveguides - Part
4: Relevant specifications for
circular waveguides （中空金属導
波管－第4部：円形導波管の関連
仕様)

H27.5.1 H29.8.16 堀部雅弘
物理計測標準研
究部門

H25-27 標準基盤研究
「Standard for
Rectangular Metallic
Waveguides and Their
Interfaces for
Frequencies of 110 GHz
and Above (110 GHz以
上の方形導波管および
インターフェースの標準
化)」

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)

105 ISO/CD 20463

Rubber and rubber products --
Determination method of
combustion energy and CO2
emission from bio-based and non
bio-based materials (ゴム及びゴム
製品-バイオベース、非バイオベー
ス燃焼熱と二酸化炭素発生量の求
め方)

H27.5.28 国岡正雄
機能化学研究部
門

ISO/TC45(ゴム及びゴム
製品）/SC2（試験及び分
析法）

106 ISO/IEC 11770-4:2017

Information technology -- Security
techniques -- Key management --
Part 4: Mechanisms based on weak
secrets （情報技術－セキュリティ
技術－鍵管理--第4部:　ウィーク
シークレットに基づく機構）

H27.6.1 H29.11.17
古原和邦
辛星漢

情報技術研究部
門

H26-28標準基盤研究
「パスワードを用いた匿
名認証/属性認証技術
の国際標準化」

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）

107 ISO/IEC 24761

Information technology -- Security
techniques -- Authentication
context for biometrics （バイオメト
リクスのための認証コンテキスト）

H27.7.16
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

運営費交付金

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）

108 ISO/IEC NP 20897

Information technology -- Security
techniques -- Security
requirements, test and evaluation
methods for physically unclonable
functions for generating nonstored
security parameters

H27.9.29 堀洋平
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術)/WG3

118 119
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109 ISO/IEC CD 20085-2

Test tool requirements and test
tool calibration methods for use in
testing non-invasive attack
mitigation techniques in
cryptographic modules--Part 2:
Test calibration methods and
apparatus) (暗号モジュールの非侵
襲攻撃防止技術のテストに使用さ
れるテストツールキャリブレーショ
ン手法とテストツール要件 --第二
部：テストキャリブレーション手法と
装置)

H27.10.1
坂根広史（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

H23-24 標準基盤「暗号
モジュールの安全性評
価国際標準化および制
度運用に向けた評価プ
ラットフォーム開発」

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）

110
ISO/IEC 18033-
2(Amendment)

Information technology -- Security
techniques -- Encryption
algorithms -- Part 2: Asymmetric
ciphers

H27.10.1 花岡悟一郎
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）

111
IEC/TR 62343-6-10:
2017

Dynamic modules - Part 6-10:
Design guide - Intermediate
controller for multiple dynamic
module systems （複数のダイナミッ
クモジュールから構成される通信
システムの制御インタフェース
（Intermediate Controller)　デザイン
ガイド）

H27.12.1 H29.3.22
来見田淳也（プロジェク
トリーダー）

ナノエレクトロニ
クス研究部門

IEC/TC86 (光ファイバ）
/SC86C(光ファイバシス
テム・デバイス）/WG5
(ダイナミックモジュール）

112 ISO 20351

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) --
Absolute measurement of internal
quantum efficiency of phosphors
for white light emitting diodes using
an integrating sphere (ファインセラ
ミックス(先進セラミックス，先進技
術セラミックス)－積分球を使用す
る白色発光ダイオードに対する蛍
光物質の内部量子効率の絶対測
定)

H27.12.1 H29.9.8
市野善朗（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG11（電気
的・光学的応用）

113 ISO/DIS 21056

Ergonomics - Accessible Design -
Guidelines for designing tactile
symbols and letters (触知図形の基
本設計方法）

H27.12.1
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

 人間情報研究
部門　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）/WG10

114 IEC TS 62607-2-4 ED1

Nanomanufacturing - Key control
characteristics - Part 2-4: Carbon
nanotube materials - Accuracy and
repeatability of test methods for
determination of resistance of
individual carbon nanotubes

H28.1.1
秋永広幸（プロジェクト
リーダー）

ナノエレクトロニ
クス研究部門

H25-27METI「ナノエレク
トロニクスに用いるナノ
カーボン特性評価に関
する国際標準化」

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)

115 ISO/DIS 27501
The human-centred organization -
- Guidance for managers

H28.1.1

遠藤維（プロジェクト
リーダー）
渡辺健太郎（エキス
パート）

知能システム研
究部門
人工知能研究セ
ンター

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）

116 ISO/FDIS 21113

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)

H28.1.8
宮崎広行（プロジェクト
リーダー）

構造材料研究部
門

H24～26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」

H25～H26
「低炭素社会を実現する
次世代パワーエレクトロ
ニクスプロジェクト／
研究開発項目① 低炭素
社会を実現する新材料
パワー半導体プロジェク
ト／
(9)高耐熱部品統合パ
ワーモジュール化技術
開発」
⑤ 高耐熱部品の国際標
準化等に関する調査研
究

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG6

117 ISO/IEC FDIS 20071-23

Information technology -- User
interface component accessibility -
- Part 23: Guidance on the visual
presentation of audio information
(including captions and subtitles)
(字幕等の音声情報の視覚表現に
関するガイドライン）

H28.1.23
大山潤爾（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H25-27 標準基盤「映画
等映像コンテンツのバリ
アフリー化に向けた補助
字幕設計手法の標準
化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザインタ
フェース）

118 ISO/IEC 19784-1

Information technology --
Biometric application programming
interface -- Part 1: BioAPI
specification（BioAPI仕様）

H28.2.17 H30.3.23
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

運営費交付金

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）

119 IEC/CD 63068-1 Ed. 1.0

Semiconductor devices - Non-
destructive recognition criteria of
defects in silicon carbide
homoepitaxial wafer for power
devices - Part 1: Classification of
defects

H28.4.1 先崎純寿
先進パワーエレ
クトロニクス研究
センター

H26 AIST標準基盤「SiC
ベア・エピウウェハ評価
法の国内及び国際標準
化」

H27-29 METI「SiCエピ／
ウエハに関する国際標
準化」

IEC/TC47 (半導体デバ
イス）/WG5

120 ISO/IEC CD 29192-6

Information technology -- Security
techniques -- Lightweight
cryptography -- Part 6: Message
authentication codes (MACs) （情
報技術ーセキュリティ技術ー軽量
暗号ーパート6: メッセージ認証子
(MAC)）

H28.4.1
吉田博隆（プロジェクト
エディタ、プロジェクト
リーダー）

情報技術研究部
門

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）

121 ISO/DIS 20480-2

Fine bubble technology - General
principles for usage and
measurement of fine bubbles ―
Part 2: General Principles （ファイン
バブルの使用と計測に関する一般
原則- 第2部：一般原則））

H28.6.1
綾信博
兼松渉

イノベーション推
進本部
構造材料研究部
門

・H26-28 METI 「ファイン
バブル技術に関する国
際標準化・普及基盤構
築」
・H29-31 METI 「ファイン
バブル技術に関する国
際標準化・普及基盤構
築」

ISO/TC281（ファインバ
ブル技術）

122 ISO/DIS 21618

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) --
Test method for fracture
resistance of monolithic ceramics
at room temperature by indentation
fracture (IF) method （モノリシック
セラミックスの室温での圧子圧入
（IF)法による破壊抵抗試験方法）

H28.7.5
宮崎広行（プロジェクト
リーダー）

構造材料研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

123 ISO/CD 21675

Water quality — Determination of
polyfluorinated alkyl substances
(PFAS) in water — Method using
solid phase extraction and liquid
chromatography-tandem mass
spectrometry (LC-MS/MS) (水中
のポリフルオロアルキル化合物
（PFAS）の測定―固相抽出方法と
液体クロマトグラフタンデム質量分
析計（LC-MS-MS）を用いた試験方
法
)

H28.7.29

谷保佐知（プロジェクト
リーダー）
山下信義（エキスパー
ト）

環境管理研究部
門

H27-29 標準基盤研究
「水試料中ペルフルオロ
アルキル化合物
（PFASs)分析法に関す
る国際標準化

ISO/TC147(水質）
/SC2(物理的・化学的・
生物化学的方法）
/WG74(PFAS LC-
MS/MS)

124 ISO/DIS 20146

Vacuum technology -- Vacuum
gauges -- Specifications,
calibration and measurement
uncertainties for capacitance
diaphragm gauge （真空技術ー真空
計ー静電容量型隔膜真空計の仕
様、校正及び校正不確かさの表記
方法）

H28.9.7

新井健太（プロジェクト
リーダー）
吉田肇
秋道斉

計測標準研究部
門

H19-21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」

ISO/TC112(真空技術）

125 ISO/AWI 21859

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Test method for plasma resistance
of ceramic components in
semiconductor manufacturing
equipment. ファインセラミックス－
半導体製造装置部材用プラズマ耐
食性の評価手法

H28.10.1
明渡純（プロジェクト
リーダー）
篠田健太郎

先進コーティン
グ技術研究セン
ター

理事長戦略予算：先進
コーティング技術に関す
る大面積実装環境の整
備　（エアロゾルデポジ
ション（ＡＤ）ほうの実用
化促進）

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG12（プラズ
マ耐食部材評価法）

126 ISO/WD 21363

Nanotechnologies - Measurements
of Particle Size and Shape
Distributions （ナノテクノロジー-透
過型電子顕微鏡法による粒子サイ
ズおよび形状分布計測）

H28.10.1
山本和弘（コ プロジェク
トリーダー）

分析計測標準研
究部門

H24-26 METI
「ナノ材料の安全性評価
基盤に関する国際標準
化」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

127 ISO/DIS 21268-3

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　土およ
び地盤材料の溶出特性評価 Part3
上向流カラム通水試験)

H28.10.1
保高徹生（アップグレー
ドリーダー）

地圏資源環境研
究部門

H27-29 AIST 標準基盤
「「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」

ISO/TC190(地盤環境）
/SC7(土及び現地評価）
/WG6(溶出試験）

128 ISO/DTS 21362

Nanotechnologies - Analysis of
nano-objects using asymmetrical-
flow and centrifugal field-flow
fractionation （ナノテクノロジー-流
動場分離法によるナノ物体の特性
評価手法）

H28.10.28
加藤晴久（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

H28-30 AIST標準基盤
「流動場分離法を用いた
ナノ材料分級法に係る
国際規格の提案」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

129 ISO/WD 19749

Nanotechnologies --
Measurements of particle size and
shape distributions by scanning
electron microscopy （ナノテクノロ
ジー　-走査電子顕微鏡法による粒
子サイズおよび形状分布計測）

H28.10.28 熊谷和博
物質計測標準研
究部門

H27-29 METI「走査電子
顕微鏡法によるナノ材料
の粒子径分布測定手法
を開発および試験規格
の国際標準化 」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

130 IEC 62899-303-1 ED1

Printed Electronics - Part 303-1:
Equipment - Roll-to-roll printing -
Mechanical dimensions (プリンテッ
ドエレクトロニクス－装置－第303
部-1：シートサイズ（幅）)

H28.11.11 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

131 IEC 62899-201-AMD
Printed Electronics Part201-
Substrates (プリンテッドエレクトロ
ニクス－材料-紙基材（追補）)

H28.12.2 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

132 IEC TS 62607-8-1 ED1

Nanomanufacturing - Key Control
Characteristics - Part 8-1: Nano-
enabled metal-oxide interfacial
devices - Test method for defect
states by thermally stimulated
current

H29.1.1

秋永広幸（プロジェクト
リーダー）
吉田郵司
島久

ナノエレクトロニ
クス研究部門
太陽光発電研究
センター

H28-30 METI 「酸化物
デバイスと電極界面の
電気的特性評価方法に
関する国際標準化」

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)

133 ISO/NP 24500-1
Ergonomics -- Accessible design -
- Part 1: Indicator lamps on
consumer products

H29.1.1
伊藤納奈（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H26-28 METI 「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」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

134 ISO/CD 24500-2
Ergonomics -- Accessible design -
- Auditory signals -- Part 2: Voice
guides for consumer products

H29.1.1
倉片憲治（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H26-28 METI 「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」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

135 ISO/DTS 16195

Nanotechnologies -- Guidance for
developing representative test
materials consisting of nano-
objects in dry powder form (ナノテ
クノロジ－乾燥粉末状のナノ物質
で構成された代表的試験サンプル
の作成の手引)

H29.1.11
水野耕平（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/JWG2(計測と特性
評価)

136 ISO/NP TS 17200
Nanotechnology -- Nanoparticles
in powder form -- Characteristics
and measurements

H29.1.11
田中充（プロジェクト
リーダー）

フェロー
ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG4(材料規格)

137 ISO/IEC NP 19989-3

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 3:Presentation attack
detection（バイオメトリックシステム
のセキュリティ評価のための基準と
方法論　第3部　提示型攻撃検知）

H29.1.16
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H26- 28  METI「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」

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）

138 IEC 62899-204 ED1

Printed Electronics  – Part204 :
Materials - Insulator ink (プリンテッ
ドエレクトロニクス－材料－第204
部：絶縁性インク)

H29.2.3 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

120 121



No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

109 ISO/IEC CD 20085-2

Test tool requirements and test
tool calibration methods for use in
testing non-invasive attack
mitigation techniques in
cryptographic modules--Part 2:
Test calibration methods and
apparatus) (暗号モジュールの非侵
襲攻撃防止技術のテストに使用さ
れるテストツールキャリブレーショ
ン手法とテストツール要件 --第二
部：テストキャリブレーション手法と
装置)

H27.10.1
坂根広史（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

H23-24 標準基盤「暗号
モジュールの安全性評
価国際標準化および制
度運用に向けた評価プ
ラットフォーム開発」

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）

110
ISO/IEC 18033-
2(Amendment)

Information technology -- Security
techniques -- Encryption
algorithms -- Part 2: Asymmetric
ciphers

H27.10.1 花岡悟一郎
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）

111
IEC/TR 62343-6-10:
2017

Dynamic modules - Part 6-10:
Design guide - Intermediate
controller for multiple dynamic
module systems （複数のダイナミッ
クモジュールから構成される通信
システムの制御インタフェース
（Intermediate Controller)　デザイン
ガイド）

H27.12.1 H29.3.22
来見田淳也（プロジェク
トリーダー）

ナノエレクトロニ
クス研究部門

IEC/TC86 (光ファイバ）
/SC86C(光ファイバシス
テム・デバイス）/WG5
(ダイナミックモジュール）

112 ISO 20351

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) --
Absolute measurement of internal
quantum efficiency of phosphors
for white light emitting diodes using
an integrating sphere (ファインセラ
ミックス(先進セラミックス，先進技
術セラミックス)－積分球を使用す
る白色発光ダイオードに対する蛍
光物質の内部量子効率の絶対測
定)

H27.12.1 H29.9.8
市野善朗（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG11（電気
的・光学的応用）

113 ISO/DIS 21056

Ergonomics - Accessible Design -
Guidelines for designing tactile
symbols and letters (触知図形の基
本設計方法）

H27.12.1
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

 人間情報研究
部門　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）/WG10

114 IEC TS 62607-2-4 ED1

Nanomanufacturing - Key control
characteristics - Part 2-4: Carbon
nanotube materials - Accuracy and
repeatability of test methods for
determination of resistance of
individual carbon nanotubes

H28.1.1
秋永広幸（プロジェクト
リーダー）

ナノエレクトロニ
クス研究部門

H25-27METI「ナノエレク
トロニクスに用いるナノ
カーボン特性評価に関
する国際標準化」

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)

115 ISO/DIS 27501
The human-centred organization -
- Guidance for managers

H28.1.1

遠藤維（プロジェクト
リーダー）
渡辺健太郎（エキス
パート）

知能システム研
究部門
人工知能研究セ
ンター

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）

116 ISO/FDIS 21113

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)

H28.1.8
宮崎広行（プロジェクト
リーダー）

構造材料研究部
門

H24～26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」

H25～H26
「低炭素社会を実現する
次世代パワーエレクトロ
ニクスプロジェクト／
研究開発項目① 低炭素
社会を実現する新材料
パワー半導体プロジェク
ト／
(9)高耐熱部品統合パ
ワーモジュール化技術
開発」
⑤ 高耐熱部品の国際標
準化等に関する調査研
究

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG6

117 ISO/IEC FDIS 20071-23

Information technology -- User
interface component accessibility -
- Part 23: Guidance on the visual
presentation of audio information
(including captions and subtitles)
(字幕等の音声情報の視覚表現に
関するガイドライン）

H28.1.23
大山潤爾（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H25-27 標準基盤「映画
等映像コンテンツのバリ
アフリー化に向けた補助
字幕設計手法の標準
化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザインタ
フェース）

118 ISO/IEC 19784-1

Information technology --
Biometric application programming
interface -- Part 1: BioAPI
specification（BioAPI仕様）

H28.2.17 H30.3.23
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

運営費交付金

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）

119 IEC/CD 63068-1 Ed. 1.0

Semiconductor devices - Non-
destructive recognition criteria of
defects in silicon carbide
homoepitaxial wafer for power
devices - Part 1: Classification of
defects

H28.4.1 先崎純寿
先進パワーエレ
クトロニクス研究
センター

H26 AIST標準基盤「SiC
ベア・エピウウェハ評価
法の国内及び国際標準
化」

H27-29 METI「SiCエピ／
ウエハに関する国際標
準化」

IEC/TC47 (半導体デバ
イス）/WG5

120 ISO/IEC CD 29192-6

Information technology -- Security
techniques -- Lightweight
cryptography -- Part 6: Message
authentication codes (MACs) （情
報技術ーセキュリティ技術ー軽量
暗号ーパート6: メッセージ認証子
(MAC)）

H28.4.1
吉田博隆（プロジェクト
エディタ、プロジェクト
リーダー）

情報技術研究部
門

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）

121 ISO/DIS 20480-2

Fine bubble technology - General
principles for usage and
measurement of fine bubbles ―
Part 2: General Principles （ファイン
バブルの使用と計測に関する一般
原則- 第2部：一般原則））

H28.6.1
綾信博
兼松渉

イノベーション推
進本部
構造材料研究部
門

・H26-28 METI 「ファイン
バブル技術に関する国
際標準化・普及基盤構
築」
・H29-31 METI 「ファイン
バブル技術に関する国
際標準化・普及基盤構
築」

ISO/TC281（ファインバ
ブル技術）

122 ISO/DIS 21618

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) --
Test method for fracture
resistance of monolithic ceramics
at room temperature by indentation
fracture (IF) method （モノリシック
セラミックスの室温での圧子圧入
（IF)法による破壊抵抗試験方法）

H28.7.5
宮崎広行（プロジェクト
リーダー）

構造材料研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

123 ISO/CD 21675

Water quality — Determination of
polyfluorinated alkyl substances
(PFAS) in water — Method using
solid phase extraction and liquid
chromatography-tandem mass
spectrometry (LC-MS/MS) (水中
のポリフルオロアルキル化合物
（PFAS）の測定―固相抽出方法と
液体クロマトグラフタンデム質量分
析計（LC-MS-MS）を用いた試験方
法
)

H28.7.29

谷保佐知（プロジェクト
リーダー）
山下信義（エキスパー
ト）

環境管理研究部
門

H27-29 標準基盤研究
「水試料中ペルフルオロ
アルキル化合物
（PFASs)分析法に関す
る国際標準化

ISO/TC147(水質）
/SC2(物理的・化学的・
生物化学的方法）
/WG74(PFAS LC-
MS/MS)

124 ISO/DIS 20146

Vacuum technology -- Vacuum
gauges -- Specifications,
calibration and measurement
uncertainties for capacitance
diaphragm gauge （真空技術ー真空
計ー静電容量型隔膜真空計の仕
様、校正及び校正不確かさの表記
方法）

H28.9.7

新井健太（プロジェクト
リーダー）
吉田肇
秋道斉

計測標準研究部
門

H19-21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」

ISO/TC112(真空技術）

125 ISO/AWI 21859

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Test method for plasma resistance
of ceramic components in
semiconductor manufacturing
equipment. ファインセラミックス－
半導体製造装置部材用プラズマ耐
食性の評価手法

H28.10.1
明渡純（プロジェクト
リーダー）
篠田健太郎

先進コーティン
グ技術研究セン
ター

理事長戦略予算：先進
コーティング技術に関す
る大面積実装環境の整
備　（エアロゾルデポジ
ション（ＡＤ）ほうの実用
化促進）

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG12（プラズ
マ耐食部材評価法）

126 ISO/WD 21363

Nanotechnologies - Measurements
of Particle Size and Shape
Distributions （ナノテクノロジー-透
過型電子顕微鏡法による粒子サイ
ズおよび形状分布計測）

H28.10.1
山本和弘（コ プロジェク
トリーダー）

分析計測標準研
究部門

H24-26 METI
「ナノ材料の安全性評価
基盤に関する国際標準
化」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

127 ISO/DIS 21268-3

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　土およ
び地盤材料の溶出特性評価 Part3
上向流カラム通水試験)

H28.10.1
保高徹生（アップグレー
ドリーダー）

地圏資源環境研
究部門

H27-29 AIST 標準基盤
「「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」

ISO/TC190(地盤環境）
/SC7(土及び現地評価）
/WG6(溶出試験）

128 ISO/DTS 21362

Nanotechnologies - Analysis of
nano-objects using asymmetrical-
flow and centrifugal field-flow
fractionation （ナノテクノロジー-流
動場分離法によるナノ物体の特性
評価手法）

H28.10.28
加藤晴久（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

H28-30 AIST標準基盤
「流動場分離法を用いた
ナノ材料分級法に係る
国際規格の提案」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

129 ISO/WD 19749

Nanotechnologies --
Measurements of particle size and
shape distributions by scanning
electron microscopy （ナノテクノロ
ジー　-走査電子顕微鏡法による粒
子サイズおよび形状分布計測）

H28.10.28 熊谷和博
物質計測標準研
究部門

H27-29 METI「走査電子
顕微鏡法によるナノ材料
の粒子径分布測定手法
を開発および試験規格
の国際標準化 」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

130 IEC 62899-303-1 ED1

Printed Electronics - Part 303-1:
Equipment - Roll-to-roll printing -
Mechanical dimensions (プリンテッ
ドエレクトロニクス－装置－第303
部-1：シートサイズ（幅）)

H28.11.11 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

131 IEC 62899-201-AMD
Printed Electronics Part201-
Substrates (プリンテッドエレクトロ
ニクス－材料-紙基材（追補）)

H28.12.2 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

132 IEC TS 62607-8-1 ED1

Nanomanufacturing - Key Control
Characteristics - Part 8-1: Nano-
enabled metal-oxide interfacial
devices - Test method for defect
states by thermally stimulated
current

H29.1.1

秋永広幸（プロジェクト
リーダー）
吉田郵司
島久

ナノエレクトロニ
クス研究部門
太陽光発電研究
センター

H28-30 METI 「酸化物
デバイスと電極界面の
電気的特性評価方法に
関する国際標準化」

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)

133 ISO/NP 24500-1
Ergonomics -- Accessible design -
- Part 1: Indicator lamps on
consumer products

H29.1.1
伊藤納奈（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H26-28 METI 「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」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

134 ISO/CD 24500-2
Ergonomics -- Accessible design -
- Auditory signals -- Part 2: Voice
guides for consumer products

H29.1.1
倉片憲治（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H26-28 METI 「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」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

135 ISO/DTS 16195

Nanotechnologies -- Guidance for
developing representative test
materials consisting of nano-
objects in dry powder form (ナノテ
クノロジ－乾燥粉末状のナノ物質
で構成された代表的試験サンプル
の作成の手引)

H29.1.11
水野耕平（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/JWG2(計測と特性
評価)

136 ISO/NP TS 17200
Nanotechnology -- Nanoparticles
in powder form -- Characteristics
and measurements

H29.1.11
田中充（プロジェクト
リーダー）

フェロー
ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG4(材料規格)

137 ISO/IEC NP 19989-3

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 3:Presentation attack
detection（バイオメトリックシステム
のセキュリティ評価のための基準と
方法論　第3部　提示型攻撃検知）

H29.1.16
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H26- 28  METI「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」

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）

138 IEC 62899-204 ED1

Printed Electronics  – Part204 :
Materials - Insulator ink (プリンテッ
ドエレクトロニクス－材料－第204
部：絶縁性インク)

H29.2.3 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）
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139 IEC 62899-201-2 ED1

Printed Electronics – Part201-2:
Materials- Stretchable substrates
(プリンテッドエレクトロニクス－材
料－第201部-2：ストレッチャブル
基材)

H29.2.10 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

140 IEC 62899-202-4 ED1

Printed Electronics - Part202-4:
Materials – Stretchable Functional
Ink (プリンテッドエレクトロニクス－
材料－第202部-4：ストレッチャブ
ル機能性インク)

H29.2.10 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

141 ISO/CD 21055
Ergonomics -- Accessible Design -
Minimum legible font size for
people at any age

H29.2.16 氏家弘裕
人間情報研究部
門

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

142 IEC 62899-403-1 ED1

Printed Electronics - Part 403-1:
Printability - Requirements for
reproducibility - Basic patterns for
evaluation of printing machine (プリ
ンテッドエレクトロニクス-印刷性-
評価ベーシックパターン)

H29.2.24 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

143 IEC 62127-1 ED2

Ultrasonics - Hydrophones - Part
1: Measurement and
characterization of medical
ultrasonic fields up to 40 MHz

H29.3.28 吉岡正裕
分析計測標準研
究部門

IEC/TC 87（超音波）

144 IEC/TR 63099-1

Transmitting equipment for
radiocommunication - Radio-over
fibre technologies for
electromagnetic-field measurement
- Part 1: Radio-over-fibre
technologies for antenna
measurement （無線通信用送信機
器－電磁界測定のための光ファイ
バ無線技術－第1部：アンテナ測定
のための光ファイバ無線技術）

H29.4.1 H29.8.9
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H24-26　国際標準開発
事業
（RoF(Radio on Fiber)シ
ステムに関する国際標
準化）

IEC/TC103(無線通信用
送信装置）

145 ISO 13408-6(改正）

Aseptic processing of health care
products-Part 6: Isolator systems
(ヘルスケア製品の無菌操作-第6
部：アイソレータシステム)

H29.4.1
廣瀬志弘（プロジェクト
リーダー）

健康工学研究部
門

H27-29 METI 「再生医
療製品の製造に対して
有効なフレキシブルモ
ジュラープラットフォーム
の要となる無菌接続イン
ターフェースに関する国
際標準化」

ISO/TC198 (ヘルスケア
製品の滅菌）/WG9 (無
菌操作）

146 ISO/NP 22290

Non-destructive testing - Infrared
thermographic testing -
Thermoelastic stress measuring
method - General Principles （赤外
線サーモグラフィ試験－熱弾性応
力測定法）

H29.4.6 兵藤行志
人間情報研究部
門

H26-28 AIST標準基盤
「光学的応力イメージン
グ技術の標準化」

ISO/TC135(非破壊試
験)/SC8(赤外線サーモ
グラフィ試験)

147 ISO/IEC 19989-2

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 2: Biometric recognition
performance（バイオメトリックシス
テムのセキュリティ評価のための
基準と方法論　第2部　バイオメト
リック認識性能）

H29.4.18
山田朝彦（プロジェクト
コエディタ）

情報技術研究部
門

H26- 28  METI「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」

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）

148 ISO/IEC 19989-1

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 1: Framework（バイオメトリック
システムのセキュリティ評価のため
の基準と方法論　第1部　枠組み）

H29.4.18
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

H26- 28  METI「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」

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）

149 ISO/CD 9241-394

Ergonomic requirements for
reducing undesirable biomedical
effects of visually induced motion
sickness during watching electronic
images (電子映像を観視中の映像
酔いの好ましくない生体影響を軽
減するための人間工学的要求事
項)

H29.5.23 氏家弘裕
人間情報研究部
門

H27-29 METI 「電子映
像観視中の映像酔い軽
減に関する国際標準化」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

150 ISO/DTR 9241-393

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 393: Structured
literature review of visually induced
motion sickness during watching
electronic imagesof human-system
interaction (電子映像を観視中の
映像酔いに関する構造的総説)

H29.5.23 氏家弘裕
人間情報研究部
門

H27-29 METI 「電子映
像観視中の映像酔い軽
減に関する国際標準化」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

151 R139

Compressed gaseous fuel
measuring systems for vehicles
(Revision of OIML R 139)
 （車両用圧縮ガス燃料計測システ
ム）

H29.5.31
高辻利之（コ コンビー
ナ）

工学計測標準研
究部門

H28-30 METI工業標準
化推進事業委託費（戦
略的国際標準化加速事
業（国際標準共同研究
開発事業「水素燃料計
量システム等に関する
国際標準化」）

TC8/SC7（ガスメータ）

152 ISO/PRF TS 20175

Vacuum technology -- Vacuum
gauges - Calibration of quadrupole
mass spectrometers for partial
pressure measurement

H29.8.4 吉田肇
工学計測標準研
究部門

ISO/TC 112（真空技術）
/WG2（真空計測）

153 ISO/PRF TS 20177
Vacuum technology - Vacuum
gauges -- Procedures to measure
and report outgassing rates

H29.8.7 吉田肇
工学計測標準研
究部門

ISO/TC 112（真空技術）
/WG2（真空計測）

154 IEC TS 63156 ED1
Photovoltaic systems - Power
conditioners - Energy evaluation
method

H29.9.1
菅原秀一（プロジェクト
リーダー）

再生可能エネル
ギー研究セン
ター

H26-28 METI　「大規模
分散電源用大型パワー
コンディショナの性能試
験等に関する国際標準
化・普及基盤構築」

IEC/TC82 (太陽光発電
システム）/ WG6（システ
ム構成機器）

155 ISO/NP 22821

Carbon-fibre-reinforced
composites -- Determination of
fibre weight content -- By
thermograrvimetry (TG) (炭素繊維
強化プラスチック－熱天秤（TG）に
よる繊維重量の求め方)

H29.9.9
船橋正弘（プロジェクト
リーダー）

機能化学研究部
門

運営費交付金（技術向
上支援事業）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC13(複合材料及び
強化用繊維）/WG2(積層
剤及び成型用コンパウ
ンド)

156 ISO/NP 22836

Carbon fibre-reinforced
composites -- Method for
accelerated moisture absorption
and supersaturated conditioning by
moisture using sealed pressure
vessel (炭素繊維強化プラスチック
－密閉圧力容器中の水分による加
速吸水及び過飽和吸水状態調節
の方法)

H29.9.9
船橋正弘（プロジェクト
リーダー）

機能化学研究部
門

共同研究

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC13(複合材料及び
強化用繊維）/WG2(積層
剤及び成型用コンパウ
ンド)
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157 IEC 61169-24 Ed 3.0

Radio-frequency connectors -
Part 24: Sectional specification -
Radio frequency coaxial
connectors with screw coupling,
typically for use in 75 Ohms cable
networks (type F)

H29.9.15
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI戦略的国
際標準化加速事業（政
府戦略分野に係る国際
標準開発活動）「スー
パーハイビジョン向け
ケーブル接続部品に関
する国際標準化」

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)

158 IEC 61169-61

Specification for coaxial
connectors with 0.8 mm inner
diameter of outer conductor,
nominal characteristic impedance
50 ohms

H29.9.15
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

JEITA予算

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)

159 ISO/AWI TS 21346
Nanotechnologies -
Characterization of individualized
cellulose nanofibril samples

H29.10.17
小島鋭士（プロジェクト
リーダー）
須田洋幸

イノベーション推
進本部
機能化学研究部
門

H27-29 METI 「セルロー
スナノファイバーに関す
る国際標準化」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

160 ISO/CD 22015
Packaging·--·Accessible design
handling and manipulation (包装―
アクセシブルデザインー操作性)

H29.10.26
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

ISO/TC122(包装)

161 ISO/PWI TS

Nanotechnologies-Specification of
nanoclays used for gas barrier films
(ガスバリアフィルム用ナノクレイ規
格）

H29.11.1
蛯名武雄
吉田肇

化学プロセス研
究部門
工学計測標準研
究部門

H29-31 AIST標準基盤
「ガスバリアフィルム用
ナノクレイ規格」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG4(材料規格)

162 ISO/AWI TS 23034
Method to estimate cellular uptake
of carbon nanomaterials using
optical absorption

H29.11.7
張民芳（プロジェクト
リーダー）

ナノチューブ実
用化研究セン
ター

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG3(環境、健康、
安全)

163 ISO/CD 15900

Determination of particle size
distribution -- Differential
electrical mobility analysis for
aerosol particles

H29.11.13
桜井博（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

H26-28 AIST標準基盤
「電気移動度法による気
中ナノ粒子粒径分布計
測の標準化」

ISO/TC24（粒子特性評
価及びふるい分け）
/SC4（粒子特性評価）
/WG12（エアロゾル粒子
の電気移動度および個
数濃度分析）

164 IEC/CD 63068-1 Ed. 2.0

Semiconductor devices - Non-
destructive recognition criteria of
defects in silicon carbide
homoepitaxial wafer for power
devices - Part 2: Test method for
defects using optical inspection

H29.11.17 先崎純寿
先進パワーエレ
クトロニクス研究
センター

H26 AIST標準基盤「SiC
ベア・エピウウェハ評価
法の国内及び国際標準
化」

H27-29 METI「SiCエピ／
ウエハに関する国際標
準化」

IEC/TC47 (半導体デバ
イス）/WG5

165 IEC 63168 ED1

Cooperative multiple systems in
connected home environments -
Functional safety of
electrical/electronic safety-related
systems - AAL aspects (ネットワー
ク接続する住環境の機能安全)

H29.11.24 小島一浩
知能システム研
究部門

H28-30 METIエネルギー
使用合理化国際標準化
推進事業委託費（省エネ
ルギー等国際標準共同
研究開発「IoT社会実現
に向けた住宅設備連携
における機能安全に関
する国際標準化」）

IEC SyC AAL（自立生活
支援）

166 PNW 46F-386

Balanced-type circular disk
resonator method to measure the
complex permittivity of low-loss
dielectric substrates （二平衡平板
共振法による低損失誘電体基板の
複素誘電率測定方法）

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）
加藤悠人

物理計測標準研
究部門

H29-31 AIST標準基盤
研究
「ミリ波帯二平衡平板型
共振法による誘電体評
価技術の研究」

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）/WG3（SC46Fに係る
計測方法）

167 IEC 61169 TS-52 Ed.1

Radio frequency connectors - Part
1-2: Uncertainty specification of
frequency domain test for return
loss (同軸コネクタ　反射特性試験
における不確かさ評価)

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI戦略的国
際標準化加速事業（政
府戦略分野に係る国際
標準開発活動）「スー
パーハイビジョン向け
ケーブル接続部品に関
する国際標準化」

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)

168 IEC 61169-X Ed.1

Radio frequency connectors – Part
63: Sectional specification – RF
coaxial connectors with inner
diameter of outer conductor 6,5
mm (0,256 in) with bayonet lock –
Characteristic impedance 75 ohms
(type BNC) (同軸コネクタ　特性イ
ンピーダンス75Ωバイオネット式コ
ネクタ(BNC型))

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI戦略的国
際標準化加速事業（政
府戦略分野に係る国際
標準開発活動）「スー
パーハイビジョン向け
ケーブル接続部品に関
する国際標準化」

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)

169 ISO/IEC 11770-4/AMD2
Key management – Part 4:
Mechanisms based on weak
secrets – Amendment 2

H30.1.1
辛星漢（エディタ）
古原和邦（コエディタ）

情報技術研究部
門

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）

122 123



No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

139 IEC 62899-201-2 ED1

Printed Electronics – Part201-2:
Materials- Stretchable substrates
(プリンテッドエレクトロニクス－材
料－第201部-2：ストレッチャブル
基材)

H29.2.10 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

140 IEC 62899-202-4 ED1

Printed Electronics - Part202-4:
Materials – Stretchable Functional
Ink (プリンテッドエレクトロニクス－
材料－第202部-4：ストレッチャブ
ル機能性インク)

H29.2.10 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

141 ISO/CD 21055
Ergonomics -- Accessible Design -
Minimum legible font size for
people at any age

H29.2.16 氏家弘裕
人間情報研究部
門

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

142 IEC 62899-403-1 ED1

Printed Electronics - Part 403-1:
Printability - Requirements for
reproducibility - Basic patterns for
evaluation of printing machine (プリ
ンテッドエレクトロニクス-印刷性-
評価ベーシックパターン)

H29.2.24 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

143 IEC 62127-1 ED2

Ultrasonics - Hydrophones - Part
1: Measurement and
characterization of medical
ultrasonic fields up to 40 MHz

H29.3.28 吉岡正裕
分析計測標準研
究部門

IEC/TC 87（超音波）

144 IEC/TR 63099-1

Transmitting equipment for
radiocommunication - Radio-over
fibre technologies for
electromagnetic-field measurement
- Part 1: Radio-over-fibre
technologies for antenna
measurement （無線通信用送信機
器－電磁界測定のための光ファイ
バ無線技術－第1部：アンテナ測定
のための光ファイバ無線技術）

H29.4.1 H29.8.9
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H24-26　国際標準開発
事業
（RoF(Radio on Fiber)シ
ステムに関する国際標
準化）

IEC/TC103(無線通信用
送信装置）

145 ISO 13408-6(改正）

Aseptic processing of health care
products-Part 6: Isolator systems
(ヘルスケア製品の無菌操作-第6
部：アイソレータシステム)

H29.4.1
廣瀬志弘（プロジェクト
リーダー）

健康工学研究部
門

H27-29 METI 「再生医
療製品の製造に対して
有効なフレキシブルモ
ジュラープラットフォーム
の要となる無菌接続イン
ターフェースに関する国
際標準化」

ISO/TC198 (ヘルスケア
製品の滅菌）/WG9 (無
菌操作）

146 ISO/NP 22290

Non-destructive testing - Infrared
thermographic testing -
Thermoelastic stress measuring
method - General Principles （赤外
線サーモグラフィ試験－熱弾性応
力測定法）

H29.4.6 兵藤行志
人間情報研究部
門

H26-28 AIST標準基盤
「光学的応力イメージン
グ技術の標準化」

ISO/TC135(非破壊試
験)/SC8(赤外線サーモ
グラフィ試験)

147 ISO/IEC 19989-2

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 2: Biometric recognition
performance（バイオメトリックシス
テムのセキュリティ評価のための
基準と方法論　第2部　バイオメト
リック認識性能）

H29.4.18
山田朝彦（プロジェクト
コエディタ）

情報技術研究部
門

H26- 28  METI「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」

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）

148 ISO/IEC 19989-1

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 1: Framework（バイオメトリック
システムのセキュリティ評価のため
の基準と方法論　第1部　枠組み）

H29.4.18
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

H26- 28  METI「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」

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）

149 ISO/CD 9241-394

Ergonomic requirements for
reducing undesirable biomedical
effects of visually induced motion
sickness during watching electronic
images (電子映像を観視中の映像
酔いの好ましくない生体影響を軽
減するための人間工学的要求事
項)

H29.5.23 氏家弘裕
人間情報研究部
門

H27-29 METI 「電子映
像観視中の映像酔い軽
減に関する国際標準化」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

150 ISO/DTR 9241-393

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 393: Structured
literature review of visually induced
motion sickness during watching
electronic imagesof human-system
interaction (電子映像を観視中の
映像酔いに関する構造的総説)

H29.5.23 氏家弘裕
人間情報研究部
門

H27-29 METI 「電子映
像観視中の映像酔い軽
減に関する国際標準化」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

151 R139

Compressed gaseous fuel
measuring systems for vehicles
(Revision of OIML R 139)
 （車両用圧縮ガス燃料計測システ
ム）

H29.5.31
高辻利之（コ コンビー
ナ）

工学計測標準研
究部門

H28-30 METI工業標準
化推進事業委託費（戦
略的国際標準化加速事
業（国際標準共同研究
開発事業「水素燃料計
量システム等に関する
国際標準化」）

TC8/SC7（ガスメータ）

152 ISO/PRF TS 20175

Vacuum technology -- Vacuum
gauges - Calibration of quadrupole
mass spectrometers for partial
pressure measurement

H29.8.4 吉田肇
工学計測標準研
究部門

ISO/TC 112（真空技術）
/WG2（真空計測）

153 ISO/PRF TS 20177
Vacuum technology - Vacuum
gauges -- Procedures to measure
and report outgassing rates

H29.8.7 吉田肇
工学計測標準研
究部門

ISO/TC 112（真空技術）
/WG2（真空計測）

154 IEC TS 63156 ED1
Photovoltaic systems - Power
conditioners - Energy evaluation
method

H29.9.1
菅原秀一（プロジェクト
リーダー）

再生可能エネル
ギー研究セン
ター

H26-28 METI　「大規模
分散電源用大型パワー
コンディショナの性能試
験等に関する国際標準
化・普及基盤構築」

IEC/TC82 (太陽光発電
システム）/ WG6（システ
ム構成機器）

155 ISO/NP 22821

Carbon-fibre-reinforced
composites -- Determination of
fibre weight content -- By
thermograrvimetry (TG) (炭素繊維
強化プラスチック－熱天秤（TG）に
よる繊維重量の求め方)

H29.9.9
船橋正弘（プロジェクト
リーダー）

機能化学研究部
門

運営費交付金（技術向
上支援事業）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC13(複合材料及び
強化用繊維）/WG2(積層
剤及び成型用コンパウ
ンド)

156 ISO/NP 22836

Carbon fibre-reinforced
composites -- Method for
accelerated moisture absorption
and supersaturated conditioning by
moisture using sealed pressure
vessel (炭素繊維強化プラスチック
－密閉圧力容器中の水分による加
速吸水及び過飽和吸水状態調節
の方法)

H29.9.9
船橋正弘（プロジェクト
リーダー）

機能化学研究部
門

共同研究

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC13(複合材料及び
強化用繊維）/WG2(積層
剤及び成型用コンパウ
ンド)

No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

157 IEC 61169-24 Ed 3.0

Radio-frequency connectors -
Part 24: Sectional specification -
Radio frequency coaxial
connectors with screw coupling,
typically for use in 75 Ohms cable
networks (type F)

H29.9.15
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI戦略的国
際標準化加速事業（政
府戦略分野に係る国際
標準開発活動）「スー
パーハイビジョン向け
ケーブル接続部品に関
する国際標準化」

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)

158 IEC 61169-61

Specification for coaxial
connectors with 0.8 mm inner
diameter of outer conductor,
nominal characteristic impedance
50 ohms

H29.9.15
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

JEITA予算

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)

159 ISO/AWI TS 21346
Nanotechnologies -
Characterization of individualized
cellulose nanofibril samples

H29.10.17
小島鋭士（プロジェクト
リーダー）
須田洋幸

イノベーション推
進本部
機能化学研究部
門

H27-29 METI 「セルロー
スナノファイバーに関す
る国際標準化」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

160 ISO/CD 22015
Packaging·--·Accessible design
handling and manipulation (包装―
アクセシブルデザインー操作性)

H29.10.26
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

ISO/TC122(包装)

161 ISO/PWI TS

Nanotechnologies-Specification of
nanoclays used for gas barrier films
(ガスバリアフィルム用ナノクレイ規
格）

H29.11.1
蛯名武雄
吉田肇

化学プロセス研
究部門
工学計測標準研
究部門

H29-31 AIST標準基盤
「ガスバリアフィルム用
ナノクレイ規格」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG4(材料規格)

162 ISO/AWI TS 23034
Method to estimate cellular uptake
of carbon nanomaterials using
optical absorption

H29.11.7
張民芳（プロジェクト
リーダー）

ナノチューブ実
用化研究セン
ター

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG3(環境、健康、
安全)

163 ISO/CD 15900

Determination of particle size
distribution -- Differential
electrical mobility analysis for
aerosol particles

H29.11.13
桜井博（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

H26-28 AIST標準基盤
「電気移動度法による気
中ナノ粒子粒径分布計
測の標準化」

ISO/TC24（粒子特性評
価及びふるい分け）
/SC4（粒子特性評価）
/WG12（エアロゾル粒子
の電気移動度および個
数濃度分析）

164 IEC/CD 63068-1 Ed. 2.0

Semiconductor devices - Non-
destructive recognition criteria of
defects in silicon carbide
homoepitaxial wafer for power
devices - Part 2: Test method for
defects using optical inspection

H29.11.17 先崎純寿
先進パワーエレ
クトロニクス研究
センター

H26 AIST標準基盤「SiC
ベア・エピウウェハ評価
法の国内及び国際標準
化」

H27-29 METI「SiCエピ／
ウエハに関する国際標
準化」

IEC/TC47 (半導体デバ
イス）/WG5

165 IEC 63168 ED1

Cooperative multiple systems in
connected home environments -
Functional safety of
electrical/electronic safety-related
systems - AAL aspects (ネットワー
ク接続する住環境の機能安全)

H29.11.24 小島一浩
知能システム研
究部門

H28-30 METIエネルギー
使用合理化国際標準化
推進事業委託費（省エネ
ルギー等国際標準共同
研究開発「IoT社会実現
に向けた住宅設備連携
における機能安全に関
する国際標準化」）

IEC SyC AAL（自立生活
支援）

166 PNW 46F-386

Balanced-type circular disk
resonator method to measure the
complex permittivity of low-loss
dielectric substrates （二平衡平板
共振法による低損失誘電体基板の
複素誘電率測定方法）

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）
加藤悠人

物理計測標準研
究部門

H29-31 AIST標準基盤
研究
「ミリ波帯二平衡平板型
共振法による誘電体評
価技術の研究」

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）/WG3（SC46Fに係る
計測方法）

167 IEC 61169 TS-52 Ed.1

Radio frequency connectors - Part
1-2: Uncertainty specification of
frequency domain test for return
loss (同軸コネクタ　反射特性試験
における不確かさ評価)

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI戦略的国
際標準化加速事業（政
府戦略分野に係る国際
標準開発活動）「スー
パーハイビジョン向け
ケーブル接続部品に関
する国際標準化」

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)

168 IEC 61169-X Ed.1

Radio frequency connectors – Part
63: Sectional specification – RF
coaxial connectors with inner
diameter of outer conductor 6,5
mm (0,256 in) with bayonet lock –
Characteristic impedance 75 ohms
(type BNC) (同軸コネクタ　特性イ
ンピーダンス75Ωバイオネット式コ
ネクタ(BNC型))

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI戦略的国
際標準化加速事業（政
府戦略分野に係る国際
標準開発活動）「スー
パーハイビジョン向け
ケーブル接続部品に関
する国際標準化」

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)

169 ISO/IEC 11770-4/AMD2
Key management – Part 4:
Mechanisms based on weak
secrets – Amendment 2

H30.1.1
辛星漢（エディタ）
古原和邦（コエディタ）

情報技術研究部
門

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）

122 123



国際的フォーラム規格等

No. 規格番号等 名称 提案
規格票
発行

提案者
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
標準発行機関

1 RFC 6628
Efficient Augmented Password-
Only Authentication and Key
Exchange for IKEv2

H22.3.1 H29.1.1
古原和邦
辛星漢

セキュアシステ
ム研究部門

H26-28 AIST標準基盤
（パスワードを用いた匿
名認証/属性認証技術
の国際標準化）

H22-24科学研究費助成
事業若手B「よりよい効
率性と厳密な安全性証
明を有する新しいパス
ワード認証方式に関す
る研究開発」

IETF (Internet
Engineering Task Force)

2 OMG
Robotic Interaction Service (RoIS)
Framework（インタラクションサービ
ス）

H22.11.1
神徳徹雄
堀俊夫

知能システム研
究部門
デジタルヒュー
マン研究セン
ター

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

3 OMG

Dynamic Deployment and
Configuration for Robotic
Technology
Component(DDC4RTC)(RTCの動
的構成）

H22.11.1
神徳徹雄
安藤慶昭
ジェフビグズ

知能システム研
究部門

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

4 UN/SCETDG/39/ INF.2

Changes to screening test for
substances that may have
explosive properties.(爆発物のスク
リーニング試験法）

H23.6.1 H24.4.1
松永猛裕
秋吉美也子

安全科学技術研
究部門

H19-21METI基準認証
（発熱分解エネルギー測
定に関する標準化）

OECD-
IGUS(International
Group of Experts on the
Explosion Risks of
Unstable Substances不
安定物質に関する国際
専門家会議)

5 CIE
Definition of Visual Field for
Gonspicuity. (目立ちの視野)

H23.7.15 伊藤納奈
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H14～16標準基盤（有効
視野と視認性評価法）

CIE　TC1-84

6 VAMAS
Evaluation of a deadtime correction
method for D-SIMS analysis

H24.2.20 野中秀彦
計測フロンティア
研究部門

H22-24標準基盤(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

VAMAS　TWA 2,
Surface Chemical
Analysis

7 OMG

＜修正提案＞Dynamic
Deployment and Configuration for
Robot Technology
Component(DDC4RTC) (RTCの動
的構成）

H24.6.1
神徳徹雄
安藤慶昭
ジェフビグズ

知能システム研
究部門

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

8 OMG
＜修正提案＞Robotic Interaction
Service (RoIS) Framework（インタラ
クションサービス）

H24.6.1
神徳徹雄
堀俊夫

知能システム研
究部門
デジタルヒュー
マン研究セン
ター

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

9 OMG
Dependability Assurance
Framework for Safety-Sensitive
Consumer Devices

H25.11.11 田口研治
セキュアシステ
ム研究部門

OMG/System
Assurance Platform
Task Force

10 VAMAS

Determination of the average
molecular mass and mixture ratio
of poly(ethylene glycol) species by
matrix-assisted laser
desorption/ionization time-of-flight
mass spectrometry (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
（MALDI-TOFMS）によるポリエチレ
ングリコール誘導体混合物の平均
分子量と質量分率の決定

H25.12.1 衣笠晋一
計測標準研究部
門

H23～25標準基盤（高分
子の定量MALDI質量分
析法の国際標準化）

VAMAS

11 OMG Unified Component Model　(UCM) H26.6.1
ジェフビグズ
安藤慶昭
中坊嘉宏

知能システム研
究部門

H24～26標準基盤（RTミ
ドルウェアの動的なコン
ポーネント配置・設定
(DDC4RTC)の標準化

OMG（Object
Management Group）

12 OGC 16-120r3 Moving Features Access H28.10.30 H29.3.12 金京淑
人工知能研究セ
ンター

・総務省委託研究「G空
間プラットフォームにお
けるリアルタイム情報の
利活用技術に関する研
究開発」(2014～2015年
度)
・NEDO委託研究「次世
代ロボット中核技術開発
事業/次世代人工知能
技術分野」

OGC(Open Geospatial
Consortium)

13 OMG
SafeML: Modelling language for
safety information (安全情報のモ
デリング言語「SafeML」)

H29.3.1 ジェフビグズ
ロボットイノベー
ション研究セン
ター

H27-29 標準基盤「安全
情報のモデリング言語
「SafeML」の標準化」

OMG

参　考　２－２
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国際的フォーラム規格等

No. 規格番号等 名称 提案
規格票
発行

提案者
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
標準発行機関

1 RFC 6628
Efficient Augmented Password-
Only Authentication and Key
Exchange for IKEv2

H22.3.1 H29.1.1
古原和邦
辛星漢

セキュアシステ
ム研究部門

H26-28 AIST標準基盤
（パスワードを用いた匿
名認証/属性認証技術
の国際標準化）

H22-24科学研究費助成
事業若手B「よりよい効
率性と厳密な安全性証
明を有する新しいパス
ワード認証方式に関す
る研究開発」

IETF (Internet
Engineering Task Force)

2 OMG
Robotic Interaction Service (RoIS)
Framework（インタラクションサービ
ス）

H22.11.1
神徳徹雄
堀俊夫

知能システム研
究部門
デジタルヒュー
マン研究セン
ター

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

3 OMG

Dynamic Deployment and
Configuration for Robotic
Technology
Component(DDC4RTC)(RTCの動
的構成）

H22.11.1
神徳徹雄
安藤慶昭
ジェフビグズ

知能システム研
究部門

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

4 UN/SCETDG/39/ INF.2

Changes to screening test for
substances that may have
explosive properties.(爆発物のスク
リーニング試験法）

H23.6.1 H24.4.1
松永猛裕
秋吉美也子

安全科学技術研
究部門

H19-21METI基準認証
（発熱分解エネルギー測
定に関する標準化）

OECD-
IGUS(International
Group of Experts on the
Explosion Risks of
Unstable Substances不
安定物質に関する国際
専門家会議)

5 CIE
Definition of Visual Field for
Gonspicuity. (目立ちの視野)

H23.7.15 伊藤納奈
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H14～16標準基盤（有効
視野と視認性評価法）

CIE　TC1-84

6 VAMAS
Evaluation of a deadtime correction
method for D-SIMS analysis

H24.2.20 野中秀彦
計測フロンティア
研究部門

H22-24標準基盤(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

VAMAS　TWA 2,
Surface Chemical
Analysis

7 OMG

＜修正提案＞Dynamic
Deployment and Configuration for
Robot Technology
Component(DDC4RTC) (RTCの動
的構成）

H24.6.1
神徳徹雄
安藤慶昭
ジェフビグズ

知能システム研
究部門

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

8 OMG
＜修正提案＞Robotic Interaction
Service (RoIS) Framework（インタラ
クションサービス）

H24.6.1
神徳徹雄
堀俊夫

知能システム研
究部門
デジタルヒュー
マン研究セン
ター

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

9 OMG
Dependability Assurance
Framework for Safety-Sensitive
Consumer Devices

H25.11.11 田口研治
セキュアシステ
ム研究部門

OMG/System
Assurance Platform
Task Force

10 VAMAS

Determination of the average
molecular mass and mixture ratio
of poly(ethylene glycol) species by
matrix-assisted laser
desorption/ionization time-of-flight
mass spectrometry (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
（MALDI-TOFMS）によるポリエチレ
ングリコール誘導体混合物の平均
分子量と質量分率の決定

H25.12.1 衣笠晋一
計測標準研究部
門

H23～25標準基盤（高分
子の定量MALDI質量分
析法の国際標準化）

VAMAS

11 OMG Unified Component Model　(UCM) H26.6.1
ジェフビグズ
安藤慶昭
中坊嘉宏

知能システム研
究部門

H24～26標準基盤（RTミ
ドルウェアの動的なコン
ポーネント配置・設定
(DDC4RTC)の標準化

OMG（Object
Management Group）

12 OGC 16-120r3 Moving Features Access H28.10.30 H29.3.12 金京淑
人工知能研究セ
ンター

・総務省委託研究「G空
間プラットフォームにお
けるリアルタイム情報の
利活用技術に関する研
究開発」(2014～2015年
度)
・NEDO委託研究「次世
代ロボット中核技術開発
事業/次世代人工知能
技術分野」

OGC(Open Geospatial
Consortium)

13 OMG
SafeML: Modelling language for
safety information (安全情報のモ
デリング言語「SafeML」)

H29.3.1 ジェフビグズ
ロボットイノベー
ション研究セン
ター

H27-29 標準基盤「安全
情報のモデリング言語
「SafeML」の標準化」

OMG

No. TR/JIS規格番号 名称 提案日
公示/公表

年月日
提案者名

所属ユニット
（提案時）

研究名
（標準基盤研究）

研究名
（外部資金研究）

1 JIS T 0330-3
生体活性バイオセラミックス－第3部　溶解速度
試験方法

H22.4.6 H24.10.1 伊藤敦夫
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～22標準基盤（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）

2 JIS S 0013改正
高齢者・障害者配慮設計指針－消費生活製品
の報知音

H22.6.1 H23.3.22
倉片憲治
伊藤納奈

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23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
国際標準化）

3 JIS S 4803
たばこライター及び多目的ライター　－操作力に
よる幼児対策(チャイルドレジスタンス機能)安全
仕様

H22.6.9 H22.9.30 持丸正明
デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

4 JIS S 0052

高齢者・障害者配慮設計指針－触覚情報表示
－触知図形の設計方法（旧名称：高齢者･障害
者配慮設計指針－触知記号及び触知文字の表
示方法）

H22.7.16 H23.3.22
佐川賢
伊藤納奈

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H19～20標準基盤（触覚記
号の適正サイズ設計方法

5 TR T 0016 間葉系幹細胞p16遺伝子メチルの解析方法 H22.8.4 H24.10.1 廣瀬志弘
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H18-21 健康安心プログラム
再生医療評価研究開発事
業（NEDO）

6 TR T 0015
拡散テンソル磁気共鳴画像による関節軟骨のin
vivo構造評価方法

H22.8.4 H24.10.1 廣瀬志弘
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H18-21 健康安心プログラム
再生医療評価研究開発事
業（NEDO）

7 JIS B 7552改正
液体用流量計の校正方法および試験方法（原
題‘液体流量計－器差試験方法’を改題）

H22.8.17 H23.5.20 寺尾吉哉
計測標準研究
部門

8 JIS Z 8791
ホログラムの回折効率及び関連する光学特性
の測定方法

H22.8.31 H23.1.20 福田隆史
光技術研究部
門

H18～19標準基盤（ホログラ
ム記録材料の光学的特性
測定方法）

9 JIS Z 8792
ホログラムの記録特性測定方法（旧名称：ホログ
ラム記録材料の光学的特性測定方法）

H22.8.31 H23.1.20 福田隆史
光技術研究部
門

H18～19標準基盤（ホログラ
ム記録材料の光学的特性
測定方法）

10 JIS K 0450-70-10
工業用水・工場排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の試験
方法

H22.11.29 H23.3.22 山下信義
環境管理技術
研究部門

H21標準基盤研究（PFOS分
析法のJIS化と関連物質分
析法の国際標準化に関する
研究）

11 JIS X 8341-7

高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信に
おける機器，ソフトウェア及びサービス―第xx
部：アクセシビリティ設定(旧名称：情報機器にお
けるアクセシビリティ設定のためのアクセシブル
なユーザインタフェース(ISO24786の翻訳ＪＩＳ）

H23.1.17 H23.8.22 関喜一
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

JIS　←　ISO/IEC 24786
:2009 Information
technology -- User
interfaces -- Accessible
user interface for
accessibility settings

12 TS Z 0029
真空技術－真空計－真空計の校正値の不確か
さ評価(旧名称：比較校正方法の不確かさの導
出方法）

H23.1.19 H23.5.20 秋道斉
計測標準研究
部門

13 JIS R 1689

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
（旧名称：光パルス加熱サーモリフレクタンス法
による薄膜熱拡散率の測定方法）

H23.2.28 H23.12.20
馬場哲也
八木貴志

計測標準研究
部門

H18fｙNEDO標準化調査事
業「超高速ﾚｰｻﾞﾌﾗｯｼｭ法に
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」

14 JIS R 1690
ファインセラミックス薄膜と金属薄膜との界面熱
抵抗の測定方法（旧名称：多層薄膜の界面熱抵
抗計測技術標準化）

H23.2.28 H23.12.20
馬場哲也
八木貴志

計測標準研究
部門

H20fｙNEDO標準化調査事
業「多層薄膜の界面熱抵抗
計測技術標準化に関する調
査」

15 JIS B 6228-2 : 2012
工作機械-プラノミラーの検査条件-精度検査-
第２部：ブリッジ移動形（ガントリ形）

H23.3.1 H24.5.21 水原清司
東研究業務推
進室

16 JIS B 1758 歯車測定機の受入検査 H23.4.28 H25.2.20
大澤尊光
近藤余範

計測標準研究
部門

H20～21標準基盤研究(歯車
のナノレベル形状評価のた
めの計測機器の校正原器
及びその原器に基づく校正
方法の研究と標準化）

17 TS Z 0030-3
ナノテクノロジー－語彙－第３部：炭素のナノ物
体

H23.5.2 H23.11.21 阿部修治 評価部

18 JIS T 0401 ステントグラフトの力学試験方法 H23.5.17 H25.3.1 岡崎義光
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21　NEDO（生体親和性イ
ンプラントの力学的性能評
価法に関する標準化調査事
業）

19 JIS T 7404 インプラント用チタン-ニッケル（Ti-Ni）合金 H23.5.17 H25.3.1 岡崎義光
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21　NEDO（生体親和性イ
ンプラントの力学的性能評
価法に関する標準化調査事
業）

20 JIS A 0204 地質図 － 記号，色，模様，用語及び凡例表示 H23.6.16 H24.6.20
川畑大作
斎藤眞

地質情報研究
部門

21 JIS A 0205
ベクトル数値地質図－品質要求事項及び主題
属性コード

H23.6.16 H24.6.20
川畑大作
斎藤眞

地質情報研究
部門

22 JIS K 4834
化学物質の爆発危険性評価手法としての発熱
分解エネルギーの測定方法

H23.11.1 H25.1.21
秋吉美也子
松永猛裕

安全科学研究
部門

H23～25標準基盤研究（化
学物質フィジカルハザードに
関するTDG/GHS国連試験
法の標準化）

H19～21国際標準共同研究
開発事業（発熱分解エネル
ギー測定の標準化）

23 JIS B 0105 : 2012 工作機械―名称に関する用語 H23.11.25 H24.5.21 水原清司
東研究業務推
進室

24 TS Z 0031
高分子材料中の空孔評価のための陽電子消滅
寿命測定方法（旧名称：ガラス及び高分子材料
中の陽電子消滅寿命測定方法）

H23.12.15 H24.4.20 伊藤賢志
計測標準研究
部門

ＮＥＤＯナノテクノロジープロ
グラム/ナノマテリアル・プロ
セス技術「ナノ計測基盤技
術研究開発」事業のサブ
テーマ「空孔の計測基盤」

25 JIS Q 8901
地上設置の太陽電池 (PV) モジュール－信頼性
保証体制（設計,製造及び性能保証）の要求事項

H24.1.31 H24.2.29 猪狩真一
太陽光発電研
究センター

アジア太平洋基準認証推進
事業

26 JIS B 7610改正 重錘形圧力天びん H24.3.1 H24.10.22 小畠時彦
計測標準研究
部門

H23～24 標準基盤（重錘形
圧力天びんを用いた圧力校
正技術の標準化）

27 JIS B 1757-3

歯車測定機の評価方法　第3部　平面基準器を
用いた歯すじ測定(旧名称：デジタル処理による
歯車測定機の評価方法　第3部ウェッジアーティ
ファクトによる歯すじ測定精度の評価）

H24.3.7 H25.2.20
大澤尊光
近藤余範

計測標準研究
部門

H20～21標準基盤研究(歯車
のナノレベル形状評価のた
めの計測機器の校正原器
及びその原器に基づく校正
方法の研究と標準化）

28 JIS B 1757-4
歯車測定機の評価方法　第4部　球基準器を用
いたピッチ測定(旧名称：歯車測定機の評価方法
第4部：平面基準器を用いた歯すじ測定）

H24.3.7 H25.2.20
大澤尊光
近藤余範

計測標準研究
部門

H20～21標準基盤研究(歯車
のナノレベル形状評価のた
めの計測機器の校正原器
及びその原器に基づく校正
方法の研究と標準化）

29 JIS Q 0034 標準物質生産者の能力に関する一般要求事項 H24.4.1 H24.6.20 齋藤剛
計測標準研究
部門

30 JIS C 8842
固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発
電性能試験方法

H24.4.1 H25.12.20
嘉藤徹
門馬昭彦

エネルギー技術
研究部門

H22～23標準基盤（固体酸
化物形燃料電池単セル･ス
タック性能試験法JIS規格化
研究）

参　考　２－２

産総研における国内標準（JIS, TS, TR等）提案、発行状況（第３期：平成２２年度以降の提案）

参　考　２－２
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31 JIS R 1751-1改正
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第1部：窒素酸化物
の除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

32 JIS R 1751-2
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第2部：アセトアル
デヒドの除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

33 JIS R 1751-3
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第3部：トルエンの
除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

34 JIS R 1751-4
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第4部：ホルムアル
デヒドの除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

35 JIS R 1751-5
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第5部：メチルメルカ
ブタンの除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

36 JIS R 1751-6
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第6部：小型チャン
バーを用いたホルムアルデヒドの除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

37 JIS R 1757
ファインセラミックス－アセトアルデヒドを用いた
可視光応答形光触媒の完全分解性能試験方法

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

38 JIS S 0014改正
高齢者・障害者配慮設計指針－消費生活製品
の報知音－妨害音及び聴覚の加齢変化を考慮
した音圧レベル

H24.5.1 H25.3.21
倉片憲治
伊藤納奈

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23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）

39 JIS S 0031改正
高齢者・障害者配慮設計指針－視覚表示物－
年代別相対輝度の求め方及び光の評価方法

H24.5.1 H25.5.20
伊藤納奈
倉片憲治

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23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）

40 JIS K 2180-1 燃料用ジメチルエーテル（DME）－第１部：品質 H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

41 JIS K 2180-2
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第2部：不純物
の求め方－ガスクロマトグラフ法

H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

42 JIS K 2180-3
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第3部：水分の
求め方－カールフィッシャー滴定法

H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

43 JIS K 2180-4
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第4部：蒸発残
分の求め方－質量分析法

H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

44 JIS K 2180-5
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第5部：全硫黄
分の求め方－紫外蛍光法

H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

45 JIS K 2180-6
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第6部：全硫黄
分の求め方－微量電量滴定式酸化法

H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

46 JIS C 8904-4
太陽電池デバイス－第4部：校正のトレーサビリ
ティ確立手順

H24.9.1 H26.8.20 猪狩真一
太陽光発電研
究センタ

H20～22標準基盤（基準太
陽電池の標準化）

47 JIS A 0206改正
地質図－工学地質図に用いる記号、色、模様、
用語及び地層・岩体区分の表示とコード群

H24.11.1 H25.8.20
斎藤眞
鹿野和彦

地質情報研究
部門

48 業界規格ET-4101
プリンテッドエレクトロニクス－材料－第1-1部：
基材（ポリマー及びガラス）　(社)電子情報技術
産業協会（JEITA)

- H25.2.1
山本典孝
小笹健仁

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26 国際標準開発（プリ
ンテッドエレクトロニクスに関
する国際標準化）

49 業界規格ET-4201
プリンテッドエレクトロニクス－材料－第1-1部：
基材（ポリマー及びガラス）　(社)電子情報技術
産業協会（JEITA)

- H25.2.1
山本典孝
小笹健仁

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26 国際標準開発（プリ
ンテッドエレクトロニクスに関
する国際標準化）

50 業界規格SAP 15-13
粉体の一面せん断試験方法　日本粉体工業技
術協会規格

- H25.3.19 高尾泰正
サステナブルマ
テリアル研究部
門

H22～24標準基盤研究(圧密
粉体のせん断特性の測定
方法）

51 JIS B 7616 重錘形圧力天びんの使用方法及び校正方法 H25.4.1 H25.9.20 小畠時彦
計量標準研究
部門

H23～24 標準基盤（重錘形
圧力天びんを用いた圧力校
正技術の標準化）

52 JIS B 7442 産業用X線CT装置用語 H25.4.1 H25.11.20
大澤尊光
佐藤理

計測標準研究
部門

H21～24標準基盤研究(産業
応用におけるCT（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾄ
ﾓｸﾞﾗﾌｨ）装置評価法の標準
化に関する研究）

53 JIS H 0543 マグネシウム合金板材の曲げ試験方法 H25.5.1 H26.3.20 斎藤尚文
サステナブルマ
テリアル研究部
門

H21-23METI (塑性加工用マ
グネシウム圧延板材の評価
方法に関するJIS開発)

54 JIS T 0902
高齢者･障害者配慮設計指針－移動支援用音
案内

H25.5.1 H26.5.20
関喜一
佐藤洋

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～22　標準基盤（公共空
間に設置する移動支援用音
案内の標準化）

55 JIS R 1695
ファインセラミックス用分安定化ジルコニア粉末
中の酸化イットリアの定量方法

H25.6.1 H26.3.20
森川久
兼松渉

計測フロンティア
研究部門

H20-21標準基盤「イットリア
添加部分安定化／安定化ジ
ルコニア粉末中のイットリア
の化学分析方法の標準化」

56 業界規格 金めっき光沢ムラ H25.9.1 - 野中一洋
生産計測技術
研究センター

57 JIS K 6961
プラスチック―制御されたスラリー系における嫌
気的究極生分解度の求め方―発生バイオガス
量の測定による方法

H26.4.1 H26.9.22 国岡正雄
環境化学技術
研究部門

58 JIS L 4129
子ども用衣料の安全性－子ども用衣料に附属
するひもの要求事項

H26.6.1 H27.12.21 持丸正明
デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

59
JIS B 7440-8
(JIS B 7441改正)

非接触座標測定機の受入検査及び定期検査 H26.10.1 H27.6.22 阿部誠
計測標準研究
部門

H26-28 標準基盤（非直交型
非接触三次元測定機の国
際標準化）

60 JIS B 7556改正 気体用流量計の校正及び器差試験 H26.10.1 H28.7.20 森岡敏博
計測標準研究
部門

H24-25 標準基盤（JIS
B7556気体用流量計の校正
方法及び試験方法の改正）

61 JIS K 6949
プラスチック―生分解度試験のための試料の作
り方

H27.11.20
国岡正雄
船橋正弘

機能化学研究
部門

62 JIS B 8445
ロボット及びロボティックデバイス－生活支援ロ
ボットの安全要求事項

H28.4.20 尾暮拓也
ロボットイノベー
ション研究セン
ター

63 JIS R 1708
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

H27.6.1 H28.7.20 平川力
環境管理研究
部門

H22～24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」

64 JIS　R 1760
ファインセラミックスの室温での圧子圧入（IF）法
による破壊抵抗試験方法

H27.7.1 H28.7.20 宮崎広行
構造材料研究
部門

65 JIS R 1701-1改正
ファインセラミックス―光触媒材料の空気浄化性
能試験方法―第１部：窒素酸化物の除去性能

H27.7.1 H28.7.20
佐野泰三
大古善久

環境管理研究
部門

・NEDO「可視光応答型光触
媒利用室内環境浄化部材
共通評価方法の検討」
・NEDO「循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト」

66 JIS R 1701-2改正
ファインセラミックス―光触媒材料の空気浄化性
能試験方法―第２部：アセトアルデヒドの除去性
能

H27.7.1 H28.7.20
佐野泰三
大古善久

環境管理研究
部門

・NEDO「可視光応答型光触
媒利用室内環境浄化部材
共通評価方法の検討」
・NEDO「循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト」

67 JIS R 1701-3改正
ファインセラミックス―光触媒材料の空気浄化性
能試験方法―第３部：トルエンの除去性能

H27.7.1 H28.7.20
佐野泰三
大古善久

環境管理研究
部門

・NEDO「可視光応答型光触
媒利用室内環境浄化部材
共通評価方法の検討」
・NEDO「循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト」
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68 JIS R 1701-4改正
ファインセラミックス―光触媒材料の空気浄化性
能試験方法―第４部：ホルムアルデヒドの除去
性能

H27.7.1 H28.7.20
佐野泰三
大古善久

環境管理研究
部門

・NEDO「可視光応答型光触
媒利用室内環境浄化部材
共通評価方法の検討」
・NEDO「循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト」

69 JIS R 1701-5改正
ファインセラミックス―光触媒材料の空気浄化性
能試験方法―第５部：メチルメルカプタンの除去
性能

H27.7.1 H28.7.20
佐野泰三
大古善久

環境管理研究
部門

・NEDO「可視光応答型光触
媒利用室内環境浄化部材
共通評価方法の検討」
・NEDO「循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト」

70 JIS Z 8835
一面せん断試験による限界状態線（CSL)及び壁
面崩壊線（WYL)の測定方法

H27.8.1 H27.3.22 高尾泰正
構造材料研究
部門

H22-24標準基盤研究(圧密
粉体のせん断特性の測定
方法）

71 JIS B 7921 蛍光式酸素濃度計 H28.12.20 佐藤浩昭
環境管理研究
部門

72 JIS C 1400-1 風力発電システム―第１部：設計要件 H29.1.20 小垣哲也
再生可能エネル
ギー研究セン
ター

NEDO「風力等自然エネル
ギー技術研究開発/次世代
風力発電技術研究開発/基
礎・応用技術研究開発」

73 JIS K4810 追補１ 火薬類性能試験方法（ 追補１） H28.6.29 岡田賢
安全科学研究
部門

METI H28FY～H29FY「火薬
類の安定度試験に関する
JIS開発」

74
JIS K
4822:2001/AMENDMENT
1:2017

火薬類安定度試験用試薬類（追補１） H28.11.21 H29.8.21 岡田賢
安全科学研究
部門

METI H28FY～H29FY「火薬
類の安定度試験に関する
JIS開発」

75 TS Z 0030-1 ナノテクノロジー-語彙-第１部：中核的な用語 H29.1.1 H29.8.21
水野耕平
竹歳尚之

物質計測標準
研究部門

76 TS Z 0030-2 ナノテクノロジー-語彙-第２部：ナノ物体 H29.1.1 H29.8.21
水野耕平
竹歳尚之

物質計測標準
研究部門

77 JIS A 0204 地質図－記号，色，模様，用語及び凡例表示 H29.3.16
斎藤眞
川畑大作

地質情報研究
部門

78 JIS A 0205
ベクトル数値地質図－品質要求事項及び主題
属性コード

H29.3.16
斎藤眞
川畑大作

地質情報研究
部門

79 JIS B 8456-1
生活支援ロボット―第１部：腰補助用装着型身
体アシストロボット

H29.4.1 H29.10.20
吉田英一
鮎澤光

知能システム研
究部門

・H25-29 METI受託「「ロボッ
ト介護機器開発・導入促進
事業（基準策定・評価事
業）」
・H28 JSA請負「 腰補助用
装着型身体アシストロボット
に関する日本工業規格
（JIS）原案作成に伴う同原
案に規定された評価試験方
法の妥当性検証に関する研
究請負業務」

80 JIS K 0138 定量核磁気共鳴分光法通則（qNMR通則） H29.4.1 H30.1.22
井原俊英
山崎太一

物質計測標準
研究部門

81 JIS R 1689改正

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（旧名
称：光パルス加熱サーモリフレクタンス法による
薄膜熱拡散率の測定方法）

H29.4.1
馬場哲也
八木貴志

物質計測標準
研究部門

82 JIS R 1690改正
ファインセラミックス薄膜と金属薄膜との界面熱
抵抗の測定方法（旧名称：多層薄膜の界面熱抵
抗計測技術標準化）

H29.4.1
馬場哲也
八木貴志

物質計測標準
研究部門

83 JIS K 6955:2017
プラスチック―呼吸計を用いた酸素消費量又は
発生した二酸化炭素量の測定による土壌中で
の好気的究極生分解度の求め方

H29.4.17 H29.11.20
国岡正雄
船橋正弘

機能化学研究
部門

84 JIS S 0015
アクセシブルデザイン－消費生活用製品の音声
案内

H29.6.1 H30.2.20
倉片憲治
伊藤 納奈

人間情報研究
部門

H26-28 METI 「高機能ＪＩＳ
等整備事業：安全・安心な社
会形成に資するＪＩＳ開発に
関する委託契約（アクセシブ
ルデザイン（ＡＤ）に関するＪＩ
Ｓ開発）」

85 JIS K 0102 工場排水試験方法 H29.6.6
田尾博明
中里哲也

四国センター
環境管理研究
部門

86 JIS K4810 火薬類性能試験方法 H29.9.20 岡田賢
安全科学研究
部門

METI H28FY～H29FY「火薬
類の安定度試験に関する
JIS開発」

87 JIS K 4822 火薬類安定度試験用試薬類 H29.9.20 岡田賢
安全科学研究
部門

METI H28FY～H29FY「火薬
類の安定度試験に関する
JIS開発」

88 未定 微小粒子の破壊及び変形強度の測定方法 H29.9.29 高尾泰正
構造材料研究
部門

H26～28 AIST標準基盤「微
小粒子強度測定の標準化」

89 未定
ベントナイト等のメチレンブルー吸着量の測定方
法

H29.11.28
三好陽子
鈴木正哉

地圏資源環境
研究部門
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（参考３） 
 

 

ISO/IEC等国際標準関連機関 

役職者・関係者一覧  
 

 

 

 

国際標準関連機関関係者延べ人数 

 
ISO 445 

IEC 209 

ISO/IEC/JTC1 30 

ASTM International 3 

CIE 22 

OMG 10 

SEMI 3 

TDG/GHS 1 

UN ECE 1 

VAMAS 1 

OIML 143 

ICRU 1 

ITU 2 

合計 871 

 

（国内委員会・国際委員会に関与している延べ人数） 
      （平成30年.2月調査時点） 

 

参　考　３

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

【ISO　国際標準化機構】

1
ISO/REMCO(標準物質委員会)/AHG4(高純度有機標準物
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 総括研究主幹

ISO/TC20(航空機）/SC16（無人航空機）/WG3(無人航空機
の安全運航)

プロジェクトリーダー 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門 主任研究員

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい)/SC4(粒子特性評
価)/WG11(試料調整及び標準粒子)

プロジェクトリーダー 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
上席イノベーション
コーディネータ

2
ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい)/SC4(粒子特性評
価)/WG12(電気移動度法)

共同コンビーナ 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 研究グループ長

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい)/SC4(粒子特性評
価)/WG12(電気移動度法)

プロジェクトリーダー 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 研究グループ長

3
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 小熊　光晴 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門 総括企画主幹

4 ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値) コンビーナ 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値) プロジェクトリーダー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC43（音響）/SC2（建築物の音響)/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 佐藤　洋 企画本部 総合企画室 総括企画主幹

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 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

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 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 主任研究員

5
ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性質)/WG22(生
物分解性)

コンビーナ 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性質)/WG22(生
物分解性)

プロジェクトリーダー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性質)/WG23(バ
イオプラスチックの試験法)

プロジェクトリーダー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

ISO/TC61(プラスチック)/SC13(複合材料及び強化用繊維）
/WG2(積層剤及び成型用コンパウンド)

プロジェクトリーダー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門 上級主任研究員

ISO/TC79（軽金属及び同合金）/SC5（マグネシウム及びマ
グネシウム合金）

プロジェクトリーダー 柘植　明 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究主幹

ISO/TC108(機械の振動、衝撃及び状態監視)/WG34(振動・
衝撃測定器の使用と校正)

プロジェクトリーダー 臼田　孝 計量標準総合センター 計量標準総合センター 総合センター長

ISO/TC112(真空技術) プロジェクトリーダー 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究グループ長

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 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究グループ長

6 ISO/TC112(真空技術)/WG3(真空部品関連) コンビーナ 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

ISO/TC122(包装) プロジェクトリーダー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

7 ISO/TC122(包装)/WG9(包装のアクセシブルデザイン) コンビーナ 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

8
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 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長

ISO/TC135(非破壊試験)/SC8(赤外線サーモグラフィ試
験)/WG2(通則)

プロジェクトリーダー 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長

9
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)

コンビーナ 指宿　堯嗣 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

参　考　３－1

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一覧（2017年度）

参　考　３－１
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（参考３） 
 

 

ISO/IEC等国際標準関連機関 

役職者・関係者一覧  
 

 

 

 

国際標準関連機関関係者延べ人数 

 
ISO 445 

IEC 209 

ISO/IEC/JTC1 30 

ASTM International 3 

CIE 22 

OMG 10 

SEMI 3 

TDG/GHS 1 

UN ECE 1 

VAMAS 1 

OIML 143 

ICRU 1 

ITU 2 

合計 871 

 

（国内委員会・国際委員会に関与している延べ人数） 
      （平成30年.2月調査時点） 

 

参　考　３

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

【ISO　国際標準化機構】

1
ISO/REMCO(標準物質委員会)/AHG4(高純度有機標準物
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 総括研究主幹

ISO/TC20(航空機）/SC16（無人航空機）/WG3(無人航空機
の安全運航)

プロジェクトリーダー 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門 主任研究員

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい)/SC4(粒子特性評
価)/WG11(試料調整及び標準粒子)

プロジェクトリーダー 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
上席イノベーション
コーディネータ

2
ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい)/SC4(粒子特性評
価)/WG12(電気移動度法)

共同コンビーナ 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 研究グループ長

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい)/SC4(粒子特性評
価)/WG12(電気移動度法)

プロジェクトリーダー 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 研究グループ長

3
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 小熊　光晴 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門 総括企画主幹

4 ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値) コンビーナ 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値) プロジェクトリーダー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC43（音響）/SC2（建築物の音響)/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 佐藤　洋 企画本部 総合企画室 総括企画主幹

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 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

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 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 主任研究員

5
ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性質)/WG22(生
物分解性)

コンビーナ 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性質)/WG22(生
物分解性)

プロジェクトリーダー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性質)/WG23(バ
イオプラスチックの試験法)

プロジェクトリーダー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

ISO/TC61(プラスチック)/SC13(複合材料及び強化用繊維）
/WG2(積層剤及び成型用コンパウンド)

プロジェクトリーダー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門 上級主任研究員

ISO/TC79（軽金属及び同合金）/SC5（マグネシウム及びマ
グネシウム合金）

プロジェクトリーダー 柘植　明 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究主幹

ISO/TC108(機械の振動、衝撃及び状態監視)/WG34(振動・
衝撃測定器の使用と校正)

プロジェクトリーダー 臼田　孝 計量標準総合センター 計量標準総合センター 総合センター長

ISO/TC112(真空技術) プロジェクトリーダー 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究グループ長

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 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究グループ長

6 ISO/TC112(真空技術)/WG3(真空部品関連) コンビーナ 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

ISO/TC122(包装) プロジェクトリーダー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

7 ISO/TC122(包装)/WG9(包装のアクセシブルデザイン) コンビーナ 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

8
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 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長

ISO/TC135(非破壊試験)/SC8(赤外線サーモグラフィ試
験)/WG2(通則)

プロジェクトリーダー 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長

9
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)

コンビーナ 指宿　堯嗣 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

参　考　３－1

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一覧（2017年度）

参　考　３－１
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役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

10
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測
定)/WG32(排ガス中の水銀測定方法)

コンビーナ 田尾　博明 四国センター 四国センター 所長

11
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測
定)/WG34(排ガス中のCO、CO2とO2測定方法)

コンビーナ 指宿　堯嗣 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

12
ISO/TC146(大気の質)/SC6(室内空気)/WG16(VOC検知器
の試験方法)

コンビーナ 松原　一郎 材料・化学領域 無機機能材料研究部門 所長代理

ISO/TC147(水質)/SC2(物理的・化学的・生物学的方
法)/WG 74(PFAS LC-MS/MS)

プロジェクトリーダー 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

13
ISO/TC147(水質)/SC2(物理的・化学的・生物的方
法)/WG77(水中のアルキル水銀の測定方法）

コンビーナ 田尾　博明 四国センター 四国センター 所長

14
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)

コンビーナ 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門 上級主任研究員

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)

プロジェクトリーダー 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門 主任研究員

15 ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) 国際議長 小林　吉之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

16 ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) 国際幹事 中嶋　香奈子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究員

ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) コ プロジェクトリーダー 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

17
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 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究部門長

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)

プロジェクトリーダー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)

プロジェクトリーダー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

18
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 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 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)/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 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

19
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 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

20
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 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

21
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 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

22
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 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC198(ヘルスケア製品の滅菌)/WG9(無菌操作法) プロジェクトリーダー 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門 上級主任研究員

23 ISO/TC201(表面化学分析) 国際議長 野中　秀彦 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究部門長

24 ISO/TC201(表面化学分析) 国際幹事 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 総括研究主幹

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 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

25
ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プローブ顕微鏡
法)/CAG(Chairman's advisory group )/SG３

コンビーナ 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プローブ顕微鏡
法)/CAG(Chairman's advisory group )/SG３

プロジェクトリーダー 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

26
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 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

27 ISO/TC201(表面化学分析)/SC10(XRRとXRF分析） 国際幹事 藤本　俊幸 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 研究戦略部長

28 ISO/TC206(ファインセラミックス) 国際幹事 阪口　修司 中部センター 中部センター産学官連携推進室 総括主幹

ISO/TC206(ファインセラミックス) プロジェクトリーダー 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究グループ長

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG2(粉) プロジェクトリーダー 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究グループ長

29 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 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 シニアマネージャー

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG6（機械的特性） プロジェクトリーダー 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門 主任研究員

30 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 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

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 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

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 平川　力 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

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 大古　善久 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

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 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター 主任研究員

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 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門 主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG11（電気的・光学的応
用）

プロジェクトリーダー 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究主幹

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG12(エンジニアリング応
用)

プロジェクトリーダー 明渡　純 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター 研究センター長

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG12(エンジニアリング応
用)

サブプロジェクトリーダー 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター 主任研究員

31
ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG33(光触媒空気浄化性
能試験方法)

コンビーナ 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG33(光触媒空気浄化性
能試験方法)

プロジェクトリーダー 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC213(製品の寸法・形状の仕様及び評価)/WG10(三次
元測定機)

プロジェクトリーダー 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究部門長

ISO/TC22(自動車)/SC39(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）)

プロジェクトリーダー 小野　古志郎 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

ISO/TC22(自動車)/SC39(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）)

プロジェクトリーダー 北﨑　智之 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 研究センター長

32 ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) コンビーナ 藤本　俊幸 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 研究戦略部長

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトコリーダー 山本　和弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 総括企画主幹
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役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

10
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測
定)/WG32(排ガス中の水銀測定方法)

コンビーナ 田尾　博明 四国センター 四国センター 所長

11
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測
定)/WG34(排ガス中のCO、CO2とO2測定方法)

コンビーナ 指宿　堯嗣 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

12
ISO/TC146(大気の質)/SC6(室内空気)/WG16(VOC検知器
の試験方法)

コンビーナ 松原　一郎 材料・化学領域 無機機能材料研究部門 所長代理

ISO/TC147(水質)/SC2(物理的・化学的・生物学的方
法)/WG 74(PFAS LC-MS/MS)

プロジェクトリーダー 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

13
ISO/TC147(水質)/SC2(物理的・化学的・生物的方
法)/WG77(水中のアルキル水銀の測定方法）

コンビーナ 田尾　博明 四国センター 四国センター 所長

14
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)

コンビーナ 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門 上級主任研究員

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)

プロジェクトリーダー 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門 主任研究員

15 ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) 国際議長 小林　吉之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

16 ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) 国際幹事 中嶋　香奈子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究員

ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) コ プロジェクトリーダー 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

17
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 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究部門長

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)

プロジェクトリーダー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)

プロジェクトリーダー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

18
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 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 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)/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 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

19
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 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

20
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 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

21
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 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

22
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 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC198(ヘルスケア製品の滅菌)/WG9(無菌操作法) プロジェクトリーダー 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門 上級主任研究員

23 ISO/TC201(表面化学分析) 国際議長 野中　秀彦 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究部門長

24 ISO/TC201(表面化学分析) 国際幹事 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 総括研究主幹

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 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

25
ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プローブ顕微鏡
法)/CAG(Chairman's advisory group )/SG３

コンビーナ 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プローブ顕微鏡
法)/CAG(Chairman's advisory group )/SG３

プロジェクトリーダー 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

26
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 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

27 ISO/TC201(表面化学分析)/SC10(XRRとXRF分析） 国際幹事 藤本　俊幸 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 研究戦略部長

28 ISO/TC206(ファインセラミックス) 国際幹事 阪口　修司 中部センター 中部センター産学官連携推進室 総括主幹

ISO/TC206(ファインセラミックス) プロジェクトリーダー 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究グループ長

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG2(粉) プロジェクトリーダー 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究グループ長

29 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 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 シニアマネージャー

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG6（機械的特性） プロジェクトリーダー 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門 主任研究員

30 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 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

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 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

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 平川　力 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

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 大古　善久 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

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 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター 主任研究員

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 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門 主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG11（電気的・光学的応
用）

プロジェクトリーダー 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究主幹

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG12(エンジニアリング応
用)

プロジェクトリーダー 明渡　純 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター 研究センター長

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG12(エンジニアリング応
用)

サブプロジェクトリーダー 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター 主任研究員

31
ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG33(光触媒空気浄化性
能試験方法)

コンビーナ 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG33(光触媒空気浄化性
能試験方法)

プロジェクトリーダー 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC213(製品の寸法・形状の仕様及び評価)/WG10(三次
元測定機)

プロジェクトリーダー 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究部門長

ISO/TC22(自動車)/SC39(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）)

プロジェクトリーダー 小野　古志郎 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

ISO/TC22(自動車)/SC39(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）)

プロジェクトリーダー 北﨑　智之 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 研究センター長

32 ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) コンビーナ 藤本　俊幸 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 研究戦略部長

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトコリーダー 山本　和弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 総括企画主幹
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役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG3(環境・安全) プロジェクトリーダー 張　民芳 材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG4(材料) プロジェクトリーダー 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門 首席研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG4(材料) プロジェクトリーダー 田中　充 計量標準総合センター - 顧問

33 ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)/WG3(貯留) 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

34 ISO/TC281(ファインバブル技術) 国際幹事 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
上席イノベーション
コーディネータ

35
ISO/TC281(ファインバブル技術)/WG3(ファインバブル応用
技術）

コンビーナ 矢部　彰 顧問 顧問 顧問

【IEC　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　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 上級主任研究員

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 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究グループ長

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 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究グループ長

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)/WG1(同軸)

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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)/WG2(導波
管)

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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)/WG3(評価
法)

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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）
/SC62D(医用電子機器）/JWG35(手術ロボット）

プロジェクトリーダー 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門 副研究部門長

38 IEC/TC82(太陽光発電システム) 国際議長 近藤　道雄 福島再生可能エネルギー研究所 福島再生可能エネルギー研究所
上席イノベーション
コーディネータ

IEC/TC82(太陽光発電システム)/WG6(システム構成機器) プロジェクトリーダー 菅原　秀一 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

39 IEC/TC86(光ファイバ)/JWG9（光配線板） 議長 伊藤　日出男 - 東北センター 所長代理

40 IEC/TC90(超電導)/WG14(超電導センサ) コンビーナ 大久保　雅隆 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門
上席イノベーション
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 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
イノベーションコーディ
ネータ

41 IEC/TC103(無線通信用送信装置) 国際幹事 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

42
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)

国際議長 小野　晃 顧問 顧問 顧問

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 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

43
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 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門 副研究部門長

44
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 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

【ISO/IEC/JTC1　情報技術】

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 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

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)

プロジェクトリーダー 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

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 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

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)

プロジェクトリーダー 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

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・人間工学領域 情報技術研究部門 総括研究主幹

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 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 総括研究主幹

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 辛　星漢 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 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・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/IEC/JTC1/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 コ エディタ 坂根　広史 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

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 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザインターフェース) プロジェクトリーダー 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 上級主任研究員

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 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

【その他】

45 CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色) 副幹事 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

46
CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色)/TC1-84(目立ち
の視野)

TCチェア 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

47 CIE(国際照明委員会)/Division2(光と放射の物理測定) 副部会長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

48 CIE(国際照明委員会)/JTC5(CIE S009/IEC62471の見直し) 共同議長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

49 CIE(国際照明委員会)/JTC9(非視覚効果に係る定量化) 共同議長 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

50
OMG(Object Management Group)/Robotics Domain Task
Force

共同議長 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門
イノベーションコーディ
ネータ

51
OMG(Object Management Group)/Robotics Domain Task
Force/ロボット機能サービスWG

共同議長 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

52
OMG(Object Management Group)/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)

共同議長 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

53
OMG(Object Management Group)/System Assurance
Platform Task Force

共同議長 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

54
OIML/TC8/SC7/R139(自動車用圧縮ガス燃料計量システ
ム)

コ コンビーナ 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究部門長
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役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG3(環境・安全) プロジェクトリーダー 張　民芳 材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG4(材料) プロジェクトリーダー 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門 首席研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG4(材料) プロジェクトリーダー 田中　充 計量標準総合センター - 顧問

33 ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)/WG3(貯留) 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

34 ISO/TC281(ファインバブル技術) 国際幹事 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
上席イノベーション
コーディネータ

35
ISO/TC281(ファインバブル技術)/WG3(ファインバブル応用
技術）

コンビーナ 矢部　彰 顧問 顧問 顧問

【IEC　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　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 上級主任研究員

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 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究グループ長

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 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究グループ長

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)/WG1(同軸)

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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)/WG2(導波
管)

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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)/WG3(評価
法)

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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）
/SC62D(医用電子機器）/JWG35(手術ロボット）

プロジェクトリーダー 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門 副研究部門長

38 IEC/TC82(太陽光発電システム) 国際議長 近藤　道雄 福島再生可能エネルギー研究所 福島再生可能エネルギー研究所
上席イノベーション
コーディネータ

IEC/TC82(太陽光発電システム)/WG6(システム構成機器) プロジェクトリーダー 菅原　秀一 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

39 IEC/TC86(光ファイバ)/JWG9（光配線板） 議長 伊藤　日出男 - 東北センター 所長代理

40 IEC/TC90(超電導)/WG14(超電導センサ) コンビーナ 大久保　雅隆 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門
上席イノベーション
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 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
イノベーションコーディ
ネータ

41 IEC/TC103(無線通信用送信装置) 国際幹事 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

42
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)

国際議長 小野　晃 顧問 顧問 顧問

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 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

43
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 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門 副研究部門長

44
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 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

【ISO/IEC/JTC1　情報技術】

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 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

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)

プロジェクトリーダー 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

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 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

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)

プロジェクトリーダー 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

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・人間工学領域 情報技術研究部門 総括研究主幹

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 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 総括研究主幹

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 辛　星漢 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 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・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/IEC/JTC1/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 コ エディタ 坂根　広史 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

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 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザインターフェース) プロジェクトリーダー 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 上級主任研究員

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 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

【その他】

45 CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色) 副幹事 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

46
CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色)/TC1-84(目立ち
の視野)

TCチェア 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

47 CIE(国際照明委員会)/Division2(光と放射の物理測定) 副部会長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

48 CIE(国際照明委員会)/JTC5(CIE S009/IEC62471の見直し) 共同議長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

49 CIE(国際照明委員会)/JTC9(非視覚効果に係る定量化) 共同議長 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

50
OMG(Object Management Group)/Robotics Domain Task
Force

共同議長 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門
イノベーションコーディ
ネータ

51
OMG(Object Management Group)/Robotics Domain Task
Force/ロボット機能サービスWG

共同議長 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

52
OMG(Object Management Group)/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)

共同議長 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

53
OMG(Object Management Group)/System Assurance
Platform Task Force

共同議長 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

54
OIML/TC8/SC7/R139(自動車用圧縮ガス燃料計量システ
ム)

コ コンビーナ 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究部門長
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

ISO（国際標準化機構）

- 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 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 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 齋藤　剛 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 計量標準普及センター

- 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 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

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・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/PC302(ISO 19011改訂) - （一財）日本規格協会 委員長 藤間　一郎 計量標準総合センター 計量標準普及センター

ISO/REMCO(標準物質委員会) - 委員長 藤本　俊幸 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

ISO/REMCO(標準物質委員会) 委員 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

エキスパート 事務局 朝海　敏昭 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

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

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

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 - 城野　克広 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/TC4(転がり軸受) - （一社）日本ベアリング工業会 委員 間野　大樹 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

ISO/TC6(紙・パルプ・板紙) エキスパート 紙パルプ技術協会 なし 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員長 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 檜野　良穂 イノベーション推進本部 地域連携推進部

- 委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 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 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 岸本　勇夫 計量標準総合センター 計量標準普及センター

エキスパート 主査 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 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

（国研）産業技術総合研究所

（一社）日本計量振興協会

ISO/CASCO(適合性評価委員会)

WG23(ISO CASCO Proc33)

JWG43(ISO Guide34改正)

WG44（ISO/IEC 17025改訂）

/WG49(ISO/IEC 17000)

参　考　３－２

ISO/IEC等国際標準関連機関　関係者一覧表

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

（一財）日本規格協会

優先課題WG

ISO/REMCO(標準物質委員会)

AHG4(高純度有機標準物質）

AHG5(均質性、安定性評価法の調査)

AHG6(高純度無機標準物質）

CAG（議長諮問グループ）

WG6(情報サービス)

WG13(定性分析に関する標準物質)

WG16(ISO Guide35改正)

ISO/TC12(量及び単位)

TG1(ナノセルロース分野規格関係の調査)

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

参　考　３－２

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- （国研）宇宙航空研究開発機構 委員 猪狩　真一 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

-
（一財）日本規格協会/株式会社
野村総合研究所

委員 加藤　晋 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

SC32(電子・電装部
会)

WG11(サイバーセ
キュリティ)/情報セ
キュリティ分科会

- - 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 小野　古志郎 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

プロジェクトリー
ダー

委員 北﨑　智之 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

エキスパート 委員 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

- 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

国際幹事サポー
トチーム

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 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG2(沈降法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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

WG5(液体置換法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG6(レーザー回折
法)

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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 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

WG8(画像解析法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG10(小角X線散乱
法)

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

共同コンビーナ 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

プロジェクトリー
ダー

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

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

WG14(音響法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 創エネルギー研究部門

（一財）日本規格協会/（一社）日
本UAS産業振興協議会（ＪＵＩＤ
Ａ）

（公社）自動車技術会

（一社）日本粉体工業技術協会

（一財）石炭エネルギーセンター

国内審議委員会

SC14(宇宙システム及び運用)

SC16（無人航空機）

WG１(無人航空機の
用語及び定義)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

ISO/TC20(航空機及び宇宙機)

ISO/TC27(固体燃料)

SC3(コークス)

SC4(サンプリング)

SC5（分析方法）

SC39(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）)

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい) SC4(粒子特性評価)

WG7(動的光散乱法)

WG9(光相互作用に
よる一粒子測定法)

WG11(試料調整及び
標準粒子)

WG12(電気移動度
法)

WG16(液中粒子の分
散特性評価法)

WG17(ゼータ電位測
定法)

ISO/TC22(自動車)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

ISO（国際標準化機構）

- 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 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 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 齋藤　剛 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 計量標準普及センター

- 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 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

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・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/PC302(ISO 19011改訂) - （一財）日本規格協会 委員長 藤間　一郎 計量標準総合センター 計量標準普及センター

ISO/REMCO(標準物質委員会) - 委員長 藤本　俊幸 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

ISO/REMCO(標準物質委員会) 委員 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

エキスパート 事務局 朝海　敏昭 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

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

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

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 - 城野　克広 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/TC4(転がり軸受) - （一社）日本ベアリング工業会 委員 間野　大樹 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

ISO/TC6(紙・パルプ・板紙) エキスパート 紙パルプ技術協会 なし 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員長 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 檜野　良穂 イノベーション推進本部 地域連携推進部

- 委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 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 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 岸本　勇夫 計量標準総合センター 計量標準普及センター

エキスパート 主査 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 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

（国研）産業技術総合研究所

（一社）日本計量振興協会

ISO/CASCO(適合性評価委員会)

WG23(ISO CASCO Proc33)

JWG43(ISO Guide34改正)

WG44（ISO/IEC 17025改訂）

/WG49(ISO/IEC 17000)

参　考　３－２

ISO/IEC等国際標準関連機関　関係者一覧表

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

（一財）日本規格協会

優先課題WG

ISO/REMCO(標準物質委員会)

AHG4(高純度有機標準物質）

AHG5(均質性、安定性評価法の調査)

AHG6(高純度無機標準物質）

CAG（議長諮問グループ）

WG6(情報サービス)

WG13(定性分析に関する標準物質)

WG16(ISO Guide35改正)

ISO/TC12(量及び単位)

TG1(ナノセルロース分野規格関係の調査)

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

参　考　３－２

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- （国研）宇宙航空研究開発機構 委員 猪狩　真一 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

-
（一財）日本規格協会/株式会社
野村総合研究所

委員 加藤　晋 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

SC32(電子・電装部
会)

WG11(サイバーセ
キュリティ)/情報セ
キュリティ分科会

- - 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 小野　古志郎 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

プロジェクトリー
ダー

委員 北﨑　智之 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

エキスパート 委員 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

- 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

国際幹事サポー
トチーム

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 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG2(沈降法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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

WG5(液体置換法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG6(レーザー回折
法)

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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 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

WG8(画像解析法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG10(小角X線散乱
法)

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

共同コンビーナ 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

プロジェクトリー
ダー

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

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

WG14(音響法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 創エネルギー研究部門

（一財）日本規格協会/（一社）日
本UAS産業振興協議会（ＪＵＩＤ
Ａ）

（公社）自動車技術会

（一社）日本粉体工業技術協会

（一財）石炭エネルギーセンター

国内審議委員会

SC14(宇宙システム及び運用)

SC16（無人航空機）

WG１(無人航空機の
用語及び定義)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

ISO/TC20(航空機及び宇宙機)

ISO/TC27(固体燃料)

SC3(コークス)

SC4(サンプリング)

SC5（分析方法）

SC39(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）)

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい) SC4(粒子特性評価)

WG7(動的光散乱法)

WG9(光相互作用に
よる一粒子測定法)

WG11(試料調整及び
標準粒子)

WG12(電気移動度
法)

WG16(液中粒子の分
散特性評価法)

WG17(ゼータ電位測
定法)

ISO/TC22(自動車)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

-
（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

国際議長 - 小熊　光晴 エネルギー・環境領域 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 委員 小熊　光晴 企画本部 -

- 委員 古谷　博秀 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小熊　光晴 企画本部 -

- （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 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/TC39(工作機械) - （一社）日本工作機械工業会 委員 増井　慶次郎 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

-
（一社）日本音響学会 ISO（国際
標準化機構）/TC43 SC1国内委
員会

幹事 今泉　博之 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

- 幹事 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

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

委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

WG29(住宅の遮音性
能の表示方法)

エキスパート 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

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・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート - 寺崎　正 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 主査 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

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

オブザーバー 委員 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 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

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 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

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

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 松山　重倫 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 オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 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・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 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・化学領域 機能化学研究部門

主査 主査 堀内　伸 材料・化学領域 ナノ材料研究部門

SC11(製品) WG5(接着剤) オブザーバー オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

（一社）日本音響学会

（一社）日本音響学会

（一社）日本プラスチック工業連
盟

（一社）日本海事検定協会

石油連盟

（一社）日本電気計測器工業会

SC1(用語)

SC5(物理・化学的性
質)

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)

SC9(熱可塑性樹脂)

国内審議委員会

ISO/TC28(石油製品及び潤滑油)

ISO/TC61(プラスチック)

SC2(石油及び関連製品の計測)

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）

SC7(石油製品及び潤滑油/バイオ燃料)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

ISO/TC30(管路における流量測定) SC2(差圧検出法)

WG12(工作機械の環境評価）

ISO/TC43(音響)

WG1(聴覚閾値)

SC1（騒音）

SC2(建築物の音響)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG1(強化材及びそ
の製品)

オブザーバー 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG7(複合材と金属
のアセンブリ)

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 委員 竹下　潤一 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 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

- 委員 城野　克広 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/TC79（軽金属及び同合金）
プロジェクトリー
ダー

（一社）日本マグネシウム協会 - 柘植　明 材料・化学領域 構造材料研究部門

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

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 加藤　昌弘 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 黒澤　忠弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

WG3(放射線加工) 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 滝澤　賢二 材料・化学領域 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・化学領域 機能化学研究部門

WG7(Refrigerant
properties)

エキスパート 委員 粥川　洋平 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG8(燃焼速度試験
方法)

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学領域 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・化学領域 化学プロセス研究部門

- 委員 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 幹事 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG11(熱画像) エキスパート - 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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 -

デレゲート - 臼田　孝 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 大田　明博 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 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

エキスパート 委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員 新井　健太 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 新井　健太 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 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員長 新井　健太 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 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 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

コンビーナ 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

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 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 谷川　ゆかり 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 川口　拓之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

（一社）日本プラスチック工業連
盟

（一財）日本規格協会

（公社）日本保安用品協会

（公社）日本冷凍空調学会

（一社）日本機械学会

（一社）日本真空学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG3(バイオサーファクタント)

SC13(複合材料及び
強化用繊維）

WG2(積層剤及び成
型用コンパウンド)

SC6(測定方法及び測定結果)ISO/TC69(統計的方法の適用)

SC5(機械システムの
状態監視と診断)

（一社）電子情報技術産業協会

国内審議委員会

ISO/TC61(プラスチック)

WG34(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（マグネシウム及びマグネシウム合金）

ISO/TC85(原子力)

SC2(放射線防護）

WG2(参照放射線)

ISO/TC86(冷凍技術及び空気調和技術)
SC8(冷媒及び冷凍
機油)

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) JWG10(パルスオキ

シメータ)
(IEC/TC62/SC62D/
JWG5)

ISO/TC112(真空技術)

WG1(真空ポンプ)

WG2(真空計測)

WG3(真空部品)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

-
（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

国際議長 - 小熊　光晴 エネルギー・環境領域 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 委員 小熊　光晴 企画本部 -

- 委員 古谷　博秀 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小熊　光晴 企画本部 -

- （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 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/TC39(工作機械) - （一社）日本工作機械工業会 委員 増井　慶次郎 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

-
（一社）日本音響学会 ISO（国際
標準化機構）/TC43 SC1国内委
員会

幹事 今泉　博之 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

- 幹事 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

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

委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

WG29(住宅の遮音性
能の表示方法)

エキスパート 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

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・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート - 寺崎　正 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 主査 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

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

オブザーバー 委員 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 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

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 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

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

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 松山　重倫 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 オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 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・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 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・化学領域 機能化学研究部門

主査 主査 堀内　伸 材料・化学領域 ナノ材料研究部門

SC11(製品) WG5(接着剤) オブザーバー オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

（一社）日本音響学会

（一社）日本音響学会

（一社）日本プラスチック工業連
盟

（一社）日本海事検定協会

石油連盟

（一社）日本電気計測器工業会

SC1(用語)

SC5(物理・化学的性
質)

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)

SC9(熱可塑性樹脂)

国内審議委員会

ISO/TC28(石油製品及び潤滑油)

ISO/TC61(プラスチック)

SC2(石油及び関連製品の計測)

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）

SC7(石油製品及び潤滑油/バイオ燃料)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

ISO/TC30(管路における流量測定) SC2(差圧検出法)

WG12(工作機械の環境評価）

ISO/TC43(音響)

WG1(聴覚閾値)

SC1（騒音）

SC2(建築物の音響)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG1(強化材及びそ
の製品)

オブザーバー 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG7(複合材と金属
のアセンブリ)

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 委員 竹下　潤一 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 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

- 委員 城野　克広 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/TC79（軽金属及び同合金）
プロジェクトリー
ダー

（一社）日本マグネシウム協会 - 柘植　明 材料・化学領域 構造材料研究部門

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

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 加藤　昌弘 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 黒澤　忠弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

WG3(放射線加工) 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 滝澤　賢二 材料・化学領域 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・化学領域 機能化学研究部門

WG7(Refrigerant
properties)

エキスパート 委員 粥川　洋平 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG8(燃焼速度試験
方法)

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学領域 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・化学領域 化学プロセス研究部門

- 委員 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 幹事 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG11(熱画像) エキスパート - 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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 -

デレゲート - 臼田　孝 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 大田　明博 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 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

エキスパート 委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員 新井　健太 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 新井　健太 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 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員長 新井　健太 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 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 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

コンビーナ 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

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 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 谷川　ゆかり 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 川口　拓之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

（一社）日本プラスチック工業連
盟

（一財）日本規格協会

（公社）日本保安用品協会

（公社）日本冷凍空調学会

（一社）日本機械学会

（一社）日本真空学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG3(バイオサーファクタント)

SC13(複合材料及び
強化用繊維）

WG2(積層剤及び成
型用コンパウンド)

SC6(測定方法及び測定結果)ISO/TC69(統計的方法の適用)

SC5(機械システムの
状態監視と診断)

（一社）電子情報技術産業協会

国内審議委員会

ISO/TC61(プラスチック)

WG34(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（マグネシウム及びマグネシウム合金）

ISO/TC85(原子力)

SC2(放射線防護）

WG2(参照放射線)

ISO/TC86(冷凍技術及び空気調和技術)
SC8(冷媒及び冷凍
機油)

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) JWG10(パルスオキ

シメータ)
(IEC/TC62/SC62D/
JWG5)

ISO/TC112(真空技術)

WG1(真空ポンプ)

WG2(真空計測)

WG3(真空部品)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

プロジェクトリー
ダー

- 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 佐川　賢 情報・人間工学領域 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・製造領域 製造技術研究部門

- 委員長 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 兵藤　行志 情報・人間工学領域 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 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・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 中里　哲也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 忽那　周三 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 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

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・環境領域 環境管理研究部門

コンビーナ 委員長 田尾　博明 四国センター -

メンバー 委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG34(排ガス中の
CO、CO2とO2測定
方法)

コンビーナ 委員長 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 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 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 加藤　健次 計量標準総合センター 計量標準普及センター

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 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

エキスパート 委員長 田尾　博明 四国センター -

- 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 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 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート - 山下　信義 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート 委員 中里　哲也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 重田　香織 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 環境管理研究部門

WG73(Multi-class
methods)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート - 山下　信義 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG75(Pharmaceutic
al ingredients)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG76(HBCD LC-
MSMS)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG77(水中のアルキ
ル水銀の測定方法）

コンビーナ 委員長 田尾　博明 四国センター -

国内審議委員会

ISO/TC122(包装) （公社）日本包装技術協会

日本アパレル工業技術研究会

（一社）日本非破壊検査協会

（一社）産業環境管理協会

（一社）産業環境管理協会

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG9(包装のアクセシブルデザイン)

SC6(漏れ試験法)

SC8(赤外線サーモ
グラフィ試験)

WG2(通則)

ISO/TC135(非破壊試験)

ISO/TC133（衣料品のサイズ設定システム）

WG1(人体計測)

WG2(デジタルフィッティング）

WG4（衣服の寸法計測）

ISO/TC147(水質)

SC2(物理的・化学
的・生物学的方法)

WG33（Ion
chromatography）

WG38,48,52,70,77

WG72(メチルシロキ
サン）

WG74(PFAS LC-
MSMS)

ISO/TC146(大気の質)

SC1(固定発生源大
気の測定)

WG32排ガス中の水
銀測定方法)

SC2

SC3

SC4

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート
（一社）日本ファインセラミックス
協会

委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 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 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 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 生命工学領域 健康工学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

- （一社）日本セラミックス協会 委員 花田　幸太郎 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員長 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 副委員長 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

- 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 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・人間工学領域
自動車ヒューマンファクター研究セ
ンター

プロジェクトリー
ダー

委員 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート - 渡辺　健太郎 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際議長 - 小林　吉之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際幹事 - 中嶋　香奈子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コ プロジェクト
リーダー

- 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 主査 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 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 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 主査 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

オブザーバー 委員 渡邊　洋 情報・人間工学領域 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)

エキスパート 主査 横井　孝志 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

セクレタリ 委員 渡邊　洋 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC159(人間工学) （一社）日本人間工学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

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

（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

SC1(材料)

SC2(体外循環機器)

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)

SC7(再生医療機器)
WG3(硬組織用再生
医療機器)

WG13（生体吸収性金属インプラント）

SC1(人間工学の指
導原理）

WG5（人間中心組織
管理）

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)

WG2(視覚表示の条
件)

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)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

プロジェクトリー
ダー

- 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 佐川　賢 情報・人間工学領域 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・製造領域 製造技術研究部門

- 委員長 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 兵藤　行志 情報・人間工学領域 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 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・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 中里　哲也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 忽那　周三 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 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

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・環境領域 環境管理研究部門

コンビーナ 委員長 田尾　博明 四国センター -

メンバー 委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG34(排ガス中の
CO、CO2とO2測定
方法)

コンビーナ 委員長 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 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 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 加藤　健次 計量標準総合センター 計量標準普及センター

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 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

エキスパート 委員長 田尾　博明 四国センター -

- 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 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 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート - 山下　信義 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート 委員 中里　哲也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 重田　香織 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 環境管理研究部門

WG73(Multi-class
methods)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート - 山下　信義 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG75(Pharmaceutic
al ingredients)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG76(HBCD LC-
MSMS)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG77(水中のアルキ
ル水銀の測定方法）

コンビーナ 委員長 田尾　博明 四国センター -

国内審議委員会

ISO/TC122(包装) （公社）日本包装技術協会

日本アパレル工業技術研究会

（一社）日本非破壊検査協会

（一社）産業環境管理協会

（一社）産業環境管理協会

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG9(包装のアクセシブルデザイン)

SC6(漏れ試験法)

SC8(赤外線サーモ
グラフィ試験)

WG2(通則)

ISO/TC135(非破壊試験)

ISO/TC133（衣料品のサイズ設定システム）

WG1(人体計測)

WG2(デジタルフィッティング）

WG4（衣服の寸法計測）

ISO/TC147(水質)

SC2(物理的・化学
的・生物学的方法)

WG33（Ion
chromatography）

WG38,48,52,70,77

WG72(メチルシロキ
サン）

WG74(PFAS LC-
MSMS)

ISO/TC146(大気の質)

SC1(固定発生源大
気の測定)

WG32排ガス中の水
銀測定方法)

SC2

SC3

SC4

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート
（一社）日本ファインセラミックス
協会

委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 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 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 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 生命工学領域 健康工学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

- （一社）日本セラミックス協会 委員 花田　幸太郎 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員長 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 副委員長 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

- 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 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・人間工学領域
自動車ヒューマンファクター研究セ
ンター

プロジェクトリー
ダー

委員 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート - 渡辺　健太郎 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際議長 - 小林　吉之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際幹事 - 中嶋　香奈子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コ プロジェクト
リーダー

- 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 主査 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 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 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 主査 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

オブザーバー 委員 渡邊　洋 情報・人間工学領域 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)

エキスパート 主査 横井　孝志 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

セクレタリ 委員 渡邊　洋 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC159(人間工学) （一社）日本人間工学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

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

（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

SC1(材料)

SC2(体外循環機器)

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)

SC7(再生医療機器)
WG3(硬組織用再生
医療機器)

WG13（生体吸収性金属インプラント）

SC1(人間工学の指
導原理）

WG5（人間中心組織
管理）

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)

WG2(視覚表示の条
件)

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)

138 139



国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

WG4(複合環境) セクレタリ 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

プロジェクトリー
ダー

事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

セクレタリ 主査 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

エキスパート オブザーバー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート - 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC163（建築環境における熱的性能とエネ
ルギー使用）

エキスパート （一財）建材試験センター - 阿子島　めぐみ 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

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

代表団長（Head
of Delegation)

委員 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

エキスパート - 高木　智史 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG4(計装化押し込
み試験)

エキスパート 委員 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

コンビーナ - 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 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

エキスパート - 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

ISO/TC173(福祉用具) -
日本福祉用具・生活支援用具協
会

委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC173(福祉用具) - オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC173(福祉用具) - オブザーバー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート - 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG4 国内対策委員会（産
業オートメーションシステ
ムとその統合）

- 委員 松本　光崇 エレクトロニクス・製造領域 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・製造領域 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・製造領域 製造技術研究部門

- 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 - 保高　徹生 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

WG6(溶出
アップグレード
リーダー

- 保高　徹生 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

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・環境領域 省エネルギー研究部門

ISO/TC197(水素技術)/WG25(水素吸蔵合金) エキスパート （一社）水素供給利用技術協会 主査 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

（一社）日本人間工学会

国内審議委員会

（一社）日本人間工学会（産総
研）

（一財）日本規格協会/（一社）日
本鉄鋼連盟他

（公財）共用品推進機構

（一財）製造科学技術センター

（公社）地盤工学会

（一社）日本医療機器学会

ISO/TC159(人間工学)

ISO/TC164(金属の機械試験)

SC1(一軸試験)

SC3(硬さ試験)

WG5(ビッカース硬さ
試験)

SC4(靱性試験)

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)

SC4(産業データ)

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/TC172(光学及びフォトニクス)

SC4(望遠鏡)

SC1(車いす)

SC1（試験及び計測方法）

WG5(特別な配慮を
必要とする人々のた
めの物理的環境)

WG2(特別な配慮を必要とする人々のため
の人間工学)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

SC5(物理的環境の
人間工学)

SC7(アクセシブルデザイン)

ISO/TC198(ヘルスケア製品の滅菌) WG9(無菌操作法)

SC3（有機汚染物質）

SC7(土及び現地評
価)

ISO/TC190(地盤環境)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 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

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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

国際幹事 委員 権太　聡 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 藤本　俊幸 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 一村　信吾 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

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

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

- 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

プロジェクトリー
ダー

- 井藤　浩志 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 幹事補佐 権太　聡 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 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

コンビーナ 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

プロジェクトリー
ダー

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

SG3(ナノラフネス） コンビーナ - 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

国際幹事 委員 藤本　俊幸 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 東　康史 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 安藤　淳 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 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

ISO/TC203(セラミックス) -
 （一社）　日本ファインセラミック
ス協会

委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

WG14(Vehicle)
Roadway Warning and Control
Systems ラストマイルSWG：6. ISO/
PWI 22737 (LSAD)対応

- （公社）自動車技術会 委員 加藤　晋 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

ITS技術標準化専門
委員会

WG16（通信）/国内
分科会

- （一社）電子情報技術産業協会 - 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

国際幹事 - 阪口　修司 中部センター 中部センター産学官連携推進室

プロジェクトリー
ダー

- 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門

- 委員 大司　達樹 材料・化学領域 -

プロジェクトリー
ダー

委員 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門

コンビーナ 委員 日置　昭治 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

エキスパート 委員 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

コンビーナ 委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 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・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 大古　善久 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 小西　由也 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

表面化学分析技術国際標準化
委員会

（一財）日本規格協会/表面化学
分析技術国際標準化委員会

（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

（一社）日本機械工業連合会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC199(機械類の安全性)

ISO/TC206(ファインセラミックス)

WG3(支援的保護システム）

WG6(安全な距離と隙間)

ISO/TC202(マイクロビーム分析)

SC3(分析電子顕微鏡（AEM）)

SC4(走査電子顕微鏡(SEM))

ISO/TC204

ISO/TC201(表面化学分析)

SC2(一般的手順)

SC4(深さ方向の分析)

SC6(二次イオン質量分析法)

SC7(光電子分光法)

SC9(走査型プローブ
顕微鏡法)

CAG(Chairman's
advisory group )SG３

SC10(XRRとXRF分析）

WG2(粉)

WG3(化学分析)

WG6（機械的特性）

WG8(接合)

WG9(光触媒)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

WG4(複合環境) セクレタリ 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

プロジェクトリー
ダー

事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

セクレタリ 主査 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

エキスパート オブザーバー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート - 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC163（建築環境における熱的性能とエネ
ルギー使用）

エキスパート （一財）建材試験センター - 阿子島　めぐみ 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

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

代表団長（Head
of Delegation)

委員 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

エキスパート - 高木　智史 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG4(計装化押し込
み試験)

エキスパート 委員 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

コンビーナ - 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 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

エキスパート - 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

ISO/TC173(福祉用具) -
日本福祉用具・生活支援用具協
会

委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC173(福祉用具) - オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC173(福祉用具) - オブザーバー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート - 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG4 国内対策委員会（産
業オートメーションシステ
ムとその統合）

- 委員 松本　光崇 エレクトロニクス・製造領域 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・製造領域 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・製造領域 製造技術研究部門

- 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 - 保高　徹生 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

WG6(溶出
アップグレード
リーダー

- 保高　徹生 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

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・環境領域 省エネルギー研究部門

ISO/TC197(水素技術)/WG25(水素吸蔵合金) エキスパート （一社）水素供給利用技術協会 主査 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

（一社）日本人間工学会

国内審議委員会

（一社）日本人間工学会（産総
研）

（一財）日本規格協会/（一社）日
本鉄鋼連盟他

（公財）共用品推進機構

（一財）製造科学技術センター

（公社）地盤工学会

（一社）日本医療機器学会

ISO/TC159(人間工学)

ISO/TC164(金属の機械試験)

SC1(一軸試験)

SC3(硬さ試験)

WG5(ビッカース硬さ
試験)

SC4(靱性試験)

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)

SC4(産業データ)

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/TC172(光学及びフォトニクス)

SC4(望遠鏡)

SC1(車いす)

SC1（試験及び計測方法）

WG5(特別な配慮を
必要とする人々のた
めの物理的環境)

WG2(特別な配慮を必要とする人々のため
の人間工学)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

SC5(物理的環境の
人間工学)

SC7(アクセシブルデザイン)

ISO/TC198(ヘルスケア製品の滅菌) WG9(無菌操作法)

SC3（有機汚染物質）

SC7(土及び現地評
価)

ISO/TC190(地盤環境)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 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

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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

国際幹事 委員 権太　聡 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 藤本　俊幸 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 一村　信吾 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

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

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

- 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

プロジェクトリー
ダー

- 井藤　浩志 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 幹事補佐 権太　聡 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 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

コンビーナ 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

プロジェクトリー
ダー

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

SG3(ナノラフネス） コンビーナ - 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

国際幹事 委員 藤本　俊幸 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 東　康史 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 安藤　淳 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 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

ISO/TC203(セラミックス) -
 （一社）　日本ファインセラミック
ス協会

委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

WG14(Vehicle)
Roadway Warning and Control
Systems ラストマイルSWG：6. ISO/
PWI 22737 (LSAD)対応

- （公社）自動車技術会 委員 加藤　晋 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

ITS技術標準化専門
委員会

WG16（通信）/国内
分科会

- （一社）電子情報技術産業協会 - 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

国際幹事 - 阪口　修司 中部センター 中部センター産学官連携推進室

プロジェクトリー
ダー

- 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門

- 委員 大司　達樹 材料・化学領域 -

プロジェクトリー
ダー

委員 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門

コンビーナ 委員 日置　昭治 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

エキスパート 委員 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

コンビーナ 委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 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・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 大古　善久 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 小西　由也 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

表面化学分析技術国際標準化
委員会

（一財）日本規格協会/表面化学
分析技術国際標準化委員会

（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

（一社）日本機械工業連合会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC199(機械類の安全性)

ISO/TC206(ファインセラミックス)

WG3(支援的保護システム）

WG6(安全な距離と隙間)

ISO/TC202(マイクロビーム分析)

SC3(分析電子顕微鏡（AEM）)

SC4(走査電子顕微鏡(SEM))

ISO/TC204

ISO/TC201(表面化学分析)

SC2(一般的手順)

SC4(深さ方向の分析)

SC6(二次イオン質量分析法)

SC7(光電子分光法)

SC9(走査型プローブ
顕微鏡法)

CAG(Chairman's
advisory group )SG３

SC10(XRRとXRF分析）

WG2(粉)

WG3(化学分析)

WG6（機械的特性）

WG8(接合)

WG9(光触媒)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

- 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

プロジェクトリー
ダー

（一社）日本ファインセラミックス
協会

委員長 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員長 明渡　純 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

サブプロジェクト
リーダー

委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

エキスパート 委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

コンビーナ - 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

SC1（環境マネジメン
トシステム）

WG7（環境影響の貨
幣評価）

エキスパート 委員 本下　晶晴 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 玄地　裕 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

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

エキスパート オブザーバー 佐藤　理 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

タスクフォース
リーダー

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 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 直井　一也 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 直井　一也 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ISO/TC215（保険医療情報） メンバー （一財）医療情報システム開発 - 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

日本代表 委員長 一村　信吾 顧問 -

- 委員 藤本　俊幸 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 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 委員 藤本　俊幸 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 副主査 茂里　康 生命工学領域 健康工学研究部門

コンビーナ 委員 藤本　俊幸 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 加藤　晴久 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 水野　耕平 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

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

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

エキスパート - 小野　晃 顧問 -

エキスパート 委員 小倉　勇 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 岡崎　俊也 材料・化学領域 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・化学領域 ナノ材料研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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 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

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

エキスパート 委員 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

（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

（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

（一社）産業環境管理協会

（一財）日本規格協会

（国研）産業技術総合研究所

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC207(環境管理)

SC5(ライフサイクルアセスメント)

WG4(測定の不確かさと決定規則)

WG10(三次元測定機)

WG15（フィルタ）

WG11（電気的・光学的応用）

WG12(エンジニアリング応用)

WG33(光触媒空気浄化性能試験方法)

WG10(セラミックコーティング)

ISO/TC206(ファインセラミックス)

WG16(表面性状)

Task Force on Quantities and Units to be
used in eHealth

ISO/TC213(製品の寸法・形状の仕様及び評価)

CAG(議長諮問グループ)

JWG1（用語と命名法）

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

JWG2(計測と特性評価)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 委員 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

オブザーバー オブザーバー 須田　洋幸 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 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

プロジェクトリー
ダー

委員 張　民芳 材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター

エキスパート 副主査 堀江　祐範 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 小倉　勇 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 岩橋　均 生命工学領域 健康工学研究部門

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

プロジェクトリー
ダー

主査 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門

エキスパート 主査 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門

エキスパート 委員 田中　充 計量標準総合センター -

プロジェクトリー
ダー

委員 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート - 小野　晃 顧問 -

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 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 副主査 茂里　康 生命工学領域 健康工学研究部門

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）

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 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）

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 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 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 岡根　利光 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 市川　直樹 エレクトロニクス・製造領域 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・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 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・製造領域 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・製造領域 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・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 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・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 中尾　信典 地質調査総合センター 地質調査総合センター研究戦略部

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 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・環境領域 安全科学研究部門

日本軽微性炭酸カルシウム工業
組合

技術研究組合次世代3D積層造
形技術総合開発機構

国内審議委員会

（公社）日本煙火協会

（公財）地球環境産業技術研究
機構

（国研）産業技術総合研究所

ISO/TC256(顔料、染料及び体質顔料)

WG2(測定法)

WG7(特殊機能)

ISO/TC261(積層造形)

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)

ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)

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)

WG3(環境、健康、安全)

WG4(材料規格)

WG5（製品と応用）

国際標準関連機関　TC/SC等名称

JWG2(計測と特性評価)

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

CAG(議長諮問グループ)

WG2(輸送)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

- 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

プロジェクトリー
ダー

（一社）日本ファインセラミックス
協会

委員長 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員長 明渡　純 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

サブプロジェクト
リーダー

委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

エキスパート 委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

コンビーナ - 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

SC1（環境マネジメン
トシステム）

WG7（環境影響の貨
幣評価）

エキスパート 委員 本下　晶晴 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 玄地　裕 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

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

エキスパート オブザーバー 佐藤　理 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

タスクフォース
リーダー

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 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 直井　一也 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 直井　一也 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ISO/TC215（保険医療情報） メンバー （一財）医療情報システム開発 - 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

日本代表 委員長 一村　信吾 顧問 -

- 委員 藤本　俊幸 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 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 委員 藤本　俊幸 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 副主査 茂里　康 生命工学領域 健康工学研究部門

コンビーナ 委員 藤本　俊幸 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 加藤　晴久 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 水野　耕平 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

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

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

エキスパート - 小野　晃 顧問 -

エキスパート 委員 小倉　勇 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 岡崎　俊也 材料・化学領域 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・化学領域 ナノ材料研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

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 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

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

エキスパート 委員 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

（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

（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

（一社）産業環境管理協会

（一財）日本規格協会

（国研）産業技術総合研究所

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC207(環境管理)

SC5(ライフサイクルアセスメント)

WG4(測定の不確かさと決定規則)

WG10(三次元測定機)

WG15（フィルタ）

WG11（電気的・光学的応用）

WG12(エンジニアリング応用)

WG33(光触媒空気浄化性能試験方法)

WG10(セラミックコーティング)

ISO/TC206(ファインセラミックス)

WG16(表面性状)

Task Force on Quantities and Units to be
used in eHealth

ISO/TC213(製品の寸法・形状の仕様及び評価)

CAG(議長諮問グループ)

JWG1（用語と命名法）

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

JWG2(計測と特性評価)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 委員 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

オブザーバー オブザーバー 須田　洋幸 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 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

プロジェクトリー
ダー

委員 張　民芳 材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター

エキスパート 副主査 堀江　祐範 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 小倉　勇 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 岩橋　均 生命工学領域 健康工学研究部門

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

プロジェクトリー
ダー

主査 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門

エキスパート 主査 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門

エキスパート 委員 田中　充 計量標準総合センター -

プロジェクトリー
ダー

委員 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート - 小野　晃 顧問 -

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 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 副主査 茂里　康 生命工学領域 健康工学研究部門

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）

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 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）

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 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 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 岡根　利光 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 市川　直樹 エレクトロニクス・製造領域 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・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 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・製造領域 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・製造領域 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・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 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・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 中尾　信典 地質調査総合センター 地質調査総合センター研究戦略部

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 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・環境領域 安全科学研究部門

日本軽微性炭酸カルシウム工業
組合

技術研究組合次世代3D積層造
形技術総合開発機構

国内審議委員会

（公社）日本煙火協会

（公財）地球環境産業技術研究
機構

（国研）産業技術総合研究所

ISO/TC256(顔料、染料及び体質顔料)

WG2(測定法)

WG7(特殊機能)

ISO/TC261(積層造形)

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)

ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)

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)

WG3(環境、健康、安全)

WG4(材料規格)

WG5（製品と応用）

国際標準関連機関　TC/SC等名称

JWG2(計測と特性評価)

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

CAG(議長諮問グループ)

WG2(輸送)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

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

-
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

- WG委員 徂徠　正夫 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 地質調査総合センター研究戦略部

Risk management
technical panel

テクニカルパネル
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 （財）エネルギー総合工学研究所 主査 赤井　誠 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

オブザーバー
（公財）地球環境産業技術研究
機構

副主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

委員 （財）エネルギー総合工学研究所 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

オブザーバー
（公財）地球環境産業技術研究
機構

副主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート （財）エネルギー総合工学研究所 主査 赤井　誠 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

ISO/TC266(バイオミメティック) - TC266国内審議委員会 委員 穂積　篤 材料・化学領域 構造材料研究部門

- 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 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

-
（一社）日本照明委員会（JCIE）/JIS原案
作成委員会（測光 ─ CIE物理測光システ
ム）

委員 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 伊藤　弓弦 生命工学領域 創薬基盤研究部門

エキスパート 委員 中島　芳浩 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 野田　尚宏 生命工学領域 バイオメディカル研究部門

エキスパート 委員 丹羽　一樹 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 伊藤　弓弦 生命工学領域 創薬基盤研究部門

国際幹事 オブザーバー 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 田中　充 計量標準総合センター -

事務局 - 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 分科会委員 田中　充 計量標準総合センター -

コンビーナ 委員 矢部　彰 顧問 -

エキスパート 委員 安井　久一 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

エキスパート 委員 平澤　誠一 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田中　充 計量標準総合センター -

ISO/TC298（レアアース） エキスパート 分科会副主査 成田　弘一 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC298（レアアース） - 分科会主査 大木　達也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 本間　敬子 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

オブザーバー 委員 Biggs　Geoffrey 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

- 委員 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

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 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

（一社）新金属協会

（一社）日本ロボット工業会

（公財）地球環境産業技術研究
機構

（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）

（一社）ファインバブル産業会

ISO/TC299(ロボットとロボティックデバイス）

国内審議委員会

WG3(貯留)

ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)

WG2(材料・構造・構成要素)

ISO/TC274(光と照明)

ISO 23539/CIE S010（測光-CIE物理測光
システム）

ISO/TC276(バイオテクノロジー) WG3(分析手法)

WG4(バイオプロセッシング)

WG5(クロスカッティング・イッシュー)

WG4(定量化と検証)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG2（リサイクル）

WG1(用語)

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)

ISO/TC281(ファインバブルテクノロジー）

WG1(用語）

WG2(ファインバブルの特性評価と計測)

WG3(ファインバブル応用技術）

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC62/SC62D/J
WG35

- 委員 本間　敬子 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

IEC/TC62/SC62D/J
WG36

- 委員 本間　敬子 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

エキスパート 委員 Biggs　Geoffrey 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

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 安全科学研究部門

ISO/TC307（ブロックチェーンと電子分散台帳技
術に係る専門委員会）

エキスパート
（一財）日本情報経済社会推進
協会

委員 渡邊　創 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/TC312(サービスエクセレンス) エキスパート （一財）日本規格協会 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

IEC（国際電気標準会議）

-
（一財）日本規格協会/SMB対応
委員会

特別委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 安芸　裕久 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

IEC SyC AAL（自立生活支援） エキスパート （一材）日本規格協会 委員 小島　一浩 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

IEC/SyC AAL（高齢者等生活支援） エキスパート （一財）日本規格協会 委員 関山　守 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

IEC/ACSEC(情報セキュリティとデータプライバシ) 委員 （一社）日本規格協会 分科会会長 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 関山　守 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際幹事 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 高橋　栄一 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 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

IEC/TC25(量及び単位) - （一財）日本規格協会 委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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・人間工学領域 人間情報研究部門

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 野田　和俊 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

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
（一社）日本照明工業会/PBS分
科会

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

（一社）日本ロボット工業会

（財）エネルギー総合工学研究所

（一財）日本規格協会/IEC活動
推進会（APC）

（一社）日本規格協会

（一財）日本規格協会

（一社）電気学会

（一社）日本音響学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC299(ロボットとロボティックデバイス）

JWG5(手術用ロボッ
トの安全性）

WG6(サービスロボットのモジュール化）

ISO/TC301(エネルギーマネジメント・省エネル
ギー)

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)

JWG3(測定と検証)

WG4(エネルギー診断)

WG5（エネルギーサービス）

WG6（ビルのエネルギーデータマネジメン
ト）

WG7(省エネルギーの方法論的枠組み)

WG8(地域における省エネルギーの検証)

WG9(プロジェクトにおける省エネルギーの
検証)

WG10(組織の省エネ方法)

WG11（省エネプロジェクトの経済性評価）

WG12（省エネ評価者選定）

WG13（火力発電所の省エネ評価）

IEC/SyC Smart City（スマートシティ）

WG2（セキュリティ、プライバシーおよびアイ
デンティティ）

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

IEC/TC29(電気音響)

IEC/TC3(情報構造，ドキュメンテーション及び図
記号)

JWG16(IEC 80279（取扱説明の基本原則）
のメンテナンス)

SC3C(機器・装置用図記号)

IEC/TC13(電力量計測・負荷制御装置)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

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

-
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

- WG委員 徂徠　正夫 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 地質調査総合センター研究戦略部

Risk management
technical panel

テクニカルパネル
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 （財）エネルギー総合工学研究所 主査 赤井　誠 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

オブザーバー
（公財）地球環境産業技術研究
機構

副主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

委員 （財）エネルギー総合工学研究所 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

オブザーバー
（公財）地球環境産業技術研究
機構

副主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート （財）エネルギー総合工学研究所 主査 赤井　誠 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

ISO/TC266(バイオミメティック) - TC266国内審議委員会 委員 穂積　篤 材料・化学領域 構造材料研究部門

- 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 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

-
（一社）日本照明委員会（JCIE）/JIS原案
作成委員会（測光 ─ CIE物理測光システ
ム）

委員 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 伊藤　弓弦 生命工学領域 創薬基盤研究部門

エキスパート 委員 中島　芳浩 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 野田　尚宏 生命工学領域 バイオメディカル研究部門

エキスパート 委員 丹羽　一樹 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 伊藤　弓弦 生命工学領域 創薬基盤研究部門

国際幹事 オブザーバー 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 田中　充 計量標準総合センター -

事務局 - 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 分科会委員 田中　充 計量標準総合センター -

コンビーナ 委員 矢部　彰 顧問 -

エキスパート 委員 安井　久一 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

エキスパート 委員 平澤　誠一 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田中　充 計量標準総合センター -

ISO/TC298（レアアース） エキスパート 分科会副主査 成田　弘一 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC298（レアアース） - 分科会主査 大木　達也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 本間　敬子 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

オブザーバー 委員 Biggs　Geoffrey 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

- 委員 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

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 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

（一社）新金属協会

（一社）日本ロボット工業会

（公財）地球環境産業技術研究
機構

（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）

（一社）ファインバブル産業会

ISO/TC299(ロボットとロボティックデバイス）

国内審議委員会

WG3(貯留)

ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)

WG2(材料・構造・構成要素)

ISO/TC274(光と照明)

ISO 23539/CIE S010（測光-CIE物理測光
システム）

ISO/TC276(バイオテクノロジー) WG3(分析手法)

WG4(バイオプロセッシング)

WG5(クロスカッティング・イッシュー)

WG4(定量化と検証)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG2（リサイクル）

WG1(用語)

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)

ISO/TC281(ファインバブルテクノロジー）

WG1(用語）

WG2(ファインバブルの特性評価と計測)

WG3(ファインバブル応用技術）

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC62/SC62D/J
WG35

- 委員 本間　敬子 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

IEC/TC62/SC62D/J
WG36

- 委員 本間　敬子 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

エキスパート 委員 Biggs　Geoffrey 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

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 安全科学研究部門

ISO/TC307（ブロックチェーンと電子分散台帳技
術に係る専門委員会）

エキスパート
（一財）日本情報経済社会推進
協会

委員 渡邊　創 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/TC312(サービスエクセレンス) エキスパート （一財）日本規格協会 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

IEC（国際電気標準会議）

-
（一財）日本規格協会/SMB対応
委員会

特別委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 安芸　裕久 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

IEC SyC AAL（自立生活支援） エキスパート （一材）日本規格協会 委員 小島　一浩 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

IEC/SyC AAL（高齢者等生活支援） エキスパート （一財）日本規格協会 委員 関山　守 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

IEC/ACSEC(情報セキュリティとデータプライバシ) 委員 （一社）日本規格協会 分科会会長 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 関山　守 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際幹事 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 高橋　栄一 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 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

IEC/TC25(量及び単位) - （一財）日本規格協会 委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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・人間工学領域 人間情報研究部門

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 野田　和俊 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

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
（一社）日本照明工業会/PBS分
科会

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

（一社）日本ロボット工業会

（財）エネルギー総合工学研究所

（一財）日本規格協会/IEC活動
推進会（APC）

（一社）日本規格協会

（一財）日本規格協会

（一社）電気学会

（一社）日本音響学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC299(ロボットとロボティックデバイス）

JWG5(手術用ロボッ
トの安全性）

WG6(サービスロボットのモジュール化）

ISO/TC301(エネルギーマネジメント・省エネル
ギー)

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)

JWG3(測定と検証)

WG4(エネルギー診断)

WG5（エネルギーサービス）

WG6（ビルのエネルギーデータマネジメン
ト）

WG7(省エネルギーの方法論的枠組み)

WG8(地域における省エネルギーの検証)

WG9(プロジェクトにおける省エネルギーの
検証)

WG10(組織の省エネ方法)

WG11（省エネプロジェクトの経済性評価）

WG12（省エネ評価者選定）

WG13（火力発電所の省エネ評価）

IEC/SyC Smart City（スマートシティ）

WG2（セキュリティ、プライバシーおよびアイ
デンティティ）

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

IEC/TC29(電気音響)

IEC/TC3(情報構造，ドキュメンテーション及び図
記号)

JWG16(IEC 80279（取扱説明の基本原則）
のメンテナンス)

SC3C(機器・装置用図記号)

IEC/TC13(電力量計測・負荷制御装置)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC38(変成器) - （一社）電気学会 委員 山田　達司 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 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

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

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

エキスパート 主査 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

オブザーバー 委員 藤原　清司 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

エキスパート 委員 檜野　良穂 イノベーション推進本部 地域連携推進部

コンビーナ 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

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

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

日本代表委員 委員長 堀部　雅弘 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 - 堀部　雅弘 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 - 堀部　雅弘 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 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

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

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

日本代表委員 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

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

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

日本代表委員 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

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

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

日本代表委員 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

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

IEC/SC47F（薄膜ＭＥＭＳ材料の特性測定方法な
らびに信頼性評価方法）

- （一財）マイクロマシンセンター 委員 飯島高志 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

- 委員 菊地　克弥 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 委員 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 委員 嘉田　守宏 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- - 菊地　克弥 エレクトロニクス・製造領域 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・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

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

- 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

WG2 (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・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

WG3(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・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

- 委員 舟橋　良次 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

IEC/TC56(ディペンダビリティ) - （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

SC62D(医用電子機
器）

JWG35(手術ロボッ
ト）

プロジェクトリー
ダー

（一社）電子情報技術産業協会 主査 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門

SC62A (医用電気機
器に関する共通事
項)

JWG9 エキスパート （一社）日本ロボット工業会 主査 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門

- 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

- 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

- - 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

（一社）日本機械工業連合会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）電子情報通信学会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）日本画像医療システム工
業会

IEC/TC62(医用電気機器)

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC44(機械類の安全性-電気的側面)

IEC/TC47(半導体デバイス)

SC47A(集積回路)

SC47F(MEMS)

国内委員会 WG7（エネルギー変換・伝達）
国内小委員会　熱電発電プロジェクトグ
ループ

SC62（放射線治療）

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）

IEC/TC46(通信用伝送線及びマイクロ波受動部
品)

SC46A(同軸ケーブル)

SC46C(平行型ケーブル)

SC46F(無線及びマイ
クロ波受動回路部
品)

WG1(同軸)

WG2(導波管)

WG3(評価法)

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)

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)

WG14 (安全関連センサ）

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)

WG9(放射線検出器とシステム)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC62(医用電気機器)
SC62D(医用電子機
器)

WG34 IEC 60601-2-
76

エキスパート （一社）電子情報技術産業協会 オブザーバー 池原　譲 生命工学領域 創薬基盤研究部門

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- ＡＰＳ 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 幹事 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

IEC/SC65E(製造技術) エキスパート （一社）日本電気計測器工業会 - 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

IEC/TC76(レーザー機器の安全性) エキスパート
（一財）光産業技術振興協会
/IEC TC76/レーザ安全性標準化
部会

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

IEC/TC77(EMC) - （一社）電気学会 委員 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

国際議長 エキスパート 近藤　道雄
福島再生可能エネルギー研
究所

-

- 委員 松原　浩司 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 櫻井　啓一郎 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 吉田　正裕 エネルギー・環境領域 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/PV規格
開発プロジェクト

委員 棚橋　紀悟 エネルギー・環境領域 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/セル・モ
ジュール分科会

委員 菱川　善博 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート - 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 猪狩　真一 エネルギー・環境領域 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・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 副委員長 大関　崇 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 副主査 橋本　潤 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 副委員長 大関　崇 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

プロジェクトリー
ダー

- 菅原　秀一 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 橋本　潤 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

日本代表委員 委員長 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 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

- 委員 石居　正典 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 委員長 山田　達司 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 委員長 山田　達司 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 委員長 山田　達司 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 - 山田　達司 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 - 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

SC86C（光ファイバシ
ステム・デバイス）

WG5(ダイナミックモ
ジュール)

オブザーバー 委員 来見田　淳也 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

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

議長 - 伊藤　日出男 東北センター 所長代理

（一社）電子情報通信学会/（一
財）光産業技術振興協会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/セル・モ
ジュール分科会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）電気学会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/セル・モ
ジュール分科会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC85(電磁気量計測器) ＭＴ23（アナログ電気計器）

WG8（保護機器用測定器）

WG20（電力品質用測定器）

WG22（波形パラメータ計測）

WG24（不確かさ定義）

JWG9（光配線板）

IEC/TC86(光ファイバ) WG4(光測定器校正)

WG9（非コヒーレント光源）

SC77A(低周波EMC)

IEC/TC82(太陽光発電システム)

WG2(セル・モジュール)

WG3(システム)

WG3&6（システム・機器）

WG6(システム構成機器)

WG7（集光モジュール）

AhG3(スマートマニュファクチャリングアー
キテクチャー)

SEG7(スマートマニュファクチャリング標準
化のためのＩＳＯとの協議委員会)

SG104(スマートマニュファクチャリング戦
略)

WG1(用語及び定義)

WG16(デジタルファクトリー)

WG20

AhG1(スマートマニュファクチャリングアー
キテクチャー)

IEC/TC65(製造技術)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC38(変成器) - （一社）電気学会 委員 山田　達司 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 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

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

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

エキスパート 主査 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

オブザーバー 委員 藤原　清司 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

エキスパート 委員 檜野　良穂 イノベーション推進本部 地域連携推進部

コンビーナ 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

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

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

日本代表委員 委員長 堀部　雅弘 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 - 堀部　雅弘 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 - 堀部　雅弘 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 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

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

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

日本代表委員 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

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

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

日本代表委員 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

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

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

日本代表委員 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

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

IEC/SC47F（薄膜ＭＥＭＳ材料の特性測定方法な
らびに信頼性評価方法）

- （一財）マイクロマシンセンター 委員 飯島高志 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

- 委員 菊地　克弥 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 委員 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 委員 嘉田　守宏 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- - 菊地　克弥 エレクトロニクス・製造領域 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・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

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

- 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

WG2 (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・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

WG3(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・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

- 委員 舟橋　良次 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

IEC/TC56(ディペンダビリティ) - （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

SC62D(医用電子機
器）

JWG35(手術ロボッ
ト）

プロジェクトリー
ダー

（一社）電子情報技術産業協会 主査 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門

SC62A (医用電気機
器に関する共通事
項)

JWG9 エキスパート （一社）日本ロボット工業会 主査 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門

- 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

- 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

- - 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

（一社）日本機械工業連合会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）電子情報通信学会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）日本画像医療システム工
業会

IEC/TC62(医用電気機器)

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC44(機械類の安全性-電気的側面)

IEC/TC47(半導体デバイス)

SC47A(集積回路)

SC47F(MEMS)

国内委員会 WG7（エネルギー変換・伝達）
国内小委員会　熱電発電プロジェクトグ
ループ

SC62（放射線治療）

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）

IEC/TC46(通信用伝送線及びマイクロ波受動部
品)

SC46A(同軸ケーブル)

SC46C(平行型ケーブル)

SC46F(無線及びマイ
クロ波受動回路部
品)

WG1(同軸)

WG2(導波管)

WG3(評価法)

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)

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)

WG14 (安全関連センサ）

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)

WG9(放射線検出器とシステム)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC62(医用電気機器)
SC62D(医用電子機
器)

WG34 IEC 60601-2-
76

エキスパート （一社）電子情報技術産業協会 オブザーバー 池原　譲 生命工学領域 創薬基盤研究部門

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- ＡＰＳ 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 幹事 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

IEC/SC65E(製造技術) エキスパート （一社）日本電気計測器工業会 - 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

IEC/TC76(レーザー機器の安全性) エキスパート
（一財）光産業技術振興協会
/IEC TC76/レーザ安全性標準化
部会

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

IEC/TC77(EMC) - （一社）電気学会 委員 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

国際議長 エキスパート 近藤　道雄
福島再生可能エネルギー研
究所

-

- 委員 松原　浩司 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 櫻井　啓一郎 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 吉田　正裕 エネルギー・環境領域 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/PV規格
開発プロジェクト

委員 棚橋　紀悟 エネルギー・環境領域 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/セル・モ
ジュール分科会

委員 菱川　善博 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート - 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 猪狩　真一 エネルギー・環境領域 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・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 副委員長 大関　崇 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 副主査 橋本　潤 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 副委員長 大関　崇 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

プロジェクトリー
ダー

- 菅原　秀一 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 橋本　潤 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

日本代表委員 委員長 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 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

- 委員 石居　正典 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 委員長 山田　達司 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 委員長 山田　達司 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 委員長 山田　達司 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 - 山田　達司 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 - 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

SC86C（光ファイバシ
ステム・デバイス）

WG5(ダイナミックモ
ジュール)

オブザーバー 委員 来見田　淳也 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

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

議長 - 伊藤　日出男 東北センター 所長代理

（一社）電子情報通信学会/（一
財）光産業技術振興協会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/セル・モ
ジュール分科会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）電気学会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/セル・モ
ジュール分科会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC85(電磁気量計測器) ＭＴ23（アナログ電気計器）

WG8（保護機器用測定器）

WG20（電力品質用測定器）

WG22（波形パラメータ計測）

WG24（不確かさ定義）

JWG9（光配線板）

IEC/TC86(光ファイバ) WG4(光測定器校正)

WG9（非コヒーレント光源）

SC77A(低周波EMC)

IEC/TC82(太陽光発電システム)

WG2(セル・モジュール)

WG3(システム)

WG3&6（システム・機器）

WG6(システム構成機器)

WG7（集光モジュール）

AhG3(スマートマニュファクチャリングアー
キテクチャー)

SEG7(スマートマニュファクチャリング標準
化のためのＩＳＯとの協議委員会)

SG104(スマートマニュファクチャリング戦
略)

WG1(用語及び定義)

WG16(デジタルファクトリー)

WG20

AhG1(スマートマニュファクチャリングアー
キテクチャー)

IEC/TC65(製造技術)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 客員 吉岡　正裕 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 客員 吉岡　正裕 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 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

国内審議委員会

IEC/TC88(風力タービン)

PT12-4(風力発電性能試験方法分科会)

PT30(風力発電設計要件分科会)

PT50-3(風力発電性能試験方法分科会)

MT11（騒音測定方法）

MT12-1(風力発電性能試験方法分科会)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

PT5(風力発電設計要件分科会)

PT7（風力発電電力・通信分科会報告）

MT12-2(風力発電性能試験方法分科会)

MT12-3(風力発電性能試験方法分科会)

MT12-4(風力発電性能試験方法分科会)

MT13(風力発電設計要件分科会)

MT21（風力発電電力・通信分科会報告）

MT23(風力発電設計要件分科会)

PT4（風力発電電力・通信分科会報告）

IEC/TC87(超音波）

WG6(高強度治療用超音波と集束振動子)

WG8(超音波音場計測)

JWG25（風力発電電力・通信分科会報告）

MT1(風力発電設計要件分科会)

MT2(小形風車設計要件分科会)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 古瀬　充穂 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 日高　睦夫 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 委員 大久保　雅隆 エレクトロニクス・製造領域 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・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 委員 小原　春彦 エネルギー・環境領域 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 ＴＩＡ推進センター 連携推進ユニット

コンビーナ 委員長 大久保　雅隆 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 野中　一洋 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 野中　一洋 エレクトロニクス・製造領域 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 企画本部 総合企画室

国際幹事 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

プロジェクトリー
ダー

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 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 委員 飴谷 充隆 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・環境領域 電池技術研究部門

- 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

エキスパート 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

エキスパート 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 五百蔵　勉 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

- 委員 石居　正典 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 飴谷 充隆 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員長 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造領域
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・製造領域
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・製造領域
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・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

（一社）電子情報通信学会規格
調査会

（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

（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

（一社）日本電線工業会
/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

（一社）日本電子回路工業会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC88(風力タービン)

PT101(風力発電設計要件分科会)

IEC/TC103(無線通信用送信装置)

WG6(Radio on fibre Transmitter)

IEC/TC105(燃料電池)

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)

WG11(単セル試験方法)

WG11B(SOFC単セル試験方法)

WG13(燃料電池水電解エネルギーシステ
ム)

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)

AHG10

IEC/TC110(電子ディスプレイデバイス)

WG5(有機ELディスプレイ)

WG7(電子ペーパー)

WG8(フレキシブルディスプレイ)

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）

PT 61400-3-2（浮体式洋上風車設計要
件）

WG3(洋上風車設計要件分科会)

WG15(風力発電設計要件分科会)

WG27（風力発電電力・通信分科会報告）

IEC/TC90(超電導)

WG8(超電導体の電子特性の試験方法)

WG14(超電導センサ)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 客員 吉岡　正裕 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 客員 吉岡　正裕 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 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

国内審議委員会

IEC/TC88(風力タービン)

PT12-4(風力発電性能試験方法分科会)

PT30(風力発電設計要件分科会)

PT50-3(風力発電性能試験方法分科会)

MT11（騒音測定方法）

MT12-1(風力発電性能試験方法分科会)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

PT5(風力発電設計要件分科会)

PT7（風力発電電力・通信分科会報告）

MT12-2(風力発電性能試験方法分科会)

MT12-3(風力発電性能試験方法分科会)

MT12-4(風力発電性能試験方法分科会)

MT13(風力発電設計要件分科会)

MT21（風力発電電力・通信分科会報告）

MT23(風力発電設計要件分科会)

PT4（風力発電電力・通信分科会報告）

IEC/TC87(超音波）

WG6(高強度治療用超音波と集束振動子)

WG8(超音波音場計測)

JWG25（風力発電電力・通信分科会報告）

MT1(風力発電設計要件分科会)

MT2(小形風車設計要件分科会)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 古瀬　充穂 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 日高　睦夫 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 委員 大久保　雅隆 エレクトロニクス・製造領域 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・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 委員 小原　春彦 エネルギー・環境領域 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 ＴＩＡ推進センター 連携推進ユニット

コンビーナ 委員長 大久保　雅隆 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 野中　一洋 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 野中　一洋 エレクトロニクス・製造領域 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 企画本部 総合企画室

国際幹事 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

プロジェクトリー
ダー

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 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 委員 飴谷 充隆 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・環境領域 電池技術研究部門

- 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

エキスパート 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

エキスパート 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 五百蔵　勉 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

- 委員 石居　正典 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 飴谷 充隆 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員長 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造領域
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・製造領域
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・製造領域
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・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

（一社）電子情報通信学会規格
調査会

（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

（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

（一社）日本電線工業会
/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

（一社）日本電子回路工業会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC88(風力タービン)

PT101(風力発電設計要件分科会)

IEC/TC103(無線通信用送信装置)

WG6(Radio on fibre Transmitter)

IEC/TC105(燃料電池)

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)

WG11(単セル試験方法)

WG11B(SOFC単セル試験方法)

WG13(燃料電池水電解エネルギーシステ
ム)

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)

AHG10

IEC/TC110(電子ディスプレイデバイス)

WG5(有機ELディスプレイ)

WG7(電子ペーパー)

WG8(フレキシブルディスプレイ)

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）

PT 61400-3-2（浮体式洋上風車設計要
件）

WG3(洋上風車設計要件分科会)

WG15(風力発電設計要件分科会)

WG27（風力発電電力・通信分科会報告）

IEC/TC90(超電導)

WG8(超電導体の電子特性の試験方法)

WG14(超電導センサ)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 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

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

国際議長 委員 小野　晃 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・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 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

メンバー 主査 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 特別委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 特別委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 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・環境領域 太陽光発電研究センター

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・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

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

コンビーナ 委員 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

- 幹事委員 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

委員 - 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造領域
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 - 小笹　健仁 エレクトロニクス・製造領域
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・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

- - 山本　典孝 エレクトロニクス・製造領域
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 - 小田　正明 エレクトロニクス・製造領域
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・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

- - 山本　典孝 エレクトロニクス・製造領域
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 - 小笹　健仁 エレクトロニクス・製造領域
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・製造領域
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 - 小笹　健仁 エレクトロニクス・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 幹事委員 山本　典孝 エレクトロニクス・製造領域
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・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

IEC/PC118(スマートグリッドユーザインターフェー
ス)

- （一社）電気学会 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

- （一社）日本電機工業会 委員 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

-
（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

WG2（ユニットパラメータと試験法）

IEC/TC124(ウエアラブルエレクトロニクスデバイ
ス＆テクノロジー)

IEC/IECRE（再生可能エネルギー）

Wind Energy（風力エネルギー）

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)

AG4(Chairman Advisory Group)

JWG2(計測と特性評価)

WG3(ナノ材料の性能)

WG7(信頼性)

WG8(カーボンナノチューブ・グラフェン）

WG11(ナノ対応エネルギー貯蔵）

IEC/TC119(プリンテッドエレクトロニクス)

CAG

WG2(Material)

WG2(Material)
WG1(Terminology)

WG3(Equipment)

WG4(Printabilty)

WG5(Quality assesment)

PT63031対応WG

WG3(製品含有化学物質測定WG)

IEC/TC111(電気・電子機器、システムの環境規
格)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

ISO/IEC/JTC1（情報技術）

- 副委員長 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- エキスパート 戸村　哲 環境安全本部 情報基盤部

WG24(小規模組織の
ソフトウェアライフサ
イクル）

エキスパート 委員 錦見　美貴子 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG9(拡張現実世界
の概念と参照モデ
ル)

プロジェクトリー
ダー

- 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

HOD 委員長 渡邊　創 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- オブザーバ 寳木　和夫 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

IoT向け軽量暗号に
関する国際標準化専
門委員会

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

エキスパート 辛　星漢 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトコエ
ディタ

委員 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

エキスパート 委員 渡邊　創 情報・人間工学領域 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 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

委員 坂根　広史 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

エキスパート
（一社）日本電線工業会／
IEC/TC91超電導委員会超電導
エレクトロニクス技術調査委員会

委員 堀　洋平 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

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・人間工学領域 情報技術研究部門

HoD 委員長 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトエディ
タ

（一社）ビジネス機械・情報システ
ム産業協会

委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 大岩　寛 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

HOD 委員長 山田　朝彦 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 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・人間工学領域 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・人間工学領域 情報技術研究部門

IEC/ISO

IEC & ISO JWG21（Smart Manufacturing
Reference Model(s)）

エキスパート - - 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

ASTM International（米国試験材料協会）

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

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

E
63(Human Resource
Management)

Committee
member

- - 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

（一社）情報処理学会

（一社）情報処理学会

（一社）情報処理学会

国内審議委員会

ASTM International

ISO/IEC/JTC1(情報技術)

SC7(ソフトウェアおよ
びシステム技術)

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)

SC27(セキュリティ技
術)

WG2(暗号とセキュリ
ティメカニズム)

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)

WG8（ User interfaces for remote
interactions）

SC37（バイオメトリク
ス）

国際標準関連機関　TC/SC等名称
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 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

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

国際議長 委員 小野　晃 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・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 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

メンバー 主査 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 特別委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 特別委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 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・環境領域 太陽光発電研究センター

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・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

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

コンビーナ 委員 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

- 幹事委員 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

委員 - 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造領域
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 - 小笹　健仁 エレクトロニクス・製造領域
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・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

- - 山本　典孝 エレクトロニクス・製造領域
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 - 小田　正明 エレクトロニクス・製造領域
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・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

- - 山本　典孝 エレクトロニクス・製造領域
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 - 小笹　健仁 エレクトロニクス・製造領域
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・製造領域
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 - 小笹　健仁 エレクトロニクス・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

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・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 幹事委員 山本　典孝 エレクトロニクス・製造領域
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・製造領域
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

IEC/PC118(スマートグリッドユーザインターフェー
ス)

- （一社）電気学会 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

- （一社）日本電機工業会 委員 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

-
（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

WG2（ユニットパラメータと試験法）

IEC/TC124(ウエアラブルエレクトロニクスデバイ
ス＆テクノロジー)

IEC/IECRE（再生可能エネルギー）

Wind Energy（風力エネルギー）

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)

AG4(Chairman Advisory Group)

JWG2(計測と特性評価)

WG3(ナノ材料の性能)

WG7(信頼性)

WG8(カーボンナノチューブ・グラフェン）

WG11(ナノ対応エネルギー貯蔵）

IEC/TC119(プリンテッドエレクトロニクス)

CAG

WG2(Material)

WG2(Material)
WG1(Terminology)

WG3(Equipment)

WG4(Printabilty)

WG5(Quality assesment)

PT63031対応WG

WG3(製品含有化学物質測定WG)

IEC/TC111(電気・電子機器、システムの環境規
格)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

ISO/IEC/JTC1（情報技術）

- 副委員長 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- エキスパート 戸村　哲 環境安全本部 情報基盤部

WG24(小規模組織の
ソフトウェアライフサ
イクル）

エキスパート 委員 錦見　美貴子 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG9(拡張現実世界
の概念と参照モデ
ル)

プロジェクトリー
ダー

- 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

HOD 委員長 渡邊　創 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- オブザーバ 寳木　和夫 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

IoT向け軽量暗号に
関する国際標準化専
門委員会

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

エキスパート 辛　星漢 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトコエ
ディタ

委員 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

エキスパート 委員 渡邊　創 情報・人間工学領域 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 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

委員 坂根　広史 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

エキスパート
（一社）日本電線工業会／
IEC/TC91超電導委員会超電導
エレクトロニクス技術調査委員会

委員 堀　洋平 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

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・人間工学領域 情報技術研究部門

HoD 委員長 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトエディ
タ

（一社）ビジネス機械・情報システ
ム産業協会

委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 大岩　寛 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

HOD 委員長 山田　朝彦 情報・人間工学領域 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・人間工学領域 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・人間工学領域 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・人間工学領域 情報技術研究部門

IEC/ISO

IEC & ISO JWG21（Smart Manufacturing
Reference Model(s)）

エキスパート - - 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

ASTM International（米国試験材料協会）

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

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

E
63(Human Resource
Management)

Committee
member

- - 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

（一社）情報処理学会

（一社）情報処理学会

（一社）情報処理学会

国内審議委員会

ASTM International

ISO/IEC/JTC1(情報技術)

SC7(ソフトウェアおよ
びシステム技術)

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)

SC27(セキュリティ技
術)

WG2(暗号とセキュリ
ティメカニズム)

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)

WG8（ User interfaces for remote
interactions）

SC37（バイオメトリク
ス）

国際標準関連機関　TC/SC等名称

150 151



国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

CIE（国際照明委員会）

第一部会副幹事
（視覚）

第一部会国内委
員会副委員長

伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 幹事 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

レポーター 委員 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

TCチェア - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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

副部会長 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・人間工学領域 人間情報研究部門

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 委員 木下　健一 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 委員 木下　健一 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 - 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

CIE(国際照明委員会)/JTC2(光度単位カンデラ
の現示方法)

委員
（一社）日本照明委員会（JCIE）/
第2部会国内委員会

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

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

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

CIE(国際照明委員会)/JTC8(光・照明用語) 委員
（一社）日本照明委員会（JCIE）/
技術運営委員会

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

CIE(国際照明委員会)/JTC9(非視覚効果に係る
定量化)

第一部会からの
共同議長（Co-
chair)

（一社）日本照明委員会（JCIE）
第1部会国内委員会

- 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

OMG（Object Management Group）

委員 （一社）組込みシステム技術協会 委員 安藤　慶昭 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

共同議長 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

委員 委員 安藤　慶昭 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

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

ロボット機能サービ
スWG

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

共同議長 - 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

SEMI（Smiconductor Equipments and Materials International）

- 3DP&I JAPAN TC Chapter Co-leader 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

Global Member Japan PV Materials Committee 共同議長 福田　哲生 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

スタンダード委員会
PV Material
Taskforce

スタンダード委員
SEMIジャパン/PV Material
Taskforce

委員 棚橋　紀悟 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

TDG/GHS

TDG/GHS 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・環境領域 安全科学研究部門

VAMAS

VAMAS 日本代表委員 VAMAS国内対応委員会 - 藤本　俊幸 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）日本照明委員会（JCIE）
第1部会国内委員会

（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3部会国内委員会

（一社）日本ロボット工業会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

SEMI

3D Packaging & Integration Global
Technical Committee

Global PV Materials Committee

小委員会

CIE(国際照明委員会)/Division3(屋内環境と照明
設計)

TC3-44(高齢者および視覚障害者のため
の照明)

OMG(Object Management Group)

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

Robotics Domain
Task Force
(Robotics-DTF)

Infrastructure
Working Group

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

SysML v2 RFP Working Group

SysML v2 Submission Team

System Assurance Platform Task Force

CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色)

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)

TC1-83(時間変動照明システムの視覚特
性)

TC1-84(目立ちの視野)

TC1-89(色覚障がい者向け画像強調)

CIE(国際照明委員会)/Division2(光と放射の物理
測定)

TC2-49(閃光灯の測光)

TC2-69(CIEにおける照度計・輝度計の性
能クラス分け)

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）

TC2-87(320nmから420nmの広帯域紫外
LEDの放射測定)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

OIML(国際法定計量機関)

- 委員長 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

OIML/TC1(用語), TC2(計量単位), TC3(計量規
則), TC4(標準器、校正及び検定装置)

-
国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等作業委員会

委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
不確かさ作業委員会

主査 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

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 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員長 渡邊　宏 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 薊　裕彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 松岡　聡 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
計量器情報化作業委員会

委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

OIML/TC6(包装商品) -
（一財）日本計量機器工業連合
会

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

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
電子化計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器情報化作業委員会

国際法定計量調査研究委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器証明書作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC5(計量器に関する一般要求事項)

SC2(計量器に関する一般要求事項の「ソフ
トウェア」)

OIML/TC1(用語)

OIML/TC2(計量単位)

OIML/TC3(計量規則)

SC5(新規 D文書「法定計量における適合
性評価の際の測定の不確かさの役割」)

OIML/TC4(標準器、校正及び検定装置)

OIML(国際法定計量機関)

OIML MAA（型式評価国際相互受入れ取決めの
枠組み）制度および基本証明書制度 OIML-CS
のための新しい基本文書(Bxx)

152 153



国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

CIE（国際照明委員会）

第一部会副幹事
（視覚）

第一部会国内委
員会副委員長

伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 幹事 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

レポーター 委員 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

TCチェア - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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

副部会長 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・人間工学領域 人間情報研究部門

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 委員 木下　健一 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 委員 木下　健一 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 - 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

CIE(国際照明委員会)/JTC2(光度単位カンデラ
の現示方法)

委員
（一社）日本照明委員会（JCIE）/
第2部会国内委員会

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

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

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

CIE(国際照明委員会)/JTC8(光・照明用語) 委員
（一社）日本照明委員会（JCIE）/
技術運営委員会

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

CIE(国際照明委員会)/JTC9(非視覚効果に係る
定量化)

第一部会からの
共同議長（Co-
chair)

（一社）日本照明委員会（JCIE）
第1部会国内委員会

- 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

OMG（Object Management Group）

委員 （一社）組込みシステム技術協会 委員 安藤　慶昭 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

共同議長 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

委員 委員 安藤　慶昭 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

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

ロボット機能サービ
スWG

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

共同議長 - 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

SEMI（Smiconductor Equipments and Materials International）

- 3DP&I JAPAN TC Chapter Co-leader 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

Global Member Japan PV Materials Committee 共同議長 福田　哲生 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

スタンダード委員会
PV Material
Taskforce

スタンダード委員
SEMIジャパン/PV Material
Taskforce

委員 棚橋　紀悟 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

TDG/GHS

TDG/GHS 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・環境領域 安全科学研究部門

VAMAS

VAMAS 日本代表委員 VAMAS国内対応委員会 - 藤本　俊幸 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）日本照明委員会（JCIE）
第1部会国内委員会

（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3部会国内委員会

（一社）日本ロボット工業会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

SEMI

3D Packaging & Integration Global
Technical Committee

Global PV Materials Committee

小委員会

CIE(国際照明委員会)/Division3(屋内環境と照明
設計)

TC3-44(高齢者および視覚障害者のため
の照明)

OMG(Object Management Group)

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

Robotics Domain
Task Force
(Robotics-DTF)

Infrastructure
Working Group

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

SysML v2 RFP Working Group

SysML v2 Submission Team

System Assurance Platform Task Force

CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色)

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)

TC1-83(時間変動照明システムの視覚特
性)

TC1-84(目立ちの視野)

TC1-89(色覚障がい者向け画像強調)

CIE(国際照明委員会)/Division2(光と放射の物理
測定)

TC2-49(閃光灯の測光)

TC2-69(CIEにおける照度計・輝度計の性
能クラス分け)

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）

TC2-87(320nmから420nmの広帯域紫外
LEDの放射測定)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

OIML(国際法定計量機関)

- 委員長 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

OIML/TC1(用語), TC2(計量単位), TC3(計量規
則), TC4(標準器、校正及び検定装置)

-
国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等作業委員会

委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
不確かさ作業委員会

主査 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

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 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員長 渡邊　宏 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 薊　裕彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 松岡　聡 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
計量器情報化作業委員会

委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

OIML/TC6(包装商品) -
（一財）日本計量機器工業連合
会

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

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
電子化計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器情報化作業委員会

国際法定計量調査研究委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器証明書作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC5(計量器に関する一般要求事項)

SC2(計量器に関する一般要求事項の「ソフ
トウェア」)

OIML/TC1(用語)

OIML/TC2(計量単位)

OIML/TC3(計量規則)

SC5(新規 D文書「法定計量における適合
性評価の際の測定の不確かさの役割」)

OIML/TC4(標準器、校正及び検定装置)

OIML(国際法定計量機関)

OIML MAA（型式評価国際相互受入れ取決めの
枠組み）制度および基本証明書制度 OIML-CS
のための新しい基本文書(Bxx)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 西川　賢二 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 堀越　努 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 西川　一夫 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤本　安亮 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

コ コンビーナ
国際法定計量調査研究委員会/
水素燃料計量システム国内委員
会

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

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会
/CNG・水素エネルギー分科会

委員 森岡　敏博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森岡　敏博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 寺尾　吉哉 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
体積計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
ガスメーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
圧縮燃料ガス計量システム作業
委員会

国際法定計量調査研究委員会/
水素燃料計量システム国内委員
会

国際法定計量調査研究委員会/
体積計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
燃料油メーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
水道メーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
タクシーメーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC7(長さ関連量の計量器)

SC1(静的体積・質量測定)

SC3(水以外の液体の動的体積・質量測定)

SC5(水道メーター)

SC6(低温液体の計量)

SC7(ガスメータリン
グ)

R139(自動車用圧縮
ガス燃料計量システ
ム)

OIML/TC8(流体量の測定)

SC1(長さ計), SC3(面積の測定, 道路運送
車両計量器)

SC4R21(タクシーメーター)

SC5(形状測定器)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 孫　建新 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 薊　裕彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
質量計用ロードセル分科会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
自動はかり等作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
積算熱量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国内審議委員会

R60(ロードセルの計量規定)

OIML/TC9（質量計及び密度計）

SC1(非自動はかり)

SC2(自動はかり)

SC3(分銅)

SC4(密度計)

OIML/TC10(圧力・力及び関連量の計量器)

OIML/TC11(温度及び関連量の計量器)

SC1(抵抗温度計),  SC2(接触温度計)

国際標準関連機関　TC/SC等名称
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 西川　賢二 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 堀越　努 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 西川　一夫 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤本　安亮 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

コ コンビーナ
国際法定計量調査研究委員会/
水素燃料計量システム国内委員
会

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

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会
/CNG・水素エネルギー分科会

委員 森岡　敏博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森岡　敏博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 寺尾　吉哉 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
体積計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
ガスメーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
圧縮燃料ガス計量システム作業
委員会

国際法定計量調査研究委員会/
水素燃料計量システム国内委員
会

国際法定計量調査研究委員会/
体積計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
燃料油メーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
水道メーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
タクシーメーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC7(長さ関連量の計量器)

SC1(静的体積・質量測定)

SC3(水以外の液体の動的体積・質量測定)

SC5(水道メーター)

SC6(低温液体の計量)

SC7(ガスメータリン
グ)

R139(自動車用圧縮
ガス燃料計量システ
ム)

OIML/TC8(流体量の測定)

SC1(長さ計), SC3(面積の測定, 道路運送
車両計量器)

SC4R21(タクシーメーター)

SC5(形状測定器)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 孫　建新 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 薊　裕彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
質量計用ロードセル分科会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
自動はかり等作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
積算熱量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国内審議委員会

R60(ロードセルの計量規定)

OIML/TC9（質量計及び密度計）

SC1(非自動はかり)

SC2(自動はかり)

SC3(分銅)

SC4(密度計)

OIML/TC10(圧力・力及び関連量の計量器)

OIML/TC11(温度及び関連量の計量器)

SC1(抵抗温度計),  SC2(接触温度計)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

154 155



国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 大田　明博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 堀越　努 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

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

-
国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

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

-
国際法定計量調査研究委員会/
水分/タンパク計作業委員会

委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

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 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

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

-
国際法定計量調査研究委員会/
水分/タンパク計作業委員会

委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ICRU（国際放射線単位測定委員会）

ICRU（国際放射線単位測定委員会） 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

ITU（国際電気通信連合）

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ITU（国際電気通信連合）

UN ECE/WP29 GRSP
HFCV-SGS (GTR13)
（Hydrogen and Fuel Cell
Vehicle Safety）

オブザーバー
（一財）日本自動車研究所/水素
適合性試験法作成TF

委員 飯島高志 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
医療用計量器作業委員会

（一社）情報通信技術委員会

国際法定計量調査研究委員会/
音響振動計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC13(音響及び振動の計量器)

OIML/TC18(医療用計量器)

SC1(血圧計)

SC1(血圧計), SC4(医療用電子計量器),
SC5(医学研究用計測器)

SC4(医療用電子計量器)

SC5(医学研究用計測器)

ITU-T/SG17(電気通信セキュリティ)

コネクテッド・カー専門委員会

セキュリティ専門委員会

OIML/TC16（汚染度計量器）

OIML/TC17（物理・化学計測機器）

SC1（穀物水分計）

SC1（穀物水分計）, SC8（穀物タンパク質
計）

SC2(糖度計)

SC3(pH計)

SC4(導電率の測定)

SC5(粘度の測定)

SC6(ガス分析計)

SC7（証拠用呼気アルコール分析計）

SC8(農産物の品質分析機器)

（参考４） 
 

 

日本工業標準調査会 

委員一覧（産総研関係者） 
 

（H30.2月調査時点） 

 

参　考　4

No. 氏名 所属ユニット

1 臼田　孝 計量標準総合センター

2 野々瀬　菜穂子 計量標準総合センター　物質計量標準研究部門

3 伊藤　納奈 情報・人間工学領域　人間情報研究部門

4 化学・環境技術専門委員会 野々瀬　菜穂子 計量標準総合センター　物質計量標準研究部門

5 市川　直樹 エレクトロニクス・製造領域　製造技術研究部門

6 平井　亜紀子 計量標準総合センター　工学計測標準研究部門

7 スマートグリッド戦略専門委員会 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域　再生可能エネルギー研究センター

8 持丸　正明 情報・人間工学領域　人間情報研究部門

9 知的基盤整備専門委員会 臼田　孝 計量標準総合センター

基本政策部会

総会

委員会名

標準第一部会

基盤技術専門委員会

機能要素技術専門委員会

標準第二部会
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 大田　明博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 堀越　努 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

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

-
国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

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

-
国際法定計量調査研究委員会/
水分/タンパク計作業委員会

委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

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 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

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

-
国際法定計量調査研究委員会/
水分/タンパク計作業委員会

委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ICRU（国際放射線単位測定委員会）

ICRU（国際放射線単位測定委員会） 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

ITU（国際電気通信連合）

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ITU（国際電気通信連合）

UN ECE/WP29 GRSP
HFCV-SGS (GTR13)
（Hydrogen and Fuel Cell
Vehicle Safety）

オブザーバー
（一財）日本自動車研究所/水素
適合性試験法作成TF

委員 飯島高志 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
医療用計量器作業委員会

（一社）情報通信技術委員会

国際法定計量調査研究委員会/
音響振動計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC13(音響及び振動の計量器)

OIML/TC18(医療用計量器)

SC1(血圧計)

SC1(血圧計), SC4(医療用電子計量器),
SC5(医学研究用計測器)

SC4(医療用電子計量器)

SC5(医学研究用計測器)

ITU-T/SG17(電気通信セキュリティ)

コネクテッド・カー専門委員会

セキュリティ専門委員会

OIML/TC16（汚染度計量器）

OIML/TC17（物理・化学計測機器）

SC1（穀物水分計）

SC1（穀物水分計）, SC8（穀物タンパク質
計）

SC2(糖度計)

SC3(pH計)

SC4(導電率の測定)

SC5(粘度の測定)

SC6(ガス分析計)

SC7（証拠用呼気アルコール分析計）

SC8(農産物の品質分析機器)

（参考４） 
 

 

日本工業標準調査会 

委員一覧（産総研関係者） 
 

（H30.2月調査時点） 

 

参　考　4

No. 氏名 所属ユニット

1 臼田　孝 計量標準総合センター

2 野々瀬　菜穂子 計量標準総合センター　物質計量標準研究部門

3 伊藤　納奈 情報・人間工学領域　人間情報研究部門

4 化学・環境技術専門委員会 野々瀬　菜穂子 計量標準総合センター　物質計量標準研究部門

5 市川　直樹 エレクトロニクス・製造領域　製造技術研究部門

6 平井　亜紀子 計量標準総合センター　工学計測標準研究部門

7 スマートグリッド戦略専門委員会 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域　再生可能エネルギー研究センター

8 持丸　正明 情報・人間工学領域　人間情報研究部門

9 知的基盤整備専門委員会 臼田　孝 計量標準総合センター

基本政策部会

総会

委員会名

標準第一部会

基盤技術専門委員会

機能要素技術専門委員会

標準第二部会
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                  （参考資料５） 

 
 
 

 

                                               
＊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 29 年度において、385 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 54 名が役職者として参画した。 

国際・国内標準の提案に係る実績 

平成 29 年度において、国際標準 38 件、国内標準 12 件、計 50 件を提案した。 
（平成 29 年度は平成 30 年 2 月 28 日時点） 

参　考　5
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