Ⅱ．平成 28 年度の主なトピックス

Ⅱ.1Ⅱ．１
平成２８年度工業標準化事業表彰を受賞
平成 28 年度工業標準化事業表彰を受賞
平成 28 年 10 月 5 日に経済産業省より本年度工業標準化事業表彰の受賞者が発表され
「工
業標準化事業表彰（経済産業大臣表彰）
」を松田 宏雄（東北センター 所長）および阪口
修司（中部センター産学官連携推進室 総括主幹）が受賞しました。
また、
「国際標準化貢献者表彰（産業技術環境局長表彰）
」を齋藤
ンター

物質計測標準研究部門

計量標準基盤研究グループ

研究グループ長）および小

熊

光晴（エネルギー・環境領域

プ

研究グループ長）が、
「国際標準化奨励者表彰（産業技術環境局長表彰）
」を平川 力（エ

ネルギー・環境領域

省エネルギー研究部門

剛（計量標準総合セ

環境管理研究部門

エンジン燃焼排気制御グルー

反応場設計研究グループ

主任研究員）がそれ

ぞれ受賞しました。
表彰式は、10 月 6 日（木）に東京都千代田区の都市センターホテルにて行われました。

（左から、齋藤 剛 研究グループ長、阪口 修司 総括主幹、松田 宏雄 東北センタ
ー所長、小熊 光晴 研究グループ長、平川 力 主任研究員）
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プ長）

８（石油製品及び潤滑油）／ＳＣ４（分類及び仕様）、及びＳＣ５（軽質

非石油由来液化ガス燃料の測定）のコンビーナ、エキスパートとして、
受賞者と主な功績
受賞者と主な功績

ス需要補填、北米や北欧でのトラック・バス用ディーゼル代替など、ク
工業標準化事業表彰（経済産業大臣表彰）

期待されているジメチルエーテル（ＤＭＥ）燃料に関し、実験による豊

松田 宏雄（東北センター 所長）
基に、ＤＭＥ燃料品質及びその分析方法などのＩＳＯ規格制定を主導し、
産総研の工業標準部長及び国際標準推進部長を１０年間にわたり務め、標準化戦略の立

市場形成に大きく貢献。
案とそれに基づく標準化研究の推進を主導。その結果、産総研提案の発行規格は国内・国
際それぞれ１００件を超え、国際議長・幹事などの標準化委員会役職者として延べ５０名
近くの研究者を派遣するなど、我が国の重点分野や基盤分野など広範にわたる分野におけ

表彰（産業技術環境局長表彰）
る標準化活動の推進に大きく貢献。このように我が国を代表する工業標準化を推進する研

ー・環境領域 究機関としての産総研の位置づけを確立した功績は大変顕著。
環境管理研究部門 反応場設計研究グループ 主任研究
阪口 修司（中部センター産学官連携推進室 総括主幹）

０６（ファインセラミックス）／ＷＧ９（光触媒）において、自らの研

ＩＳＯ／ＴＣ２０６（ファインセラミックス）の国際幹事を１０年以上務め、ファイン

セラミックスに関する国際標準の作成に積極的に取り組み、現在まで６５件の規格制定を
能評価方法の標準化のプロジェクトリーダーを務め（ＩＳＯ１９７２
主導。ファインセラミックスは、日本が世界をリードし、多くの先端分野に関係している

量による光触媒活性の決定試験法）
、国際標準化活動に貢献。国内におい
材料であり、技術波及効果が大きく、アプリケーション分野も広い材料。この分野におい

て標準化活動を行うことにより、品質の明確な識別・信頼性向上・粗悪品排除などの成果
ミックスに関する国際標準化推進補助事業」委員会、
「実環境を考慮し
が期待でき、日本製品の高付加価値化・国際競争力強化に寄与。日本の産業界への貢献は

試験方法に関する国際標準化」委員会等の委員を務め、日本からの提案
大。

貢献。日本発の技術である光触媒の国際標準化に取り組む研究者として、

躍が期待。
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国際標準化貢献者表彰（産業技術環境局長表彰）
齋藤

剛（計量標準総合センター

物質計測標準研究部門

計量標準基盤研究グループ

研究グループ長）
ＩＳＯ／ＲＥＭＣＯ（標準物質委員会）の日本代表及び国内審議委員会委員として長年
参画。コンビーナとしてＩＳＯ Ｇｕｉｄｅ３１（標準物質の認証書及びラベルの内容）改
定作業を主導。この他のＲＥＭＣＯ関係ガイド及び国際規格の改定・制定においても、Ｒ
ＥＭＣＯの各ＷＧ及びＣＡＳＣＯ（適合性評価委員会）／ＪＷＧ４３（ＩＳＯ Ｇｕｉｄｅ
３４の国際規格化）のエキスパートとして参画し、欧米側委員との調整を行いながらコン
センサスを得てその規格等に対する日本意見の反映に尽力するなど、標準物質に関わる国
際標準化活動の強化に貢献。
小熊

光晴（エネルギー・環境領域

省エネルギー研究部門

エンジン燃焼排気制御グル

ープ 研究グループ長）
ＩＳＯ／ＴＣ２８（石油製品及び潤滑油）／ＳＣ４（分類及び仕様）
、及び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）のコンビーナ、エキスパートとして、
アジアでのＬＰガス需要補填、北米や北欧でのトラック・バス用ディーゼル代替など、ク
リーン燃料として期待されているジメチルエーテル（ＤＭＥ）燃料に関し、実験による豊
富な定量データを基に、ＤＭＥ燃料品質及びその分析方法などのＩＳＯ規格制定を主導し、
国内ＤＭＥ産業の市場形成に大きく貢献。
国際標準化奨励者表彰（産業技術環境局長表彰）
平川 力（エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 反応場設計研究グループ 主任研究
員）
ＩＳＯ／ＴＣ２０６（ファインセラミックス）／ＷＧ９（光触媒）において、自らの研
究成果に基づく性能評価方法の標準化のプロジェクトリーダーを務め（ＩＳＯ１９７２
２：溶存酸素消費量による光触媒活性の決定試験法）
、国際標準化活動に貢献。国内におい
ては、「ファンセラミックスに関する国際標準化推進補助事業」委員会、「実環境を考慮し
た光触媒抗菌性能試験方法に関する国際標準化」委員会等の委員を務め、日本からの提案
規格の原案作成に貢献。日本発の技術である光触媒の国際標準化に取り組む研究者として、
今後のさらなる活躍が期待。
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2.知的財産・標準化ポリシー改定
Ⅱ．２ 産総研 知的財産・標準化ポリシー改定

産総研は、10 月 1 日、知的財産・標準化ポリシーを改定しました。本ポリシーは、従来の
知的財産ポリシーと工業標準化ポリシーを統合した上で、知的財産と標準化の連携の一層
の推進という現在の方針等を示したものです。
特に、企業、大学、国等との連携や企業等の活動の発展に貢献する下記の取組みへの強化
を謳っています。
・企業、大学、国等との連携による、研究成果の実用化及び普及等の推進
・個別の企業等が目指す戦略を考慮するとともに、知的財産と標準の双方の関係づけに注
目した、知的財産アセットの構築
・連携先である企業等と互恵関係になるような柔軟な対応を基本とした、知的財産アセッ
トの活用
・標準のステークホルダーである産業界との密な連携による迅速な標準化
・標準化に係る費用の分担、又は活動資金の獲得等における関係者との連携
また、本ポリシーは、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第３条（
「研究所の目的 [中
略]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する。」
）を達成するために必
要となる知的財産・標準化の基本となる考え方や方針等を定めています。
基本となる考え方
・知的財産の戦略的な取得、管理、活用と、オープンイノベーションハブとして機能する
ための魅力的な知的財産の提供
・標準化の効用を念頭においた、国内標準化・国際標準化の推進
・知的財産化と標準化の一体的な取組みの推進
知的財産についての取組み方針
・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た、研究成
果の知的財産化
・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）
）の構築、管理、活用
・連携先である企業等と互恵関係になるような柔軟な対応を基本とした、知的財産アセッ
トの活用（原則は、共通基盤領域の知的財産の非独占的実施権の許諾と競争領域の知的
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財産の独占的実施権の許諾を勧める）
標準化についての取組み方針
・公的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と、新規産業の創
出又は既存産業の発展のための標準化の推進
・次の７つの具体的方針に従った標準化活動への取組みの実施
1.研究開発、知的財産活動及び標準化活動の一体化
2.標準の活用促進
3.産業界との連携
4.国外の研究機関及び標準関連機関等との国際的連携
5.標準関連機関等における活動への積極的参画
6.標準化活動資金の充実化
7.国の標準化人材育成への貢献
産総研は、本ポリシーに基づき、知的財産・標準化活動を推進し、橋渡し機能の強化を図
りながら、経済産業の発展に貢献します。
※知的財産・標準化ポリシー全文は、参考資料に掲載しています。
用語の説明
◆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。
◆共通基盤領域
汎用的・基盤的に利用できる基礎的な技術の創出が見込まれる領域。
◆競争領域
専ら同業他社との差別化を図ることが想定される技術の創出が見込まれる領域。
◆標準関連機関等
代表的な国際標準関連機関としてＩＳＯ（国際標準化機構）やＩＥＣ（国際電気標準会議）
がある。
（産総研公式 HP 2016 年 10 月 3 日プレスリリースより抜粋）
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Ⅱ．３

企業との連携事例①

Ⅱ.3 企業との連携事例①

国立研究開発法人 産業技術総合研究所と株式会社 池田泉州銀行による
包括連携協定の締結について

（左）池田泉州銀行 藤田代表取締役頭取

（右）産総研 中鉢理事長

国立研究開発法人 産業技術総合研究所（理事長 中鉢 良治、所在地 東京都千代田区 以下
「産総研」）と株式会社 池田泉州銀行（頭取 藤田 博久、所在地 大阪府大阪市 以下「池田泉
州銀行」）は、平成 29 年 1 月 25 日、技術力を持った中堅・中小企業の発掘・育成支援や成長産業
開拓に向けた取り組みを強化することを目的に、包括連携協定を締結しました。なお、産総研が
近畿の銀行とこのような協定を締結することは、初めてとなります。
産総研は、国内最大級の公的研究機関として日本の産業や社会に役立つ技術シーズの創出と
その実用化を進めるとともに、最先端の技術に関する幅広い知見をもとにした研究開発サポート、
ISO などの国際標準を含めた標準化支援などに実績を有しています。また近年は、革新的な技術
シーズを企業や研究機関と連携し迅速に事業化に繋げるための「橋渡し」機能の発揮に注力して
おり、自ら生み出す技術シーズのみならず大学や他の研究機関から生まれた優れた技術シーズ
も汲み上げるべく、大学・公設試験研究機関との連携強化にも取り組んでいます。
池田泉州銀行は、かねてより地域の大学・公設試験研究機関と取引企業とのマッチングによる
産学官連携や、研究機関と民間企業の共同研究を応援する「コンソーシアム研究開発助成金※1」
などの制度を通じて、地域発技術シーズの事業化をサポートしています。また、経済産業省が創
設した「新市場創造型標準化制度※2」では、「標準化活用支援パートナー機関」として国内トップ
のサポート実績を有するなど、技術力を持った中堅・中小企業を積極的に応援しています。
今後両者は、取引企業の相互紹介、池田泉州銀行取引企業への産総研の研究開発サポート、
高い技術力を有する企業（「コンソーシアム研究開発助成金」採択企業など）に対する国の補助金
などの競争的研究資金獲得に向けた専門的アドバイス、国際標準を見据えた標準化の活用支援、
共同セミナー開催などの取り組みを通じ、地域イノベーションの創出を推進して参ります。
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用語の説明
※1 【コンソーシアム研究開発助成金】
池田泉州銀行は、全国の金融機関に先駆け、平成 15 年に「ニュービジネス助成金」、平成１６年
に「コンソーシアム研究開発助成金」の助成金制度を創設し、新規性・独創性のあるビジネスプラ
ンや地元企業が実施する大学・公設試験研究機関との研究開発を、産学官ネットワークを活用し
ながら、独自の支援プログラムにより幅広く応援しております。 この取り組みは、地域における新
事業・新産業創造を目的に、地域特性に応じた多様な取り組みを評価し、普及するための顕彰制
度「第 5 回地域産業支援プログラム表彰（イノベーションネットアワード 2016）」（主催：一般財団法
人日本立地センター、全国イノベーション推進機関ネットワーク）の優秀賞を受賞しました。
※2 【新市場創造型標準化制度】
中堅・中小企業などが開発した優れた技術や製品を国内外に売り込む際の市場での信頼性向上
などの有力な手段となる「性能の評価方法」などの標準化を支援するため、平成 26 年７月に経済
産業省が創設した制度です。 例えば、①企業１社では業界内の調整が困難、②中堅・中小企業
などで、標準の原案を作成することが困難、③複数の産業界にまたがるなどの場合に、「新市場
創造型標準化制度」を活用することで、従来の業界団体でのコンセンサス形成を経ずに、迅速な
国内標準化（JIS 化）や国際標準（ISO/IEC）提案が可能になります。
（産総研公式 HP 2017 年 1 月 25 日プレスリリースより）
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Ⅱ．3 企業との連携事例② 新市場創造型標準化制度の活用

Ⅱ.3企業との連携事例②新市場創造型標準化制度の活用
本制度のもと産総研の知見を活かし、企業と共にJIS化を達成した又は達成目前の２件を
ご紹介します。

（１）蛍光式酸素濃度計に関するJIS化
株式会社オートマチックシステムリサーチ

埼玉県三郷市

蛍光式酸素濃度計は、気体、液体（溶剤を含む）中の酸素濃度
が測定でき、高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）環境や、流速のな
い環境での測定も可能です。また、メンテナンスが容易で長期間
の連続測定ができるなど多くの優位性がありますが、これまで、
客観的な評価をするための規格がありませんでした。
産総研は、評価試験の開発を行うとともに、ＪIＳ原案作成委員
会委員として標準化に協力し、平成28年12月20日付でJIS B
7921（蛍光式酸素濃度計）が制定されました。
※「平成28年度に発行した規格紹介」のページで詳細をご覧下さい。

資料提供 （株）オートマチックシステ
ムリサーチ

（２）超精密用Ｏリングに関するJIS化
ケーイーエフ株式会社

千葉県佐倉市

精密機器や電子機器などで用いられる超精密用Ｏリングの
性能を客観的に説明できるようにするため、その形状、寸法
及び測定方法のＪＩＳ化を目指しています。
産総研は、測定評価などへの協力を通して、標準化に協力
しています。

1 mm
資料提供 ケーイーエフ（株）
（平成28年12月20日付経済産業省ニュースリリース、及び産総研パンフレット「「標準化」で創る新し
いビジネス－産総研がお手伝いします－」より）

26
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平成 28 年度に発行した規格の紹介

4. 平成２８年度に発行した規格の紹介

産総研が取り組み、平成28年度に発行した規格は以下の通りです（平成29年1月31日時点）。
その中の一部を、以降のページでご紹介します。
国際標準、国際フォーラム標準
掲載 提案 発行
ページ 年度 年度

p.31

国際標準 規格名 称

提案

規格票
発行

提案者等

所属ユニット(提案時）

研究名

ISO/IEC TC

17

Acoustics -- Statistical distribution of hearing
ISO 7029: 2017
thresholds as a function of age
28 (Revision of ISO
(音響学－年齢関数としての聴力閾値の統計分布)
7029:2000)

22

28

Information technology -- User interfaces -- Voice
ISO/IEC 30122- commands -- Part 1: Framework and general guidance
1: 2016
(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）

関 喜一
H22.4.19 H28.7.29 *project
editer

ISO/IEC/JTC1(情
ヒューマンライフテクノロ H23-25 AIST「情報技術に
報技術）/SC35(ﾕｰ
ジー研究部門
おける音声命令の標準化」
ｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ）

22

Information technology -- User interfaces -- Voice
commands -- Part 4: Management of voice command
ISO/IEC 30122registration
28
4: 2016
(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）

関 喜一
H22.4.19 H28.7.29 *project
editer

ISO/IEC/JTC1(情
報技術）/SC35(ﾕｰ
ヒューマンライフテクノロ H23-25 AIST「情報技術に
ｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ）
ジー研究部門
おける音声命令の標準化」
/WG5（ボイスコマン
ド）

22

Non-destructive testing - Infrared thermographic
28 ISO 10880: 2017 testing - General principles
（非破壊試験－赤外線サーモグラフィ試験－通則）

兵藤 行志
H22.4.19 H29.1.10 *project
leader

H20-22 AIST「赤外線ｻｰﾓ
ISO/TC135（非破
ヒューマンライフテクノロ ｸﾞﾗﾌｨを用いた整形外科ﾃﾞ
壊試験）/SC8（赤外
ジー研究部門
ﾊﾞｲｽの力学的適合性試験
線ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ試験
方法」

23

28

23

ISO10360-10:
28
2016

24

Water quality -- Determination of fluoride using flow
analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method using flow
injection analysis (FIA) and spectrometric detection
ISO/TS 1795128
after off-line distillation
1: 2016
（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）

宮崎 章
H24.10 H28.6.17 田尾 博明
中里 哲也

環境管理技術研究部
門

H24-26AIST「水中ふっ素 ISO/TC147(水質）
化合物定量のための流れ /SC2/WG8 (Flow
分析法」
Analysis Methods)

24

Water quality -- Determination of fluoride using flow
analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method using
ISO/TS 17951- continuous flow analysis (CFA) with automated in-line
28
2: 2016
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）

宮崎 章
H24.10 H28.6.17 田尾 博明
中里 哲也

環境管理技術研究部
門

H24-26 AIST「水中ふっ素 ISO/TC147(水質）
化合物定量のための流れ /SC2/WG8 (Flow
分析法」
Analysis Methods)

p.29

p.30

ISO/IECの別

ISO 24505：
2016

H28.1.9

倉片憲治
*convener

人間福祉医工学研究
部門

Ergonomics -- Accessible design -- Method for
creating colour combinations taking account of agerelated 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
*project
leader
伊藤納奈

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
高辻 利之他

Efficient Augmented Password-Only Authentication
and Key Exchange for IKEv2

24

28 RFC 6628

25

28

25

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical
ceramics)- Test method for determination of
photocatalytic activity on semiconducting
28 ISO 19722: 2017
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)

25

28

ISO16063-17:
2016

H17.6
（PWI修正
提案）

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校正方法-第17部：
遠心分離機による一次校正)

Information technology -- User interfaces -- Voice
ISO/IEC 30122- commands -- Part 2: Constructing and testing
2: 2017
(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）

H18-20 AIST「年齢別聴
覚閾値分布の標準化」

ISO/TC43（音響）
/WG1(聴覚閾値）

H21-23 METI「アクセシブ ISO/TC159（人間
ヒューマンライフテクノロ
ルデザインの体系的技術 工学）/SC5(物理的
ジー研究部門
に関する標準化」
環境の人間工学）
H21-23 AIST「産業応用に
ISO/TC213(製品の
おけるCT（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾄﾓｸﾞﾗ
寸法・形状の仕様
ﾌｨ）装置評価法の標準化
及び評価）/WG10
に関する研究」

H29.1

古原 和邦
辛 星漢

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
IETF (Internet
する新しいパスワード認証
Engineering Task
セキュアシステム研究部
方式に関する研究開発」
Force)
H26-28 AIST「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」

H25.10 H28.5.30

臼田 孝
*project
leader
大田 明博

計測標準研究部門

ISO/TC108（機械
H25-27 AIST「遠心加速度 の振動及び衝撃）
校正に関する標準化研究」 /SC3（振動・衝撃測
定器）

環境管理技術研究部
門

H22-24 AIST
「溶存酸素測定に基づく光 ISO/TC206(ファイ
触媒及び応用材料の環境 ンセラミックス）
浄化性能の評価手法の開 /WG9
発」

H22.3

平川 力
H25.10 H29.1.10 *project
leader

H26.2.13

関 喜一
H29.2.9 *project
editer

ISO/IEC/JTC1(情
ヒューマンライフテクノロ H23-25AIST「情報技術に
報技術）/SC35(ﾕｰ
ジー研究部門
おける音声命令の標準化」
ｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ）

27

掲載 提案 発行
ページ 年度 年度

p.34

28

規格票
発行

提案

提案者等

所属ユニット(提案時）

26

28

IEC 60153-1:
2016

26

28

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）

堀部 雅弘
H26.7.4 H28.5.18 *project
editer

計測標準研究部門

26

28

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）

堀部 雅弘
H26.7.4 H28.5.18 *project
editer

計測標準研究部門

26

28

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

堀部 雅弘
H28.7.5 *project
editer

計測標準研究部門

26

Reference threshold of hearing at 20 Hz and 18 000
Hz under free-field listening conditions and at 20 Hz
ISO 389under diffuse-field listening conditions
28
7:2005/DAmd 1
(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)

27

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
IEC/TS 6118928
method for plated surfaces on PWB
3-301
(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)

ISO 22197-1:
28
2016

国内標準
申出 公示
掲載 /登 /公
ページ 録年 表年

p.33

国際標準 規格名 称
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）

27

p.32

ISO/IECの別

TR/JIS
規格番号

堀部 雅弘
H26.7.4 H28.5.18 *project
editer

計測標準研究部門

倉片 憲治
H26.5.20 H28.7.12 *project
leader

野中 一洋
H27.5 H28.7.28 *project
leader

研究名

ISO/IEC TC

IEC/TC46（通信用
伝送線及びマイク
H25-27AIST「110GHz以上
ロ波受動部品）
の方形導波管およびイン
/SC46F（無線及び
ターフェースの標準化」
マイクロ波受動回
路部品）

ヒューマンライフテ
クノロジー研究部門

H13-15 AIST「高周波領域
の基準聴覚特性の標準
化」
ISO/TC43（音響）
H16-17 AIST「高齢者によ /WG1(聴覚閾値）
る低周波音の不快度評価
方法」

製造技術研究部門

H23-25 AIST「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」

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical
ceramics) –Test methods for air purification
performance of semiconducting photocatalytic
竹内 浩士
materials: Part 1: Removal of nitric oxide
H25.10.23 H28.11.1
評価部
*convener, PL
（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）

日本工業規格名称

経済省提 規格公示
出
／公表

提案者名

所属ユニット（提案時）

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）

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)

研究名

H26.10 H28.7.20 森岡 敏博

計測標準研究部門

H24-25 AIST
「JIS B7556気体用流量計の校正方法及び試験
方法の改正」

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 H28.7.20 平川 力

環境管理研究部門

H22-24 AIST「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」

28 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 H28.7.20 宮崎 広行

構造材料研究部門

27

JIS
28 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 H28.7.20

佐野 泰三
大古 善久

環境管理研究部門

27

28

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 H28.7.20

佐野 泰三
大古 善久

環境管理研究部門

27

JIS
28 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 H28.7.20

佐野 泰三
大古 善久

環境管理研究部門

27

28

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 H28.7.20

佐野 泰三
大古 善久

環境管理研究部門

27

28

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 H28.7.20

佐野 泰三
大古 善久

環境管理研究部門

27

28 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

28

28 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

26

JIS
28 B 7556
（改正）

気体用流量計の校正及び器差試験

27

28 JIS R 1708

27

JIS
R 1701-2
改正

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」

新市場創造型標準化制度

産総研が取り組んだ発行規格

情報技術における音声命令の標準化
ISO/IEC 30122シリーズ
ISO/IEC 30122-1: 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）(2016/07/29)
ISO/IEC 30122-4: 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）(2016/07/29)

規格：

審議委員会： ISO/IEC/JTC1（情報技術）/SC35（ユーザインタフェース）/WG5（文化及び言語適合性）&WG6（ユーザインタ
フェースアクセシビリティ）/JBMIA（（一社）ビジネス機械・情報システム産業協会）
国内審議団体： （一社）情報処理学会

■ポイント■
•

•

高齢者や障害を持つ
ユーザのための、音
声による情報機器の
操作方法の規格化
構築や翻訳,地域特
性 に 関 す る Part 2,
Part 3の規格化進行
中

■社会への波及効果■
•
•

ダイバーシティ
アクセシビリティ

高齢者・障害者を含む多くの人が各種情報に自力
でアクセスできるようにするための標準化
音声命令および音声認識の性能の規格化

► アクセスに困難を持つ人（例えば画面が見えない
人、キーボードやマウスが使えない人など）の
生活環境改善

■規格の概要■
多くの情報機器に一定水準の
統一化された音声命令を実装で
きるように標準化し，頸椎損傷
や脳性麻痺など機器操作に上
肢を使用することが困難な障害
者，及び視覚障害者にとって高
いアクセシビリティを実現。構
成： 第１部 枠組みと一般指針、
（第2部 構築と検証の手続き）、 https://staff.aist.go.jp/yoshikazu-seki/work/as-j.html#vc
（第3部 翻訳及び地域対応）、
第4部 音声命令登録の管理
（カッコは審議中）。

■研究担当者■
情報・人間工学領域
人間情報研究部門
身体適応支援工学研究グループ
関 喜一

■産総研の貢献■
•
•

H23-25 標準基盤研究 「情報技術における音声命令
の標準化」
ISO/IEC/JTC1/SC35/WG5 & WG6
プロジェクトエディタ

参考：H25標準基盤研究進捗報告会

29

産総研が取り組んだ発行規格

年齢を考慮した基本色領域に基づく
色の組合せ法 ISO 24505

規格：ISO

24505:
Ergonomics -- Accessible design -- Method for creating colour combinations taking account of
age-related changes in human colour vision
（人間工学 – アクセシブルデザイン – 年齢を考慮した基本色領域に基づく色の組み合わせ方法）

審議委員会： 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）
国内審議団体： （一社）日本人間工学会

■ポイント■
•
•
•

視覚表示物を作成する際、
どのような色の組み合わせが
適切かに関する規格。
見分けがつきやすい色の組
み合わせを整理
加齢による変化を考慮

■規格の概要■

高齢者 ・明所視の条件における基本色の領域

色彩学のカテゴリカルカラーという概
念に基づいた分類。異なるグループ同
士の色の組み合わせは見分けがつきや
すいことを利用。高齢者は白内障等に
より見え方が異なるとともに、青の光な
どは視覚効率が悪化する、のような加
齢変化を考慮。

各色で塗りつぶされた領域が基本色領域。格子状の小さな○はサンプルに
用いた色

アクセシビリティ

■社会への波及効果■
•
•

範囲での色指定なので利用しやすい。
識別性の高いもしくは低い色の組、
を段階ごとに表で整理し、利用者の
利便性向上。
► 公共サイン、製品の色分け、公共施
設の建物・部屋等の色による識別の
規格化
► 高齢者に適した色彩設計

基本色領域に基づく色の組み合わせの例（高齢者・明所視の例）

■産総研の貢献■

■研究担当者■

情報・人間工学領域

人間情報研究部門
感覚知覚情報デザイン研究グループ
佐川 賢 名誉リサーチャー、伊藤 納奈

•
•

H21～23 METI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/SC5/WG5 プロジェクトリーダ
参考：産総研today 5(9)36
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規格：ISO

遠心加速度による一次校正の国際規格
ISO16063-17

16063-17: 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校正方法-第17部：遠心分離機による一次校正)
審議委員会： ISO/TC108(機械の振動及び衝撃)/SC3(振動・衝撃測定器)
国内審議団体：（一社）日本機械学会

■ポイント■
•
•
•

他国が衝撃加速度校正を主とす
る中、日本の遠心加速度校正と
の整合性を実試験に基づき検証
自動車業界と連携したラウンドロ
ビンテストの実施
日本の実情に即したISO規格の
策定

■規格の概要■
自動車衝突試験に用いるひずみゲージ式
加速度計を校正するための国内デファクト
スタンダードである、遠心加速度校正法の
規格。

自動車業界におけるひずみゲージ式加速度計の校正状況

国際適合性
■社会への波及効果■ 信頼性向上
•

欧州の自動車衝突安全性の規制・認証
試験では、ISO 6487に基づき加速度計
のトレーサビリティを要求
⇒ ひずみゲージ式加速度計の校正方
法を確立
• 国内事業者は遠心加速度校正の実施、
AISTは衝撃加速度(ISO 16063-13）に
準拠した校正
• 欧州への自動車輸出における衝突安全
性の認証試験に資する、技術的エビデ
ンスを提供
► 国際的基準調和に関わる試験の適合
性評価を確保

■研究担当者■
計量標準総合センター
工学計測標準研究部門 大田明博、
強度振動標準研究グループ
野里 英明、穀山 渉

ひずみゲージ式加速度計における遠心校正と衝撃校正
の整合性
（エラーバーは路上衝突試験規格 ISO 6487で要求され
る衝撃計測の確度）

■産総研の貢献■
・H25-26 装置メーカとの共同研究「衝撃校正と遠心校正の
ラウンドロビンテスト」
・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/SC3プロジェクトリーダー
臼田孝 計量標準総合センター研究戦略部長
参考：産総研主な研究成果 2016/09/06
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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 JIS R 1708
規格：JIS

R1708: 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 －

原案作成団体： 一般社団法人日本ファインセラミックス協会

O2の消費量から酸化力を評価

■ポイント■
•
•
•

OH

水中における光触媒の酸化力活性
の計測に適応
安価・簡便・迅速な方法
ISO/TC206において、国際標準化
提案中（プロジェクトリーダ）

光

O2

光触媒

■規格の概要■
粉末状試料を含めた半導体光触媒材料の光触
媒活性を、短時間で簡便に測定する方法の規格が
求められていた。
本法は水中における粉末試料の活性測定に適応
した初めての規格で、安価な構成で簡便・容易・迅
速に実施可能な方法。
なお形状の維持が困難、可視光応答形材料製品
には適用不可。

簡便な方法
■社会への波及効果■ 迅速な計測
• 粉末状、板状、多孔質状の半導体
光触媒材料の水中における酸化
力活性の計測が可能
• 規格を実施する機材構成が安価で、
簡便な計測手順
• 短時間で迅速に計測可能
► 規格利用者の利便性が大幅に向
上。
■研究担当者■
エネルギー・環境領域 竹内 浩士
エネルギー・環境領域 環境管理研究部門
反応場設計研究G
平川 力、 佐野 泰三
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CO2
H2O

光触媒作用

光触媒作用の概念図

■産総研の貢献■
•
•
•

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」
原案作成団体「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
の評価手法の開発」委員
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、
エキスパート

産総研が取り組んだ発行規格

光触媒材料の空気浄化性能に関する規格改正
JIS R 1701-1〜5
規格：JIS R1701-1~5: 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
原案作成団体： 一般社団法人日本ファインセラミックス協会

■ポイント■
•
•
•
•

国際規格との整合による海外適用
性拡大
利用者の使いやすさに主眼を置い
た見直し
試験片の取扱い方法などを統一
規格群における重複項目の整理

JIS番号
R 1701-1
R 1701-2
R 1701-3
R 1701-4
R 1701-5

－

規格名称（詳細）
第１部：窒素酸化物の除去性能
第２部：アセトアルデヒドの除去性能
第３部：トルエンの除去性能
第４部：ホルムアルデヒドの除去性能
第５部：メチルメルカプタンの除去性能

改正されたJIS R 1701-1~5 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 － の内容

■規格の概要■
光触媒の諸機能のうち、空気浄化性能をモデル
汚染物質を用いて評価する方法。目的に応じたガ
スを流通させて、光照射容器中の試験片による除
去能力を測定する。
今回の改正では、大気計測で一般的な湿りガス基
準を採用し、その後に制定されたISO規格や可視
光応答形光触媒材料の試験方法などと試験条件
や用語を統一した。

■社会への波及効果■ 信頼性の向上
•

光触媒材料の性能試験における
精度の向上
• 高性能な光触媒材料・製品の普及
を促進
• 身近な環境や生活の質を改善
► 規格群の整理・統一により利用者
の利便性を大幅に向上。

光触媒による環境浄化メカニズム

■産総研の貢献■
•
•
•

■研究担当者■
エネルギー・環境領域 竹内 浩士
エネルギー・環境領域 環境管理研究部門
反応場設計研究G 佐野 泰三、平川 力

•

原案作成委員会において竹内は委員長と
して、佐野は委員として活躍
H27-（延長中） 標準化戦略FS「光触媒
光源としてのLED特性と光触媒性能試験
への影響調査のFS」
ISO/TC206（ファインセラミックス）/WG9
（光触媒）
コンビーナ、プロジェクトリーダ、
エキスパート
光触媒工業会（PIAJ）の性能判定基準設
定への助言等。

参考：METIプレスリリース 2016/07/20
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蛍光式酸素濃度計
JIS B 7921
規格：JIS B7921:蛍光式酸素濃度計
原案作成団体： 蛍光式酸素濃度計 JIS原案作成委員会 （事務局 (一財)日本規格協会）

■規格の概要■
■ポイント■
•
•
•

電極を用いない蛍光式による
簡便な酸素濃度計を規格化
(平成28年12月20日制定)
中小企業の優れた技術を支援
する「新市場創造型標準化制
度」を活用
JIS原案作成に必要な試験を産
総研が技術的に支援

気体・液体に適用でき、有機溶剤中やオートク
レーブ滅菌にも耐えられる可搬型の酸素濃度計
がオートマチックシステムリサーチ社にて開発され
た。業界のコンセンサス形成が困難な中小企業の
優れた技術を迅速にJIS化するために創設された、
経済産業省「新市場創造型標準化制度」を活用し
て、この蛍光式酸素濃度計を規定する規格が作
成された。
産総研が関わった本制度による初めての規格で
あるとともに、環境分析分野や食品製造分野等で
利用できる蛍光式酸素濃度計に関する初めての
規格であり、現場で利用できる迅速・簡便な計測
機器として普及促進が期待される。

■社会への波及効果■
•
•
•
•

環境分析分野、バイオ/食品製造分野、化学工業分野など、幅広い分野
での酸素濃度計測が可能。
試薬や電解液が不要で、静水中でも計測可能。
ガラスや電極を用いないため、食品製造分野でも安全に利用可能。
安価で小型可搬型の計測機器を用いた迅速な計測が可能。
励起光LED

蛍光フォト
センサー

プローブ
蛍光チップ
酸素
分子

蛍光式酸素濃度計

蛍光式酸素濃度計の原理

（オートマチックシステムリサーチ社提供）
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■研究担当者■

■産総研の貢献■

エネルギー・環境領域 環境管理研究部門
環境計測技術研究G 佐藤 浩昭、野田 和俊
環境微生物研究G 愛澤 秀信

•

•

H27 受託研究「蛍光式酸素濃度計JIS
原案作成に伴う性能試験」を実施
原案作成団体「蛍光式酸素濃度計JIS
原案作成委員会」委員。原案作成への
協力と共に規格の「解説」を執筆。

