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標準化に挑む研究者①
 

ガス・揮発成分の検知器の標準化
－欧米との対立を乗り越えて－

松原 一郎 関西センター所長代理

（兼）産学官連携推進室 室長
（兼）材料・化学領域 無機機能材料研究部門

副研究部門長
（兼）イノベーションコーディネータ

 
 
松原所長代理は、ISO/TC197 (水素技術)/WG13 (水素検知器)及び ISO/TC146 (大気の質)/SC6 (室内

空気)/WG16 (VOC 検知器の試験方法)のコンビーナとして、ISO 会議の議論を取りまとめ規格策定

を行ってきました。 
 

－松原さんの元々の研究分野は？
 

 産総研の前身である当時の工業技術院 大阪工業技術試験所に入所し、その後先進製造プロセス

研究部門で電子機能性材料の開発を行い、その中で水素・VOC（揮発性有機化合物）・酸素といっ

たガスセンサーの開発に取り組んできました。 
 

－標準化活動を始めたきっかけは？
 

 ガスセンサーの開発を始めた初期、経済産業省が製品や技術開発と同時に規格策定も行う「標準

化先取り研究」という政策を推奨していました。今でこそ水素ステーションの設置が少しずつ進め

られていますが、研究グループで水素センサーの開発に取り組み始めたころ、水素はエネルギー媒

体としてはまだまだ普及していませんでした。水素エネルギー社会を広げるためにはその安全性を

確保し、将来の市場獲得に向けた標準化を早い段階から行うことが必要だと感じ、ISO 規格の策定

にも取り組もうと考え、このプロジェクトに参画し、水素センサーの開発と標準化を同時に進める

ことになりました。 
 

－コンビーナとして規格制定に導いた、水素検知装置のISOについて教えてください。
 

 ISO 26142 Hydrogen detection apparatus -- Stationary 
applications (水素検知装置-定置型)は、定置型の水素検知装

置の精度、応答時間、安定性、測定範囲、選択性、耐被毒性

等の性能要件や試験方法を主に規定しています。 
 私たちが開発した熱電式水素センサーの性能を基に草案

を作成し、2005 年に ISO/TC197/WG13 へ新規提案をしたの

ですが、日本と欧米の意見が激しく対立しました。 

最も議論となった点は、水素検知濃度の範囲についてです。

水素ステーション等の水素関連施設の実態を調査すると、数

百 ppm 程度の低濃度での警報設定が行われていたので、日本

のメーカーや私たちが開発した水素センサーが得意とする低濃度領域から高濃度までしっかりと

ガス漏れを検知できるように検知濃度範囲を広く定めたかったのですが、低濃度の検知が不得意で

ある欧米から猛反対を受け、議論は何度も紛糾しました。 
コンビーナとして議論を調整した結果、検知できる濃度の範囲は〝メーカーの宣言事項とする″

ISO/TC197/WG13 第 6 回会議の様子

（2009年 3月 独・ベルリンにて） 
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かせるようにしました。
　必要とされる検知濃度範囲は、実際のユーザーのニーズに依存します。ユーザーが低濃度の検知を求める
のであれば検知器メーカーも対応せざるをえず、低濃度もしっかりと検知できる製品が市場を獲得できるこ
とになります。こうして日本と欧米が合意に達することができ、2010 年に本規格が発行されました。

　ISO 26142 と近年設置が進められている水素ステーションとの関係は？

　現在、同じ TC197 内の WG24( 水素ステーション ) で水素ステーショ
ンに関わる規格策定が進められております。我々は、ISO 26142 を引用
するように WG24 に対して主張しました。その結果、水素ステーション
で使用する水素検知器は、「ISO 26142の内容を満たさなければならない」
という内容になる予定です。今後、私たちが策定した ISO 規格が水素エネ
ルギーの普及に役立つことを期待しています。

　同じくコンビーナとして ISO 規格策定を行った、
　VOC 検知器の試験方法について教えてください。

 ISO 16000-29: Indoor air -- Part 29: Test methods for VOC detectors ( 室内空気－第 29
部：VOC 検知器の試験方法 ) ですが、シックハウス症候群の一因とされている VOC は、極めて
低濃度であっても人体への影響が憂慮されます。NEDO プロジェクトにおいて高感度な VOC セ
ンサーの開発を行い、その成果をベースとした VOC 検知器の評価方法について ISO 規格原案を
作成し、2009 年に ISO/TC146/SC6 へ提案しました。本規格は可搬型 VOC 検知器の応答速度、
安定性、測定範囲等といった試験方法に適用される要件を規定しており、2014 年に発行に至り
ました。

　コンビーナとしての会議の進め方は？

　規格提案から発行までには 6 つのステージあり、各ステージ毎に規格案に対して他国からコメントが多い
ときは百数十件出されます。会議で効率的に議論を進めるために、各コメントに対して議論のポイントを図
等で整理したパワーポイント資料を作成しました。準備時間を要しますが、図を用いることで効率よく議論
を進めることが出来ました。

　国際標準化活動を通して感じた印象は？

　まずひとつに、我が国の産業界のニーズを受けて標準化を進める
ので、産業界の役に立つ意義を感じます。
ふたつ目は、規格提案国の優位性が思ったより大きかったことです。
提案国は自ら作成した原案を提示することで、議論の主導権を握る
ことができます。自ら提案しなければ、他国の提案に対して修正要
望等のコメントを出すくらいしか、自国の主張を表明する手段がな
く、場合によってはコメントが却下されて終わることもあります。
　最後に、標準化活動は時間がかかりますが、特にガス検知
器分野は、規格も関連する規制が製品の普及に大きく影響すること
があるため、標準化は重要な活動だと再認識できました。

こととしましたが、低濃度検知における実際の測定誤差の許容範囲を厳しく定めることで、我が国

の製品の特長が生かせるようにしました。 
必要とされる検知濃度範囲は、実際のユーザーのニーズに依存します。ユーザーが低濃度の検知を

求めるのであれば検知器メーカーも対応せざるをえず、低濃度もしっかりと検知できる製品が市場

を獲得できることになります。こうして日本と欧米が合意に達することができ、2010 年に本規格

が発行されました。 
 

－ISO 26142と近年設置が進められている水素ステーションとの関係は？
 

 現在、同じ TC197 内の WG24(水素ステーション)で水素ステ

ーションに関わる規格策定が進められております。我々は、ISO 
26142 を引用するように WG24 に対して主張しました。その結

果、水素ステーションで使用する水素検知器は、「ISO 26142 の

内容を満たさなければならない」という内容になる予定です。今

後、私たちが策定した ISO 規格が水素エネルギーの普及に役立

つことを期待しています。 
 
 
 
 

－同じくコンビーナとしてISO規格策定を行った、VOC検知器の試験方法について教え
てください。
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部：VOC 検知器の試験方法)ですが、シックハウス症候群の一因とされている VOC は、

極めて低濃度であっても人体への影響が憂慮されます。NEDO プロジェクトにおいて高

感度な VOC センサーの開発を行い、その成果をベースとした VOC 検知器の評価方法に

ついて ISO 規格原案を作成し、2009 年に ISO/TC146/SC6 へ提案しました。本規格は可

搬型 VOC 検知器の応答速度、安定性、測定範囲等といった試験方法に適用される要件を

規定しており、2014 年に発行に至りました。 
 

－コンビーナとしての会議の進め方は？
 

 規格提案から発行までには 6 つのステージあり、ステージ毎に規格案に対して他国からコメント

が多いときは百数十件出されます。会議で効率的に議論を進めるために、私は各コメントに対して

議論のポイントを図等で整理したパワーポイント資料を作成しました。準備時間を要しますが、図

を用いることで効率よく議論を進めることが出来ました。 
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 まずひとつに、我が国の産業界のニーズを受けて標準化を

進めるので、産業界の役に立つ意義を感じます。 
ふたつ目は、規格提案国の優位性が思ったより大きかったこ

とです。提案国は自ら作成した原案を提示することで、議論

の主導権を握ることができます。自ら提案しなければ、他国

の提案に対して修正要望等のコメントを出すくらいしか、自

国の主張を表明する手段がなく、場合によってはコメントが

却下されて終わることもあります。 
 最後に、標準化活動は時間がかかりますが、特にガス検知       
器分野は、規格も関連する規制が製品の普及に大きく影響す

ることがあるため、標準化は重要な活動だと再認識できまし

た。                         
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水素ステーションの例 

（関西センター所長代理室付近にて） 

  （聞き手：国際標準化室） 

こととしましたが、低濃度検知における実際の測定誤差の許容範囲を厳しく定めることで、我が国

の製品の特長が生かせるようにしました。 
必要とされる検知濃度範囲は、実際のユーザーのニーズに依存します。ユーザーが低濃度の検知を

求めるのであれば検知器メーカーも対応せざるをえず、低濃度もしっかりと検知できる製品が市場

を獲得できることになります。こうして日本と欧米が合意に達することができ、2010 年に本規格

が発行されました。 
 

－ISO 26142と近年設置が進められている水素ステーションとの関係は？
 

 現在、同じ TC197 内の WG24(水素ステーション)で水素ステ

ーションに関わる規格策定が進められております。我々は、ISO 
26142 を引用するように WG24 に対して主張しました。その結

果、水素ステーションで使用する水素検知器は、「ISO 26142 の

内容を満たさなければならない」という内容になる予定です。今

後、私たちが策定した ISO 規格が水素エネルギーの普及に役立

つことを期待しています。 
 
 
 
 

－同じくコンビーナとしてISO規格策定を行った、VOC検知器の試験方法について教え
てください。

 
 ISO 16000-29: Indoor air -- Part 29: Test methods for VOC detectors (室内空気－第 29
部：VOC 検知器の試験方法)ですが、シックハウス症候群の一因とされている VOC は、

極めて低濃度であっても人体への影響が憂慮されます。NEDO プロジェクトにおいて高

感度な VOC センサーの開発を行い、その成果をベースとした VOC 検知器の評価方法に

ついて ISO 規格原案を作成し、2009 年に ISO/TC146/SC6 へ提案しました。本規格は可

搬型 VOC 検知器の応答速度、安定性、測定範囲等といった試験方法に適用される要件を

規定しており、2014 年に発行に至りました。 
 

－コンビーナとしての会議の進め方は？
 

 規格提案から発行までには 6 つのステージあり、ステージ毎に規格案に対して他国からコメント

が多いときは百数十件出されます。会議で効率的に議論を進めるために、私は各コメントに対して

議論のポイントを図等で整理したパワーポイント資料を作成しました。準備時間を要しますが、図

を用いることで効率よく議論を進めることが出来ました。 

－国際標準化活動を通じて感じた印象は？
 

 まずひとつに、我が国の産業界のニーズを受けて標準化を

進めるので、産業界の役に立つ意義を感じます。 
ふたつ目は、規格提案国の優位性が思ったより大きかったこ

とです。提案国は自ら作成した原案を提示することで、議論

の主導権を握ることができます。自ら提案しなければ、他国

の提案に対して修正要望等のコメントを出すくらいしか、自

国の主張を表明する手段がなく、場合によってはコメントが

却下されて終わることもあります。 
 最後に、標準化活動は時間がかかりますが、特にガス検知       
器分野は、規格も関連する規制が製品の普及に大きく影響す

ることがあるため、標準化は重要な活動だと再認識できまし

た。                         

水素ステーションの例 

（関西センター所長代理室付近にて） 

  （聞き手：国際標準化室） 
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標準化に挑む研究者②
めっきの品質を評価する 

―目視から計測技術による正確な評価へー 

 
野中 一洋 イノベーションコーディネータ 

 

 エレクトロニクス・製造領域 

 エレクトロニクス・製造領域研究戦略部 

（兼)  九州センター  

イノベーションコーディネータ 

（兼)  九州センター 産業技術総括調査官 

（兼)  エレクトロニクス・製造領域製造技術研究

部門  

 
 野中イノベーションコーディネータは、日本電子回路工業

会(JPCA)の標準化戦略委員を担当し、IEC/TC91(電子実装技

術)/WG10(プリント基板とその材料の測定・試験方法のプロジ

ェクトリーダーとして、めっき類の外観評価法の IEC・TS 
(Technical Specification: 標準仕様書)を作成しました（平成

28 年 7 月 28 日付け発行）。また、新市場創造型標準化制度のもと、地域企業の要望に応え企業と

共に規格の作成を行っています。 
 
―野中さんの元々の研究分野は？ 
  
 学生時代の専門であるセラミックス工学を活かすため、産総研の前身である旧工業技術院九州工

業技術試験所に入所しました。当時、九州工業技術試験所は材料開発に力を入れており、光を使う

センサやアクチュエータの開発に取り組んでいました。 
産総研に組織改編時には基礎素材研究部門において引き続き材料の開発を行いましたが、2004 年

から実環境計測・診断研究ラボが産総研九州センター内に設立され、同時にこれまでの材料・ナノ

テク分野から標準・計測分野に所属が変更になり、計測と標準化がより強く意識されるようになり

ました。 
 
―標準化活動を始めたきっかけは？ 
 

2007 年に、先のラボをベースとして生産計測技術研究センターが設立され、標準化についても

本格的に着手することになりました。本センターは現場に密着し生産現場の課題を解決することを

目標とし、その実現のための目玉政策として「マイスター型連携研究」がスタートしました。これ

は、生産現場の課題を熟知した企業の専門家（マイスター）と連携して課題解決に取り組むもので、

我々も積極的に現場に乗り込み企業と共に課題解決を図ることになりました。 
 

 フレキシブルプリント回路基板製造の大手企業の工場に出向き、現場課題の分析と問題解決に向

けた議論を重ねていく中で、最重要の課題のひとつとして挙げられたのが「めっきの外観評価」で

した。めっきは、半導体・自動車・機械・医療等あらゆる産業分野で使用されていますが、現場で

は、まだ経験や勘に頼るところが多く、不良の発生しやすい工程のひとつです。めっき表面に異常

があると、製品の機能や信頼性に影響を及ぼすので外観は重要な管理項目になっています。 
 
また、自動車内装及び外装部品など、意匠性が求められるめっきについては、外観にはより細かな

管理が必要になっています。この内、めっきの色ムラや光沢ムラについては、技術的にも検査の自

めっきの品質を評価する
― 目視から計測技術による正確な評価へ ―

野中　一洋　　イノベーションコーディネータ

エレクトロニクス・製造領域
　エレクトロニクス・製造領域研究戦略部

（兼 ) 九州センター　イノベーションコーディネータ
（兼 ) 九州センター　産業技術総括調査官
（兼 ) エレクトロニクス・製造領域製造技術研究部門

　野中イノベーションコーディネータは、日本電子回路工業会 (JPCA) の標準化戦略委員を担当し、IEC/
TC91( 電子実装技術 )/WG10( プリント基板とその材料の測定・試験方法のプロジェクトリーダーとして、
めっき類の外観評価法の IEC・TS (Technical Specification: 標準仕様書 ) を作成しました（平成 28 年 7
月 28 日付け発行）。また、新市場創造型標準化制度のもと、地域企業の要望に応え企業と共に規格の作成
を行っています。

　野中さんの元々の研究分野は？

　学生時代の専門であるセラミックス工学を活かすため、産総研の前身である旧工業技術院九州工業技術試
験所に入所しました。当時、九州工業技術試験所は材料開発に力を入れており、光を使うセンサやアクチュ
エータの開発に取り組んでいました。
　産総研に組織改編時には基礎素材研究部門において引き続き材料の開発を行いましたが、2004 年から実
環境計測・診断研究ラボが産総研九州センター内に設立され、同時にこれまでの材料・ナノテク分野から標
準・計測分野に所属が変更になり、計測と標準化がより強く意識されるようになりました。

　標準化活動を始めたきっかけは？

　2007 年に、先のラボをベースとして生産計測技術研究センターが設立され、標準化についても本格的に
着手することになりました。本センターは現場に密着し生産現場の課題を解決することを目標とし、その実
現のための目玉政策として「マイスター型連携研究」がスタートしました。これは、生産現場の課題を熟知
した企業の専門家（マイスター）と連携して課題解決に取り組むもので、我々も積極的に現場に乗り込み企
業と共に課題解決を図ることになりました。

　フレキシブルプリント回路基板製造の大手企業の工場に出向き、現場課題の分析と問題解決に向けた議論
を重ねていく中で、最重要の課題のひとつとして挙げられたのが「めっきの外観評価」でした。めっきは、

動化が難しく、人による目視検査に頼っている状況でした。そもそもムラの定義が曖昧であり、人

に頼る検査結果にはばらつきが大きく、品質トラブルに繋がることも多いため、企業から「検査を

自動化する機械の開発」と「検査の評価基準の作成」の２点を依頼されました。 
この企業からの要望に沿う形で、評価方法を作成する標準化活動を始めることになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ―めっき類の外観評価法を定めた IEC/TS 61189-3-301 について教えて下さい。 
 
 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 は、金・銅・ニッケ

ル等のめっきの光沢ムラ、色ムラを個別に評価する方法を定めたものです。光学的手法によりムラ

を数値化することで、ムラを定量的に評価する方法を TS として作成しました。 
 
ここでのポイントは、製品毎、企業毎、取引先毎に異なる限度見本（製品の良品と不良品の見本）

を用いた評価にどのように対応するのか、ということでした。これはめっきに限らずものづくりの

現場では広く実施されている目視検査の典型的な手法です。TS では、産総研の偏光や色成分によ

る光学的評価手法を中心に、画像認識と判別分析の組み合わせによって限度見本の基準を客観的に

取り込み、最終的にはめっきムラの程度をひとつの数値に落とし込んで製品の良否判別を行う評価

方法を定めています。国内外でもまだこういった考え方は新しいところであり、各国からも高い関

心が寄せられています。 
われわれは、これまで曖昧だったムラの定義から改めて考えを整理し、複合的な欠陥にも対応で

き、テスター感覚でめっき品質に点数を付与する新しいめっきムラ評価法を開発しています。これ

によって、世界中どこに持って行っても共通の評価ができ、まためっき不良の発生する前の段階で

その予兆を捉えることも可能になるものと考えております。標準化についても早速こういった新し

い技術・考え方を導入して、先の TS から IS 化に向けた取り組みを進めているところです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目視検査から光計測による客観的な評価へ 

光沢ムラ 光沢ムラ及び色ムラ 

めっき表面の不良モード例 
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半導体・自動車・機械・医療等あらゆる産業分野で使用されていますが、現場では、まだ経験や勘に頼ると
ころが多く、不良の発生しやすい工程のひとつです。めっき表面に異常があると、製品の機能や信頼性に影
響を及ぼすので外観は重要な管理項目になっています。
　また、自動車内装及び外装部品など、意匠性が求められるめっきについては、外観にはより細かな管理が
必要になっています。この内、めっきの色ムラや光沢ムラについては、技術的にも検査の自動化が難しく、
人による目視検査に頼っている状況でした。そもそもムラの定義が曖昧であり、人に頼る検査結果にはばら
つきが大きく、品質トラブルに繋がることも多いため、企業から「検査を自動化する機械の開発」と「検査
の評価基準の作成」の２点を依頼されました。
この企業からの要望に沿う形で、評価方法を作成する標準化活動を始めることになりました。

　めっき類の外観評価法を定めた IEC/TS 61189-3-301 について教えて下さい。

　　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 は、金・銅・ニッケル等
のめっきの光沢ムラ、色ムラを個別に評価する方法を定めたものです。光学的手法によりムラを数値化する
ことで、ムラを定量的に評価する方法を TS として作成しました。

　ここでのポイントは、製品毎、企業毎、取引先毎に異なる限度見本（製品の良品と不良品の見本）を用い
た評価にどのように対応するのか、ということでした。これはめっきに限らずものづくりの現場では広く実
施されている目視検査の典型的な手法です。TS では、産総研の偏光や色成分による光学的評価手法を中心に、
画像認識と判別分析の組み合わせによって限度見本の基準を客観的に取り込み、最終的にはめっきムラの程
度をひとつの数値に落とし込んで製品の良否判別を行う評価方法を定めています。国内外でもまだこういっ
た考え方は新しいところであり、各国からも高い関心が寄せられています。
　われわれは、これまで曖昧だったムラの定義から改めて考えを整理し、複合的な欠陥にも対応でき、テス
ター感覚でめっき品質に点数を付与する新しいめっきムラ評価法を開発しています。これによって、世界中
どこに持って行っても共通の評価ができ、まためっき不良の発生する前の段階でその予兆を捉えることも可
能になるものと考えております。標準化についても早速こういった新しい技術・考え方を導入して、先の
TS から IS 化に向けた取り組みを進めているところです。

動化が難しく、人による目視検査に頼っている状況でした。そもそもムラの定義が曖昧であり、人

に頼る検査結果にはばらつきが大きく、品質トラブルに繋がることも多いため、企業から「検査を

自動化する機械の開発」と「検査の評価基準の作成」の２点を依頼されました。 
この企業からの要望に沿う形で、評価方法を作成する標準化活動を始めることになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ―めっき類の外観評価法を定めた IEC/TS 61189-3-301 について教えて下さい。 
 
 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 は、金・銅・ニッケ

ル等のめっきの光沢ムラ、色ムラを個別に評価する方法を定めたものです。光学的手法によりムラ

を数値化することで、ムラを定量的に評価する方法を TS として作成しました。 
 

ここでのポイントは、製品毎、企業毎、取引先毎に異なる限度見本（製品の良品と不良品の見本）

を用いた評価にどのように対応するのか、ということでした。これはめっきに限らずものづくりの

現場では広く実施されている目視検査の典型的な手法です。TS では、産総研の偏光や色成分によ

る光学的評価手法を中心に、画像認識と判別分析の組み合わせによって限度見本の基準を客観的に

取り込み、最終的にはめっきムラの程度をひとつの数値に落とし込んで製品の良否判別を行う評価

方法を定めています。国内外でもまだこういった考え方は新しいところであり、各国からも高い関

心が寄せられています。 
われわれは、これまで曖昧だったムラの定義から改めて考えを整理し、複合的な欠陥にも対応で

き、テスター感覚でめっき品質に点数を付与する新しいめっきムラ評価法を開発しています。これ

によって、世界中どこに持って行っても共通の評価ができ、まためっき不良の発生する前の段階で

その予兆を捉えることも可能になるものと考えております。標準化についても早速こういった新し

い技術・考え方を導入して、先の TS から IS 化に向けた取り組みを進めているところです。 
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　国内・海外での標準化活動で感じたことはありますか？

　当時九州センターでは標準化活動の経験者が全くいなかったので、身近に相談相手もおらず何から始める
べきかもわかりませんでした。たまたまでしたが、近くの大学にこの分野で活躍されている先生がいらっ
しゃることを知り、相談に伺いました。この先生のアドバイスにより業界団体を支える学会に参加し、様々
な関係者に聞き取りを行うことで各方面に人脈を広げることができました。その後、本標準化推進の実質的
な WG となる「官能検査システム化研究会」を立ち上げ、関係団体との調整等、標準化のための下地作りを
行うことで IEC 標準化への道が開けてきました。

　IEC 会議に参加し始めた頃は、
参加者に知り合いもいませんで
したが、続けて参加する内に徐々
に人脈を築くことができました。
　やはり、何にでもやり方があ
ることを学びました。国内にお
いては、業界としての意見集約、
コンセンサス形成、そこに至る
までには多くのベテランの方々
のご協力・アドバイス等が非常
に役立ちました。
　海外においても、新規提案の
採決は投票で決まるので、事前
の相談など、各国との仲間作り
の大切さも実感されました。技術は、オンリーワン、自分が一番でよいのですが、標準化では既存技術も含
めてみんなが使えるように持って行くことが大きく異なっているように思います。

　野中さんは、今年度から新たに地域企業の要望に応じた標準化を行っていますね。

　経済産業省の新市場創造型標準化制度を利用し、地域企業の検査装置の試験方法等の標準化を現在行って
います。企業の描く、将来のビジネス計画をリードする形で必要な試験の実施や規格作成のサポート等を行っ
ていく予定です。先ずは JIS 化からのスタートですが、来年度からは ISO 化への検討も並行して進めていく
計画です。
　連携先企業では、自動車部品のレーザーを用いたインライン欠陥検査機を製造されていますが、従来の目
視検査に替わる検査自動化ということに留まらず、IoT 時代への対応として AI を使用した検査のクラウド化
ビジネスなどについても積極的に取り組まれています。自動車産業というグローバルな分野において新事業
展開を視野に入れた計画では、今回の標準化が大きな意味を持ってきます。
　これまで、標準化については、地域中小企業にはほとんどなじみがなかったと思います。他者（外国）の
つくったルールにひたすら従うだけの世界から、自分でルールをつくって世界に発信していく活動には注目
が集まっており、わたしも大変楽しみにしています。

　中小企業の持つ優れた技術を武器に、国際標準化に持って行くことは、現場力が強みの日本の製造業に合っ
たやり方ではないかと考えています。IoT 時代への対応としては、国際標準化は最重要のテーマのひとつと
なっています。標準化の取り組みをものづくりのほとんどを実質的に支えている中小企業に適用・拡大して
いくことは、これまでの技術的なサポートと共に、産総研らしさの大いに発揮できるところではないかと考
えています。

（聞き手：国際標準化室）

―国内・海外での標準化活動で感じたことはありますか？ 
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（聞き手：国際標準化室） 

IEC/TC91/Plenary 会議の様子 

（2016 年 10月 独・フランクフルトにて） 
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標準化に挑む研究者③
 

光による人体へのリスク評価 
―国際照明委員会で輝く― 

 
蔀 洋司 研究グループ長 
 
計量標準総合センター  

物理計測標準研究部門 

光放射標準研究グループ      
 
 蔀研究グループ長は、CIE（国際照明委員会）と IEC
の合同委員会 JTC5 (IEC62471/CIE S 009 の見直し) 
共同議長、及び CIE Division 2 (光と放射の物理測定) 
副部会長を務め、主に光や照明の計測に係る事項に

ついて国際標準の策定を進めています。 
 
―蔀さんの元々の研究分野は？ 
  
 学生時代はレーザ分光の研究室に所属し、気相分子の電子状態を研究していました。光のスペク

トルを調べることで、分子の構造やエネルギー状態がわかるという、光と物質の相互作用に興味を

持ちました。 
産総研（当時の工業技術院 電子技術総合研究所）入所後は、光に関する標準開発や維持供給を含

め、光関連の精密計測技術の研究に従事しています。入所当時、物体の色を測る基準というものが

日本にまだ存在せず、測定器メーカーが大変困っていたため、白色標準の基になる分光反射率の精

密測定法の研究から始めました。 
 
―蔀さんは CIE と IEC の合同委員会の共同議長及び CIE Division 2 の副部会長として、光・照明分

野の技術開発や計測標準に長年研鑽されています。CIE とはどのような組織でしょうか？ 
 
 CIE (International Commission on Illumination:国際照明委員会)は、光・照明・色彩等の事項につ

いて技術報告書の作成や国際標準の策定を行っている組織です。36 か国の加盟国から構成され、

７つの Division（部会）があり、その下には扱うトピック毎に TC（技術委員会）が設置されます。

この中で Division 2（第 2 部会）は、光の計測（測光・放射測定）に関する様々な技術的事項を審

議しています。これまで CIE では、人間の目の感度の分光特性（等色関数、分光視感効率 V(λ)）や

CIE 表色系に代表される、光の評価に必要不可欠な基本的考え方やその根拠となる科学的なデータ

を標準化しています。特に V(λ)は、国際単位系の基本単位の一つである光度単位（cd：カンデラ）

を実現するための基本概念であり、計量標準とも密接な関係にあります。 
国際標準を策定する機関としては ISO や IEC が良く知られていますが、CIE も ISO・IEC 同様に

歴史が長く、同じく国際標準化団体として認められています。CIE で策定した規格は、（最終）国

際規格案として ISO の規格作成の最終段階へ提案することが可能で、デュアルロゴ規格として ISO
規格策定に繋げることができます。また、CIE-IEC 間の協定により、策定した CIE 規格を IEC との

デュアルロゴ規格として発行することも可能になっています。このように、CIE は、ISO や IEC と

も協力しながら国際標準化を進めています。 
 

―IEC 62471/ CIE S 009 規格見直しのため、CIE と IEC の合同委員会 JTC5 が 2013 年に設置され

ました。蔀さんは、JTC5 の共同議長として改正審議を進めています。 
この規格について教えて下さい。 
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　IEC 62471/ CIE S 009 Photobiological safety of lamps and lamp systems ( ランプ及びランプシステ
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ムの光生物学的安全性 ) は、ランプ等から発せられる光が
人体に与えるリスクを定量評価するために制定された、光
源の光生物学的安全性評価の根拠となる重要な規格です。
評価対象となる光源の波長やパワー密度等の条件により、
皮膚に対しては日焼けや熱火傷等の傷害が、目に対しては
角膜炎、白内障、網膜損傷などの傷害が起こり得るリスク
を評価するものです。

　この規格が策定された背景として、LED の普及が挙げ
られます。以前は、LED は IEC 60825 シリーズ：レー
ザ製品の安全基準　に基づいて評価されていましたが、
様々な LED 製品が普及してきたことを受けて、レーザ光
源との諸特性の違いを踏まえた（インコヒーレント光源全
般の）光生物学的安全性評価の規格として、CIE S 009
が制定され、その後 2006 年に IEC とのデュアルロゴ規格 IEC 62471/ CIE S 009 となりました。本規格
の改正審議のため、2013 年に CIE と IEC の合同委員会として JTC5 が設置され、現在も審議が続けられて
います。

　IEC 62471 /CIE S 009 改正審議では、非常に活発な議論が進められています。
　議論となっている主なポイントを教えてください。

　CIE S 009 は LED を含むランプ等の光源およびそ
れらが組み込まれている製品全般を適用対象とし、照
明環境下での状態を想定する一般照明用と、近距離で
の直視を想定するそれ以外の光源（システム）用の、
２つの評価条件を定めています。これらの条件の使い
分けにより、安全要求項目や危険度の判定結果も変
わるため、他の個別規格のベースとなっている CIE S 
009 に全体的な約束事として書き込むべきと考えて
います。そうでなければ、後々の運用時に支障をきた
す恐れがあるからです。

　しかし、一般照明に対するリスク評価の方法を簡素
にしたいという意向からか、本規格の適用対象から一
般照明を除外し、別の規格を一般照明に特化した個別
規格に置き換えたい、という提案が他国から出されて

おり、白熱した議論が続いています。これは、光生物学的安全性の根幹に関わる問題のため、日本は粘り強
く反対し続けています。
　また、現行の規格は、具体的な運用を考えた場合に現実的とは言い難い測定上の要求事項があるほか、解
釈が曖昧な要件が多く残されており、これらの改善も依然、課題として残っています。

　これらのポイントについては、JTC5 に参画している国の中で日本だけが一貫して強く主張を続けており、
欧州各国は CE マーク（EU 域内市場における製品の適合性評価マーク）運用に支障が出ない範囲であれば
よい、というスタンスのようです。今後、どのような形に落ち着くかは不明ですが、バックデータを揃えた
上で最後まで主張すべき所は主張し、譲るべき所は譲り、改正後の運用に支障が出ないように落としどころ
を探っていきたいです。こうした活動を行うにあたり、精密光計測に関する研究経験がとても活かされてお
り、現在は、光生物学的安全性評価に関連する新しい計測技術開発に向けた研究も推進しています。

　CIE での国際標準化を通して感じた印象は？

　CIE Division 2 の主要メンバーと、各国で計量標準分野の研究開発に携わっているメンバーはかなり重複
しているので、人脈も増え研究業務も進めやすくなりました。
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まえた（インコヒーレント光源全般の）光生物学

的安全性評価の規格として、CIE S 009 が制定さ
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　一方で、日本代表という立場として CIE Division 2 が関わる技術全般について対応し、それを国内審議委
員会の長として国内委員に展開し共に議論する必要もあるため、やはり時間を要し、正直骨の折れる部分も
ありますしかし、これらの活動を通じて、国内の関連メーカーや業界団体等との連携が密になり、かつ世界
的に課題となっている光計測に係る問題をいち早くキャッチできるので、研究業務を推進する大きな原動力
となっています。

　今後の展望を聞かせてください。

　規格改正審議の中で追加の技術課題が見えてきたので、今後の研究テーマや次回の改正審議に活かしてい
くつもりです。また、光生物学的安全性評価の課題のみならず、CIE が取り扱う様々な光計測に係る課題解
決に、自身の研究成果を有機的に結び付ける形で貢献していきたいと思っています。

（第三事業所 8 号館実験室前にて）

（聞き手：国際標準化室）
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計測に関する研究経験がとても活かされており、現在は、光生物学的安全性評価に関連する新しい

計測技術開発に向けた研究も推進しています。 
 
 
―CIE での国際標準化を通して感じた印象は？ 
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標準化に挑む研究者④                再生医療を広めるために 
ー低コストな細胞製造システムを立ち上げるには― 

 

廣瀬 志弘 主任研究員 

 

生命工学領域 健康工学研究部門  

生体材料研究グループ 
 
 廣瀬主任研究員は、再生医療分野の標準化に取り組み、

ISO/TC150 (外科用体内用埋没材 )/SC7 (再生医療機

器)/WG3 (硬組織用再生医療機器)のコンビーナとして、ま

た TC198 (ヘルスケア製品の滅菌)/ WG9(無菌操作)のエキ

スパートとして活躍しています。 
 
経済産業省受託研究「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」のもと、平成 28年 11
月に TC198/WG9 において ISO 13408-6 Aseptic processing of health care products – Part 
6: Isolator systems 改正提案を行いました（平成 28 年 12 月時点で NP 投票中）。 
 
―廣瀬さんの研究分野は？ 
 
 生体インフラである細胞外マトリックス（タンパク質）によって、いかに細胞が影響を受けるかとい

う研究を学生時代から行っています。 
細胞外マトリックスの一つであるコラーゲンには 20種類以上の型が存在し、中でも血管や腎臓等

重要な組織に存在する IV型コラーゲンについて研究していました。研究分野において生体内にあ

る IV 型コラーゲンを採取することは難しく、また、生体内と同じ働きをさせるためには３次元的立

体構造（例えばゲル状）にする必要がありますが、世界で初めて IV型コラーゲンをゲル化すること

に成功しました。このゲルと細胞とを立体的に複合化することで再生医療に応用しようと考えまし

た。  
2001 年に日本で初めて CPC (Cell Processing Center: 細胞を培養するためのクリーンルー

ム)が関西センターで立ち上がった際に産総研に入所しました。 
 
―標準化に関わり始めたきっかけは何でしたか？ 
  
 産総研入所後、NEDO の 「再生医療の早期実用化を目指した再生評価技術開発」プロジェクト

に参画し、その中に“技術の標準化”という項目があったため、必然的に標準化活動に関わること

になりました。 
再生医療の分野では、再生した組織を評価する技術が限られているということと、細胞培養に多く

の人手と設備・装置を要するためにコストがかかる、という大きな課題を抱えています。これらの

課題を解決するために、評価システムを確立し、標準化することでその結果コストダウンに繋がる

ことを期待しています。 
 
―ISO/TC150/SC7/WG3 でのコンビーナとしての印象は？ 
 
 再生医療技術の標準化は、当時世界でもまだ始まったばかりであり、日本主導で進めるため

再生医療を広めるために
― 低コストな細胞製造システムを立ち上げるには ―

廣瀬　志弘　　主任研究員

生命工学領域　健康工学研究部門　
生体材料研究グループ

　廣瀬主任研究員は、再生医療分野の標準化に取り組み、ISO/TC150 ( 外科用体内用埋没材 )/SC7 ( 再生
医療機器 )/WG3 ( 硬組織用再生医療機器 ) のコンビーナとして、また TC198 ( ヘルスケア製品の滅菌 )/ 
WG9( 無菌操作 ) のエキスパートとして活躍しています。

　経済産業省受託研究「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」のもと、平成 28 年 11 月に TC198/WG9 におい
て ISO 13408-6　Aseptic processing of health care products – Part 6: Isolator systems 改正提案を行
いました（平成 28 年 12 月時点で NP 投票中）。
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組織に存在する IV 型コラーゲンについて研究していました。研究分野において生体内にある IV 型コラーゲ
ンを採取することは難しく、また、生体内と同じ働きをさせるためには３次元的立体構造（例えばゲル状）
にする必要がありますが、世界で初めて IV 型コラーゲンをゲル化することに成功しました。このゲルと細
胞とを立体的に複合化することで再生医療に応用しようと考えました。　
　2001 年に日本で初めて CPC (Cell Processing Center: 細胞を培養するためのクリーンルーム ) が関西
センターで立ち上がった際に産総研に入所しました。

　標準化に関わり始めたきっかけは何でしたか？

　産総研入所後、NEDO の「再生医療の早期実用化を目指した再生評価技術開発」プロジェクトに参画し、
その中に“技術の標準化”という項目があったため、必然的に標準化活動に関わることになりました。
　再生医療の分野では、再生した組織を評価する技術が限られているということと、細胞培養に多くの人手
と設備・装置を要するためにコストがかかる、という大きな課題を抱えています。これらの課題を解決する
ために、評価システムを確立し、標準化することでその結果コストダウンに繋がることを期待しています。

　ISO/TC150/SC7/WG3 でのコンビーナとしての印象は？

　再生医療技術の標準化は、当時世界でもまだ始まったばかりであり、日本主導で進めるため TC150 に新
たに SC7 を立ち上げ日本が幹事国となりました。
　WG3 のコンビーナとして ISO の舞台に上がりましたが、世界では再生医療分野の規制の調和がなされて
いないことが標準化の障壁となっていました。欧州、米国、日本では再生医療のカテゴリがそれぞれ異なっ
ており、その違いが標準化にも影響し会議ではお互いの意思疎通を妨げることもありました。特に欧米では、

44 45



規制に取り込む可能性も出てくる規格を作ることには後ろ向きであり、議論が進みづらいことは今も多いの
ですがそこをまとめていくことにやりがいも感じています。

　今回改正提案した ISO 13408-6 について教えてください。

　ISO 13408-6　Aseptic processing of health care products – Part 6: Isolator systems は、製品開発
を行う企業にとって、CPC のようなクリーンな環境設備を整えることはコスト面で相当な負担となります。
そこで、必要な装置と装置を繋げてそれぞれの患者に合わせた培養ラインを作ることができれば、コストダ
ウンになるのではと考えました。培養時に外からの汚染物質を阻止することが可能で、かつ無菌化装置を備
えたシステムによる無菌プロセスを提案しました。これにより、外からの汚染物を遮断したまま自由に各種
装置を脱着することが可能となります。本提案の必要性を他国も理解してくれたため、議論はスムーズに進
みました。
　今後、ラウンドロビンテストを通してアジア諸国の協力も得たいと考えています。

　積極的に標準化活動を行うにあたって、廣瀬さんのモチベーションは何でしょうか？

　再生医療の分野では治療を待ち望んでいる患者さんたちがいるので、人の役に立ちたいという強い思いが
あります。そのために、誰かが標準化を行い安全性・有効性を担保した上でコストダウンを目指さなければ、
産業化に繋がりません。そこで、公的機関である産総研がその責を果たさなければならないと思っています
し、産総研としても標準化の意義を広めていけたらと思います。

（第六事業所　廣瀬さんの居室にて）

聞き手：国際標準化室、知財・標準化企画室
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                AR・VR に関わる標準化  
          ―映像と現実の橋渡し― 

 

蔵田 武志 研究グループ長 

情報・人間工学領域 人間情報研究部門  

サービス観測・モデル化研究グループ 
 
 蔵田研究グループ長は、 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 )のプロジ

ェクトエディタとして、AR（拡張現実）のトラッキング技術の評価方

法に関する ISO 規格の策定を進めています。 

 

 

―蔵田さんの元々の研究分野は？  

 

 コンピュータの視覚機能の研究に携わっていました。 

カメラで物を映すと二次元になりますが、それを立体的な三次元と

してどう認識するのか、ということに興味を持ちました。人間の場合は、写真に映っている二次元

のものでも立体的なものとして見ることができますが、コンピュータの目はどう三次元として理解

するのだろうか、と考えました。そこで、ムービーの中の特徴点を追跡することで、物体の形やカ

メラの動きを捉える研究を行ってきました。 

このような研究をベースとして、AR（拡張現実）₁と VR (仮想現実 )₂を通して、特に視覚情報を重

視してリアルな世界とバーチャルな世界を融合していくことを目指しています。 

 

1 AR  (Augmented Reality：拡張現実 ) 現実の世界をベースに仮想の情報を付加した技

術。 

2 VR  (Virtual Reality：仮想現実 ) 物理的には存在しないが、感覚的には本物と同様に感

じさせる技術。 

 

 －標準化に関わったきっかけは何でしたか？  

  

 AR においては、カメラがどれほど動きを正確に推定できているか、の情報が重要になります。

世の中では AR 機能を搭載した多くの製品等が出回っていますが、比較するための決まったもの

さしがありませんので、製品を評価し合えるように標準を作成しようと考えました。2009 年に VR

学会内に設置された TrakMark という WG で審議を開始し、長期的・継続的な活動が期待される

公的機関である産総研の私が中心となり、ISO 作成に取り組むことになりました。  

 

―蔵田さんがプロジェクトエディタとして取り組んでいる規格 ISO/IEC 18520 はどのような規格で

しょうか？  

 

  AR には数多くのトラッキング技術がありますが、それらを客観的に正しく評価する方法が存

在しません。そこで、 ISO/IEC 18520 Information technology -- Computer graphics, image 

processing and environmental data representation -- Benchmarking framework of 

vison-based spatial registration and tracking methods for MAR では、①用語の定義、②ベン

チマーキングフレームワーク（どのようにベンチマークするかのプロセス）、③評価軸、④試行セッ

ト（データセットと対象物体からなる。評価対象を揃えるため）の主に４つの枠組みについて、ドラ

フト作成を進めています。 

AR・VR に関わる標準化
― 映像と現実の橋渡し ―

蔵田　武志　　研究グループ長

情報・人間工学領域　人間情報研究部門　
サービス観測・モデル化研究グループ
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　　2 VR  (Virtual Reality：仮想現実 ) 物理的には存在しないが、感覚的には本物と同様に感じさせる技術。

　標準化に関わったきっかけは何でしたか？

　AR においては、カメラがどれほど動きを正確に推定できているか、の情報が重要になります。世の中
では AR 機能を搭載した多くの製品等が出回っていますが、比較するための決まったものさしがありませ
んので、製品を評価し合えるように標準を作成しようと考えました。2009 年に VR 学会内に設置された
TrakMark という WG で審議を開始し、長期的・継続的な活動が期待される公的機関である産総研の私が中
心となり、ISO 作成に取り組むことになりました。 

　蔵田さんがプロジェクトエディタとして取り組んでいる
　規格 ISO/IEC 18520 はどのような規格でしょうか？

　AR には数多くのトラッキング技術がありますが、それらを客観的に正しく評価する方法が存在しませ
ん。 そ こ で、ISO/IEC 18520 Information technology -- Computer graphics, image processing and 
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の主に４つの枠組みについて、ドラフト作成を進めています。
　この規格が出来ると、大企業に限らず AR 技術の性能を同じ土俵で評価することが可能となり、より公正
な技術競争が活性化されることを期待しています。

標準化に挑む研究者⑤
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　社会やビジネスの現場でも、AR は積極的に活用されていますね。

　物流や製造業等様々な分野で活用されています。
　例えば、水道インフラの保守点検作業においては、部品の在庫や修理履歴等の情報の一元管理が出来てい
ないと作業が滞り、膨大な経済損失を生じかねません。そういった情報等を AR を通してタグ付けることで、
容易に管理することが可能になります。
　特に、工場等の施設、道路等のインフラ、機械等のメンテナンスといった、これまでは“人”のノウハウ
や経験がベースになっていたものは、今後 AR が必要になります。“人”の絡むリアルとバーチャルの接点
に AR が利用されることで、メンテナンス業の人材不足の課題も解消されます。

　また、エンターテイメントにおいても、世界中で大ヒットしているゲームアプリ「ポケモン GO」で AR
が活用されています。私たちの周りの現実世界をベースに、スマートフォン等を通してゲームを進める楽し
さを味わうことができます。

　標準化活動を通して感じた印象は？

　標準化活動に携わることで、人脈も広がり R&D に繋がることもありました。その時々の趨勢を掴むこと
もできます。
　一方では、標準化はやはり時間がかかり、本来の研究開発に加えて標準化活動を行うので、時間を上手に
管理して標準化を行っていきたいと思います。

（つくば中央第一本部・情報棟内居室にて）

（聞き手：国際標準化室）
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風力発電の規格から認証まで  

 －日本の厳しい気象・設置条件に対応― 
 

小垣 哲也 研究チーム長 

 

エネルギー・環境領域    

再生可能エネルギー研究センター  

風力エネルギーチーム 

 （福島再生可能エネルギー研究所） 

 
 小垣研究チーム長は、IEC/TC88(風力タービン)のエキス

パートとして風力発電技術の標準化及び認証基盤の整備に取

り組み、日本の風力発電業界を先導しています。 
 
 
―小垣さんの元々の研究分野は？ 

 
学生時代は CFD 技術（Computational Fluid Dynamics:数値流体力学）を専門とし、特に乱流の数

値シミュレーション技術の研究をしていました。このシミュレーション技術を風車の翼回りの流れ

や風車設置場所の地形周りの流れ等に応用できると考え、当時の工業技術院 機械技術研究所に入

所しました。 
 
―IEC での標準化活動に携わるまでの経緯を教えてください。 
 
日本ではオイルショックをきっかけに 1970 年代から開始されたサンシャ

イン＆ニューサンシャイン計画のもと、石油代替のエネルギー源として太陽

光や風力等の再生可能エネルギーが注目され始め、産総研も経済産業省プロ

ジェクトとして風力発電の技術開発に着手しました。 
一方で、風力発電に係る技術開発や知見、導入については欧米諸国が先駆

をなしていて、欧米中心で国際規格も整備が進みました。欧米とは異なり、日本では、風車設置の

外的環境が非常に厳しく、台風の襲来、山岳性複雑地形が多い事に起因して乱流強度が強い、落雷

強度も国際的に非常に強い、等が特徴です。こういった厳しい気象条件や風特性は、当時の風車の

設計要件に関する国際規格（IEC 61400 シリーズ）では十分考慮されていませんでした。 
国内に設置される大型風車は海外製のものが多く、このような気象条件が加味されていない規格に

準じて設計・製造された風車が日本に建設され、台風に耐えられず倒壊してしまう事故もありまし

た。 
こうした背景があり、日本の厳しい気象条件や風特性を IEC 規格へ盛り込んでいかなければなら

ない、と当時の上司や国内関係者と共に問題意識を持ち、国内の審議委員会や IEC 会議へ参加する

ようになりました。 
 
 
―風力発電技術に関する IEC 規格と国内規格について教えてください。 
 
風力発電技術に関する IEC 規格は、受風面積 200 ㎡以上の大形風車とそれ以下の小形風車とで

分類され整備されています。大形風車に関する最も基本的な国際規格である IEC 61400-1 Wind 
turbines - Part 1: Design requirements (風車－第 1 部：設計要求事項)に、日本の厳しい気象条件と

風の特性を盛り込むべく現在規格の改訂中で、NEDO プロジェクト「次世代風力発電技術研究開発」

風力発電の規格から認証まで
― 日本の厳しい気象・設置条件に対応 ―

小垣　哲也　　研究チーム長

エネルギー・環境領域
再生可能エネルギー研究センター　
風力エネルギーチーム

（福島再生可能エネルギー研究所）

　小垣研究チーム長は、IEC/TC88( 風力タービン ) のエキスパートとして風力発電技術の標準化及び認証
基盤の整備に取り組み、日本の風力発電業界を先導しています。

　小垣さんの元々の研究分野は？

　学生時代は CFD 技術（Computational Fluid Dynamics: 数値流体力学）を専門とし、特に乱流の数値シミュ
レーション技術の研究をしていました。このシミュレーション技術を風車の翼回りの流れや風車設置場所の
地形周りの流れ等に応用できると考え、当時の工業技術院　機械技術研究所に入所しました。

　IEC での標準化活動に携わるまでの経緯を教えてください。

　日本ではオイルショックをきっかけに 1970 年代から開始されたサンシャイン＆
ニューサンシャイン計画のもと、石油代替のエネルギー源として太陽光や風力等の再
生可能エネルギーが注目され始め、産総研も経済産業省プロジェクトとして風力発電
の技術開発に着手しました。
　一方で、風力発電に係る技術開発や知見、導入については欧米諸国が先駆をなして
いて、欧米中心で国際規格も整備が進みました。欧米とは異なり、日本では、風車設
置の外的環境が非常に厳しく、台風の襲来、山岳性複雑地形が多い事に起因して乱流
強度が強い、落雷強度も国際的に非常に強い、等が特徴です。こういった厳しい気象条件や風特性は、当時
の風車の設計要件に関する国際規格（IEC 61400 シリーズ）では十分考慮されていませんでした。
　国内に設置される大型風車は海外製のものが多く、このような気象条件が加味されていない規格に準じて
設計・製造された風車が日本に建設され、台風に耐えられず倒壊してしまう事故もありました。
　こうした背景があり、日本の厳しい気象条件や風特性を IEC 規格へ盛り込んでいかなければならない、と
当時の上司や国内関係者と共に問題意識を持ち、国内の審議委員会や IEC 会議へ参加するようになりました。

　風力発電技術に関する IEC 規格と国内規格について教えてください。

　風力発電技術に関する IEC 規格は、受風面積 200㎡以上の大形風車とそれ以下の小形風車とで分類され
整備されています。大形風車に関する最も基本的な国際規格である IEC 61400-1 Wind turbines - Part 1: 
Design requirements ( 風車－第 1 部：設計要求事項 ) に、日本の厳しい気象条件と風の特性を盛り込むべ
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日本の提案内容が採用される見込みです。本 IEC 規格に採用予定の日本提案の一部は、国内規格である JIS 
C 1400-1:2017 風力発電システムー第 1 部：設計要件　に盛り込まれ既に発行されています。

　小形風車の主な国際規格の IEC 61400-2 Wind turbines – Part 2: Small wind turbines ( 風車－第 2 部：
小形風車 ) については、こちらも研究成果の一部として提案したトロピカル・サイクロン（台風、ハリケー
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風力発電技術に関する IEC 規格は、受風面積 200 ㎡以上の大形風車とそれ以下の小形風車とで

分類され整備されています。大形風車に関する最も基本的な国際規格である IEC 61400-1 Wind 
turbines - Part 1: Design requirements (風車－第 1 部：設計要求事項)に、日本の厳しい気象条件と

風の特性を盛り込むべく現在規格の改訂中で、NEDO プロジェクト「次世代風力発電技術研究開発」

標準化に挑む研究者⑥
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ン、サイクロンの総称）に関する内容が追加され、Edition 3 として
2013 年に発行されました。この IEC 規格を基にした JIS C 1400-
2 風車―第２部：小形風車の設計要件 も既に国内分科会での審議は
終了し、近々発行予定となっています。

　IEC 規格も JIS 規格もほぼ完備されているとのことですが、
　規格に基づいた認証スキームはどうなっていますか？

　規格は出来上がりつつありますが、風車の安全性・信頼性を確保するために、その風車が規格内容に沿っ
た強度、性能を有しているかを試験する試験機関と、規格内容に沿って適切に設計、製造、管理されている
風車である旨を証明する認証機関の整備も必須です。日本では風力市場が未熟なこともあり、これまで国内
風車メーカーが試験や認証を受けるためには欧州・米国の機関に頼らざるをえませんでした。

　自国で試験・認証の両方を受けられないデメリットは大
きいです。例えば、ドイツやデンマークのメーカーが風車
を開発し売り出したい場合、自国にある試験機関・認証機
関を利用することで迅速に市場に参入しシェアを確保する
ことができます。しかし、国内風車メーカーが、海外で試験・
認証を受けてから売り出す場合には少なくとも追加で２～
３年はかかってしまうので、このスピードの差は決定的で
す。

　我々の研究成果や風力業界の尽力により、国内の認証体
制については整えることができました。

　大形風車については先ほどお話した国内規格：JIS C 1400-1:2017 に基づき（一財）日本海事協会が認
証を行うことになっています。しかし、まだ国内に試験機関が無いため、認証を受けるには海外の試験機関
に試験を依頼しデータを揃えてから、日本海事協会に申請し認証を受ける、という流れになっています。
　小形風車についても同様の現状です。IEC 61400-2 をベースとした JIS C 1400-2 風車―第２部：小形
風車の設計要件　や JSWTA( 日本小形風力発電協会 )001 規格に基づき、日本海事協会が認証を行っていま
すが、やはり国内に試験機関が無いので海外の試験機関を利用するしかありません。
　国内での試験機関の整備は今後取り組むべき課題です。

　欧米が既に IEC 規格を整備していた所に、
　新たに日本が入り込んでいく難しさはありましたか？

　以前は、日本の厳しい気象条件や風特性は限られた小さな市場の特殊な条件であって、IEC 規格に盛り込
む必要はない、という欧米の専門家の意見が大勢を占め、なかなか採用されませんでした。近年では状況が
変化し欧米では風力発電の導入が進んでいるがゆえに新たに風車を建設できる場所が少なくなり、市場が飽
和状態になっています。また、国内でも NEDO プロジェクト等による研究開発において日本提案に関する
技術データを着実に蓄積するとともに、日本やその他地域の新たな市場を開拓する必要性を説明することで、
今回の提案では、欧米の風車メーカーからも理解が得られ、議論は比較的スムーズに進みました。

での研究成果をベースとした日本の提案内容が採用される 
見込みです。本 IEC 規格に採用予定の日本提案の一部は、 
国内規格である JIS C 1400-1:2017 風力発電システムー 
第 1 部：設計要件 に盛り込まれ既に発行されています。 
 

小形風車の主な国際規格の IEC 61400-2 Wind turbines –  
Part 2: Small wind turbines (風車－第 2 部：小形風車) につ 
いては、こちらも研究成果の一部として提案したトロピカル 
・サイクロン（台風、ハリケーン、サイクロンの総称）に関 
する内容が追加され、Edition 3 として 2013 年に発行されま 
した。この IEC 規格を基にした JIS C 1400-2 風車―第２部 
：小形風車の設計要件 も既に国内分科会での審議は終了し、 
近々発行予定となっています。 
 
 
―IEC 規格も JIS 規格もほぼ完備されているとのことですが、規格に基づいた認証スキームはどう

なっていますか？ 
 
 規格は出来上がりつつありますが、風車の安全性・信頼性を確保するために、その風車が規格内

容に沿った強度、性能を有しているかを試験する試験機関と、規格内容に沿って適切に設計、製造、

管理されている風車である旨を証明する認証機関の整備も必須です。日本では風力市場が未熟なこ

ともあり、これまで国内風車メーカーが試験や認証を受けるためには欧州・米国の機関に頼らざる

をえませんでした。 
 

自国で試験・認証の両方を受けられないデメリットは大きいです。例えば、ドイツやデンマーク

のメーカーが風車を開発し売り出したい場合、自国にある試験機関・認証機関を利用することで迅

速に市場に参入しシェアを確保することができます。しかし、国内風車メーカーが、海外で試験・

認証を受けてから売り出す場合には少なくとも追加で２～３年はかかってしまうので、このスピー

ドの差は決定的です。 
 

我々の研究成果や風力業界の尽力により、国内の

認証体制については整えることができました。 
大形風車については先ほどお話した国内規格：

JIS C 1400-1:2017 に基づき（一財）日本海事協

会が認証を行うことになっています。しかし、ま

だ国内に試験機関が無いため、認証を受けるには

海外の試験機関に試験を依頼しデータを揃えて

から、日本海事協会に申請し認証を受ける、とい

う流れになっています。 
小形風車についても同様の現状です。 IEC 

61400-2 をベースとした JIS C 1400-2 風車―第

２部：小形風車の設計要件 や JSWTA(日本小形風力発電協会)001 規格に基づき、日本海事協会が

認証を行っていますが、やはり国内に試験機関が無いので海外の試験機関を利用するしかありませ

ん。 
国内での試験機関の整備は今後取り組むべき課題です。 
 

―欧米が既に IEC 規格を整備していた所に、新たに日本が入り込んでいく難しさはありましたか？ 
 
 以前は、日本の厳しい気象条件や風特性は限られた小さな市場の特殊な条件であって、IEC 規格

に盛り込む必要はない、という欧米の専門家の意見が大勢を占め、なかなか採用されませんでした。

近年では状況が変化し欧米では風力発電の導入が進んでいるがゆえに新たに風車を建設できる場

台風シミュレーションによる極地風評価 

（出典：NEDO 新エネルギー成果報告会資料より） 
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　IEC の会議に参加し標準化に関わった印象は？

　研究成果をもとに規格を作成し、その規格が社会で使われ製品に反映されていきます。研究者としてとて
も重みのある行為だと思います。直接的ではないかもしれませんが、社会に貢献できる実感があります。

（産総研　福島再生可能エネルギー研究所 :FREA）

（聞き手：国際標準化室）

所が少なくなり、市場が飽和状態になっています。また、国内でも NEDO プロジェクト等による

研究開発ににおいて日本提案に関する技術データを着実に蓄積するとともに、日本やその他地域の

新たな市場を開拓する必要性を説明することで、今回の提案では、欧米の風車メーカーからも理解

が得られ、議論は比較的スムーズに進みました。 
 
―IEC の会議に参加し標準化に関わった印象は？ 
 
 研究成果をもとに規格を作成し、その規格が社会で使われ製品に反映されていきます。研究者と

してとても重みのある行為だと思います。直接的ではないかもしれませんが、社会に貢献できる実

感があります。 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
（産総研 福島再生可能エネルギー研究所:FREA） 
 聞き手：国際標準化室 
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         エアロゾルデポジション（AD）法に関わる標準化 
       ―AD 膜の高信頼性を担保するために― 

 
 

篠田 健太郎 主任研究員 

 

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       

微粒子スプレーコーティング研究チーム 
 
 
篠田主任研究員は、先進コーティング技術研究センター 明渡

純センター長の指導のもと、平成 27年度から ISO/TC206 (ファ

インセラミックス)/ WG12(エンジニアリング応用)に参画し、現

在、副プロジェクトリーダーとして国際標準化活動に従事しています。 

明渡センター長の発明である、エアロゾルデポジション（AD）法によるセラミックコーティングが

一部適用されている半導体製造装置用のセラミック部材のプラズマ耐食性を客観的に評価する手

法を、国際標準として打ち立てるべく標準化活動を推進しています。 

 

2016 年 8月、ドイツにて開催された ISO/TC206/WG12会議において説明を行うとともに、篠田主任

研究員をはじめ、明渡センター長、企業及び（一社）日本ファインセラミックス協会による海外各

国との事前調整の結果、同年 10月 7日に新規提案として採択に至ることができました。（提案

名”Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Test method for plasma 

resistance of ceramic components in semiconductor manufacturing equipment” ） 

 

―篠田さんの元々の研究分野は？ 

  

 大学時代はプラズマ材料工学研究室に所属し、プラズマ工学及びプラズマ溶射法を研究していま

した。プラズマ溶射法における溶射粒子衝突現象の解明に取組みました。その後、国内・海外二箇

所で博士研究員として経験を積んだ後、産総研入所後は、化学溶液法を用いた機能性セラミックコ

ーティングの研究や、溶射法とは異なる新たな製膜原理に基づく AD法の研究に新たに取り組むこ

とになりました。 

 

―エアロゾルデポジション（AD）法とはどういったものでしょう

か？    
 
 セラミックスの粉を室温でぶつけることによってコーティン

グできてしまう画期的な手法です。真空中でセラミック微粒子をエアロゾル化して吹き付けること

により、熱処理をしないでもセラミックコーティングを作製することが可能です。お茶碗のように

砕け散ってしまうはずのセラミックスが特定の条件下で金属のように変形し、付着する現象を明渡

センター長が発見し、本プロセスの開発に至りました。その後、企業との共同研究によって実用化

AD法で作製されたセラミックの膜 

エアロゾルデポジション（AD）法に関わる標準化
― AD 膜の高信頼性を担保するために ―

篠田　健太郎　　主任研究員

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
微粒子スプレーコーティング研究チーム

　篠田主任研究員は、先進コーティング技術研究センター　明渡純センター長の指導のもと、平成 27 年度
から ISO/TC206 ( ファインセラミックス )/ WG12( エンジニアリング応用 ) に参画し、現在、副プロジェ
クトリーダーとして国際標準化活動に従事しています。
　明渡センター長の発明である、エアロゾルデポジション（AD）法によるセラミックコーティングが一部
適用されている半導体製造装置用のセラミック部材のプラズマ耐食性を客観的に評価する手法を、国際標準
として打ち立てるべく標準化活動を推進しています。

　2016 年 8 月、ドイツにて開催された ISO/TC206/WG12 会議において説明を行うとともに、篠田主任
研究員をはじめ、明渡センター長、企業及び（一社）日本ファインセラミックス協会による海外各国との事
前調整の結果、同年 10 月 7 日に新規提案として採択に至ることができました。（提案名”Fine ceramics 
(advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Test method for plasma resistance of ceramic 
components in semiconductor manufacturing equipment” ）

　篠田さんの元々の研究分野は？

　大学時代はプラズマ材料工学研究室に所属し、プラズマ工学及びプラズマ溶射法を研究していました。プ
ラズマ溶射法における溶射粒子衝突現象の解明に取組みました。その後、国内・海外二箇所で博士研究員と
して経験を積んだ後、産総研入所後は、化学溶液法を用いた機能性セラミックコーティングの研究や、溶射
法とは異なる新たな製膜原理に基づく AD 法の研究に新たに取り組むことになりました。

　エアロゾルデポジション（AD）法とはどういったものでしょうか？

　セラミックスの粉を室温でぶつけることによってコーティングできてし
まう画期的な手法です。真空中でセラミック微粒子をエアロゾル化して吹
き付けることにより、熱処理をしないでもセラミックコーティングを作製
することが可能です。お茶碗のように砕け散ってしまうはずのセラミック
スが特定の条件下で金属のように変形し、付着する現象を明渡センター長
が発見し、本プロセスの開発に至りました。その後、企業との共同研究に
よって実用化に発展させることができました。

　AD 法に関して標準化しようと思い立った理由は？

　いくら素晴らしい技術であっても、それを客観的に評価できる仕組みがなければ機能しません。海外諸国
に手法を安価で模倣されてしまい、質が劣ったものとして扱われる可能性もあります。また、技術は社会で
広く使われてこそ価値があります。標準化することによって、AD 法という技術を客観的に評価することが
でき、それにより信頼性も高まり社会で安心して使われやすいものになることを期待しています。
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法を、国際標準として打ち立てるべく標準化活動を推進しています。 

 

2016年 8月、ドイツにて開催された ISO/TC206/WG12 会議において説明を行うとともに、篠田主任

研究員をはじめ、明渡センター長、企業及び（一社）日本ファインセラミックス協会による海外各

国との事前調整の結果、同年 10月 7日に新規提案として採択に至ることができました。（提案

名”Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Test method for plasma 

resistance of ceramic components in semiconductor manufacturing equipment” ） 

 

―篠田さんの元々の研究分野は？ 

  

 大学時代はプラズマ材料工学研究室に所属し、プラズマ工学及びプラズマ溶射法を研究していま

した。プラズマ溶射法における溶射粒子衝突現象の解明に取組みました。その後、国内・海外二箇

所で博士研究員として経験を積んだ後、産総研入所後は、化学溶液法を用いた機能性セラミックコ

ーティングの研究や、溶射法とは異なる新たな製膜原理に基づく AD 法の研究に新たに取り組むこ

とになりました。 

 

―エアロゾルデポジション（AD）法とはどういったものでしょう

か？    
 
 セラミックスの粉を室温でぶつけることによってコーティン

グできてしまう画期的な手法です。真空中でセラミック微粒子をエアロゾル化して吹き付けること

により、熱処理をしないでもセラミックコーティングを作製することが可能です。お茶碗のように

砕け散ってしまうはずのセラミックスが特定の条件下で金属のように変形し、付着する現象を明渡

センター長が発見し、本プロセスの開発に至りました。その後、企業との共同研究によって実用化

AD法で作製されたセラミックの膜 
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　今回新規提案した標準は、どのような内容のものでしょうか？

　半導体製造装置におけるプラズマ耐食性の評価基準の提案です。半導体製造装置ではプラズマを用いてシ
リコンウェハのエッチングを行う工程がありますが、その際、プラズマによって、ウェハのみならず、チャ
ンバー内壁もエッチングされてしまい、その際に発生するパーティクルとよばれる微粒子がウェハに付着し、
製造効率が大幅に低下してしまうことが問題となっております。この対策として、チャンバーの内壁に各種
セラミックコーティングが施されていますが、それらのプラズマ耐食性を共通に評価する手法が存在しませ
んでした。
　そこで、共通測定手法として、客観的にプラズマのエッチングレートを評価できる方法を提案しました。
この手法によって、AD 法によってコーティングされたセラミック膜も含め、各種材料のプラズマ耐食性の
評価をおこなうことが可能となります。

　篠田さんは産総研入所前、米国ニューヨーク州立ストーニーブルック大学
　溶射研究センターで３年間博士研究員として滞在し、溶射法の研究を行っていました。
　海外経験において標準化活動に役立った点はありますか？

　基礎研究に関わる際にも、産業との関わりを常に意識した工学研究をすることの重要性を肌で感じること
ができました。アメリカでは、まずビジネスに繋がるポイントを確実に押さえてからその後の展開を組み立
てます。ビジネスに繋がる一つの手段として標準化が位置付けられ、産業に関わることが重視されています。
また、３年間の滞在で人脈も広がり、今回の新規提案時のロビー活動にも非常に役立ちました。語学におい
ても自信を持つことができ、今回各国との調整時は臆することなく対等な立場で交渉することができました。

　今後の標準化活動の展望は？

　まだ新規提案が通った段階なので、これからラウンドロビンテスト等を通して規格の信頼性を高めるよう
進めていく予定です。また、新しいコーティングプロセス開発においても、標準化まで見据えて取り組んで
いけるようにしたいです。

（東事業所　先進コーティング技術研究センター展示室にて）

（聞き手：国際標準化室）

に発展させることができました。 

 
―AD 法に関して標準化しようと思い立った理由は？       
 
 いくら素晴らしい技術であっても、それを客観的に評価できる仕組みがなければ機能しません。海外諸

国に手法を安価で模倣されてしまい、質が劣ったものとして扱われる可能性もあります。また、技術は社

会で広く使われてこそ価値があります。標準化することによって、AD 法という技術を客観的に評価するこ

とができ、それにより信頼性も高まり社会で安心して使われやすいものになることを期待しています。 
 
―今回新規提案した標準は、どのような内容のものでしょうか？ 
 
 半導体製造装置におけるプラズマ耐食性の評価基準の提案です。半導体製造装置ではプラズマを用い

てシリコンウェハのエッチングを行う工程がありますが、その際、プラズマによって、ウェハのみならず、チ

ャンバー内壁もエッチングされてしまい、その際に発生するパーティクルとよばれる微粒子がウェハに付

着し、製造効率が大幅に低下してしまうことが問題となっております。この対策として、チャンバーの内壁

に各種セラミックコーティングが施されていますが、それらのプラズマ耐食性を共通に評価する手法が存

在しませんでした。 
そこで、共通測定手法として、客観的にプラズマのエッチングレートを評価できる方法を提案しました。

この手法によって、AD 法によってコーティングされたセラミック膜も含め、各種材料のプラズマ耐食性の評

価をおこなうことが可能となります。 
 
―篠田さんは産総研入所前、米国ニューヨーク州立ストーニーブルック大学溶射研究センターで３年間博

士研究員として滞在し、溶射法の研究を行っていました。 
 海外経験において標準化活動に役立った点はありますか？ 
  
 基礎研究に関わる際にも、産業との関わりを常に意識した工学研究をすることの重要性を肌で感じるこ

とができました。アメリカでは、まずビジネスに繋がるポイントを確実に押さえてからその後の展開を組み

立てます。ビジネスに繋がる一つの手段として標準化が位置付けられ、産業に関わることが重視されてい

ます。また、３年間の滞在で人脈も広がり、今回の新規提案時のロビー活動にも非常に役立ちました。語

学においても自信を持つことができ、今回各国との調整時は臆することなく対等な立場で交渉することが

できました。 
 
―今後の標準化活動の展望は？ 
 
 まだ新規提案が通った段階なので、これからラウンドロビン

テスト等を通して規格の信頼性を高めるよう進めていく予定

です。また、新しいコーティングプロセス開発においても、標

準化まで見据えて取り組んでいけるようにしたいです。 
 
 
                               （東事業所 先進コーティング技術研究センター展示室にて） 
                                聞き手：国際標準化室 
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          車の加速度センサの校正 
 ―日本のガラパゴス化を防ぐ― 

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

 
野里主任研究員は ISO/TC108 (機械の振

動及び衝撃)/SC3 (振動・衝撃測定器)のエキスパートとして、ISO 16063-17 Methods for the 

calibration of vibration and shock transducers -- Part 17: Primary calibration by centrifuge

の規格作成に臼田孝プロジェクトリーダー（現計量標準総合センター研究戦略部長）らと共に

取り組み、本規格が 2016 年 5 月 30 日に発行されました。 

 

－野里さんは、学生時代から今と同じ研究分野だったのですか？ 

  

学生時代は原子物理に興味があり核融合学の研究（高エネルギープラズマの磁場閉じ込

め）をしていました。核融合発電は原子力発電(核分裂)と異なり、燃料であるウランの枯渇を

心配する必要がなく、また安全で恒久的な発電方法として魅力的であったため、やりがいを

感じて研究に取り組んでいました。専門分野としては全く異なりますが、細かい要素技術を活

かせると思い、産総研に入所しました。入所後は、計量標準における振動加速度と衝撃加速

度の研究を行っています。 

 

―野里さんの所属する NMIJ (計量標準総合センター)は日本における国家計量標準機関で

あり、「計量標準」のみならず「工業標準」にも注力しています。 

野里さんが工業標準に取り組み始めたきっかけは？ 

 

長さや時間といった「ものを測るものさし」として日々の生活に無くてはならないものが「計量

標準」であり、NMIJ はその整備管理の役割を担っています。また、一口に計量標準と言って

も、アカデミック色の強いものから工業よりなものまで幅広く存在します。「工業標準」とは、鉱

工業品の構造・品質や、設計・使用方法、用語、安全条件等の事項を、利便性・公正性・効率

化のために統一するための基準ですから、工業よりの計量標準とは相互に補完できるケース

が多いと思います。 

日本の基幹産業である自動車産業では、認証や品質管理、計測精度が近年強く求められ

ているので、自動車業界が抱える問題等に関わることが業務上多くなり、工業標準へ取り組

むことになりました。 

 

―臼田 PL や野里さんが国内企業と共に進め、今年度発行に至った ISO 16063-17 について

教えてください。 

 

自動車の衝突安全試験において加速度計測の精度は厳密に規定されていて、その計測

車の加速度センサの校正
― 日本のガラパゴス化を防ぐ ―

野里　英明　　主任研究員

計量標準総合センター
 工学計測標準研究部門
強度振動標準研究グループ

　野里主任研究員は ISO/TC108 ( 機械の振動及び衝撃 )/SC3 ( 振動・衝撃測定器 ) のエキスパートとして、
ISO 16063-17 Methods for the calibration of vibration and shock transducers -- Part 17: Primary 
calibration by centrifuge の規格作成に臼田孝プロジェクトリーダー（現計量標準総合センター研究戦略部
長）らと共に取り組み、本規格が 2016 年 5 月 30 日に発行されました。

　野里さんは、学生時代から今と同じ研究分野だったのですか？

　学生時代は原子物理に興味があり核融合学の研究（高エネルギープラズマの磁場閉じ込め）をしていまし
た。核融合発電は原子力発電 ( 核分裂 ) と異なり、燃料であるウランの枯渇を心配する必要がなく、また安
全で恒久的な発電方法として魅力的であったため、やりがいを感じて研究に取り組んでいました。専門分野
としては全く異なりますが、細かい要素技術を活かせると思い、産総研に入所しました。入所後は、計量標
準における振動加速度と衝撃加速度の研究を行っています。

　野里さんの所属する NMIJ ( 計量標準総合センター ) は日本における
　国家計量標準機関であり、「計量標準」のみならず「工業標準」にも注力しています。
　野里さんが工業標準に取り組み始めたきっかけは？

　長さや時間といった「ものを測るものさし」として日々の生活に無くてはならないものが「計量標準」で
あり、NMIJ はその整備管理の役割を担っています。また、一口に計量標準と言っても、アカデミック色の
強いものから工業よりなものまで幅広く存在します。「工業標準」とは、鉱工業品の構造・品質や、設計・
使用方法、用語、安全条件等の事項を、利便性・公正性・効率化のために統一するための基準ですから、工
業よりの計量標準とは相互に補完できるケースが多いと思います。
　日本の基幹産業である自動車産業では、認証や品質管理、計測精度が近年強く求められているので、自動
車業界が抱える問題等に関わることが業務上多くなり、工業標準へ取り組むことになりました。

　臼田 PL や野里さんが国内企業と共に進め、
　今年度発行に至った ISO 16063-17 について教えてください。

　自動車の衝突安全試験において加速度計測の精度は厳密に規定されていて、その計測信頼性を確保するた
め加速度センサの校正は必要不可欠になりつつあります。しかし、欧州や米国が採用している衝撃加速度校
正では実際の衝突試験と同様に時間変化のある加速度波形が用いられますが、遠心加速度校正では時間変化
のない定常的な加速度波形が使用されますので、両者の校正結果の整合性に疑問が生じてきます。
　日本の自動車業界は長年、この遠心加速度校正によって加速度センサの校正を行い安全性の確保に努めて
きました。しかし、近年になって、特に欧州への自動車輸出に伴う認証項目である「安全性」( 衝突安全、
予防安全など ) に対する規制が厳しくなり、衝突実験に使用するひずみゲージ式加速度センサに対して認定
された校正結果やそのトレーサビリティが強く要求されるようになったので、現状では試験結果の国際的な
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基準に対する適合性証明に支障をきたす恐れがでてきました。
　そこで、加速度センサのメーカーや自動車会社等と連携し、日本の採用する遠心加速度校正が、欧州・米
国が採用する衝撃加速度校正と同等性を持つことを、ラウンドロビンテストを通じて実証し、その結果を
ISO 16063-17 として規格の作成を行いました。

　国際標準化活動について感じた長所と短所は？

　学会では技術的な内容しか出てきませんが、ISO の会議では技術内容のみならず各々の国内企業や利害関
係者の実情を熟考し他国と交渉する必要があります。そういった違いは非常に面白く感じました。また、過
去の留学時や学会時の知り合いが多くいたため、ISO の会議では人脈を活かして議論を進めることができま
した。
　短所としては、やはり標準化は交渉を中心として時間と労力を要します。アカデミックな面にしか興味が
無ければ標準化活動はあまり向いていないと言えます。しかし、産業の安全性を確保したいなどの高い意識
があれば、標準化活動はとてもやりがいがあります。

　今後の標準化活動の展望があれば教えてください。

　必要に応じて、産業界のメリットになるよう企業のサポートを続けていきたいです。今後も民間企業の声
を傾聴し、認証・校正の両面から国内企業の国際展開を支援していくつもりです。
　【参考】http://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2016/nr20160906/nr20160906.html

（第三事業所 1 号館展示ロビーにて）

（聞き手：国際標準化室）

信頼性を確保するため加速度センサの校正は必要不可欠になりつつあります。しかし、欧州

や米国が採用している衝撃加速度校正では実際の衝突試験と同様に時間変化のある加速

度波形が用いられますが、遠心加速度校正では時間変化のない定常的な加速度波形が使

用されますので、両者の校正結果の整合性に疑問が生じてきます。 

日本の自動車業界は長年、この遠心加速度校正によって加速度センサの校正を行い安全性

の確保に努めてきました。しかし、近年になって、特に欧州への自動車輸出に伴う認証項目

である「安全性」(衝突安全、予防安全など)に対する規制が厳しくなり、衝突実験に使用する

ひずみゲージ式加速度センサに対して認定された校正結果やそのトレーサビリティが強く要

求されるようになったので、現状では試験結果の国際的な基準に対する適合性証明に支障

をきたす恐れがでてきました。 

そこで、加速度センサのメーカーや自動車会社等

と連携し、日本の採用する遠心加速度校正が、欧州・

米国が採用する衝撃加速度校正と同等性を持つこと

を、ラウンドロビンテストを通じて実証し、その結果を

ISO 16063-17 として規格の作成を行いました。 

 

―国際標準化活動について感じた長所と短所は？ 

 

 学会では技術的な内容しか出てきませんが、ISO の会議では技術内容のみならず各々の

国内企業や利害関係者の実情を熟考し他国と交渉する必要があります。そういった違いは

非常に面白く感じました。また、過去の留学時や学会時の知り合いが多くいたため、ISO の会

議では人脈を活かして議論を進めることができました。 

短所としては、やはり標準化は交渉を中心として時間と労力を要します。アカデミックな面に

しか興味が無ければ標準化活動はあまり向いていないと言えます。しかし、産業の安全性を

確保したいなどの高い意識があれば、標準化活動はとてもやりがいがあります。 

 

―今後の標準化活動の展望があれば教えてください。 

 

 必要に応じて、産業界のメリットになるよう企業のサポートを続けていきたいです。今後も民

間企業の声を傾聴し、認証・校正の両面から国内企業の国際展開を支援していくつもりで

す。 

【参考】http://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2016/nr20160906/nr20160906.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（第三事業所 1 号館展示ロビーにて） 

                   聞き手：国際標準化室 

信頼性を確保するため加速度センサの校正は必要不可欠になりつつあります。しかし、欧州

や米国が採用している衝撃加速度校正では実際の衝突試験と同様に時間変化のある加速

度波形が用いられますが、遠心加速度校正では時間変化のない定常的な加速度波形が使

用されますので、両者の校正結果の整合性に疑問が生じてきます。 

日本の自動車業界は長年、この遠心加速度校正によって加速度センサの校正を行い安全性

の確保に努めてきました。しかし、近年になって、特に欧州への自動車輸出に伴う認証項目

である「安全性」(衝突安全、予防安全など)に対する規制が厳しくなり、衝突実験に使用する

ひずみゲージ式加速度センサに対して認定された校正結果やそのトレーサビリティが強く要

求されるようになったので、現状では試験結果の国際的な基準に対する適合性証明に支障

をきたす恐れがでてきました。 

そこで、加速度センサのメーカーや自動車会社等

と連携し、日本の採用する遠心加速度校正が、欧州・

米国が採用する衝撃加速度校正と同等性を持つこと

を、ラウンドロビンテストを通じて実証し、その結果を

ISO 16063-17 として規格の作成を行いました。 

 

―国際標準化活動について感じた長所と短所は？ 

 

 学会では技術的な内容しか出てきませんが、ISO の会議では技術内容のみならず各々の

国内企業や利害関係者の実情を熟考し他国と交渉する必要があります。そういった違いは

非常に面白く感じました。また、過去の留学時や学会時の知り合いが多くいたため、ISO の会

議では人脈を活かして議論を進めることができました。 

短所としては、やはり標準化は交渉を中心として時間と労力を要します。アカデミックな面に

しか興味が無ければ標準化活動はあまり向いていないと言えます。しかし、産業の安全性を

確保したいなどの高い意識があれば、標準化活動はとてもやりがいがあります。 

 

―今後の標準化活動の展望があれば教えてください。 

 

 必要に応じて、産業界のメリットになるよう企業のサポートを続けていきたいです。今後も民

間企業の声を傾聴し、認証・校正の両面から国内企業の国際展開を支援していくつもりで

す。 

【参考】http://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2016/nr20160906/nr20160906.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（第三事業所 1 号館展示ロビーにて） 

                   聞き手：国際標準化室 
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