Ⅳ．産総研の取り組む標準化プロジェクト

Ⅳ．１
経済産業省
工業標準化推進事業
経済産業省
工業標準化推進事業
１．事業概要、目的

(1)戦略的な国際標準化への対応と認証基盤の強化
(1-1)戦略的国際標準化加速事業
標準化の戦略的な推進は、新しい技術や優れた製品の速やかな普及を通じ、新市場の創造や我
が国産業の競争力強化に直結することを目的に、経済産業省がテーマ選定、実施者の公募・選定
を行い、産総研に委託して実施している事業です。
本事業では、中小・中堅企業をはじめとする我が国発の技術や製品の国際標準化に関する実証
データ・関連技術情報を収集し、国際標準原案の開発・提案や、その過程で得られた知見をもと
に普及を見据えた試験・認証基盤の構築等を実施します。
(1-2)省エネルギー等国際標準化・普及基盤事業
我が国発の省エネ等に関する国際標準が、新興国等諸外国で広く活用されることによって、省
エネや温暖化対策に貢献するとともに、我が国発の省エネ製品等の市場創造・拡大を促進するこ
とを目的に経済産業省が産総研に委託し実施します。
本事業では、省エネ等に資する製品やシステムなど我が国が強みを有する分野で、国際標準化
に関する実証データ・関連技術情報を収集し、国際標準原案の開発・提案や、その過程で得られ
た知見をもとに普及を見据えた試験・認証基盤の構築等を実施します。

(2)高機能JIS等整備事業
上記同様、経済産業省が産総研に委託して行っている事業であり、我が国の製造業が強みを持
つ高機能材料や製品などの差別化や更なる技術レベルの向上を目指すため、ミニマム標準よりも
高いレベルの性能・特性を等級別に盛り込んだJIS（高機能JIS）の開発を行います。
また、既存の業界団体の枠を超えた融合技術や先端技術などによって新市場創造・拡大に資す
るJISの開発を行います。
さらに、消費者保護、高齢者・障害者配慮など社会ニーズが高く安全・安心な社会形成等に資
するJISの開発を行います。
２．事業予算規模
平成２２年度：約

６百万円

（３テーマ）

平成２３年度：約 ７４百万円

（１３テーマ）

平成２４年度：約１１２百万円

（１１テーマ）

平成２５年度：約 ７０百万円

（６テーマ）

平成２６年度：約２３０百万円

（９テーマ）

平成２７年度：約２６２百万円

（１９テーマ）

平成２８年度：約３２３百万円

（２４テーマ）
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経済産業省

工業標準化推進事業テーマ一覧

経済産業省 工業標準化推進事業テーマ一覧
№

1

2

研究担当者
氏
名

研究期間

野田 尚宏
関口 勇地
松倉 智子
佐々木 章
高津 章子
藤井 紳一郎
柴山 祥枝

H26～28

情報技術研究部門

寳木 和夫
山田 朝彦
大塚 玲
大木 哲史

H26～28

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
情報・人間工学
生命工学
（（公財）共用品推進機構）

人間情報研究部門
情報・人間工学領域研究戦略部
バイオメディカル研究部門
健康工学研究部門

持丸 正明
倉片 憲治
伊藤 納奈
佐藤 洋
大山 潤爾
関 喜一
佐川 賢
横井 孝志
田村 繁治
茂里 康

H26～28

ファインバブル技術に関する国際標準化・普及基盤構築
材料・化学

中部センター
構造材料研究部門
イノベーション推進本部

兼松 渉
綾 信博

H26～28

エレクトロニクス・製
造

ナノ材料研究部門

堀内 伸
宮前 孝

H26～28

エネルギー・環境

再生可能エネルギー研究セン
ター

大谷 謙仁

H26～28

エレクトロニクス・製
造

製造技術研究部門

松田 直樹

H26～28

エネルギー・環境

先進パワーエレクトロニクス研究
センター

先崎 純寿

H27～29

研究テーマ名

領域名

標準物質を用いた臨床検査機器の測定妥当性評価に関す
生命工学
る国際標準化・普及基盤構築
計量標準総合セン
ター
((特非)バイオチップコンソーシアム）

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

情報・人間工学

研究ユニット名

バイオメディカル研究部門
物質計測標準研究部門

（（一社）日本自動認識システム協会、（株）OKIソフトウェア）

3

4
（（一社）ファインバブル産業会）

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
5
（日本プラスチック工業連盟）

6

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
（（一財）電気安全環境研究所）
大口径マルチモード光ファイバ・コネクタ及びその通信性能
に関する国際標準化・普及基盤構築

7
（（一財）光産業技術振興協会、宇都宮大学、（株）豊田中央
研究所）
8

SiCエピ／ウェハに関する国際標準化

9

生活支援移動ロボットの非接触センシング技術に関する国
際標準化
情報・人間工学
（（一社）日本ロボット工業会）

ロボットイノベーション研究セン
ター
知能システム研究部門

角 保志
中坊 嘉宏
藤原 清司
金 奉根

H27～29

10

手術ロボットに関する国際標準化

生命工学

健康工学研究部門

鎮西 清行
鷲尾 利克
小関 義彦

H28

11

再生医療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 生命工学
国際標準化

健康工学研究部門

廣瀬 志弘

H27～29

材料・化学領域研究戦略部
イノベーション推進本部

平田 悟史
小島 鋭士

H27～29

セルロースナノファイバーに関する国際標準化
材料・化学

12
(東京大学、紙パルプ技術協会）
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№

13

研究テーマ名

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

ナノ材料のサイズ分布測定法に関する国際標準化
14
((一社)ナノテクノロジービジネス推進協議会）

研究担当者
氏
名

研究期間

山本 典孝
小笹 健仁
鎌田 俊英

H27～29

計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門
分析計測標準研究部門
計量標準総合センター

熊谷 和博
山本 和弘
加藤 晴久
竹歳 尚之
藤本 俊幸
田中 充

H27～29

情報・人間工学

人間情報研究部門

氏家 弘裕
渡邊 洋

H27～29

領域名

研究ユニット名

エレクトロニクス・ フレキシブルエレクトロニクス研究
製造
センター

電子映像観視中の映像酔い軽減に関する国際標準化
15
((一社）電子情報技術産業協会)

16

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

エレクトロニクス・
ナノエレクトロニクス研究部門
製造
太陽光発電研究センター
エネルギー・環境

秋永 広幸
吉田 郵司
島久

H28～30

17

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

計量標準総合セン
ター

堀部 雅弘
岸川 諒子

H28～30

加納 誠介
増井 慶次郎
芦田 極
近藤 伸亮
古川 慈之
松本 光崇
安藤 慶昭
中坊 嘉宏
花井 亮
大岩 寛

H28～30

谷川 民生
小島 一浩
関山 守

H28～30

高辻 利之
寺尾 吉哉
小谷野 泰宏
森岡 敏博

H28～30

18

スマートマニュファクチャリングに関する国際標準
化・普及基盤構築
（富士通㈱）

19

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

物理計測標準研究部門

製造技術研究部門
エレクトロニクス・
ロボットイノベーション研究セ
製造
ンター
情報・人間工学
情報技術研究部門

情報・人間工学

知能システム研究部門

計量標準総合セン
ター

工学計測研究部門

（㈱ミサワホーム総合研究所）
水素燃料計量システム等に関する国際標準化
20
（(一社)日本計量機器工業連合会）

21

発光株化培養細胞の保存管理法に関する国際標準化

生命工学
計量標準総合セン
ター

健康工学研究部門
バイオメディカル研究部門
物理計測標準研究部門

中島
野田
松倉
丹羽
堀江

芳浩
尚宏
智子
一樹
祐範

H28～30

*（）内は共同実施者
高機能JIS等整備事業

№

22

23

研究テーマ名

アクセシブルデザイン(AD)に関するJIS開発

床面・路面ライティングに関するJIS開発

領域名

情報・人間工学

研究ユニット名

人間情報研究部門

（日本火薬工業会、（公社）全国火薬類保安協会）

研究期間

持丸 正明
倉片 憲治
伊藤 納奈
大山 潤爾
佐川 賢
横井 孝志

H26～28

H28

Ｈ28～29

情報・人間工学

人間情報研究部門

持丸 正明
倉片 憲治
伊藤 納奈
氏家 弘裕
渡邊 洋

エネルギー・環境

安全科学研究部門

岡田 賢
松永 猛裕
秋吉 美也子
薄葉 州

火薬類の安定度試験に関するJIS開発
24

研究担当者
氏
名

*（）内は共同実施者
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METI-1

研究期間(H26～28fy)

標準物質を用いた臨床検査機器の測定妥当性評価に関する
国際標準化・普及基盤構築
Standardization and quality control for clinical testing devices
by using nucleic acids standards

[研究代表者：バイオメディカル研究部門 バイオアナリティカル研究グループ 野田 尚宏 Naohiro NODA]
[共同研究者：バイオメディカル研究部門 先進バイオ計測研究グループ 関口 勇地 Yuji SEKIGUCHI,
バイオアナリティカル研究グループ 松倉 智子 Satoko MATSUKURA, 佐々木 章 Akira SASAKI
物質計測標準研究部門 高津 章子 Akiko TAKATSU, バイオメディカル標準研究グループ
藤井 紳一郎 Shin-ichiro FUJII, 柴山 祥枝 Sachie SHIBAYAMA]
①標準化研究概要／Abstract
本事業では標準物質の開発等を通したバイオチップ等臨床検査機器データの信頼性・再現性の確保を目的とし、
バイオチップの測定の妥当性評価保証における国際標準化を目指す。その目的のため、核酸標準物質によるヒト
由来試料の管理からバイオチップによる測定までのデータ測定妥当性を保証するプロセスを確立する。
The purposes of this study are 1) the development of nucleic acids standards and 2) the establishment of
the methods for quality control for diagnostic testing such as biochip analysis. The developed nucleic acids
standards are used for quality control of the diagnostic molecular testing and its whole processes such as
sample preparation, nucleic acids extraction, detection/quantification, and data analysis.
②標準化の社会的インパクト／Social Impacts
核酸標準物質の頒布体制が整い、バイオチップ等のデータ測定妥当性を保証する標準原案ができれば、病院
や臨床検査センターにおけるデータの質が高まることが期待される。
The developed nucleic acids standards can contribute to the quality control of the data from the diagnostic
molecular testing.
③標準原案名（仮称）／Title(s) of standards to be proposed
遺伝子関連検査における多項目分子学的解析の一般的要求事項と定義（仮）／ － General requirements and
definitions of genetic testing for multiplex molecular analysis
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer
未定／Undecided
⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC276 (バイオテクノロジー）/WG3（分析化学）、ドイツ、（一社）再生医療イノベーションフォーラム
ISO/TC276 (Biotechnology)/WG3 (Analytical Methods), Germany, Forum for Innovative Regenerative
Medicine
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standard(s)
国内標準(JIS)提案予定：未定／JIS Proposal: Undecided
国際標準(ISO) 提案予定：平成28年度、発行予定：未定／ISO Proposal: FY2016, Issue: Undecided

Clinical samples
Nucleic acids
standards

DNA/RNA extraction

The establishment of the
methods for quality control
for diagnostic testing

Gene detection/quantification
(Biochip, Massive parallel sequencing, qPCR)

Data analysis
Standardization and quality control for clinical testing devices by using nuclic adicds standards
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METI－2

研究期間(H26～28fy）

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

Foundation and International Standardization of Security Evaluation for Biometrics
for Contribution to Cloud Security
[研究代表者：情報技術研究部門 寳木 和夫 Kazuo TAKARAGI
[共同研究者：情報技術研究部門 高機能暗号研究グループ 山田 朝彦 Asahiko YAMADA,
大塚 玲 Akira OTSUKA, 大木 哲史 Tetsushi OHKI

]
]

①標準化研究概要／Abstract
バイオメトリクス認証は、本人でなければ認証されない特性から、出入国管理や金融分野で使われている。しか
し、安全性が限界に達していると言われているID・パスワードのようには普及していない。その一つの要因は、バ
イオメトリクス製品の客観的なセキュリティ評価がなされていないことにあると考えられる。既に、CC（Common
Criteria, ISO/IEC 15408）に基づく指紋認証製品のPP（Protection Profile. CCにおけるセキュリティ要件定義書）
が作成され、このPPに基づきフランスMorphoがCC製品認証を取得している。一方、指紋以外の認証製品ベン
ダーにとっては、その製品に対してCC認証を取得するのは容易ではない。本プロジェクトでは、指紋以外の認証
製品にも適用できるPPを開発し、ISO/IEC JTC 1/SC 27及びSC 37の国際標準に反映させる。これにより、該製
品のCC認証取得を促進させる効果を得ることを狙う。
Biometric authentication has advantages such as only the real registered users are authenticated but is not
widely used yet as ID/password. A major reason for this is that objective security evaluations have not been
done sufficiently in biometrics. But a Protection Profile (PP, a security requirements conformant to
Common Criteria (CC, ISO/IEC 15408)) for fingerprint products has been certified and a fingerprint product
from Morpho, one of the world biggest fingerprint vendor in France, is certified conformant to the PP. On
the other side, for vendors which sell excellent products of other modalities such as iris and vein, it is not
easy to get their products CC certified. In this project, a PP which will facilitate the CC certification of
biometric products is to be developed. The result of this project will be reflected to the International
Standards of ISO//IEC JTC 1/SC 27 and SC 37.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
客観的セキュリティ評価が加わることで、バイオメトリクス製品購入の選択基準がより妥当なものとなる。
Criteria of choosing biometric products will become appropriate including the objective security evaluation.
③標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
A) ISO/IEC 19989-1 Criteria and methodology for security evaluation of biometric systems - Part 1:
Framework, 19989-2 Part 2: Biometric recognition performance, 19989-3 Part 3: Presentation attack
detection
B) ISO/IEC 30107-3 Biometric Presentation attack detection – Part 3: Testing and reporting
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer

無し

⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
A) 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)、ドイツ、情報処
理学会情報規格調査会（ITSCJ)
B) ISO/IEC/JTC1 (情報技術)/SC37 (バイオメトリクス)/WG3(バイオメトリクスの交換方式）、アメリカ、ITSCJ
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standard(s)
A)国際標準(ISO/IEC)提案：平成26-28年度、発行予定：平成31年度／ISO/IEC Proposed: FY2014-2016,
Issue:FY2019
B)国際標準(ISO/IEC)提案：平成25年度、発行予定：平成28年度／ISO/IECProposed: FY2013, Issue: FY2017
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METI-03

研究期間(H26～28ｆｙ)

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
Standardization of Accessible-Design (AD) Technology
and Certification of AD Products

[研究代表者：人間情報研究部門 持丸 正明 Masaaki MOCHIMARU ]
[共同研究者：人間情報研究部門 倉片 憲治 Kenji KURAKATA, 伊藤 納奈 Nana ITOH,
大山 潤爾 Junji OHYAMA, 情報・人間工学領域研究戦略部 佐藤 洋 Hiroshi SATO,
関 喜一 Yoshikazu SEKI, 佐川 賢 Ken SAGAWA, 横井 孝志 Takashi YOKOI,
バイオメディカル研究部門 田村 繁治 Shigeharu TAMURA, 健康工学研究部門 茂里 康 Yasushi SHIGERI ]
①標準化研究概要／Abstract
本事業は、アクセシブルデザイン（ＡＤ）を志向した製品に関わる国際規格原案を作成・提案し、AD適合性評価制
度を整備することを目的とする。ISO/TR 22411に記載される高齢者・障害者の感覚・身体特性データに基づき、
製品等の種類によらず共通して適用可能な「共通基盤規格」をISO/TC 159（人間工学）に提案する。製品等のＡＤ
化に共通して必要となるデザイン要素を規定した「デザイン要素規格」をISO/TC 173（福祉用具）に提案する。
This project aims at establishing International Standards on accessible-design (AD) technology and
developing a conformity assessment system of AD products. Common basic standards, which are based
on the human-ability data in ISO/TR 22411 and applicable to products across categories, are proposed to
ISO/TC 159 (Ergonomics). Design-element standards are proposed to ISO/TC 173 (Assistive Products).
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
認証制度を通した高齢者・障害者対応製品の普及及び海外市場の拡大
Spread of accessible-design products to the international market through conformity assessment system
③標準原案名（仮称）／Titles of standards to be proposed
消費生活用製品の音声案内、報知光、色の組合せ方法、最小可読文字サイズ、触知図形、公共空間の音案内他
Voice guides for consumer products, indicator lamps (LED’s) on consumer products, colour combinations,
minimum legible font size, tactile symbols and letters, auditory guiding signals in public facilities, etc.
④日本工業標準調査会(JISC)提案先、日本工業規格(JIS)共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer
JISC 高齢者・障害者支援専門委員会、（公財）共用品推進機構
JISC TC on Support for Aged and Disabled People, The Accessible Design Foundation of Japan
⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC159（人間工学）、ドイツ、（一社）日本人間工学会／ISO/TC159 (Ergonomics), Germany, JENC
ISO/TC173（福祉用具）、スウェーデン、日本福祉用具・生活支援用具協会／ISO/TC173 (Assistive Products),
Sweden, JASPA
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standards
国際標準(ISO)提案：平成28年度、発行予定：平成31年度／ISO Proposed: FY2016, Issue: FY2019
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研究期間(H26～28fy)

METI-04

ファインバブル技術に関する国際標準化・普及基盤構築

International standardization and building install base for fine bubble technology
[研究代表者：中部センター （兼）構造材料研究部門
[共同研究者：イノベーション推進本部

兼松 渉 Wataru KANEMATSU ]
綾 信博 Nobuhiro AYA ]

①標準化研究概要／Abstract
本事業は、ファインバブル技術の健全な市場の成長を支援するため、当該技術の国際規格策定と製品認証体
制構築に向けた基盤整備を目指すものである。その中で産総研は、規格策定の基礎データとなるファインバブル
の生成消滅・安定化挙動、計測手法、機能評価手法に関するデータの収集分析を行うとともに、規格提案の主体
となるファインバブル産業会と連携しながら専門委員会TC281における規格案の審議を進める。また、海外の専門
家によるファインバブル技術への理解を得るため、学術雑誌、国際学会等での研究成果の発信を積極的に行う。
／This project has been started to support the healthy formation and development of the “Fine Bubble”
technology by the standardization of the technology and the infrastructure development for product
certification system. AIST plays a role in acquisition and analysis of data for generation, disappearance and
stabilization of bubble, and the development of measurement and function evaluation methods. In
association with Fine Bubble Industries Association(FBIA) which takes a major role in standardization
activity, AIST also advances deliberations in the ISO technical committee(TC281). Researchers in AIST are
going to publish their findings to scientific journals and/or international conferences to give a deeper
understanding of the Fine Bubble to experts abroad.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
標準化によって各種技術分野（植物工場、排水処理、洗浄等）への普及が進み、省エネルギー及び環境負荷軽減
が期待される。／The standardization is expected to promote the widespread use of the fine bubble
technology to various industry(plant factory, effluent treatment, cleaning system, etc.), resulting in energy
conservation and reduction of environmental burdens.
③標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
ISO/DIS 20480-1 Fine bubble technology - General principles for usage and measurement of Fine Bubble Part 1: Terminology (ファインバブル技術 - ファインバブルの使用と計測に関する一般原則 -パート１：用語)
ISO/PWI 20298-1 Fine bubble technology - Sampling and sample preparation - Part 1: Ultrafine bubble
(ファインバブル技術 - サンプリング及び試料調製 - パート１：ウルトラファインバブル)
ISO/PWI 20300 Fine bubble technology -- Measurement technique matrix for the characterisation of fine
bubbles (ファインバブル技術 - ファインバブルの性状評価のための測定技術マトリックス)
ISO/PWI 21255 Fine bubble technology - Storage and transportation of ultrafine bubble dispersions
(ファインバブル技術 - ウルトラファインバブル分散液の保存と輸送)
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer 未定
⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC281（ファインバブル技術）、日本、ファインバブル産業会(FBIA)
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standard(s)
国際標準(ISO)提案：平成26年度、発行予定：平成29年度
国際標準(ISO)提案予定：その他10件を予定（提案主体はファインバブル産業会）
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METI－05

研究期間(H26～28fy)

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

International Standardization on test methods to evaluate the joint performance
of structures made from plastics and metals
[研究代表者：ナノ材料研究部門 電子顕微鏡グループ 堀内 伸 Shin HORIUCHI]
[共同研究者：ナノ材料研究部門 ナノ界面計測グループ 宮前 孝 Takashi MIYAMAE]
①標準化研究概要／Abstract
近年国内メーカーを中心に、金属と樹脂およびCFRP部品の一体化成型の革新的技術が開発され、従来の接着
剤や溶着などに比べ極めて高い金属と樹脂の接合強度が得られるようになってきている。本事業では、日本発の
技術である「樹脂—金属」及び「金属—CFRP（CFRTP）」異種材料複合体の特性評価試験方法の国際標準化を
行い、省エネルギー技術の強化を図っていくことを目的とする。
Several companies have been developing novel metal/plastic and metal/CFRP joint technologies. Those
can produce extremely high joint strength that cannot be evaluated by the conventional methods for
adhesion strength measurements. The aim of this project is to propose new standards for the evaluation of
high adhesion performance for plastic-metal joints.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
接合特性や耐久性の評価方法が確立されることにより、本技術の自動車部品や電子部品への応用、省エネル
ギーへの貢献に繋がる。
Establishment of Joint performance and durability measurements brings about application of the
technologies to automobile and electronic components, and energy savings.
③標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
樹脂－金属 異種材料複合体の特性評価試験方法
Plastics — Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer
未定、日本プラスチック工業連盟
Undecided, Japan Plastics Industry Federation (JPIF)
⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC61 (プラスチック）/SC11 (製品）/WG5 (高分子接着剤)、日本、日本プラスチック工業連盟
ISO/TC61 (Plastics)/SC11 (Products)/WG5(Polymeric Adhesives), Japan, JPIF
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standard(s)
国内標準(JIS)提案予定：平成28年度以降、発行予定：未定／JIS Proposal: FY 2016-, Issue: Undecided
国際標準(ISO)提案：平成25年度、発行：平成27年度／ISO Proposed: FY2013, Issued: FY2015

高接合強度である為、接着の試験規格（例ＩＳＯ１７１９４）では
接合強度測定出来ない

接合部以外で
樹脂破断

引張試験
国際標準化により樹脂－金属異種材料複合体の定量的・客観的特性評価可能となる
自動車や航空機への普及・・・燃費向上による環境負荷低減に寄与
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METI－06

研究期間(H26～28fy)

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
Development of the international standards and the platform
for testing large-scale grid-connected inverters

[研究代表者：再生可能エネルギー研究センター エネルギーネットワークチーム 大谷 謙仁 Kenji OTANI]
①標準化研究概要／Abstract
大規模分散電源用の大型パワーコンディショナにおいて、大規模分散電源として数多くのサイトでの普及が期待
されている太陽光発電用の大型パワーコンディショナについて、高性能なパワーコンディショナを普及させ、世界
規模でその電力変換効率を向上させ省エネルギーの推進に資するため、国際標準開発と普及基盤構築を行う。
特に、LVRT（瞬時電圧低下時運転継続機能）を始めとする系統連系試験、電磁両立性（EMC）試験、発電性能・
信頼性評価試験の国際標準化を達成する。
This research aims to develop the international standards and the platform for the large introduction of
advanced grid-connected inverters for solar photovoltaic systems in order to improve their total efficiency of
energy conversion. The main issues on the international standardization of testing in this research are
LVRT (low voltage ride through), EMC (Electromagnetic Compatibility), performance and long-term
reliability.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
太陽光発電の電力系統への大規模導入には、パワーコンディショナのより柔軟かつ系統支援機能が求められて
いる。この事業の標準化によって、太陽光発電の大量導入を安心して迎えられる。
In order to realize high penetration of solar photovoltaic power (PV) systems into grids, the role of the
Power Conditioning Systems (PCS) are expanding into more flexible and grid-supportive functions.
Standards completed in this program would help the large introduction of PV systems with security.
③標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
IEC/TS 62910: Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure for low voltage ride-through
measurements
IEC 62920: EMC requirements and test methods for grid connected power converters applying to
photovoltaic power generating systems 等
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer 未定
⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
IEC/TC82 (太陽光発電システム）/WG3 (システム）, WG6（システムバランス）、アメリカ、（一社）日本電機工業会
IEC/TC82 (Solar photovoltaic energy systems)/WG3 (Systems),WG 6(Balance-of-system), America,JEMA
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standard(s)
IEC/TS 62910発行：平成27年度／IEC TS issued: FY2015
IEC 62920：審議中、発行予定：平成29年度／IEC under deliberation, IEC Proposal: FY2017

大型パワーコンディショナの性能試験における現在および将来に必要な国際標準領域／
Existing and expected scopes of international standard for large-scale PV inverters.
新たな規格の領域
Frontier of expected standards
これらの規格自体もニーズを
踏まえて詳細化・高度化
Refinement and sophistication
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METI－07

研究期間(H26～28fy)

大口径マルチモード光ファイバ・コネクタ及びその通信性能に関する
国際標準化・普及基盤構築

International standardization and dissemination project for high-speed
communication network performance over large core multimode optical fiber
[研究代表者：製造技術研究部門 生物化学プロセス研究グループ 松田 直樹 Naoki MATSUDA ]

①標準化研究概要／Abstract
自動運転の実用化を前に光ネットワーク通信の車載応用に際して超高信頼性を確保しながら低価格化を実現す
る事が必要不可欠なため、シングルモード光ファイバではなく大口径のマルチモード光ファイバ（MMF）とMMFに
合わせた各デバイス利用が想定され、それに伴う国際規格制定が望まれている。本事業では、光産業技術振興
協会、宇都宮大学、豊田中央研究所等と協力し、車載用光部品の汎用化、低価格化を目指し、ネットワーク評価
やシステム性能評価を行い、MMFを利用する自動車内の情報伝達配線車載LANに関する国際規格と実証システ
ム開発を行う。また本事業で開発されるIEC、IEEE、ISO等の国際規格をベースとした認証体制構築を検討する。
In this project, AIST measures the optical properties of both multi-mode optical fibers (MMF) and imitation
device composed of MMF and optical devices under the cooperation with Industry and Technology
Development Association (OITDA), Utsunomiya University, Toyota Central Research R&D Labs., INC. and
other participating organizations.
The purpose is to obtain data for supporting the submission to
international standards protocols and technical reports including IEC, IEEE and ISO. The final goal is to
construct the certification system treating automobile components and systems.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
システム性能評価方法等の国際規格化により、車載用光ネットワーク通信システムの普及と低価格化が可能と
なり、自動車の軽量化・省エネ化に資する。
Standardization of system performance assessment will spread in-vehicle optical network communication
system and reduce its price, contributing to weight decrease and energy savings of automobiles.
③標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
EAF(Encircled Angular Flux)法を用いるMMF損失評価方法Iの規定等／Measurement protocol of optical loss
through MMF and some other devices with EAF method et al
④日本工業標準調査会(JISC)提案先、日本工業規格(JIS)共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer 未定
⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
IEEE(米国電気電子学会、アメリカ合衆国）/802.3 （イーサネットWG)、マルチGbpsイーサネット規格提案検討中
ISO21111提案中
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standard(s)
未定
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METI-08

研究期間(H27～29fy)

SiCエピ／ウエハに関する国際標準化

Standardization of evaluation methods for silicon carbide bulk and epitaxial wafers
[研究代表者：先進パワーエレクトロニクス研究センター パワーデバイス基礎チーム 先﨑 純寿 Junji SENZAKI]
①標準化研究概要／Abstract
近年のSiCパワーデバイス研究開発の進展により、その実用化及び産業化がグローバルな規模で加速している。
しかし、SiCウエハの形状に関するコンソーシアム標準以外には公的な仕様・規格は無く、用語も統一されていな
い。そのため、ウエハ評価法及び評価項目（仕様）がベンダー毎に異なる。本事業では、SiCウエハに関する国際
標準化の制定を最終目的としており、その第1段階として、SiCウエハ評価法及び用語の規格化を目指す。
By the development of the silicon carbide (SiC) power devices in recent years, their practical use and
industrialization are accelerating globally. However, there are not a public specification and a standard
about the SiC wafers except its dimensions, and the associated terms also aren't unified. Therefore, the
evaluation method and item ( the wafer specification ) for the SiC wafers are different between vendor
products. In this project, a final purpose is to establish an international standard about the SiC wafers, and
as the 1st step, it aims at standardizing the evaluation method and term for SiC wafers.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
SiCウェハの評価方法を標準化し、安価粗悪品質のエピウェハに対する健全な参入障壁を構築しつつ、ウェハの
低価格化・量産化・高品質化を加速し、次世代パワーデバイス応用の早期実現を促す。
Authentic mass commercialization of high-quality SiC wafer is accelerated by international standardization,
resulting in early realization of next-generation power device applications.
③標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
SiCウェハの結晶欠陥の非破壊検査方法 Part 1~3／Non-destructive recognition criteria of defects in silicon
carbide homoepitaxial wafer for power devices Part 1~3
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer
未定／Undecided
⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
IEC/TC47 (半導体デバイス)、韓国、（一社）電子情報技術産業協会
IEC/TC47 (Semiconductor devices), Korea, JEITA
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standard(s)
国際標準（IEC）提案予定： 平成27年度（Part 1）、平成28年度（Part 2）、平成29年度（Part 3）
／IEC Proposal: FY2015（Part 1）, FY2016(Part 2), FY2017(Part 3)
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METI－09

研究期間(H27～29ｆｙ）

生活支援移動ロボットの非接触センシング技術に関する国際標準化
Non-contact sensing of mobile personal care robots

[研究代表者： ロボットイノベーション研究センター ディペンダブルシステム研究チーム 角 保志 Yasushi SUMI]
[共同研究者：同上 中坊 嘉宏 Yoshihiro NAKABO, 藤原 清司 Kiyoshi FUJIWARA]
[共同研究者：知能システム研究部門 スマートコミュニケーション研究グループ 金 奉根 Bong-Keun KIM]
① 標準化研究概要／Abstract
本研究は、ISO13482で規定される生活支援ロボットの中で、移動ロボットに関する非接触センシング技術の試
験方法に関する国際標準化を行うことを目的とする。具体的には、移動ロボットに接近する人の運動ベクトルを検
出する対人運動検知性能試験と、屋外での使用を想定した環境及び路面の変化に対する耐外乱試験の国際標
準案作成、及び国際標準化機関への提案を行う。
This research aims at carrying out the international standardization of the non-contact sensing
technologies related to the mobile robot, one of the personal care robots defined under ISO13482.
Specifically, the performance test about human motion detection calculating the motion vectors of human
approaching to the mobile robot and the robustness test about the condition changes of outdoor
environment and road surface are proposed.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
生活支援移動ロボットの対人運動検知技術に関する規格ができることにより、ロボットの移動に関する安全方策
の指針が確立される。また、屋外における環境や路面の変化が検知できるようになると、生活支援ロボットの活躍
の場が広がり、経済社会へのインパクトが大きい。
The standard about the human motion detection technology enables the safety guideline of the robot
movement. And if the changes of outdoor environment and road surface are detected, the personal care
robots can be widely used and it has great effect on the economic society.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
生活支援移動ロボットの非接触センシング技術（仮称） ／ Requirements for non-contact sensing of mobile
personal care robots (Tentative)
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
予定なし／No plan at present
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
未定／Undecided
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
未定／Undecided

対人運動検知性能

耐外乱性能

生活支援移動ロボットに求められる非接触センシング技術
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METI-10

研究期間(H28ｆｙ）

手術ロボットに関する国際標準化

Standardization of medical robot for surgery
[研究代表者：健康工学研究部門 鎮西 清行 Kiyoyuki CHINZEI
]
[共同研究者：健康工学研究部門 セラノスティックデバイス研究グループ 鷲尾 利克 Toshikatsu WASHIO,
小関 義彦 Yoshihiko KOSEKI ]
① 標準化研究概要／Abstract
いわゆる手術用ロボット（放射線治療器を除く）に関する個別安全性規格につき、調査を行う。内視鏡手術、画像
誘導手術等への手術ロボットの応用と製品化が進んでいることから、これらの手術ロボットの安全性等に関する国
際標準化につき調査を行う。
IEC/TC 62/SC 62A/とISO/TC 299/JWG 9で医用電気機器の自律性に関するTR (IEC 60601-4-1 TR MEE and
MES employing a degree of autonomy) 策定を進めており、同JWGを母体としてIEC 同SC 62DとISO TC299で
の手術ロボット個別規格の策定が開始されている。またIEEE等の学会主導の規格化の動きが存在する。
We investigate to develop a particular safety standard on medical robots for surgery to streamline the
expanding applications of surgical robots. A joint working group is organized as the consequence of
another joint collaboration of IEC 60601-4-1 TR MEE and MES employing a degree of autonomy.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
医薬品医療機器法の製造販売承認審査での評価項目を明確化し、国際的に整合させることで迅速な製品化に繋
がる。また、洗浄機器等の周辺機器についても評価項目が明確になる。
The standard is to clarify and internationally harmonize the criteria of the approval review under the
Pharmaceuticals and Medical Device Act, which leads to promote global applications. It will be also
applicable to peripheral devices such as cleaning apparatus.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
IEC 80601-2-77 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
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s) 無し
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
IEC/TC62 （医用電気機器）/SC62D (医用電子機器）/JWG35 、アメリカ、（一社）電子情報技術産業協会(JEITA)
ISO/TC299 （ロボットとロボティックデバイス）/JWG9、スウェーデン、（一社）日本ロボット工業会(JARA)
(*旧 ISO/TC 184/SC 2）
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準(IEC) 提案:平成26年度、発行予定:平成29年度／IEC Proposed: FY2014, Issue: FY2018

71

METI－11

研究期間(H27～29ｆｙ）

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
International standardization of aseptic transfer interface for manufacturing
cell/tissue-processed products utilizing flexible modular platform systems

[研究代表者：健康工学研究部門 生体材料研究グループ 廣瀬 志弘 Motohiro HIROSE]
① 標準化研究概要／Abstract
再生医療等製品は滅菌ができないため、無菌操作法に基づく製造システムの構築が必要である。本研究では、
汚染源である作業者から製品を隔離するアイソレータシステムを基礎とし、培養細胞・組織を培養加工する複数の
装置同士を無菌的かつユニバーサルに組み合わせ・脱着することが可能な無菌接続インターフェースの国際標準
化を進め、ISO/TC 198（ヘルスケア製品の滅菌）/WG 9（無菌操作）における規格化を目指す。
Preparation of cell/tissue-processed products (CTPP) for use in regenerative medicine requires a
manufacturing system based on aseptic processing methods due to utilizing living cells. Thus, attempts are
being made to establish an advanced culture system employing isolator technology with an interface that
can be aseptically detached and attached from one device to another to handle diverse aseptic processing.
In order to realize a safety as well as effective manufacturing of CTPP, we aim to develop international
standardization for the aseptic transfer interface system to be proposed for ISO/TC 198/WG 9.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
無菌接続インターフェースを介して各企業の関連装置を自由に無菌的に脱着することができるようになり、ユニ
バーサルな細胞製造システム、流通ネットワークの構築が実現する。
The aseptic transfer interface for CTPP should realize to establish diverse cell manufacturing systems.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
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
Aseptic processing of health care products-Part 6: Isolator systems
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s) 未定
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/ TC198 （ヘルスケア製品の滅菌）/WG 9（無菌操作）、アメリカ、日本医療機器学会
ISO/TC198 （Sterilization of health care products）/WG 9（Aseptic processing）, USA, Japanese Society of
Medical Instrumentation（JSMI）
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国内標準（JIS）提案予定：未定／JIS proposal: Undecided
国際標準（ISO）提案：平成28年度、発行予定：平成31年度／ ISO proposed: FY2016, Issue: FY2019

Aseptic Transfer Interface
Exchangeable

Cell processing
Machine A
(manual)

Cell processing
Machine B
(automation)

Pass
box

Cell Culture
Machine

Tissue reconstruction
Isolator

Aseptic transfer interface for manufacturing CTPP in flexible modular platform systems.
無菌接続インターフェースを用いることで、様々な細胞培養・加工機器を組み合わせた再生医療等製品
の製造ラインを組み上げることが可能。
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METI－12

研究期間(H27～29ｆｙ）

セルロースナノファイバーに関する国際標準化
Standardization of Nanocellulose

[研究代表者：材料・化学領域研究戦略部（兼）機能化学研究部門 平田 悟史 Satoshi HIRATA
[共同研究者：イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 小島 鋭士 Eiji KOJIMA

]
]

① 標準化研究概要／Abstract
日本ではナノセルロースを対象とした研究開発が盛んであり、多彩な形状や特性を有する様々な物質が製造さ
れ、産業化の途上にある。一部の化合物については、既に販売やサンプル供給が開始されている。研究開発の
成果は、今まで論文や特許という形で諸外国に対して提示されているが、ナノセルロース分野における、日本発
の国際標準化は今まで手付かずのままであった。北米では、ＣＮＣ（セルロースナノクリスタル）に関する研究開発
や製造販売が盛んであり、最近、カナダおよび米国より、それぞれ、ＣＮＣの特性評価（ISO/TC229/JWG2）、およ
び、ナノセルロースに関する用語（ISO/TC229/JWG1）の提案が行われた。以上の背景を受け、「日本のプレゼン
ス向上」ならびに「本分野での産業化促進」を目的として、東京大学磯貝教授のTEMPO触媒酸化技術により製造
されるセルロースナノファイバー（直径約３nm）を対象とした提案を、国際規格の第一弾としてISO/TC229に対して
行い、NWIP（New Work Item Proposal）としての認可を目指す。
Very recently, from US and Canada, two different ISO proposals in the field of nanocellulose were
submitted to ISO/TC229/JWG1 and JWG2, respectively. Given that in Japan a variety of nanocellulose
relevant materials have been developed, Japan also should follow this trend. As the first promising
material for ISO, we are focusing on cellulose nanofiber via TEMPO-mediated oxidation. Our first mission
is to proceed with the project in which the proposal about this materials be registered as NWIP in
ISO/TC229/JWG2.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
ＩＳＯ文書化により、本物質の産業利用の加速に役立つ。
Standardization of Nanocellulose contributes to accelerating industrial use of relevant materials.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
Nanotechnologies － Characterization of cellulose elementary fibril samples
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s) 無し
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC229 (ナノテクノロジー）/JWG2 (計量・計測)、イギリス、産総研
ISO/TC229 (Nanotechnologies)/JWG2 (Measurement and characterization), UK, AIST
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（ISO)提案：平成28年度、発行予定：平成31年度／ISO Proposal: FY2016, Issue: FY2019
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METI－13

研究期間(H27～29fy)

プリンテッドエレクトロニクスにおける設計・製造に関する国際標準化
International Standards for Printed Electronics

[研究代表者：フレキシブルエレクトロニクス研究センター 先進機能表面チーム 山本 典孝 Noritaka YAMAMOTO ]
[共同研究者： 同上 小笹 健仁 Takehito KOZASA, 鎌田 俊英 Toshihide KAMATA ]
①標準化研究概要／Abstract
プリンテッドエレクトロニクスによって作製された様々な製品が近い将来市場に投入されると予想されている。プリ
ンテッドエレクトロニクスは巨大な市場を形成し、サプライチェーンが非常に複雑となるため、国際的な基準作りが
産業発展の鍵となる。 本事業では、既に提案されている材料、品質評価、印刷性ガイドラインに関する標準につい
て、産総研の知見を活かし、修正・調整を進める。本年度は新たに、「ストレッチャブル基材」「ストレッチャブル機能
性インク」「絶縁体インク」「シートサイズ（幅）」に関する４つをＮＰ提案した。 “印刷性ガイドライン”と“印刷OLED素
子の品質評価“に関する提案はそれぞれCDV段階に進んでいる。
The commercial products of printed electronics devices are expected to come into the market in the near
future with various industrial fields. It is expected that printed electronics forms a huge market and supply
chains are very complex linked, therefore, international standards are key to industrial development. In this
project, We propose standards for printed electronics about evaluation methods of material/device
characterization, equipment characterization, and patterning design. This year, four newly IEC standard
programs has been already proposed from JPNC as “Stretchable substrates”, “Stretchable functional ink,
“Conductive Ink” and “Mechanical dimension of RTR printing machine”. Two proposals concerning about
“Printability Overview” and “Quality assessment of OLED elements” proceeded to CDV stage.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
適切な標準化がなされることにより、粗悪品を排除することができる。
Appropriate standardization will eliminate inferior products.
③標準原案名（仮称）／Titles of standards to be proposed
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／IEC62899-201-2(Printed Electronics –
Part201-2: Materials- Stretchable substrates) 、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/ IEC62899-202-4 (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204部：絶縁性インク／IEC 62899-204 (Printed Electronics –
Part204 : Materials - Insulator ink）、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）／
IEC62899-303-1(Equipment-RTR Print- Part303-1: Mechanical dimension of RTR printing machine)、プリン
テ ッ ド エ レ ク ト ロ ニ ク ス - 印 刷 性 - 第 401 部 ： ガ イ ド ラ イ ン ／ IEC62899-401 (Printed electronics - Part
401 :Printability- Overview)、プリンテッドエレクトロニクス－品質評価－第502部-1：印刷EL素子／IEC62899502-1 (Quality assessment in printed electronics - Part 502-1: Mechanical stress on printed OLED elements
formed on flexible substrates)
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer 未定
⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
IEC/TC119 (プリンテッドエレクトロニクス）、韓国、(一社)電子情報技術産業協会
IEC/TC119 (Printed Electronics), Korea, JEITA
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standards
IEC62899-201-2（ストレッチャブル基材）発行予定：平成31年度／Issue: FY2019、62899-202-4（ストレッチャブ
ル機能性インク）発行予定：平成31年度／Issue: FY2019、IEC62899-204 （絶縁性インク）：発行予定：平成31年
度／Issue: FY2019、IEC62899-303-1(シートサイズ（幅）)発行予定：平成31年度／Issue:FY2019、
IEC62899-502-1（印刷EL素子）、発行予定：平成29年度／Issue:FY2017、62899-401（印刷性ガイドライン）発行
予定：平成29年度／Issue:FY2017
標準化基本方針の策定 “Commercial interface” 標準化対象は、商取引が存在するところ。
製造装置・機械

試薬材料
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METI-14

研究期間(H27～29ｆｙ）

ナノ材料のサイズ分布測定法に関する国際標準化
International standardization of the measuring method
of the size distribution of nanomaterials

[研究代表者：物質計測標準研究部門 表面・ナノ分析研究グループ 熊谷 和博 Kazuhiro KUMAGAI ]
[共同研究者：分析計測標準研究部門
物質計測標準研究部門
物質計測標準研究部門
計量標準総合センター

ナノ顕微計測研究グループ 山本 和弘 Kazuhiro YAMAMOTO,
粒子計測研究グループ
加藤 晴久 Haruhisa KATO,
竹歳 尚之 Naoyuki TAKETOSHI, 藤本 俊幸 Toshiyuki FUJIMOTO,
田中 充 Mitsuru TANAKA ]

① 標準化研究概要／Abstract
ナノ材料やその製造技術は次世代産業の中核を担う基盤材料・技術として期待されているが、物質としての安全
性等については十分に確認されていない。ナノ材料に対して予防原則の考えが強いEUではナノ粒子のサイズ分
布に基づき「ナノ材料」が定義され，この定義に該当する製品について規制が開始されている．しかしながら、工業
粉体製品の粒子サイズ分布の測定法に関する標準化は十分とは言えない。本研究では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し、その成果を反映させた国際標準化を米国と連携して推進する。
Nanomaterials (NMs) and relating production techniques are expected as fundamental and core expertise
for next generation industries. While EU has defined “nanomaterial” based on particle size distribution,
according to which, the regulations on nano-products has started, there, however, has not yet been enough
discussion on the standardization of nanoparticle (NP) size distribution measurements. This project will
develop the measurement method of size distribution of NPs by scanning electron microscopy (SEM), and
promote the standardization of the developed method under the collaboration with U.S.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
ナノ粒子のサイズ分布計測法を国際標準化することは、製造者の規制への対応を容易にするとともに、製造者と
一般消費者、規制当局への情報開示や対話を促進させる。その結果として、ナノ材料の円滑な流通が促される。
Standardization of size measurement of NPs enables the related producers to act for the regulations and
promotes communication between consumers, producers and regulatory authorities. As a result, this leads
smoother distribution of nano-related products.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
ナノテクノロジー - 走査電子顕微鏡によるナノ粒子の寸法および形状分布計測
Nanotechnologies - Nanoparticle Size and Shape Distribution Measurement Using Scanning Electron
Microscopy
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s) 無し
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC229 (ナノテクノロジー）/JWG2 (計量・計測)、イギリス、産総研
ISO/TC229 (Nanotechnologies)/JWG2 (Measurement and characterization), UK, AIST
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（ISO)提案予定：未定／ISO Proposal: Undecided
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METI－15

研究期間(H27～29ｆｙ）

電子映像観視中の映像酔い軽減に関する国際標準化

International Standardization for reducing visually induced motion sickness
during watching images on or by electronic display devices
[研究代表者： 人間情報研究部門 感覚知覚情報デザイン研究グループ 氏家 弘裕 Hiroyasu UJIKE ]
[共同研究者： 人間情報研究部門 感覚知覚情報デザイン研究グループ 渡邊 洋 Hiroshi WATANABE]
① 標準化研究概要／Abstract
映像酔いによる好ましくない生体影響をできるだけ軽減することは、映像を利用する人々の安心・安全の観点か
ら不可欠であるとともに、映像情報メディア産業の市場発展のために必須の課題である。本研究では、映像酔いに
関わる科学的知見を整理・検証し、これを基盤として国際標準化機構（以下、ISO）に対し人間工学的指針の国際
標準化提案を行うことを目的とする。
It is prime essential to reduce incidence of undesirable biomedical effects of visually induced motion
sickness for ensuring safe and security of people watching video images as well as for market development
of image information industry. In the research and development, we analyze and summarize scientific
knowledge of visually induced motion sickness, and propose a new work item in ISO for standardization of
ergonomic guideline for reducing visually induced motion sickness based on the scientific knowledge.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
「映像酔い」の生体影響の軽減に向けた国際標準化への取り組みを積極的に行いコンシューマの安心・安全を
確保することは、利便性の高い映像製品の普及を促し優れた映像技術の国際市場を下支えするものである。
For ensuring viewers’ safe and security, it is considerably important for the image information industry to
actively engage in international standardization for reducing visually induced motion sickness. This project
promotes distribution of highly convenient image products, and underpins the international market
development.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
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（仮称）
Ergonomic requirements for reducing undesirable biomedical effects of visually induced motion sickness
during watching electronic images (Provisional title)
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s) 未定
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC159（人間工学）/SC4（人間とｼｽﾃﾑのｲﾝﾀﾗｸｼｮﾝ）、イギリス、ISO/TC159国内対策委員会（JENC）
ISO/TC159 (Ergonomics)/SC4 (Ergonomics of human system interaction), UK, Japan Ergonomics National
Committee
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（ISO）提案予定：平成28年度、発行予定：平成32年度／ISO Proposal: FY2016, Issue: FY2020

人間工学実験による、
データの蓄積
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METI－16

研究期間(H28～30ｆｙ）

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／

International Standardization on Electronic Characterization of Metal / Oxide Interfaces
[研究代表者：ナノエレクトロニクス研究部門 秋永 広幸 Hiroyuki AKINAGA

]

[共同研究者：太陽光発電研究センター 吉田 郵司 Yuji YOSHIDA,
ナノエレクトロニクス研究部門 エマージングデバイスグループ

島 久 Hisashi SHIMA ]

① 標準化研究概要／Abstract
機能性酸化物は、新情報処理アーキテクチャを実現する極低消費電力デバイス用材料として注目を集めている。
しかしながら、デバイス性能を左右する界面の特性評価に標準的な方法論が存在しない。そこで、本事業では、酸
化物ナノ界面の特性評価技術として、熱刺激電流評価技術 (Thermally Stimulated Current: TSC)に的を絞り、
当該特性評価に関する手法をベンチマーキングし、ポートフォリオを策定すると共に、標準化すべき評価法を抽出
して、我が国の国際産業競争力に資することを目的としている。
Functional oxides have received considerable attention as materials to promote R&D of low-power
consumption electronic devices realizing new information processing architectures. Although the metal /
oxide interface decides the device performance, the evaluation method has not yet been standardized. In
this project, we focus our efforts on the standard-development of Thermally Stimulated Current (TSC)
measurements. The benchmarking regarding the TSC-related technologies is conducted followed by
constructing the portfolio and the summarization of methods for the international standardization toward the
strong industrial competitiveness.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
機能性酸化物デバイスは、人工知能等への応用のみならず、太陽電池、燃料電池等への応用範囲が広いことか
ら、その評価技術の国際標準化がもたらす経済社会へのインパクトは大きい。
Functional oxide devices will stimulate the development of the artificial intelligence. Furthermore, these
devices have a broader range of applications, for example, for photovoltaic cells and fuel batteries. Since
these application brings about the improvement of energy conservation, the standardization of evaluation
technologies possesses domino effects in the economic and social system.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
熱刺激電流測定によるナノデバイスにおける電子欠陥状態評価方法 / TSC電子欠陥状態評価方法
IEC/TS 62607-8-1 Nanomanufacturing - Key Control Characteristics - Part 8-1: Nano-enabled metal-oxide
interfacial devices - Test method for defect states by thermally stimulated current
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s) 未定
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
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）、ドイツ、(一社）電子情報技術産業協会
IEC/TC113(Nanotechnology standardization for electrical and electronic products and systems), Germany,
JEITA
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（IEC)提案：平成28年度、発行予定：平成31年度／IEC Proposed: FY2016, Issue: FY2019

国際標準化する熱刺激電流
評価技術のイメージ
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METI－17

研究期間(H28～30ｆｙ）

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／

Connector Standardization for Cables in Super High Vision Broadcasting System
[研究代表者：物理計測標準研究部門 電磁気計測研究グループ 堀部 雅弘 Masahiro HORIBE

]

[共同研究者：物理計測標準研究部門 電磁気計測研究グループ 岸川 諒子 Ryouko KISHIKAWA

]

① 標準化研究概要／Abstract
2020年運用開始を目指してスーパーハイビジョン（ＵＨＤ）放送システムの仕様策定が進んでいる。一方、ＵＨＤ放送用の接続
コネクタは国内外での標準化が進んでおらず、その性能評価を含めた規格の整備が求められている。本事業ではＵＨＤ放送用
テレビ及びカメラに用いられる２種類の接続部品（コネクタ）の技術仕様及び性能評価方法について新規格の提案を行い、国
際標準化を目指す。
The specification of the Super Hi-Vision (UHD) broadcasting system is advanced for the start of operation in 2020.
Meanwhile, standardization of connectors for UHD broadcasting has not progressed domestically and internationally,
and improvement of standards including performance evaluation thereof is required. In this project, we propose new
standards on technical specifications and performance evaluation methods of two types of connection parts
(connectors) used for UHD broadcast television and cameras and aim for international standardization.

②標準化の社会的インパクト／Social impacts
本事業で開発する国際標準の対象は、今後の市場拡大が見込まれるＵＨＤ放送システムに係る接続部品分野である。ＵＨＤは、
2020年の東京オリンピック・パラリンピックにて本格的な普及やその後の国際展開も計画されており、国内市場規模も2020年
には4兆4000億円と試算され、本事業で標準化の対象とするコネクタが多用されるテレビや放送機器等の市場規模は全体の
45%程度と推定される。また、コネクタの世界市場規模は2014年度には、4.5兆円を超えており、その約12%(約5,000億円)を
日本企業が国内生産しており、今後も毎年5～6%程度の市場拡大が見込まれている。また、国内生産は利益率が2倍以上は
見込めるスーパーハイビジョンなどの最先端システム向けコネクタなどの付加価値品へ移行しており国内生産額の増加へと繋
がる。さらに、日本からの提案により、規格制定前の段階からいち早く製品化の取り組みを行うことで、関連市場での早期の製
品投入と市場獲得が見込まれる。 また、評価方法についても新規格に準拠した測定用基準器による計測評価技術の普及す
ることで、コネクタ製品の性能証明による付加価値賦与を容易にする。

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
IEC 61169-24 Ed.2:同軸コネクタ 75Ωケーブル系にためのネジ式コネクタ(F型) / Radio-frequency connectors - part 24:
Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for 75 ohms cable networks
(type F)
IEC 61169-X Ed.1: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) / Radio-frequency connectors part 8: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5
mm(0,256 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 75 ohms (type-BNC)
IEC 61169TS-52Ed.1:同軸コネクタ 反射特性試験における不確かさ評価 / Radio-frequency connectors – Part 1-51:
Electrical test methods for return loss - uncertainty assessment

④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
IEC/TC46 /SC46F (幹事国：フランス)、WG1 およびWG3 (共に、コンビーナ：イギリス),
国内審議団体：一般社団法人電子情報通信学会

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
IEC 61169-24 Ed.2: 2018年8月、 IEC 61169-X Ed.1: 2019年2月、 IEC 61169TS-52Ed.1: 2019年6月

スーパーハイビジョン放送における接続部品の国際標準化
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METI－18

研究期間(H28～30ｆｙ）

スマートマニュファクチャリングに関する
国際標準化・普及基盤構築／

Standardization of Smart Manufacturing platform and profile
[研究代表者： 製造技術研究部門 加納 誠介 Seisuke KANO ]
[共同研究者：製造技術研究部門 増井慶次郎 Keijirou MASUI、芦田極 Kiwamu ASHIDA、
近藤伸亮 Shinsuke KONDOH、古川慈之 Yoshiyuki FURUKAWA、Ryabov Oleg、
松本光崇 Mitsutaka MATSUMOTO、ロボットイノベーション研究センター 安藤慶昭 Noriaki ANDO、
中坊嘉宏 Yoshihiro NAKABO、花井亮 Ryo HANAI、情報技術研究部門 大岩寛 Yutaka OIWA ]
① 標準化研究概要／Abstract
製造技術に関する情報とデータの流通 を目的としたプラットフォームとその接続性と安全性を両立するためのプロ
ファイルの試作を行い、スマートマニュファクチャリングの実現が可能かどうかの検証を行うとともに、その共通要
素を抽象化し、国際標準提案を行う。
We like to discuss the Smart Manufacturing systems and related rules described above with China and
Korea. Based on the discussion, we also like to collaborate to make a proposal for international
standardization of the Smart Manufacturing.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
製造機器に対する指示情報のみの流通から、サービスに転換可能な製造データを加えた情報の流通が実現する。
In order to make a new open connection systems among different factories and companies, it is required to
establish some common rules or guidelines to safely connect production lines within a factory or a company
with the outside systems.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
スマートマニュファクチャリングプラットフォーム・プロファイルのリファレンスモデル
Standardization of Smart Manufacturing platform and profile
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
未定／Undecided
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
IEC/TC65 (製造計測、制御、自動化）/WG16（デジタルファクトリー）、ドイツ、（一社）日本電気計測器工業会(予
定) IEC/TC65 (Industrial-process measurement, control and automation)/WG16 (Digital Factory), Germany,
JEMIMA (undecided)
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国内標準(JIS)提案予定：未定／JIS Proposal: Undecided
国際標準(IEC) 提案予定：平成30年度、発行予定：未定／IEC Proposal: FY2018, Issue: Undecided
MES/SCADA
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METI－19

研究期間(H28～30ｆｙ）

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／

International standardization
on functional safety in housing equipment cooperation
toward realization of IoT society
[研究代表者：知能システム研究部門（兼）情報・人間工学領域研究戦略部 谷川 民生 Tamio TANIKAWA]
[共同研究者： 知能システム研究部門 スマートコミュニケーション研究グループ 小島 一浩 Kazuhiro KOJIMA
知能システム研究部門 スマートコミュニケーション研究グループ 関山 守 Mamoru SEKIYAM]
① 標準化研究概要／Abstract
住宅において、ネットワークを通じて連携する住宅設備に対し、安全機能を実現するために使用する電気及び/ま
たは電子及び/またはプログラマブル電子（E/E/PE）要素で構成されたシステムについて、安全ライフサイクルの業
務要件に関する包括的なアプローチを提案する。
We will propose a generic approach for all safety lifecycle activities for systems comprised of electrical
and/or electronic and/or programmable electronic elements that are used to perform safety functions for
housing equipment and household ICT equipment network systems.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
機能安全により、消費者保護と事業者の事業リスク低減に寄与する。
This international standard will contribute to consumer protection and operators’ business risk reduction
through functional safety.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
住宅設備および家庭用ICT機器ネットワークシステムの機能安全／Housing equipment and household ICT
equipment network systems – Functional safety
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
無し
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
IEC SyC AAL （予定）、ドイツ（議長国）、（一財） 日本規格協会
IEC SyC AAL (tentative), Germany（Chair）, JSA
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（IEC）CD提案予定：平成30年度、発行予定：平成33年度
IEC CD proposal：FY2018, Issue: FY2021

機能安全により低減

E/E/PE住宅
クラウド

火災

挟み込み

転倒

熱中症
ヒートショック

E/E/PE住宅で
想定されるリスク
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METI－20

研究期間(H28～30ｆｙ）

水素燃料計量システム等に関する国際標準化
International standardization
of hydrogen fuel measurement system

[研究代表者：工学計測標準研究部門 高辻 利之 Toshiyuki TAKATSUJI
[共同研究者：工学計測標準研究部門 寺尾 吉哉 Yoshiya TERAO, 小谷野 泰宏 Yasuhiro KOYANO,
気体流量標準研究グループ 森岡 敏博 Toshihiro MORIOKA

]
]

① 標準化研究概要／Abstract
現行の気体燃料計量システムに関する国際法定計量機関(OIML)勧告(R 139)は、名目上水素燃料も対象に含ん
でいるが、実際には水素燃料は他の気体燃料とは大きく性質が異なるため、現状のままでは適用できない。本規
格を水素燃料に適用可能とするための改定を提案し、また、改定に必要な技術的データを取得する。
The current version of R139 includes hydrogen in its scope. However, due to different characteristics of
hydrogen from other gaseous fuels, R139 cannot be used for the hydrogen as it is. A minimum revision
should be applied to the current R139 so that it can be used for hydrogen fuel.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
水素ステーションにおける燃料電池車への水素の充填量の計量が正確に行われるようになり、水素取引の公平
性が担保される。
Measurement accuracy of hydrogen fuel filled into a fuel cell vehicle will be improved, resulting in secured
fairness of hydrogen fuel trading.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
自動車用圧縮気体燃料計量システム (OIML R 139の改定)
Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles (Revision of OIML R 139)
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
JISC基本技術専門委員会、（一社）日本計量機器工業連合会／JISC TC on Basic Engineering, Japan
Measuring Instruments Federation
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
OIML TC 8 (流体量の計量器) / SC 7 (ガスメータリング), 日本、オランダ、（一社）日本計量機器工業連合会
OIML TC 8 (Measurement of quantities of Fluids) / SC 7 (Gas metering), Japan and Netherlands, Japan
Measuring Instruments Federation
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（OIML）提案予定：平成28年度、発行予定：平成31年度／OIML proposal: FY2016, Issue FY2019

80 MPa（800気圧）の高圧下で作動する流量計の性能評価

脱圧ロスの算定方法の確立
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METI－21

研究期間(H28～30ｆｙ）

発光株化培養細胞の保存管理法に関する国際標準化
[研究代表者：健康工学研究部門 細胞光シグナル研究グループ 中島 芳浩 Yoshihiro NAKAJIMA]
[共同研究者：バイオメディカル研究部門 バイオアナリティカル研究グループ 野田 尚宏 Naohiro NODA,
松倉 智子 Satoko MATSUKURA
物理計測標準研究部門 量子光計測研究グループ 丹羽 一樹 Kazuki NIWA
健康工学研究部門 生活環境制御研究グループ 堀江 祐範 Masanori HORIE
]
① 標準化研究概要／Abstract
生物発光計測に関する一般的定義および要求事項を規定する。具体的には細胞アッセイ等における発光計測プ
ロセスの標準化事項を規定する。また、遺伝子検定法の国際標準化に関して、細胞の安定性評価に資する評価
技術を遺伝子解析技術に基づいて評価するための標準化事項を規定する。
The purpose of this project is to establish general definitions and requirements for bioluminescence
measurement used for cell-based assay. In order to establish the concept of quality control for cells, which
is used for cell-based assay, comprehensive gene analysis using massive parallel sequencing technology
will be examined. The final goal of this project is to provide evaluation and compatibility for cell-based assay
using bioluminescence measurement.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
昨今、化学物質のヒトへの影響についての安全性試験をはじめ創薬などの分野において、動物を用いる試験から、
培養細胞を用いる試験法へと代替が行われている。本事業で提案する発光培養細胞の管理方法ならびに発光計
測手法の国際標準化を成し遂げることで、各種試験法への信頼性がより高まり、動物を用いる試験から培養細胞
を用いる試験への代替が加速化すると考えられる。
To assess chemical risk for human, various kinds of alternative methods using cultured mammalian cells
have been proposed. By achieving the international standardization regarding method for bioluminescence
measurement proposed in this project, alternative method for risk analysis using luminescent cells will be
accelerated.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
「生物発光計測に関する一般的定義および要求事項」／General definitions requirements for bioluminescence
measurement
「遺伝子検定法の国際標準化」／Comprehensive gene analysis using massive parallel sequencing
technology
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
無し
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC276 (バイオテクノロジー）/WG3 (分析手法）、ドイツ、（一社）再生医療イノベーションフォーラム（FIRM)
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（ISO)提案予定：平成29年度、発行予定：平成36年度

事業概要
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発光株化培養細胞*の発光は継代培養を重ね
る毎に著しく減少する
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・暗い細胞では正確な試験
が行えない

100
80

・発光能等の品質を担保
するための規格化された
測定方法が無い

60
40
20
0

8 17 37
継代回数

・品質の不確実さが国内外
への普及の阻害要因と
なっている

発光計測管理
参照用光源を用い
た測定装置の絶対
値校正、精度管理
細胞発光能の担保
遺伝子検定 • 全ゲノム比較解析
• 発光安定性を担う
遺伝子群同定
簡便な遺伝子検定法

発光計測管理
方法の規格化
国際規格化
（ISO/TC276
Biotechnology）
細胞遺伝子検定
方法の規格化
＊発光遺伝子を導入した培養細胞。毒
性、創薬等の各種試験に用いられる。

METI－22

研究期間(H26～28fy)

アクセシブルデザイン（ＡＤ）に関するＪＩＳ開発

Development of Japanese Industrial Standards on Accessible Design
[研究代表者：人間情報研究部門 持丸 正明 Masaaki MOCHIMARU ]
[共同研究者：人間情報研究部門 倉片 憲治 Kenji KURAKATA, 伊藤 納奈 Nana ITOH,
大山 潤爾 Junji OHYAMA, 佐川 賢 Ken SAGAWA, 横井 孝志 Takashi YOKOI

]

①標準化研究概要／Abstract
ISO/IEC Guide 71の理念に則り、アクセシブルデザイン（ＡＤ）技術の体系化に必要となるJISを開発する。それら
のJISは、別途国内で整備中のＡＤ製品の適合性評価制度において利用される見込みである。
This project aims at developing Japanese Industrial Standards (JISs) on accessible design (AD) based on
the principles described in ISO/IEC Guide 71. Those JISs are to be used in a conformity assessment
system for AD products, which is currently being developed in Japan.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
高齢者・障害者対応製品の普及及び市場の拡大 Spread of accessible-design products to the market
③標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
(1) 改正JIS Z 8071 “高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針”、 (2) 視覚障害者にも
使いやすい取扱説明書の作成指針、 (3) 改正JIS S 0012 “高齢者・障害者配慮設計指針－消費生活製品の操作
性”、 (4) 消費生活用製品のアクセシブルデザイン（ＡＤ）使用性評価、(5) 消費生活用製品の音声案内、(6) 改正
JIS T 0921, 0923 “点字の表示原則及び点字表示方法”
(1) Revised JIS Z 8071 "Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and
persons with disabilities“, (2) Instruction manuals for persons with visual impairment, (3) Revised JIS S
0012 "Usability of consumer products“, (4) Accessibility evaluation of AD products, (5) Voice guides for
consumer products, (6) Revised JIS T 0921 and 0923 “Methods of displaying braille sign”
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer
高齢者・障害者支援専門委員会、（公財）共用品推進機構
JISC TC on Support for Aged and Disabled People, The Accessible Design Foundation of Japan
⑤提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standard(s)
国内標準(JIS)提案予定：平成28年度－29年度、発行予定：平成29年度－30年度
JIS Proposal: FY2016–2017, Issue: FY2017–2018

製品の設計者
高齢者・障害者に配慮し
た設計方法がわからない

「高齢者・障害者配慮設計指針」の
開発

高齢者・障害者
どれが自分に合った
製品かわからない
評価基準への
適合性評価

・配慮製品であることが一目でわかるマーク
・配慮内容を検索できるWebデータベース

アクセシブルデザイン製品の
適合性評価制度の整備へ
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METI-23

研究期間(H28fy)

床面・路面ライティングに関するJIS開発／

Development of Japanese Industrial Standards on projection lighting
on the floor and road
[研究代表者：人間情報研究部門 持丸 正明 Masaaki MOCHIMARU ]
[共同研究者：人間情報研究部門 倉片 憲治 Kenji KURAKATA, 伊藤 納奈 Nana ITOH,
氏家 弘裕 Hiroyasu UJIKE, 渡邊 洋 Hiroshi WATANABE ]
①標準化研究概要／Abstract
投影型照明を用いて、床面や路面へ動的な図記号を提示する技術をプロジェクションライティングと呼ぶ。これに
よって公共施設での人の流れをスムースにし、また夜間での交通事故の低減が期待される。本事業は見やすい
サインに関する人間工学知見を収集し、統一ルールをJISとして開発することである。
‘Projection lighting’ is a new technology which presents the dynamic sign on the floor and/or road using with
the projector. It is expected that this technology makes flow of people in the public space smooth and
reduces the traffic accidents at night. This research and development, we propose unified rule as JIS
depending on the ergonomics studies which clarify the properties of accessible signing.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
現在複数の機関において、独自のプロジェクションサイン技術が開発されようとしている。本事業により統一ルー
ルを提言することは、社会的な混乱を防ぐことになる。
Currently, the distinctive signing has been developed in the different companies. The unified rules which we
will propose avoid confusion and underpin the international and/or domestic market development.
③標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
床面・路面ライティングに関する人間工学的要件
Ergonomics requirements for projection lighting on the floor and road
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer
未定 / Undecided
⑤提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standard(s)
国内標準（JIS）提案予定：平成29年度、発行予定：平成30－31年度
JIS Proposal: FY2017, Issue: FY2018-2019

JIS
ニーズのあるサインの人間工
学的要件をVR環境で精査

実機を用いたユーザー
ニーズ調査
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METI－24

研究期間(H28～29ｆｙ）

火薬類の安定度試験に関するJIS開発

Development of the JIS stability test of explosives

[研究代表者：安全科学研究部門 爆発安全研究グループ 岡田 賢 Ken OKADA

]

[共同研究者：安全科学研究部門
松永 猛裕 Takehiro MATSUNAGA
安全科学研究部門 爆発安全研究グループ 秋吉 美也子 Miyako AKIYOSHI, 薄葉 州 Shu USUBA ]
① 標準化研究概要／Abstract
火薬の安定度試験（耐熱試験）は、火薬類取締法で義務づけられ自然発火のリスクを低減させる重要な試験であ
るが、試験に用いる試薬の入手が困難などの問題があり、企業および行政からの見直しのニーズがあるため、既
存の試験方法の検証・改定を含めたＪＩＳ改正案(JIS K4810:試験法、JIS K4822:試験用試薬類)の開発を行う。 ま
た、桜ダイナマイトの廃止に伴い、火薬用ヨウ化カリウムデンプン紙の品質評価方法をNOガスを使用する試験方
法へと見直しを行った。
The stability test (heat resistance test) of the explosive is an important test to reduce the risk of
spontaneous combustion, which is obliged by the Explosives Control Law. There are problems such as
difficulty in obtaining reagents used for the test. We will develop a revised proposal for JIS including
verification and revision of existing test methods.
In addition, as the SAKURA dynamite was abolished, the quality evaluation method of potassium iodide
starch paper for explosives was changed to the test method using NO gas.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
桜ダイナマイトを使用せずに、ヨウ化カリウムデンプン紙の品質評価試験法が可能となった。入手が容易な検知管
を持いて、火薬の安定度試験を行うことができるようになった。
The quality evaluation test method of potassium iodide starch paper became possible without SAKURA
dynamite. It has become possible to carry out the stability test of explosives with a detection tube which is
easy to obtain.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
JIS K 4810改正 火薬類性能試験方法 / Testing methods of explosives
JIS K 4822改正 火薬類安定度試験用試薬類 / Reagents for stability tests of explosives
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
化学製品技術専門委員会、(公社)全国火薬類保安協会、日本火薬工業会／JISC TC on chemical products,
Japan Explosives Safety Association, Japan Explosives Industry Association
⑤ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
JIS提案予定：平成29年度／JIS Proposal FY2017

火薬類の経年劣化

自然発火のリスク

安定度試験による安全性評価（JIS/火薬類取締法）
アーベル耐熱試験

定量化

検知管試験（追加）

（１）火薬用ヨウ化カリウムデンプン紙の品質評価法開発
（２）検知管試験の開発

JIS K4810
JIS K4822
追補・改正
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Ⅳ．２産総研
産総研標準基盤研究
標準基盤研究
１．趣旨・目的
産総研の研究開発成果の普及に資するため、社会ニーズ及び行政からの要請を反映しつ
つ、工業標準（JIS､ISO､IEC､国際的なフォーラム等の規格）を作成することを目的とした
研究を行います。
２．制度の概要
産総研の研究開発成果の標準化を通じてその普及を促進させるため、以下の①から③の
いずれかに該当する標準基盤研究のテーマ（以下、「研究テーマ」と言う。）をイノベー
ション推進本部

知的財産・標準化推進部が選定するとともに、研究実施者の当該研究テ

ーマへの取組を支援します。研究実施者は、当該研究テーマについて、工業標準化の前提
となる基礎的データ等の関連情報の収集・蓄積・体系化や、試験評価方法の確立の基礎と
なる評価データの取得・分析等を行いつつ、日本工業規格(JIS)等の原案又は国際標準化
機関（ISO･IEC）や国際的なフォーラム等への国際提案の原案を作成します。
①特定の政策課題（エネルギー・環境、消費者保護／高齢者･障害者配慮等）の達成のた
めに標準化を行う必要がある技術分野において、日本工業規格(JIS)の原案作成に必要
な研究を実施し、当該原案を作成するとともに、必要に応じ国際標準原案を作成します。
研究期間は原則として１～２年。
②国際標準化機関（ISO･IEC）や国際的なフォーラム等を通じた国際標準化が、我が国産
業の発展に特に欠かせない技術分野において、国際標準原案作成に必要な研究を実施
し、当該原案を作成するとともに、必要に応じ国内標準（JIS）原案を作成します。
③産総研の研究開発成果を、迅速にかつ適切に開示することにより、オープンな議論を推
進し、コンセンサスの形成を促すため、標準仕様書（TS：Technical Specifications）
又は標準報告書（TR：Technical Report)の作成に必要な研究を実施し、当該文書の原
案を作成します。
３．事業予算規模（運営費交付金）
平成１３年度： ８０百万円（１２テーマ） 平成２３年度： ７０百万円（２５テーマ）
平成１４年度： ８０百万円（１４テーマ） 平成２４年度： ９０百万円（２８テーマ）
平成１５年度： ８０百万円（１４テーマ） 平成２５年度: ８４百万円（２４テーマ）
平成１６年度： ８０百万円（１４テーマ） 平成２６年度: ９０百万円（２４テーマ）
平成１７年度： ９５百万円（１５テーマ） 平成２７年度: ７６百万円（２１テーマ）
平成１８年度： ９５百万円（１８テーマ） 平成２８年度： ５０百万円（１６テーマ）
平成１９年度：１３０百万円（２３テーマ）
平成２０年度：１３０百万円（２７テーマ）
平成２１年度：１２１百万円（２６テーマ）
平成２２年度：１００百万円（２０テーマ）
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産総研

標準基盤研究テーマ一覧

産総研 標準基盤研究テーマ一覧

№

1

研究テーマ名

領域名

研究ユニット名

3mm線量当量測定技術の開発とＸ線、γ線、β線
計量標準総合センター 分析計測標準推進部門
校正方法ＪＩＳ規格の改正

2 非直交型非接触三次元測定機の国際標準化

計量標準総合センター 工学計測標準推進部門

研究担当者
氏
名

研究期間

黒澤 忠弘
加藤 昌弘

H26～28

阿部 誠
高辻 利之
佐藤 理
鍜島 麻里子
松崎 和也

H26～28

3

電気移動度法による気中ナノ粒子粒径分布計測
計量標準総合センター 物質計測標準推進部門
の標準化

桜井 博
高畑 圭二
村島 淑子

H26～28

4

パスワードを用いた匿名認証/属性認証技術の国
情報・人間工学
際標準化

企画本部
情報技術研究部門

古原 和邦
辛 星漢

H26～28

5 光学的応力イメージング技術の標準化

情報・人間工学
エレクトロニクス・製造

人間情報研究部門
製造技術研究部門

兵藤 行志
徐 超男

H26～28

6 微小粒子強度測定の標準化

材料・化学

構造材料研究部門

高尾 泰正

H26～28

7

円形管路の絞り機構による流量測定方法 – ス
ロートタップ式フローノズル

計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

古市 紀之
寺尾 吉哉

H27～29

8

半導体製造工程で使用するプロセスガス流量の
標準化

計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

森岡 敏博

H27～29

計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

柚木 彰

H27～29

9 甲状腺モニタ用ファントム標準化のための研究

10

「上向流カラム通水試験」および「各種溶出特性試
地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門
験」の標準化

保高 徹生

H27～29

11

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規格化

環境管理研究部門

谷保 佐知
山下 信義

H27～29

12

光吸収測定によるカーボンナノ材料の細胞内の取
材料・化学
り組み量測定法の国際規格化

ナノチューブ実用化研究センター

張 民芳
岡崎 俊也

H27～29

平澤 誠一
綾 信博
坂口 孝幸
桜井 博
兼松 渉
辻内 亨
七山 太

H27～29

ジェフ ﾋﾞｸﾞｽﾞ
安藤 慶昭

H27～29

加藤 晴久

H28～30

梶川
小島
飯泉
小畠

H28～30

エネルギー・環境

製造技術研究部門
エレクトロニクス・製造
イノベーション推進本部
液中粒子濃度計測に係わる一般的ガイドライン開 計量標準総合センター
13
物質計測標準研究部門
材料・化学
発
構造材料研究部門
地質調査総合センター
地質情報研究部門

14 安全情報のモデリング言語「SafeML」の標準化

情報・人間工学

ロボットイノベーション研究センター

15

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

16

高圧気体用圧力計の校正方法及び特性試験方法
計量標準総合センター 工学計測標準研究部門
の標準化

計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

宏明
桃子
英昭
時彦
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標準基盤研究－1

研究期間(H26～28ｆｙ）

3mm線量当量測定技術の開発とX線・γ線・β線校正方法ISO規格の改正
Developing the measurement technique of 3 mm dose equivalent and
revision of the JIS about calibration methods for X, γ and β radiation fields

[研究代表者：分析計測標準研究部門 放射線標準研究グループ 黒澤忠弘 Tadahiro Kurosawa]
[共同研究者：分析計測標準研究部門 放射線標準研究グループ 加藤昌弘 Masahiro Kato]
① 標準化研究概要／Abstract
2011年4月に国際放射線防護委員会(ICRP)は、眼の水晶体の線量限度を、「5年間の1年当たりの平均値として
20 mSv、かつ、単一年度で50 mSvを超えないように」との声明を発表した。これは現行の年間150 mSvという限
度値を大幅に下回る。眼の水晶体の線量限度は、水晶体の3mm線量当量で評価するため、今後は水晶体の
3mm線量当量を正確に測定する必要が生じる（現在は水晶体の線量限度より厳しい限度値である全身の1mm線
量当量と皮膚の70μｍ線量当量の測定を行うことで作業環境の線量や個人線量を把握しており、水晶体の線量測
定を行わないのが一般的である）。このニーズに早急に対応するため、現在確立している放射線防護用の線量標
準と線量当量測定手法を基本技術とし、発展させることで、3mm線量当量の測定手法を開発する。
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
3mm線量当量の線量限度の変更は、特に医療や廃炉といった分野で問題となることから、正確な線量把握のた
めにも国内メーカで線量計開発が進められている。校正の標準化を行うことにより、線量計の開発が加速し、新た
な線量計測の市場が形成されると考えられる。
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
ISO 4037 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for
determining their response as a function of photon energy (線量（率）計の校正及び光子エネルギーの応答評
価のためのＸ線、γ線標準場) (既存)
ISO 6980 Reference beta-particle radiation(β線の標準場) (既存)
JISZ4511照射線量測定器,空気カーマ測定器,空気吸収線量測定器及び線量当量測定器の校正方法（既存）
JISZ4514 β線組織吸収線量測定器及び線量当量測定器の校正方法（既存）
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
（一社）日本電気計測器工業会
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC85（原子力）/SC2（放射線防護）、フランス、 放射線防護国内対策委員会(日本保安用品協会）
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（ISO)提案：ISO4037 平成27年度、発行: 平成29年度／ISO Proposed: FY2015, Issue: FY2017
ISO6980 平成29年度、発行：平成31年度／ISO Proposal: FY2017, Issue: FY2019
国内標準(JIS)提案予定：平成30年度以降

3mm線量当量標準の開発
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現場測定
技術の開発

ガンマ線・X線

β線

換算係数のシミュレーションに
よる評価・ファントムの最適化

外挿電離箱法とシミュレーシ
ョンで新たな標準場を確立

規
格
化

放射線業務従事者の安
全を確保

標準基盤研究－2

研究期間(H26～28ｆｙ）

非直交型非接触三次元測定機の国際標準化

International standardization of optical non-Cartesian coordinate measuring machine
[研究代表者：工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ

阿部 誠 Makoto ABE ]

[共同研究者：工学計測標準研究部門

高辻 利之 Toshiyuki TAKATSUJI ]

[共同研究者：工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ
佐藤 理 Osamu SATO，
鍜島 麻理子 Mariko KAJIMA ， 松崎 和也 Kazuya MATSUZAKI ]
① 標準化研究概要／Abstract
自動車製造業を代表とするものづくり産業などにおいて、非直交型非接触式三次元測定機の需要が増している。
これらの測定機には多様な原理が用いられており、測定機の性能を統一的に評価するための手法が確立されて
いない。そのため、ユーザにとっては測定機間の優劣を判断する基準がなく、またメーカにとっても自社の測定機
の優位性を客観的に示すことができず、日本の優れた技術の海外普及に支障が生じている。本研究では、CMMs
の精度評価用ゲージの試作と検証及び国内企業への最新の情報提供を行うことで統一された検査手順・条件等
を盛り込んだISOを提案する。There is an increasing demand for non-Cartesian non-contact coordinate
measuring machine (CMMs) in many industrial fields such as automotive industry. Because various
measuring principles are employed for this type of CMMs, no uniform method to assess the measuring
performance of this type of CMMs has been established. Users can not compare instruments based on the
measuring performance. Manufacturers can not present objective evidence of their instruments’
performance. Consequently export of high quality Japanese products are handicapped. In this study, we
are to propose ISO covering uniformed test procedure and conditions by which we produce and verify
gauges for CMMs accuracy evaluation in addition to exchanging information within domestic cooperation.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
測定器の正しい性能評価により国内メーカの優位性が証明され更なる市場拡大に繋がる。 Accurate
evaluation of CMMs can establish domestic manufacturers superiority and lead to further market expansion.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
ISO 10360 製品の幾何特性仕様（GPS）－非直交非接触座標測定機（CMS）の受入検査及び定期検査－第X
部：非直交形非接触CMS／Geometrical Products Specifications (GPS) Acceptance and reverification tests
for Coordinate Measuring Systems (CMS) － Part-X : Non-Cartesian non-contact optical CMS （仮名称）
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
JISC機械要素技術専門委員会／JISC TC on Machine Elements
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC213（製品の幾何特性仕様）/WG10（座標測定機）、デンマーク、産業技術総合研究所／日本規格協会
ISO/TC213 (Geometrical Products Specifications) /WG10 (Coordinate measuring machine), DS, AIST/JSA
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国内標準（JIS B7440-8）平成27年度発行／Published FY2015
国際標準（ISO）提案予定：平成28年度、発行予定：平成31年度／ISO Proposal : FY2016, Issue : 2019

評価手順

Machine parts

Establish
Evaluation
procedure
評価手順の確立
Develop traceable gauges
国家標準にトレーサブルなゲージの開発

Automobile industry
Secure traceability
トレーサビリティの確保

Improve credibility of results
測定結果の信頼性確保
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標準基盤研究－3

研究期間(H26～28ｆｙ）

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

Standardization for size distribution measurement of airborne nanoparticles
by electrical mobility analysis
[研究代表者：物質計測標準研究部門 粒子計測研究グループ 桜井 博 Hiromu SAKURAI ]
[共同研究者：同上 高畑 圭二 Keiji TAKAHATA、 村島 淑子 Yoshiko MURASHIMA ]
① 標準化研究概要／Abstract
自動車の排ガスやコピー機・レーザープリンターからの排気に含まれるナノ粒子は、環境や人体への悪影響が懸
念されており、ISO 15900の規定する電気移動度法等によって、排出されるナノ粒子のサイズや濃度の測定が行
われている。しかし、電気移動度法に対する試験や校正の方法が確立されていないことから、ISO 15900による規
定も十分な測定精度保証に至っていない。そこで本研究では、我々の持つ高精度校正技術に裏付けされ、かつ、
測定現場で適用可能な簡便さを併せ持った試験・校正法を確立し、ISO 15900改定に反映させることを目指す。
There are safety concerns with airborne nanoparticles emitted from automobiles, photocopiers and laser
printers for their environmental and human impacts. The electrical mobility analysis, which is standardized
in ISO 15900, is used for measurement of size and concentration of airborne nanoparticles thus emitted.
Methods for testing and calibrating electrical mobility analyzers, however, have not been established. In this
study, we will develop testing and calibration methods that are based on our very accurate techniques and
are still readily usable by end-users, and then add them to ISO 15900 during its revision.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
精度が保証された機器を用いてナノ粒子の計測が行われることで、自動車やコピー機・レーザープリンターの安全
性能を証明することが可能となり市場拡大に繋がる。また、ナノ材料への曝露評価といった作業環境汚染の分野
への展開も期待される。
Proof of good safety performance of automobiles, photocopiers and laser printers, which would be achieved
by means of accurate nanoparticles measurement by the revised ISO standard, would lead to enlargement
of their market. Moreover, the same technique may be used in future evaluation of nanomaterial exposure
in workplace environment.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
粒径分布決定法 － エアロゾル粒子の微分型電気移動度分析（ISO 15900:2009の改定）
Determination of particle size distribution – Differential electrical mobility analysis for aerosol particles
(Revision of ISO 15900:2009)
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
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）、日本、（一社）日本粉体工業技術協会
ISO/TC24 (Particle characterization including sieving)/SC4 (Particle characterization)/WG12 (Electrical
mobility and number concentration analysis for aerosol particles), Japan, APPIE
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準(ISO)提案予定：平成28年度、発行予定：平成30年度／ISO Proposal: FY2016, Issue: FY2018

電気移動度式粒径分布計測
装置

粒径標準粒子を用いた粒径校正法
の最適化

粒径分布計測システム全体評価法
の確立

荷電装置（電荷中和器）簡易試験法
の確立
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標準基盤研究－4

研究期間(H26～28ｆｙ）

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
Standardization of anonymous password-based authentication
/attribute-based authentication scheme

[研究代表者：企画本部（兼）情報技術研究部門 古原 和邦 Kazukuni KOBARA]
[共同研究者：情報技術研究部門 高機能暗号研究グループ 辛 星漢 SeongHan SHIN]
①標準化研究概要／Abstract
本暗号技術は、ユーザが覚える短いパスワードだけで匿名認証（そのユーザがある集団に属していることをサーバに
示すが、誰であるかは秘匿する認証）を実現するものである。また、その集団として特定の属性集団を指定することによ
り属性認証としても使える（例えば、通信相手に部長以上、男性、20才以上などであることを示すが、それ以上の情報を
秘匿するなど）。通常のパスワード認証用にパスワードをサーバに登録しておけば、そのパスワードを用いて匿名サー
ビスも利用できるようになるため匿名サービス利用開始時の敷居が低い上、通常の認証サービス加入へのインセンティ
ブにもなる。そして、パスワードの代わりにキーワードやデータなどを利用することにより秘匿検索や秘匿マッチングなど
のコアエンジンとしても利用することができる。
This cryptographic technique allows a user, who just remembers a human-memorable password, to
authenticate with a server anonymously meaning that the server knows whether the user is belonging to a group,
but cannot specify the user who he/she is in the group. If the group is represented with a group of attributes (e.g.,
position, sex, age), this cryptographic technique can also realize anonymous attribute-based authentication.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
医療相談、悩み相談、匿名アンケート、内部告発等といった一定のレベルの匿名性を確保したいというニーズに応え
た認証サービスを提供することが可能となり、より安全なインターネット社会の実現に貢献できる。
It will be feasible to provide anonymous authentication services, such as medical / trouble consultation,
anonymous questionnaire and whistleblower, satisfying the demands to a certain level of user anonymity.
Therefore, this technique will contribute to a realization of further secure Internet society.
③標準原案名（仮称）／Titles of standards to be proposed
ISO/IEC 20009-4 Information technology – Security techniques – Anonymous entity authentication – Part 4:
Mechanisms based on weak secrets
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
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）、ドイツ、情報処理学会
ISO/IEC/JTC1 (Information Technology)/SC27 (IT Security Techniques)/WG2 (Cryptography and security
mechanisms), Germany, IPSJ (Information Processing Society of Japan)
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standard(s)
国際標準(ISO/IEC)提案：平成25年度、発行予定：平成28年度／ISO/IEC Proposal: FY2013, Issue: FY2016
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標準基盤研究－5

研究期間(H26～28ｆｙ）

光学的応力イメージング技術の標準化／

Standardization of Optical Stress Imaging Methods
[研究代表者：人間情報研究部門
[共同研究者：製造技術研究部門

兵藤 行志 Koji HYODO]
徐 超男 ChaoNan Xu]

① 開発の背景・目的，標準化研究概要／Purpose and Justification, Abstract
光学的な応力イメージング技術である熱弾性応力測定法や応力発光法は、実際の測定対象物の表面力学状態
を、非接触でもれ点なく計測することができる利点を有する。昨今の撮像素子の技術的進展、産総研（徐）におけ
る応力発光材料創成とも相まって、その応用範囲は製造業や建築・土木分野等々拡大している。しかしながら、熱
弾性応力測定法（試験方法）はJISやISOが未だ整備されておらず、応力発光法は国内外で、用語規格すら制定さ
れていないのが実情である。よって、当該標準基盤研究では、熱弾性応力測定法や応力発光法の技術的な有効
性を比較・検証しつつ、関連学協会との連携のもと、国内・外の標準化を推進することを目的とする。
Optical stress imaging methods such as thermoelastic stress measurement method and
mechanoluminescent method have the advantages that a surface stress distribution measurement can be
made without contact with the sample. Application fields are expanding such as manufacturing industry,
civil engineering and so on, combined with progress of image sensors and development of new
mechanoluminescent materials at AIST (by Xu). The purpose of this research is to promote national or
international standardization of the methods by cooperation with related industrial associations.

②標準原案名（仮称）／Ｔｉｔｌｅs of standards to be proposed
非破壊検査－赤外線サーモグラフィ試験－熱弾性応力測定法通則 ／Non-destructive testing –Infrared
thermographic testing – Thermoelastic stress measuring method- General principles
又は or
応力発光法に係る用語規格 ／Terminology of mechanoluminescent method
③ 日本工業標準調査会(JISC)提案先、日本工業規格(JIS)共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer
JISC 鉄鋼技術専門委員会、 （一社）日本非破壊検査協会
JISC TC on Iron and steel, The Japanese Society for Non-Destructive Inspection (JSNDI)
④国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ ISO/IEC，TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC135 (Non-destructive testing) /SC8 (Infrared thermographic testing) or other SC、Korea or other
nation、The Japanese Society for Non-Destructive Inspection （一社）日本非破壊検査協会
⑤国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standards
国内標準(JIS)提案予定：未定／JIS: Proposal: Undecided
国際標準(ISO)提案：平成28年度、発行予定：未定／ISO Proposed: FY2016, Issue: Undecided

-1800N

(a) 模擬骨
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(b) 熱弾性応力画像
（Thermoelastic stress imaging )

(c) 応力発光法による動的イメージング
（Mechanoluminescent imaging)

270msec

標準基盤研究－6

研究期間(H26～28ｆｙ）

微小粒子強度測定の標準化

Standardization of the particulate micro-intensity measurement
[ 研究代表者：構造材料RI （材料・化学領域併任） 高尾 泰正 Yasumasa TAKAO ]
① 標準化研究概要／Abstract
複写機に用いられるトナーやリチウムイオン電池電極の活物質など、機能性粒子の微小な粒子強度測定の必要
性が高まっている。しかし、評価が必要な5μm～100μｍ程度の単粒子の「nN～mNの範囲の粒子強度（圧縮破
壊）」測定に関し、統一された標準化指標がない。統一基準の「粒子強度」数値共有は、喫緊の課題である。
本研究は、産総研が開発した「光バネ」の他、国内外の微小力測定法を集めたラウンドロビン検査を主導し、微
粒子の微小力評価の標準化ニーズに応える。
The need of the minute particle intensity measurement of the functional particle increases (e.g., including a
toner
used for a copier, and a lithium ion battery electrode). However, about the "particle strength
複写機に用いられるトナーやリチウムイオン電池電極の活物質など、機能性粒子の微小な粒子強度測定の必
要性が高まっている（例えば、活物質顆粒強度は、電池寿命に対し支配的な影響度を示す）。
(compression
destruction) in the range of nN - mN" of the single particle of 5μm - around 100μm needing
anしかし、評価が必要な5μm～100μｍ程度の単粒子の「nN～mNの範囲の粒子強度（圧縮破壊）」測定に関し（←
evaluation measurement, there is not a unified standardization index.
This study leads the round robin inspection that gathered the domestic and foreign micro-measurement of
粒子サイズではなく、強度が重要：図参照）、統一された標準化の指標が欠落している。統一基準で測定された「
the force methods; which other than "the light spring" which a product AIST developed. Also, we meets the
standardization needs of the slight a little strength evaluation of fine particles.
②標準化の社会的インパクト／Social Impacts
我が国の国際競争力向上が戦略的に期待される分野、例えばトナー用樹脂の強度測定の精度アップによる選択
性向上、電池電極材料耐性向上による長寿命化が見込める。その結果、戦略分野のシェア拡大と規格標準の主導
的牽引、新産業振興が期待できる
It can be anticipated the international competitiveness improvement of our country strategically. E.g., the
selectivity improvement of toner resin particle by its intensity measurement precision-up; the extension of life
of the battery electrode materials tolerance. As a result, we can expected the share expansion of the
strategic field and the leading traction of the standard, a new industrial development.
③標準原案名（仮称）／Ｔｉｔｌｅs of standards to be proposed
微粒子の微細圧壊強度の測定方法
Method for measurement of minute compression breaking strength of fine particles
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer
JISC基本技術専門委員会、産業技術総合研究所、（一社）日本粉体工業技術協会
JISC TC on Basic Engineering, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST),
The Association of Powder Process Industry and Engineering, JAPAN(APPIE)
⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ ISO/IEC，TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC24 (粒子特性)/SC4 (粒子特性評価及び篩い）/WG12(粒子特性評価)、日本、産総研
ISO/TC24 (Particle characterization)/SC4 (Particle characterization)/WG12(Electrical mobility and number
concentration analysis for aerosol particles), Japan, AIST
⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of proposal and issue of the standards
国内標準(JIS)提案予定：平成29年度、発行予定：平成30年度／JIS Proposal: FY 2017, Issue: FY2018
国際標準(ISO)：提案予定：平成31年度、発行予定：平成32年度／ISO Proposal: FY2019, Issue: FY2020

Force
Plane indenter diameter
Sample diameter
(Particle, Granule)
Stage
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標準基盤研究－7

研究期間(H27～29ｆｙ）

円形管路の絞り機構による流量測定方法／

Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted
in circular cross-section conduits running full
[研究代表者：工学計測標準研究部門 液体流量標準研究グループ
[共同研究者：工学計測標準研究部門 気体流量標準研究グループ

古市 紀之 Noriyuki FURUICHI ]
寺尾 吉哉 Yoshiya TERAO ]

① 標準化研究概要／Abstract
火力発電所等における蒸気タービン評価や原子力発電給水流量計に用いられるスロートタップ式フローノズルに
ついては、高い信頼性および精度が求められる。この流量計についてはアメリカ機械学会規格ASME PTC6 (The
American Society of Mechanical Engineers Performance Test Codes 6: Steam Turbines) において規格とし
て定められているもののISO化されておらず、またPTC6における流出係数の算出方法に関しては、その精度を満
たすには多くの疑義がある。そこで、実試験結果を元に、新しい流出係数の算出方法を含めたスロートタップ式フ
ローノズルに関する標準化（ISO）化を提案する。／ Throat tap flow nozzle used to evaluate steam turbines in
fire power stations and to measure feedwater flow rate in nuclear power stations is required high reliability
and accuracy. The standard of the throat tap flow nozzle is defined in ASME PTC6, however is not defined
in ISO. Moreover, the estimating method of the discharge coefficient in ASME PTC6 has several problems.
New ISO for the throat tap flow nozzle including new estimating method of the discharge coefficient is
proposed.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
蒸気タービンの効率化に資することで、省エネルギー化及びCO2削減に繋がることが期待される。／Serving to
efficiency of steam turbines will be conducive to saving energy and CO2 reduction.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
円形管路の絞り機構による流量測定方法 – スロートタップ式フローノズル／Measurement of fluid flow by
means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full -- Part X:
Throat tap flow nozzle
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
予定なし／No plan at present
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC30 (管路における流量測定)/SC2 (差圧検出法）、イギリス、（一社）日本電気計測器工業会
ISO/TC30 (Measurement of fluid flow in closed conduits)/SC2 (Pressure differential devices),UK, Japan
Electric Measuring Instrument Manufacturers’ Association (JEMIMA)
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準(ISO)提案予定：平成31年度、発行予定：未定／ISO Proposal:FY2019, Issue: Undecided
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標準基盤研究－8

研究期間(H27～29ｆｙ）

半導体製造工程で使用するプロセスガス流量の標準化

Standarization of Process Gas Flow Rate in Semiconductor Manufacturing
[研究代表者：工学計測標準研究部門 気体流量標準研究グループ 森岡敏博 Toshihiro MORIOKA]
① 標準化研究概要／Abstract
半導体製造工程で使用されるガスは多種にわたるが、MFCメーカによる検査試験においては不活性ガスが用い
られ、実際に使用されるプロセスガス種との変換には変換係数（CF）が適用され、その変換方法はMFCメーカに
よって異なり、その情報も明らかになっていない。このような背景から、本標準基盤研究では、国家標準気体流量
校正設備により実ガス校正された移転標準器を開発し、半導体製造工程におけるプロセスガス流量の測定方法
やCFの決定方法の標準化を行う。この移転標準器を用いて、MFCメーカ各社とラウンドロビンテストを行い、プロセ
スガス流量の測定方法及びCFの決定方法の妥当性を確認し、SEMI規格化を目指す。
Inert gases are used in these controllers performance test by the MFC makers, though various kinds of
gases are used in these processes. The factor is applied to the conversion with the process gases, which is
called conversion factor (CF). The CFs and those decision methods are different by the MFC makers. From
such background, the purpose of present study will be to develop a transfer standard calibrated with real
gases by the national gas flow rate standard, and to standardize the CF decision method.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
半導体デバイス製造装置の再現性・互換性の保証に繋がり、半導体デバイスの高精度化とコスト削減による電
子製品の低価格化が期待される。
This standardization leads to guarantees of the reproducibility and compatibility of the semiconductor
production devices. Then, it is expected that not only such devices will have high-precision but also the
price of the electronic products will be reduced.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
SEMI E77-1104: マスフローコントローラの換算率の代用ガス使用による計算方法/Test Method for Caliculation
of Conversion Factors for a Mass Flow Controller Using Surrogate Gases.
④ 日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s) 無し
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ＳEMI／SEMI North America Joint Facilities & Gases TC Chapters
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
SEMI提案予定: 平成３０年度、発行予定:平成３３年度

集積ガスシステム
マスフローコントローラ

ラウンドロビンテスト用
移転標準器
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標準基盤研究－9

研究期間(H27～29ｆｙ）

甲状腺モニタ用ファントム標準化のための研究

Standardization of radioactive phantom for efficiency calibration
of a thyroid contamination monitor
[研究代表者：分析計測標準研究部門 放射能中性子標準研究グループ 柚木 彰 Akira YUNOKI]
① 標準化研究概要／Abstract
体内被ばくを評価するために広く使われている体内放射能測定装置について、IEC 61582:2004を国際対応規
格としてJIS Z 4343:2015が新たに制定された。本JISに規定された、よう素-131を用いた甲状腺モニタのレスポン
ス試験の精度向上を目指し、線源、ファントム及び試験体系の特性評価と改良を行い、甲状腺モニタ用ファントム
の標準化を図る。
Japanese Industrial Standard of In vivo counters for measuring activity of gamma-emitters (energy from
100 keV to 3 000 keV) (JIS Z 4343) was issued in 2015, which was based on IEC 61582: 2004. AIST will
standardize an Iodine-131 source and phantom to achieve more accurate efficiency calibration of thyroid
contamination monitors.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
体内放射能測定装置の精度向上に繋がる。
It will improve performance of in vivo counters.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
体内放射能測定装置
Radiation protection instrumentation - In vivo counters - Classification, general requirements and test
procedures for portable, transportable and installed equipmentof source and phantom
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
JISC保安技術専門委員会、（一社）日本電気計測器工業会／JISC TC on Safety, Japan Electric Measuring
Instruments Manufacturers’ Association (JEMIMA)
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
IEC/TC45（原子力計測)/SC45B（放射線防護計測）、フランス、（一社）日本電気計測器工業会
IEC/TC45 (Nuclear Instrumentation)/SC45B（Radiation Protection Instrumentation）, France, JEMIMA
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国内標準(JIS)提案予定：平成35年度、発行予定：平成37年度／JIS Proposal: FY2023, Issue: FY2025
国際標準(IEC)提案予定：平成30年度、発行予定：平成34年度／IEC Proposal: FY2018, Issue: FY2022
甲状腺ファントム
Thyroid phantom

IEC 61582 Ed.1 2004: Radiation protection instrumentation - In vivo
counters - Classification, general requirements and test procedures
for portable, transportable and installed equipment.
MOD（修正）

JIS Z 4343 (2015年制定） 体内放射能測定装置－γ線放出核種
In vivo counters for measuring activity of gamma-emitters
(energy from 100 keV to 3 000 keV).
甲状腺モニタ効率評価用の線源及びファントムの評価と改良
Improvement of source and phantom for efficiency calibration
of a thyroid contamination monitor.
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甲状腺モニタ
Thyroid
contamination
monitor

ガンマ線
Photon
radiation

よう素-131線源
Iodine131
source

照射試験装置
Photon exposure equipment

標準基盤研究－10

研究期間(H27～29ｆｙ）

「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

Standardization of the up-flow peroration test and various batch leaching tests
[研究代表者: 資源環境研究部門 地圏環境リスク研究グループ 保高徹生 Tetsuo YASUTAKA ]
① 標準化研究概要／Abstract
土壌や廃棄物からの汚染物質の溶出挙動や汚染物質の存在形態の正確な評価は、汚染物質の長期挙動、対策
の効率化の観点から極めて重要である。本提案では、汚染土壌からの溶出挙動を正確に把握するための試験方
法について、2つの標準化の研究を行う。
ひとつは、ISO-TC190において既に国際規格がある「上向流カラム通水試験」である。現行のISO/TS 21268-3
(技術仕様) の技術仕様ををベースとして、ISO/TS21268-3のISO化、さらに国内標準（JIS）の作成を行う。もう一
つの提案は、「バッチ試験（逐次抽出試験・シリアルバッチ試験等を含む）」のJIS化、国際標準化の検討である。こ
れらの試験方法は、現在、一部試験（固液比1:10の溶出試験）のみISO-TC190のTSが存在することから、これら
の規格のISO化、JIS化を行う必要性・方法も含めて検討を進めていく。
In terms of the long-term behavior of contaminated substances and effective utilization of countermeasures, accurate
evaluation of leaching behavior or existing form of contaminated substances from soil and waste is extremely important.
In this proposal, two studies on standardization will be carried out to understand leaching characteristics of
contaminated substances clearly.
One is for up-flow percolation test with an existed international standardization in ISO-TC190. We will upgrade the
current ISO/TS 21268-3 (technical specification) and further prepare its national standard (JIS). Another is for national
and international standardization (JIS & ISO) of various batch leaching tests, including sequential extraction tests and
serial batch tests. Since only leaching test (at L/S=10) exists in ISO-TC190, so that we will standardize these leaching
tests and further our investigation in the necessity of standardization and methods of these leaching tests.

②標準化の社会的インパクト／Social impacts
汚染物質溶出特性評価法の標準化によリ、土壌からの汚染物質の溶出特性の適切な評価が可能となり、汚染土
壌の合理的な管理が可能となる。
By Standardization of the up-flow peroration test, it is possible to evaluate the leaching characteristics of
the contaminants from the contaminated soil more precisely.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
「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
Standardization of the up-flow peroration test and various batch Leaching tests
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
公益社団法人 地盤工学会（予定）／The Japanese Geotechnical Society.
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
国際標準提案先：ISO-TC190 SC7-WG6、幹事国：オランダ、ISO/TS21268-3改訂リーダー：日本
Destination of proposal/ISO-TC190 SC7-WG6, Chair country: the Netherlands, Leader for revision of
ISO/TS21268-3: Japan
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準(ISO)提案：平成28年度、発行予定：平成30年度／ISO Proposed: FY2016, Issue: FY2018
「上向流カラム通水試験」および「各種溶出特性
試験」の標準化を進めることで、土壌からの汚
染物質の溶出挙動を正確に把握する。
Leaching behavior of contaminated
substances can be evaluated clearly by
standardization of “up-flow percolation
test” and “various batch leaching tests”.

上向流カラム試験の写真
Photograph of up-flow percolation test

バッチ試験の概念図
Conceptual Model of batch
leaching test
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標準基盤研究－11

研究期間(H27～29ｆｙ）

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
国際標準規格化／
Standardization of perfluroro alkyl substances (PFASs) in water

[研究代表者：環境管理研究部門 海洋環境動態評価研究グループ 谷保 佐知

]

[共同研究者：環境管理研究部門 海洋環境動態評価研究グループ 山下 信義

]

① 標準化研究概要／Abstract
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）は2010年より残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs
条約）でその製造や使用が規制された化学物質である。POPs条約では現在PFOS代替物質に関する評価が進
められている。PFOSはPFOSの代替ができない用途についてエッセンシャルユースの適用除外規定が設けられ
たが、現在この適用除外用途がさらに必要かについて検討が進められており、そのため代替物質を評価するため
の高精度分析法の国際標準化が求められている。さらに、PFOAについては現在POPs条約への追加が検討され
ている。本研究では、PFOS/PFOAやその代替物質を含むPFASs（ペルフルオロアルキル化合物）について高感
度高精度な分析方法を開発し、国際標準規格として新規提案することを目的とする。
PFASs (perfluoroalkyl substances) such as perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate
(PFOA) are global environment contaminants. According to chemical regulation, it is needed and requested
to understand the environmental impact of PFASs, to evaluate the safety and effectiveness of international
treaties regarding PFASs formulate policies accordingly, and to develop a robust and reliable method for
series of PFASs. The aim of this project is to develop and establish the method for analysis of PFASs in
water samples.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
PFASsの高精度な分析方法の標準化により、PFOS/PFOAやその関連物質や代替物質を正確に評価することが
できる。延いては、安全性に懸念のある化学物質を適切に管理または排除することになり、安全・安心な社会の実
現に資する。
It will result in eliminating or managing harmful chemicals properly and be helpful to a safer society by the
reliable analytical method.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
Water quality — Determination of polyfluorinated alkyl substances (PFAS) in water — Method using solid
phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s) 未定
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC147 (水質) /SC02 (物理的、化学的、生物化学的方法)、ドイツ、（一社）産業環境管理協会
ISO/TC147 (Water quality) /SC02 (Physical, chemical and biochemical methods), DIN, The Japan
Environmental Management Association for Industry (JEMAI)
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（ISO)提案：平成28年度、発行予定：平成31年度／ISO Proposed: FY2016, Issue: FY2019
信頼性の高い
分析法開発
適切な
化学物質管理

代表的なPFASs
ペルフルオロアルキルスルホン酸
(PFASs: perﬂuoroalkyl sulfonic acids)
例） PFOS (n = 8), PFHxS (n = 6)

ペルフルオロアルキルカルボン酸
(PFCAs: perﬂuoroalkyl carboxylic acids)
例）PFOA (n = 7)

•
•
•

ペルフルオロアルキルスルホン酸アミド
(FOSAs: perﬂuoroalkyl sulfonamides)
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フルオロテロマーカルボン酸
(FTCAs: ﬂuorotelomer carboxylic acids)

産業界の法令遵守・自主管理
環境動態解明・環境負荷量把
握・リスク評価
化学物質規制の有効性評価

安全・安心な
社会の実現

標準基盤研究－12

研究期間(H27～29fy）

光吸収測定によるカーボンナノ材料の細胞内の
取り込み量測定方法の国際規格化

Standardization of the method for quantification of cellular uptake of CNM
by using optical absorption measurement
[研究代表者：ナノチューブ実用化研究センター ＣＮＴ評価グループ
[共同研究者：ナノチューブ実用化研究センター ＣＮＴ評価グループ

張 民芳]
岡崎 俊也]

① 開発の背景・目的，標準化研究概要／Purpose, justification, and abstract
カーボンナノ材料(ＣＮＭ)の安全性評価やバイオ分野への応用開発にとって、細胞試験による毒性評価は不可欠
である。その際、細胞内に取り込まれたＣＮＭの量を測定することが必要となるが、その手法が確立されていない。
本提案では、ＣＮＭであるカーボンナノチューブ、ナノホーン、グラフェンに共通している近赤外光吸収特性を利用
して、細胞に取り込まれたＣＮＭの測定方法を開発し、国際標準規格として提案する。
The toxic evaluation of culture cells is indispensable for safety assessment of carbon nanomaterials (CNM)
such as carbon nanotube, nanohorns, and nanographene and their application in biological field. Although
the measurement of amount of CNM taken up by cells is essential to toxic assessment, the measurement
methodology has not been established yet. In this project, we will develop a method for measuring the
cellular uptake of CNM by using the near far-red light absorption properties of CNM. To the end, the
established protocol will be submitted to ISO as a technical standard.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
本提案した測定方法の標準化により信頼性が高いＣＮＭのリスク評価データを取ることができ、安全性を確保した
ＣＮＭテクノロジー及び関連産業の発展に加速させる。
/This measurement method provide stable and reliable information for safety assessment, which will be
helpful to advance the development of CNM technology as well as related industrials with ensuring safety.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
光吸収測定によるカーボンナノ材料の細胞内の取り込み量測定方法/A method for quantification of cellular
uptake of carbon nanomaterials by using optical absorption measurement.
④ 日本工業標準調査会提案先／日本工業規格共同原案作成団体 JISC TC, Co-proposer of JIS(s) 未定
⑤ 国際標準提案先／幹事国／国内審議団体 ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC229(ナノテクノロジー）/WG3(環境・安全)、イギリス、産総研
ISO/TC229(Nanotechnologies)/WG3(Health,Safety and Environmental Aspects of Nanotechnologies),
the UK, AIST
⑥ 国内・国際標準の提案／発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（ISO/)提案予定:平成30年度、発行予定:未定／ISO Proposal: FY2018, Issue:Undecided

ナノカーボン材料（ＣＮＭ）の安全性評価
培養細胞を用いた毒性評価
 細胞毒性
 細胞に取り込まれた量

定量分析方法の
確定が必要

ＣＮＭの近赤外光吸収特性を利用して細胞
に取り込まれたＣＮＭの測定方法を開発し、
標準化する。

CNM

細胞

培養

光吸収度の
測定

洗浄
細胞の溶解

光吸収法によるＣＮＭの細胞取り込み量評価法の概念図
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標準基盤研究－13

研究期間(H27～29ｆｙ）

液中粒子濃度計測に係わる一般的ガイドライン開発

General Guideline on Particle Number Concentration Evaluation
for Suspended Particles in Liquid
[研究代表者：製造技術研究部門 表面機能デザイン研究グループ 平澤 誠一
Makoto HIRASAWA ]
[共同研究者：イノベーション推進本部 綾 信博
Nobuhiro AYA
物質計測標準研究部門 粒子計測研究グループ 坂口 孝幸 Takayuki SAKAGUCHI、
桜井 博 Hiromu SAKURAI
構造材料研究部門 兼松 渉 Wataru KANEMATSU, 辻内 亨 Toru TUZIUTI
地質情報研究部門 地球変動史研究グループ 七山 太 Futoshi NANAYAMA
]
① 標準化研究概要／Abstract
液体中に分散している粒子の濃度の評価についての一般的ガイドラインを提供する。多様な粒子計測法において
適用可能な校正法と、その結果の評価、適用について、開発し、標準化、文書化する。ISO/TC 24/SC 4において、
共通基盤的標準を開発した後、これを引用し、ISO/TC 281/WG 2においてファインバブルの濃度計測について、
ISO/TC 229/JWG2においてナノ粒子の濃度計測について、標準化を行う。
A general guideline will be given to evaluate particle number concentration suspended in liquid. It will be
standardrized and documented that general calibration procedure and general way for representation of
results which covers counting methods, accumulated signal strength analysis method, and also statistical
signal analysis method. The developed general guideline developed in ISO/TC 24/SC 4 will be referred
as a normative reference in；The standards on measurements and applications in ISO/TC 281/WG 2 and
the standards on measurements and risk management in ISO/TC 229/JWG 2.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
液体中粒子濃度測定は、水質評価、各種工業プロセスのプロセス管理、品質保証等において活用されており、微
細気泡や、ナノ物質の評価においても重要であるが、粒子径あるいはその分布について多様な計測法が標準化さ
れているのに対し、濃度については、単一粒子光散乱カウンタ法（OPC）の２規格を除いては、標準化が行われて
いない。このため、濃度計測ガイドラインの開発を行うことで、市場の混乱を防ぎ、公正な商取引の実現に資する。
This document will respond to increasing industry needs for particle number concentration evaluation for
quality control, process monitoring, risk management and standardization.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
液中粒子濃度計測に係わる一般的ガイドライン開発
General Guideline on Particle Number Concentration Evaluation for Suspended Particles in Liquid
④ 日本工業標準調査会提案先／日本工業規格共同原案作成団体 JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
未定、（一社）日本粉体工業技術協会
Undecided, The Association of Powder Process Industry and Engineering, Japan (APPIE)
⑤ 国際標準提案先／幹事国／国内審議団体 ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC 24 (粒子特性評価及びふるい）/SC4 (粒子特性評価）、JISC、(一社）日本粉体工業技術協会
ISO/TC 281 (ファインバブル技術）/WG2 (計測）、JISC、（一社）ファインバブル産業会（FBIA)
ISO/TC 229 (ナノテクノロジー）/JWG2 (計量・キャラクタリゼーション） 、BSI、産総研
⑥ 国内・国際標準の提案／発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国内標準(JIS)提案予定：平成32年度、発行予定：未定
国際標準（ISO)提案予定：平成31年度、平成32年度、平成33年度、発行予定：未定
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標準基盤研究－14

研究期間(H27～29ｆｙ）

安全情報のモデリング言語「SafeML」の標準化

Safety modelling language “SafeML” standardisation
[研究代表者：ロボットイノベーション研究センター ロボットソフトウェアプラットフォーム研究チーム Geoffrey BIGGS]
[共同研究者：ロボットイノベーション研究センター ロボットソフトウェアプラットフォーム研究チーム 安藤 慶昭]
① 標準化研究概要／Abstract
現在、安全情報の管理と利用は膨大な人手と時間がかかり、製品開発で膨大な費用負担となっている。この問題
を解決するために、我々はモデルベース開発の技術を適用して、安全情報をモデルベースで記述する手法を提案
し、そのプロトタイプとして安全情報のモデリング言語、「SafeML」を開発した。本活動では、SafeML技術をベース
に安全情報のモデリング言語の標準化を行う。／Currently, the management and use of safety information
places a large burden on the development of safety-critical products. In this research, we are applying
model-based development techniques to this problem. We have developed a prototype modelling language,
SafeML, for managing and using safety information. This language forms the basis of our proposal to
standardise model-based management of safety information.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
安全情報管理と利用で計算機支援モデルベースツールを導入することが可能となり、製品開発フェーズにおいて
安全認証を得るためのコスト削減と時間短縮が可能になる。／Through the introduction of model-based tools
for automating the management and use of safety information, the cost and time to achieve safety
certification of a new safety-critical product can be reduced.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
安全情報のモデリング言語「SafeML」／SafeML: Modelling language for safety information
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
国内標準提案予定：未定
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
Object Management Group (OMG) Systems Engineering Domain Special Interest Group ／ Co-Chairs：
Sanford Friedanthal and Roger Deere／なし
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
OMG提案予定：平成28年度、発行予定：平成32年度／OMG Proposal: FY2016, Issue: FY2020
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研究期間(H28～30ｆｙ）

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
International standardization of nanomaterial fractionation
using field flow fractionation

[研究代表者：物質計測標準研究部門 粒子計測研究グループ

加藤 晴久 Haruhisa KATO ]

① 標準化研究概要／Abstract
欧米で急速に進捗するナノ材料の輸出入規制により、本来高品質であるとされる国産ナノ材料の競争力にマイナ
スの影響を与えうる懸念が高い。当該規制ではナノ材料の粒子径分布計測がひとつの重要な鍵となっており、分
級法を用いた評価は欠かすことができない方法論である。そこで、本研究ではナノ材料分級法の中でも最も適用
範囲が広く、世界規模で利用されている流動場分離法にフォーカスし、その材料適用範囲ならびに規定すべき分
級条件因子等を決定する評価研究を実施し、提案される国際規格の内容策定に貢献する。
Rapid progress of the regulation of import/export of nanomaterials in Europe could be given adverse effects
on Japanese nanomaterial manufacturer. Fractionation method is one of the key methodology to
characterize accurate size and size distribution of nanomaterials. Especially, field flow fractionation (FFF) is
the important techniques for characterization of nanomaterials among the fractionation variants. This
project will contribute the development of the international standardization of FFF with consideration of the
key parameters and conditions by experimental/theoretical assessments.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
現在FFFに関連した国際標準化はなされていないが、既にヨーロッパではCEN352規格において、FFFをナノ材料
の分析の重要手法として選択し、その複合材料中のナノ物体評価手法としての規格化が進捗している。FFFの国
際標準規格（ISO）策定は、FFFを利用した分析方法の最適化や妥当性検証、性能並びに品質検証、評価された
データの解釈、記録方法等をFFFユーザーが共通化することができ、本PJにおいて、当該規格化を日本が先導す
ることで世界における日本のナノ材料販売シェアに意義がある。
Currently, there are no internationally recognized standards or specifications relating to FFF, however; FFF
was already selected as the key method in the guidance on detection and identification of nano-objects in
complex matrices in the draft of CEN352. International standardization of FFF promotes method
development & validation, performance verification, quality assurance, common data interpretation and
reporting practices for nanotechnological users. In this PJ, Japan leads the progress of the international
standardization of FFF resulted in the expanding of Japanese nanomaterial product shares in the world
market.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
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／Nanotechnologies- Characterization of nanoobjects by asymmetric-flow and centrifugal field-flow fractionation
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s) 未定
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
ISO/TC229（ナノテクノロジー）/JWG2(計量・計測）、イギリス、産総研
ISO/TC229（nanotechnology）/JWG2(measurement and characterization）, UK, AIST
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Figure. Stakeholders in ISO of FFF in this project
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⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国際標準（ISO）提案：平成28年度、発行予定：平成31年度／ISO Proposed: FY2016, Issue: FY2019

標準基盤研究－16

研究期間(H28～30ｆｙ）

高圧気体用圧力計の校正方法及び特性試験方法の標準化
Standardization for calibration and characterization procedures
of pressure gauges used for gas high-pressure measurement

[研究代表者： 工学計測標準研究部門 圧力真空標準研究グループ 梶川 宏明 Hiroaki KAJIKAWA ]
[共同研究者： 工学計測標準研究部門 圧力真空標準研究グループ 小島 桃子 Momoko KOJIMA,
飯泉 英昭 Hideaki IIZUMI, 小畠 時彦 Tokihiko KOBATA
]
① 標準化研究概要／Abstract
水素ステーション等の高圧ガス利用施設では、使用する圧力計の定期的な校正・検査が必要である。現在、高圧
気体を直接用いる方法や揮発性液体を用いる方法など、複数の方法が利用・検討されているが、共通の技術基
準はなく、妥当性の検証も不十分である。本研究では、産総研で整備した気体圧力標準および液体圧力標準を利
用して、高圧気体用圧力計の校正に用いられる複数の方法の検証実験と校正結果の整合性確認を行う。検証実
験を基に、各々の方法で必要な技術要件を明らかにし、規格としてまとめる。
Regular calibrations are necessary for pressure gauges installed at facilities using high-pressure gases.
Although several calibration methods are implemented, there are no common technical standards, and
inadequate evidence supporting their validities. In this study, calibration methods for pressure gauges used
with high-pressure gases are experimentally verified, and the equivalence of the calibration results is tested.
Technical requirements for respective methods are documented as a technical standard.
②標準化の社会的インパクト／Social impacts
標準化により共通の技術基準に基づいて圧力計の性能評価や校正を行うことが可能となり、高圧気体利用施設
での効率的な圧力計の管理と圧力測定の信頼性確保に貢献できる。特に、近年整備が進む水素ステーションで
利用される高圧水素用圧力計の定期的な校正・検査を効率的に実施するための技術指針となることが期待される。
The technical standard will help calibrate pressure gauges properly, leading to efficient quality control for
pressure gauges and ensuring the reliability of pressure measurements at facilities using high-pressure
gases. In particular, the standard is expected to be used for calibrations of pressure gauges installed at
hydrogen stations, which have been increasingly constructed in recent years.
③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed
高圧気体用圧力計の校正方法及び特性試験方法／Calibration and characterization procedures
of pressure gauges used for gas high-pressure measurement
④日本工業標準調査会提案先、日本工業規格共同原案作成団体／JISC TC, Co-proposer of JIS(s)
未定／Undecided
⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体／ISO/IEC, TC(s), Secretariat, National committee
予定なし／No plan at present
⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期／Target dates of the proposal and issue of standard(s)
国内標準（JIS）提案予定：平成30年度、発行予定：平成31年度／JIS: Proposal: FY2018, Issue: TY2019
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