
（参考２） 

産総研における国際・国内標準の提案状況 

１． 国際標準（ＩＳＯ，ＩＥＣ，国際フォーラムなど）提案件数 

・平成１３年度(2001fy)： ０件 ・平成２１年度(2009fy)： ７件 

・平成１４年度(2002fy)： ３件 ・平成２２年度(2010fy)：１０件 

・平成１５年度(2003fy)：１１件 ・平成２３年度(2011fy)：２３件 

・平成１６年度(2004fy)： ７件 ・平成２４年度(2012fy)：１５件 

・平成１７年度(2005fy)：１１件 ・平成２５年度(2013fy)：２６件 

・平成１８年度(2006fy)：１６件 ・平成２６年度(2014fy)：２０件 

・平成１９年度(2007fy)： ７件 ・平成２７年度（2015fy）：２４件  

・平成２０年度(2008fy)： ９件 ・平成２８年度（2016fy）：１６件  

 (H28.4.1～H29.1.31) 

 累 計      ：２０５件 

  

２． 国内標準（ＪＩＳ，ＴＳ，ＴＲ等）提案件数 

・平成１３年度(2001fy)：１３件 ・平成２１年度(2009fy)：１９件 

・平成１４年度(2002fy)： ７件 ・平成２２年度(2010fy)：１２件 

・平成１５年度(2003fy)： ５件 ・平成２３年度(2011fy)：１６件 

・平成１６年度(2004fy)： ３件 ・平成２４年度(2012fy)：１９件 

・平成１７年度(2005fy)： ８件 ・平成２５年度(2013fy)：１０件 

・平成１８年度(2006fy)：１１件 ・平成２６年度(2014fy)： ４件 

・平成１９年度(2007fy)：１２件 ・平成２７年度(2015fy）：  ９件  

・平成２０年度(2008fy)：１１件 ・平成２８年度(2016fy）：  ７件  

 (H28.4.1～H29.1.31) 

 累 計      ：１６６件 

 

３． 国際・国内標準提案件数計 

・平成１３年度(2001fy)：１３件 ・平成２１年度(2009fy)：２６件 

・平成１４年度(2002fy)：１０件 ・平成２２年度(2010fy)：２２件 

・平成１５年度(2003fy)：１６件 ・平成２３年度(2011fy)：３９件 

・平成１６年度(2004fy)：１０件 ・平成２４年度(2012fy)：３４件 

・平成１７年度(2005fy)：１９件 ・平成２５年度(2013fy)：３６件 

・平成１８年度(2006fy)：２７件 ・平成２６年度(2014fy)：２４件 

・平成１９年度(2007fy)：１９件 ・平成２７年度(2015fy）：３３件  

・平成２０年度(2008fy)：２０件 ・平成２８年度(2016fy）：２３件 

 (H28.4.1～H29.1.31) 

 累 計      ：３７１件 
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（参考２－１）

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

№ ISO/IEC規格番号 名 称 提案 規格票発行 提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名 ISO/IEC　TC

1 ISO/CD16620

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

H22.4.15 -
国岡　正雄
*project
leader

環境化学
技術研究
部門

H18 METI
「化成品における非石油資
源である再生可能原料利
用率測定方法の標準化
H19-21 AIST
「バイオマス炭素含有率の
測定法の標準化」

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

2
ISO/IEC
30122-1: 2016

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

H22.4.19 H28.7.29
関　喜一
*project
editer

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H23-25 AIST
「情報技術における音声命
令の標準化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽ）

3
ISO/IEC
30122-4: 2016

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

H22.4.19 H28.7.29
関　喜一
*project
editer

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H23-25 AIST
「情報技術における音声命
令の標準化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽ）/WG5（ボイスコマ
ンド）

4
ISO 10880:
2017

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

H22.4.19 H29.1.10
兵藤　行志
*project
leader

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H20-22 AIST
「赤外線ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨを用い
た整形外科ﾃﾞﾊﾞｲｽの力学
的適合性試験方法」

ISO/TC135（非破壊試
験）/SC8（赤外線ｻｰﾓｸﾞ
ﾗﾌｨ試験

5
ISO 9241-391:
2016

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

H22.4 H28.2.10
氏家　弘裕
*convener
渡邊　洋

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H20-21 AIST
「映像の生体安全性に基
づく安全基準の国際標準
化」

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

6
ISO 24504:
2014

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

H22.4 H26.8.4

佐藤　洋
*project
leader
倉片　憲治

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H17-19 AIST
「人間特性データ解析」
H21-23 METI
「アクセシブルデザインの
体系的技術に関する標準
化」

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

*
ISO 14577-1:
2015

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

H22.7 H27.7.8 東　康史
計測標準
研究部門

H22-26 METI
日米エネルギー環境技術
研究・標準化協力事業

ISO/TC164（金属の機
械試験）/SC3（硬さ試
験）

*
ISO 14577-2:
2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and materials
parameters -- Part 2: Verification and
calibration of testing machines
(金属材料―硬さと材料パラメータのための
押し込み試験 - 第2部：試験機の校正）

H22.7 H27.7.8 東　康史
計測標準
研究部門

H22-26 METI
日米エネルギー環境技術
研究・標準化協力事業

ISO/TC164（金属の機
械試験）/SC3（硬さ試
験）

*
ISO 14577-3:
2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and materials
parameters -- Part 3: Calibration of
reference blocks
(金属材料―硬さと材料パラメータのための
押し込み試験 - 第3部：基準片の校正）

H22.7 H27.7.8 東　康史
計測標準
研究部門

H22-26 METI
日米エネルギー環境技術
研究・標準化協力事業

ISO/TC164（金属の機
械試験）/SC3（硬さ試
験）

*
ISO 16413:
2013

Evaluation of thickness, density and
interface width of thin films by X-ray
reflectometry -- Instrumental requirements,
alignment and positioning, data collection,
data analysis and reporting
（エックス線反射計による薄膜の厚さ，密度
及び界面幅の評価－計測要求事項，配置
及び位置決め，データ収集，データ分析及
び報告)

H22.8 H25.2.12 東　康史
計測標準
研究部門

H22-26 METI
日米エネルギー環境技術
研究・標準化協力事業

ISO/TC201(表面化学分
析）/WG3（X線反射率）

7
ISO/DIS
16063-44

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

H22.9.30 臼田　孝
計測標準
研究部門

H13- AIST運営費交付金
「振動加速度標準の開発と
供給」

ISO/TC108(機械振動及
び衝撃)SC3（振動・衝撃
測定器)

（参考２） 

産総研における国際・国内標準の提案状況 

１． 国際標準（ＩＳＯ，ＩＥＣ，国際フォーラムなど）提案件数 

・平成１３年度(2001fy)： ０件 ・平成２１年度(2009fy)： ７件 

・平成１４年度(2002fy)： ３件 ・平成２２年度(2010fy)：１０件 

・平成１５年度(2003fy)：１１件 ・平成２３年度(2011fy)：２３件 

・平成１６年度(2004fy)： ７件 ・平成２４年度(2012fy)：１５件 

・平成１７年度(2005fy)：１１件 ・平成２５年度(2013fy)：２６件 

・平成１８年度(2006fy)：１６件 ・平成２６年度(2014fy)：２０件 

・平成１９年度(2007fy)： ７件 ・平成２７年度（2015fy）：２４件  

・平成２０年度(2008fy)： ９件 ・平成２８年度（2016fy）：１６件  

 (H28.4.1～H29.1.31) 

 累 計      ：２０５件 

  

２． 国内標準（ＪＩＳ，ＴＳ，ＴＲ等）提案件数 

・平成１３年度(2001fy)：１３件 ・平成２１年度(2009fy)：１９件 

・平成１４年度(2002fy)： ７件 ・平成２２年度(2010fy)：１２件 

・平成１５年度(2003fy)： ５件 ・平成２３年度(2011fy)：１６件 

・平成１６年度(2004fy)： ３件 ・平成２４年度(2012fy)：１９件 

・平成１７年度(2005fy)： ８件 ・平成２５年度(2013fy)：１０件 

・平成１８年度(2006fy)：１１件 ・平成２６年度(2014fy)： ４件 

・平成１９年度(2007fy)：１２件 ・平成２７年度(2015fy）：  ９件  

・平成２０年度(2008fy)：１１件 ・平成２８年度(2016fy）：  ７件  

 (H28.4.1～H29.1.31) 

 累 計      ：１６６件 

 

３． 国際・国内標準提案件数計 

・平成１３年度(2001fy)：１３件 ・平成２１年度(2009fy)：２６件 

・平成１４年度(2002fy)：１０件 ・平成２２年度(2010fy)：２２件 

・平成１５年度(2003fy)：１６件 ・平成２３年度(2011fy)：３９件 

・平成１６年度(2004fy)：１０件 ・平成２４年度(2012fy)：３４件 

・平成１７年度(2005fy)：１９件 ・平成２５年度(2013fy)：３６件 

・平成１８年度(2006fy)：２７件 ・平成２６年度(2014fy)：２４件 

・平成１９年度(2007fy)：１９件 ・平成２７年度(2015fy）：３３件  

・平成２０年度(2008fy)：２０件 ・平成２８年度(2016fy）：２３件 

 (H28.4.1～H29.1.31) 

 累 計      ：３７１件 
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№ ISO/IEC規格番号 名 称 提案 規格票発行 提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名 ISO/IEC　TC

*
IEC 62522 Ed.
1.0:2014 (b)

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

H22.11.26 H26.2.14 雨宮　邦招
計測標準
研究部門

IEC/TC86（光ファイバ）
/WG4（光測定器校正）

8
IEC/TS 62282-
7-2 Ed.
1.0:2014 (b)

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

H23.1.21 H27.5.13 嘉藤　徹
エネルギー
技術研究
部門

H19-21 METI「SOFC単位
セルアッセンブリー試験方
法に関する標準化」

IEC/TC105(燃料電池）
/WG11（単セル試験方
法）

*
ISO 14577-4:
2016

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

H23.2 H28.10.26 東　康史
計測標準
研究部門

H22-26 METI
日米エネルギー環境技術
研究・標準化協力事業

ISO/TC164（金属の機
械試験）/SC3（硬さ試
験）

9
ISO10360-10:
2016

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

H23.4.15 H28.4.4
大澤 尊光
高辻　利之
他

計測標準
研究部門

H21-23 AIST
「産業応用におけるCT（ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ･ﾄﾓｸﾞﾗﾌｨ）装置評価
法の標準化に関する研究」

ISO/TC213(製品の寸
法・形状の仕様及び評
価）/WG10（三次元測定
器）

10
ISO 17198:
2014

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

H23.4 H26.11.13
後藤　新一
小熊　光晴

新燃料自
動車技術
研究ｾﾝﾀー

H20-22 METI
「ジメチルエーテル(DME)
燃料に関する標準化」

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

11 ISO/NP 17199

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

H23.4
後藤　新一
小熊　光晴

新燃料自
動車技術
研究ｾﾝﾀー

H20-22 METI
「ジメチルエーテル(DME)
燃料に関する標準化」

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

12 ISO17786: 2015

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

H23.4 H27.4.29
後藤　新一
小熊　光晴

新燃料自
動車技術
研究ｾﾝﾀー

H20-22 METI
「ジメチルエーテル(DME)
燃料に関する標準化」

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

13
ISO/IEC 17549:
2015

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

H23.4. H27.5.18 永見　武司
情報技術
研究部門

H21 METI
「情報分野の競争力強化
に関する標準化－⑤携帯
用情報機器の４方向キー
インタラクションに関する標
準化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽ）

14
ISO/TS 17200:
2013

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

H23.5.10 H25.5.15
田中　充＊
Project
leader

フェロー
H21-23 METI
「ナノ材料規格等に関する
標準化」

ISO/TC229（ナノテクノロ
ジー）/WG4（材料）

15 ISO/WD 18677

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

H23.6.27
柘植　明＊
Project
leader

計測フロン
ティア研究
部門

H20-22 METI
「マグネシウム地金・合金
中酸素の分析方法の標準
化」

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

16
IEC 62047-20
Ed. 1.0:2014 (b)

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

H23.7.1 H26.6.26
檜野　良穂
大田 明博

計測標準
研究部門

H20-22 METI
「小型ジャイロMEMSデバ
イスの性能評価方法に関
する標準化」

IEC/TC47(半導体デバ
イス)/SC47F（MEMS)

17
ISO/IEC 17825:
2016

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

H23.7.7 H28.1.4 佐藤　証
情報セキュ
リティセン
ター

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

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3（セキュリ
ティの評価・試験・仕様）
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№ ISO/IEC規格番号 名 称 提案 規格票発行 提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名 ISO/IEC　TC

18
ISO　24505：
2016

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

H23.7.14 H28.4.1

佐川　賢
*project
leader
伊藤納奈

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H21-23 METI
「アクセシブルデザインの
体系的技術に関する標準
化」

ISO/TC159（人間工学）
/SC5(物理的環境の人
間工学）

19
ISO 9241-392:
2015

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

H23.8.12 H27.5.26 氏家　弘裕

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H20-21 AIST
「映像の生体安全性に基
づく安全基準の国際標準
化」
H21-26　 METI
日米エネルギー環境技術
研究・標準化協力事業

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

20
IEC 80601-2-
71 Ed. 1.0:2015
(en)

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

H23.9.19 H27.6.29
谷川　ゆか
り

人間福祉
医工学研
究部門

Ｈ20-21 AIST
「近赤外光診断装置の性
能試験方法及び装置較正
用ファントムの標準化」
H23-25 METI
「医用光生体計測に関する
国際標準化」

ISO/TC121（麻酔装置
及び人工呼吸関連装
置）/SC3　and
IEC/TC62 (医用電気機
器）SC62D (医用電子機
器)/JWG5(ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰ
ﾀ）

21
ISO/NP
21501-4

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

H23.9
(H26.3.4)

榎原研正
計測標準
研究部門

H23-25 AIST
「気中ナノ粒子測定器の精
度保証に関する標準化」

ISO/TC24（粒子特性評
価及びふるい）/SC4(粒
子特性評価）/WG9（光
相互作用による一粒子
測定法）

22 ISO 18088

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

H23.11.5
佐川　賢
*project
leader

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H21-23　METI
「アクセシブルデザインの
体系的技術に関する標準
化」

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）/WG10
（消費生活製品のアクセ
シブルデザイン）

23 ISO 18087
Ergonomics - Accessible Design - Minimum
legible font size for people at any age
（最小可読文字サイズ推定方法）

H23.11.5
佐川　賢
*project
leader

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H21-23　METI
「アクセシブルデザインの
体系的技術に関する標準
化」

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）/WG10
（消費生活製品のアクセ
シブルデザイン）

24 ISO 17947

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

H23.9.28 H26.8.21

上蓑
森川　久
兼松　渡
（日置　昭
治
*project
leader)

計測フロン
ティア研究
部門
計測標準
研究部門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG3（化学分
析）

25
ISO17901-1:
2015

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

H23.11 H27.6.29 福田　隆史
電子光技
術研究部
門

H18-19　AIST
[ホログラム記録材料の光
学的特性測定方法）
H21 METI
「ホログラムの光学的特性
測定方法に関する標準化
FS」

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

26
ISO17901-2:
2015

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

H23.11 H27.6.29 福田　隆史
電子光技
術研究部
門

H18-19 AIST
「ホログラム記録材料の光
学的特性測定方法」
H21国際共同（ホログラム
の光学的特性測定方法に
関する標準化FS）

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

27 ISO18074: 2015

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

H23.12.29 H27.11.19

町田　雅之
*project
leader
小池　英明
*project
leader
関口　勇地

生物プロセ
ス研究部門
バイオメ
ディカル研
究部門

H22-24 METI
「カシミヤ繊維の試験方法
に関する標準化」

ISO/TC38(繊維）/WG22
（繊維鑑別と化学分析）

28
ISO 18191:
2015

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

H24.2 H27.9.1
原田　晃
鶴島　修夫

環境管理
技術研究
部門

H19ｰ21AIST
「海水中炭酸系パラメータ
測定法の国際標準化」

ISO/TC14７（水質）
/SC2(物理的・化学的・
生物的方法）

29 IEC/CD 62853
Open Systems Dependability  (開放系のディ
ペンダビリティ)

H24.9 木下佳樹
セキュアシ
ステム研究
部門

H20-23、H24 METI
「利用者指向ディペンダビ
リティの研究」

IEC/TC56(ディペンダビ
リティ）/WG4
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30
ISO/IEC CD
30136

Information Technology — Performance
Testing of Template Protection Scheme

H24.10
井沼　学
大塚　玲

情報セキュ
リティ研究
センター、
情報技術
研究部門

H22-24 METI
「バイオメトリクス認証にお
けるテンプレート保護技術
に関する標準化」

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC37(バイオメトリク
ス）

31
ISO 15106-5：
2015

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

H24.8 H27.4.13
原　重樹
原　伸生

環境化学
技術研究
部門

H23 METI
「有機EL,有機薄膜太陽電
池用ポリマーフィルムのバ
リア評価技術･標準フィル
ムに関する国際標準化に
係るFS」

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

32
ISO15106-6:
2015

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

H24.8 H27.4.13
原　重樹
原　伸生

環境化学
技術研究
部門

H23 METI
「有機EL,有機薄膜太陽電
池用ポリマーフィルムのバ
リア評価技術･標準フィル
ムに関する国際標準化に
係るFS」

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

33
ISO15106-7:
2015

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

H24.8 H27.4.13
原　重樹
原　伸生

環境化学
技術研究
部門

H23 METI
「有機EL,有機薄膜太陽電
池用ポリマーフィルムのバ
リア評価技術･標準フィル
ムに関する国際標準化に
係るFS」

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

34
ISO 16620-1:
2015

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

H24.9 H27.4.2
国岡正雄
*project
leader

環境化学
技術研究
部門

H18 METI
「化成品における非石油資
源である再生可能原料利
用率測定方法の標準化」
H19-21 AIST
「バイオマス炭素含有率の
測定法の標準化」

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

35
ISO 16620-2:
2015

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

H24.9 H27.4.2
国岡正雄
*project
leader

環境化学
技術研究
部門

H18 METI
「化成品における非石油資
源である再生可能原料利
用率測定方法の標準化」
H19-21 AIST
「バイオマス炭素含有率の
測定法の標準化」

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

36
ISO 16620-3:
2015

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

H24.9 H27.4.2
国岡正雄
*project
leader

環境化学
技術研究
部門

H18 METI
「化成品における非石油資
源である再生可能原料利
用率測定方法の標準化」
H19-21 AIST
「バイオマス炭素含有率の
測定法の標準化」

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

37
ISO/TS 17951-
1: 2016

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

H24.10 H28.6.17
宮崎　章
田尾　博明
中里　哲也

環境管理
技術研究
部門

H24-26 AIST
「水中ふっ素化合物定量
のための流れ分析法」

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

38
ISO/TS 17951-
2: 2016

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

H24.10 H28.6.17
宮崎　章
田尾　博明
中里　哲也

環境管理
技術研究
部門

H24-26 AIST
「水中ふっ素化合物定量
のための流れ分析法」

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

39
ISO 20685-2:
2015

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

H24.12 H27.8.4

持丸　正明
河内　眞紀
子
*project
leader

デジタル
ヒューマン
研究セン
ター

H17-19 METI
「非接触三次元測定機の
精度評価方法の標準化」
H22-24 METI
「三次元デジタルデータ評
価装置に関する国際標準
開発」

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

40
ISO 17942:
2014

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

H.24.4 H26.7.30

上蓑
森川　久
兼松　渡
（日置　昭
治
*project
leader)

計測フロン
ティア研究
部門
計測標準
研究部門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）
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*
IEC 62282-6-
101 Ed.1

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

H25.1 山根　昌隆
電池技術
研究部門

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

IEC/TC105(燃料電池）
/WG8 (マイクロ燃料電
池-安全）

41
IEC 62800 Ed.
1.0

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

H25.4
黒川　悟
*project
leader

計測標準
研究部門

H24-26　METI
「RoF(Radio on Fiber)シス
テムに関する国際標準化」

IEC/TC103(無線通信用
送信装置）

42
IEC 62801 Ed.
1.0

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

H25.4
黒川　悟
*project
leader

計測標準
研究部門

H24-26　METI
「RoF(Radio on Fiber)シス
テムに関する国際標準化」

IEC/TC103(無線通信用
送信装置）

43
IEC/CD 62802
Ed. 1.0

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

H25.4
黒川　悟
*project
leader

計測標準
研究部門

H24-26　METI
「RoF(Radio on Fiber)シス
テムに関する国際標準化」

IEC/TC103(無線通信用
送信装置）

44
ISO/IEC FDIS
20009-4

Information technology – Security
techniques – Anonymous entity
authentication – Part 4: Mechanisms based
on weak secrets
(弱い秘密に基づく機構)

H25.4
古原　和邦
辛　星漢

セキュアシ
ステム研究
部門

H26-28　AIST
「パスワードを用いた匿名
認証/属性認証技術の国
際標準化」

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）

45
ISO 16891:
2016

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

H25.3.11 H28.1.15 遠藤　茂寿
計測標準
研究部門

ISO/TC142(空気及びそ
の他のガスの清浄装置)
/WG7

46

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

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

H25.4.25 H28.2.25

山本　典孝
小笹　健仁
山田　寿一
鎌田　俊英

フレキシブ
ルエレクト
ロニクス研
究センター

H24-26　METI
「プリンテッドエレクトロニク
スに関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

47

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

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

H25.4.25 H28.2.25

山本　典孝
小笹　健仁
山田　寿一
鎌田　俊英

フレキシブ
ルエレクト
ロニクス研
究センター

H24-26　METI
「プリンテッドエレクトロニク
スに関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

48
ISO 19029:
2016

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

H25.7 H28.1.19
関　喜一
佐藤　洋

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H20-22 AIST
「公共空間に設置する移動
支援用音案内の標準化」

ISO/TC173(福祉用具）
/SC7(アクセシブルデザ
イン）

49
ISO/FDIS
19233-1

Implants for surgery -- Orthopaedic joint
prosthesis -- Part 1: Procedure for
producing parametric 3D bone models from
CT data of the knee
(外科用インプラント－全人工膝関節－パー
ソナライズド人工関節：第1部　設計のため
の基礎的骨形態計測)

H25.9 兵藤　行志

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H23-25 AIST
「アジア人高齢者人工関節
のための基盤技術の標準
化」
H23-25 METI
「パーソナライズド人工関
節の機能・安全性評価基
準」

ISO/TC150（外科用体
内埋没材）/SC4（人工関
節及び人工骨）

50
ISO 16620-4:
2016

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

H22.4.15 H27.12.16

国岡　正雄
*project
leader
船橋　正弘

環境化学
技術研究
部門

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

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

51
ISO/TS 19337:
2016

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

H25.10 H28.3.23
岩橋　均
*project
leader

健康工学
研究部門

H18-22　NEDO
 「ナノ粒子特性評価手法
の研究開発/キャラクタリ
ゼーション・暴露評価・有
害性評価・リスク評価手法
の開発 」

ISO/TC229（ナノテクノロ
ジー）

52
ISO　7250-3:
2015

Basic human body measurements for
technological design -- Part 3: Worldwide
and regional design ranges for use in
product standards
（技術的設計のための基本人体測定項目－
第3部：製品規格に使用する世界的及び地
域的設計範囲）

H25.10 H27.8.13
河内 眞紀
子
持丸　正明

デジタル
ヒューマン
工学研究セ
ンター

H22-24　METI
「三次元デジタルデータ評
価装置に関する国際標準
開発」

ISO/TC159（人間工学）
/SC3（人体計測と生体
力学）
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53
ISO19095-1:
2015

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

H25.7 H27.8.3
堀内　伸
宮前　孝行

ナノシス
テム研究
部門

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

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

54
ISO 19095-2:
2015

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

H25.7 H27.8.3
堀内　伸
宮前　孝行

ナノシス
テム研究
部門

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

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

55
ISO 19095-3:
2015

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

H25.7 H27.8.3
堀内　伸
宮前　孝行

ナノシス
テム研究
部門

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

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

56
ISO 19095-4:
2015

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

H25.7 H27.8.3
堀内　伸
宮前　孝行

ナノシス
テム研究
部門

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

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

57
IEC/CD 61563
Ed. 2.0

Radiation protection instrumentation -
Equipment for measuring specific activity of
gamma-emitting radionuclides in foodstuffs
(放射線防護計装－食品中のガンマ線放射
核種の比放射能を計測するポータブル機
器)

H25.9 柚木　彰
計測標準
研究部門

IEC/TC45（原子力計測）
/SC45B（放射線防護計
測）/WG16（汚染計及び
汚染監視装置）

58
IEC/TR 60601-
4-1 Ed. 1.0

Medical electrical equipment - Part 4-1:
Guidance and interpretation - Medical
electrical equipment and medical electrical
systems employing a degree of autonomy
（医用電子機器－自律度を有する医用電気
機器システム）

H25.10 鎮西　清行

ヒューマ
ンライフ
テクノロ
ジー研究
部門

IEC/TC62（医用電気機
器）/SC62A（医用電気
機器の共通事項）

59
ISO 19635:
2016

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

H25.10 H28.3.15
大古 善久
*project
leader

環境管理
技術研究
部門

H18 METI
H19-21 METI
「半導体光触媒材料のバ
イオフィルム抑制効果評価
方法に関する標準化」

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9（光触媒）

60
ISO 19722:
2017

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

H25.10 H29.1.10
平川 力
*project
leader

環境管理
技術研究
部門

H22-24　AIST
「溶存酸素測定に基づく光
触媒及び応用材料の環境
浄化性能の評価手法の開
発」

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9（光触媒）

61 ISO/WD 18677
Method of analyzing oxygen for evaluating
magnesium and magnesium alloys
（マグネシウム金属中酸素の分析方法）

H25.11.11

柘植　明
*project
leader
兼松　渉

計測フロン
ティア研究
部門

H20-22 METI
「マグネシウム地金・合金
中酸素の分析方法の標準
化」

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

62
ISO/PRF
19810

Fine Ceramics(advanced ceramics,
advanced technical ceramics)-Test method
for self-cleaning performance of
photocatalytic under indoor lighting
environment -Measurement of water
contact angle
 （ファインセラミックス－屋内照明環境下に
おける光触媒材料のセルフクリーニング性
能試験方法－水接触角の測定）

H25.10
小西　由也
*project
leader

エネルギー
技術研究
部門

H19-24 NEDO
「循環社会構築型光触媒
産業創成プロジェクト」

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9（光触媒）

63
ISO16063-17:
2016

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

H25.10 H28.5.30

臼田　孝
*project
leader
大田　明博
野里　英明

計測標準
研究部門

H25-27　AIST
「遠心加速度校正に関する
標準化研究」

ISO/TC108（機械の振
動及び衝撃）/SC3（振
動・衝撃測定器）
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64
ISO/IEC
30122-2: 2017

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

H26.2.13 H29.2.9
関　喜一
*project
editer

ヒューマンラ
イフテクノロ
ジー研究部
門

H23-25 AIST
「情報技術における音声命
令の標準化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽ）

65
ISO/IEC
30122-3

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

H26.2.13
関　喜一
*project
editer

ヒューマンラ
イフテクノロ
ジー研究部
門

H23-25 AIST
「情報技術における音声命
令の標準化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰ
ﾌｪｰｽ）/WG5（ボイスコマ
ンド）

66
ISO/IEC DIS
30107-3

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

H26.1.21 大木　哲史
セキュアシ
ステム研究
部門

H25 METI
「バイオメトリクス安全性評
価(bPAD:Biometric
Presentation-Attack
Detection)の国際標準化]

ISO/IEC JTC1（情報技
術）/SC37（バイオメトリ
クス）

67 ISO/DIS 19090

Tissue-engineered medical products --
Bioactive ceramics -- Cell migration ability
test for porous body
（バイオセラミックス多孔体の細胞侵入性試
験法）

H26.1.28 廣瀬　志弘

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H23-24 METI
「バイオセラミックスの再生
医療用特性評価法に関す
る標準化」

ISO/TC150(外科用体内
埋没材)/SC7(再生医療
機器)

68
ISO/FDIS
9241-333

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

H26.6.23 氏家　弘裕

ヒューマンラ
イフテクノロ
ジー研究部
門

H21-26 METI
日米エネルギー環境技術
研究・標準化協力事業

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

69
IEC 60153-1:
2016

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

H26.7.4 H28.5.18
堀部　雅弘
*project
editer

計測標準研
究部門

H25-27 AIST
「110GHz以上の方形導波
管およびインターフェース
の標準化」

IEC/TC46（通信用伝送
線及びマイクロ波受動
部品）/SC46F（無線及び
マイクロ波受動回路部
品）

70
IEC 60153-2:
2016

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

H26.7.4 H28.5.18
堀部　雅弘
*project
editer

計測標準研
究部門

H25-27 AIST
「110GHz以上の方形導波
管およびインターフェース
の標準化」

IEC/TC46（通信用伝送
線及びマイクロ波受動
部品）/SC46F（無線及び
マイクロ波受動回路部
品）

71
IEC 60154-1:
2016

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

H26.7.4 H28.5.18
堀部　雅弘
*project
editer

計測標準研
究部門

H25-27 AIST
「110GHz以上の方形導波
管およびインターフェース
の標準化」

IEC/TC46（通信用伝送
線及びマイクロ波受動
部品）/SC46F（無線及び
マイクロ波受動回路部
品）

72
IEC 60154-2:
2016

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

H26.7.4 H28.7.5
堀部　雅弘
*project
editer

計測標準
研究部門

H25-27 AIST
「110GHz以上の方形導波
管およびインターフェース
の標準化」

IEC/TC46（通信用伝送
線及びマイクロ波受動
部品）/SC46F（無線及び
マイクロ波受動回路部
品）

73
ISO 389-
7:2005/DAmd 1

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

H26.5.20 H28.7.12
倉片 憲治
*project
leader

ヒューマ
ンライフ
テクノロ
ジー研究
部門

H13-15 AIST
「高周波領域の基準聴覚
特性の標準化」
H16-17 AIST
「高齢者による低周波音の
不快度評価方法」

ISO/TC43（音響）
/WG1(聴覚閾値）

74
ISO/IEC AWI
18520

Information technology -- Computer
graphics, image processing and
environmental data representation --
Benchmarking framework of vison-based
spatial registration and tracking methods for
MAR
(複合現実感・拡張現実感（MAR)のためのビ
ジョンに基づく位置合わせ及び追跡手法の
ベンチマーキング）

H26.7.8
蔵田　武志
*project
leader

サービス
工学研究
センター

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

ISO/IEC JTC1（情報技
術）/SC24（コンピュータ
グラフィックス、画像処
理及び環境データ表現）
/WG9（拡張現実世界の
概念と参照モデル）

75
ISO/DIS
19984-1

Rubber and rubber products —
Determination of biobased content —Part 1:
General principles and calculation methods
using formulation
（ゴム及びゴム製品―バイオベース度の求
め方―第１部：通則および配合表を用いた
計算法）

H26.9.1 国岡　正雄
環境化学
技術研究
部門

ISO/TC45（ゴム及びゴ
ム製品）/SC2（試験及び
分析法）
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76
ISO/DIS
19984-2

Rubber and rubber products —
Determination of biobased content —Part 2:
Biobased carbon content
（ゴム及びゴム製品―バイオベース度の求
め方―第２部：バイオベース炭素分率）

H26.9.1
国岡　正雄
*project
leader

環境化学
技術研究
部門

ISO/TC45（ゴム及びゴ
ム製品）/SC2（試験及び
分析法）

77
ISO/DIS
19984-3

Rubber and Rubber products —
Determination of biobased content —Part 3:
Biobased mass content
（ゴム及びゴム製品―バイオベース度の求
め方―第３部：バイオベース質量分率）

H26.9.1 国岡　正雄
環境化学
技術研究
部門

ISO/TC45（ゴム及びゴ
ム製品）/SC2（試験及び
分析法）

78
ISO/DIS 7250-
1
（改訂）

Basic human body measurements for
technological design – Part 1: Body
measurement definitions and landmarks
（技術的設計のための基本人体測定項目－
第1部：人体測定項目の定義及び目標）

H26.8.11
持丸正明
河内まき子
（co-PL）

デジタル
ヒューマン
工学研究セ
ンター

H22-24　METI
「三次元デジタルデータ評
価装置に関する国際標準
開発」

ISO/TC159（人間工学）
/SC3（人体計測と生体
力学）

79
ISO/IEC NP
19989-1

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

H26.9.15
山田　朝彦
*project
editer

セキュアシ
ステム研究
部門

H26-28  METI
「クラウドセキュリティに資
するバイオメトリクス認証
のセキュリティ評価基盤整
備に必要な国際標準化・
普及基盤構築」

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3（セキュリ
ティの評価・試験・仕様）

80
ISO/PRF
19929

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

H26.9.24
衣笠　晋一
*project
leader

計量研究セ
ンター

H23-26　AIST
「高分子の定量MALDI質
量分析法の国際標準化」
H26-28 METI
「複雑系高性能プラスチッ
クの物理・化学的試験方
法に関する国際標準化」

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

81 ISO/WD 20146

Vacuum Technology ― Vacuum Gauges ―
Specification, calibration and expression of
uncertainty of calibration results of
capacitance diaphragm vacuume gauge with
electrical output
（真空技術ー真空計ー電気出力を持った静
電容量型隔膜真空計の仕様、校正及び校
正不確かさの表記方法）

H26.10.15

新井 健太
*project
leader
吉田　肇
秋道　斉

計測標準
研究部門

H19-21 AIST
「真空計を用いた圧力測定
における熱遷移効果の補
正方法の国際標準化」

ISO/TC112(真空技術）

82
ISO/IEC WD
20085-1

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

H26.10.30
坂根　広史
*project
editer

セキュアシ
ステム研究
部門

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

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3（セキュリ
ティの評価・試験・仕様）

83
ISO/DIS
20480-1

Fine bubble technology - General
principles for usage and measurement of
fine bubbles ― Part 1: Terminology
（ファインバブルの使用と計測に関する一般
原則- 用語規格案）

H26.3.9 綾　信宏
イノベー
ション推進
本部

ISO/TC281（ファインバ
ブル技術）

* ISO/WD 20411

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

H26.11 野中　秀彦
分析計測
標準研究
部門

H22-24 AIST
「イオン検出器の広域ダイ
ナミックレンジにおける検
出信号の較正手順の標準
化」

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

84
IEC 62899-401
Ed.1.0

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

H26.12 小笹　健仁

フレキシブ
ルエレクト
ロニクス研
究センター

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）/WG4
（印刷性）
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85
IEC/CD 60601-
2-76

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

H26.11.21
榊田　創
池原 譲

電子光技
術研究部
門
創薬基盤
研究部門

H24-26 METI
「医療用プラズマ装置等に
関する国際標準化」

IEC/TC62（医用電気機器）
/SC62D（医用電気機器）

86 ISO/CD 20379

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

H27.1
堀田 裕司
*project
leader

構造材料
研究部門

ISO/TC206（ファインセラ
ミックス）

87
IEC 60153-4
Ed.3.0

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

H27.5 堀部 雅弘
物理計測
標準研究
部門

H25-27 AIST
「Standard for Rectangular
Metallic Waveguides and
Their Interfaces for
Frequencies of 110 GHz
and Above (110 GHz以上
の方形導波管およびイン
ターフェースの標準化)」

ISO/TC46(通信用伝送
線及びマイクロ波受動
部品）/SC46F(無線及び
マイクロ波受動回路部
品)

88
IEC/CD 60154-
4 Ed.2.0

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

H27.5 堀部 雅弘
物理計測
標準研究
部門

H25-27 AIST「Standard for
Rectangular Metallic
Waveguides and Their
Interfaces for Frequencies
of 110 GHz and Above
(110 GHz以上の方形導波
管およびインターフェース
の標準化)」

ISO/TC46(通信用伝送
線及びマイクロ波受動
部品）/SC46F(無線及び
マイクロ波受動回路部
品)

89 ISO/CD 20463

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

H27.5.28 国岡 正雄
機能化学
研究部門

ISO/TC45(ゴム及びゴ
ム製品）/SC2（試験及び
分析法）

90
ISO/IEC FDIS
11770-4

Information technology -- Security
techniques -- Key management -- Part 4:
Mechanisms based on weak secrets
（情報技術－セキュリティ技術－鍵管理--第
4部:　弱い秘密に基づく機構）

H27.6
(2nd WD
提出日）

古原 和邦
辛　星漢

情報技術
研究部門

H26-28　AIST
「パスワードを用いた匿名
認証/属性認証技術の国
際標準化」

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）

91
IEC/TS 61189-
3-301

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

H27.5 H28.7.28 野中　一洋
製造技術
研究部門

H23-25 AIST
「FPC(フレキシブルプリント
回路基板）および関連製
品のめっき表面の外観検
査法の標準化」

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

92
ISO/IEC AWI
20085-2

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

H27.10
坂根　広史
*project
editer

情報技術
研究部門

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

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3（セキュリ
ティの評価・試験・仕様）

93
ISO/IEC NP
20897

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

H27.9
情報技術
研究部門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術)/WG3（暗号とセ
キュリティメカニズム）
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94
ISO/IEC
18033-2
(Amendment)

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

H27.10
（追補）

花岡 悟一
郎

情報技術
研究部門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）

95
ISO/IEC NP
24761

Information technology -- Security
techniques -- Test requirements for
cryptographic modules
（バイオメトリクス提示型攻撃検知のセキュ
リティ評価）

H27.10
（改訂）

山田　朝彦
*project
editer

情報技術
研究部門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG5（アイデン
ティティ管理とプライバ
シー技術）

96
ISO/IEC CD
20071-23

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

H28.1.23
大山 潤爾
*project
leader

人間情報
研究部門

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

ISO/IEC JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザインタ
フェース）

97 ISO/CD 21056

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

H27.12.1
佐川　賢
*project
leader

人間情報
研究部門

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

98 ISO/WD 21113

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -Test method
for fracture toughness of monolithic
ceramic thin plates at room temperature
(モノリシックセラミックス薄板の室温での破
壊じん性試験方法)

H28.1
宮崎　広行
*project
leader

構造材料
研究部門

H24-26 AIST
「パワーデバイス用セラミッ
クス放熱基板の機械的特
性試験手法の標準化」

ISO/TC206（ファインセラ
ミックス）

99
IEC/TS 62607-
2-4

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

H28.1
秋永　広幸
*project
leader

ナノエレクト
ロニクス研
究部門

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

IEC/TC113(電気・電子
分野の製品及びシステ
ムのナノテクノロジー)

100
IEC/DTR
62343-6-10

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

H27.12

来見田　淳
也
*project
leader

ナノエレクト
ロニクス研
究部門

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

101
ISO/DIS
17168-1

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

H26.1.16
竹内　浩士
*convener,
PL

評価部

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

102
ISO/DIS
17168-2

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

H26.1.16
竹内　浩士
*convener,
PL

評価部

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

103
ISO/DIS
17168-3

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

H26.1.16
竹内　浩士
*convener,
PL

評価部

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

104
ISO/DIS
17168-4

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

H26.1.16
竹内　浩士
*convener,
PL

評価部

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方
法)
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105
ISO/DIS
17168-5

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

H26.1.16
竹内　浩士
*convener,
PL

評価部

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

106
ISO 22197-1:
2016

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

H25.10.23 H28.11.1
竹内　浩士
*convener,
PL

評価部

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

107
IEC 80601-2-
77 Ed.1.0

Medical Electrical Equipment - Part 2-77:
Particular requirements for the basic safety
and essential performance of medical robots
for surgery
（医用電気機器−第2-77部：手術ロボットの
基礎安全及び基本性能に関する個別要求
事項）

H27.4
鎮西　清行 健康工学

研究部門

H27 METI
「手術ロボットに関する国
際標準化フィージビリティ
スタディ」

IEC/TC62(医用電気機
器）/SC62D(医用電子機
器）/JWG35(手術ロボッ
ト） linked to
ISO/TC299(ロボットとロ
ボティックデバイス）
/JWG5（医療用ロボット）

108 ISO/CD 27501
The human-centred organization --
Management of ergonomic processes

H28.1
遠藤　維
*project
leader

知能システ
ム研究部
門

ISO/TC159 (人間工学）
/SC1(人間工学の指導
原理）/WG5（人間中心
組織管理）

109 ISO/AWI 21618

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -- Test
method for fracture resistance of monolithic
ceramics at room temperature by
indentation fracture (IF) method

H28.7
宮崎　広行
*project
leader

構造材料
研究部門

H24-26 AIST
「パワーデバイス用セラミッ
クス放熱基板の機械的特
性試験手法の標準化」

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9（光触媒）

110 ISO/NP 21675

 Water quality -- Determination of
polyfluorinated alkyl substances (PFAS) in
water -- Method using solid phase
extraction and liquid chromatography-
tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

H28.7

谷保　佐知
*project
leader
山下　信義

環境管理
研究部門

H27-29 AIST
「水試料中ペルフルオロア
ルキル化合物（PFASs)分
析法に関する国際標準化」

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

111
ISO/CD
20480-2

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

Ｈ28.6？ 綾　信宏
イノベー
ション推進
本部

H26-28 METI
 「ファインバブル技術に関
する国際標準化・普及基
盤構築」

ISO/TC281（ファインバ
ブル技術）

112 ISO/AWI 21859

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

H28.10

明渡　純
*project
leader
篠田　健太
郎

先進コー
ティング技
術研究セン
ター

AIST 「先進コーティング技
術に関する大面積実装環
境の整備　（エアロゾルデ
ポジション（ＡＤ）ほうの実
用化促進）」

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

113
IEC/CD 63068-
1 Ed. 1.0

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

H28.4 先崎　純寿

先進パワー
エレクトロ
ニクス研究
センター

H26 AIST
「SiCベア・エピウウェハ評
価法の国内及び国際標準
化」
H27-29 METI 「SiCエピ／
ウエハに関する国際標準
化」

IEC/TC47(半導体デバ
イス）/WG5

114
ISO/IEC NP
19989-3

Criteria and methodology for security
evaluation of biometric systems - Part
3:Presentation attack detection

H28.10
山田　朝彦
*project
editer

セキュアシ
ステム研究
部門

H26- 28  METI
「クラウドセキュリティに資
するバイオメトリクス認証
のセキュリティ評価基盤整
備に必要な国際標準化・
普及基盤構築」

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3（セキュリ
ティの評価・試験・仕様）

115 ISO/DIS 20351

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics)
-- Absolute measurement of internal
quantum efficiency of phosphors for
white light emitting diodes using an
integrating sphere

H27.12
市野　善朗
*project
leader

物理計測
標準研究
部門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG11（電気
的・光学的応用）
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116
ISO/WD TS
21362

Nanotechnologies – Application of field flow
fractionation for characterization of
nanomaterial contents
（ナノテクノロジー-流動場分離法によるナノ
物体の特性評価手法）

H28.10
加藤　晴久
*project
leader

物質計測
標準研究
部門

H27 AIST
H28-30 AIST
「流動場分離法を用いたナ
ノ材料分級法に係る国際
規格の提案」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

117
ISO/IEC NP
29192-6

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

H28.4
吉田 博隆
*projedt
editor

情報技術
研究部門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27(セキュリティ
技術）/WG2(暗号とセ
キュリティメカニズム）

118 ISO/WD 21363

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

H28.10

山本　和弘
*Co-
project
ledaer

分析計測
標準研究
部門

H24-26 METI
「ナノ材料の安全性評価基
盤に関する国際標準化」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

119
ISO/TS NP
21268-3

Soil quality -- Leaching procedures for
subsequent chemical and ecotoxicological
testing of soil and soil materials -- Part 3:
Up-flow percolation test

H28.10
保高　徹生
*up-grade
leader

地圏資源
環境研究
部門

H27-29 AIST
「「上向流カラム通水試験」
および「各種溶出特性試
験」の標準化」

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

120
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

H29.1

秋永　広幸
*project
leader
吉田 郵司
島 久

ナノエレクト
ロニクス研
究部門
太陽光発
電研究セン
ター

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

IEC/TC113(電気・電子
分野の製品及びシステ
ムのナノテクノロジー)

121
ISO/NP
24500-1

Ergonomics -- Accessible design -- Part 1:
Indicator
lamps on consumer products

H29.1
伊藤　納奈
*project
leader

人間情報
研究部門

H26-28 METI
「アクセシブルデザイン（Ａ
Ｄ）製品及びその認証に関
する国際標準化・普及基
盤構築」

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

122
ISO/NP
24500-2

Ergonomics -- Accessible design --
Auditory signals -- Part 2: Voice guides for
consumer products

H29.1
倉片 憲治
*project
leader

人間情報
研究部門

H26-28 METI
「アクセシブルデザイン（Ａ
Ｄ）製品及びその認証に関
する国際標準化・普及基
盤構築」

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

123 ISO/WD 19749

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

H28.10 熊谷 和博
物質計測
標準研究
部門

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

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

【国際的フォーラム規格等】

№ 規格番号等 名 　　称 提案
規格票
発行

提案者
所属

ユニット
（提案時）

研究名 標準発行機関

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

H22.11 -
神徳　徹雄
堀　俊夫

知能システ
ム研究部
門
デジタル
ヒューマン

H21-23 AIST
「ロボット用位置・測位情報
標準の研究」

OMG/Robotics Doman
Task Force

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

H22.11 -

神徳　徹雄
安藤　慶昭
ジェフ　ビグ
ズ

知能システ
ム研究部
門

H21-23 AIST
「ロボット用位置・測位情報
標準の研究」

OMG/Robotics Doman
Task Force

3
UN/SCETDG/3
9/ INF.2

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

H23.6 H24
松永　猛裕
秋吉　美也
子

安全科学
技術研究
部門

H19-21 METI
「発熱分解エネルギー測定
に関する標準化」

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

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

H23.7.15 伊藤　納奈

ヒューマン
ライフテクノ
ロジー研究
部門

H14-16 AIST
「有効視野と視認性評価
法」

CIE (International
Commission on
Illumination)　TC1-84

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

H24.2.20 - 野中　秀彦
計測フロン
ティア研究
部門

H22-24 AIST
「イオン検出器の広域ダイ
ナミックレンジにおける検
出信号の較正手順の標準
化」

VAMAS(Versailles
Project on Advanced
Materials and Standard)
TWA 2, Surface
Chemical Analysis

126 127



№ ISO/IEC規格番号 名 称 提案 規格票発行 提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名 ISO/IEC　TC

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

H22.3 H29.1
古原　和邦
辛　星漢

セキュアシ
ステム研究
部門

H22-24
科学研究費助成事業若手
B「よりよい効率性と厳密な
安全性証明を有する新し
いパスワード認証方式に
関する研究開発」
H26-28 AIST
「パスワードを用いた匿名
認証/属性認証技術の国
際標準化」

IETF (Internet
Engineering Task Force)

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

H24.6
神徳　徹雄
堀　俊夫

知能システ
ム研究部
門
デジタル
ヒューマン
研究セン
ター

H21-23 AIST
「ロボット用位置・測位情報
標準の研究」

OMG/Robotics Doman
Task Force

8 OMG

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

H24.6

神徳　徹雄
安藤　慶昭
ジェフ　ビグ
ズ

知能システ
ム研究部
門

H24-26 AIST
「RTミドルウェアの動的な
コンポーネント配置・設定
(DDC4RTC)の標準化」

OMG/Robotics-DTF

9
UN/SCETDG/4
1/INF.67

ST/SG/AC.10/C.3/2012/22 - (Japan,
ICCA) Changes to screening test for
substances that may have explosive
properties

H24 H24
松永 猛裕
秋吉　美也
子

爆発安全
研究セン
ター

H23-25 AIST
「化学物質フィジカルハ
ザードに関するTDG/GHS
国連試験法の標準化

UN

10 OMG
Dependability Assurance Framework for
Safety-Sensitive Consumer Devices

H25.11.11 田口　研治
セキュアシ
ステム研究
部門

OMG/System
Assurance Platform
Task Force

11 VAMAS

Determination of the average molecular
mass and mixture ratio of poly(ethylene
glycol) species by matrix-assisted laser
desorption/ionization time-of-flight mass
spectrometry (MALDI-TOFMS)　マトリックス
支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量
分析（MALDI-TOFMS）によるポリエチレング
リコール誘導体混合物の平均分子量と質量
分率の決定

H26.4 - 衣笠晋一
計量研究セ
ンター

H23-25 AIST
「高分子の定量MALDI質
量分析法の国際標準化」

VAMAS

12 OMG Unified Component Model　(UCM) H26.6 -

ジェフ　ビグ
ズ
安藤　慶昭
中坊　嘉宏

知能システ
ム研究部
門

H24-26 AIST
「RTミドルウェアの動的な
コンポーネント配置・設定
(DDC4RTC)の標準化」

OMG
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№
TR/JIS

規格番号
名　　　　称

経済省提
出年月日

公示／公表
年月日

提案者名
所属ユニット
(提案時）

研究名

16
TS

Z 0030-3
ナノテクノロジー－語彙－第３部：炭素の
ナノ物体

H23.5.2 H23.11.21 阿部 修治 評価部

17
JIS

T 0401
ステントグラフトの力学試験方法 H23.5.17 H25.3.1 岡崎　義光

ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H21　NEDO
「生体親和性インプラントの
力学的性能評価法に関する
標準化調査事業」

18
JIS

T 7404
インプラント用チタン-ニッケル（Ti-Ni）合
金

H23.5.17 H25.3.1 岡崎　義光
ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H21　NEDO
「生体親和性インプラントの
力学的性能評価法に関する
標準化調査事業」

19
JIS

A 0204
地質図 － 記号，色，模様，用語及び凡例
表示

H23.6.16 H24.6.20 鹿野　和彦 地質情報研究部門

20
JIS

A 0205
ベクトル数値地質図－品質要求事項及び
主題属性コード

H23.6.16 H24.6.20 鹿野　和彦 地質情報研究部門

21
JIS

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

H23.11 H25.1.21
秋吉　美也子
松永　猛裕

安全科学研究部門
H19-21 METI
「発熱分解エネルギー測定の
標準化」

22
TS

Z 0031

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

H23.12.15 H24.4.20 伊藤　賢志 計測標準研究部門
NEDO 「ナノ計測基盤技術研
究開発」事業のサブテーマ
(空孔の計測基盤)

23
JIS

Q 8901

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

H24.1.31 H24.2.29 猪狩　真一
国際標準推進部
（太陽光発電研究センター）

アジア太平洋基準認証推進
事業

24
JIS

B 1757-3

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

H24.3.7 H25.2.20 大澤　尊公 計測標準研究部門

H20-21 AIST
「歯車のナノレベル形状評価
のための計測機器の校正原
器及びその原器に基づく校
正方法の研究と標準化」

25
JIS

B 1757-4

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

H24.3.7 H25.2.20 大澤　尊公 計測標準研究部門

H20-21 AIST
「歯車のナノレベル形状評価
のための計測機器の校正原
器及びその原器に基づく校
正方法の研究と標準化」

26
改正JIS
B 7610

重錘形圧力天びん H24.3 H.10.22 小畠　時彦 計測標準研究部門

27
改正JIS
S 0014

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

H24.3 H25.3.21 倉片　憲治
ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H21-23 METI
「アクセシブルデザインの体
系的技術に関する標準化」

28
改正JIS
S 0031

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

H24.3 H25.5.20 倉片　憲治
ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H21-23 METI
「アクセシブルデザインの体
系的技術に関する標準化」

29
JIS

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

H24.9 H26.8.20 猪狩　真一
国際標準推進部
（太陽光発電研究センター）

H20-22 AIST
「基準太陽電池の標準化」

30
改正JIS
A 0206

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

H24.11 H25.8.20 鹿野　和彦 地質情報研究部門

31
JIS

C 8842
固体酸化物形燃料電池単セル及びスタッ
クの発電性能試験方法

H24.5 H25.12.20 嘉藤　徹 エネルギー技術研究部門

H22-23 AIST
「固体酸化物形燃料電池単
セル･スタック性能試験法JIS
規格化研究」

32
JIS

K 2180-1
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第１部：
品質

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

33
JIS

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

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

（参考２－２）

産総研における国内標準(JIS, TS, TR等）提案、発行状況

№
TR/JIS

規格番号
名　　　　称

経済省提
出年月日

公示／公表
年月日

提案者名
所属ユニット
(提案時）

研究名

1
JIS

T 0330-3
生体活性バイオセラミックス－第3部　溶
解速度試験方法

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

H20-22 AIST
「再生医療材料のin vitro吸
収性評価法国際標準形成に
関する研究」

2
JIS

S 4803

たばこライター及び多目的ライター　－操
作力による幼児対策(チャイルドレジスタン
ス機能)安全仕様

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

3
改正JIS
S 0013

高齢者・障害者配慮設計指針－消費生活
製品の報知音

H22.6 H23.3.22 倉片　憲治
ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H21-23 METI
「アクセシブルデザインの体
系的技術に関する国際標準
化」

4
JIS

S 0052

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

H22.7.16
（申出）

H23.3.22
佐川　賢
伊藤　納奈

ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H19-20 AIST
「触覚記号の適正サイズ設計
方法」

5
TR

T 0016
間葉系幹細胞p16遺伝子メチルの解析方
法

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

H18-21 NEDO
健康安心プログラム　再生医
療評価研究開発事業

6
TR

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

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

H18-21 NEDO
健康安心プログラム　再生医
療評価研究開発事業

7
改正JIS
B 7552

液体用流量計の校正方法および試験方
法（原題‘液体流量計－器差試験方法’を
改題）

H22.8.17 H23.5.20 寺尾　吉哉 計測標準研究部門
H20-21 AIST
「JCSS流量計による流量計
校正方法に関する研究」

8
JIS

Z 8791
ホログラムの回折効率及び関連する光学
特性の測定方法

H22.8.31
（申出）

H23.1.20 福田 隆史 光技術研究部門
H18-19 AIST
「ホログラム記録材料の光学
的特性測定方法」

9
JIS

Z 8792

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

H22.8.31
（申出）

H23.1.20 福田 隆史 光技術研究部門
H18-19 標準基盤
「ホログラム記録材料の光学
的特性測定方法」

10
JIS

K 0450-70-
10

工業用水・工場排水中のペルフルオロオ
クタンスルホン酸及びペルフルオロオクタ
ン酸の試験方法

H22.11.29 H23.3.22 山下 信義
環境管理技術研究部門
未規制物質研究グループ

H21 AIST
「PFOS分析法のJIS化と関連
物質分析法の国際標準化に
関する研究」

11
JIS

X 8341-7

高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通
信における機器，ソフトウェア及びサービ
ス―第7部：アクセシビリティ設定
(旧名称：情報機器におけるアクセシビリ
ティ設定のためのアクセシブルなユーザイ
ンタフェース(ISO24786の翻訳ＪＩＳ）

H23.1.17 H23.8.22 関　喜一
ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

12
TS

Z 0029

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

H23.1.19 H23.5.20 秋道 斉 計測標準研究部門

13
JIS

R 1689

ファインセラミックス薄膜の熱拡散率の測
定方法－パルス光加熱サーモリフレクタン
ス法
（旧名称：光パルス加熱サーモリフレクタン
ス法による薄膜熱拡散率の測定方法）

H23.4 H23.12.20
馬場　哲也
八木　貴志
竹歳　尚之

計測標準研究部門

H18 NEDO
「超高速ﾚｰｻﾞﾌﾗｯｼｭ法による
薄膜熱拡散率計測技術と透
明導電膜標準物質の標準化
調査研究」

14
JIS

R 1690

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

H23.4 H23.12.20
馬場　哲也
八木　貴志
竹歳　尚之

計測標準研究部門
H20 NEDO
「多層薄膜の界面熱抵抗計
測技術標準化に関する調査」

15
JIS

B 1758
歯車測定機の受入検査 H23.4.28 H25.2.20 大澤 尊公 計測標準研究部門

H20-21 標準基盤
「歯車のナノレベル形状評価
のための計測機器の校正原
器及びその原器に基づく校
正方法の研究と標準化」

参　考　２－２

128 129



№
TR/JIS

規格番号
名　　　　称

経済省提
出年月日

公示／公表
年月日

提案者名
所属ユニット
(提案時）

研究名

16
TS

Z 0030-3
ナノテクノロジー－語彙－第３部：炭素の
ナノ物体

H23.5.2 H23.11.21 阿部 修治 評価部

17
JIS

T 0401
ステントグラフトの力学試験方法 H23.5.17 H25.3.1 岡崎　義光

ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H21　NEDO
「生体親和性インプラントの
力学的性能評価法に関する
標準化調査事業」

18
JIS

T 7404
インプラント用チタン-ニッケル（Ti-Ni）合
金

H23.5.17 H25.3.1 岡崎　義光
ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H21　NEDO
「生体親和性インプラントの
力学的性能評価法に関する
標準化調査事業」

19
JIS

A 0204
地質図 － 記号，色，模様，用語及び凡例
表示

H23.6.16 H24.6.20 鹿野　和彦 地質情報研究部門

20
JIS

A 0205
ベクトル数値地質図－品質要求事項及び
主題属性コード

H23.6.16 H24.6.20 鹿野　和彦 地質情報研究部門

21
JIS

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

H23.11 H25.1.21
秋吉　美也子
松永　猛裕

安全科学研究部門
H19-21 METI
「発熱分解エネルギー測定の
標準化」

22
TS

Z 0031

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

H23.12.15 H24.4.20 伊藤　賢志 計測標準研究部門
NEDO 「ナノ計測基盤技術研
究開発」事業のサブテーマ
(空孔の計測基盤)

23
JIS

Q 8901

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

H24.1.31 H24.2.29 猪狩　真一
国際標準推進部
（太陽光発電研究センター）

アジア太平洋基準認証推進
事業

24
JIS

B 1757-3

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

H24.3.7 H25.2.20 大澤　尊公 計測標準研究部門

H20-21 AIST
「歯車のナノレベル形状評価
のための計測機器の校正原
器及びその原器に基づく校
正方法の研究と標準化」

25
JIS

B 1757-4

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

H24.3.7 H25.2.20 大澤　尊公 計測標準研究部門

H20-21 AIST
「歯車のナノレベル形状評価
のための計測機器の校正原
器及びその原器に基づく校
正方法の研究と標準化」

26
改正JIS
B 7610

重錘形圧力天びん H24.3 H.10.22 小畠　時彦 計測標準研究部門

27
改正JIS
S 0014

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

H24.3 H25.3.21 倉片　憲治
ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H21-23 METI
「アクセシブルデザインの体
系的技術に関する標準化」

28
改正JIS
S 0031

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

H24.3 H25.5.20 倉片　憲治
ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H21-23 METI
「アクセシブルデザインの体
系的技術に関する標準化」

29
JIS

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

H24.9 H26.8.20 猪狩　真一
国際標準推進部
（太陽光発電研究センター）

H20-22 AIST
「基準太陽電池の標準化」

30
改正JIS
A 0206

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

H24.11 H25.8.20 鹿野　和彦 地質情報研究部門

31
JIS

C 8842
固体酸化物形燃料電池単セル及びスタッ
クの発電性能試験方法

H24.5 H25.12.20 嘉藤　徹 エネルギー技術研究部門

H22-23 AIST
「固体酸化物形燃料電池単
セル･スタック性能試験法JIS
規格化研究」

32
JIS

K 2180-1
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第１部：
品質

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

33
JIS

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

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

（参考２－２）

産総研における国内標準(JIS, TS, TR等）提案、発行状況

№
TR/JIS

規格番号
名　　　　称

経済省提
出年月日

公示／公表
年月日

提案者名
所属ユニット
(提案時）

研究名

1
JIS

T 0330-3
生体活性バイオセラミックス－第3部　溶
解速度試験方法

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

H20-22 AIST
「再生医療材料のin vitro吸
収性評価法国際標準形成に
関する研究」

2
JIS

S 4803

たばこライター及び多目的ライター　－操
作力による幼児対策(チャイルドレジスタン
ス機能)安全仕様

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

3
改正JIS
S 0013

高齢者・障害者配慮設計指針－消費生活
製品の報知音

H22.6 H23.3.22 倉片　憲治
ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H21-23 METI
「アクセシブルデザインの体
系的技術に関する国際標準
化」

4
JIS

S 0052

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

H22.7.16
（申出）

H23.3.22
佐川　賢
伊藤　納奈

ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H19-20 AIST
「触覚記号の適正サイズ設計
方法」

5
TR

T 0016
間葉系幹細胞p16遺伝子メチルの解析方
法

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

H18-21 NEDO
健康安心プログラム　再生医
療評価研究開発事業

6
TR

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

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

H18-21 NEDO
健康安心プログラム　再生医
療評価研究開発事業

7
改正JIS
B 7552

液体用流量計の校正方法および試験方
法（原題‘液体流量計－器差試験方法’を
改題）

H22.8.17 H23.5.20 寺尾　吉哉 計測標準研究部門
H20-21 AIST
「JCSS流量計による流量計
校正方法に関する研究」

8
JIS

Z 8791
ホログラムの回折効率及び関連する光学
特性の測定方法

H22.8.31
（申出）

H23.1.20 福田 隆史 光技術研究部門
H18-19 AIST
「ホログラム記録材料の光学
的特性測定方法」

9
JIS

Z 8792

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

H22.8.31
（申出）

H23.1.20 福田 隆史 光技術研究部門
H18-19 標準基盤
「ホログラム記録材料の光学
的特性測定方法」

10
JIS

K 0450-70-
10

工業用水・工場排水中のペルフルオロオ
クタンスルホン酸及びペルフルオロオクタ
ン酸の試験方法

H22.11.29 H23.3.22 山下 信義
環境管理技術研究部門
未規制物質研究グループ

H21 AIST
「PFOS分析法のJIS化と関連
物質分析法の国際標準化に
関する研究」

11
JIS

X 8341-7

高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通
信における機器，ソフトウェア及びサービ
ス―第7部：アクセシビリティ設定
(旧名称：情報機器におけるアクセシビリ
ティ設定のためのアクセシブルなユーザイ
ンタフェース(ISO24786の翻訳ＪＩＳ）

H23.1.17 H23.8.22 関　喜一
ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

12
TS

Z 0029

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

H23.1.19 H23.5.20 秋道 斉 計測標準研究部門

13
JIS

R 1689

ファインセラミックス薄膜の熱拡散率の測
定方法－パルス光加熱サーモリフレクタン
ス法
（旧名称：光パルス加熱サーモリフレクタン
ス法による薄膜熱拡散率の測定方法）

H23.4 H23.12.20
馬場　哲也
八木　貴志
竹歳　尚之

計測標準研究部門

H18 NEDO
「超高速ﾚｰｻﾞﾌﾗｯｼｭ法による
薄膜熱拡散率計測技術と透
明導電膜標準物質の標準化
調査研究」

14
JIS

R 1690

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

H23.4 H23.12.20
馬場　哲也
八木　貴志
竹歳　尚之

計測標準研究部門
H20 NEDO
「多層薄膜の界面熱抵抗計
測技術標準化に関する調査」

15
JIS

B 1758
歯車測定機の受入検査 H23.4.28 H25.2.20 大澤 尊公 計測標準研究部門

H20-21 標準基盤
「歯車のナノレベル形状評価
のための計測機器の校正原
器及びその原器に基づく校
正方法の研究と標準化」

参　考　２－２
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TR/JIS
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名　　　　称

経済省提
出年月日
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年月日
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所属ユニット
(提案時）

研究名

53
JIS

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

H25.6 H26.3.20
森川　久
兼松　 渉

中部センター
計測フロンティア研究部門

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

54
JIS

B 7616
重錘形圧力天びんの使用方法及び校正
方法

H25.4 H25.9.20 小畠　時彦 計量標準研究部門
H23-24 AIST
「重錘形圧力天びんを用いた
圧力校正技術の標準化」

55
JIS

H 0543
マグネシウム合金板材の曲げ試験方法 H25.5 H26.3.20 斎藤　尚文

サステナブルマテリアル研究
部門

56 業界規格 金めっき光沢ムラ H25.9 - 野中　一洋 生産計測技術研究センター

Ｈ23-25 AIST
「FPD及び関連製品のめっき
表面の外観検査法の標準
化」

57
JIS

B 7440-8
非接触座標測定機の受入検査及び定期
検査

H26.3 H27.6.22 阿部　誠 計測標準研究部門

H21-24 AIST
「産業応用におけるCT（コン
ピュータ・トモグラフィー）装置
評価法の標準化に関する研
究」

58
 JIS

L 4129
子ども用衣料の安全性－子ども用衣料に
附属するひもの要求事項

H26.6 H27.12.21 持丸　正明
デジタルヒューマン工学研究
センター

59
JIS

K 6961

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

H26.4 H26.9.22 国岡　正雄 環境化学技術研究部門

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

60
JIS

B 7556
気体用流量計の校正方法及び試験方法
（改正）

H26.10 H28.7.20 森岡　敏博 計測標準研究部門

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

61
JIS

Z 8835
一面せん断試験による限界状態線（CSL)
及び壁面崩壊線（WYL)の測定方法

H27.8 H27.3.22 高尾  泰正 構造材料研究部門
H22-24　AIST
「圧密粉体のせん断特性の
測定方法」

62 JIS R 1708
ファインセラミックス―溶存酸素消費量に
よる半導体光触媒材料の活性評価試験
法

H27.6 H28.7.20 平川　力 環境管理研究部門

H22-24 AIST
「溶存酸素測定に基づく光触
媒及び応用材料の環境浄化
性能の評価手法の開発」

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

H27.7 H28.7.20 宮崎 広行 構造材料研究部門

64
JIS

R 1701-1
改正

ファインセラミックス―光触媒材料の空気
浄化性能試験方法―第１部：窒素酸化物
の除去性能

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

NEDO
「可視光応答型光触媒利用
室内環境浄化部材共通評価
方法の検討」
NEDO循環社会構築型光触
媒産業創成プロジェクト

65
JIS

　R 1701-2
改正

ファインセラミックス―光触媒材料の空気
浄化性能試験方法―第２部：アセトアルデ
ヒドの除去性能

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

NEDO
「可視光応答型光触媒利用
室内環境浄化部材共通評価
方法の検討」
NEDO循環社会構築型光触
媒産業創成プロジェクト

66
JIS

R 1701-3
改正

ファインセラミックス―光触媒材料の空気
浄化性能試験方法―第３部：トルエンの除
去性能

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

NEDO
「可視光応答型光触媒利用
室内環境浄化部材共通評価
方法の検討」
NEDO循環社会構築型光触
媒産業創成プロジェクト

67
JIS

R 1701-4改
正

ファインセラミックス―光触媒材料の空気
浄化性能試験方法―第４部：ホルムアル
デヒドの除去性能

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

NEDO
「可視光応答型光触媒利用
室内環境浄化部材共通評価
方法の検討」
NEDO循環社会構築型光触
媒産業創成プロジェクト

68
JIS

R 1701-5改
正

ファインセラミックス―光触媒材料の空気
浄化性能試験方法―第５部：メチルメルカ
プタンの除去性能

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

NEDO
「可視光応答型光触媒利用
室内環境浄化部材共通評価
方法の検討」
NEDO循環社会構築型光触
媒産業創成プロジェクト

№
TR/JIS

規格番号
名　　　　称

経済省提
出年月日

公示／公表
年月日

提案者名
所属ユニット
(提案時）

研究名

34
JIS

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

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

35
JIS

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

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

36
JIS

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

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

37
JIS

K 2180-6

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

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

38
JIS

R 1751-1

ファインセラミックス－可視光応答形光触
媒材料の空気浄化性能試験方法－第1
部：窒素酸化物の除去性能

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

39
JIS

R 1751-2

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

40
JIS

R 1751-3

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

41
JIS

R 1751-4

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

42
JIS

R 1751-5

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

43
JIS

R 1751-6

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

44
JIS

R 1757

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

45
JIS

Q 0034
標準物質生産者の能力に関する一般要
求事項

H24.4 H24.6.20 齋藤　剛 計測標準研究部門

46
JIS

B 6228-2 :
2012

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

H24.4 H24.5.21 水原　清司 東研究業務推進室

47
JIS

B 0105 :
2012

工作機械―名称に関する用語 H24.4 H24.5.21 水原　清司 東研究業務推進室

48
業界規格
ET-4101

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

- H25.2

山本　典孝
小笹　健仁
山田　寿一
鎌田　俊英

フレキシブルエレクトロニクス
研究センター

H24-26 METI
「プリンテッドエレクトロニクス
に関する国際標準化」

49
業界規格
ET-4201

プリンテッドエレクトロニクス－材料－第2-
1部：基材（導電性インク）
(社)電子情報技術産業協会（JEITA)

- H25.2

山本　典孝
小笹　健仁
山田　寿一
鎌田　俊英

フレキシブルエレクトロニクス
研究センター

H24-26 METI
「プリンテッドエレクトロニクス
に関する国際標準化」

50
業界規格

SAP 15-13
粉体のせん断特性の測定方法
日本粉体工業技術協会規格

- H25.3.19 高尾  泰正
サステナブルマテリアル研究
部門

H22-24 AIST
「圧密粉体のせん断特性の
測定方法」

51
JIS

B 7442
産業用X線CT装置用語 H25.4 H25.11.20

大澤 尊公
佐藤　理
藤本弘之
高辻　利之

計測標準研究部門

H21-24 AIST
「産業応用におけるCT「ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ･ﾄﾓｸﾞﾗﾌｨ」装置評価法
の標準化に関する研究」

52
JIS

T 0902
高齢者･障害者配慮設計指針－移動支援
用音案内

H25.5 H26.5.20
関　喜一
佐藤　洋

ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H20-22 AIST
「公共空間に設置する移動支
援用音案内の標準化」
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(提案時）
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53
JIS

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

H25.6 H26.3.20
森川　久
兼松　 渉

中部センター
計測フロンティア研究部門

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

54
JIS

B 7616
重錘形圧力天びんの使用方法及び校正
方法

H25.4 H25.9.20 小畠　時彦 計量標準研究部門
H23-24 AIST
「重錘形圧力天びんを用いた
圧力校正技術の標準化」

55
JIS

H 0543
マグネシウム合金板材の曲げ試験方法 H25.5 H26.3.20 斎藤　尚文

サステナブルマテリアル研究
部門

56 業界規格 金めっき光沢ムラ H25.9 - 野中　一洋 生産計測技術研究センター

Ｈ23-25 AIST
「FPD及び関連製品のめっき
表面の外観検査法の標準
化」

57
JIS

B 7440-8
非接触座標測定機の受入検査及び定期
検査

H26.3 H27.6.22 阿部　誠 計測標準研究部門

H21-24 AIST
「産業応用におけるCT（コン
ピュータ・トモグラフィー）装置
評価法の標準化に関する研
究」

58
 JIS

L 4129
子ども用衣料の安全性－子ども用衣料に
附属するひもの要求事項

H26.6 H27.12.21 持丸　正明
デジタルヒューマン工学研究
センター

59
JIS

K 6961

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

H26.4 H26.9.22 国岡　正雄 環境化学技術研究部門

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

60
JIS

B 7556
気体用流量計の校正方法及び試験方法
（改正）

H26.10 H28.7.20 森岡　敏博 計測標準研究部門

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

61
JIS

Z 8835
一面せん断試験による限界状態線（CSL)
及び壁面崩壊線（WYL)の測定方法

H27.8 H27.3.22 高尾  泰正 構造材料研究部門
H22-24　AIST
「圧密粉体のせん断特性の
測定方法」

62 JIS R 1708
ファインセラミックス―溶存酸素消費量に
よる半導体光触媒材料の活性評価試験
法

H27.6 H28.7.20 平川　力 環境管理研究部門

H22-24 AIST
「溶存酸素測定に基づく光触
媒及び応用材料の環境浄化
性能の評価手法の開発」

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

H27.7 H28.7.20 宮崎 広行 構造材料研究部門

64
JIS

R 1701-1
改正

ファインセラミックス―光触媒材料の空気
浄化性能試験方法―第１部：窒素酸化物
の除去性能

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

NEDO
「可視光応答型光触媒利用
室内環境浄化部材共通評価
方法の検討」
NEDO循環社会構築型光触
媒産業創成プロジェクト

65
JIS

　R 1701-2
改正

ファインセラミックス―光触媒材料の空気
浄化性能試験方法―第２部：アセトアルデ
ヒドの除去性能

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

NEDO
「可視光応答型光触媒利用
室内環境浄化部材共通評価
方法の検討」
NEDO循環社会構築型光触
媒産業創成プロジェクト

66
JIS

R 1701-3
改正

ファインセラミックス―光触媒材料の空気
浄化性能試験方法―第３部：トルエンの除
去性能

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

NEDO
「可視光応答型光触媒利用
室内環境浄化部材共通評価
方法の検討」
NEDO循環社会構築型光触
媒産業創成プロジェクト

67
JIS

R 1701-4改
正

ファインセラミックス―光触媒材料の空気
浄化性能試験方法―第４部：ホルムアル
デヒドの除去性能

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

NEDO
「可視光応答型光触媒利用
室内環境浄化部材共通評価
方法の検討」
NEDO循環社会構築型光触
媒産業創成プロジェクト

68
JIS

R 1701-5改
正

ファインセラミックス―光触媒材料の空気
浄化性能試験方法―第５部：メチルメルカ
プタンの除去性能

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

NEDO
「可視光応答型光触媒利用
室内環境浄化部材共通評価
方法の検討」
NEDO循環社会構築型光触
媒産業創成プロジェクト

№
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公示／公表
年月日

提案者名
所属ユニット
(提案時）

研究名

34
JIS

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

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

35
JIS

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

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

36
JIS

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

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

37
JIS

K 2180-6

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

H24.6 H25.3.21 小熊　光晴
新燃料自動車技術研究セン
ター

H19-23 循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト

38
JIS

R 1751-1

ファインセラミックス－可視光応答形光触
媒材料の空気浄化性能試験方法－第1
部：窒素酸化物の除去性能

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

39
JIS

R 1751-2

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

40
JIS

R 1751-3

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

41
JIS

R 1751-4

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

42
JIS

R 1751-5

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

43
JIS

R 1751-6

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

44
JIS

R 1757

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

H24.5 H25.2.20 竹内　浩士 環境管理技術研究部門

45
JIS

Q 0034
標準物質生産者の能力に関する一般要
求事項

H24.4 H24.6.20 齋藤　剛 計測標準研究部門

46
JIS

B 6228-2 :
2012

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

H24.4 H24.5.21 水原　清司 東研究業務推進室

47
JIS

B 0105 :
2012

工作機械―名称に関する用語 H24.4 H24.5.21 水原　清司 東研究業務推進室

48
業界規格
ET-4101

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

- H25.2

山本　典孝
小笹　健仁
山田　寿一
鎌田　俊英

フレキシブルエレクトロニクス
研究センター

H24-26 METI
「プリンテッドエレクトロニクス
に関する国際標準化」

49
業界規格
ET-4201

プリンテッドエレクトロニクス－材料－第2-
1部：基材（導電性インク）
(社)電子情報技術産業協会（JEITA)

- H25.2

山本　典孝
小笹　健仁
山田　寿一
鎌田　俊英

フレキシブルエレクトロニクス
研究センター

H24-26 METI
「プリンテッドエレクトロニクス
に関する国際標準化」

50
業界規格

SAP 15-13
粉体のせん断特性の測定方法
日本粉体工業技術協会規格

- H25.3.19 高尾  泰正
サステナブルマテリアル研究
部門

H22-24 AIST
「圧密粉体のせん断特性の
測定方法」

51
JIS

B 7442
産業用X線CT装置用語 H25.4 H25.11.20

大澤 尊公
佐藤　理
藤本弘之
高辻　利之

計測標準研究部門

H21-24 AIST
「産業応用におけるCT「ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ･ﾄﾓｸﾞﾗﾌｨ」装置評価法
の標準化に関する研究」

52
JIS

T 0902
高齢者･障害者配慮設計指針－移動支援
用音案内

H25.5 H26.5.20
関　喜一
佐藤　洋

ヒューマンライフテクノロジー
研究部門

H20-22 AIST
「公共空間に設置する移動支
援用音案内の標準化」
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（参考３） 
 

 

ISO/IEC等国際標準関連機関 

役職者・関係者一覧  
 

 

 

 

国際標準関連機関関係者延べ人数 

 
ISO 387 

IEC 158 

ISO/IEC/JTC1 35 

ASTM International 3 

CIE 22 

OMG 9 

SEMI 7 

UN-TDG 1 

VAMAS 2 

OIML 95 

ICRU 1 

ITU 2 

合計 722 

         （国内委員会・国際委員会に関与している延べ人数） 

       
 （H28.12月調査時点） 
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69  JIS K 6949
プラスチック―生分解度試験のための試
料の作り方

H27.11.20
国岡　正雄
船橋　正弘

機能化学研究部門

H15-17 エネ・環（石特：委託
費）
H19-20標準基盤研究（ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ材料の生分解試験のた
めの資料及び参照物質の作
製法の標準化）

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

H28.4.20 尾暮　拓也
ロボットイノベーション研究セ
ンター

71 JIS B 7921 蛍光式酸素濃度計 - H28.12.20 佐藤　浩昭 環境管理研究部門

72
TS Z 0030-

1
ナノテクノロジー-語彙-第１部：中核的な
用語

H29.1 水野 耕平 物質計測標準研究部門

73
TS Z 0030-

2
ナノテクノロジー-語彙-第２部：ナノ物体 H29.1 水野 耕平 物質計測標準研究部門

74
JIS

R 1689
改正

ファインセラミックス薄膜の熱拡散率の測
定方法－パルス光加熱サーモリフレクタン
ス法
（旧名称：光パルス加熱サーモリフレクタン
ス法による薄膜熱拡散率の測定方法）

馬場　哲也
八木　貴志
竹歳　尚之

物質計測標準研究部門

H18　NEDO
「超高速ﾚｰｻﾞﾌﾗｯｼｭ法による
薄膜熱拡散率計測技術と透
明導電膜標準物質の標準化
調査研究」

75
JIS

R 1690
改正

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

馬場　哲也
八木　貴志
竹歳　尚之

物質計測標準研究部門
H20　NEDO
「多層薄膜の界面熱抵抗計
測技術標準化に関する調査」

76
JIS K 6955

改正
好気的究極生分解度

国岡　正雄
船橋　正弘

機能化学研究部門

77 JIS C 1400-1風力発電システム―第１部：設計要件 H29.1.20 小垣　哲也
再生可能エネルギー研究セ
ンター

NEDO「風力等自然エネル
ギー技術研究開発/次世代
風力発電技術研究開発/基
礎・応用技術研究開発」

参　考　３
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