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「標準化」で創る新しいビジネスを 
産総研がお手伝いします。 

「標準化」は新たなビジネス・ツール 

皆が共通に使うルールや仕様などの決めごとを「標準」と呼びます。この「標準」を作る
活動が「標準化」です。現在、「標準化」は新しい技術や優れた製品を速やかに普及させ
るビジネス・ツールとしても注目されています。JIS(日本工業規格)やISO(国際標準化機
構)、IEC(国際電気標準会議)などを利用した標準化を産総研がお手伝いします。 

「標準化」を活用し企業の市場拡大等を支援します。 

「標準化」をきっかけとした産総研との連携 

• 技術相談：産総研は標準化に向けて技術的な協力を行います。技術相談を随時受け付け
ておりますので、まずはお気軽にご相談ください。 

• 技術コンサルティング：未解決の技術課題が残っているような場合には、技術コンサルティ
ングを用いて解決に向けたアドバイスをいたします。 

• 共同研究：一緒に課題に取り組むことで課題解決のお手伝いをいたします。 
• 委員等の委嘱：標準化活動を一緒に行ってほしい場合には、工業会の標準化委員会へ 
研究者の委員等の委嘱により協力することも可能です。 

• 標準化委託事業への参加：企業や民間団体とともに共同実施者として研究開発に参加す
ることも可能です。また、規格作成委員会等に専門家（エキスパート）として審議に協
力することも可能です。 

産総研とは 

産業技術総合研究所（産総研）は日本の産業を支える
エネルギー・環境、生命工学、情報・人間工学、材
料・化学、エレクトロニクス・製造、地質、計量標準
という多様な分野の研究を行う我が国最大級の公的研
究機関です。 

• 標準化は、新しい技術や優れた製品をすみやかに普及させるビジネス・ツールとして活用で
きます。 

• 産総研は、市場拡大や海外展開のために、国内企業がもつ知的財産の一層の活用につなが
る標準化を推進します。 

• 同時に産総研は、公的研究機関としての立場を活かした、安全、消費者保護、環境保全、先
端的な技術分野開拓のための標準化を推進します。 
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産総研には多くの標準化人材と標準化
実績があります。 

産総研では国の制度が活用できます。 

• 新市場創造型標準化制度の活用 
経済産業省による「新市場創造型標準化制度」は、中小企業を含む個別の企業が保有
する先端技術が国際標準やJISにふさわしいものである場合に、事前相談等を経て、 
日本規格協会が個別の企業と共に標準化提案に係る支援を行う制度です。 

• 標準化活用支援パートナーシップ制度の活用 
「標準化活用支援パートナーシップ制度」は、パートナー機関と日本規格協会が連携
し、「新市場創造型標準化制度」等の活用を通じて、中堅・中小企業等の優れた技
術・製品の国内外におけるマーケティングを支援するものです（産総研はパートナー
機関として参画し、技術的・専門的支援を行っています）。 

産総研は大きな2本柱で標準化を推進します。 

1. 市場拡大や海外展開のために、国内企業がもつ知的財産の一層の活用につながる標準化
を推進します。 

2. 公的研究機関としての立場を活かして、安全や消費者保護、環境保全のために、また、
先端的な技術分野開拓のために標準化を推進します。 

産総研には標準化活動人材が多く存在します 

※2016年度は2017.1.31時点 
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Ⅰ．産総研から社会につながる標準化



Ⅰ．産総研から社会につながる標準化



 
 

産総研(AIST)では、得られた研究成果や技術情報を基に、業界ニーズに沿った JIS 日本工業規格や ISO 国際

標準等を提案している。本冊子は、産総研で行われている標準化のとりくみをまとめたものである。本解説は、

標準化に興味のある企業の方々へ、本冊子の本体である産総研の標準化の詳細を読む前に、標準化を理解し

て頂くために、「標準化の基礎」と「産総研の『標準化』のとりくみ」を概説したものである。 

 

1．産総研と標準化をするメリット 

産総研では、平成 28 年 10 月に策定された「知的財産・標準化ポリシー」に基づき、①公的研究機関としての

専門的知見及び公正性・中立性が求められる標準化と②新規産業の創出又は既存産業の発展のための標準

化を推進している。産総研では、①の標準化が多いものの、②の標準化についても、企業・業界団体等のニー

ズに沿って支援を行っている。産総研とともに、標準化を行うメリットを図 1 にまとめた。高度な技術があるため、

その簡易化や迅速化の検討も可能な上、標準化の研究を有する研究者も数多く所属しているなど、産総研には、

標準化のためのツールが整っている。 

 

 

図1 産総研との標準化のメリット

高度な技術

•高精度、高精密、豊富なバックデータ

•高度なプロセス、多種多様な標準物質、多くの関連評価法

•要求性能に関する機能評価

経験豊富な研究者

•種々の幅広い分野に所属する多くの研究者

•多くの標準化を行っている研究者

•英語での議論、文書作成

•複数の分野の研究者との連携

標準化のプラットフォーム

•共同研究、PJ予算による研究開発から規格化まで

•標準化戦略会議、知的財産・標準化推進部によるサポート

•業界団体に設置された国内標準化専門委員会委員

• ISO, IEC等の国際標準化委員会エキスパート
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2．産総研での標準化のとりくみ 

・産総研が開発する規格の類型 

本解説では、一般的な規則作りの概念を「標準化」、その作業によりできる文書、規則を「規格」と表記する。

表 1 に標準の種類をリストアップする。標準には、特に文書や取り決めがあるわけではなく、市場で淘汰されて

採用されているデファクト標準、同業種の数社が集まり規格をつくるフォーラム標準、国際的なルール(国際標

準)やヨーロッパ等の地域のルール(地域標準)、国のルール(国家標準)、業界のルール(団体標準)で作成される

デジュール標準がある。産総研が主に提案するのは、国際標準と国家標準である。国際標準には、世界貿易機

構(WTO)の規則の下、規格化が行われる ISO 国際標準、IEC 国際電気標準等がある。日本はもちろん、WTO に

加盟する国の政府に関連する組織は、これらの規格に基づいた製品を優先的に国際市場から導入しなければ

ならないことがルール化されており、日本は、このルールで、国際市場での大きな商談を落としている。日本の

国が定める国家標準は、JIS 日本工業規格等がある。もちろん、国際規格は英語(一部、日本規格協会で翻訳

版（正式版ではなくあくまでも参考）を発行)で、JIS は日本語で記載されている。 

 

 

 

産総研で今まで、提案している規格を類型別に分類した結果を図2に示す。新たな技術に基づくビジネス戦略

では、標準化による「オープン」な部分と特許権等の活用による「クローズ」部分を意識した戦略である「オープ

ン・クローズ戦略」を実現するような知的財産化と標準化の一体的推進が重要である１）。産総研では、産総研が

保有する特許権が埋め込まれた規格は少ないが、今後はこの類型の標準化を積極的に推進することに加え、

日本企業の市場の拡大につながる標準化も進め、企業の市場拡大を支援していく。中立・公共的立場の研究所

としての標準化案件についても引き続き推進していく。下記に産総研の知財と標準化した規格を有効に活用して

いるベンチャーについて簡単に紹介する。 

【産総研の事例】 

○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（91 ページ参照） 

産総研保有の特許の内、高い優位性を有する特許以外の標準化を行い、産総研発ベンチャーである BURSEC２）

が、当該パスワード技術の販売を行っている。 

○薄膜材料の熱拡散率と界面熱抵抗の測定方法の標準化 

産総研保有の特許の内、測定方法の標準化を行い、標準材料開発を行うとともに、評価装置については産総研

発ベンチャーであるピコサーム３）が、当該評価装置の開発・販売を行っている。  

     

表1 標準の種類

デファクト標準
（事実上の標準）

フォーラム標準
コンソーシアム標準

デジュール標準
（公的な標準）

• コンピュータのOS
• インターネット通信
プロトコル

• …

• DVD
• Blu-ray
• WWW
• …

国際標準(ISO, IEC, ITU等)

地域標準(CEN等)
国家標準(JIS, BSI, DIN等)

団体標準(JEITA, ANSI, IEEE等)

 

 

・知的財産・標準化ポリシー 

産総研は、知財と標準化を一体的に推進していくために以前に制定されていた「知的財産ポリシー」と「工業

標準化ポリシー」を統合し、平成 28 年 10 月に図 3 に示す「知的財産・標準化ポリシー」を策定した。４）詳細は、

参考資料（107 ページ）を参照願いたい。産総研で行うべき知的財産と標準化に関する基本的な考え方と取組み

の方針が記載されている。産総研では、このポリシーに基づいた社会につながる標準化を推進していく。 

 

 

 

・標準化戦略会議 

産総研は「知的財産・標準化ポリシー」に基づき、平成 29 年 2 月に具体的な標準化活動を推進する組織とし

て、「標準化戦略会議」を設置し、社会ニーズ、政策ニーズに則った産総研の標準化戦略、重点化テーマを選定

■ 産総研特許活用
埋込型 (8件)

■ 産総研特許活用
非埋込型 (16件)

■ 市場拡大貢献型 (147件)

■ 規制・環境保全貢献型 (24件)

■ 業界支援型 (37件)

図2 産総研による標準規格の分類

産総研策定 232件

「知的財産活用と標準化の一体的推進事例調査（平成27年度）より」

図3 知的財産・標準化ポリシー

・知的財産を活用した企業、大学等との連携推進
及びオープンイノベーションハブ機能の実現

・技術を社会に普及させていく橋渡し手段としての
標準化の推進

・知的財産活動と標準化活動の一体的推進

平成28年10月改訂
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し、標準化支援策を決定していく。(図 4) 

 

 

 

3．産総研での標準化の枠組み 

・標準化支援の具体的方法 

一般的に、産総研の研究成果は、実施した体制にもよるが、特許出願、論文投稿、学会発表等の成果発表を

通して社会に還元される。また、権利化された保有特許を企業が実施することで、日本の企業が世界で優位性

を確保しつつ、製品化や販売に繋げていく。産総研内で技術シーズが生まれれば、特許権等で権利を確保する

のか、それともノウハウとして秘匿をするのかを戦略をもって判断し、その上で成果発表等を行っている。標準化

を行うためには、ある程度の社会ニーズや標準化を利用したビジネスモデルが必要となり、産総研の技術シー

ズが、企業、業界団体にとって、市場形成におけるメリットがある場合、つまり業界ニーズがある場合や、社会の

安全・安心のための基準が必要な場合、つまり社会ニーズがある場合に、標準化が行われる。ただし、標準化

は市場を形成する産総研関係者以外のステークホルダーメンバーとも合意形成が必要で、標準化委員会での

審議が必須となっている。そのため、業界団体等の関連団体との意見調整、国際審議における論点整理、どの

ような結論を導くかの戦略が重要である。 

産総研では、標準化を行う研究者を支援し、標準化を円滑に遂行するために、図 5 に示す施策を行っている。

標準化すべき技術シーズがあるかどうかを産総研内のポテンシャル調査によりリストアップする。標準化戦略会

議でどの技術シーズ、研究テーマを標準化すべきか、どのような戦略で標準化すべきかを検討し、さらなる調査

が必要なテーマを標準化戦略フィジビリティースタディ(FS)で、関連業界、国際的な動向を含めた標準化状況を

調査する。標準化が重要、必須と判断されたテーマは、標準化のための産総研外予算を申請し、関連企業、団

体、経産省から予算を獲得することにより、標準化を開始する。産総研内でさらなる研究開発、データ収集が必

要なテーマ、特定の業界団体にかかわらず社会の安全・安心等に関わるテーマに関しては、標準基盤研究の予

算により研究開発を行いながら標準化を行う。国際標準化を目指して技術シーズを新規提案した場合、海外(日

本国内で行われる場合もあるが)で実施される年 1 回程度の標準化委員会の年次大会に参加するための標準

化国際旅費支援を行っている。これらの支援策を通して、産総研の技術シーズの標準化を支援している。標準

化戦略会議のメンバー、担当部署には、標準化の実務を行ってきた経験者を配置し、産総研の標準化を円滑に

図4 標準化戦略会議

・知財化と標準化の一体的推進戦略策定
「知財戦略会議」との連携

・社会ニーズに則った標準化重点化テーマ策定
政策、産総研テーマとの連携

・標準化支援活動

平成29年2月発足

遂行するための相談を随時行っている。 

単に、標準化し規格が発行されれば目的が達成されるわけではなく、その規格を使って、製品やサービスに

おける市場が拡大若しくは創造されることが重要である。本解説にはあまり詳しく述べないが、規格を利用した

製品を優位にする方法、認証制度、性能保証制度を活用したシステムが必要なケースもあり、関連団体、企業

の優位性を保つ枠組みも併せて考えていく必要がある。 

 

 

 

4．標準化の状況 

・標準化の道筋 

標準化は、図 6 に示すように、多くの関係者との調整に長い時間がかかる作業である。技術シーズの形成に

費やした期間を除き、標準化が完成するまで、3，4 年かかるのが一般的である。例えば、プラスチック材料の成

形加工に重要な融解する温度（融点）を正確かつ簡便に測定する技術（産総研技術シーズ）を開発したとする。

この技術を特許出願した後で、その成果を多くの人に知ってもらうために、学会発表や論文発表を行う。この技

術を利用した評価装置を日本の評価装置製造企業に積極的に販売してもらうために、この新しい評価方法を標

準化する方法を説明する。まずは、この技術を利用する企業があるのかどうかを調査しなければならない。良い

技術であれば該当企業からコンタクトがあり、製品化のプロセスがスタートする。それに併せて、標準化を開始

するために関連する業界団体、評価装置協会やプラスチック工業連盟の標準化を審議する国内審議団体の技

術委員会で、標準化したい内容を説明し、了解を得なければならない。同業他社の集まりである委員会なので、

簡単には承諾は得られないが、日本全体での優位性を説明することにより承諾を取り付ける。その後、国際標

準化委員会へ新規提案を行う。プラスチックの性能評価の場合、ISO の TC61 専門委員会（プラスチック）で審議

が行われる。TC61 には、規格を審議する 30 近い作業グループ（WG）があるが、年一回開催される年次大会に

おいて関連する WG に、予備提案する。そうすると、様々な意見が寄せられ、例えば、アジアの国からは、「その

認証機関との連携研究開発 （企業・業界団体との連携）
標準
提案

標準化国際
会議

規格書
発行

適合性評価
活動

認証 市場知財・
標準化

知財・標
準化戦略

標準化
国際会議
旅費ポテン

シャル
調査

標準化
戦略FS

標準
基盤
研究

企業、工業会等との協力
活動資金の獲得

研究開発と知財活用・標準化の一体的推進
「ポテンシャル調査」、「標準化戦略FS」、「標準基盤研究」、
「標準化国際会議旅費支援」、「委員会支援」、「適合性評価支援」

図5 産総研の標準化のとりくみ
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4．標準化の状況 
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技術は保有していないので理解できないし、必要ない。」とか、ヨーロッパの国からは、「既存の技術で測定すれ

ば十分であり、測定値の差異が懸念される。」というような意見が寄せられる。新規提案の審議を開始させるた

めには、参加国の 2/3 以上の賛成（一国一票）のみではなく、積極的に賛成することを表明する国が提案国を含

め 5 カ国以上必要である。一般的に、関心が高くない場合は、反対票ではなく、棄権や賛成票は投じられるが、

積極的な賛成とはならない。そのために、意見を述べた国々に積極的な賛成票を投じてもらうために、疑念を解

消するための丁寧な説明が必要であり、科学的なデータ等により、その重要性を理解してもらうよう努めていく。

これらの反対意見等を解消し、新規提案を行うことで、国際審議が開始する。詳細は説明しないが、図に示す各

案のステップを国際投票、年次大会による投票結果(改訂等のコメント等がある)の国際審議により、一年に一ス

テップずつあがり、3，4 年で国際規格が発行となる。時間がかかりすぎたり、反対票が多くなれば、その提案は

否決される。 

 上記に記載したように、新規の提案をし、発行段階まで進めるためには、多くの作業が必要となってくる。流ち

ょうな英語は必要ないが、会議での審議を行い、自国の意見を発言し、参加者に理解してもらうための英語力が

必要である。もちろん、提案文案は英語で記載しなければならない。提案者はプロジェクトリーダーとして登録さ

れるが、会議を運営する議長・コンビーナや幹事国（事務局）等の役職を日本が取れれば、その会議での新規

提案や審議が非常にスムーズとなる。産総研の研究者は、多くの分野での国際標準化委員会の約50程度の役

職に就任している。 

 

 

 

・産総研での標準化 

表 2 に、産総研が提案した規格の数を年度毎にまとめる。国際規格（ISO、IEC 等）は、提案されると 3，4 年審

議されるので、毎年、60 件以上が国際審議されていることになる。国内標準は主に JIS だが、国際規格である

ISO が発行されたものの内、国内での需要、使用頻度が高いもの等が翻訳 JIS 化される場合、国内産業のため

に重要な評価、分析方法等を国内で優先的に JIS 化される場合等がある。これらの JIS は、その後、ISO 化する

場合もある。 

図6 国際標準化の道筋
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・標準化専門委員会での産総研研究者の活躍 

本冊子の参考資料（133 ページ）で示す様に、産総研研究者が活動している標準化専門委員会は多くの幅広

い分野におよび、多くの研究者が標準化活動をしていることがわかる。また、関与している研究者の数が少なく

ても、例えば、TC45の研究者 1名であるが、プロジェクトリーダーとして活動しており、産総研研究者が重要な役

割を果たしている場合が多い。これは、日本からの標準化専門委員会への参加者は主に、企業からの参加者

が多いが、短期間で担当者が変わり長期に標準化活動を行えないため、その専門委員会での認知度や活動度

合いの関係から、長期に参加している産総研研究者が提案者になったり、コンビーナに就任する場合が多い。

会議に参加し、審議されている案件に意見を述べる者をエキスパート（積極的な賛成票を投じる場合に登録する

専門家）というが、一年間で、のべ約 300 名の産総研研究者が国際標準化専門委員会にエキスパートとして参

加している。 

 

5．産総研における標準化の事例紹介 

図 7 に産総研での標準化の種類をまとめる。下記にそれぞれの簡単な説明を記載するが、詳細は本冊子の

実例説明部分を参照願いたい。もちろん、これに当てはまらない標準化や、複数の種類にまたがる標準化も行

っている。 

・産総研の先端的技術による評価法の標準化 

産総研が開発した高精度で、今まで測定できなかった物理的性質などを新たな評価法や、簡便な方法で評価で

きる方法を多くの方に使って頂くために、標準化するケース。また、多くの評価方法が乱立している場合、製品の

性能評価において、同じスケールで比較検討できるように、その手法の統一化のために、標準化する場合もあ

る。これらの場合においても、業界ニーズは必須で、企業による後押し、業界団体の承諾、推薦等がある場合が、

標準化しやすい。 

【産総研での事例】 

○薄膜材料の熱拡散率と界面熱抵抗の測定方法の標準化 

産総研保有の特許権を基に、測定方法の標準化及び、標準材料の開発を行うとともに、産総研技術移転ベンチ

ャーであるピコサーム３）が、当該評価装置の開発・販売を行っている。 
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・地域ニーズによる標準化 

各地域に設置されている産総研の地域センターは、研究開発に関わる地域のニーズのキャッチアップを行って

いる。また、各県に設置されている地域公設試とともに、産総研は、産業技術連合推進会議（産技連）を活用し

た共同研究、情報交換を行っている。これらの活動を通じて把握した地域ニーズを踏まえて標準化を行う場合も

ある。 

【事例】 

○CFRP 材料の炭素繊維含有率の評価方法の標準化 

産技連には、高分子分科会があり、地域ニーズによる高分子材料の耐久性や性能評価に関する共同研究を長

年にわたり、実施している。５）自動車部品関連、新材料開発のニーズの高い中小企業が多く存在する地域から、

熱可塑性炭素繊維強化材料(CFRTP)の評価技術の標準化の要望があり、本年、その成果「CFRTP 材料の繊維

含有率の求め方」を前記の ISO/TC61 に予備提案をし、国際審議を開始する。 

 

・業界ニーズによる標準化 

様々な課題解決のために、業界団体から求められ、産総研が実験・評価データを収集し、規格文案を作成して

標準化を行う場合がある。また、経産省から業界ニーズへの対応を求められ、産総研が取りまとめ者となり、標

準化を遂行する場合がある。 

【事例】 

○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標準化 (80 ページ参照) 

将来の安全・安心な生活を支えるインターネットと連携したより便利で、機能的な住宅を設計するためのシステ

ムについて、業界団体とともに標準化を実施している。 

○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標準化 (70 ページ参照) 

業界ニーズに則った生活支援移動ロボットの安全基準を構築するための標準化を実施している。 

 

・社会ニーズによる標準化 

製品の使用において、安全・安心のための種々の基準や、偽物を排除する真贋の判断法を標準化する場合が

ある。これらは、産総研の技術シーズを利用するが、業界団体からの要請等で標準化を行う場合が多い。 

【事例】 

○カシミヤ繊維の試験方法の標準化 

カシミヤ毛糸による衣類は高級品として、多くの人に愛用されているが、その動物種の詐称品が出回るようにな

ってきて、その識別評価法として、顕微鏡等による目視観測がなされていたが、より信頼性のある方法が繊維業

界より求められていた。そこで、産総研が遺伝子解析による確実なカシミヤ繊維判別法を確立するために、種々

の動物種の毛の遺伝子データ収集することにより、カシミヤの識別法を開発し、ISO 提案を行った。当該方法は、

ISO 18074 として、平成 27 年 12 月に発行され６）、繊維の評価機関であるボーケンにより、試験評価が実施され

ている７）。 

○バイオマスプラスチック度の試験方法の標準化 

プラスチックの原料のほとんどが、枯渇性資源である石油から生成されている。枯渇性資源の温存、再生可能

原料であるバイオマス資源の利活用のために、バイオマスからプラスチックを生産する技術が開発されている。

バリューチェーンの川下企業や消費者が、どの程度バイオマス資源が使われているかを認識するための指標が

求められていた。バイオマスから作成したプラスチックを識別するため、また、どの程度、バイオマス資源が使用

されているかを計算する方法を ISO として国際標準化した８）。当該、計算方法を用いて、日本バイオプラスチック

協会は、“バイオマスプラ”マーク識別認証制度を運営している９）。 

・企業共同研究の成果に基づく、標準化 

自社の製品と他社製品との性能に関して優位性を主張するための性能評価法の開発を共同研究で行う場合が

ある。また、評価法の共同研究でない場合も、企業と産総研の共同研究で、より良い製品が開発された場合、そ

れを評価する方法が必要だが、当該企業の独自法で評価しても、社会では信頼性を確保されない場合も有り、

その評価法を標準化する場合がある。 

【事例】 

○異種材料複合体の特性評価試験方法に関する標準化（66 ページ参照） 

産総研の樹脂と金属の界面観測に関わる保有技術を用いて、樹脂と金属の接着技術を持つ企業が共同研究を

行った後に、トップスタンダード制度（現在は、新市場創造型標準化制度に改組）を利用して、ISO として国際標

準化(ISO 19095-1,2,3,4)を行った１０）。 

 

・新市場創造型標準化制度 

一昨年から始まった経産省の制度を活用した標準化である１１）。一例として、一企業の優れた技術を用いた製品

を市場にアピールするために性能を評価する規格を作成し、その規格により当該製品の優位性を主張すること

ができる。企業と産総研が、共同してデータ収集や規格案の作成を行い、標準化を行う。 

【事例】 

○蛍光式酸素濃度計に関する JIS 化（34 ページ参照） 

企業が保有する評価方法を JIS 化するために、その評価試験条件、精度等を産総研の既存測定技術を参考に

標準化するための技術的支援、JIS 提案の支援を行い、平成 28 年 12 月に JIS が発行した。 

 

・標準化活用支援パートナーシップ制度 

産総研は、本制度のパートナー機関のひとつで、技術的・専門的支援を行っている１２）。 

 

産総研の技術による評価法の標準化

地域ニーズによる標準化

業界ニーズによる標準化

社会ニーズによる標準化
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6．おわりに 

自社製品をアピールするための新たな評価法、安心・安全の基準に関わる事例等ありましたら、是非とも、産

総研にご相談いただければ幸いです。ご質問、ご要望等ありましたら、遠慮無く、知的財産・標準化推進部にお

たずね下さい。 

 

【問い合わせ先】 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 

hyoujunbu-ml@aist.go.jp 
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2） 産総研発ベンチャー「BURSEC」の HP 

  http://www.bursec.com/ 

3） 産総研発ベンチャー「ピコサーム」の HP 

  http://www.pico-therm.com/ 

4) 産総研 知的財産・標準化ポリシーの HP 

  http://www.aist.go.jp/aist_j/news/announce/au20161003.html 

5) K. Shimizu, Y. Tokuta, A. Oishi, T. Kuriyama, M. Kunioka, Weatherability of Polypropylene by Accelerated 

Weathering Tests and Outdoor Exposure Tests in Japan, J. Polymers, vol. 2016, Article ID 6539567 (2016). 

（オープンアクセス雑誌） 

  https://www.hindawi.com/journals/jpol/2016/6539567/ 

6）産総研プレスリリース（カシミヤ繊維の試験方法の ISO 国際標準化） 

   http://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2016/nr20160115/nr20160115.html 

7) ボーケン品質評価機構の HP 

   http://www.boken.or.jp/ 

8) 産総研プレスリリース（バイオマスプラスチック度の計算方法の ISO 国際標準化） 

   http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2015/pr20150410_2/pr20150410_2.html 

9) 日本バイオプラスチック協会の HP 

   http://www.jbpaweb.net/ 

10) 産総研プレスリリース（樹脂－金属接合特性評価試験方法の ISO 標準化） 

http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2015/pr20150706/pr20150706.html 

11) 経産省による「新市場創造型標準化制度」紹介の HP 

   http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/shinshijyo/ 

12) 経産省による「標準化活用支援パートナーシップ制度」紹介の HP 

   http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/partner/ 
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Ⅱ.1 平成２８年度工業標準化事業表彰を受賞 

 平成 28年 10月 5日に経済産業省より本年度工業標準化事業表彰の受賞者が発表され「工

業標準化事業表彰（経済産業大臣表彰）」を松田 宏雄（東北センター 所長）および阪口 

修司（中部センター産学官連携推進室 総括主幹）が受賞しました。 

 また、「国際標準化貢献者表彰（産業技術環境局長表彰）」を齋藤 剛（計量標準総合セ

ンター 物質計測標準研究部門 計量標準基盤研究グループ 研究グループ長）および小

熊 光晴（エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門 エンジン燃焼排気制御グルー

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

ネルギー・環境領域 環境管理研究部門 反応場設計研究グループ 主任研究員）がそれ

ぞれ受賞しました。 

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

 

（左から、齋藤 剛 研究グループ長、阪口 修司 総括主幹、松田 宏雄 東北センタ 

ー所長、小熊 光晴 研究グループ長、平川 力 主任研究員） 
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受賞者と主な功績 

 

工業標準化事業表彰（経済産業大臣表彰） 

 

松田 宏雄（東北センター 所長） 

 産総研の工業標準部長及び国際標準推進部長を１０年間にわたり務め、標準化戦略の立

案とそれに基づく標準化研究の推進を主導。その結果、産総研提案の発行規格は国内・国

際それぞれ１００件を超え、国際議長・幹事などの標準化委員会役職者として延べ５０名

近くの研究者を派遣するなど、我が国の重点分野や基盤分野など広範にわたる分野におけ

る標準化活動の推進に大きく貢献。このように我が国を代表する工業標準化を推進する研

究機関としての産総研の位置づけを確立した功績は大変顕著。 

 

 

阪口 修司（中部センター産学官連携推進室 総括主幹） 

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

セラミックスに関する国際標準の作成に積極的に取り組み、現在まで６５件の規格制定を

主導。ファインセラミックスは、日本が世界をリードし、多くの先端分野に関係している

材料であり、技術波及効果が大きく、アプリケーション分野も広い材料。この分野におい

て標準化活動を行うことにより、品質の明確な識別・信頼性向上・粗悪品排除などの成果

が期待でき、日本製品の高付加価値化・国際競争力強化に寄与。日本の産業界への貢献は

大。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際標準化貢献者表彰（産業技術環境局長表彰） 
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ＥＭＣＯの各ＷＧ及びＣＡＳＣＯ（適合性評価委員会）／ＪＷＧ４３（ＩＳＯ Ｇｕｉｄｅ

３４の国際規格化）のエキスパートとして参画し、欧米側委員との調整を行いながらコン

センサスを得てその規格等に対する日本意見の反映に尽力するなど、標準物質に関わる国

際標準化活動の強化に貢献。 

 

小熊 光晴（エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門 エンジン燃焼排気制御グル
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炭化水素流体及び非石油由来液化ガス燃料の測定）のコンビーナ、エキスパートとして、

アジアでのＬＰガス需要補填、北米や北欧でのトラック・バス用ディーゼル代替など、ク

リーン燃料として期待されているジメチルエーテル（ＤＭＥ）燃料に関し、実験による豊

富な定量データを基に、ＤＭＥ燃料品質及びその分析方法などのＩＳＯ規格制定を主導し、

国内ＤＭＥ産業の市場形成に大きく貢献。 
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2.知的財産・標準化ポリシー改定 

産総研は、10 月 1 日、知的財産・標準化ポリシーを改定しました。本ポリシーは、従来の

知的財産ポリシーと工業標準化ポリシーを統合した上で、知的財産と標準化の連携の一層

の推進という現在の方針等を示したものです。 

特に、企業、大学、国等との連携や企業等の活動の発展に貢献する下記の取組みへの強化

を謳っています。 

・企業、大学、国等との連携による、研究成果の実用化及び普及等の推進 

・個別の企業等が目指す戦略を考慮するとともに、知的財産と標準の双方の関係づけに注

目した、知的財産アセットの構築 

・連携先である企業等と互恵関係になるような柔軟な対応を基本とした、知的財産アセッ

トの活用 

・標準のステークホルダーである産業界との密な連携による迅速な標準化 

・標準化に係る費用の分担、又は活動資金の獲得等における関係者との連携 

また、本ポリシーは、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第３条（「研究所の目的 [中

略]鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術

の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネル

ギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。」）を達成するために必

要となる知的財産・標準化の基本となる考え方や方針等を定めています。 

 

・知的財産の戦略的な取得、管理、活用と、オープンイノベーションハブとして機能する

ための魅力的な知的財産の提供 

基本となる考え方 

・標準化の効用を念頭においた、国内標準化・国際標準化の推進 

・知的財産化と標準化の一体的な取組みの推進 

 

・研究成果について１つの知的財産を取得できれば十分というマインドではなく、橋渡し

に必要な知的財産をアセットとして計画的に構築するというマインドを持った、研究成

果の知的財産化 

知的財産についての取組み方針 

・知的財産アセット（研究成果に基づくアウトカム（社会や市場での顕在化）の実現のた

めに必要な様々な知的財産をパッケージ資産（アセット））の構築、管理、活用 

・連携先である企業等と互恵関係になるような柔軟な対応を基本とした、知的財産アセッ

トの活用（原則は、共通基盤領域の知的財産の非独占的実施権の許諾と競争領域の知的

Ⅱ．２　産総研　知的財産・標準化ポリシー改定 財産の独占的実施権の許諾を勧める） 

 

・公的機関としての専門的知見及び公正性・中立性が求められる標準化と、新規産業の創

出又は既存産業の発展のための標準化の推進 

標準化についての取組み方針 

・次の７つの具体的方針に従った標準化活動への取組みの実施 

1.研究開発、知的財産活動及び標準化活動の一体化 

2.標準の活用促進 

3.産業界との連携 

4.国外の研究機関及び標準関連機関等との国際的連携 

5.標準関連機関等における活動への積極的参画 

6.標準化活動資金の充実化 

7.国の標準化人材育成への貢献 

産総研は、本ポリシーに基づき、知的財産・標準化活動を推進し、橋渡し機能の強化を図

りながら、経済産業の発展に貢献します。 

  

※知的財産・標準化ポリシー全文は、参考資料に掲載しています。 

 

◆知的財産アセット 

用語の説明 

研究成果に基づくアウトカム（社会や市場での顕在化）の実現のために必要な様々な知的

財産をパッケージ資産（アセット）として捉え、これを「知的財産アセット」と呼称する。

具体的には、特許権、意匠権、商標権、ノウハウ、ソフトウェア・データベース等の著作

権、規格（標準）に関連する権利等から構成される。 

◆共通基盤領域 

汎用的・基盤的に利用できる基礎的な技術の創出が見込まれる領域。 

◆競争領域 

専ら同業他社との差別化を図ることが想定される技術の創出が見込まれる領域。 

◆標準関連機関等 

代表的な国際標準関連機関としてＩＳＯ（国際標準化機構）やＩＥＣ（国際電気標準会議）

がある。 

 

（産総研公式 HP 2016年 10月 3日プレスリリースより抜粋） 
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・知的財産化と標準化の一体的な取組みの推進 

 

・研究成果について１つの知的財産を取得できれば十分というマインドではなく、橋渡し

に必要な知的財産をアセットとして計画的に構築するというマインドを持った、研究成

果の知的財産化 

知的財産についての取組み方針 
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・連携先である企業等と互恵関係になるような柔軟な対応を基本とした、知的財産アセッ
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Ⅱ．２　産総研　知的財産・標準化ポリシー改定 財産の独占的実施権の許諾を勧める） 
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2.標準の活用促進 
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4.国外の研究機関及び標準関連機関等との国際的連携 

5.標準関連機関等における活動への積極的参画 

6.標準化活動資金の充実化 
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◆共通基盤領域 

汎用的・基盤的に利用できる基礎的な技術の創出が見込まれる領域。 

◆競争領域 

専ら同業他社との差別化を図ることが想定される技術の創出が見込まれる領域。 

◆標準関連機関等 

代表的な国際標準関連機関としてＩＳＯ（国際標準化機構）やＩＥＣ（国際電気標準会議）

がある。 

 

（産総研公式 HP 2016年 10月 3日プレスリリースより抜粋） 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所と株式会社 池田泉州銀行による 

Ⅱ.3 企業との連携事例① 

包括連携協定の締結について 

 

  

 

 

 

                                                      

 

 

 

（左）池田泉州銀行 藤田代表取締役頭取  （右）産総研 中鉢理事長 

 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所（理事長 中鉢 良治、所在地 東京都千代田区 以下

「産総研」）と株式会社 池田泉州銀行（頭取 藤田 博久、所在地 大阪府大阪市 以下「池田泉

州銀行」）は、平成 29年 1月 25日、技術力を持った中堅・中小企業の発掘・育成支援や成長産業

開拓に向けた取り組みを強化することを目的に、包括連携協定を締結しました。なお、産総研が

近畿の銀行とこのような協定を締結することは、初めてとなります。 

 産総研は、国内最大級の公的研究機関として日本の産業や社会に役立つ技術シーズの創出と

その実用化を進めるとともに、最先端の技術に関する幅広い知見をもとにした研究開発サポート、

ISO などの国際標準を含めた標準化支援などに実績を有しています。また近年は、革新的な技術

シーズを企業や研究機関と連携し迅速に事業化に繋げるための「橋渡し」機能の発揮に注力して

おり、自ら生み出す技術シーズのみならず大学や他の研究機関から生まれた優れた技術シーズ

も汲み上げるべく、大学・公設試験研究機関との連携強化にも取り組んでいます。 

 池田泉州銀行は、かねてより地域の大学・公設試験研究機関と取引企業とのマッチングによる

産学官連携や、研究機関と民間企業の共同研究を応援する「コンソーシアム研究開発助成金※1」

などの制度を通じて、地域発技術シーズの事業化をサポートしています。また、経済産業省が創

設した「新市場創造型標準化制度※2」では、「標準化活用支援パートナー機関」として国内トップ

のサポート実績を有するなど、技術力を持った中堅・中小企業を積極的に応援しています。 

 今後両者は、取引企業の相互紹介、池田泉州銀行取引企業への産総研の研究開発サポート、

高い技術力を有する企業（「コンソーシアム研究開発助成金」採択企業など）に対する国の補助金

などの競争的研究資金獲得に向けた専門的アドバイス、国際標準を見据えた標準化の活用支援、

共同セミナー開催などの取り組みを通じ、地域イノベーションの創出を推進して参ります。 

 

Ⅱ．３　企業との連携事例① 用語の説明 

 

※1 【コンソーシアム研究開発助成金】 

池田泉州銀行は、全国の金融機関に先駆け、平成 15 年に「ニュービジネス助成金」、平成１６年

に「コンソーシアム研究開発助成金」の助成金制度を創設し、新規性・独創性のあるビジネスプラ

ンや地元企業が実施する大学・公設試験研究機関との研究開発を、産学官ネットワークを活用し

ながら、独自の支援プログラムにより幅広く応援しております。 この取り組みは、地域における新

事業・新産業創造を目的に、地域特性に応じた多様な取り組みを評価し、普及するための顕彰制

度「第 5 回地域産業支援プログラム表彰（イノベーションネットアワード 2016）」（主催：一般財団法

人日本立地センター、全国イノベーション推進機関ネットワーク）の優秀賞を受賞しました。 

 

※2 【新市場創造型標準化制度】 

中堅・中小企業などが開発した優れた技術や製品を国内外に売り込む際の市場での信頼性向上

などの有力な手段となる「性能の評価方法」などの標準化を支援するため、平成 26 年７月に経済

産業省が創設した制度です。 例えば、①企業１社では業界内の調整が困難、②中堅・中小企業

などで、標準の原案を作成することが困難、③複数の産業界にまたがるなどの場合に、「新市場

創造型標準化制度」を活用することで、従来の業界団体でのコンセンサス形成を経ずに、迅速な

国内標準化（JIS 化）や国際標準（ISO/IEC）提案が可能になります。 

 
（産総研公式 HP 2017 年 1 月 25 日プレスリリースより） 
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産業省が創設した制度です。 例えば、①企業１社では業界内の調整が困難、②中堅・中小企業

などで、標準の原案を作成することが困難、③複数の産業界にまたがるなどの場合に、「新市場

創造型標準化制度」を活用することで、従来の業界団体でのコンセンサス形成を経ずに、迅速な

国内標準化（JIS 化）や国際標準（ISO/IEC）提案が可能になります。 

 
（産総研公式 HP 2017 年 1 月 25 日プレスリリースより） 
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ケーイーエフ株式会社 千葉県佐倉市 

（２）超精密用Ｏリングに関するJIS化 

（１）蛍光式酸素濃度計に関するJIS化 

株式会社オートマチックシステムリサーチ 埼玉県三郷市 

1 mm  

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

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

資料提供 （株）オートマチックシステ
ムリサーチ 

資料提供 ケーイーエフ（株） 

Ⅱ.3企業との連携事例②新市場創造型標準化制度の活用 

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

本制度のもと産総研の知見を活かし、企業と共にJIS化を達成した又は達成目前の２件を 
ご紹介します。 

※「平成28年度に発行した規格紹介」のページで詳細をご覧下さい。 

Ⅱ．3　企業との連携事例②　新市場創造型標準化制度の活用 Ⅱ．4　平成 28 年度に発行した規格の紹介
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Ⅱ．3　企業との連携事例②　新市場創造型標準化制度の活用
　産総研が取り組み、平成28年度に発行した規格は以下の通りです（平成29年1月31日時点）。
その中の一部を、以降のページでご紹介します。

国際標準、国際フォーラム標準
掲載

ページ
提案
年度

発行
年度 ISO/IECの別 国際標準　規格名 称 提案

規格票
発行 提案者等 所属ユニット(提案時） 研究名 ISO/IEC　TC

17 28
ISO 7029: 2017
(Revision of ISO
7029:2000)

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

H17.6
（PWI修正

提案）
H28.1.9

倉片憲治
*convener

人間福祉医工学研究
部門

H18-20　AIST「年齢別聴
覚閾値分布の標準化」

ISO/TC43（音響）
/WG1(聴覚閾値）

22 28
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）

22 28
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）

22 28 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

p.30 23 28
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）

23 28
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

24 28
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

H24-26AIST「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)

24 28
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)

24 28 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

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)

p.31 25 28
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

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）

25 28 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

25 28
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

H23-25AIST「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）

4. 平成２８年度に発行した規格の紹介

p.29

Ⅱ．4　平成 28 年度に発行した規格の紹介
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掲載
ページ

提案
年度

発行
年度 ISO/IECの別 国際標準　規格名 称 提案

規格票
発行 提案者等 所属ユニット(提案時） 研究名 ISO/IEC　TC

26 28
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

26 28
IEC 60153-2:
2016

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

H26.7.4 H28.5.18
堀部　雅弘
*project
editer

計測標準研究部門

26 28
IEC 60154-1:
2016

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

H26.7.4 H28.5.18
堀部　雅弘
*project
editer

計測標準研究部門

26 28
IEC 60154-2:
2016

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

H26.7.4 H28.7.5
堀部　雅弘
*project
editer

計測標準研究部門

26 28
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）

27 28
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
*project
leader

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）

27 28
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)

国内標準　

掲載
ページ

申出
/登
録年

公示
/公
表年

TR/JIS
規格番号 日本工業規格名称

経済省提
出

規格公示
／公表 提案者名 所属ユニット（提案時）

26 28
JIS
B 7556
（改正）

気体用流量計の校正及び器差試験 H26.10 H28.7.20 森岡　敏博 計測標準研究部門

p.32 27 28 JIS R 1708
ファインセラミックス―半導体光触媒材料の溶存酸素消
費量による光触媒活性測定方法

H27.6 H28.7.20 平川　力 環境管理研究部門

27 28 JIS　R 1760
ファインセラミックスの室温での圧子圧入（IF）法による
破壊抵抗試験方法

H27.7 H28.7.20 宮崎 広行 構造材料研究部門

27 28
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

27 28
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

27 28
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

27 28
JIS
R 1701-4改正

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

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

27 28
JIS
R 1701-5改正

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

H27.7 H28.7.20
佐野 泰三
大古　善久

環境管理研究部門

27 28 JIS B 8445
ロボット及びロボティックデバイス－生活支援ロボットの
安全要求事項

- H28.4.20 尾暮　拓也
ロボットイノベーション
研究センター

p.34 28 28 JIS B 7921 蛍光式酸素濃度計 - H28.12.20 佐藤　浩昭 環境管理研究部門 新市場創造型標準化制度

H25-27AIST「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）

研究名

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」

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」

p.33

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

28 29



  
 

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

■社会への波及効果■ 
 
• 高齢者・障害者を含む多くの人が各種情報に自力

でアクセスできるようにするための標準化 
• 音声命令および音声認識の性能の規格化 
 
► アクセスに困難を持つ人（例えば画面が見えない

人、キーボードやマウスが使えない人など）の 
   生活環境改善 

規格： ISO/IEC 30122-1: Information technology -- User interfaces -- Voice commands  
        -- Part 1:  Framework and general guidance  
        （情報技術 —ユーザインタフェイス－音声命令－第１部 : 枠組みと一般指針）(2016/07/29)  
         ISO/IEC 30122-4: Information technology -- User interfaces -- Voice commands  
       – Part 4:   Management of voice command registration 
         (情報技術 —ユーザインタフェイス－音声命令－第4部 : 音声命令登録の管理）(2016/07/29)  
審議委員会： ISO/IEC/JTC1（情報技術）/SC35（ユーザインタフェース）/WG5（文化及び言語適合性）&WG6（ユーザインタ     
                      フェースアクセシビリティ）/JBMIA（（一社）ビジネス機械・情報システム産業協会） 
国内審議団体： （一社）情報処理学会 

参考：H25標準基盤研究進捗報告会 

アクセシビリティ 
■ポイント■ 
• 高齢者や障害を持つ

ユーザのための、音
声による情報機器の
操作方法の規格化 

• 構築や翻訳 ,地域特
性に関する Part 2, 
Part 3の規格化進行
中 

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

■産総研の貢献■ 
• H23-25 標準基盤研究 「情報技術における音声命令

の標準化」 
• ISO/IEC/JTC1/SC35/WG5 & WG6  
   プロジェクトエディタ 

https://staff.aist.go.jp/yoshikazu-seki/work/as-j.html#vc 

ダイバーシティ 

情報技術における音声命令の標準化
ISO/IEC 30122シリーズ

産総研が取り組んだ発行規格

28 29



  
 

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

■社会への波及効果■ 
• 範囲での色指定なので利用しやすい。 
• 識別性の高いもしくは低い色の組、

を段階ごとに表で整理し、利用者の
利便性向上。 

► 公共サイン、製品の色分け、公共施
設の建物・部屋等の色による識別の
規格化 

► 高齢者に適した色彩設計 

規格：ISO 24505: 
   Ergonomics -- Accessible design -- Method for creating colour combinations taking account of    
        age-related changes in human colour vision  
      （人間工学 – アクセシブルデザイン – 年齢を考慮した基本色領域に基づく色の組み合わせ方法） 
審議委員会： ISO/TC159（人間工学）/SC5（物理的環境の人間工学）/WG5（特別な配慮を必要とする人々のための物理的 
                     環境） 
国内審議団体： （一社）日本人間工学会 

参考：産総研today 5(9)36 

アクセシビリティ 

■ポイント■ 
• 視覚表示物を作成する際、 
      どのような色の組み合わせが    
      適切かに関する規格。 
• 見分けがつきやすい色の組

み合わせを整理 
• 加齢による変化を考慮 

■研究担当者■ 情報・人間工学領域 
  人間情報研究部門  
    感覚知覚情報デザイン研究グループ 
    佐川 賢 名誉リサーチャー、伊藤 納奈 

■産総研の貢献■ 
• H21～23 METI国際標準共同研究開発事

業「アクセシブルデザインの体系的技術に関
する標準化」 

• ISO/TC159/SC5/WG5 プロジェクトリーダ 

高齢者 ・明所視の条件における基本色の領域 
各色で塗りつぶされた領域が基本色領域。格子状の小さな○はサンプルに

用いた色 

基本色領域に基づく色の組み合わせの例（高齢者・明所視の例） 

年齢を考慮した基本色領域に基づく
色の組合せ法　ISO 24505

産総研が取り組んだ発行規格

30 31



 

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

■社会への波及効果■ 
• 欧州の自動車衝突安全性の規制・認証

試験では、ISO 6487に基づき加速度計
のトレーサビリティを要求 

   ⇒ ひずみゲージ式加速度計の校正方    
            法を確立 
• 国内事業者は遠心加速度校正の実施、

AISTは衝撃加速度(ISO 16063-13）に
準拠した校正 

• 欧州への自動車輸出における衝突安全
性の認証試験に資する、技術的エビデ
ンスを提供 

► 国際的基準調和に関わる試験の適合
性評価を確保 

規格：ISO 16063-17: Methods for the calibration of vibration and shock transducers  
       – Part 17: Primary calibration by centrifuge 
 (振動及び衝撃トランスデューサの校正方法-第17部：遠心分離機による一次校正) 
審議委員会： ISO/TC108(機械の振動及び衝撃)/SC3(振動・衝撃測定器) 
国内審議団体：（一社）日本機械学会 

参考：産総研主な研究成果 2016/09/06 

国際適合性 

■ポイント■ 
• 他国が衝撃加速度校正を主とす

る中、日本の遠心加速度校正と
の整合性を実試験に基づき検証 

• 自動車業界と連携したラウンドロ
ビンテストの実施 

• 日本の実情に即したISO規格の
策定 

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

■産総研の貢献■ 
・H25-26 装置メーカとの共同研究「衝撃校正と遠心校正の
ラウンドロビンテスト」 
・H25-27 標準基盤研究 
 「遠心加速度校正に関する標準化研究」 
・ISO/TC108/SC3プロジェクトリーダー  
  臼田孝 計量標準総合センター研究戦略部長 

自動車業界におけるひずみゲージ式加速度計の校正状況 

信頼性向上 

ひずみゲージ式加速度計における遠心校正と衝撃校正
の整合性 

（エラーバーは路上衝突試験規格 ISO 6487で要求され
る衝撃計測の確度） 

遠心加速度による一次校正の国際規格
ISO16063-17

産総研が取り組んだ発行規格

30 31



 
  

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

■社会への波及効果■ 
• 粉末状、板状、多孔質状の半導体

光触媒材料の水中における酸化
力活性の計測が可能 

• 規格を実施する機材構成が安価で、
簡便な計測手順 

• 短時間で迅速に計測可能 
► 規格利用者の利便性が大幅に向

上。 

規格：JIS R1708: ファインセラミックス 
           －半導体光触媒材料の溶存酸素消費量による光触媒活性測定方法 － 
原案作成団体： 一般社団法人日本ファインセラミックス協会 

簡便な方法 

■ポイント■ 
• 水中における光触媒の酸化力活性

の計測に適応 
• 安価・簡便・迅速な方法 
• ISO/TC206において、国際標準化

提案中（プロジェクトリーダ） 

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

■産総研の貢献■ 
• H22-24 標準基盤研究「溶存酸素測

定に基づく光触媒及び応用材料の環
境浄化性能の評価手法の開発」 

• 原案作成団体「溶存酸素測定に基づ
く光触媒及び応用材料の環境浄化性
の評価手法の開発」委員 

• ISO/TC206（ファインセラミックス）
/WG9（光触媒）プロジェクトリーダ、
エキスパート 

迅速な計測 

光触媒作用の概念図 

OH 

光触媒 

CO2 
H2O 

O2 
光 

光触媒作用 

O2の消費量から酸化力を評価 

半導体光触媒材料の溶存酸素消費量による
光触媒活性測定方法　JIS R 1708 

産総研が取り組んだ発行規格
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■規格の概要■ 
 光触媒の諸機能のうち、空気浄化性能をモデル
汚染物質を用いて評価する方法。目的に応じたガ
スを流通させて、光照射容器中の試験片による除
去能力を測定する。 
今回の改正では、大気計測で一般的な湿りガス基
準を採用し、その後に制定されたISO規格や可視

光応答形光触媒材料の試験方法などと試験条件
や用語を統一した。 

■社会への波及効果■ 
• 光触媒材料の性能試験における

精度の向上 
• 高性能な光触媒材料・製品の普及

を促進 
• 身近な環境や生活の質を改善 
► 規格群の整理・統一により利用者

の利便性を大幅に向上。 

規格：JIS R1701-1~5: ファインセラミックス－光触媒材料の空気浄化性能試験方法 － 
原案作成団体： 一般社団法人日本ファインセラミックス協会 

参考：METIプレスリリース 2016/07/20 

信頼性の向上 

■ポイント■ 
• 国際規格との整合による海外適用

性拡大 
• 利用者の使いやすさに主眼を置い

た見直し 
• 試験片の取扱い方法などを統一 
• 規格群における重複項目の整理 

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

■産総研の貢献■ 
• 原案作成委員会において竹内は委員長と

して、佐野は委員として活躍 
• H27-（延長中）  標準化戦略FS「光触媒

光源としてのLED特性と光触媒性能試験
への影響調査のFS」 

• ISO/TC206（ファインセラミックス）/WG9
（光触媒）     

   コンビーナ、プロジェクトリーダ、 
   エキスパート 
• 光触媒工業会（PIAJ）の性能判定基準設

定への助言等。 

改正されたJIS R 1701-1~5 ファインセラミックス 
－光触媒材料の空気浄化性能試験方法 － の内容 

光触媒による環境浄化メカニズム 

JIS番号 規格名称（詳細）

R 1701-1 第１部：窒素酸化物の除去性能
R 1701-2 第２部：アセトアルデヒドの除去性能
R 1701-3 第３部：トルエンの除去性能
R 1701-4 第４部：ホルムアルデヒドの除去性能
R 1701-5 第５部：メチルメルカプタンの除去性能

光触媒材料の空気浄化性能に関する規格改正
JIS R 1701-1～5

産総研が取り組んだ発行規格

32 33



  

■規格の概要■ 
 気体・液体に適用でき、有機溶剤中やオートク
レーブ滅菌にも耐えられる可搬型の酸素濃度計
がオートマチックシステムリサーチ社にて開発され
た。業界のコンセンサス形成が困難な中小企業の
優れた技術を迅速にJIS化するために創設された、

経済産業省「新市場創造型標準化制度」を活用し
て、この蛍光式酸素濃度計を規定する規格が作
成された。 
 産総研が関わった本制度による初めての規格で
あるとともに、環境分析分野や食品製造分野等で
利用できる蛍光式酸素濃度計に関する初めての
規格であり、現場で利用できる迅速・簡便な計測
機器として普及促進が期待される。 

■社会への波及効果■ 
• 環境分析分野、バイオ/食品製造分野、化学工業分野など、幅広い分野

での酸素濃度計測が可能。 
• 試薬や電解液が不要で、静水中でも計測可能。 
• ガラスや電極を用いないため、食品製造分野でも安全に利用可能。 
• 安価で小型可搬型の計測機器を用いた迅速な計測が可能。 

規格：JIS B7921:蛍光式酸素濃度計 
原案作成団体： 蛍光式酸素濃度計 JIS原案作成委員会 （事務局 (一財)日本規格協会） 

■ポイント■ 
• 電極を用いない蛍光式による

簡便な酸素濃度計を規格化 
   (平成28年12月20日制定) 
• 中小企業の優れた技術を支援

する「新市場創造型標準化制
度」を活用 

• JIS原案作成に必要な試験を産
総研が技術的に支援 

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

■産総研の貢献■ 
• H27 受託研究「蛍光式酸素濃度計JIS

原案作成に伴う性能試験」を実施 
• 原案作成団体「蛍光式酸素濃度計JIS

原案作成委員会」委員。原案作成への
協力と共に規格の「解説」を執筆。 

酸素 
分子 

プローブ 

蛍光チップ 

励起光LED 
蛍光フォト 
センサー 

蛍光式酸素濃度計 
（オートマチックシステムリサーチ社提供） 蛍光式酸素濃度計の原理 

蛍光式酸素濃度計
JIS B 7921
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標準化に挑む研究者①
 

ガス・揮発成分の検知器の標準化
－欧米との対立を乗り越えて－

松原 一郎 関西センター所長代理

（兼）産学官連携推進室 室長
（兼）材料・化学領域 無機機能材料研究部門

副研究部門長
（兼）イノベーションコーディネータ

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

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

を行ってきました。 
 

－松原さんの元々の研究分野は？
 

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

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

たガスセンサーの開発に取り組んできました。 
 

－標準化活動を始めたきっかけは？
 

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

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

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

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

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

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

ことになりました。 
 

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

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

置の精度、応答時間、安定性、測定範囲、選択性、耐被毒性

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

を作成し、2005 年に ISO/TC197/WG13 へ新規提案をしたの

ですが、日本と欧米の意見が激しく対立しました。 

最も議論となった点は、水素検知濃度の範囲についてです。

水素ステーション等の水素関連施設の実態を調査すると、数

百 ppm 程度の低濃度での警報設定が行われていたので、日本

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

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

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

ISO/TC197/WG13 第 6 回会議の様子

（2009年 3月 独・ベルリンにて） 

ガス・揮発成分の検知器の標準化
― 欧米との対立を乗り越えて ―

松原　一郎　　関西センター所長代理

（兼）関西センター産学官連携推進室　室長
（兼）材料・化学領域　無機機能材料研究部門　副研究部門長
（兼）イノベーションコーディネータ

　松原所長代理は、ISO/TC197 ( 水素技術 )/WG13 ( 水素検知器 ) 及び ISO/TC146 ( 大気の質 )/SC6 ( 室
内空気)/WG16 (VOC検知器の試験方法)のコンビーナとして、ISO会議の議論を取りまとめ規格策定を行っ
てきました。

　松原さんの元々の研究分野は？

　産総研の前身である当時の工業技術院 大阪工業技術試験所に入所し、その後先進製造プロセス研究部門
で電子機能性材料の開発を行い、その中で水素・VOC（揮発性有機化合物）・酸素といったガスセンサーの
開発に取り組んできました。

　標準化活動を始めたきっかけは？

　ガスセンサーの開発を始めた初期、経済産業省が製品や技術開発と同時に規格策定も行う「標準化先取り
研究」という政策を推奨していました。今でこそ水素ステーションの設置が少しずつ進められていますが、
研究グループで水素センサーの開発に取り組み始めたころ、水素はエネルギー媒体としてはまだまだ普及し
ていませんでした。水素エネルギー社会を広げるためにはその安全性を確保し、将来の市場獲得に向けた標
準化を早い段階から行うことが必要だと感じ、ISO 規格の策定にも取り組もうと考え、このプロジェクトに
参画し、水素センサーの開発と標準化を同時に進めることになりました。

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

　ISO 26142 Hydrogen detection apparatus -- Stationary 
applications ( 水素検知装置 - 定置型 ) は、定置型の水素検知装置の精
度、応答時間、安定性、測定範囲、選択性、耐被毒性等の性能要件や
試験方法を主に規定しています。
　私たちが開発した熱電式水素センサーの性能を基に草案を作成し、
2005 年に ISO/TC197/WG13 へ新規提案をしたのですが、日本と欧
米の意見が激しく対立しました。
　最も議論となった点は、水素検知濃度の範囲についてです。水素ス
テーション等の水素関連施設の実態を調査すると、数百 ppm 程度の
低濃度での警報設定が行われていたので、日本のメーカーや私たちが
開発した水素センサーが得意とする低濃度領域から高濃度までしっか
りとガス漏れを検知できるように検知濃度範囲を広く定めたかったのですが、低濃度の検知が不得意である
欧米から猛反対を受け、議論は何度も紛糾しました。
　コンビーナとして議論を調整した結果、検知できる濃度の範囲は〝メーカーの宣言事項とする″こととし
ましたが、低濃度検知における実際の測定誤差の許容範囲を厳しく定めることで、我が国の製品の特長が生

 

ガス・揮発成分の検知器の標準化
－欧米との対立を乗り越えて－

松原 一郎 関西センター所長代理

（兼）産学官連携推進室 室長
（兼）材料・化学領域 無機機能材料研究部門

副研究部門長
（兼）イノベーションコーディネータ

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

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

を行ってきました。 
 

－松原さんの元々の研究分野は？
 

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

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

たガスセンサーの開発に取り組んできました。 
 

－標準化活動を始めたきっかけは？
 

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

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

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

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

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

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

ことになりました。 
 

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

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

置の精度、応答時間、安定性、測定範囲、選択性、耐被毒性

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

を作成し、2005 年に ISO/TC197/WG13 へ新規提案をしたの

ですが、日本と欧米の意見が激しく対立しました。 

最も議論となった点は、水素検知濃度の範囲についてです。

水素ステーション等の水素関連施設の実態を調査すると、数

百 ppm 程度の低濃度での警報設定が行われていたので、日本

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

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

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

ISO/TC197/WG13 第 6 回会議の様子

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

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

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

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

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

　コンビーナとしての会議の進め方は？

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

　国際標準化活動を通して感じた印象は？

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

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

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

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

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

が発行されました。 
 

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

 現在、同じ TC197 内の WG24(水素ステーション)で水素ステ

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

果、水素ステーションで使用する水素検知器は、「ISO 26142 の

内容を満たさなければならない」という内容になる予定です。今

後、私たちが策定した ISO 規格が水素エネルギーの普及に役立

つことを期待しています。 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

規定しており、2014 年に発行に至りました。 
 

－コンビーナとしての会議の進め方は？
 

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

が多いときは百数十件出されます。会議で効率的に議論を進めるために、私は各コメントに対して
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ふたつ目は、規格提案国の優位性が思ったより大きかったこ

とです。提案国は自ら作成した原案を提示することで、議論

の主導権を握ることができます。自ら提案しなければ、他国

の提案に対して修正要望等のコメントを出すくらいしか、自

国の主張を表明する手段がなく、場合によってはコメントが

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

ることがあるため、標準化は重要な活動だと再認識できまし

た。                         

水素ステーションの例 

（関西センター所長代理室付近にて） 

  （聞き手：国際標準化室） 

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

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

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

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

が発行されました。 
 

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

 現在、同じ TC197 内の WG24(水素ステーション)で水素ステ

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

果、水素ステーションで使用する水素検知器は、「ISO 26142 の

内容を満たさなければならない」という内容になる予定です。今

後、私たちが策定した ISO 規格が水素エネルギーの普及に役立

つことを期待しています。 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

規定しており、2014 年に発行に至りました。 
 

－コンビーナとしての会議の進め方は？
 

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

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

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

を用いることで効率よく議論を進めることが出来ました。 

－国際標準化活動を通じて感じた印象は？
 

 まずひとつに、我が国の産業界のニーズを受けて標準化を

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

とです。提案国は自ら作成した原案を提示することで、議論

の主導権を握ることができます。自ら提案しなければ、他国

の提案に対して修正要望等のコメントを出すくらいしか、自

国の主張を表明する手段がなく、場合によってはコメントが

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

ることがあるため、標準化は重要な活動だと再認識できまし

た。                         

水素ステーションの例 

（関西センター所長代理室付近にて） 

  （聞き手：国際標準化室） 

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

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

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

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

が発行されました。 
 

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

 現在、同じ TC197 内の WG24(水素ステーション)で水素ステ

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

果、水素ステーションで使用する水素検知器は、「ISO 26142 の

内容を満たさなければならない」という内容になる予定です。今

後、私たちが策定した ISO 規格が水素エネルギーの普及に役立

つことを期待しています。 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

規定しており、2014 年に発行に至りました。 
 

－コンビーナとしての会議の進め方は？
 

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

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

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

を用いることで効率よく議論を進めることが出来ました。 

－国際標準化活動を通じて感じた印象は？
 

 まずひとつに、我が国の産業界のニーズを受けて標準化を

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

とです。提案国は自ら作成した原案を提示することで、議論

の主導権を握ることができます。自ら提案しなければ、他国

の提案に対して修正要望等のコメントを出すくらいしか、自

国の主張を表明する手段がなく、場合によってはコメントが

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

ることがあるため、標準化は重要な活動だと再認識できまし

た。                         

水素ステーションの例 

（関西センター所長代理室付近にて） 

  （聞き手：国際標準化室） 

38 39



標準化に挑む研究者②
めっきの品質を評価する 

―目視から計測技術による正確な評価へー 

 
野中 一洋 イノベーションコーディネータ 

 

 エレクトロニクス・製造領域 

 エレクトロニクス・製造領域研究戦略部 

（兼)  九州センター  

イノベーションコーディネータ 

（兼)  九州センター 産業技術総括調査官 

（兼)  エレクトロニクス・製造領域製造技術研究

部門  

 
 野中イノベーションコーディネータは、日本電子回路工業

会(JPCA)の標準化戦略委員を担当し、IEC/TC91(電子実装技

術)/WG10(プリント基板とその材料の測定・試験方法のプロジ

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

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

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

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

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

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

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

ました。 
 
―標準化活動を始めたきっかけは？ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

めっきの品質を評価する
― 目視から計測技術による正確な評価へ ―

野中　一洋　　イノベーションコーディネータ
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　2007 年に、先のラボをベースとして生産計測技術研究センターが設立され、標準化についても本格的に
着手することになりました。本センターは現場に密着し生産現場の課題を解決することを目標とし、その実
現のための目玉政策として「マイスター型連携研究」がスタートしました。これは、生産現場の課題を熟知
した企業の専門家（マイスター）と連携して課題解決に取り組むもので、我々も積極的に現場に乗り込み企
業と共に課題解決を図ることになりました。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　　IEC/TS 61189-3-301:Test methods for electrical materials, printed boards and other 
interconnection structures and assemblies - Part 3-301: Test methods for interconnection structures 
(printed boards) - Appearance inspection method for plated surfaces on PWB は、金・銅・ニッケル等
のめっきの光沢ムラ、色ムラを個別に評価する方法を定めたものです。光学的手法によりムラを数値化する
ことで、ムラを定量的に評価する方法を TS として作成しました。

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

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

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

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

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

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

（聞き手：国際標準化室）
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標準化に挑む研究者③
 

光による人体へのリスク評価 
―国際照明委員会で輝く― 

 
蔀 洋司 研究グループ長 
 
計量標準総合センター  

物理計測標準研究部門 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

も協力しながら国際標準化を進めています。 
 

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

ました。蔀さんは、JTC5 の共同議長として改正審議を進めています。 
この規格について教えて下さい。 
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　IEC 62471/ CIE S 009 規格見直しのため、CIE と IEC の合同委員会 JTC5 が 2013
　年に設置されました。蔀さんは、JTC5 の共同議長として改正審議を進めています。
　この規格について教えて下さい。

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

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

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

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

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

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

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

　CIE での国際標準化を通して感じた印象は？

　CIE Division 2 の主要メンバーと、各国で計量標準分野の研究開発に携わっているメンバーはかなり重複
しているので、人脈も増え研究業務も進めやすくなりました。

                                        
IEC 62471/ CIE S 009 Photobiological safety of lamps and lamp systems (ランプ及びランプシステ

ムの光生物学的安全性)は、ランプ等から発せられる光が人体に与えるリスクを定量評価するため

に制定された、光源の光生物学的安全性評価の根拠となる重要な規格です。評価対象となる光源の

波長やパワー密度等の条件により、皮膚に対しては日焼けや熱火傷等の傷害が、目に対しては角膜

炎、白内障、網膜損傷などの傷害が起こり得るリスクを評価するものです。 
 
 
この規格が策定された背景として、LED の普及

が挙げられます。以前は、LED は IEC 60825 シリ

ーズ：レーザ製品の安全基準 に基づいて評価さ

れていましたが、様々な LED 製品が普及してきた

ことを受けて、レーザ光源との諸特性の違いを踏

まえた（インコヒーレント光源全般の）光生物学

的安全性評価の規格として、CIE S 009 が制定さ

れ、その後 2006 年に IEC とのデュアルロゴ規格

IEC 62471/ CIE S 009 となりました。本規格の改

正審議のため、2013 年に CIE と IEC の合同委員会

として JTC5 が設置され、現在も審議が続けられ

ています。 
 
―IEC 62471 /CIE S 009 改正審議では、非常に活発な議論が進められています。議論となっている

主なポイントを教えてください。 
 

 
CIE S 009 は LED を含むランプ等の光源および

それらが組み込まれている製品全般を適用対象

とし、照明環境下での状態を想定する一般照明

用と、近距離での直視を想定するそれ以外の光

源（システム）用の、２つの評価条件を定めて

います。これらの条件の使い分けにより、安全

要求項目や危険度の判定結果も変わるため、他

の個別規格のベースとなっている CIE S 009 に

全体的な約束事として書き込むべきと考えてい

ます。そうでなければ、後々の運用時に支障を

きたす恐れがあるからです。 
 
 

 
 
 
しかし、一般照明に対するリスク評価の方法を簡素にしたいという意向からか、本規格の適用対
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ない範囲であればよい、というスタンスのようです。今後、どのような形に落ち着くかは不明です

が、バックデータを揃えた上で最後まで主張すべき所は主張し、譲るべき所は譲り、改正後の運用

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

　今後の展望を聞かせてください。

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

（第三事業所 8 号館実験室前にて）

（聞き手：国際標準化室）

に支障が出ないように落としどころを探っていきたいです。こうした活動を行うにあたり、精密光

計測に関する研究経験がとても活かされており、現在は、光生物学的安全性評価に関連する新しい

計測技術開発に向けた研究も推進しています。 
 
 
―CIE での国際標準化を通して感じた印象は？ 
 

CIE Division 2 の主要メンバーと、各国で計量標準分野の研究開発に携わっているメンバーはか

なり重複しているので、人脈も増え研究業務も進めやすくなりました。 
一方で、日本代表という立場として CIE Division 2 が関わる技術全般について対応し、それを国内

審議委員会の長として国内委員に展開し共に議論する必要もあるため、やはり時間を要し、正直骨

の折れる部分もありますしかし、これらの活動を通じて、国内の関連メーカーや業界団体等との連

携が密になり、かつ世界的に課題となっている光計測に係る問題をいち早くキャッチできるので、

研究業務を推進する大きな原動力となっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
―今後の展望を聞かせてください。 
 
 規格改正審議の中で追加の技術課題が見えてきたので、今後の研究テーマや次回の改正審議に活

かしていくつもりです。また、光生物学的安全性評価の課題のみならず、CIE が取り扱う様々な光

計測に係る課題解決に、自身の研究成果を有機的に結び付ける形で貢献していきたいと思っていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

（第三事業所 8 号館実験室前にて） 
（聞き手：国際標準化室） 
 

 
 
 

CIE/JTC5 会議にて発表中の様子 

に支障が出ないように落としどころを探っていきたいです。こうした活動を行うにあたり、精密光

計測に関する研究経験がとても活かされており、現在は、光生物学的安全性評価に関連する新しい

計測技術開発に向けた研究も推進しています。 
 
 
―CIE での国際標準化を通して感じた印象は？ 
 

CIE Division 2 の主要メンバーと、各国で計量標準分野の研究開発に携わっているメンバーはか

なり重複しているので、人脈も増え研究業務も進めやすくなりました。 
一方で、日本代表という立場として CIE Division 2 が関わる技術全般について対応し、それを国内

審議委員会の長として国内委員に展開し共に議論する必要もあるため、やはり時間を要し、正直骨

の折れる部分もありますしかし、これらの活動を通じて、国内の関連メーカーや業界団体等との連

携が密になり、かつ世界的に課題となっている光計測に係る問題をいち早くキャッチできるので、

研究業務を推進する大きな原動力となっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
―今後の展望を聞かせてください。 
 
 規格改正審議の中で追加の技術課題が見えてきたので、今後の研究テーマや次回の改正審議に活

かしていくつもりです。また、光生物学的安全性評価の課題のみならず、CIE が取り扱う様々な光

計測に係る課題解決に、自身の研究成果を有機的に結び付ける形で貢献していきたいと思っていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

（第三事業所 8 号館実験室前にて） 
（聞き手：国際標準化室） 
 

 
 
 

CIE/JTC5 会議にて発表中の様子 

44 45



標準化に挑む研究者④                再生医療を広めるために 
ー低コストな細胞製造システムを立ち上げるには― 

 

廣瀬 志弘 主任研究員 

 

生命工学領域 健康工学研究部門  

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

ISO/TC150 (外科用体内用埋没材 )/SC7 (再生医療機

器)/WG3 (硬組織用再生医療機器)のコンビーナとして、ま

た TC198 (ヘルスケア製品の滅菌)/ WG9(無菌操作)のエキ

スパートとして活躍しています。 
 
経済産業省受託研究「再生医療製品の製造に対して有効な

フレキシブルモジュラープラットフォームの要となる無菌接続

インターフェースに関する国際標準化」のもと、平成 28年 11
月に TC198/WG9 において ISO 13408-6 Aseptic processing of health care products – Part 
6: Isolator systems 改正提案を行いました（平成 28 年 12 月時点で NP 投票中）。 
 
―廣瀬さんの研究分野は？ 
 
 生体インフラである細胞外マトリックス（タンパク質）によって、いかに細胞が影響を受けるかとい

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

再生医療を広めるために
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いました（平成 28 年 12 月時点で NP 投票中）。

　廣瀬さんの研究分野は？

　生体インフラである細胞外マトリックス（タンパク質）によって、いかに細胞が影響を受けるかという研
究を学生時代から行っています。
　細胞外マトリックスの一つであるコラーゲンには 20 種類以上の型が存在し、中でも血管や腎臓等重要な
組織に存在する IV 型コラーゲンについて研究していました。研究分野において生体内にある IV 型コラーゲ
ンを採取することは難しく、また、生体内と同じ働きをさせるためには３次元的立体構造（例えばゲル状）
にする必要がありますが、世界で初めて IV 型コラーゲンをゲル化することに成功しました。このゲルと細
胞とを立体的に複合化することで再生医療に応用しようと考えました。　
　2001 年に日本で初めて CPC (Cell Processing Center: 細胞を培養するためのクリーンルーム ) が関西
センターで立ち上がった際に産総研に入所しました。

　標準化に関わり始めたきっかけは何でしたか？

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

　ISO/TC150/SC7/WG3 でのコンビーナとしての印象は？

　再生医療技術の標準化は、当時世界でもまだ始まったばかりであり、日本主導で進めるため TC150 に新
たに SC7 を立ち上げ日本が幹事国となりました。
　WG3 のコンビーナとして ISO の舞台に上がりましたが、世界では再生医療分野の規制の調和がなされて
いないことが標準化の障壁となっていました。欧州、米国、日本では再生医療のカテゴリがそれぞれ異なっ
ており、その違いが標準化にも影響し会議ではお互いの意思疎通を妨げることもありました。特に欧米では、
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規制に取り込む可能性も出てくる規格を作ることには後ろ向きであり、議論が進みづらいことは今も多いの
ですがそこをまとめていくことにやりがいも感じています。

　今回改正提案した ISO 13408-6 について教えてください。

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

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

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

（第六事業所　廣瀬さんの居室にて）

聞き手：国際標準化室、知財・標準化企画室
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（第六事業所 廣瀬さんの居室にて） 
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                AR・VR に関わる標準化  
          ―映像と現実の橋渡し― 

 

蔵田 武志 研究グループ長 

情報・人間工学領域 人間情報研究部門  

サービス観測・モデル化研究グループ 
 
 蔵田研究グループ長は、 ISO/IEC/JTC1（情報技術）/SC24(コ

ンピュータグラフィックス、画像処理及び環境データ表現 )のプロジ

ェクトエディタとして、AR（拡張現実）のトラッキング技術の評価方

法に関する ISO 規格の策定を進めています。 

 

 

―蔵田さんの元々の研究分野は？  

 

 コンピュータの視覚機能の研究に携わっていました。 

カメラで物を映すと二次元になりますが、それを立体的な三次元と

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

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

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

メラの動きを捉える研究を行ってきました。 

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

視してリアルな世界とバーチャルな世界を融合していくことを目指しています。 

 

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

術。 

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

じさせる技術。 

 

 －標準化に関わったきっかけは何でしたか？  

  

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

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

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

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

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

 

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

しょうか？  

 

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

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

processing and environmental data representation -- Benchmarking framework of 

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

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

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

フト作成を進めています。 

AR・VR に関わる標準化
― 映像と現実の橋渡し ―

蔵田　武志　　研究グループ長

情報・人間工学領域　人間情報研究部門　
サービス観測・モデル化研究グループ

　蔵田研究グループ長は、ISO/IEC/JTC1（情報技術）/SC24( コンピュータグラフィックス、画像処理及
び環境データ表現 ) のプロジェクトエディタとして、AR（拡張現実）のトラッキング技術の評価方法に関
する ISO 規格の策定を進めています。

　蔵田さんの元々の研究分野は？

　コンピュータの視覚機能の研究に携わっていました。
　カメラで物を映すと二次元になりますが、それを立体的な三次元としてどう認識するのか、ということに
興味を持ちました。人間の場合は、写真に映っている二次元のものでも立体的なものとして見ることができ
ますが、コンピュータの目はどう三次元として理解するのだろうか、と考えました。そこで、ムービーの中
の特徴点を追跡することで、物体の形やカメラの動きを捉える研究を行ってきました。
　このような研究をベースとして、AR（拡張現実）₁ と VR ( 仮想現実 )₂ を通して、特に視覚情報を重視し
てリアルな世界とバーチャルな世界を融合していくことを目指しています。

　　1 AR  (Augmented Reality：拡張現実 ) 現実の世界をベースに仮想の情報を付加した技術。
　　2 VR  (Virtual Reality：仮想現実 ) 物理的には存在しないが、感覚的には本物と同様に感じさせる技術。

　標準化に関わったきっかけは何でしたか？

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

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

　AR には数多くのトラッキング技術がありますが、それらを客観的に正しく評価する方法が存在しませ
ん。 そ こ で、ISO/IEC 18520 Information technology -- Computer graphics, image processing and 
environmental data representation -- Benchmarking framework of vison-based spatial registration and 
tracking methods for MAR では、①用語の定義、②ベンチマーキングフレームワーク（どのようにベンチマー
クするかのプロセス）、③評価軸、④試行セット（データセットと対象物体からなる。評価対象を揃えるため）
の主に４つの枠組みについて、ドラフト作成を進めています。
　この規格が出来ると、大企業に限らず AR 技術の性能を同じ土俵で評価することが可能となり、より公正
な技術競争が活性化されることを期待しています。

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

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

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

　標準化活動を通して感じた印象は？

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

（つくば中央第一本部・情報棟内居室にて）

（聞き手：国際標準化室）

この規格が出来ると、大企業に限らず AR 技術の性能を同じ土俵で評価することが可能となり、

より公正な技術競争が活性化されることを期待しています。 

 

 

―社会やビジネスの現場でも、AR は積極的に活用されていますね。  

 

 物流や製造業等様々な分野で活用されています。 

例えば、水道インフラの保守点検作業においては、部品の在庫や修理履歴等の情報の一元

管理が出来ていないと作業が滞り、膨大な経済損失を生じかねません。そういった情報等を AR

を通してタグ付けることで、容易に管理することが可能になります。 

特に、工場等の施設、道路等のインフラ、機械等のメンテナンスといった、これまでは“人”のノウ

ハウや経験がベースになっていたものは、今後 AR が必要になります。“人”の絡むリアルとバー

チャルの接点に AR が利用されることで、メンテナンス業の人材不足の課題も解消されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、エンターテイメントにおいても、世界中で大ヒットしているゲームアプリ「ポケモン GO」で

AR が活用されています。私たちの周りの現実世界をベースに、スマートフォン等を通してゲーム

を進める楽しさを味わうことができます。 

 

―標準化活動を通して感じた印象は？  

 

 標準化活動に携わることで、人脈も広がり

R&D に繋がることもありました。その時々の趨

勢を掴むこともできます。 

一方では、標準化はやはり時間がかかり、本

来の研究開発に加えて標準化活動を行うの

で、時間を上手に管理して標準化を行っていき

たいと思います。 

 

 
（つくば中央第一本部・情報棟内居室にて） 

                          聞き手：国際標準化室  
 

この規格が出来ると、大企業に限らず AR 技術の性能を同じ土俵で評価することが可能となり、

より公正な技術競争が活性化されることを期待しています。 

 

 

―社会やビジネスの現場でも、AR は積極的に活用されていますね。  

 

 物流や製造業等様々な分野で活用されています。 

例えば、水道インフラの保守点検作業においては、部品の在庫や修理履歴等の情報の一元

管理が出来ていないと作業が滞り、膨大な経済損失を生じかねません。そういった情報等を AR

を通してタグ付けることで、容易に管理することが可能になります。 

特に、工場等の施設、道路等のインフラ、機械等のメンテナンスといった、これまでは“人”のノウ

ハウや経験がベースになっていたものは、今後 AR が必要になります。“人”の絡むリアルとバー

チャルの接点に AR が利用されることで、メンテナンス業の人材不足の課題も解消されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、エンターテイメントにおいても、世界中で大ヒットしているゲームアプリ「ポケモン GO」で

AR が活用されています。私たちの周りの現実世界をベースに、スマートフォン等を通してゲーム

を進める楽しさを味わうことができます。 

 

―標準化活動を通して感じた印象は？  

 

 標準化活動に携わることで、人脈も広がり

R&D に繋がることもありました。その時々の趨

勢を掴むこともできます。 

一方では、標準化はやはり時間がかかり、本

来の研究開発に加えて標準化活動を行うの

で、時間を上手に管理して標準化を行っていき

たいと思います。 

 

 
（つくば中央第一本部・情報棟内居室にて） 

                          聞き手：国際標準化室  
 

48 49



  

風力発電の規格から認証まで  

 －日本の厳しい気象・設置条件に対応― 
 

小垣 哲也 研究チーム長 

 

エネルギー・環境領域    

再生可能エネルギー研究センター  

風力エネルギーチーム 

 （福島再生可能エネルギー研究所） 

 
 小垣研究チーム長は、IEC/TC88(風力タービン)のエキス

パートとして風力発電技術の標準化及び認証基盤の整備に取

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

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

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

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

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

イン＆ニューサンシャイン計画のもと、石油代替のエネルギー源として太陽

光や風力等の再生可能エネルギーが注目され始め、産総研も経済産業省プロ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

風の特性を盛り込むべく現在規格の改訂中で、NEDO プロジェクト「次世代風力発電技術研究開発」
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　小垣研究チーム長は、IEC/TC88( 風力タービン ) のエキスパートとして風力発電技術の標準化及び認証
基盤の整備に取り組み、日本の風力発電業界を先導しています。

　小垣さんの元々の研究分野は？

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

　IEC での標準化活動に携わるまでの経緯を教えてください。

　日本ではオイルショックをきっかけに 1970 年代から開始されたサンシャイン＆
ニューサンシャイン計画のもと、石油代替のエネルギー源として太陽光や風力等の再
生可能エネルギーが注目され始め、産総研も経済産業省プロジェクトとして風力発電
の技術開発に着手しました。
　一方で、風力発電に係る技術開発や知見、導入については欧米諸国が先駆をなして
いて、欧米中心で国際規格も整備が進みました。欧米とは異なり、日本では、風車設
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　風力発電技術に関する IEC 規格と国内規格について教えてください。

　風力発電技術に関する IEC 規格は、受風面積 200㎡以上の大形風車とそれ以下の小形風車とで分類され
整備されています。大形風車に関する最も基本的な国際規格である IEC 61400-1 Wind turbines - Part 1: 
Design requirements ( 風車－第 1 部：設計要求事項 ) に、日本の厳しい気象条件と風の特性を盛り込むべ
く現在規格の改訂中で、NEDO プロジェクト「次世代風力発電技術研究開発」での研究成果をベースとした
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ン、サイクロンの総称）に関する内容が追加され、Edition 3 として
2013 年に発行されました。この IEC 規格を基にした JIS C 1400-
2 風車―第２部：小形風車の設計要件 も既に国内分科会での審議は
終了し、近々発行予定となっています。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ドの差は決定的です。 
 

我々の研究成果や風力業界の尽力により、国内の

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

JIS C 1400-1:2017 に基づき（一財）日本海事協

会が認証を行うことになっています。しかし、ま

だ国内に試験機関が無いため、認証を受けるには

海外の試験機関に試験を依頼しデータを揃えて

から、日本海事協会に申請し認証を受ける、とい

う流れになっています。 
小形風車についても同様の現状です。 IEC 
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に盛り込む必要はない、という欧米の専門家の意見が大勢を占め、なかなか採用されませんでした。

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

台風シミュレーションによる極地風評価 
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　IEC の会議に参加し標準化に関わった印象は？

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

（産総研　福島再生可能エネルギー研究所 :FREA）

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

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

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

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

感があります。 
 
 

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

 
 

篠田 健太郎 主任研究員 

 

エレクトロニクス・製造領域     

先進コーティング技術研究センター       

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

純センター長の指導のもと、平成 27年度から ISO/TC206 (ファ

インセラミックス)/ WG12(エンジニアリング応用)に参画し、現

在、副プロジェクトリーダーとして国際標準化活動に従事しています。 

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

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

法を、国際標準として打ち立てるべく標準化活動を推進しています。 

 

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

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

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

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

resistance of ceramic components in semiconductor manufacturing equipment” ） 

 

―篠田さんの元々の研究分野は？ 

  

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

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

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

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

とになりました。 

 

―エアロゾルデポジション（AD）法とはどういったものでしょう

か？    
 
 セラミックスの粉を室温でぶつけることによってコーティン

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

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

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

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

AD法で作製されたセラミックの膜 

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

篠田　健太郎　　主任研究員

エレクトロニクス・製造領域
先進コーティング技術研究センター
微粒子スプレーコーティング研究チーム

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

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

　篠田さんの元々の研究分野は？

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

　エアロゾルデポジション（AD）法とはどういったものでしょうか？

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

　AD 法に関して標準化しようと思い立った理由は？

　いくら素晴らしい技術であっても、それを客観的に評価できる仕組みがなければ機能しません。海外諸国
に手法を安価で模倣されてしまい、質が劣ったものとして扱われる可能性もあります。また、技術は社会で
広く使われてこそ価値があります。標準化することによって、AD 法という技術を客観的に評価することが
でき、それにより信頼性も高まり社会で安心して使われやすいものになることを期待しています。
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標準化に挑む研究者⑦
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　今回新規提案した標準は、どのような内容のものでしょうか？

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

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

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

　今後の標準化活動の展望は？

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

（東事業所　先進コーティング技術研究センター展示室にて）

（聞き手：国際標準化室）
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 まだ新規提案が通った段階なので、これからラウンドロビン

テスト等を通して規格の信頼性を高めるよう進めていく予定

です。また、新しいコーティングプロセス開発においても、標
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                                聞き手：国際標準化室 
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          車の加速度センサの校正 
 ―日本のガラパゴス化を防ぐ― 

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

 
野里主任研究員は ISO/TC108 (機械の振

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

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

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

取り組み、本規格が 2016 年 5 月 30 日に発行されました。 

 

－野里さんは、学生時代から今と同じ研究分野だったのですか？ 

  

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

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

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

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

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

度の研究を行っています。 

 

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

あり、「計量標準」のみならず「工業標準」にも注力しています。 

野里さんが工業標準に取り組み始めたきっかけは？ 

 

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

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

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

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

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

が多いと思います。 

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

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

むことになりました。 

 

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

教えてください。 
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め加速度センサの校正は必要不可欠になりつつあります。しかし、欧州や米国が採用している衝撃加速度校
正では実際の衝突試験と同様に時間変化のある加速度波形が用いられますが、遠心加速度校正では時間変化
のない定常的な加速度波形が使用されますので、両者の校正結果の整合性に疑問が生じてきます。
　日本の自動車業界は長年、この遠心加速度校正によって加速度センサの校正を行い安全性の確保に努めて
きました。しかし、近年になって、特に欧州への自動車輸出に伴う認証項目である「安全性」( 衝突安全、
予防安全など ) に対する規制が厳しくなり、衝突実験に使用するひずみゲージ式加速度センサに対して認定
された校正結果やそのトレーサビリティが強く要求されるようになったので、現状では試験結果の国際的な

標準化に挑む研究者⑧
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基準に対する適合性証明に支障をきたす恐れがでてきました。
　そこで、加速度センサのメーカーや自動車会社等と連携し、日本の採用する遠心加速度校正が、欧州・米
国が採用する衝撃加速度校正と同等性を持つことを、ラウンドロビンテストを通じて実証し、その結果を
ISO 16063-17 として規格の作成を行いました。

　国際標準化活動について感じた長所と短所は？

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

　今後の標準化活動の展望があれば教えてください。

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

（第三事業所 1 号館展示ロビーにて）

（聞き手：国際標準化室）
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Ⅳ．産総研の取り組む標準化プロジェクト



Ⅳ．産総研の取り組む標準化プロジェクト



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） 

Ⅳ．１　経済産業省　工業標準化推進事業
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13
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

エレクトロニクス・
製造

フレキシブルエレクトロニクス研究
センター

山本　典孝
小笹 健仁
鎌田　俊英

H27～29

14
ナノ材料のサイズ分布測定法に関する国際標準化

((一社)ナノテクノロジービジネス推進協議会）

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

15
電子映像観視中の映像酔い軽減に関する国際標準化

((一社）電子情報技術産業協会)
情報・人間工学 人間情報研究部門

氏家 弘裕
渡邊 洋

H27～29

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・
製造
エネルギー・環境

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

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

物理計測標準研究部門
堀部 雅弘
岸川 諒子

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㈱）

エレクトロニクス・
製造
情報・人間工学

製造技術研究部門
ロボットイノベーション研究セ
ンター
情報技術研究部門

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

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

（㈱ミサワホーム総合研究所）

情報・人間工学 知能システム研究部門
谷川　民生
小島　一浩
関山　守

H28～30

20
水素燃料計量システム等に関する国際標準化

（(一社)日本計量機器工業連合会）

計量標準総合セン
ター

工学計測研究部門

高辻　利之
寺尾　吉哉

小谷野 泰宏
森岡   敏博

H28～30

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 芳浩
野田 尚宏
松倉 智子
丹羽 一樹
堀江 祐範

H28～30

*（）内は共同実施者

高機能JIS等整備事業

22 アクセシブルデザイン(AD)に関するJIS開発 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
大山　潤爾
佐川　賢

横井　孝志

H26～28

23 床面・路面ライティングに関するJIS開発 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

H28

24
火薬類の安定度試験に関するJIS開発

（日本火薬工業会、（公社）全国火薬類保安協会）
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

Ｈ28～29

*（）内は共同実施者

№ 研究テーマ名 研究ユニット名
研究担当者
氏　　　名

研究期間

領域名

領域名

№ 研究テーマ名 研究ユニット名
研究担当者
氏　　　名

研究期間経済産業省　工業標準化推進事業テーマ一覧

1

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

((特非)バイオチップコンソーシアム）

生命工学
計量標準総合セン
ター

バイオメディカル研究部門
物質計測標準研究部門

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

2

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

（（一社）日本自動認識システム協会、（株）OKIソフトウェア）

情報・人間工学 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

3

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

（（公財）共用品推進機構）

情報・人間工学
生命工学

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

4
ファインバブル技術に関する国際標準化・普及基盤構築

（（一社）ファインバブル産業会）
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

5
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

（日本プラスチック工業連盟）

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

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）

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

7

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

（（一財）光産業技術振興協会、宇都宮大学、（株）豊田中央
研究所）

エレクトロニクス・製
造

製造技術研究部門 松田　直樹 H26～28

8 SiCエピ／ウェハに関する国際標準化 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

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
（（一社）日本ロボット工業会）

情報・人間工学
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
国際標準化

生命工学 健康工学研究部門 廣瀬 志弘 H27～29

12
セルロースナノファイバーに関する国際標準化

(東京大学、紙パルプ技術協会）
材料・化学

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

№ 研究テーマ名 研究ユニット名
研究担当者
氏　　　名

研究期間領域名

経済産業省　工業標準化推進事業テーマ一覧
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13
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

エレクトロニクス・
製造

フレキシブルエレクトロニクス研究
センター

山本　典孝
小笹 健仁
鎌田　俊英

H27～29

14
ナノ材料のサイズ分布測定法に関する国際標準化

((一社)ナノテクノロジービジネス推進協議会）

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

15
電子映像観視中の映像酔い軽減に関する国際標準化

((一社）電子情報技術産業協会)
情報・人間工学 人間情報研究部門

氏家 弘裕
渡邊 洋

H27～29

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・
製造
エネルギー・環境

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

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

物理計測標準研究部門
堀部 雅弘
岸川 諒子

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㈱）

エレクトロニクス・
製造
情報・人間工学

製造技術研究部門
ロボットイノベーション研究セ
ンター
情報技術研究部門

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

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

（㈱ミサワホーム総合研究所）

情報・人間工学 知能システム研究部門
谷川　民生
小島　一浩
関山　守

H28～30

20
水素燃料計量システム等に関する国際標準化

（(一社)日本計量機器工業連合会）

計量標準総合セン
ター

工学計測研究部門

高辻　利之
寺尾　吉哉

小谷野 泰宏
森岡   敏博

H28～30

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 芳浩
野田 尚宏
松倉 智子
丹羽 一樹
堀江 祐範

H28～30

*（）内は共同実施者

高機能JIS等整備事業

22 アクセシブルデザイン(AD)に関するJIS開発 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
大山　潤爾
佐川　賢

横井　孝志

H26～28

23 床面・路面ライティングに関するJIS開発 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

H28

24
火薬類の安定度試験に関するJIS開発

（日本火薬工業会、（公社）全国火薬類保安協会）
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

Ｈ28～29

*（）内は共同実施者

№ 研究テーマ名 研究ユニット名
研究担当者
氏　　　名

研究期間

領域名

領域名

№ 研究テーマ名 研究ユニット名
研究担当者
氏　　　名

研究期間経済産業省　工業標準化推進事業テーマ一覧

1

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

((特非)バイオチップコンソーシアム）

生命工学
計量標準総合セン
ター

バイオメディカル研究部門
物質計測標準研究部門

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

2

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

（（一社）日本自動認識システム協会、（株）OKIソフトウェア）

情報・人間工学 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

3

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

（（公財）共用品推進機構）

情報・人間工学
生命工学

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

4
ファインバブル技術に関する国際標準化・普及基盤構築

（（一社）ファインバブル産業会）
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

5
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

（日本プラスチック工業連盟）

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

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）

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

7

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

（（一財）光産業技術振興協会、宇都宮大学、（株）豊田中央
研究所）

エレクトロニクス・製
造

製造技術研究部門 松田　直樹 H26～28

8 SiCエピ／ウェハに関する国際標準化 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

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
（（一社）日本ロボット工業会）

情報・人間工学
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
国際標準化

生命工学 健康工学研究部門 廣瀬 志弘 H27～29

12
セルロースナノファイバーに関する国際標準化

(東京大学、紙パルプ技術協会）
材料・化学

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

№ 研究テーマ名 研究ユニット名
研究担当者
氏　　　名

研究期間領域名

経済産業省　工業標準化推進事業テーマ一覧

60 61



 
 

 
 

[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] 

研究期間(H26～28fy) METI-1  

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 

DNA/RNA extraction 

Gene detection/quantification 

Data analysis 

(Biochip, Massive parallel sequencing, qPCR)  

Nucleic acids 
standards 

The establishment of the 
methods for quality control 
for diagnostic testing  

Standardization and quality control for clinical testing devices by using nuclic adicds standards 

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
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[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                                          ] 

研究期間(H26～28fy） METI－2 

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 

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
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研究期間(H26～28ｆｙ) 

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 

[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 ] 

METI-03 
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
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[研究代表者：中部センター （兼）構造材料研究部門  兼松 渉 Wataru KANEMATSU  ] 
[共同研究者：イノベーション推進本部                           綾 信博 Nobuhiro AYA  ] 

研究期間(H26～28fy)   

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-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
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[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] 

研究期間(H26～28fy)    METI－05   

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 

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
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[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] 

研究期間(H26～28fy)   METI－06  

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 
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踏まえて詳細化・高度化 

Refinement and sophistication 
インターオ
ペラビリティ 
Interoperability 

システム 
性能 

Performance 

効率 
Efficiency 

プラント 
設計 
Design 

環境 
信頼性 
Reliability 

寿命 
Life time 

新たな規格の領域 
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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. 

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
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[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 ] 

  

研究期間(H26～28fy) METI－07 

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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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
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[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] 

研究期間(H27～29fy) 

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) 

METI-08 
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 
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[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] 

研究期間(H27～29ｆｙ） METI－09   

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 

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 
対人運動検知性能 耐外乱性能 

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
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[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 ] 

研究期間(H28ｆｙ） 

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 

 
     

METI-10 
手術ロボットに関する国際標準化

Standardization of medical robot for surgery
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[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] 

研究期間(H27～29ｆｙ） METI－11 

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 

Cell Culture 
Machine 

Exchangeable 

Cell processing 
Machine A 
(manual)  

Cell processing 
Machine B 

(automation)  Tissue reconstruction 
Isolator  

Aseptic Transfer Interface 

Pass 
box 

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。 

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
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[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                    ] 

研究期間(H27～29ｆｙ） METI－12   

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 

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

研究期間(H27～29fy) METI－13 

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／IEC62899-
502-1 (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。 

製品 試薬材料 材料（インク、基板） 

製造装置・機械 

デバイス 

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
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[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 ナノ顕微計測研究グループ  山本 和弘 Kazuhiro YAMAMOTO, 
                     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,  
         物質計測標準研究部門 竹歳 尚之 Naoyuki TAKETOSHI, 藤本 俊幸 Toshiyuki FUJIMOTO,  
         計量標準総合センター  田中 充 Mitsuru TANAKA  ] 

研究期間(H27～29ｆｙ） 

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 

 
 

METI-14 
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
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[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] 

研究期間(H27～29ｆｙ） METI－15 

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 

国内利害関係者等との 
映像酔い対策協議 

ISO/TC159/SC4/WG12
における国際標準開発 

 
 

 

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
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[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 ] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－16 

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 

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
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[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             ] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－17 

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 

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
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研究期間(H28～30ｆｙ） METI－18 

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  

System 
Integrator

Company, 
Factory
ＣＡＤ

Conversion Profile DataConversion Profile     Data

Conversion Profile             Data

Company, Factory ＭＥＳ

MES/SCADA

Concept 
proposal/ 
Planning

Information 
distributor

Categorized information 
group area with access 
control function

Translation
Profile  Common data

Translation

Translation

Company, Factory Industrial robot 

Information provider
Manufacturing Equipment / Production Line

Platform

Conversion Profile    Data

Translation

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 ]
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[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] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－19 

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 

クラウド 
E/E/PE住宅 

外部ネットワーク 
サービスとの連携 

火災 

熱中症 
ヒートショック 転倒 

挟み込み 

機能安全により低減 

E/E/PE住宅で 
想定されるリスク 

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
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[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                    ] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－20 

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 

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

80 81



   
[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                      ] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－21 

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

・暗い細胞では正確な試験
が行えない

・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

・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

発光計測管理

遺伝子検定

参照用光源を用い
た測定装置の絶対
値校正、精度管理

•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

細胞発光能の担保

国際規格化
（ISO/TC276

Biotechnology）

発光計測管理
方法の規格化

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。
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発光株化培養細胞の保存管理法に関する国際標準化

82 83



 
 

研究期間(H26～28fy) METI－22 

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 

         [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  ] 
 

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 
 

どれが自分に合った 
製品かわからない 

「高齢者・障害者配慮設計指針」の 
開発 

アクセシブルデザイン製品の 
適合性評価制度の整備へ 

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（ＡＤ）に関するＪＩＳ開発
Development of Japanese Industrial Standards on Accessible Design
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研究期間(H28fy) 

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 

         [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  ] 
 

実機を用いたユーザー
ニーズ調査 

ニーズのあるサインの人間工
学的要件をVR環境で精査 

JIS 

METI-23 

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
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[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  ] 

研究期間(H28～29ｆｙ） METI－24 

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 

（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 

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 検知管試験（追加） 
定量化 

JIS K4810 
JIS K4822 
追補・改正 

火薬類の安定度試験に関するJIS開発
Development of the JIS stability test of explosives
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産総研　標準基盤研究テーマ一覧

1
3mm線量当量測定技術の開発とＸ線、γ線、β線
校正方法ＪＩＳ規格の改正

計量標準総合センター 分析計測標準推進部門
黒澤　忠弘
加藤　昌弘

H26～28

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

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
の標準化

計量標準総合センター 物質計測標準推進部門
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
際標準化

情報・人間工学
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

9 甲状腺モニタ用ファントム標準化のための研究 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

10
「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

地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 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

エネルギー・環境 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
り組み量測定法の国際規格化

材料・化学 ナノチューブ実用化研究センター
張　民芳

岡崎　俊也
H27～29

13
液中粒子濃度計測に係わる一般的ガイドライン開
発

エレクトロニクス・製造
計量標準総合センター
材料・化学
地質調査総合センター

製造技術研究部門
イノベーション推進本部
物質計測標準研究部門
構造材料研究部門
地質情報研究部門

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

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
ジェフ　ﾋﾞｸﾞｽﾞ

安藤 慶昭
H27～29

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

計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 加藤　晴久 H28～30

16
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

計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

梶川　宏明
小島　桃子
飯泉　英昭
小畠　時彦

H28～30

№ 研究テーマ名 研究ユニット名
研究担当者
氏　　　名

研究期間領域名

 

 

        産総研 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

1
3mm線量当量測定技術の開発とＸ線、γ線、β線
校正方法ＪＩＳ規格の改正

計量標準総合センター 分析計測標準推進部門
黒澤　忠弘
加藤　昌弘

H26～28

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

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
の標準化

計量標準総合センター 物質計測標準推進部門
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
際標準化

情報・人間工学
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

9 甲状腺モニタ用ファントム標準化のための研究 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

10
「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

地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 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

エネルギー・環境 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
り組み量測定法の国際規格化

材料・化学 ナノチューブ実用化研究センター
張　民芳

岡崎　俊也
H27～29

13
液中粒子濃度計測に係わる一般的ガイドライン開
発

エレクトロニクス・製造
計量標準総合センター
材料・化学
地質調査総合センター

製造技術研究部門
イノベーション推進本部
物質計測標準研究部門
構造材料研究部門
地質情報研究部門

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

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
ジェフ　ﾋﾞｸﾞｽﾞ

安藤 慶昭
H27～29

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

計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 加藤　晴久 H28～30

16
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

計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

梶川　宏明
小島　桃子
飯泉　英昭
小畠　時彦

H28～30

№ 研究テーマ名 研究ユニット名
研究担当者
氏　　　名

研究期間領域名

 

 

        産総研 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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[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] 

研究期間(H26～28ｆｙ） 標準基盤研究－1 

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 

β線 

 
 
 

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 

3mm線量当量標準の開発 

ガンマ線・X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 

現場測定 
技術の開発 

規
格
化 

放射線業務従事者の安
全を確保 

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
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[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 ] 

研究期間(H26～28ｆｙ） 標準基盤研究－2 

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 

[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 ] 

評価手順 

Develop traceable gauges 
国家標準にトレーサブルなゲージの開発 

Automobile industry 

Machine parts 

Improve credibility of results 
測定結果の信頼性確保 

評価手順 

Establish 
Evaluation 
procedure 
評価手順の確立 

Secure traceability 
トレーサビリティの確保 

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
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[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 ] 

研究期間(H26～28ｆｙ） 標準基盤研究－3 

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 

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
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[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] 

研究期間(H26～28ｆｙ） 標準基盤研究－4 

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 

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
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[研究代表者：人間情報研究部門  兵藤 行志 Koji HYODO] 
[共同研究者：製造技術研究部門  徐 超男  ChaoNan Xu] 

研究期間(H26～28ｆｙ） 標準基盤研究－5 

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  

270msec  (a) 模擬骨 (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) 

光学的応力イメージング技術の標準化／
Standardization of Optical Stress Imaging Methods
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[ 研究代表者：構造材料RI （材料・化学領域併任） 高尾 泰正 Yasumasa TAKAO ] 

研究期間(H26～28ｆｙ） 標準基盤研究－6 
 

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（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）。 
 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（←
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「 

②標準化の社会的インパクト／Social Impacts 
  

 

 

 

 

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  

 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. 

 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 
(compression destruction) in the range of nN - mN" of the single particle of 5μm - around 100μm needing 
an 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 
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. 

Stage 

微小粒子強度測定の標準化
Standardization of the particulate micro-intensity measurement
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研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－7 

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 

[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   古市 紀之 Noriyuki FURUICHI ] 
[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    寺尾 吉哉 Yoshiya TERAO ] 

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
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[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] 

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－8 

集積ガスシステム 
マスフローコントローラ 

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 

ラウンドロビンテスト用 
移転標準器 

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
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研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－9 

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 

[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]  

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

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). 

MOD（修正） 

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. 

よう素-131線源 
Iodine131 
source 

甲状腺ファントム 
Thyroid phantom 

甲状腺モニタ 
Thyroid 
contamination 
monitor 

ガンマ線 
Photon 
radiation 

照射試験装置 
Photon exposure equipment 

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
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研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－10 

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 

[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 ] 

 
 
「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”. 
  バッチ試験の概念図 

Conceptual Model of batch 
leaching test 

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

「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
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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 

 
 

 
[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     ] 

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－11 

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) 

フルオロテロマーカルボン酸 
(FTCAs: fluorotelomer carboxylic acids) 

代表的なPFASs 

適切な 
化学物質管理 

信頼性の高い 
分析法開発 

安全・安心な 
社会の実現 

• 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 

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 
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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。 

 
 

  
[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  張 民芳] 
[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  岡崎 俊也] 

研究期間(H27～29fy） 標準基盤研究－12 

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 

光吸収法によるＣＮＭの細胞取り込み量評価法の概念図 

光吸収度の
測定 

細胞の溶解 

CNM 細胞 

培養 洗浄 

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

98 99



 
  

 
[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   ] 

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－13 

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 

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
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[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] 

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－14 

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 

安全 
エンジニア 

システム 
エンジニア 

認証期間 

安全分析 

ハザード、
リスク、・・・ 

モデルベースの 
システム要求 

安全情報が 
含まれるシステム

モデル 

システムの 
安全レポート 

認証取得 

モデルベースの 

SafeMLで安全情報は
１ヵ所に集中して保存： 
メインテナンスしやすい 

SafeMLにより 
安全情報の自動通信 
（ツールからツールへ） 

SafeMLから認証用の
報告書の自動生成 

安全製品のモデルベース開発プロセスとSafeMLの利用箇所 

安全情報のモデリング言語「SafeML」の標準化
Safety modelling language “SafeML” standardisation
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[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 ] 

研究期間(H28～30ｆｙ） 標準基盤研究－15 

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 nano-
objects 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 

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 
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Figure. Stakeholders in ISO of FFF in this project 

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 
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[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                ] 

研究期間(H28～30ｆｙ） 標準基盤研究－16 

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 

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
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知的財産・標準化ポリシー 

 

        平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 

国 立 研 究 開 発 法 人    

産 業 技 術 総 合 研 究 所 

 

１．本ポリシーについて 

国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）は、鉱工

業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業

技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物

資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とし

ている（国立研究開発法人産業技術総合研究所法第3条）。この目的を達成する

ためには、革新的な研究及び開発等の成果（以下「研究成果」という。）の実

用化及び普及を効果的・効率的に推進し、イノベーションの創出、ひいては我

が国産業の国際競争力の維持・向上を図る必要がある。 

本ポリシーは、産総研の上記ミッションを踏まえ、知的財産・標準化活動を

推進していくにあたり、基本となる考え方、取組みの方針等を定めたものであ

る。本ポリシーに基づいて、産総研は知的財産・標準化活動を主体的かつ積極

的に推進していく。 

 

２．知的財産活動と標準化活動の基本となる考え方 

研究成果の実用化及び普及等を推進するには、企業、大学、国等との連携を

進めていくことが必要不可欠である。共同研究や技術移転活動等を通じた研究

成果の企業による事業化や産総研が主導して起ち上げるベンチャー企業による

事業化等に不可欠な重要なツールの一つとして知的財産を位置づけ、戦略的に

それを取得し、管理し、活用する。また、産総研の知的財産を核とした産学官

の情報や人材が交じり合い連携するオープンイノベーションハブとしての機能

を果たすために、企業や大学等にとって魅力的で求心力のある知的財産を提供

する。 

また技術を社会に普及させていく過程では、標準化を重要な橋渡し手段とし

て位置づける。標準化の効果は、新市場の創造、技術開発の促進、生産の効率

化、利便性の向上、公正性及び安全性の確保、貿易障害の除去等、社会活動の

さまざま場面に波及する。しかも、これらの効果は、製品の生産者とそれを使

用する消費者の双方に恩恵をもたらすものである。このような標準化の効用を

念頭に置いて、産総研は公共の利益拡大と国際競争力強化につながるよう研究

成果を最大限に普及させるべく、国内標準化及び国際標準化を推進していく。 

参　考　１

知的財産・標準化ポリシー
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の向上を図っていく。 

① 知的財産情報の把握と知的財産戦略の共有 

知的財産アセットの構築にあたっては、まずは対象技術に関連する知的財産

情報の調査を徹底して実施する。各研究者は、研究テーマの選定・研究戦略立

案等の研究初期の段階から、知的財産の取得・活用までの各段階において、先

行技術調査や技術動向調査を実施し、自己の研究成果の強み・弱み、特許性、

産業界の動向・ニーズ、技術移転候補先等を把握する。把握した情報は関係す

る研究者と知的財産関係者とで必ず共有し、費用対効果を考慮の上、適切な知

的財産アセットの構築に活用する。 

② 戦略的な特許権利化・ノウハウ化 

権利活用の場面を想定して、実効性のある権利を出願予定の技術によって取

得可能かどうかについて先行技術調査情報に基づいて分析を行い、特許出願す

るのか、あるいは特許出願、論文、学会発表等による公表を行わずノウハウと

して活用するため秘匿管理するのか等を研究者及び知的財産関係者は徹底して

検討した上で判断を行う。 

併せて、全ての研究成果は産総研の財産であるという認識を持ち、情報管理

（暗号化やパスワード設定等）を徹底し、意図しない秘密情報の漏洩を防止す

る。 

③ 特許出願後の権利強化 

特許出願後においても、技術移転の可能性が見出された案件については、デ

ータを追加する等、更に出願内容を補強する必要性があるか、コア技術に加え

周辺技術や応用技術についても権利化する必要があるか等の判断を継続的に実

施していく。 

④ 標準化戦略を踏まえた知的財産アセットの構築 

知的財産アセットの構築にあたっては、当該技術が対応する産業のあり方（産

業構図）に応じた標準化の活用方法も併せて検討し、技術移転先のビジネスモ

デルと整合するよう知的財産を取得し知的財産アセットを構築する。具体的に

は、企業等と連携して、作成する標準の技術内容に企業等及び産総研の知的財

産の内容を一部直接埋込むか、周辺技術を標準化することにより知的財産を使

用した製品の普及促進を図るか、標準化する測定・評価方法により知的財産を

使用した製品の性能を有利に評価可能にするか等をあらかじめ想定して、知的

財産の活用と標準化を戦略的に推進する。 

⑤ 多面的な権利化 

実用化の方向が１つに見える研究成果であっても見方を変えれば、様々な知

的財産化の可能性が見出だせることを意識し、複数分野への多様な活用を図れ

る知的財産アセットを構築していく。また、知的財産アセットを強固とするた
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 さらに、企業や大学等との連携や産総研の研究成果の普及を加速させるため、

知的財産化と標準化の一体的な取組みを推進する。オープン・クローズ戦略に

代表される個別の企業等が目指す戦略を考慮して、知的財産と標準の双方の関

係づけに注目しつつ、知的財産アセット（※１）を構築する。 

 体制においては、知的財産および標準化の知見と研究開発に関する知見の双

方を有する専門家を継続的に育成し並びに確保しつつ知的財産・標準化活動を

推進する。 

 

（※１）知的財産アセット 

研究成果に基づくアウトカム（社会や市場での顕在化）の実現のために必要な

様々な知的財産をパッケージ資産（アセット）として捉え、これを「知的財産

アセット」と呼称する。具体的には、特許権、意匠権、商標権、ノウハウ、ソ

フトウェア・データベース等の著作権、規格（標準）に関連する権利等から構

成される。 

 

注記 本ポリシーでは、「標準」と「規格」の語を互いに同義として使用する。 

 

３．知的財産についての取組みの方針 

研究開発における知的財産戦略を標準化戦略とともに一体的に推進し、知的

財産を戦略的に取得し、管理し、活用する知的財産マネジメントを実現するた

めに、次の（１）～（５）の具体的方針に従った取組みを行う。 

 

（１）知的財産マインドの向上 

産業界の動向やニーズ等を把握し、研究開発においてはその全ステージにお

いて、すなわち基礎的な研究成果を生み出す目的基礎研究の段階から実用化に

具体的に取り組む橋渡し後期研究の段階まで一貫して、将来の研究成果の活用

を目指した知的財産化への取組みを進める。具体的には、産総研の求心力とし

てオープンイノベーションの要となる「共通基盤領域」の知的財産と、それに

加えて特定事業領域において強みを発揮する「競争領域」の知的財産の存在が

必要であることをしっかりと意識した知的財産化を推進する。つまり、研究成

果について１つの知的財産を取得できれば十分というマインドではなく、橋渡

しに必要な知的財産をアセットとして計画的に構築するというマインドを持っ

て、研究成果の知的財産化に取り組む。 

 

（２）知的財産アセットの構築 

下記①～⑤の点を特に徹底し、技術分野等に応じて、知的財産アセットの質

知的財産・標準化ポリシー
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 さらに、企業や大学等との連携や産総研の研究成果の普及を加速させるため、
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れているため、本ポリシーではもっぱら後者に係る標準の策定について定める。

ただし、後者の標準化にあたって計量標準に係る技術基盤の利用が有効とされ

る場合には、積極的にその活用を図ることとする。 

本ポリシーにおける標準は国内外の標準化機関が作成する公的標準（デジュ

ール標準）を指し、いわゆるデファクト標準は除外する。ただし、ある特定の

技術に関心のある企業等が集まってフォーラムを結成して作成する、いわゆる

フォーラム標準は対象とする。 

 

（標準化の基本的分類） 

 産総研が取り組む標準化は、それがもつ機能によって、大きく次の２種類に

分類される。さらに、それらの分類は複数の類型に分かれる。それらは必ずし

も互いに排他的ではなく、１つの規格が複数の類型に当てはまる場合もある。 

 

① 公的研究機関としての専門的知見及び公正性・中立性が求められる標準化 

• 複数の技術分野にまたがる、利害関係者が多岐にわたる等の理由から、産

総研が公正かつ中立的な立場でリーダーシップを取り、標準化にあたるこ

とが期待される技術の規格 

• 恩恵が広く浅く社会に享受されるような標準であるため、民間だけでは迅

速な標準化が期待しにくい技術分野の規格（環境保全、安全、公共の福祉

等に係る規格） 

• いわば公共財として広く活用され、産業の基盤となる基本規格（用語、記

号、量・単位等に係る規格） 

② 新規産業の創出又は既存産業の発展のための標準化 

• 産総研単独で又は企業等との連携によって得られた先端的な技術開発の

成果を、迅速にかつ円滑に普及させるための規格 

• 産総研が有する技術及び知見を用いて、企業等による技術開発の成果を、

迅速にかつ円滑に普及させるための規格 

• 適合性評価の技術的基準としての活用を意図した規格（産総研が自ら実施

する依頼試験に係る規格を含む） 

 

（取組みの具体的方針） 

 標準を策定するにあたり、次の（１）～（７）の具体的方針に従って標準化

活動への取組みを行う。なお、これらは多様な取組み方法から主要なものを順

不同で挙げたものであり、これらの方針に拠らない活動を排除するものではな

い。 
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めに、特許権以外の権利化や異なる複数種の権利取得にも取り組む。 

 

（３）知的財産アセットの管理 

知的財産アセットの質的向上を継続的に図っていくために、「特許審査委員

会」は、知的財産の効率的な取得・管理に係る産総研内における連携と橋渡し

への支援機能の強化、知的財産アセット構築支援等の検討に加え、外国への特

許出願の要否、国内特許出願の審査請求の要否、国内外特許の権利維持の要否

等の審査を行う。また、特許審査委員会は適切な審査を行うため、産学官連携

活動を含む技術移転活動の状況や特許出願後の研究の進捗状況などの必要な情

報を収集し活用する。 

 

（４）知的財産アセットの活用 

知的財産アセットの活用にあたっては、連携先である企業等と互恵の関係に

なるように柔軟な対応を基本としつつ、「共通基盤領域」の知的財産（単独・

共有）については、公的な機関としての立場に立って企業等に非独占的な実施

権を許諾する等により、当該領域に係る成果を広く普及させることに努める。

一方、「競争領域」の知的財産（単独・共有）については企業等の要望に応じ

て、独占的な実施権を許諾することに積極的に努める。 

また、他者の知的財産に関する権利を尊重しつつ、産総研の知的財産の公平

かつ幅広い活用を推進していくとともに、産総研の知的財産への侵害に対して、

適切な対策を講じる。 

 

（５）知的財産マネジメント体制の構築 

知的財産マネジメントを適切に推進していくためには、人材の確保と知的財

産システムとを連携して構築していくことが重要である。そのため、イノベー

ション創出にあたり知的財産が重要な役割を担うことを踏まえ、研究者を含む

産総研の全職員が業務において知的財産関連活動を適切に行うことができるよ

う人材育成に継続的に取り組む。また、知的財産を戦略的かつ効率的に取得し、

管理し活用するのに有効な知的財産システムの改善並びに向上に取り組む。さ

らに、知的財産の戦略的かつ効率的な取得、管理及び活用に貢献した研究ユニ

ットや職員等を適切に評価する。 

 

４．標準化についての取組みの方針 

（本ポリシーの対象とする標準化） 

産総研が策定する標準には、計量標準と鉱工業の科学技術に係る標準とがあ

る。前者は産総研が国家計量標準機関として整備すべきものとして別途規定さ

知的財産・標準化ポリシー
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（５）標準関連機関等における活動への積極的参画 

規格の提案及び原案審議を円滑に進めるために、標準関連機関等における活

動に積極的に参画する。特に、国際標準化機関、標準化フォーラム等において

プロジェクトリーダー等として提案標準の審議をリードするとともに、議長・

コンビーナ・国際幹事等の役職を積極的に引き受ける。 

併せて、国際規格に対応する国内規格の審議に必要な活動にも取り組む。 

 

（６）標準化活動資金の充実化 

標準化によって新技術を活用した市場が拡大する、知的財産の活用が拡がる

等、直接的利益を享受する企業、工業会等が明確である場合には、それら関係

者と標準化に係る費用を分担する、又は協調して活動資金の獲得に務める等、

連携して活動にあたる。 

所内においては、上記の標準化活動資金の充実化に向けて、標準化の有効性、

企業等との連携可能性等の検討に係る調査研究を強化する。 

 

（７）国の標準化人材育成への貢献 

標準化活動への啓発及び標準化に従事する所内人材の育成のために、標準化

に係るセミナー等を開催し、標準化活動に必要な知識、ノウハウ等の共有を図

る。また、標準化関連活動の位置づけの明確化及び支援体制の充実化を図り、

標準化に従事する職員等を適切に評価する。 

さらに、シンポジウムの開催等を通して産総研の取組みを発信し、標準化に

従事する所外関係者との交流を促進することによって、国全体としての標準化

活動の活発化と人材の育成に貢献する。 

 

以上 
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（１）研究開発、知的財産活動及び標準化活動の一体化 

研究開発の計画・立案の初期段階から実施中の各段階において、研究成果を

標準化することの必要性及びそれによって期待される効果を検討し、標準化を

行う目的を明確化する。このとき、知的財産と標準との関連づけ（※２）を意

識して、産総研又は企業等が所有する知的財産の効果的な活用につながる標準

化戦略を立てる。 

 

（※２）このことは、標準必須特許として特許を標準に直接埋込むことを必ず

しも意図しない。ここでは、周辺技術の標準化によって知的財産を使用した製

品の普及促進を図る等の戦略的標準化を指す。（３．（２）④標準化戦略を踏ま

えた知的財産アセットの強化を参照。） 

 

（２）標準の活用促進 

策定した標準の効用をより確実に、かつ速やかに高めるために、認証をはじ

めとした適合性評価（以下、「認証等」という。）における標準の利用の有効

性を検討する。有効とされた場合には、その標準の認証等への適用を推進する。

具体的には、認証等における標準の利用の枠組みを産業界等と連携して設計し、

必要に応じて試験的運用を行うことによって、その枠組みの有効性を検証する。

また、技術的理由等から産総研でなければ行えない依頼試験、試験所の技能評

価等を行う。これにより、標準化の成果を、そのメリットである市場拡大の実

現に速やかにつなげる。 

 

（３）産業界との連携 

標準のステークホルダーである産業界（標準を使用する企業、及びそれら企

業等の集まりである工業会・コンソーシアム等の各種団体）との連携を密に取

り、標準化に対する意見等の収集を図ることによって、迅速な標準化の提案及

び制定・発行を目指す。また、ステークホルダーが多岐にわたる等の理由から、

産業界だけでは適切な標準化が進まない場合には、産総研がその先導役を積極

的に果たす。 

最先端の学術的動向を的確に把握し、それを標準に適切に反映させるために、

学会等を通して学術界との連携も積極的に図る。 

 

（４）国外の研究機関及び標準関連機関等との国際的連携 

国際標準化に向けた共同実験、規格の提案及び原案審議等を円滑に実施する

ために、国外の研究機関、標準関連機関等との協力体制の確立及び強化を図る。

特に、地理的・経済的つながりの強いアジア諸国との連携を重視する。 

知的財産・標準化ポリシー
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（５）標準関連機関等における活動への積極的参画 

規格の提案及び原案審議を円滑に進めるために、標準関連機関等における活

動に積極的に参画する。特に、国際標準化機関、標準化フォーラム等において

プロジェクトリーダー等として提案標準の審議をリードするとともに、議長・

コンビーナ・国際幹事等の役職を積極的に引き受ける。 

併せて、国際規格に対応する国内規格の審議に必要な活動にも取り組む。 

 

（６）標準化活動資金の充実化 

標準化によって新技術を活用した市場が拡大する、知的財産の活用が拡がる

等、直接的利益を享受する企業、工業会等が明確である場合には、それら関係

者と標準化に係る費用を分担する、又は協調して活動資金の獲得に務める等、

連携して活動にあたる。 

所内においては、上記の標準化活動資金の充実化に向けて、標準化の有効性、

企業等との連携可能性等の検討に係る調査研究を強化する。 

 

（７）国の標準化人材育成への貢献 

標準化活動への啓発及び標準化に従事する所内人材の育成のために、標準化

に係るセミナー等を開催し、標準化活動に必要な知識、ノウハウ等の共有を図

る。また、標準化関連活動の位置づけの明確化及び支援体制の充実化を図り、

標準化に従事する職員等を適切に評価する。 

さらに、シンポジウムの開催等を通して産総研の取組みを発信し、標準化に

従事する所外関係者との交流を促進することによって、国全体としての標準化

活動の活発化と人材の育成に貢献する。 

 

以上 
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（１）研究開発、知的財産活動及び標準化活動の一体化 

研究開発の計画・立案の初期段階から実施中の各段階において、研究成果を

標準化することの必要性及びそれによって期待される効果を検討し、標準化を

行う目的を明確化する。このとき、知的財産と標準との関連づけ（※２）を意

識して、産総研又は企業等が所有する知的財産の効果的な活用につながる標準

化戦略を立てる。 

 

（※２）このことは、標準必須特許として特許を標準に直接埋込むことを必ず

しも意図しない。ここでは、周辺技術の標準化によって知的財産を使用した製

品の普及促進を図る等の戦略的標準化を指す。（３．（２）④標準化戦略を踏ま

えた知的財産アセットの強化を参照。） 

 

（２）標準の活用促進 

策定した標準の効用をより確実に、かつ速やかに高めるために、認証をはじ

めとした適合性評価（以下、「認証等」という。）における標準の利用の有効

性を検討する。有効とされた場合には、その標準の認証等への適用を推進する。

具体的には、認証等における標準の利用の枠組みを産業界等と連携して設計し、

必要に応じて試験的運用を行うことによって、その枠組みの有効性を検証する。

また、技術的理由等から産総研でなければ行えない依頼試験、試験所の技能評

価等を行う。これにより、標準化の成果を、そのメリットである市場拡大の実

現に速やかにつなげる。 

 

（３）産業界との連携 

標準のステークホルダーである産業界（標準を使用する企業、及びそれら企

業等の集まりである工業会・コンソーシアム等の各種団体）との連携を密に取

り、標準化に対する意見等の収集を図ることによって、迅速な標準化の提案及

び制定・発行を目指す。また、ステークホルダーが多岐にわたる等の理由から、

産業界だけでは適切な標準化が進まない場合には、産総研がその先導役を積極

的に果たす。 

最先端の学術的動向を的確に把握し、それを標準に適切に反映させるために、

学会等を通して学術界との連携も積極的に図る。 

 

（４）国外の研究機関及び標準関連機関等との国際的連携 

国際標準化に向けた共同実験、規格の提案及び原案審議等を円滑に実施する

ために、国外の研究機関、標準関連機関等との協力体制の確立及び強化を図る。

特に、地理的・経済的つながりの強いアジア諸国との連携を重視する。 

知的財産・標準化ポリシー
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（参考２） 

産総研における国際・国内標準の提案状況 

１． 国際標準（ＩＳＯ，ＩＥＣ，国際フォーラムなど）提案件数 

・平成１３年度(2001fy)： ０件 ・平成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 

 

 

参　考　２－１参　考　２
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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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№ 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

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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№ 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

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
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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

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
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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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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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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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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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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） 

 

№
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

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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（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） 

 

№
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

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

132 133



ISO/IEC等国際標準関連機関　役職者及びプロジェクトリーダー（規格審議中）一覧
役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

1
ISO/REMCO(標準物質委員会)/AHG4(高純度認証
標準物質）

コンビーナ 齋藤　剛
計量標準総合

センター
物質計測標準研究部門
計量標準基盤研究グループ

研究グループ長

2
ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい)/SC4(粒子
特性評価)/WG12(電気移動度法）

共同コンビーナ 桜井　博
計量標準総合

センター
物質計測標準研究部門
粒子計測研究グループ

研究グループ長

3
ISO/TC28(石油製品及び潤滑油)/SC4(分類及び
仕様)/WG13(商用DME燃料の分類とスペック)

コンビーナ 小熊 光晴
エネルギー・

環境

省エネルギー研究部門
エンジン燃焼排気制御グ
ループ

研究グループ長

4
ISO/TC28(石油製品及び潤滑油)/SC5(軽質炭化
水素流体及び非石油由来液化ガス燃料の測
定）

国際議長 後藤 新一
エネルギー・

環境
省エネルギー研究部門 名誉リサーチャー

5 ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値) コンビーナ 倉片 憲治
情報・人間工

学
人間情報研究部門 総括研究主幹

ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値)
プロジェクト
リーダー

倉片 憲治
情報・人間工

学
人間情報研究部門 総括研究主幹

ISO/TC43（音響）/SC2（建築物の音
響)/WG18(建物内及び建物要素の遮音測定)

プロジェクト
リーダー

佐藤　洋
情報・人間工

学

企画本部　総合企画室
(兼）人間情報研究部門
人間環境インタラクション
研究グループ

総括企画主幹

ISO/TC45(ゴム及びゴム製品)/SC2(試験及び分
析法)/WG5(化学試験法)

プロジェクト
リーダー

国岡 正雄 材料・化学
イノベーション推進本部
（兼）機能化学研究部門

審議役

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

プロジェクト
リーダー

高橋 かより
計量標準総合

センター
物質計測標準研究部門　粒
子計測研究グループ

主任研究員

6
ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性
質)/WG22(生分解度）

コンビーナ 国岡 正雄 材料・化学
イノベーション推進本部
（兼）機能化学研究部門

審議役

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

プロジェクト
リーダー

国岡 正雄 材料・化学
イノベーション推進本部
（兼）機能化学研究部門

審議役

ISO/TC108(機械の振動、衝撃及び状態監
視)/SC3((振動・衝撃測定器の使用と校正)

プロジェクト
リーダー

臼田　孝
計量標準総合

センター
計量標準総合センター研究
戦略部

研究戦略部長

ISO/TC112(真空技術)/WG2(真空計測関連)
プロジェクト
リーダー

新井　健太
計量標準総合

センター
工学計測標準研究部門
圧力真空標準研究グループ

主任研究員

7 ISO/TC112(真空技術)/WG3(真空部品関連) コンビーナ 平田 正紘
イノベーション推進本部
知的財産・標準化推進部

客員研究員

8
ISO/TC122(包装)/WG9(包装のアクセシブルデ
ザイン学)

コンビーナ 佐川　賢
情報・人間工

学
人間情報研究部門 名誉リサーチャー

9
ISO/TC135(非破壊試験)/SC8(赤外線サーモグ
ラフィ試験)/WG2(通則)

コンビーナ 兵藤 行志
情報・人間工

学
人間情報研究部門 副研究部門長

ISO/TC135(非破壊試験)/SC8(赤外線サーモグ
ラフィ試験)/WG2(通則)

プロジェクト
リーダー

兵藤 行志
情報・人間工

学
人間情報研究部門 副研究部門長

10
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の
測定)/WG28(排ガス中のアンモニア測定方法)

コンビーナ 指宿 堯嗣
エネルギー・

環境
環境管理研究部門 名誉リサーチャー

11
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の
測定)/WG31(排ガス中の個別VOC測定方法)

コンビーナ 指宿 堯嗣
エネルギー・

環境
環境管理研究部門 名誉リサーチャー

12
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の
測定)/WG32(排ガス中の水銀化合物測定方法)

コンビーナ 指宿 堯嗣
エネルギー・

環境
環境管理研究部門 名誉リサーチャー

13
ISO/TC146(大気の質)/SC6(屋内空
気)/WG16(VOC検知器の試験方法)

コンビーナ 松原 一郎 関西センター 所長代理

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

プロジェクト
リーダー

谷保　佐知
エネルギー・

環境

環境管理研究部門
海洋環境動態評価研究グ
ループ

主任研究員

14
ISO/TC147(水質)/SC2(物理的・化学的・生物
的方法)/WG77(水中のアルキル水銀の測定方
法）

コンビーナ 田尾 博明 四国センター 所長

15
ISO/TC150(外科用体内埋没材)/SC7(再生医療
機器)/WG3(硬組織用再生医療機器)

コンビーナ 廣瀬 志弘 生命工学
健康工学研究部門
生体材料研究グループ

主任研究員

ISO/TC150(外科用体内埋没材)/SC7(再生医療
機器)/WG3(硬組織用再生医療機器)

プロジェクト
リーダー

本間 一弘
情報・人間工

学
人間情報研究部門 名誉リサーチャー

（参考３）

【ＩＳＯ　国際標準化機構】

参　考　３－１

134 135



役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

16
ISO/TC159(人間工学)/WG2(特別な配慮を必要
とする人々のための人間工学)

コンビーナ 佐川　賢
情報・人間工

学
人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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

プロジェクト
リーダー

遠藤 維
情報・人間工

学

知能システム研究部門
インタラクティブロボティ
クス研究グループ

主任研究員

17
ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力
学)

国際議長 持丸 正明
情報・人間工

学
人間情報研究部門 研究部門長

18
ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力
学)

国際幹事 小林 吉之
情報・人間工

学

人間情報研究部門
デジタルヒューマン研究グ
ループ

主任研究員

19
ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力
学) /WG1 (人体計測)

コンビーナ 河内 眞紀子
情報・人間工

学

人間情報研究部門
デジタルヒューマン研究グ
ループ

招聘研究員

20
ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムの
インタラクション)/WG10(消費生活用製品のア
クセシブルデザイン)

コンビーナ 倉片 憲治
情報・人間工

学
人間情報研究部門 総括研究主幹

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

プロジェクト
リーダー

佐川　賢
情報・人間工

学
人間情報研究部門 名誉リサーチャー

21
ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムの
インタラクション)/WG12(映像の生体安全性)

コンビーナ 氏家 弘裕
情報・人間工

学

人間情報研究部門　感覚知
覚情報デザイン研究グルー
プ

研究グループ長

22
ISO/TC159(人間工学)/SC5(物理的環境の人間
工学)/WG5(特別な配慮を必要とする人々のた
めの物理的環境)

コンビーナ 伊藤　納奈
情報・人間工

学

人間情報研究部門　感覚知
覚情報デザイン研究グルー
プ

主任研究員

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

プロジェクト
リーダー

佐川　賢
情報・人間工

学
人間情報研究部門 名誉リサーチャー

23
ISO/TC164(金属の機械試験)/SC3(硬さ試
験)/WG5(ビッカース硬さ試験)

コンビーナ 高木 智史
計量標準総合

センター
工学計測標準研究部門
強度振動標準研究グループ

主任研究員

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

アップグレード
リーダー

保高　徹生
地質調査総合

センター

地圏資源環境研究部門
地圏環境リスク研究グルー
プ

主任研究員

24 ISO/TC201(表面化学分析) 国際議長 野中 秀彦
計量標準総合

センター
分析計測標準研究部門 研究部門長

25 ISO/TC201(表面化学分析) 国際幹事 権太　聡
計量標準総合

センター

計量標準総合センター研究
戦略部　研究企画室
（兼）工学計測標準研究部
門

研究企画室長

ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プロー
ブ顕微鏡法)

プロジェクト
リーダー

井藤 浩志
計量標準総合

センター
分析計測標準研究部門
ナノ顕微計測研究グループ

主任研究員

26
ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プロー
ブ顕微鏡法)/SG3(ナノラフネス）

コンビーナ 井藤 浩志
計量標準総合

センター
分析計測標準研究部門
ナノ顕微計測研究グループ

主任研究員

27
ISO/TC201(表面化学分析)/SC10(XRRとXRF分
析）

国際幹事 藤本　俊幸
計量標準総合

センター
物質計測標準研究部門 研究部門長

28 ISO/TC206(ファインセラミックス) 国際幹事 阪口 修司
中部センター産学官連携推
進室

総括主幹

29
ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG3(化学
分析)

コンビーナ 日置 昭治
計量標準総合

センター
計量標準総合センター研究
戦略部　国際計量室

室長

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG6(機械
的特性)

プロジェクト
リーダー

宮崎　広行  材料・化学
構造材料研究部門　セラミッ
ク組織制御グループ

主任研究員

30
ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触
媒)

コンビーナ 竹内 浩士
エネルギー・

環境
エネルギー・環境領域 領域長補佐

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触
媒)

プロジェクト
リーダー

竹内 浩士
エネルギー・

環境
エネルギー・環境領域 領域長補佐

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触
媒)

プロジェクト
リーダー

小西 由也
エネルギー・

環境
太陽光発電研究センター
機能性材料チーム

主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触
媒)

プロジェクト
リーダー

平川　力
エネルギー・

環境
環境管理研究部門
反応場設計研究グループ

主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG11（電
気的・光学的応用）

プロジェクト
リーダー

市野　善朗
計量標準総合

センター
物理計測標準研究部門　光
放射標準研究グループ

上級主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG12(エン
ジニアリング応用)

プロジェクト
リーダー

明渡　純
エレクトロニ
クス・製造

先進コーティング技術研究
センター

研究センター長

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

プロジェクト
リーダー

高辻 利之
計量標準総合

センター
工学計測標準研究部門 研究部門長

31
ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計
測）

コンビーナ 藤本 俊幸
計量標準総合

センター
物質計測標準研究部門 研究部門長

参　考　３－１
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役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計
測）

プロジェクトコ
リーダー

山本　和弘
計量標準総合

センター
イノベーション推進本部
（兼）分析計測標準研究部門

総括企画主幹

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計
測）

プロジェクト
リーダー

加藤　晴久
計量標準総合

センター
物質計測標準研究部門 主任研究員

32 TC265(炭素回収、輸送と貯留)/WG3(貯留) 共同コンビーナ 楠瀬 勤一郎
地質調査総合

センター
地圏資源環境研究部門 招聘研究員

33 TC281(ファインバブル技術) 国際幹事 綾　信博 イノベーション推進本部
上席イノベーションコー
ディネータ

34
TC281(ファインバブル技術)/WG1(用語及び定
義を含む一般原則）

コンビーナ 矢部　彰 特別顧問

35
IEC/TC3(情報構造、ドキュメンテーション及
び図記号)/SC3C(機器・装置用図記号)

国際幹事 関　喜一
情報・人間工

学

人間情報研究部門
身体適応支援工学研究グ
ループ

上級主任研究員

36
IEC/TC45(原子力計測)/SC45B(放射線防護計
測）/WG16(汚染計及び汚染監視装置)

コンビーナ 柚木　彰
計量標準総合

センター

分析計測標準研究部門
放射能中性子標準研究グ
ループ

研究グループ長

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

プロジェクト
リーダー

柚木　彰
計量標準総合

センター

分析計測標準研究部門
放射能中性子標準研究グ
ループ

研究グループ長

IEC/TC46(通信用伝送線及びマイクロ波受動部
品)/SC46F(無線及びマイクロ波受動回路部
品)/WG2(導波管)

プロジェクト
リーダー

堀部　雅弘
計量標準総合

センター
物理計測標準研究部門
電磁気計測研究グループ

研究グループ長

IEC/TC46(通信用伝送線及びマイクロ波受動部
品)/SC46F(無線及びマイクロ波受動回路部
品)/WG3(評価法)

プロジェクト
リーダー

堀部　雅弘
計量標準総合

センター
物理計測標準研究部門
電磁気計測研究グループ

研究グループ長

IEC/TC62(医用電気機器)/SC62D(医用電子機
器)/JWG35(手術ロボット)
ISO/TC299(ロボットとロボティックデバイ
ス)/JWG9(手術ロボット）

プロジェクト
リーダー

鎮西 清行 生命工学 健康工学研究部門 副研究部門長

37 IEC/TC82(太陽光発電システム) 国際議長 近藤　道雄
エネルギー・

環境
再生可能エネルギー研究セ
ンター

上席イノベーション
コーディネータ

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）

プロジェクト
リーダー

来見田　淳也
エレクトロニ
クス・製造

ナノエレクトロニクス研究
部門　ミニマルシステムグ
ループ

主任研究員

38 IEC/TC90(超電導)/WG14(超電導センサ) コンビーナ 大久保 雅隆
エレクトロニ
クス・製造

エレクトロニクス・製造領
域研究戦略部

上席イノベーションコー
ディネータ

IEC/TC91(電子実装技術)/WG10(プリント基板
とその材料の測定・試験方法）

プロジェクト
リーダー

野中 一洋
エレクトロニ
クス・製造

エレクトロニクス・製造領
域研究戦略部

イノベーションコーディ
ネータ

IEC/TC103(無線通信用送信装置)/WG6(Radio
on fibre Transmitter)

プロジェクト
リーダー

黒川　悟
計量標準総合

センター
物理計測標準研究部門
電磁界標準研究グループ

研究グループ長

39
IEC/TC110(電子ディスプレイデバイス)/WG7
（電子ペーパー）

コンビーナ 高橋 達見
エレクトロニ
クス・製造

フレキシブルエレクトロニ
クス研究センター　インタ
ラクティブデバイスチーム

招聘研究員

40
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステ
ムのナノテクノロジー)

国際議長 小野　晃 特別顧問

IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステ
ムのナノテクノロジー)

プロジェクト
リーダー

秋永 広幸
エレクトロニ
クス・製造

ナノエレクトロニクス研究
部門

総括研究主幹

41
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステ
ムのナノテクノロジー)/WG7(信頼性)

コンビーナ 秋永 広幸
エレクトロニ
クス・製造

ナノエレクトロニクス研究
部門

総括研究主幹

42
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステ
ムのナノテクノロジー)/WG11(ナノ対応エネル
ギー貯蔵）

コンビーナ 栗山 信宏
エネルギー・

環境
電池技術研究部門 副研究部門長

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

プロジェクト
リーダー

小笹 健仁
エレクトロニ
クス・製造

フレキシブルエレクトロニ
クス研究センター
印刷デバイスチーム

主任研究員

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

プロジェクトエ
ディタ

蔵田 武志
情報・人間工

学

人間情報研究部門
サービス観測・モデル化研究
グループ

研究グループ長

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

プロジェクトエ
ディタ

古原 和邦
情報・人間工

学
企画本部　総合企画室
（兼）情報技術研究部門

産業技術企画調査員

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

プロジェクトコ
エディタ

辛　星漢
情報・人間工

学
情報技術研究部門
高機能暗号研究グループ

主任研究員

【ＩＥＣ　国際電気標準会議】

【ＩＳＯ/ＩＥＣ/ＪＴＣ1　情報技術】
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役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

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

プロジェクトエ
ディタ

吉田　博隆
情報・人間工

学

情報技術研究部門　サイ
バーフィジカルウェア研究
グループ

主任研究員

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

プロジェクトエ
ディタ

坂根 広史
情報・人間工

学

情報技術研究部門
サイバーフィジカルセキュ
リティ研究グループ

主任研究員

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

プロジェクトエ
ディタ

山田 朝彦
情報・人間工

学
情報技術研究部門
高機能暗号研究グループ

招聘研究員

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

プロジェクトエ
ディタ

山田 朝彦
情報・人間工

学
情報技術研究部門
高機能暗号研究グループ

招聘研究員

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザイン
ターフェース)/WG5(文化及び言語適合性)

プロジェクトエ
ディタ

関　喜一
情報・人間工

学

人間情報研究部門
身体適応支援工学研究グ
ループ

上級主任研究員

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザイン
ターフェース)/WG6(ユーザインタフェースア
クセシビリティ)

プロジェクトエ
ディタ

関　喜一
情報・人間工

学

人間情報研究部門
身体適応支援工学研究グ
ループ

上級主任研究員

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザイン
ターフェース)/WG6(ユーザインタフェースア
クセシビリティ)

プロジェクト
リーダー

大山 潤爾
情報・人間工

学

人間情報研究部門
感覚知覚情報デザイン研究
グループ

主任研究員

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC37(バイオメトリ
クス)/WG2（バイオメトリックテクニカルイン
タフェース）

プロジェクトエ
ディタ

山田 朝彦
情報・人間工

学
情報技術研究部門
高機能暗号研究グループ

招聘研究員

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC37(バイオメトリ
クス)/WG5(バイオメトリック技術の試験及び
報告)

コエディタ 大木 哲史
情報・人間工

学
情報技術研究部門
高機能暗号研究グループ

産総研特別研究員

CIE(国際照明委員会)/JTC5(CIE
S009/IEC62471の見直し)

共同議長 蔀　洋司
計量標準総合

センター
物理計測標準研究部門
光放射標準研究グループ

研究グループ長

CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と
色)/TC1-60(コントラスト感度関数),TC1-
84(目立ちの視野)

副幹事 伊藤　納奈
情報・人間工

学

人間情報研究部門　感覚知
覚情報デザイン研究グルー
プ

主任研究員

43
CIE(国際照明委員会)/Division2(光と放射の
物理測定)

副部会長 蔀　洋司
計量標準総合

センター
物理計測標準研究部門
光放射標準研究グループ

研究グループ長

44
OMG(Object Management Group)/ロボット技術
部会(Robotics-DTF)

共同議長 神徳 徹雄
情報・人間工

学

情報・人間工学領域研究戦
略部
(兼)知能システム研究部門

イノベーションコー
ディネータ

45
OMG(Object Management Group)/ロボット技術
部会(Robotics-DTF)/ロボット機能サービスWG

共同議長 堀　俊夫
情報・人間工

学

人間情報研究部門
デジタルヒューマン研究グ
ループ

主任研究員

46
OMG(Object Management Group)/RoIS FTF (人
―ロボット相互作用サービス・フレームワー
ク最終文書化作業部会

共同議長 堀　俊夫
情報・人間工

学

人間情報研究部門
デジタルヒューマン研究グ
ループ

主任研究員

47
OMG(Object Management Group)/System
Assurance Platform Task Force

共同議長 田口 研治
情報・人間工

学

情報技術研究部門
ソフトウェアアナリティク
ス研究グループ

招聘研究員

48 VAMAS/TWA28(合成ポリマーの分析法) 議長 衣笠 晋一
計量標準総合

センター
計量標準普及センター
標準物質認証管理室

【その他】
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（参考４）
国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

委員 岸本　勇夫
 計量標準総合セン
ター

計量標準普及センター

委員 藤間 一郎
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 津越　敬寿
 計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

主査 藤間 一郎
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

主査 藤間 一郎
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

主査 藤間 一郎
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員長 藤間 一郎
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

ISO/COPOLCO(消費者政策
委員会)

エキスパート （一財）日本規格協会 委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員長 藤本　俊幸
 計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 太田　充恒
地質調査総合セン
ター

地質情報研究部門

委員、事務
局

齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

事務局 朝海　敏昭
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

事務局 宮下　振一
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

コンビーナ 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 城野 克広
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員長 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

エキスパート 委員 檜野　良穂
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

委員 倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 本間　一弘 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 岸本　勇夫
 計量標準総合セン
ター

計量標準普及センター

委員 藤井　賢一
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 野中　秀彦
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 主査 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

エキスパート 委員 岸本　勇夫
 計量標準総合セン
ター

計量標準普及センター

エキスパート 主査 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

委員 中村　良介 情報・人間工学 人工知能研究センター

委員 中村　良介 情報・人間工学 人工知能研究センター

委員 猪狩　真一 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

ISO/TC22(自動車) SC39(人間工学)
WG8(車載TICS(運転支援シ
ステム)のMMI（マンマシンイ
ンターフェース）)

エキスパート （公社）自動車技術会 委員 赤松　幹之 情報・人間工学
自動車ヒューマンファクター研究セン
ター

ISO/TC20(航空機及び宇宙
機)

SC13(宇宙データ及び情報転送システム)

SC14(宇宙システム及び運用)

（国研）宇宙航空研究
開発機構

ISO/TC12(量及び単位)

（国研）産業技術総合
研究所

（一社）日本計量振興
協会

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

JWG20(e-healthの量と単位）

PC302(監査マネジメントシステムの指針)

優先課題WG

ISO/REMCO(標準物質委員
会)

CAG（議長諮問グループ）

AHG4（高純度認証標準物質）

AHG5(均質性、安定性評価法の調査)

WG6(情報サービス)

WG13(定性分析に関する標準物質)

WG16(ISO Guide35改正)

国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

ISO（国際標準化機構）

ISO/CASCO(適合性評価委
員会)

WG28(技能試験)

JWG34（ISO/IEC TS 17021-2改訂）

JWG35（ISO/IEC TS 17021-3改訂）

JWG43(ISO Guide34改正)

WG44（ISO/IEC 17025改訂）

（一財）日本規格協会

ISO/IEC等国際標準関連機関　関係者一覧表

参　考　３－２
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

国際幹事サ
ポートチーム

委員 高橋　かより
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 綾　信博 イノベーション推進本部

委員長 桜井　博
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

WG1(測定結果の表示(粒子
径分布、粒子形状、平均粒
子径など）)

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

WG3(比表面積・細孔分布・
気孔率)

委員 水野　耕平
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

WG6(レーザー回折法) エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 高橋　かより
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

WG7(動的光散乱法) エキスパート 委員 加藤　晴久
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

WG9(光相互作用による一粒
子測定法)

エキスパート 委員 桜井　博
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 綾　信博 イノベーション推進本部

委員 桜井　博
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

WG12(電気移動度法)

共同コンビー
ナ、プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

委員 桜井　博
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

WG 16（液中粒子の分散特
性評価法）

エキスパート 委員 加藤　晴久
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 加藤　晴久
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

オブザーバー
オブザー
バー

鷹觜　利公 エネルギー・環境
創エネルギー研究部門（兼）企画本
部

オブザーバー
オブザー
バー

鷹觜　利公 エネルギー・環境
創エネルギー研究部門（兼）企画本
部

オブザーバー
オブザー
バー

鷹觜　利公 エネルギー・環境
創エネルギー研究部門（兼）企画本
部

（一社）日本計量機器
工業連合会/（一財）
新日本検定協会

委員長 寺尾　吉哉
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

WG13(商用DME燃料の分類
とスペック)

コンビーナ 小熊　光晴 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

WG14(DME分析方法) エキスパート 小熊　光晴 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

国際議長 後藤　新一 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

WG4(低温液体のサンプリン
グ)

エキスパート
（一社）日本海事検定
協会

委員 小熊　光晴 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

委員 古谷　博秀 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 後藤　新一 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

（一社）日本機械学会 委員 舩木　達也
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員長 石橋　雅裕
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

WG17(ウェッジメーター） エキスパート 古市　紀之 
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

SC5(速度法及び質量
法)

WG4(コリオリ質量流用計)
（一社）日本計量機器
工業連合会/(一社）日
本電気計測器工業会

委員長 寺尾　吉哉
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

ISO/TC33(耐火物) 耐火物技術協会 委員 阪口　修司 中部センター産学官連携推進室

ISO/TC39(工作機械)
（一社）日本工作機械
工業会

委員 増井　慶次郎 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

幹事 倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

コンビーナ、
プロジェクト
リーダー

幹事 倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

幹事 今泉博之
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

WG18(建物内及び建物要素
の遮音測定)

プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

委員 佐藤　洋 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）企画本部

WG29(住宅の遮音性能の表
示方法)

エキスパート 委員 佐藤　洋 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）企画本部

ISO/TC45(ゴム及びゴム製
品)

SC2(試験及び分析
法)

WG5(化学試験法)
プロジェクト
リーダー

日本ゴム工業会 委員 国岡　正雄 材料・化学
イノベーション推進本部
（兼）機能化学研究部門

WG23(熱膨張測定)

WG12(工作機械の環境評価）

ISO/TC43(音響)

WG1(聴覚閾値)

SC1（騒音）

SC7(石油製品及び潤滑油/バイオ燃料) 石油連盟

ISO/TC30(管路における流量
測定)

SC2(差圧検出法)
(一社）日本電気計測
器工業会

（一社）日本音響学会

SC2(建築物の音響)

ISO/TC27(固体燃料)

SC3(コークス)

SC4(サンプリング)

SC5（分析方法）

（一財）石炭エネル
ギーセンター

ISO/TC28(石油製品及び潤
滑油)

SC2(石油及び関連製品の計測)

SC4(分類及び仕様)
石油連盟

SC5(軽質炭化水素流
体及び非石油由来液
化ガス燃料の測定)

WG7(動的光散乱法)

（一社）日本粉体工業
技術協会

（一社）日本粉体工業
技術協会

WG11(試料調整及び標準粒
子)

WG 17（ゼータ電位測定法）

ISO/TC24(粒子特性評価及
びふるい)

SC4(粒子特性評価)

（参考４）
国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

委員 岸本　勇夫
 計量標準総合セン
ター

計量標準普及センター

委員 藤間 一郎
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 津越　敬寿
 計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

主査 藤間 一郎
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

主査 藤間 一郎
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

主査 藤間 一郎
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員長 藤間 一郎
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

ISO/COPOLCO(消費者政策
委員会)

エキスパート （一財）日本規格協会 委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員長 藤本　俊幸
 計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 太田　充恒
地質調査総合セン
ター

地質情報研究部門

委員、事務
局

齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

事務局 朝海　敏昭
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

事務局 宮下　振一
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

コンビーナ 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 城野 克広
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 齋藤　剛
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員長 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

エキスパート 委員 檜野　良穂
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

委員 倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 本間　一弘 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 岸本　勇夫
 計量標準総合セン
ター

計量標準普及センター

委員 藤井　賢一
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 野中　秀彦
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 主査 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

エキスパート 委員 岸本　勇夫
 計量標準総合セン
ター

計量標準普及センター

エキスパート 主査 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

委員 中村　良介 情報・人間工学 人工知能研究センター

委員 中村　良介 情報・人間工学 人工知能研究センター

委員 猪狩　真一 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

ISO/TC22(自動車) SC39(人間工学)
WG8(車載TICS(運転支援シ
ステム)のMMI（マンマシンイ
ンターフェース）)

エキスパート （公社）自動車技術会 委員 赤松　幹之 情報・人間工学
自動車ヒューマンファクター研究セン
ター

ISO/TC20(航空機及び宇宙
機)

SC13(宇宙データ及び情報転送システム)

SC14(宇宙システム及び運用)

（国研）宇宙航空研究
開発機構

ISO/TC12(量及び単位)

（国研）産業技術総合
研究所

（一社）日本計量振興
協会

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

JWG20(e-healthの量と単位）

PC302(監査マネジメントシステムの指針)

優先課題WG

ISO/REMCO(標準物質委員
会)

CAG（議長諮問グループ）

AHG4（高純度認証標準物質）

AHG5(均質性、安定性評価法の調査)

WG6(情報サービス)

WG13(定性分析に関する標準物質)

WG16(ISO Guide35改正)

国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

ISO（国際標準化機構）

ISO/CASCO(適合性評価委
員会)

WG28(技能試験)

JWG34（ISO/IEC TS 17021-2改訂）

JWG35（ISO/IEC TS 17021-3改訂）

JWG43(ISO Guide34改正)

WG44（ISO/IEC 17025改訂）

（一財）日本規格協会

ISO/IEC等国際標準関連機関　関係者一覧表

参　考　３－２
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

委員 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

エキスパート 主査 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

オブザーバー 委員 国岡　正雄 材料・化学
イノベーション推進本部
（兼）機能化学研究部門

委員 松山　重倫
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

AHG1(マイクロプラスチック) エキスパート 委員 松山　重倫
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

WG8(熱測定) エキスパート 船橋　正弘  材料・化学 機能化学研究部門

プロジェクト
リーダー、
エキスパート

委員 高橋　かより
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 松山　重倫
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

オブザーバー
オブザー
バー

船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

コンビーナ、
エキスパート

オブザー
バー

国岡　正雄 材料・化学
イノベーション推進本部
（兼）機能化学研究部門

オブザーバー
オブザー
バー

船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

プロジェクト
リーダー、
エキスパート

オブザー
バー

国岡　正雄 材料・化学
イノベーション推進本部
（兼）機能化学研究部門

主査 委員 堀内　伸 材料・化学 ナノ材料研究部門

SC11(製品) WG5(接着剤) オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

WG1(強化材及びその製品) オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

WG2(積層剤及び成型用コン
パウンド)

エキスパート 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

エキスパート 委員 竹下　潤一 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 中西　正和 エネルギー・環境 創エネルギー研究部門

委員 今井  秀孝
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

委員 高津　章子
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート
（一社）日本原子力学
会

委員 齋藤　則生
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 齋藤　則生
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

オブザー
バー

柚木　彰
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 主査 齋藤　則生
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 黒澤 忠弘
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 加藤　昌弘
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学 機能化学研究部門

WG5(冷媒の称号と安全等
級)

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学 機能化学研究部門

WG8(燃焼速度試験方法) エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学 機能化学研究部門

ISO/TC91(界面活性剤) エキスパート 日本石鹸洗剤工業会 委員 井村　知弘 材料・化学 化学プロセス研究部門

ISO/TC94(個人安全－保護
衣及び保護具)

（公社）日本保安用品
協会

委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境 環境管理研究部門

プロジェクト
リーダー

委員長 臼田　孝
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート
オブザー
バー

野里　英明
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

オブザー
バー

大田　明博
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

幹事 兵藤　行志 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG11(熱画像) エキスパート 兵藤　行志 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部

プロジェクト
リーダー

副委員長 新井　健太
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 吉田　肇
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部

コンビーナ 委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部WG3(真空部品関連)

(一社)日本真空学会

ISO/TC108(機械の振動、衝
撃及び状態監視)

SC3(振動・衝撃測定
器の使用と校正)

SC5(機械の状態監視
と診断)

(一社)日本機械学会

ISO/TC112(真空技術)

WG1(真空ポンプ関連)

WG2(真空計測関連)

ISO/TC86(冷凍技術及び空
気調和技術)

SC8(冷媒及び冷凍機
油)

（公社）日本冷凍空調
学会

WG3(バイオサーファクタント)

ISO/TC69(統計的方法の適
用)

SC6(測定方法及び測定結果)

ISO/TC85(原子力)

WG2(参照放射線)

（公社）日本保安用品
協会

SC2(放射線防護）

SC1(用語)

WG11(分析的手法)

SC5(物理・化学的性
質)

WG22(生物分解性)

（一社）日本プラスチッ
ク工業連盟

ISO/TC61(プラスチック)

WG3(放射線加工)

WG23(バイオプラスチックの
試験法)

SC9(熱可塑性樹脂)

SC13(複合材料及び
強化用繊維）
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

JWG5(体温計)
(IEC/TC62/SC62D/JWG8)

エキスパート
（一社）日本医療機器
工業会／（一社）電子
情報技術産業協会

石井　順太郎 材料・化学 材料・化学領域研究戦略部

JWG10(パルスオキシメータ)
(IEC/TC62/SC62D/JWG5)

エキスパート 委員 谷川　ゆかり 情報・人間工学 人間情報研究部門

ISO/TC122(包装) コンビーナ
(公社）日本包装技術
協会

佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

ISO/TC123(平軸受) （一社）日本機械学会 委員 是永　敦 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

委員長 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 河内  眞紀子 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 兵藤　行志 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 新井　健太
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

WG2(通則)
コンビーナ、
プロジェクト
リーダー

兵藤　行志 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員長 兵藤　行志 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境 環境管理研究部門

委員 中里　哲也 エネルギー・環境 環境管理研究部門

委員 前田　恒昭
計量標準総合セン
ター

計量標準普及センター

委員 加藤　健次
計量標準総合セン
ター

計量標準普及センター

委員 忽那　周三 エネルギー・環境 環境管理研究部門

WG28(排ガス中のアンモニア
測定方法)

コンビーナ 委員長 指宿　堯嗣 エネルギー・環境 環境管理研究部門

WG31(排ガス中の個別VOC
測定方法)

コンビーナ 委員長 指宿　堯嗣 エネルギー・環境 環境管理研究部門

WG32(排ガス中の水銀化合
物測定方法)

コンビーナ 委員長 田尾　博明 四国センター

SC6(室内空気)
WG16(VOC検知器の試験方
法)

コンビーナ
（一財）建材試験セン
ター

委員長 松原　一郎 関西センター

委員 谷保　佐知 エネルギー・環境 環境管理研究部門

エキスパート 委員長 田尾　博明 四国センター

委員 稲垣　和三
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 山下　信義 エネルギー・環境 環境管理研究部門

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境 環境管理研究部門

WG38(Flow analysis
methods)

エキスパート 委員 中里　哲也 エネルギー・環境 環境管理研究部門

WG48(QA/QC (Quality
assurance/Quality control)

エキスパート 委員 中里　哲也 エネルギー・環境 環境管理研究部門

WG52(Antimony, arsenic and
selenium)

エキスパート 委員 中里　哲也 エネルギー・環境 環境管理研究部門

WG70(TOC, DOC, TNb, DNb) エキスパート 委員 中里　哲也 エネルギー・環境 環境管理研究部門

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境 環境管理研究部門

エキスパート 委員 山下　信義 エネルギー・環境 環境管理研究部門

WG73 (Multi-class methods) エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境 環境管理研究部門

プロジェクト
リーダー

委員 谷保　佐知 エネルギー・環境 環境管理研究部門

エキスパート 山下　信義 エネルギー・環境 環境管理研究部門

WG75 (Pharmaceutical
ingredients)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境 環境管理研究部門

WG76 (HBCD LC-MS/MS) エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境 環境管理研究部門

コンビーナ 委員長 田尾　博明 四国センター

エキスパート 委員 中里　哲也 エネルギー・環境 環境管理研究部門

（一社）日本ファインセ
ラミックス協会

委員 廣瀬　志弘 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート
（一社）日本医療機器
テクノロジー協会

委員長 山根　隆志 生命工学 健康工学研究部門

委員 廣瀬　志弘 生命工学 健康工学研究部門

委員 廣瀬　志弘 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート
（一社）日本医療機器
テクノロジー協会

委員長 山根　隆志 生命工学 健康工学研究部門

コンビーナ 委員 廣瀬　志弘 生命工学 健康工学研究部門

プロジェクト
リーダー

委員 本間　一弘 情報・人間工学 人間情報研究部門

（一社）日本ファインセ
ラミックス協会

（一社）日本ファインセ
ラミックス協会／ファイ
ンセラミックス国際標
準化推進協議会

ISO/TC150(外科用体内埋没
材)

SC1(材料)

SC2(体外循環機器)

SC4(人工関節及び人工骨)

SC5(骨固定器具及び脊椎固定器)

SC6(活動型埋込機器)

SC7(再生医療機器)
WG3(硬組織用再生医療機
器)

ISO/TC147(水質)
SC2(物理的・化学的・
生物学的方法)

WG33（Ion chromatography）

(一社)産業環境管理
協会

WG72(メチルシロキサン）

WG74 (PFAS LC-MS/MS)

WG77（水中のアルキル水銀
の測定方法）

ISO/TC135(非破壊試験)

SC8(赤外線サーモグ
ラフィ試験)

SC6(漏れ試験法)
（一社）日本非破壊検
査協会

ISO/TC146(大気の質)

SC1(固定発生源大気
の測定)

（一社）産業環境管理
協会

ISO/TC133（衣料品のサイズ
設定システム）

WG1(人体計測)

WG2(デジタルフィッティング）

WG4（衣服の寸法計測）

日本アパレル工業技
術研究会

ISO/TC121(麻酔装置及び人
工呼吸器関連装置）

SC3(医用人工呼吸
器)

WG9(包装のアクセシブルデザイン)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

委員 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

エキスパート 主査 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

オブザーバー 委員 国岡　正雄 材料・化学
イノベーション推進本部
（兼）機能化学研究部門

委員 松山　重倫
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

AHG1(マイクロプラスチック) エキスパート 委員 松山　重倫
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

WG8(熱測定) エキスパート 船橋　正弘  材料・化学 機能化学研究部門

プロジェクト
リーダー、
エキスパート

委員 高橋　かより
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 松山　重倫
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

オブザーバー
オブザー
バー

船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

コンビーナ、
エキスパート

オブザー
バー

国岡　正雄 材料・化学
イノベーション推進本部
（兼）機能化学研究部門

オブザーバー
オブザー
バー

船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

プロジェクト
リーダー、
エキスパート

オブザー
バー

国岡　正雄 材料・化学
イノベーション推進本部
（兼）機能化学研究部門

主査 委員 堀内　伸 材料・化学 ナノ材料研究部門

SC11(製品) WG5(接着剤) オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

WG1(強化材及びその製品) オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

WG2(積層剤及び成型用コン
パウンド)

エキスパート 船橋　正弘 材料・化学 機能化学研究部門

エキスパート 委員 竹下　潤一 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 中西　正和 エネルギー・環境 創エネルギー研究部門

委員 今井  秀孝
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

委員 高津　章子
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート
（一社）日本原子力学
会

委員 齋藤　則生
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 齋藤　則生
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

オブザー
バー

柚木　彰
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 主査 齋藤　則生
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 黒澤 忠弘
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 加藤　昌弘
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学 機能化学研究部門

WG5(冷媒の称号と安全等
級)

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学 機能化学研究部門

WG8(燃焼速度試験方法) エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学 機能化学研究部門

ISO/TC91(界面活性剤) エキスパート 日本石鹸洗剤工業会 委員 井村　知弘 材料・化学 化学プロセス研究部門

ISO/TC94(個人安全－保護
衣及び保護具)

（公社）日本保安用品
協会

委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境 環境管理研究部門

プロジェクト
リーダー

委員長 臼田　孝
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート
オブザー
バー

野里　英明
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

オブザー
バー

大田　明博
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

幹事 兵藤　行志 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG11(熱画像) エキスパート 兵藤　行志 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部

プロジェクト
リーダー

副委員長 新井　健太
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 吉田　肇
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部

コンビーナ 委員 平田　正紘 知的財産・標準化推進部WG3(真空部品関連)

(一社)日本真空学会

ISO/TC108(機械の振動、衝
撃及び状態監視)

SC3(振動・衝撃測定
器の使用と校正)

SC5(機械の状態監視
と診断)

(一社)日本機械学会

ISO/TC112(真空技術)

WG1(真空ポンプ関連)

WG2(真空計測関連)

ISO/TC86(冷凍技術及び空
気調和技術)

SC8(冷媒及び冷凍機
油)

（公社）日本冷凍空調
学会

WG3(バイオサーファクタント)

ISO/TC69(統計的方法の適
用)

SC6(測定方法及び測定結果)

ISO/TC85(原子力)

WG2(参照放射線)

（公社）日本保安用品
協会

SC2(放射線防護）

SC1(用語)

WG11(分析的手法)

SC5(物理・化学的性
質)

WG22(生物分解性)

（一社）日本プラスチッ
ク工業連盟

ISO/TC61(プラスチック)

WG3(放射線加工)

WG23(バイオプラスチックの
試験法)

SC9(熱可塑性樹脂)

SC13(複合材料及び
強化用繊維）
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員長 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

副委員長 佐藤　洋 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）企画本部

委員 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

コンビーナ
オブザー
バー

佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

セクレタリ 主査 倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 佐藤　洋 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）企画本部

エキスパート 委員 伊藤　納奈 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 大山　潤爾 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG2(Ergonomic principles
related to mental work )

エキスパート 委員 岩木　直 情報・人間工学
自動車ヒューマンファクター研究セン
ター

プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

委員 遠藤　維  情報・人間工学 知能システム研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 渡辺　健太郎 情報・人間工学 人工知能研究センター

国際議長 委員 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

国際幹事 小林　吉之 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

コンビーナ 主査 河内  眞紀子 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG4(筋力：手作業と許容限
界)

エキスパート 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 主査 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 副主査 氏家　弘裕 情報・人間工学 人間情報研究部門

オブザーバー 委員 渡邊　洋 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG8(コントロールセンターの
人間工学的設計)

委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

コンビーナ
オブザー
バー

倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

プロジェクト
リーダー

委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

コンビーナ 副主査 氏家　弘裕 情報・人間工学 人間情報研究部門

セクレタリ 委員 渡邊　洋 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG1(温熱環境) エキスパート 委員 都築　和代 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG4(複合環境) セクレタリ 委員 佐藤　洋 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）企画本部

コンビーナ 委員 伊藤　納奈 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート、
プロジェクト
リーダー

委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート
オブザー
バー

倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

ISO/TC163（建築環境におけ
る熱的性能とエネルギー使
用）

エキスパート
（一財）建材試験セン
ター

阿子島　めぐ
み

 計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

WG3(力計校正の不確かさ) エキスパート
オブザー
バー

林　敏行
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

WG8(一軸試験機の校正方
法)

エキスパート
オブザー
バー

林　敏行
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 高木　智史
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

代表団長
（Head of

)

委員 服部 浩一郎
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

WG4(計装化押し込み試験) エキスパート 委員 服部　浩一郎
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

コンビーナ 委員 高木　智史
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 服部 浩一郎
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 高木　智史
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

SC1（試験及び計測方法）

SC1(一軸試験)

WG12(映像の生体安全性)

SC5(物理的環境の人
間工学)

WG5(特別な配慮を必要とす
る人々のための物理的環境)

ISO/TC164(金属の機械試
験)

SC4(靱性試験)

WG1(人体計測)

SC3(人体計測と生体
力学)

WG2(視覚表示の条件)

WG10(消費生活用製品のア
クセシブルデザイン）

WG5(ビッカース硬さ試験)

（一財）日本規格協
会、
（一社）日本鉄鋼連盟
他SC3(硬さ試験)

WG2(特別な配慮を必要とする人々のための人間工
学)

SC1(人間工学の指導
原理）

WG5（人間中心組織管理）

ISO/TC159(人間工学)

SC4(人間とシステム
のインタラクション)

(一社)日本人間工学
会
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

日本光学工業協会 委員 永壽　伴章 つくばセンター　つくば東事業所

エキスパート
(一社)日本望遠鏡工
業会

主査 永壽　伴章 つくばセンター　つくば東事業所

日本福祉用具・生活
支援用具協会

委員 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

オブザー
バー

倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

オブザー
バー

伊藤　納奈 情報・人間工学 人間情報研究部門

オブザー
バー

佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

(一財)製造科学技術
センター

委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造
エレクトロニクス・製造領域研究戦略
部（兼）製造技術研究部門

エキスパート 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造
エレクトロニクス・製造領域研究戦略
部（兼）製造技術研究部門

委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造
エレクトロニクス・製造領域研究戦略
部（兼）製造技術研究部門

エキスパート 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造
エレクトロニクス・製造領域研究戦略
部（兼）製造技術研究部門

エキスパート 委員 増井　慶次郎 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

WG委員 張　銘
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

エキスパート 幹事長 保高　徹生
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

WG委員 張　銘
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

WG6(溶出試験）
アップグレー
ドリーダー

幹事長 保高　徹生
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

ISO/TC192(ガスタービン) 日本内燃機関連合会 委員 壹岐　典彦 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

ISO/TC197(水素技術) エキスパート
（一社）水素供給利用
技術協会

主査 栗山　信宏 エネルギー・環境 電池技術研究部門

ISO/TC198(ヘルスケア製品
の滅菌)

エキスパート
（一社）日本医療機器
学会

委員 廣瀬　志弘 生命工学 健康工学研究部門

(一社)日本機械工業
連合会

委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

国際議長 委員 野中　秀彦
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

国際幹事 委員 権太　聡
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部
（兼）工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 藤本　俊幸
 計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 一村　信吾 特別顧問

委員 城　昌利
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 城　昌利 計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 藤原　幸雄
計量標準総合セン
ター

企画本部
（兼）分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 野中　秀彦
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

委員 城　昌利
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

プロジェクト
リーダー、
エキスパート

幹事 井藤　浩志
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 幹事補佐 権太　聡
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部
（兼）工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 三隅　伊知子
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

CAG(Chairman's advisory
group )

幹事 井藤　浩志
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

SG3（ナノラフネス） コンビーナ 幹事 井藤　浩志
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

国際幹事 委員 藤本　俊幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 東　康史
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 寺内　信哉
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 安藤　淳 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

委員 熊谷　和博
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

国際幹事 委員 阪口　修司 中部センター産学官連携推進室

委員 大司　達樹 材料・化学 構造材料研究部門

エキスパート 委員 堀田　裕司 材料・化学 構造材料研究部門

ISO/TC206(ファインセラミック
ス)

WG2(粉)

（一社）日本ファインセ
ラミックス協会／ファイ
ンセラミックス国際標
準化推進協議会

SC10(XRRとXRF分析）

表面化学分析技術国
際標準化委員会

ISO/TC202(マイクロビーム分
析)

SC3(分析電子顕微鏡（AEM）)

SC4(走査電子顕微鏡(SEM))

（一財）日本規格協会
/表面化学分析技術
国際標準化委員会

ISO/TC201(表面化学分析)

SC2(一般的手順)

SC4(深さ方向の分析)

SC5(オージェ電子分光法)

SC6(二次イオン質量分析法)

SC7(X線光電子分光法)

SC9(走査型プローブ
顕微鏡法)

(一財)製造科学技術
センター

ISO/TC190(地盤環境)

SC3（有機汚染物質）

SC7(土及び現地評
価)

(公社)地盤工学会

ISO/TC184(オートメーション
システム及びインテグレーショ
ン)

SC4(産業データ)

adhoc Group on Smart Through Life Architecture

SC5(アーキテクチャ、
通信とフレームワー
ク)

WG25(水素吸蔵合金)

WG9(無菌操作法)

ISO/TC199(機械類の安全
性)

WG6(安全な距離と隙間)

WG10(生産システム環境評
価手法)

ISO/TC173(福祉用具)

SC1(車いす)

SC7(アクセシブルデザイン)
(公財）共用品推進機
構

ISO/TC172(光学及びフォトニ
クス) SC4(望遠鏡)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員長 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

副委員長 佐藤　洋 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）企画本部

委員 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

コンビーナ
オブザー
バー

佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

セクレタリ 主査 倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 佐藤　洋 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）企画本部

エキスパート 委員 伊藤　納奈 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 大山　潤爾 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG2(Ergonomic principles
related to mental work )

エキスパート 委員 岩木　直 情報・人間工学
自動車ヒューマンファクター研究セン
ター

プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

委員 遠藤　維  情報・人間工学 知能システム研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 渡辺　健太郎 情報・人間工学 人工知能研究センター

国際議長 委員 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

国際幹事 小林　吉之 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

コンビーナ 主査 河内  眞紀子 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG4(筋力：手作業と許容限
界)

エキスパート 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 主査 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 副主査 氏家　弘裕 情報・人間工学 人間情報研究部門

オブザーバー 委員 渡邊　洋 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG8(コントロールセンターの
人間工学的設計)

委員 横井　孝志 情報・人間工学 人間情報研究部門

コンビーナ
オブザー
バー

倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

プロジェクト
リーダー

委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

コンビーナ 副主査 氏家　弘裕 情報・人間工学 人間情報研究部門

セクレタリ 委員 渡邊　洋 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG1(温熱環境) エキスパート 委員 都築　和代 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG4(複合環境) セクレタリ 委員 佐藤　洋 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）企画本部

コンビーナ 委員 伊藤　納奈 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート、
プロジェクト
リーダー

委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート
オブザー
バー

倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

ISO/TC163（建築環境におけ
る熱的性能とエネルギー使
用）

エキスパート
（一財）建材試験セン
ター

阿子島　めぐ
み

 計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

WG3(力計校正の不確かさ) エキスパート
オブザー
バー

林　敏行
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

WG8(一軸試験機の校正方
法)

エキスパート
オブザー
バー

林　敏行
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 高木　智史
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

代表団長
（Head of

)

委員 服部 浩一郎
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

WG4(計装化押し込み試験) エキスパート 委員 服部　浩一郎
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

コンビーナ 委員 高木　智史
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 服部 浩一郎
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 高木　智史
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

SC1（試験及び計測方法）

SC1(一軸試験)

WG12(映像の生体安全性)

SC5(物理的環境の人
間工学)

WG5(特別な配慮を必要とす
る人々のための物理的環境)

ISO/TC164(金属の機械試
験)

SC4(靱性試験)

WG1(人体計測)

SC3(人体計測と生体
力学)

WG2(視覚表示の条件)

WG10(消費生活用製品のア
クセシブルデザイン）

WG5(ビッカース硬さ試験)

（一財）日本規格協
会、
（一社）日本鉄鋼連盟
他SC3(硬さ試験)

WG2(特別な配慮を必要とする人々のための人間工
学)

SC1(人間工学の指導
原理）

WG5（人間中心組織管理）

ISO/TC159(人間工学)

SC4(人間とシステム
のインタラクション)

(一社)日本人間工学
会
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

コンビーナ 委員 日置　昭治
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

委員 日置　昭治
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

プロジェクト
リーダー

委員 宮崎　広行 材料・化学 構造材料研究部門

エキスパート 委員 宮崎　広行 材料・化学 構造材料研究部門

コンビーナ、
プロジェクト
リーダー、
エキスパート

委員 竹内 浩士 エネルギー・環境 エネルギー・環境領域

プロジェクト
リーダー

委員 平川　力 エネルギー・環境 環境管理研究部門

プロジェクト
リーダー

小西　由也 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

委員 大古　善久 エネルギー・環境 環境管理研究部門

委員 八木　貴志
計量標準総合セン
ター

イノベーション推進本部
（兼）物質計測標準研究部門

プロジェクト
リーダー

委員長 市野　善朗
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

プロジェクト
リーダー

委員長 明渡　純 エレクトロニクス・製造 先進コーティング技術研究センター

サブプロジェク
トリーダー

委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造 先進コーティング技術研究センター

SC1（環境管理システ
ム）

WG7（環境影響の貨幣評価） エキスパート 委員 本下　晶晴 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 玄地　裕 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 赤井　誠 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

委員 匂坂　正幸 エネルギー・環境 安全科学研究部門

ISO/TC211(地理情報)
（公財）日本測量調査
技術協会

幹事会アドバ
イザー

岩男　弘毅
地質調査総合セン
ター

地質情報研究部門

ISO/TC212(臨床検査及び体
外診断検査システム)

（特非）日本臨床検査
標準協議会

団体委員 今井　秀孝
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート 阿部　誠
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート
オブザー
バー

佐藤　理
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

プロジェクト
リーダー

委員 高辻　利之
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート
（タスクフォース
リーダー）

委員 阿部　誠
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 佐藤　理
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 直井　一也
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 直井　一也
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員長 一村　信吾 特別顧問

委員 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

委員 藤本　俊幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 竹歳　尚之
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 委員 藤本　俊幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 小島　鋭士 知的財産・標準化推進部

コンビーナ 委員 藤本　俊幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

セクレタリ 委員 竹歳　尚之
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

プロジェクトコ
リーダー、
エキスパート

委員 山本　和弘
計量標準総合セン
ター

イノベーション推進本部
（兼）分析計測標準研究部門

委員 小島　鋭士 知的財産・標準化推進部

プロジェクト
リーダー、
エキスパート

委員 加藤　晴久
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 片浦　弘道 材料・化学 ナノ材料研究部門

エキスパート 委員 権太　聡
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部
（兼）工学計測標準研究部門

エキスパート
オブザー
バー

稲垣　和三
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 熊谷　和博
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 小野　晃 特別顧問

委員 小倉　勇 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 岡崎　俊也 材料・化学 ナノチューブ実用化研究センター

オブザー
バー

張 民芳 材料・化学 ナノチューブ実用化研究センター

委員 桜井　博
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 水野　耕平
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

（国研）産業技術総合
研究所

（一社）産業環境管理
協会

WG6(画像)

WG4(測定の不確かさと決定規則)

ISO/TC213(製品の寸法・形
状の仕様及び評価)

WG10(三次元測定機)

WG15（フィルタ）

WG16(表面性状)

（一財）日本規格協会

WG12(エンジニアリング応用)

ISO/TC207(環境管理) SC5(ライフサイクルアセスメント)

SC7(GHGマネジメント及び関連事項)

CAG(議長諮問グループ)

JWG2(計量・計測)

JWG1(用語・命名法)

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

ISO/TC206(ファインセラミック
ス)

WG3(化学分析)

WG6(機械的特性）

WG8（接合）

WG9(光触媒)

（一社）日本ファインセ
ラミックス協会／ファイ
ンセラミックス国際標
準化推進協議会

WG10(コーティング）

WG11（電気的・光学的応用）
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

エキスパート 委員 岩橋　均 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート 委員 堀江　祐範 生命工学
生命工学領域研究戦略部
（兼）健康工学研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

委員 小野　晃 特別顧問

委員 小倉　勇 エネルギー・環境 安全科学研究部門

エキスパート 委員 蛯名 武雄 材料・化学 化学プロセス研究部門

エキスパート 主査 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

エキスパート 委員 加藤　晴久
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 小野　晃 特別顧問

委員 水野　耕平
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 河田 研治 エネルギー・環境領域
先進パワーエレクトロニクス研究セン
ター

エキスパート 茂里　康 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート - 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

エキスパート - 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）・エ
キスパート

- 委員 加藤　晴久
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート - 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）・エ
キスパート

- 委員 加藤　晴久
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 岡根 利光 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田 極 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

委員 綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 芦田 極 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田 極 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田 極 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田 極 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境 安全科学研究部門

エキスパート 委員長代理 赤井　誠 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

委員 中尾　信典
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

オブザーバー 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

共同コンビーナ 楠瀬　勤一郎
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

WG委員 徂徠　正夫
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

WG委員 中尾　信典
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

規格原案タス
クグループ
委員

田中　敦子
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

エキスパート 主査 赤井　誠 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

オブザーバー 副主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 赤井　誠 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

オブザーバー 副主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

委員 WG委員 田中　敦子
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

委員 田中　敦子
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

（公社）高分子学会 委員 山口　智彦 材料・化学 機能化学研究部門

TC266国内審議委員
会

委員 穂積　篤 材料・化学 構造材料研究部門

WG1（用語）

WG2（カテゴリーと種類）

WG3(安全要求事項とラベル)

WG4(試験方法)

WG5(クロスカッティングイシュー)

Risk management technical panel

ISO/TC266(バイオミメティッ
ク)

WG2（材料・構造・構成要素)

(公社)日本煙火協会

CAG(議長諮問グループ)

WG2(輸送)

WG3(貯留)

WG4(Q&V)

ISO/TC264(花火)

(公財)地球環境産業
技術研究機構ISO/TC265(炭素回収輸送貯

留)

ISO/TC256(顔料、染料及び
体質顔料)

WG2(測定法)

WG7(特殊機能)

ISO/TC261(積層造形)

WG3(環境・安全)

WG4(材料)

スタディグループ（ナノバイオ）

技術研究組合次世代
３Ｄ積層造形技術総合
開発機構

WG1(用語)

WG2(方法、プロセス及び材料)

WG3(試験方法)

WG4(データと設計)

（国研）産業技術総合研
究所

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

コンビーナ 委員 日置　昭治
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

委員 日置　昭治
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

プロジェクト
リーダー

委員 宮崎　広行 材料・化学 構造材料研究部門

エキスパート 委員 宮崎　広行 材料・化学 構造材料研究部門

コンビーナ、
プロジェクト
リーダー、
エキスパート

委員 竹内 浩士 エネルギー・環境 エネルギー・環境領域

プロジェクト
リーダー

委員 平川　力 エネルギー・環境 環境管理研究部門

プロジェクト
リーダー

小西　由也 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

委員 大古　善久 エネルギー・環境 環境管理研究部門

委員 八木　貴志
計量標準総合セン
ター

イノベーション推進本部
（兼）物質計測標準研究部門

プロジェクト
リーダー

委員長 市野　善朗
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

プロジェクト
リーダー

委員長 明渡　純 エレクトロニクス・製造 先進コーティング技術研究センター

サブプロジェク
トリーダー

委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造 先進コーティング技術研究センター

SC1（環境管理システ
ム）

WG7（環境影響の貨幣評価） エキスパート 委員 本下　晶晴 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 玄地　裕 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 赤井　誠 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

委員 匂坂　正幸 エネルギー・環境 安全科学研究部門

ISO/TC211(地理情報)
（公財）日本測量調査
技術協会

幹事会アドバ
イザー

岩男　弘毅
地質調査総合セン
ター

地質情報研究部門

ISO/TC212(臨床検査及び体
外診断検査システム)

（特非）日本臨床検査
標準協議会

団体委員 今井　秀孝
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート 阿部　誠
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート
オブザー
バー

佐藤　理
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

プロジェクト
リーダー

委員 高辻　利之
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート
（タスクフォース
リーダー）

委員 阿部　誠
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 佐藤　理
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 直井　一也
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 直井　一也
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員長 一村　信吾 特別顧問

委員 田中　充
計量標準総合セン
ター

研究顧問

委員 藤本　俊幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 竹歳　尚之
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 委員 藤本　俊幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 小島　鋭士 知的財産・標準化推進部

コンビーナ 委員 藤本　俊幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

セクレタリ 委員 竹歳　尚之
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

プロジェクトコ
リーダー、
エキスパート

委員 山本　和弘
計量標準総合セン
ター

イノベーション推進本部
（兼）分析計測標準研究部門

委員 小島　鋭士 知的財産・標準化推進部

プロジェクト
リーダー、
エキスパート

委員 加藤　晴久
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 片浦　弘道 材料・化学 ナノ材料研究部門

エキスパート 委員 権太　聡
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部
（兼）工学計測標準研究部門

エキスパート
オブザー
バー

稲垣　和三
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 熊谷　和博
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 小野　晃 特別顧問

委員 小倉　勇 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 岡崎　俊也 材料・化学 ナノチューブ実用化研究センター

オブザー
バー

張 民芳 材料・化学 ナノチューブ実用化研究センター

委員 桜井　博
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 水野　耕平
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

（国研）産業技術総合
研究所

（一社）産業環境管理
協会

WG6(画像)

WG4(測定の不確かさと決定規則)

ISO/TC213(製品の寸法・形
状の仕様及び評価)

WG10(三次元測定機)

WG15（フィルタ）

WG16(表面性状)

（一財）日本規格協会

WG12(エンジニアリング応用)

ISO/TC207(環境管理) SC5(ライフサイクルアセスメント)

SC7(GHGマネジメント及び関連事項)

CAG(議長諮問グループ)

JWG2(計量・計測)

JWG1(用語・命名法)

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

ISO/TC206(ファインセラミック
ス)

WG3(化学分析)

WG6(機械的特性）

WG8（接合）

WG9(光触媒)

（一社）日本ファインセ
ラミックス協会／ファイ
ンセラミックス国際標
準化推進協議会

WG10(コーティング）

WG11（電気的・光学的応用）
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員 蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 坂本　隆 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート 委員 野田　尚宏 生命工学 バイオメディカル研究部門

エキスパート 委員 伊藤　弓弦 生命工学 創薬基盤研究部門

エキスパート 委員 中島　芳浩 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート 委員 丹羽一樹
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 伊藤　弓弦 生命工学 創薬基盤研究部門

国際幹事
オブザー
バー

綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

コンビーナ 委員 矢部　彰 特別顧問

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 平澤　誠一 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 苑田　晃成 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート 委員 安井　久一 材料・化学 無機機能材料研究部門

委員 本間　敬子 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

オブザーバー 委員
Biggs
Geoffrey

情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 尾暮　拓也 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 尾暮　拓也 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 本間　敬子 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 本間　敬子 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 本間　敬子 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

エキスパート 委員
Biggs
Geoffrey

情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

ISO/TC307（ブロックチェーン
と電子分散台帳技術に係る
専門委員会）

（一財）日本情報経済
社会推進協会

委員 渡邊　創 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）情報技術研究部門

IEC（国際電気標準会議）

（一財）日本規格協会
SMB対応委員会

特別委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

エキスパート （一財）日本規格協会 主査 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 安芸　裕久 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

委員 関山　守 情報・人間工学 知能システム研究部門

委員 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

IEC/System Committee
TC159リエゾン
オフィサー

（一財）日本規格協会 委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

SyC on Smart Cities
（一財）日本規格協会
IEC活動推進会(APC)

IEC/SMB(標準管理評議会)

Active Assisted Living (AAL)

ACART(ロボット技術応用諮問委員会 )

WG8(地域における省エネルギーの検証)

WG9(プロジェクトにおける省エネルギーの検証)

WG10(組織の省エネ方法)

WG11（省エネプロジェクトの経済性評価）

WG12（省エネ評価者選定）

WG13（火力発電所の省エネ評価）

（一社）日本ロボット工
業会

ISO/TC301(エネルギーマネ
ジメント・省エネルギー)

CAG(議長諮問グループ)

WG1(エネルギーマネジメントシステム・ガイダンス)

WG2(ベースラインおよびEnPIs)

JWG3(測定と検証)

WG4(エネルギー診断)

WG5（エネルギーサービス）

WG6（ビルのエネルギーデータマネジメント）

WG7(省エネルギーの方法論的枠組み)

ISO/TC299(ロボットとロボ
ティックデバイス）

WG1(用語)

WG2(サービスロボットの安全性)

WG4(サービスロボットの性能)

JWG5(手術用ロボットの安全性）
IEC/TC62/SC62A/JWG9

WG6(サービスロボットのモジュール化）

（財）エネルギー総合
工学研究所

ISO/TC281(ファインバブル技
術)

WG1(用語を含む一般原則）

WG2(計測)

WG3（応用）

（一社）ファインバブル
産業会

ISO/TC274(光と照明)
（一社）日本照明委員
会（JCIE）

ISO/TC276(バイオテクノロ
ジー)

WG3(分析手法)
（一社）再生医療イノ
ベーションフォーラム
（FIRM)

WG4(バイオプロセッシング)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

IEC/ACSEC(情報セキュリティ
とデータプライバシ)

委員 （一社）日本規格協会 分科会会長 古原　和邦 情報・人間工学 企画本部（兼）情報技術研究部門

IEC
（一財）日本規格協会
IEC上層委員会

委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

国際幹事 委員 関　喜一 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 関　喜一 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 関　喜一 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 高橋　栄一 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）人工知能研究センター

委員 藤木　弘之
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 本間　一弘 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 本間　一弘 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員長 堀内　竜三
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

委員 倉片　憲治 情報・人間工学 人間情報研究部門

IEC/TC31(防爆性雰囲気で
使用する機器)

エキスパート
（一社）日本電機工業
会

委員長 野田　和俊 エネルギー・環境 環境管理研究部門

IEC/TC34（ランプ類及び関連
機器）

エキスパート
（一社）日本照明工業
会

蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 角　保志 情報・人間工学
ロボットイノベーション研究センター
（兼）知能システム研究部門

エキスパート 委員 角　保志 情報・人間工学
ロボットイノベーション研究センター
（兼）知能システム研究部門

エキスパート 委員 角　保志 情報・人間工学
ロボットイノベーション研究センター
（兼）知能システム研究部門

エキスパート 主査 角　保志 情報・人間工学領域
ロボットイノベーション研究センター
（兼）知能システム研究部門

オブザーバー 委員 藤原　清司 情報・人間工学
ロボットイノベーション研究センター
（兼）知能システム研究部門

エキスパート 委員 檜野　良穂
計量標準総合セン
ター

計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート 委員 柚木　彰
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

SC45B(放射線防護
計測）

WG16(汚染計及び汚染監視
装置)

コンビーナ、
プロジェクト
リーダー

委員 柚木　彰
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

日本代表委員 堀部　雅弘
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

日本代表委員 堀部　雅弘
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

日本代表委員 堀部　雅弘
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

主査 堀部　雅弘
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

WG1(同軸)
日本代表委
員、エキスパー
ト

主査 堀部　雅弘
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

WG2(導波管)

日本代表委
員、プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

主査 堀部　雅弘
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

WG3(評価法)

日本代表委
員、プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

主査 堀部　雅弘
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 菊地　克弥 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

委員 嘉田 守宏 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

委員 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

MT1（Maintenance Team) エキスパート 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造
集積マイクロシステム研究センター
（兼）製造技術研究部門

WG1(Terminologies and
generic specification for
micro-electromechanical
systems)

委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造
集積マイクロシステム研究センター
（兼）製造技術研究部門

WG 2 (Characterizations and
testing methods of materials
and structures for micro-
electromechanical systems)

委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造
集積マイクロシステム研究センター
（兼）製造技術研究部門

WG 3 (Micro-
electromechanical devices
and packaging)

エキスパート 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造
集積マイクロシステム研究センター
（兼）製造技術研究部門

IEC/TC56(ディペンダビリティ) （一財）日本規格協会 委員 渡邊　宏
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門
（兼）工学計測標準研究部門

（一社）日本画像医療
システム工業会

委員 清水　森人
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

特別委員 田中　隆宏
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

SC62A (医用電気機
器に関する共通事項)

JWG9(医療ロボット)
linked to ISO/TC299(ロボッ
トとロボティックデバイス)

エキスパート
（一社）日本ロボット工
業会

主査 鎮西　清行 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート
オブザー
バー

池原　譲
生命工学
エレクトロニクス・製造

創薬基盤研究部門
(兼）電子光技術研究部門

エキスパート
オブザー
バー

榊田　創 エレクトロニクス・製造 電子光技術研究部門

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）

プロジェクト
リーダー

鎮西　清行 生命工学 健康工学研究部門

（一社）電子情報技術
産業協会

IEC/TC47(半導体デバイス)

SC47F(MEMS)

(一社)電子情報技術
産業協会

SC62D(医用電子機器

WG34/IEC 60601-2-76:
Medical Electrical equipment
- Part 2-76:Particular
requirements for the basic
safety and essential
performance or ionized gas
coagulation equipment

IEC/TC62(医用電気機器)

SC62（放射線治療）

（一社）日本機械工業
連合会

IEC/TC45(原子力計測) WG9(放射線検出器とシステム)

IEC/TC46(通信用伝送線及
びマイクロ波受動部品)

SC46A(同軸ケーブル)

SC46C(平行型ケーブル)

SC46F(無線及びマイ
クロ波受動回路部品)

（一社）電子情報通信
学会

（一社）日本電気計測
器工業会

WG6（光生物学的安全性）

IEC/TC44(機械類の安全性-
電気的側面)

MT61496-1,2(電気的検知保護設備－第1部および
第2部)

MT61496-3(電気的検知保護設備－第3部：拡散反
射形能動的光電保護装置に対する要求事項)

WG10(電気的検知保護設備－視覚的保護装置に
対する要求事項)

WG14 (安全関連センサ）

IEC/TC25(量及び単位)
WG5（Physiological quantities and units）

WG6（Telehealth and telemedicine）
（一財）日本規格協会

IEC/TC29(電気音響) （一社）日本音響学会

IEC/TC3(情報構造，ドキュメ
ンテーション及び図記号)

SC3C(機器・装置用図記号)

JWG16(IEC 80279（取扱説明の基本原則）のメンテ
ナンス)

（一財）日本規格協会

IEC/TC13(電力量計測・負荷
制御装置)

（一社）電気学会

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員 蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 坂本　隆 情報・人間工学 人間情報研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート 委員 野田　尚宏 生命工学 バイオメディカル研究部門

エキスパート 委員 伊藤　弓弦 生命工学 創薬基盤研究部門

エキスパート 委員 中島　芳浩 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート 委員 丹羽一樹
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 伊藤　弓弦 生命工学 創薬基盤研究部門

国際幹事
オブザー
バー

綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

コンビーナ 委員 矢部　彰 特別顧問

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 平澤　誠一 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 イノベーション推進本部

エキスパート 委員 苑田　晃成 生命工学 健康工学研究部門

エキスパート 委員 安井　久一 材料・化学 無機機能材料研究部門

委員 本間　敬子 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

オブザーバー 委員
Biggs
Geoffrey

情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 尾暮　拓也 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 尾暮　拓也 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 本間　敬子 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 本間　敬子 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 本間　敬子 情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

エキスパート 委員
Biggs
Geoffrey

情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境
エネルギー・環境領域研究戦略部
（兼）安全科学研究部門

ISO/TC307（ブロックチェーン
と電子分散台帳技術に係る
専門委員会）

（一財）日本情報経済
社会推進協会

委員 渡邊　創 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）情報技術研究部門

IEC（国際電気標準会議）

（一財）日本規格協会
SMB対応委員会

特別委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

エキスパート （一財）日本規格協会 主査 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 安芸　裕久 エネルギー・環境 安全科学研究部門

委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

委員 関山　守 情報・人間工学 知能システム研究部門

委員 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

IEC/System Committee
TC159リエゾン
オフィサー

（一財）日本規格協会 委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

SyC on Smart Cities
（一財）日本規格協会
IEC活動推進会(APC)

IEC/SMB(標準管理評議会)

Active Assisted Living (AAL)

ACART(ロボット技術応用諮問委員会 )

WG8(地域における省エネルギーの検証)

WG9(プロジェクトにおける省エネルギーの検証)

WG10(組織の省エネ方法)

WG11（省エネプロジェクトの経済性評価）

WG12（省エネ評価者選定）

WG13（火力発電所の省エネ評価）

（一社）日本ロボット工
業会

ISO/TC301(エネルギーマネ
ジメント・省エネルギー)

CAG(議長諮問グループ)

WG1(エネルギーマネジメントシステム・ガイダンス)

WG2(ベースラインおよびEnPIs)

JWG3(測定と検証)

WG4(エネルギー診断)

WG5（エネルギーサービス）

WG6（ビルのエネルギーデータマネジメント）

WG7(省エネルギーの方法論的枠組み)

ISO/TC299(ロボットとロボ
ティックデバイス）

WG1(用語)

WG2(サービスロボットの安全性)

WG4(サービスロボットの性能)

JWG5(手術用ロボットの安全性）
IEC/TC62/SC62A/JWG9

WG6(サービスロボットのモジュール化）

（財）エネルギー総合
工学研究所

ISO/TC281(ファインバブル技
術)

WG1(用語を含む一般原則）

WG2(計測)

WG3（応用）

（一社）ファインバブル
産業会

ISO/TC274(光と照明)
（一社）日本照明委員
会（JCIE）

ISO/TC276(バイオテクノロ
ジー)

WG3(分析手法)
（一社）再生医療イノ
ベーションフォーラム
（FIRM)

WG4(バイオプロセッシング)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

APS 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

幹事 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 田口　研治 情報・人間工学 情報技術研究部門

SC65A(機能安全) WG17(機能安全と人的要因) エキスパート 委員 中田　亨 情報・人間工学 人工知能研究センター

SC65B(計測及び制
御機器)

WG5(温度検知機) 委員 丹波　純
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

IEC/TC76(レーザー機器の安
全性)

エキスパート

（一財）光産業技術振
興協会
IEC TC76/レーザ安全
性標準化部会

オブザー
バー

蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

IEC/TC77(EMC) （一社）電気学会 委員 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

国際議長 エキスパート 近藤　道雄 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 松原　浩司 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 大谷　謙仁 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 橋本　潤  エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 菱川　善博 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート
オブザー
バー

山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 吉田　正裕 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 棚橋 紀悟 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 櫻井　啓一郎 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

委員 増田　淳 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

委員 猪狩　真一 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

オブザー
バー

土井　卓也 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 橋本　潤 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 石居　正典
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員長 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 金子　晋久
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 藤木　弘之
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 雨宮　邦招
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

SC86B(光部品)
WG7(光ファイバ接続部品・受
動部品)

委員 雨宮　邦招
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

WG3(光増幅器) オブザーバー 並木　周 エレクトロニクス・製造 電子光技術研究部門

WG5(ダイナミックモジュール)
プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

委員 来見田　淳也 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 客員 吉岡　正裕
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 客員 吉岡　正裕
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 嶋田　進 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 往岸　達也 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 菊島　義弘 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

主査 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

MT2(小形風車設計要件分科会)

MT11（騒音測定方法）

MT12-1(風力発電性能試験方法分科会)

MT22(風力発電認証システム分科会)

IEC/TC88(風力タービン)
（一社）日本電機工業
会風力発電システム
標準化委員会

WG3(洋上風車設計要件分科会)

WG15（風力発電所の風条件に関するサイトアセスメ
ント）

PT 61400-3-2（浮体式洋上風車の設計要件）

PT 61400-12-2（ナセル風速計による風車の性能
計測方法）

MT1(風力発電設計要件分科会)

IEC/TC86(光ファイバ)

WG4(光測定器校正)

SC86C（光ファイバシ
ステム・デバイス）

(一社)電子情報通信
学会/（一財）光産業
技術振興協会

IEC/TC87(超音波）
WG6(高強度治療用超音波と集束振動子)

WG8(超音波音場計測)

(一社）電子情報技術
産業協会

WG7（集光モジュール）

IEC/TC85(電磁気量計測器)

ＭＴ23（アナログ電気計器）

WG8（保護機器用測定器）

WG20（電力品質用測定器）

（一社）電気学会

（一社）日本電気計測
器工業会

WG9（非コヒーレント光源）

SC77A(低周波EMC)

IEC/TC65(製造技術)

AhG3(スマートマニュファクチャリングアーキテク
チャー)

SEG7(スマートマニュファクチャリング標準化のため
のISOとの協議委員会)

SG104(スマートマニュファクチャリング戦略)

WG1(用語及び定義)

WG16(デジタルファクトリー)

WG20(製造技術測定と制御と自動操作）

（一社）日本電気計測
器工業会

IEC/TC82(太陽光発電システ
ム)

WG2(セル・モジュール)

（一社）日本電機工業
会太陽光発電標準化
総合委員会
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員長 大久保　雅隆
 エレクトロニクス・製
造

エレクトロニクス・製造領域研究戦略
部（兼）ナノエレクトロニクス研究部門

委員 神代 　暁 エレクトロニクス・製造
人事部
（兼）ナノエレクトロニクス研究部門

委員 日高　睦夫 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

委員 古瀬　充穂 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

エキスパート 委員 山崎　裕文  ＴＩＡ推進センター

エキスパート 委員 小原　春彦 エネルギー・環境 エネルギー・環境領域研究戦略部

コンビーナ 委員長 大久保　雅隆
 エレクトロニクス・製
造

エレクトロニクス・製造領域研究戦略
部（兼）ナノエレクトロニクス研究部門

IEC/TC91(電子実装技術)
プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

（一社）日本電子回路
工業会

委員 野中　一洋 エレクトロニクス・製造
エレクトロニクス・製造領域研究戦略
部（兼）製造技術研究部門

IEC/TC100(オーディオ・ビデ
オ・マルチメディアシステム及
び機器)

エキスパート
(一社)電子情報技術
産業協会

客員 佐藤　洋 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）企画本部

IEC/TC103(無線通信用送信
装置)

プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

(一社）電子情報通信
学会規格調査会

主査 黒川　悟
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 谷本　一美 エネルギー・環境 電池技術研究部門

委員 栗山　信宏 エネルギー・環境 電池技術研究部門

委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

委員 山根　昌隆 エネルギー・環境
関西センター産学官連携推進室
（兼）電池技術研究部門

委員 山根　昌隆 エネルギー・環境
関西センター産学官連携推進室
（兼）電池技術研究部門

委員 山根　昌隆 エネルギー・環境
関西センター産学官連携推進室
（兼）電池技術研究部門

エキスパート 委員 門馬　昭彦 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

エキスパート 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境 省エネルギー研究部門

委員 田中　洋平 エネルギー・環境
評価部
（兼）省エネルギー研究部門

委員 栗山　信宏 エネルギー・環境 電池技術研究部門

委員 五百蔵　勉 エネルギー・環境 電池技術研究部門

IEC/TC106(人体ばく露に関
する電界、磁界および電磁界
の評価方法)

（一社）電気学会 委員 石居　正典
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

(一社)電子情報技術
産業協会

委員長 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

オブザー
バー

高橋　達見 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

オブザー
バー

星野　聰 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

エキスパート
オブザー
バー

高橋　達見 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

エキスパート 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

エキスパート 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

コンビーナ
オブザー
バー

高橋　達見 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

エキスパート 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

委員 松山　重倫
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 松山　重倫
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 松山　重倫
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

国際議長
オブザー
バー

小野　晃 特別顧問

プロジェクト
リーダー

特別委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

委員 竹歳　尚之
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

オブザー
バー

宮本　良之 材料・化学
機能材料コンピュテーショナルデザイ
ン研究センター

オブザー
バー

藤本　俊幸
 計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

オブザー
バー

中田　功一 イノベーション推進本部

メンバー 主査 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 特別委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 吉田　郵司 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 市野　善朗
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

コンビーナ 主査 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 副主査 堀部　雅弘
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

コンビーナ 委員 栗山 信宏 エネルギー・環境　  電池技術研究部門

IEC/PC118(スマートグリッド
ユーザインターフェース)

（一社）電気学会 委員 藤木　弘之
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

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)

(一社)電子情報技術
産業協会

AG4(Chairman Advisory Group)

WG3(ナノ材料の性能)

WG7(信頼性)

WG8(カーボンナノチューブ・グラフェン）

WG11(ナノ対応エネルギー貯蔵）

（一社）ビジネス機械・
情報システム産業協
会

(一社)電子情報技術
産業協会

IEC/TC111(電気・電子機器、
システムの環境規格)

WG3(製品含有化学物質測定WG)

PT63031対応WG

(一社)電子情報技術
産業協会

IEC/TC110(電子ディスプレイ
デバイス)

HHG3(Horizontal Harmonization Group 3)

WG4(プリンタビリティ）

WG5(有機ELディスプレイ)

WG7(電子ペーパー)

WG8(フレキシブルディスプレイ)

WG9(マイクロ燃料電池　性能)

WG10(マイクロ燃料電池　互換性)

WG11(単セル試験方法)

WG13(水電解エネルギーシステム分科会)

（一社）日本電機工業
会

IEC/TC105(燃料電池)

WG10（プリント基板とその材料の測定・試験方法）

WG6(Radio on fibre Transmitter)

WG1(用語)

WG4(定置用燃料電池システム性能評価試験方法)

WG8(マイクロ燃料電池　安全)

IEC/TC90(超電導)

WG8(超電導体の電子特性の試験方法)

WG14(超電導センサ)

（一社）日本電線工業
会／IEC/TC90超電導
委員会超電導エレクト
ロニクス技術調査委
員会

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

APS 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

幹事 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 田口　研治 情報・人間工学 情報技術研究部門

SC65A(機能安全) WG17(機能安全と人的要因) エキスパート 委員 中田　亨 情報・人間工学 人工知能研究センター

SC65B(計測及び制
御機器)

WG5(温度検知機) 委員 丹波　純
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

IEC/TC76(レーザー機器の安
全性)

エキスパート

（一財）光産業技術振
興協会
IEC TC76/レーザ安全
性標準化部会

オブザー
バー

蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

IEC/TC77(EMC) （一社）電気学会 委員 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

国際議長 エキスパート 近藤　道雄 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 松原　浩司 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 大谷　謙仁 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 橋本　潤  エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 菱川　善博 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート
オブザー
バー

山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 吉田　正裕 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 棚橋 紀悟 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 櫻井　啓一郎 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

委員 増田　淳 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

委員 猪狩　真一 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

オブザー
バー

土井　卓也 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 橋本　潤 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 石居　正典
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員長 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 金子　晋久
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 藤木　弘之
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田 達司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 雨宮　邦招
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

SC86B(光部品)
WG7(光ファイバ接続部品・受
動部品)

委員 雨宮　邦招
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

WG3(光増幅器) オブザーバー 並木　周 エレクトロニクス・製造 電子光技術研究部門

WG5(ダイナミックモジュール)
プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

委員 来見田　淳也 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 客員 吉岡　正裕
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 客員 吉岡　正裕
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 嶋田　進 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 往岸　達也 エレクトロニクス・製造 製造技術研究部門

エキスパート 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 菊島　義弘 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

主査 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

MT2(小形風車設計要件分科会)

MT11（騒音測定方法）

MT12-1(風力発電性能試験方法分科会)

MT22(風力発電認証システム分科会)

IEC/TC88(風力タービン)
（一社）日本電機工業
会風力発電システム
標準化委員会

WG3(洋上風車設計要件分科会)

WG15（風力発電所の風条件に関するサイトアセスメ
ント）

PT 61400-3-2（浮体式洋上風車の設計要件）

PT 61400-12-2（ナセル風速計による風車の性能
計測方法）

MT1(風力発電設計要件分科会)

IEC/TC86(光ファイバ)

WG4(光測定器校正)

SC86C（光ファイバシ
ステム・デバイス）

(一社)電子情報通信
学会/（一財）光産業
技術振興協会

IEC/TC87(超音波）
WG6(高強度治療用超音波と集束振動子)

WG8(超音波音場計測)

(一社）電子情報技術
産業協会

WG7（集光モジュール）

IEC/TC85(電磁気量計測器)

ＭＴ23（アナログ電気計器）

WG8（保護機器用測定器）

WG20（電力品質用測定器）

（一社）電気学会

（一社）日本電気計測
器工業会

WG9（非コヒーレント光源）

SC77A(低周波EMC)

IEC/TC65(製造技術)

AhG3(スマートマニュファクチャリングアーキテク
チャー)

SEG7(スマートマニュファクチャリング標準化のため
のISOとの協議委員会)

SG104(スマートマニュファクチャリング戦略)

WG1(用語及び定義)

WG16(デジタルファクトリー)

WG20(製造技術測定と制御と自動操作）

（一社）日本電気計測
器工業会

IEC/TC82(太陽光発電システ
ム)

WG2(セル・モジュール)

（一社）日本電機工業
会太陽光発電標準化
総合委員会
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

幹事委員 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

委員 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

エキスパート 小田　正明 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

エキスパート 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

エキスパート
WG2副委員
長

小田　正明 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

WG2副委員
長

山本　典孝 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

エキスパート 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

エキスパート 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

プロジェクト
リーダー

WG4副委員
長

小笹　健仁
 エレクトロニクス・製
造

フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

IEC/TC120(電気エネルギー
貯蔵システム)

(一社)電気学会 委員 大谷　謙仁 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

IEC/TC211（地理空間情報） エキスパート 竹山　優子 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

（一社）日本電機工業
会

委員 大谷　謙仁 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

PV-OMC WG401 委員

（一社）日本電機工業
会
IECRE国内審議委員
会

委員 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

HOD 委員長 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

委員 関山　守 情報・人間工学 知能システム研究部門

委員 河合　和哉 情報・人間工学 情報技術研究部門

主査 河合　和哉 情報・人間工学 情報技術研究部門

委員 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

HOD 主査 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

委員 河合　和哉 情報・人間工学 情報技術研究部門

エキスパート 戸村　哲 環境安全本部

WG24(小規模組織のソフト
ウェアライフサイクル）

エキスパート 委員 錦見　美貴子 情報・人間工学 情報技術研究部門

SC22（プログラミング
言語、その環境及び
システムソフトウェア
インタフェース）

ECMA Script Ad Hoc 委員 田中　哲 情報・人間工学 情報技術研究部門

SC24(コンピュータグ
ラフィックス，画像処
理及び環境データ表
現)

WG9(拡張現実世界の概念と
参照モデル)

プロジェクトエ
ディタ

委員 蔵田　武志 情報・人間工学 人間情報研究部門

HOD 委員長 渡邊　創 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）情報技術研究部門

オブザーバ 寳木 和夫 情報・人間工学 情報技術研究部門

IoT向け軽量暗号に関する国
際標準化専門委員会

委員 吉田　博隆 情報・人間工学 情報技術研究部門

プロジェクトエ
ディタ

委員 古原　和邦 情報・人間工学 企画本部（兼）情報技術研究部門

プロジェクトエ
ディタ

委員 吉田　博隆 情報・人間工学 情報技術研究部門

プロジェクトコ
エディタ

エキスパート 辛　星漢 情報・人間工学 情報技術研究部門

委員 渡邊　創 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）情報技術研究部門

プロジェクトエ
ディタ

委員 坂根 広史 情報・人間工学 情報技術研究部門

プロジェクトエ
ディタ

エキスパート 山田　朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

WG5（アイデンティティ管理と
プライバシー技術）

プロジェクトエ
ディタ

委員 山田　朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

SC29(音声、画像、マ
ルチメディア、ハイ
パーメディア情報符
号化)

WG1(静止画像符号化) エキスパート 委員 坂無　英徳 情報・人間工学 人工知能研究センター

（一社）情報処理学会

（一社）情報処理学会

ISO/IEC/JTC1

SC27(セキュリティ技
術)

WG2(暗号とセキュリティメカ
ニズム)

WG3（セキュリティの評価・試
験・仕様）

WG7 (センサネットワーク）

WG9（ビッグデータ）

WG10（インターネットオブシングズ）

JAG (JTC 1 Advisory Group)

SWG Directives（ディレクティブズ）

SC7(ソフトウェアおよ
びシステム技術)

(一社)電子情報技術
産業協会

IEC/TC119(プリンテッドエレ
クトロニクス)

CAG

WG1(terminology)

WG2(material)

WG3(equipment)

WG4(Printabilty)

ISO/IEC/JTC1（情報技術）

WG2（ユニットパラメータと試験法）

WG6（リモートセンシング画像センサの校正検証）

IEC/IECRE（再生可能エネル
ギー）
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

HoD 委員長 関　喜一 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG5(文化及び言語適合性)
プロジェクトエ
ディタ

委員 関　喜一 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG6(ユーザインタフェースア
クセシビリティ)

プロジェクト
リーダー、エキ
スパート

委員 大山　潤爾 情報・人間工学 人間情報研究部門

WG8（ User interfaces for
remote interactions）

委員 大岩　寛 情報・人間工学 情報技術研究部門

HOD 委員長 山田　朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

委員 大塚 玲 情報・人間工学 情報技術研究部門

WG2(バイオメトリックテクニカ
ルインタフェース）

プロジェクトエ
ディタ

委員 山田　朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

WG3（バイオメトリックデータ
交換フォーマット）

委員 大塚 玲 情報・人間工学 情報技術研究部門

WG4（バイオメトリックシステ
ムの技術的実装）

HOD 主査 山田 朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

WG5（バイオメトリック技術の
試験及び報告）

コエディタ エキスパート 大木　哲史 情報・人間工学 情報技術研究部門

WG6（バイオメトリクスに関わ
る社会的課題）

HOD 主査 山田 朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

SC38(分散アプリケー
ションプラットフォーム
及びサービス)

エキスパート 委員 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

SC39(ＩＴの及びＩＴに
よるサステナビリティ)

WG1(Resource Efficient
Data Centres)

エキスパート
（一社）電子情報技術
産業協会

委員 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

ASTM International D 18(Soil and Rock)
Committee
member

張　銘
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

ASTM International E
50(Environmental
Assessment, Risk
Management and Corrective

Committee
member

張　銘
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

ASTM International E
63(Human Resource
Management)

Committee
member

張　銘
地質調査総合セン
ター

地圏資源環境研究部門

CIE/JTC2(光度単位カンデラ
の現示方法)

委員
（一社）日本照明委員
会（JCIE）
第2部会国内委員会

委員長 蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

CIE/JTC5(CIE
S009/IEC62471の見直し)

共同議長（Co-
Chair）

（一社）日本照明委員
会（JCIE）
JTC5特別技術委員会

委員長 蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

CIE/JTC8(光・照明用語) 委員
（一社）日本照明委員
会（JCIE）
技術運営委員会

委員長 蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

副幹事 委員長 伊藤　納奈 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

レポーター 委員 氏家　弘裕 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

副幹事 委員長 伊藤　納奈 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 幹事 坂本　隆 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 委員 坂本　隆 情報・人間工学 人間情報研究部門

CIE/Division1(視覚と色)およ
びDivision4（交通用の照明と
信号）

副委員長 委員 坂本　隆 情報・人間工学 人間情報研究部門

副部会長、
日本代表委員

委員長 蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 神門　賢二
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 委員 神門　賢二
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 委員 木下　健一
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司 計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 委員 木下　健一
計量標準総合セン
ター

物理計測標準研究部門

委員 伊藤　納奈 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 佐川　賢 情報・人間工学 人間情報研究部門

委員 委員
Biggs
Geoffrey

情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 委員 安藤　慶昭 情報・人間工学
ロボットイノベーション研究センター
（兼）知能システム研究部門

（一社）組込みシステ
ム技術協会

OMG/Hardware Abstraction
Layer for Robotic Technology
(HAL4RT) Finalization Task-
force

OMG(Object Management Group)

CIE/Division1(視覚と色)

JTC（Revision of CIE 143: 2001）

CIE/Division2(光と放射の物
理測定)

（一社）日本照明委員
会（JCIE）
第2部会国内委員会

TC2-49(閃光灯の測光)

TC2-63(ハイパワーLEDの光学測定)

TC2-69(CIEにおける照度計・輝度計の性能クラス
分け)

TC2-74(光源のゴニオ分光放射測定)

TC2-79（積分球に基づく測光および分光放射測定）

R1-66(ダイナミックなまたはステレオの映像による
健康への影響)

TC1-84(目立ちの視野)
（一社）日本照明委員
会（JCIE）第1部会国
内委員会

TC1-89(色覚障がい者向け画像強調)

（一社）情報処理学会

TC2-87(320nmから420nmの広帯域紫外LEDの放
射測定)

CIE/Division3(屋内環境と照
明設計)

（一社）日本照明委員
会（JCIE）
第3部会国内委員会

TC3-44(高齢者および視覚障害者のための照明)

TC1-60(コントラスト感度関数)

TC1-61(色のカテゴリマップ)

ASTM International（米国試験材料協会)

CIE(国際照明委員会)

ISO/IEC/JTC1

SC35(ユーザインター
フェース)

SC37（バイオメトリク
ス）

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

幹事委員 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

委員 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

エキスパート 小田　正明 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

エキスパート 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

エキスパート
WG2副委員
長

小田　正明 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

WG2副委員
長

山本　典孝 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター

エキスパート 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

エキスパート 鎌田　俊英 エレクトロニクス・製造
フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

プロジェクト
リーダー

WG4副委員
長

小笹　健仁
 エレクトロニクス・製
造

フレキシブルエレクトロニクス研究セ
ンター
（兼）電子光技術研究部門

IEC/TC120(電気エネルギー
貯蔵システム)

(一社)電気学会 委員 大谷　謙仁 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

IEC/TC211（地理空間情報） エキスパート 竹山　優子 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

（一社）日本電機工業
会

委員 大谷　謙仁 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

PV-OMC WG401 委員

（一社）日本電機工業
会
IECRE国内審議委員
会

委員 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

HOD 委員長 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

委員 関山　守 情報・人間工学 知能システム研究部門

委員 河合　和哉 情報・人間工学 情報技術研究部門

主査 河合　和哉 情報・人間工学 情報技術研究部門

委員 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

HOD 主査 伊藤　智 情報・人間工学 情報・人間工学領域研究戦略部

委員 河合　和哉 情報・人間工学 情報技術研究部門

エキスパート 戸村　哲 環境安全本部

WG24(小規模組織のソフト
ウェアライフサイクル）

エキスパート 委員 錦見　美貴子 情報・人間工学 情報技術研究部門

SC22（プログラミング
言語、その環境及び
システムソフトウェア
インタフェース）

ECMA Script Ad Hoc 委員 田中　哲 情報・人間工学 情報技術研究部門

SC24(コンピュータグ
ラフィックス，画像処
理及び環境データ表
現)

WG9(拡張現実世界の概念と
参照モデル)

プロジェクトエ
ディタ

委員 蔵田　武志 情報・人間工学 人間情報研究部門

HOD 委員長 渡邊　創 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）情報技術研究部門

オブザーバ 寳木 和夫 情報・人間工学 情報技術研究部門

IoT向け軽量暗号に関する国
際標準化専門委員会

委員 吉田　博隆 情報・人間工学 情報技術研究部門

プロジェクトエ
ディタ

委員 古原　和邦 情報・人間工学 企画本部（兼）情報技術研究部門

プロジェクトエ
ディタ

委員 吉田　博隆 情報・人間工学 情報技術研究部門

プロジェクトコ
エディタ

エキスパート 辛　星漢 情報・人間工学 情報技術研究部門

委員 渡邊　創 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）情報技術研究部門

プロジェクトエ
ディタ

委員 坂根 広史 情報・人間工学 情報技術研究部門

プロジェクトエ
ディタ

エキスパート 山田　朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

WG5（アイデンティティ管理と
プライバシー技術）

プロジェクトエ
ディタ

委員 山田　朝彦 情報・人間工学 情報技術研究部門

SC29(音声、画像、マ
ルチメディア、ハイ
パーメディア情報符
号化)

WG1(静止画像符号化) エキスパート 委員 坂無　英徳 情報・人間工学 人工知能研究センター

（一社）情報処理学会

（一社）情報処理学会

ISO/IEC/JTC1

SC27(セキュリティ技
術)

WG2(暗号とセキュリティメカ
ニズム)

WG3（セキュリティの評価・試
験・仕様）

WG7 (センサネットワーク）

WG9（ビッグデータ）

WG10（インターネットオブシングズ）

JAG (JTC 1 Advisory Group)

SWG Directives（ディレクティブズ）

SC7(ソフトウェアおよ
びシステム技術)

(一社)電子情報技術
産業協会

IEC/TC119(プリンテッドエレ
クトロニクス)

CAG

WG1(terminology)

WG2(material)

WG3(equipment)

WG4(Printabilty)

ISO/IEC/JTC1（情報技術）

WG2（ユニットパラメータと試験法）

WG6（リモートセンシング画像センサの校正検証）

IEC/IECRE（再生可能エネル
ギー）
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

OMG/Robotic Interaction
Service Framework
Finalization Task Force (RoIS
FTF)

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学 人間情報研究部門

OMG/Robotics Domain Task
Force (Robotics-DTF)

共同議長 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 委員
Biggs
Geoffrey

情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 委員 安藤　慶昭 情報・人間工学
ロボットイノベーション研究センター
（兼）知能システム研究部門

OMG/Robotics Domain Task
Force (Robotics-DTF)/
Robotic Functional Service
Working Group

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学 人間情報研究部門

共同議長 田口　研治 情報・人間工学 情報技術研究部門

委員 委員
Biggs
Geoffrey

情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

SEMI/3DS-IC Global
Technical Committee

3DS-IC JPN TC
Chapter

Co-leader 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

SEMI/Assembly ＆ Packaging
Global Technical Committee

Japan TC Chapter メンバー 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

GCS member
SEMI PV Technical
Committee Japan
Chapter

共同議長 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

Global Member
Japan PV Materials
Committee

共同議長 福田　哲生 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

SEMI スタンダード委員会 PV Material　Taskforce
スタンダード委
員

SEMIジャパン
PV Material
T kf

委員 棚橋 紀悟 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

SEMI/International Standard
Committee

SEMI Japan Regional
Standard Committee

MAL 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

SEMI/STS Programing
Committee

SemiconJapan STS
Package Program委員
会

Co-leader 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

TDG/GHS 小委員会 エキスパート
(社)全国火薬類保安
協会

国際化対応
委員

薄葉　州 エネルギー・環境 安全科学研究部門

VAMAS 日本代表委員 藤本　俊幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

VAMAS/TWA28(合成ポリ
マーの分析法)

議長 委員 衣笠　晋一
計量標準総合セン
ター

計量標準普及センター

OIML(国際法定計量機関）

委員 高辻　利之
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 小谷野　泰宏
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 三倉　伸介
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 神長　亘
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

主査 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 三倉　伸介
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 神長　亘
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員長 小谷野　泰宏
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 三倉　伸介
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 神長　亘
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

OIML/TC3(計量規則)
（一財）日本計量機器
工業連合会

委員 田中　秀幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

主査 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 長野　智博
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 井上　太
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

UN-TDG（国連危険物輸送）/GHS(化学品の分類と表示に関する世界調和システム)専門家委員

VAMAS国際運営委員会

VAMAS国内対応委員
会

SEMI/Global PV Materials
Committee

（一社）日本ロボット工
業会

OMG/System Assurance
Platform Task Force

SEMI （Semiconductor Equipments and Materials International）

OMG/Robotics Domain Task
Force (Robotics-DTF)
/Infrastructure Working
Group

国際法定計量調査研
究委員会

国際法定計量調査研
究委員会
計量器証明書分科会

OIML/TC1(用語)、TC2（計量単位）、TC3（計量規則）、TC4（標準器、校正及び検
定装置）

国際法定計量調査研
究委員会
計量規則等作業委員
会

国際法定計量調査研
究委員会
不確かさ分科会

OIML MAA（型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み）制度および基本証明書制
度
OIML-CSのための新しい基本文書(Bxx)

OIML

SC5(適合性評価)

OIML/TC3(計量規則)/SC5(適合性評価) 新規 D文書「法定計量における適合性
評価の際の測定の不確かさの役割」
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員 三倉　伸介
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 長野　智博
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 高橋　豊
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 薊　裕彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 高橋　豊
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 原田　克彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

（一財）日本計量機器
工業連合会

主査 渡邊　宏
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門
（兼）工学計測標準研究部門

主査 小谷野　泰宏
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 大谷　怜志
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

（一財）日本計量機器
工業連合会

委員 田中　秀幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 原田　克彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 堀越　努
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員長 三倉　伸介
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 植木　正明
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 薊　裕彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 大谷　怜志
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 長野　智博
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員長 神長　亘
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 戸田　邦彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 菅谷　美行
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 島田　正樹
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 菅谷　美行
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 島田　正樹
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 伊藤　武
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 島田　正樹
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 菅谷　美行
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 藤本　安亮
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 島田　正樹
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森岡　敏博
計量標準総合セン
ター

 イノベーション推進本部
（兼）工学計測標準研究部門

委員 伊藤　武
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 島田　正樹
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 高辻　利之
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 寺尾　吉哉
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森岡　敏博
計量標準総合セン
ター

 イノベーション推進本部
（兼）工学計測標準研究部門

委員 小谷野　泰宏
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 神長　亘
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森岡　敏博
計量標準総合セン
ター

 イノベーション推進本部
（兼）工学計測標準研究部門

委員 三倉　伸介
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 薊　裕彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 長野　智博
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 孫　建新
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員長 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 大 串　浩 司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 藤田　佳孝
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 尾藤　洋一
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 井上　太
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 戸田　邦彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

SC2(ソフトウェア)

国際法定計量調査研
究委員会
電子化計量器作業委
員会

国際法定計量調査研
究委員会
ＣＮＧ・水素エネル
ギー分科会

国際法定計量調査研
究委員会
水素燃料計量システ
ム国内委員会

国際法定計量調査研
究委員会
質量計用ロードセル分
科会

国際法定計量調査研
究委員会
計量器作業委員会

OIML/TC8/SC7/R139（自動車用圧縮ガス燃料計量システム）

OIML/TC9/R60（ロードセルの計量規定）

OIML/TC7（長さ関連量の計量器）、
TC7/SC1（長さ計）、SC3（面積の測定, 道路運送車両計量器）、
TC9/SC4（密度計）、
TC10（圧力・力及び関連量の計量器）、
TC11/SC1（抵抗温度計）、SC2（接触温度計）、
TC17/SC5（粘度の測定）

国際法定計量調査研
究委員会
体積計作業委員会

国際法定計量調査研
究委員会
燃料油メーター分科会

国際法定計量調査研
究委員会
水道メーター分科会

国際法定計量調査研
究委員会
ガスメーター分科会

OIML/TC7/SC5（形状測定器）、TC9/SC1（非自動はかり）、SC2（自動はかり）、
SC3（分銅）

国際法定計量調査研
究委員会
質量計作業委員会

OIML/TC8（流体量の測定）、TC8/SC1（静的体積・質量測定）、 SC6（低温液体の
計量）

OIML/TC8/SC3（水以外の液体の動的体積・質量測定）

OIML/TC8/SC5（水道メーター）

OIML/TC8/SC7（ガスメータリング）

OIML/TC6（包装商品）

国際法定計量調査研
究委員会
包装商品分科会

国際法定計量調査研
究委員会
タクシーメーター分科
会

OIML/TC7/SC4/R21（タクシーメーター）

OIML/TC5（計量器に関する
一般要求事項）

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

OMG/Robotic Interaction
Service Framework
Finalization Task Force (RoIS
FTF)

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学 人間情報研究部門

OMG/Robotics Domain Task
Force (Robotics-DTF)

共同議長 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学
情報・人間工学領域研究戦略部
（兼）知能システム研究部門

委員 委員
Biggs
Geoffrey

情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

委員 委員 安藤　慶昭 情報・人間工学
ロボットイノベーション研究センター
（兼）知能システム研究部門

OMG/Robotics Domain Task
Force (Robotics-DTF)/
Robotic Functional Service
Working Group

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学 人間情報研究部門

共同議長 田口　研治 情報・人間工学 情報技術研究部門

委員 委員
Biggs
Geoffrey

情報・人間工学 ロボットイノベーション研究センター

SEMI/3DS-IC Global
Technical Committee

3DS-IC JPN TC
Chapter

Co-leader 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

SEMI/Assembly ＆ Packaging
Global Technical Committee

Japan TC Chapter メンバー 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

GCS member
SEMI PV Technical
Committee Japan
Chapter

共同議長 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

Global Member
Japan PV Materials
Committee

共同議長 福田　哲生 エネルギー・環境 再生可能エネルギー研究センター

SEMI スタンダード委員会 PV Material　Taskforce
スタンダード委
員

SEMIジャパン
PV Material
T kf

委員 棚橋 紀悟 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

SEMI/International Standard
Committee

SEMI Japan Regional
Standard Committee

MAL 山道　正明 エネルギー・環境 太陽光発電研究センター

SEMI/STS Programing
Committee

SemiconJapan STS
Package Program委員
会

Co-leader 島本　晴夫 エレクトロニクス・製造 ナノエレクトロニクス研究部門

TDG/GHS 小委員会 エキスパート
(社)全国火薬類保安
協会

国際化対応
委員

薄葉　州 エネルギー・環境 安全科学研究部門

VAMAS 日本代表委員 藤本　俊幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

VAMAS/TWA28(合成ポリ
マーの分析法)

議長 委員 衣笠　晋一
計量標準総合セン
ター

計量標準普及センター

OIML(国際法定計量機関）

委員 高辻　利之
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 小谷野　泰宏
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 三倉　伸介
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 神長　亘
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

主査 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 三倉　伸介
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 神長　亘
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員長 小谷野　泰宏
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 三倉　伸介
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 神長　亘
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

OIML/TC3(計量規則)
（一財）日本計量機器
工業連合会

委員 田中　秀幸
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

主査 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 長野　智博
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 井上　太
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

UN-TDG（国連危険物輸送）/GHS(化学品の分類と表示に関する世界調和システム)専門家委員

VAMAS国際運営委員会

VAMAS国内対応委員
会

SEMI/Global PV Materials
Committee

（一社）日本ロボット工
業会

OMG/System Assurance
Platform Task Force

SEMI （Semiconductor Equipments and Materials International）

OMG/Robotics Domain Task
Force (Robotics-DTF)
/Infrastructure Working
Group

国際法定計量調査研
究委員会

国際法定計量調査研
究委員会
計量器証明書分科会

OIML/TC1(用語)、TC2（計量単位）、TC3（計量規則）、TC4（標準器、校正及び検
定装置）

国際法定計量調査研
究委員会
計量規則等作業委員
会

国際法定計量調査研
究委員会
不確かさ分科会

OIML MAA（型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み）制度および基本証明書制
度
OIML-CSのための新しい基本文書(Bxx)

OIML

SC5(適合性評価)

OIML/TC3(計量規則)/SC5(適合性評価) 新規 D文書「法定計量における適合性
評価の際の測定の不確かさの役割」
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット国際標準関連機関　TC/SC名称等 国内審議委員会

委員 神長　亘
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 伊藤　武
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 島田　正樹
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

国際法定計量調査研
究委員会
放射温度計測分科会

委員 原田　克彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 大田　明博
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 堀越　努
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

国際法定計量調査研
究委員会
放射線計量器作業委
員会

委員 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

 
（一財）日本計量機器
工業連合会

委員長 井原　俊英
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

国際法定計量調査研
究委員会
濃度計分科会

委員 分領　信一
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

環境・分析計量器作
業委員会

委員 分領　信一
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

 委員長 井原　俊英
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 下坂　琢哉
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 沼田　雅彦
計量標準総合セン
ター

物質計測標準研究部門

委員 神長　亘
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 戸田　邦彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 井上　太
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

OIML/TC17/SC7（呼気試験
機）

国際法定計量調査研
究委員会
呼気試験機分科会

委員 戸田　邦彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 小畠　時彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 分領　信一
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 分領　信一
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 西川　賢二
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 小畠　時彦
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 森中　泰章
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

委員 上田　雅司
計量標準総合セン
ター

工学計測標準研究部門

メンバー 齋藤　則生
計量標準総合セン
ター

分析計測標準研究部門

ITU-T コネクテッド・カー専門委員会 委員 吉田　博隆 情報・人間工学 情報技術研究部門

ITU-T セキュリティ専門委員会 委員 吉田　博隆 情報・人間工学 情報技術研究部門

ICRU（国際放射線単位測定委員会）

ITU (国際電気通信連合）

SG17(電気通信セ
キュリティ)

（一社）情報通信技術
委員会

OIML/TC18（医療用計量器）、
TC18/SC4（医療用電子計量器）、 SC5（医学研究用計測器）

国際法定計量調査研
究委員会
眼圧計分科会

国際法定計量調査研
究委員会
血圧計分科会

国際法定計量調査研
究委員会
体温計分科会

OIML/TC18（医療用計量器）

OIML/TC18/SC1（血圧計）

OIML/TC18/SC2（体温計）

国際法定計量調査研
究委員会
医療用計量器作業委
員会

国際法定計量調査研
究委員会
水分計測分科会

OIML/TC16/SC1/R143（定置型連続式二酸化硫黄測定器）、 R144（定置型連続
式一酸化炭素・窒素酸化物測定器）

OIML/TC16（汚染度計量器）、
TC17（物理化学測定器）、
TC17/SC2（糖度計）、SC3（pH計）、 SC4（導電率の測定）、SC6 （ガス分析計）

OIML/TC17/SC1（水分計）、SC8 （農産物の品質分析機器）

OIML/TC16（汚染度計量器）

国際法定計量調査研
究委員会
積算熱量計分科会

国際法定計量調査研
究委員会
音響振動計量器作業
委員会

OIML/TC11（温度及び関連量の計量器）

OIML/TC11/SC3（放射温度計）

OIML/TC13（音響及び振動の計量器）

OIML/TC15 電離性放射線の計量器

OIML/TC17（物理・化学計測
機器）

 

SC 7（証拠用呼気アルコール分析計）

SC1（穀物水分計）及びSC8（穀物タンパク質計）

（一財）日本計量機器
工業連合会

参　考　４
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（一財）日本計量機器
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TC18/SC4（医療用電子計量器）、 SC5（医学研究用計測器）
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国際法定計量調査研
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音響振動計量器作業
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機器）

 

SC 7（証拠用呼気アルコール分析計）

SC1（穀物水分計）及びSC8（穀物タンパク質計）

（一財）日本計量機器
工業連合会

                 
  

 国際標準化活動に係る実績 

                                                ＊エキスパート活動実施者数には、プロジェクトリーダー等を含む。 
 
 
 
 

 

 

平成 28 年度において、317 名が国際標準化委員会へエキスパートとして参画した。

また、国際標準化委員会へ 48 名が役職者として参画した。 

国際・国内標準の提案に係る実績 

平成 28 年度において、国際標準 16 件、国内標準 7 件、計 23 件を提案した。 
（平成 28 年度は平成 29 年 1 月 31 日時点） 
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