
Ⅱ．平成29年度の主なトピックス



 

Ⅱ.1 平成２９年度工業標準化事業表彰を受賞 

 平成 29年 10月 20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）」を田尾 博明（四国センター 所長）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）」を伊藤 日出男（東北センタ

ー 所長代理）、兵藤 行志（情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長）お

よび廣瀬 志弘（生命工学領域 健康工学研究部門 生体材料研究グループ 上級主任研

究員）が、「国際標準化奨励者表彰（産業技術環境局長表彰）」を保高 徹生（企画本部 総

合企画室 企画主幹 兼 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）がそれぞれ受賞しました。 

 併せて、国際電気標準会議（IEC）による IEC1906賞を野中 一洋（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 イノベーションコーディネータ）が

受賞しました。 

 経済産業省が主催する工業標準化事業表彰式は、平成 29年 10月 23日に東京都千代田区

のホテルニューオータニ東京にて行われました。 

 

受賞者写真 

(左から伊藤 日出男 所長代理、田尾 博明 所長、野中 一洋 IC、廣瀬 志弘 上級主任

研究員、保高 徹生 企画主幹) 
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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） 

 

田尾 博明（四国センター 所長） 

 工場排水試験方法等の環境測定 JIS 及び分析化学用語等の分析化学関連 JIS の制定・

改正を委員長等として長年主導。また、ISO/TC146（大気の質）及び TC147(水質)のコンビ

ーナとして国際標準化を推進するとともに、TC147 国内審議委員会委員長として国内意見

を集約し、分析技術の国際的普及に貢献。これらの活動により、環境保全・循環型社会形

成に大きな役割を果たし、環境計測産業の国際的産業競争力強化に貢献。 

 

 

 

 

国際標準化貢献者表彰（産業技術環境局長表彰） 

 

伊藤 日出男（東北センター 所長代理） 

 IEC/TC86(ファイバオプティクス)/TC91(電子実装技術)/JWG9（光実装部品）のセクレタ

リ、コンビーナとして、日本が強みとする光電子実装技術の標準規格の出版・維持、国際

及び国内の委員会の運営など日本が主導した標準確立に貢献。 

 

兵藤 行志（情報・人間工学領域 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）のエキスパート、同 SC8/WG2

（一般通則）のコンビーナ、プロジェクトリーダーとして、ISO10880:2017（試験方法通則）

の提案から制定までを主導し、ISO 10878:2013 （用語）、ISO18251-1:2017（システム性能

表記）など当該 SC での全 ISO 規格策定に貢献。より広範な非破壊試験に赤外線サーモグ

ラフィ技術が適切に信頼性高く応用されるよう、国内外の赤外線サーモグラフィ試験に関

する標準化の一体的な推進に貢献。 

 

廣瀬 志弘（生命工学領域 健康工学研究部門 生体材料研究グループ 上級主任研究員） 

 ISO/TC150（外科用インプラント）/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再生医療評価技術に関する世界初の規格 ISO/TR 16379（再生医療製品

-DT(拡散テンソル)及び MR 画像を用いる関節軟骨の異方性構造の評価）の制定を主導する

など再生医療産業の創出・発展に貢献。 

 

国際標準化奨励者表彰（産業技術環境局長表彰） 

 

保高 徹生（企画本部 総合企画室 企画主幹 兼 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）  

 ISO/TC190(地盤環境)/SC7(土及び現地評価)/WG6(溶出試験)のプロジェクトリーダーと

して ISO/TS21268-3（上向流カラム通水試験）について、日本の産業界の意向に沿った方法

論の追記と恒常的な更新に尽力。同 WG6 のエキスパートとして SO/TS21268-2（バッチ溶出

試験）の ISO 化と国内規格との整合化に尽力。また、水中の放射性セシウムのモニタリン

グ技術に関する国内検討委員会及び、IAEA（国際原子力機関）との連携の下、国際精度評

価試験の実施や各種モニタリング技術に関する技術資料作成等にも貢献。 

 

国際電気標準会議(IEC) 1906賞 

 

野中 一洋（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 イ

ノベーションコーディネータ） 

推薦された TC等：TC91 (電子実装技術) 

受賞者と主な功績
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Ⅱ.2 第 15 回産学官連携功労者表彰において産総研が経済

産業大臣賞（2 件）を受賞 

 第 15 回産学官連携功労者表彰において、国立研究開発法人産業技術総合研究所【理事長 

中鉢 良治】(以下、「産総研」という)は、経済産業大臣賞（2件）を受賞し、9月 1日に東

京ビッグサイトにて表彰式が行われました。 

 産学官連携功労者表彰は、企業、大学、公的研究機関等の産学官連携活動において、大

きな成果を収め、あるいは先導的な取組を行う等、産学官連携活動の推進に多大な貢献を

した優れた成功事例に関し、その功績を称えることで我が国の産学官連携活動の更なる進

展に寄与することを目的に、平成 15 年より行われています。 

 

 

受賞者と受賞理由 

 

経済産業大臣賞 

 

 

「国際標準化による樹脂/金属異種材料接合体の海外事業展開」 

 

 

 

Ⅱ．２　第 15 回産学官連携功労者表彰において
産総研が経済産業大臣賞（2 件）を受賞

堀内 伸（国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門 上級主任研究員：写真

中央） 

成富 正徳（大成プラス株式会社 会長） 

 

（受賞理由） 

 大成プラス（株）が開発した樹脂/金属異種材料の接合技術について、産総研が中心とな

って強度評価手法を国際規格化したことで、海外展開や大手顧客による採用検討が急速に

進んだ。異種材料の接合技術が大きく発展し、各分野でイノベーションが生起され、自動

車、携帯電話インフラ機器分野で軽量化、省エネ化、高耐久化、設計自由度が拡大。（経済

産業省 HPより） 

 

 

「ロボットOS「RTミドルウェア」の研究開発と標準化」 

 

安藤 慶昭（国立研究開発法人産業技術総合研究所ロボットイノベーション研究センター 

研究チーム長：写真右から二番目） 

一般社団法人日本ロボット工業会 ロボットビジネス推進協議会 

公益社団法人計測自動制御学会 SI部門 RTシステムインテグレーション部会 

 

（受賞理由） 

ロボット OS「RTミドルウェア」を開発し、自由度の高いロボット制御を実現可能とした。

仕様のオープン化・国際標準化、学会による研究開発と人材育成、ビジネス利用への継続

的な議論を通じて、国内のロボットシステム開発に大きく寄与した。（経済産業省 HPより） 
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Ⅱ.3 インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティ

ブと産業技術総合研究所が包括連携協定を締結－スマート

製造の実現に向けた連携・協力の推進－ 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】（以下「産総研」という）

と、一般社団法人 インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ【理事長 西岡 靖

之】（以下「IVI」という）とは、スマート製造の実現に向けた連携・協力に関する協定（以

下「本協定」という）を平成 30 年 3月 5日に締結しました。 

 

産総研は、さまざまな機器を連携させる「つながる工場」の構築を産総研 臨海副都心セ

ンターで進めているところです。本協定に基づき、産総研と IVIは、この「つながる工場」

を中心的な拠点として、IoT（Internet of Things）を活用したスマート製造の推進に向け

た連携・協力活動を進めます。200社を超える IVI参画企業によるさまざまなユースケース

に対して、「つながる工場」を利用して産総研シーズ技術を適用します。そして、個別の要

素技術を連携させることによって、課題解決や価値創出を実現するための研究開発を推進

します。また、これらの活動の中から得られた成果をもとに、スマート製造展開のために

標準化が必要とされる技術を特定し、その規格策定と国際標準化活動を進めます。 

 

本協定の締結により、官民一体となって、スマート製造の実現に向けた国家プロジェク

トの推進や国際標準化活動の活性化を図り、わが国の産業振興に寄与することを目指しま

す。 

 

経緯 

 

ドイツ提唱の Industry 4.0、米国の IIC（Industrial Internet Consortium）などの活

動が進む中、日本でも IoT を活用したスマート製造を実現するための活動が展開されてい

ます。産総研では、さまざまな機器を連携させる「つながる工場」を産総研 臨海副都心セ

ンターに構築し、スマート製造実現へ向けた実験環境として活用するための施設整備を進

めています。これと並行して、異なる機器や設備の間でデータを共有するためのルールを

定める国際標準化活動にも主導的に取り組んでいます。 

 

また、IVI は、日本の製造業のゆるやかな連携を基本的な考えとして持ち、参画する各

Ⅱ．３　産業界との連携

インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブと
産業技術総合研究所が包括連携協定を締結

－スマート製造の実現に向けた連携・協力の推進－

企業が抱えている課題の中で、単独で解決することが困難な問題を複数企業が共同で解決

するためのサポートを実施しています。標準化に関する活動についても、スマート製造に

おける構成要素や標準化のあり方をモデル化したインダストリアル・バリューチェーン・

リファレンス・アーキテクチャー（IVRA）の発信などを進めています。そして、産総研と

IVIは、それぞれのメンバーが互いの活動に参加するなど、個人レベルでの情報交換や意見

交換、連携活動を行ってきました。 

 

このような背景のもと、組織としての連携体制を構築することによって、研究開発、産

業界における課題解決、そして国際標準化活動をより一層推進するために、本協定を締結

することとなりました。産総研と IVI は、官民一体となって、わが国におけるスマート製

造の実現に向けて寄与することを目指します。 

 

具体的な連携・協力内容 

 

1. 「つながる工場」を利用して、産総研が持つ加工、計測、ロボット、情報、知識処理

などの技術を、IVIが有する多様なユースケースに適用することで、異なる技術の連携

から新たな価値を生み出すスマート製造の研究開発を推進します。 

2. 「つながる工場」を利用したユースケースの実証実験に基づいて、標準化すべき協調

領域と秘匿すべき競争領域を整理し、協調領域に関わる技術や規格の国際標準提案を

行います。 

3. これらの研究開発をベースとして、コネクテッドインダストリーズ（Connected 

Industries）を実現するための国家プロジェクト事業への共同提案を行います。 

 

（産総研公式 HP 2018年 3月 7日プレスリリースより） 
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①腰補助用装着型身体アシストロボットに関するJIS化 

CYBERDYNE株式会社 茨城県つくば市 

 腰補助用装着型身体アシストロボットは重労働の身体への負担を大きく軽減するため、建築、物
流等の産業分野のみならず介護、家事等の幅広い分野で活用されています。これまではメーカー毎
に独自の方法で製品の性能が示されていたため、製品比較の基準がありませんでしたが、評価方
法を標準化することで製品の公正な比較が可能となり、消費者の製品選択が容易になります。  
 CYBERDYNE株式会社が中心となり、新市場創造型標準化制度に提案、採択され、JIS原案作成
委員会に株式会社イノフィス、株式会社ATOUN、産総研が加わり、JISを提案・審議し、平成29年10
月20日付でJIS B 8456-1（生活支援ロボット－第１部：腰補助用装着型身体アシストロボット）が制
定されました。 
  

資料提供  

Ⅱ.4 企業との連携事例 新市場創造型標準化制度の活用 

本制度のもと産総研の知見を活かし、企業と共にJIS化を終了した又は審議中の５件を 
ご紹介します。 

Prof. Sankai, University of Tsukuba 
/ CYBERDYNE Inc. 

© 2017 ATOUN Inc. 

CYBERDYNE（株） 
ロボットスーツHAL®作業支援用/
介護支援用（腰タイプ） 

（株）イノフィス 
腰補助用マッスルスーツ 

（株）ATOUN 
パワーアシストスーツATOUN 
MODEL A 
 

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 mm  

 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JIS B2420-1が平成30年3月20日に制定されま
した。 
 産総研は、測定評価などへの協力を通して、標準化に協力
しました。 

資料提供 ケーイーエフ（株） 

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

株式会社ベテル 茨城県石岡市 

③放熱性シート材料（グラファイトシート）の熱拡散率の測
定方法（スポット周期加熱放射測温法）に関するJIS化 

放熱用グラファイトシートは、スマートフォンなどの電子機器
の内部において、部品の熱を放散し、機器が安全に動作する
ために必須の部材である。株式会社ベテルは、株式会社常
陽銀行を標準化活用支援パートナーとして新市場創造型標
準化制度を活用し、放熱用グラファイトシートの特性評価手
法のJIS化を進めている。本JISで用いられる評価手段には、
産総研が技術移転し、ベテル社が実用化したレーザスポット
周期加熱放射測温法（製品名Thermowave Analyzer、右図）
が用いられる。 
産総研はJIS原案作成委員として参画し、JIS原案「放熱用グ
ラファイトシートのレーザスポット周期加熱放射測温法による
熱拡散率の求め方」がまとめられた。原案は日本規格協会に
おいて校正作業を実施している。 

資料提供 （株）ベテル 

 

Ⅱ．４　企業との連携事例「新市場創造型標準化制度」の活用

①腰補助用装着型身体アシストロボットに
関するJIS化 

CYBERDYNE株式会社 茨城県つくば市 

 腰補助用装着型身体アシストロボットは重労働の身体への負担を大きく軽減するため、建築、物
流等の産業分野のみならず介護、家事等の幅広い分野で活用されています。これまではメーカー毎
に独自の方法で製品の性能が示されていたため、製品比較の基準がありませんでしたが、評価方
法を標準化することで製品の公正な比較が可能となり、消費者の製品選択が容易になります。  
 CYBERDYNE株式会社が中心となり、新市場創造型標準化制度に提案、採択され、JIS原案作成
委員会に株式会社イノフィス、株式会社ATOUN、産総研が加わり、JISを提案・審議し、平成29年10
月20日付でJIS B 8456-1（生活支援ロボット－第１部：腰補助用装着型身体アシストロボット）が制
定されました。 
  

Ⅱ.4 企業との連携事例 新市場創造型標準化制度の活用 

本制度のもと産総研の知見を活かし、企業と共にJIS化を終了した又は審議中の５件を 
ご紹介します。 

資料提供  

Prof. Sankai, University of Tsukuba / 
CYBERDYNE Inc. 

© 2017 ATOUN Inc. 

CYBERDYNE（株） 
ロボットスーツHAL®作業支援用/介護支
援用（腰タイプ） 

（株）イノフィス 
腰補助用マッスルスーツ 

（株）ATOUN 
パワーアシストスーツATOUN MODEL A 
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④加工穴内径面の自動検査装置に関するJIS化 

株式会社トリム 沖縄県八重瀬町 

➄ガラス発泡リサイクル資材に関するJIS化 

 リサイクルが困難とされる混色瓶を含むガラス瓶のリサイクルが効率的に進むように、多孔質か
つ超軽量という特徴があり、透水性・保水性等を自由にコントロールすることが出来、土木資材用
を始めとする多用途に使用可能であるガラス発泡資材の性能特性とその評価法を標準化し、製造
および利用の便に供するものです。 
 
 産総研は、JIS原案作成委員会副委員長として標準化に協力してJIS化の推進に貢献しています。
（JIS化審議中） 

資料提供 （株）トリム 

シグマ株式会社 広島県呉市 

資料提供 シグマ（株） 

 自動車、一般機械等で安全性能が求められ
るシリンダ・バルブボディなどの円筒形状部品
について、レーザーによる筒内外壁検査装置
（レーザー傷検査装置）をはじめ、カメラ及び
渦電流を用いる種々の非破壊試験方法に適
用できる試験方法や検査装置の性能評価の
基礎となる標準試験片の標準化を目指してい
ます。 
 標準化活用支援パートナーとして公益財団
法人ひろしま産業振興機構が関与し、産総研
はレーザー傷検査装置の共同開発を行うとと
もに、ＪIＳ原案作成委員会委員として標準化
に協力しています。 

【レーザ傷検査装置】 

Ⅱ．５　標準化活動紹介、個別インタビュー
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