
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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社会実装のための生活支援ロボット安全の国際標準化 

－研究から規格化・認証までの総合デザイン－ 

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

副研究センター長 大場 光太郎 

大場氏は、ロボット工学分野における研究者で、システムマネジメント全般が専門です。最近では、

生活支援ロボット安全の国際標準化に取り組み、グローバル市場へ打って出ることを前提とした認証シ

ステムまで見通した総合デザインを描いた上で、社会への普及に貢献しています。現在ではロボット分

野の枠を超えた若手研究者の育成も思い描きながら、ロボットイノベーション研究センターで活動して

います。 
ここで紹介する生活支援ロボットの安全に関する国際標準化は、カテゴリー自体を新しく作ったと言

えるもので、ニーズに基づく研究開発の開始段階から利害関係者間でコミュニケーションを図り、規格

化やその活用まで展望して進められた好例です。 

国内外の大学での研究生活を経て、ちょうど 20 年前に旧工業技術院機械技術研究所に入所しました。

元々の研究フィールドとしては「ロボットの目となる画像処理」であり、ロボットの定義自体を考える

ような研究をしていました。この研究ではユビキタスなロボットを開発するという視点をもっていまし

たので、10 年ほど前に隣の研究グループでロボット安全に直接関わっていた研究者が大学へ転出した機

会に、安全に関わる研究に携わることを要請されたのですが、それまで安全に関する専門家ではなかっ

たものの違和感なく研究実施することができました。そこで取り組むことになったのが、国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「生活支援ロボット実用化プロジェクト」（2009
年～2013 年）で、その成果の一部として ISO 規格の提案活動を行うことになりました。 
すなわち、ISO 13482:2014 Robots and robotic devices -- Safety requirements for personal care 

robots （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）（2014 年 2 月 3 日発

行）を私たちが提案し、国際審議を経て発行させることができました。これは生活支援ロボットの安全

の評価方法の初めての基準として使用され始めています。この ISO 規格は翻訳 JIS 化もされています。 

標準化に携わることになったきっかけは？ 

社会実装のための生活支援ロボット安全の国際標準化 

－研究から規格化・認証までの総合デザイン－ 
 
ロボットイノベーション研究センター 
副研究センター長 大場 光太郎 
 
 
                                

 
大場氏は、ロボット工学分野における研究者で、システムマネジメント全般が専門です。最近では、

生活支援ロボット安全の国際標準化に取り組み、グローバル市場へ打って出ることを前提とした認証シ

ステムまで見通した総合デザインを描いた上で、社会への普及に貢献しています。現在ではロボット分

野の枠を超えた若手研究者の育成も思い描きながら、ロボットイノベーション研究センターで活動して

います。 
ここで紹介する生活支援ロボットの安全に関する国際標準化は、カテゴリー自体を新しく作ったと言

えるもので、ニーズに基づく研究開発の開始段階から利害関係者間でコミュニケーションを図り、規格

化やその活用まで展望して進められた好例です。 
 
 
 
国内外の大学での研究生活を経て、ちょうど 20 年前に旧工業技術院機械技術研究所に入所しました。

元々の研究フィールドとしては「ロボットの目となる画像処理」であり、ロボットの定義自体を考える

ような研究をしていました。この研究ではユビキタスなロボットを開発するという視点をもっていまし

たので、10 年ほど前に隣の研究グループでロボット安全に直接関わっていた研究者が大学へ転出した機

会に、安全に関わる研究に携わることを要請されたのですが、それまで安全に関する専門家ではなかっ

たものの違和感なく研究実施することができました。そこで取り組むことになったのが、国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「生活支援ロボット実用化プロジェクト」（2009
年～2013 年）で、その成果の一部として ISO 規格の提案活動を行うことになりました。 
すなわち、ISO 13482:2014 Robots and robotic devices -- Safety requirements for personal care 

robots （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）（2014 年 2 月 3 日発

行）を私たちが提案し、国際審議を経て発行させることができました。これは生活支援ロボットの安全

の評価方法の初めての基準として使用され始めています。この ISO 規格は翻訳 JIS 化もされています。 
 
 
 
 

 

標準化に携わることになったきっかけは？ 
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社会実装のための生活支援ロボット安全の国際標準化 

－研究から規格化・認証までの総合デザイン－ 

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

副研究センター長 大場 光太郎 

大場氏は、ロボット工学分野における研究者で、システムマネジメント全般が専門です。最近では、
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行）を私たちが提案し、国際審議を経て発行させることができました。これは生活支援ロボットの安全

の評価方法の初めての基準として使用され始めています。この ISO 規格は翻訳 JIS 化もされています。 

標準化に携わることになったきっかけは？ 

社会実装のための生活支援ロボット安全の国際標準化 

－研究から規格化・認証までの総合デザイン－ 
 
ロボットイノベーション研究センター 
副研究センター長 大場 光太郎 
 
 
                                

 
大場氏は、ロボット工学分野における研究者で、システムマネジメント全般が専門です。最近では、

生活支援ロボット安全の国際標準化に取り組み、グローバル市場へ打って出ることを前提とした認証シ
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えるもので、ニーズに基づく研究開発の開始段階から利害関係者間でコミュニケーションを図り、規格

化やその活用まで展望して進められた好例です。 
 
 
 
国内外の大学での研究生活を経て、ちょうど 20 年前に旧工業技術院機械技術研究所に入所しました。

元々の研究フィールドとしては「ロボットの目となる画像処理」であり、ロボットの定義自体を考える

ような研究をしていました。この研究ではユビキタスなロボットを開発するという視点をもっていまし

たので、10 年ほど前に隣の研究グループでロボット安全に直接関わっていた研究者が大学へ転出した機

会に、安全に関わる研究に携わることを要請されたのですが、それまで安全に関する専門家ではなかっ

たものの違和感なく研究実施することができました。そこで取り組むことになったのが、国立研究開発

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「生活支援ロボット実用化プロジェクト」（2009
年～2013 年）で、その成果の一部として ISO 規格の提案活動を行うことになりました。 
すなわち、ISO 13482:2014 Robots and robotic devices -- Safety requirements for personal care 

robots （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）（2014 年 2 月 3 日発

行）を私たちが提案し、国際審議を経て発行させることができました。これは生活支援ロボットの安全

の評価方法の初めての基準として使用され始めています。この ISO 規格は翻訳 JIS 化もされています。 
 
 
 
 

 

標準化に携わることになったきっかけは？ 

標準化に挑む研究者①

標準化に携わることになったきっかけは？ 
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前述の通り、NEDO の「生活支援ロボット実用化プロジェクト」（2009 年～2013 年）の成果を中心と

して用いて、ロボット製造業者、ユーザー事業者、試験機関、認証機関、研究機関さらには規制サイド

という全てのステークホルダーを巻き込んで、社会実装の明確なゴールを目指して ISO 規格の提案活動

を行いました。 
具体的な流れとしては、安全性の評価のために「生活支援ロボット安全検証センター」を作って試験

基盤を作り、安全に関するリスク要因を見つけ、試験すべき内容を検討しました。ISO と IEC の全ての

安全規格は階層化されていますが（改正されて現在は ISO/IEC Guide 51：2014 - 安全側面−規格への導

入指針、翻訳 JIS は JIS Z 8051：2015）、A 規格（基本安全規格）、B 規格（グループ安全規格）と呼ば

れる上位の規格は既にできていましたので、最終的には C 規格（製品安全規格）としての提案を目指し

ました。元々、規格提案に至るまでには、国内で考え方をめぐっては様々な議論がありました。ロボッ

ト安全のリスクはどこまでみるかということでは、病院や空港といった使う場所によっても設計方針か

ら違ってきますし、規格自体は認証を目的とするものではありませんが、規格に基づいた認証も必要と

いうことになりました。その上で、世界に打って出るためには、まずはガラパゴス的な細分化された規

格ではだめなので、C 規格とはいっても網を広く被せて上位概念的なものを盛り込んだ B 規格に近いも

のとすることにしましたが、ステークホルダーである国内企業が当初はそこまでの高い目標設定を望ま

なかったので国内でのコンセンサスを得るのに苦労しました。 
欧州には既に産業用ロボットに関しては CE マーキングの認証があり、ISO/IEC Guide 51 に沿ったも

のになっていましたので、私たちも同じ枠組みを目指すことになりました。実際の新規提案は比較的ス

ムーズに始めることができました。というのも、私たちが 2008 年に提案したときには、ちょうど ISO/TC 

ISO と IEC の安全規格ピラミッド 

規格化および認証開始までの実際の道のりを教えて下さい 

安全検証実験に使われる人体ダミー 
（万一、ロボットと衝突した際に、人

が受ける衝撃を測定するためのもの） 

Social System
社会レベル

街・コミュニティ実装・評価

・経済、幸福度評価

街・コミュニティ分析

・法律、産業、経済、文化、交通、住まい

サービスレベル
（施設全体・生活全体）

・タイムスタディ・コスト分析

サービス実装・評価業務・生活分析

・ニーズ把握

システムレベル
（ユーザー）要件定義

基本設計

システム実装

個別製品評価

システム評価

詳細設計 モジュール評価

・組込みソフト開発

・安全要求仕様・安全設計，効果設計 ・安全試験・性能試験

・臨床評価・実証評価・リスクアセスメント・安全要求仕様・システム設計

・モジュール試験・ハードウェア・ソフトウェア仕様書

個別製品レベル
（メーカ）

モジュールレベル（部品メーカ）

システムレベル
（ユーザ）

Service System

Social System

System

 
  

研究開発、特許等の知財化、論文発表、規格化、規制や認証への規格の活用、世の中への技術の普及

や産業の発展は、必ずしも順を追って進むものでもなく、研究成果が時を経て標準化され活用される場

合や一部同時並行的に進む場合もあります。本件の生活支援ロボットの安全に関する標準化は、目的そ

のものははじめから明確であり、研究開発の初期段階において規格化から認証基盤（プラットフォーム）

構築まで見据えて、利害関係者間でコミュニケーションを図り、世の中での具体的な活用（社会実装）

まで展望して全体デザインを描きました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会実装まで見通した V 字モデル 
  
日本におけるロボット開発は大手メーカーが力を入れていますので、物としてはよいものができてき

ます。しかし、法整備や環境整備が十分に追いつかない側面があり、それらを含めた社会実装を考えて

進めてきました。もの作りの V 字モデルというものがありますが、通常はメカニカルシステムの要件定

義に始まり、基本設計、詳細設計、製造、種々の評価という流れで完結します。しかし、ロボットの場

合は、サービスシステムやサービスのデザイン、更には社会システムのデザインまで考えないと社会実

装できないということがあります。この中では法律や文化的な要素も関わってきます。すなわち、どう

いう世の中を作るのかという人々のコンセンサスに依存してロボットのあり方が違ってくるということ

で、種々の評価や認証スキームに対応した設計が重要です。 
 
 

標準化を始める際にどのような発想で全体デザインを描きましたか？ 標準化を始める際にどのような発想で全体デザインを描きましたか？
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前述の通り、NEDO の「生活支援ロボット実用化プロジェクト」（2009 年～2013 年）の成果を中心と

して用いて、ロボット製造業者、ユーザー事業者、試験機関、認証機関、研究機関さらには規制サイド

という全てのステークホルダーを巻き込んで、社会実装の明確なゴールを目指して ISO 規格の提案活動

を行いました。 
具体的な流れとしては、安全性の評価のために「生活支援ロボット安全検証センター」を作って試験

基盤を作り、安全に関するリスク要因を見つけ、試験すべき内容を検討しました。ISO と IEC の全ての

安全規格は階層化されていますが（改正されて現在は ISO/IEC Guide 51：2014 - 安全側面−規格への導

入指針、翻訳 JIS は JIS Z 8051：2015）、A 規格（基本安全規格）、B 規格（グループ安全規格）と呼ば

れる上位の規格は既にできていましたので、最終的には C 規格（製品安全規格）としての提案を目指し

ました。元々、規格提案に至るまでには、国内で考え方をめぐっては様々な議論がありました。ロボッ

ト安全のリスクはどこまでみるかということでは、病院や空港といった使う場所によっても設計方針か

ら違ってきますし、規格自体は認証を目的とするものではありませんが、規格に基づいた認証も必要と

いうことになりました。その上で、世界に打って出るためには、まずはガラパゴス的な細分化された規

格ではだめなので、C 規格とはいっても網を広く被せて上位概念的なものを盛り込んだ B 規格に近いも

のとすることにしましたが、ステークホルダーである国内企業が当初はそこまでの高い目標設定を望ま

なかったので国内でのコンセンサスを得るのに苦労しました。 
欧州には既に産業用ロボットに関しては CE マーキングの認証があり、ISO/IEC Guide 51 に沿ったも

のになっていましたので、私たちも同じ枠組みを目指すことになりました。実際の新規提案は比較的ス

ムーズに始めることができました。というのも、私たちが 2008 年に提案したときには、ちょうど ISO/TC 

ISO と IEC の安全規格ピラミッド 

規格化および認証開始までの実際の道のりを教えて下さい 
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（万一、ロボットと衝突した際に、人

が受ける衝撃を測定するためのもの） 
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研究開発、特許等の知財化、論文発表、規格化、規制や認証への規格の活用、世の中への技術の普及

や産業の発展は、必ずしも順を追って進むものでもなく、研究成果が時を経て標準化され活用される場

合や一部同時並行的に進む場合もあります。本件の生活支援ロボットの安全に関する標準化は、目的そ

のものははじめから明確であり、研究開発の初期段階において規格化から認証基盤（プラットフォーム）

構築まで見据えて、利害関係者間でコミュニケーションを図り、世の中での具体的な活用（社会実装）

まで展望して全体デザインを描きました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会実装まで見通した V 字モデル 
  
日本におけるロボット開発は大手メーカーが力を入れていますので、物としてはよいものができてき

ます。しかし、法整備や環境整備が十分に追いつかない側面があり、それらを含めた社会実装を考えて

進めてきました。もの作りの V 字モデルというものがありますが、通常はメカニカルシステムの要件定

義に始まり、基本設計、詳細設計、製造、種々の評価という流れで完結します。しかし、ロボットの場

合は、サービスシステムやサービスのデザイン、更には社会システムのデザインまで考えないと社会実

装できないということがあります。この中では法律や文化的な要素も関わってきます。すなわち、どう

いう世の中を作るのかという人々のコンセンサスに依存してロボットのあり方が違ってくるということ

で、種々の評価や認証スキームに対応した設計が重要です。 
 
 

標準化を始める際にどのような発想で全体デザインを描きましたか？ 規格化および認証開始までの実際の道のりを教えて下さい
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認証スキームの例

認証機関

試験機関
（生活支援ロボット
安全検証センター）

ロボット製造者 その他の試験機関

海外の
認証機関

協定

＊共通試験項目を試験 ＊機種の特殊な試験項目を試験

国際標準化 ISO 13482

例. CEマーク認証機関
独自の認
証マーク

要がありますが、産総研と JARI が共同で運営している生活支援ロボット安全検証センターに依頼して、

当該試験を受けることができます。そこでの実際のオペレーションは JARI が担っています。 
生活支援ロボットの安全性国際規格（ISO 13482）に基づいて日本で認証を受け販売することができる

のは製造業者にとって大きな利点ですが、この規格は対象がノンメディカルに限定されたものでもあり、

実は残念ながらそれだけでは欧州では販売することができません。欧州では生活支援ロボットは医療機

器に分類され、欧州医療機器指令（MDD：Medical Device Directive）に適合していることが必要だか

らです。この辺りの事情は初期から意識してグランドデザインを描きました。 

認証機関の JQA はドイツの認証機関の一つである TÜV NORD CERT GmbH と戦略的パートナーシ

ップ協定を 2017 年に締結し、ISO 13482 に基づく国内での認証結果を活用した医療機器の CE マーキン

グ（欧州 MDD）対応サポートを開始しました。すなわち、MDD に合うように、ISO 13482 では足りな

い項目を追加で審査するということで、この枠組みに基づく初めての医療機器の CE マーキングの認証

として、本田技研工業株式会社の「Honda 歩行アシスト」が、2017 年 12 月、TÜV NORD CERT GmbH
から、MDD への適合を認証されました。（*2） 

 

生活支援ロボット安全検証センター 
 
 
 
 
 
 今後も、もちろん ISO 13482 の改正や関連規格の開発には産総研は関わって行くことになりますが、

この規格に基づく試験や認証の仕組みは構築しましたので、そこでの実務は試験機関や認証機関に任せ

ることができます。この状況下での産総研の役割の一つとしては、技術コンサルティングによる橋渡し 
が重要であると考えています。本件の生活支援ロボットの安全に関する場合には、ある程度ロボットの 
開発が進んでしまってからでは、サービスレベル、社会レベルの壁に突き当たって、設計思想の後戻り

が出来なくて小手先の修正では効かなくなる危険性が高く、できる限り初期から何をすべきかの相談が

有用であり、全体スキームを構築し研究を続けている産総研としては全てを見渡せる立場で技術コンサ

ルティングのニーズに応えることができると思います。 
 
 
 

産総研の今後の役割は？ 

184/ SC 2 /WG 7（サービスロボットの安全性）が英国主導で立ち上げられて提案の土壌ができていたと

ころで、WG 7 の初めての規格として取り上げられてラッキーな側面もありました。なお、ISO/TC 184/ 
SC 2 は、2015 年から ISO/TC 299（Robotics、ロボット及びロボティックデバイス）へ格上げされてい

ます。 
2009 年に NP 登録から CD 登録まで、2011 年に DIS 登録まで進みましたが、簡単に議論が進むとい

うことはなくて時間がかかっていました。そのような中で、NEDO プロジェクトの終盤にちょうど WG
会議が東京で開催された折に、機が熟したと判断して、それまで海外勢には伏せていた生活支援ロボッ

ト安全検証センターの設備を WG のエキスパートに見せることにしました。日本ではここまで進んでい

るのかということをつぶさに理解してもらって、それまで停滞気味であった議論が一気に前進するとい

うことを経験しました。生活支援ロボットの実物は事実上日本でしか作っていなくて、それまでは海外

勢には具体的にイメージしづらいということがあったと思います。最終的には NEDO プロジェクトの最

終年 2013 年に FDIS 登録に至り、2014 年に ISO 13482 が発行されました。また、国際規格の作成過程

と並行して、（一財）日本自動車研究所（JARI）や（一財）日本品質保証機構（JQA）とともにこの規

格に基づく認証の受け皿を構築しました。その結果、既に何例もの認証（JQA のほか（一財）電気安全

環境研究所（JET）による認証も始まっています）に裏打ちされた製品化が始まっており、海外からも

認証依頼が来ている状況になっています。 
このNEDOプロジェクトの成果として、産学官の連携によって生活支援ロボットの安全性評価の基準、

試験方法、認証スキームを確立することができたことに対して、名古屋大学と JARI の各機関研究代表者

とともに、第 13 回産学官連携功労者表彰 内閣総理大臣賞を受賞することができました。（*1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

前述の通り、日本国内における ISO 13482 に基づく認証は、現在 JQA と JET の二つの国内認証機関

から受けることができます。この認証を受けるには ISO 13482 に規定されている試験項目に合格する必

実際に運用されている認証スキームを教えて下さい 

ISO/TC 184/SC 2/WG 7（改組によって現在ISO/TC 299/WG 2）
のブリストル会議（2013年）の参加者集合写真 

実際に運用されている認証スキームを教えて下さい
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前述の通り、日本国内における ISO 13482 に基づく認証は、現在 JQA と JET の二つの国内認証機関

から受けることができます。この認証を受けるには ISO 13482 に規定されている試験項目に合格する必
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産総研の今後の役割は？
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生分解評価法、バイオマス原料含有率評価法の標準化 

－日本バイオプラスチック協会のマーク識別表示制度への活用－ 
 
材料・化学領域 機能化学研究部門 
イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 審議役 国岡正雄 
 
 
 

 
国岡氏は、プラスチックの研究者で、生分解評価法やバイオマスプラスチック評価法の ISO や JIS の

作成に関わっています。最近は産総研全体の標準化をとりまとめる部署で仕事をしており、いかにして、

研究者のモチベーションをアップさせて、社会に「橋渡し」するような標準化をサポートできるか頭を

悩ませる日々を送っています。産総研が登録を推奨している日本規格協会、標準化人材登録センターに

よる「規格開発エキスパート」資格(登録番号 第 2 号)を取得しています。(本人の写真に写っている装

置は、日本提案 ISO14855-2 好気的生分解評価装置です。) 
 
 
 
入所以来、生分解性プラスチックの生合成や化学合成、その複合化の研究を行っていました。その中

で、生分解の評価法は、微生物によるものなので、条件によって、早くなったり、遅くなったりします。

そのため、他人のデータと比較するために、標準的な速度で生分解する材料開発が必要ではないかとい

う思いから、産総研になった 2000 年頃に国際標準化活動に関わるようになりました。当時、すでに「日

本バイオプラスチック協会」（JBPA）１）が、ISO/TC61(プラスチック)の SC5(物理化学的性質)の WG22(生
分解)で、協会会員企業出身の日本人コンビーナとともに、複数のISO規格を日本提案で成立させており、

また、新規の好気的コンポスト中での本人写真に写っている装置による生分解評価法を ISO 提案準備中

でした。日本が主導権を持って、積極的に行っていた種々の生分解評価法の国際標準化を手伝いながら、

産総研の予算を使って、標準的な材料の開発を行おうとしましたが、標準物質の開発までは行かず、標

準的な材料の作成法(ISO 10210)の規格化を行うことになりました。それ以降、現在までに、ISO12 件（審

議中 3）、JIS4 件の作成に関わることになりました。また、JBPA の他に、業界団体のプラスチック工業

連盟、日本ゴム工業会とも深く関わることになりました。 
 

 

再資源化

バイオマス原料 プラスチック
ゴム製品

生分解
熱回収

標準化を始めるきっかけは？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ISO 13482は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）

として翻訳 JIS 化されており、生活支援ロボットのタイプ別の 3 つの JIS 規格、JIS B 8446-1（生活支

援ロボットの安全要求事項 ― 第 1 部：マニピュレータを備えない静的安定移動作業型ロボット）、JIS B 
8446-2（生活支援ロボットの安全要求事項 ― 第 2 部：低出力装着型身体アシストロボット）、JIS B 
8446-3（生活支援ロボットの安全要求事項 ― 第 3 部：倒立振子制御式搭乗型ロボット）も日本独自に

制定されています。これらの個別規格は、日本から ISO へ提案される見込みです。また、NEDO プロジ

ェクトに続いて、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）のプロジェクト「ロボット介護機

器開発・導入促進事業」（2013 年～2017 年）も実施しましたが、こちらの成果に基づく ISO 規格の提案

も準備されていますし、今後も生活支援ロボットに関連の個別具体的な規格は作られて行くと思います

ので、引き続き産総研としても積極的に関与して行きたいと思います。 
場合によっては、規格を作ること自体が目的になってしまっているという話も聞きますが、そういう

ことにならないためには、V 字モデルをイメージして常に出口イメージを持ち続けることが重要である

と思います。何のために規格を作っているのかを忘れないようにするということです。今後に向けては、

ロボット安全の分野に限らず幅広い分野において、課題の所在を自ら見つけ、研究開始の時点から社会

実装を見据えたシステムマネジメントの視点を持って、俯瞰的にグローバルな視点で標準化に取り組む

若手研究者が産総研に増えることを期待しています。若手のモチベーションを上げるためにも、研究者

の業績評価においては、社会実装やコンサルティング活動への貢献という観点の評価指標も導入される

とよいと思います。個人的には、今後もロボット安全を中心としてシステムマネジメントの分野で社会

に貢献して行きたいと考えています。 
             ［聞き手：知的財産・標準化推進部］ 

（*1）http://www.aist.go.jp/aist_j/news/prize/prz20150828.html（2018 年 2 月現在） 
（*2）http://www.jqa.jp/service_list/fs/topics/topics_fs_35.html（2018 年 2 月現在） 

今後の展望は？ 

［注： 産総研ロボットイノベーションコンソーシアムは、2016 年 6 月 6 日に解散し、ロボット革

命イニシアティブ協議会（RRI）のロボットイノベーション WG へ移行している。］ 
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生分解評価法、バイオマス原料含有率評価法の標準化 

－日本バイオプラスチック協会のマーク識別表示制度への活用－ 
 
材料・化学領域 機能化学研究部門 
イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 審議役 国岡正雄 
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 国外コンセンサスを得るために、プラスチックに関して、米国、ヨーロッパを、ゴムに関してアジア

の国を何回か訪問しましたが、複数箇所の訪問先で、長い時間、少人数で英語で議論することと短期間

で長い距離を移動するのは結構大変でした。楽しい場合もありますが、懇親を深めるために、食事を一

緒にすることが多く、これも、結構大変です。学術的な国際会議の出席の場合、1 箇所のホテルに滞在し、

自分の発表、講演時間以外は結構気楽に過ごすことができるのとは大違いです。ネゴシーエーションは

戦いで、学術国際会議のように、日本人参加者同士集まって、外国の晩餐を楽しめる機会もありません。

でも、このような努力の積み上げが、人脈形成に役立つのです。キーパーソンとは、会食が必須です。 
 
 
 

WG22 のコンビーナは設立当時から、JBPA の日本人の方が長く努めておられました。その方が、高

齢のため引退するとのことで、すでに、10 年以上、国際会議に参加していた私に白羽の矢がめぐってま

いりました。正直なところ、プロジェクトリーダーとして、ISO 新規提案することには、やりがいを感

じていましたが、コンビーナはめんどくさいという思いが強かったです。もちろん、日本人コンビーナ

に甘えて、大変楽に国際提案できたのも事実です。また、国際会議の全参加者数 200 名のうち、80 名が

日本人（産総研 5 名）でありながら、コンビーナを引き受けている方が 9 名しかいないので、やはり、

日本の存在感を示すためにも、引き受けなくてはという使命感で、引き受けました。今年で、3 年目です

が、やはり、会議前の関係者への資料作成依頼や、会議資料作成が結構大変で、会議運営自身も、揉め

なければ問題ないのですが、揉めたときの納め方が、大変難しいです。また、最近は日本からの提案が

ないので、何のためにコンビーナを勤めているのか、疑問も感じていますが、何とか、日本提案等を通

して、存在感を示していこうと思っています。 
 人数的には、最大勢力の日本ですが、TC61/SC5 は、ドイツ（DIN; Deutsches Institut fur Normung, 
ドイツ規格協会）に牛耳られている状況です。議長、幹事国がドイツです。私のコンビーナ就任も 2 回

も選挙を行うなど、すんなりとはいかなかったのですが、ドイツ主導の WG のコンビーナ等は、仮コン

ビーナがいつの間にか、本コンビーナになるなど、えこひいき的な感じです。環境に関わる新 SC の議長

に日本から、日本プラスチック工業連盟とともに、私が立候補しましたが、ドイツに敗れました。ただ、

前コンビーナがよく言っていたのですが、「ISO は戦いだ。」という言葉が頭に残っています。結構、ル

ールメーキングの癖して、何でもありです。 
 
 
 
生分解性材料は、回収作業のいらない農業用マルチフィルム等の特殊な分野では一部商品化されまし

たが、さらなる市場拡大のため JBPA がマーク認証制度を進めていますが、なかなか、大きな市場に育

ってきません。また、循環型社会の構築、脱石油の観点から、バイオマス原料の利活用が 2005 年くらい

からトレンドに成りました。ほぼ、100％石油由来のプラスチック製品にバイオマス由来のプラスチック

を使っていこうという機運が生まれ、見た目では区別のつかないバイオベース度を求める方法の標準化

のニーズが生まれてきました。そこで、NEDO プロジェクトで、「バイオマス由来のポリプロピレン製造」

最近の標準化の状況は？ 

WG22 のコンビーナの活動を教えて下さい。 

     

産総研提案 ISO 13975 嫌気生分解評価装置 加速器分析研究所の産総研提案 ISO 16620-2 の AMS 
 
 
 
最初の ISO 規格化を進めるに当たり、全く経験の無い経産省委託費に関わる標準化推進委員会の立ち

上げを行いました。研究者として経験してこなかった委員委嘱等の事務手続きが多々あったことと、ま

だ、私自身がそれほど、標準化実績を持ち合わせていなかったので、主導力無き委員会運営は大変でし

た。委員の皆さんが活発に意見を述べてくれるのですが（もちろんそれを期待して委員委嘱をお願いし

ているわけですが）、規格原案の方向性が二転三転しました。初めて、ISO に規格提案できたときは、本

当にうれしかったですが、ここからも、試練が待ち受けていました。TC61 の SC5/WG22 の会議で、外

国の参加者から、様々な意見を頂きました。論文等の場合、査読者への返答の場合、考える時間的余裕

があることと、ゆっくり英語の文書を考えれば良いのですが、ISO の国際会議の場合、外国人参加者か

らの意見に対して即答しなければなりません。何を言われているか全くわからず、頭の中が真っ白にな

る状況もありました。少し経ってから、わかったのですが、別にいじめられているわけではなく、皆さ

ん、より良い規格にするために、助言してくれているということに気がついてからは、大分楽に、議論

できるようになりました。また、意見を取り入れず、聞き流すことも、できるようになりました。「I 
understand your suggestion, but I cannot revised, now. Next, time.」(でも、2 度と直しません。) 

 

   
2017 年 韓国大田で開催された TC61/SC5/WG22        WG22 の集合写真 

（一番左 国岡コンビーナ） 

大変だったことは？ 大変だったことは？
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のプロジェクトに参加し、バイオベース度の測定方法の規格化を行いました。2016 年に ISO16620 シリ

ーズ規格を発行することができました。現在、JBPA は、これらの規格を活用した LCA 関連の ISO/CD 
22526 シリーズを提案、国際審議中です。 
 これらの成果を、ゴムの規格にも活用したいということで、日本ゴム工業会から声がかかりました。

多くのゴム製品には、天然ゴム、植物油が使われていることから、製品中のバイオベース度を上げやす

いということで、バイオマス原料の利用率を明確化したいとの要望でした。ISO/TC45（ゴム及びゴム製
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20463）が近く、発行予定です。TC61 以外の TC での標準化活動は初めてですが、それぞれの TC によ

り、いろいろなカルチャーがあることがわかりました。 
TC61 の活動を生かして、公設試の集まりである産業技術連合部会（産技連）の成果として「炭素繊維

強化熱可塑性プラスチックの繊維含有率評価法」２）と三菱重工との共同研究の成果として「炭素繊維強

化プラスチックの急速吸湿法」３）の ISO 新規提案をすることができ、現在、TC61 で国際審議中です。 
 

    

 
 
日本バイオプラスチック協会(JBPA)が、見ただけでは分からない生分解性、バイオマス由来のプラス

チック製品の市場拡大のために、ISO の生分解評価法やバイオマスプラスチック度の計算方法で求めた

値を利用して、「グリーンプラ」、「バイオマスプラ」のマーク識別表示制度を行っています。ある条件を

クリアした製品にマークの表示が許諾されます。許諾された製品は JBPA の HP に掲載されています。 

        
 

1) 日本バイオプラスチック協会(JBPA)の HP http://www.jbpaweb.net/ 
2) オープンアクセスの論文「炭素繊維強化熱可塑性プラスチックの繊維含有率評価法」 

https://www.hindawi.com/journals/jpol/2017/4253181/ 
3) オープンアクセスの論文「炭素繊維強化プラスチックの急速吸湿法」 
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