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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

品）/SC2(試験法)/WG5(化学試験法)に提案し、これらの規格も、ISO19984 シリーズとして、2017 年に
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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。 
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所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

1 ISO/IEC 30136:2018
Information Technology —
Performance Testing of Template
Protection Scheme

H24.10.1 H30.3.8
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国際標準共同
研究開発事業(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）

2 IEC 62802 Ed. 1.0:2017

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）

H25.4.1 H29.7.27
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

計測標準研究部
門

H24-26　国際標準開発
事業
（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）

3 ISO/IEC 20009-4:2017

Information technology -- Security
techniques -- Anonymous entity
authentication -- Part 4:
Mechanisms based on weak
secrets (情報技術－セキュリティ技
術－匿名エンティティ認証－第4
部：ウィークシークレットに基づくメ
カニズム)

H25.4.1 H29.8.11
古原和邦
辛星漢

セキュアシステ
ム研究部門

H26-28標準基盤研究
「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)

4 ISO/ 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－整形外科用人工関節－第
1部：膝のCTデータからのパラメト
リック3D骨モデルの製作手順)

H25.9.1 H29.5.1 兵藤行志
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤研究
（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アジア基準
認証
（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）

5
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
（医用電気機器－第4-1部：手引及
び解説－電磁イミュニティ；自立度
を利用する医用電気器及び医用電
気システム）

H25.10.1 H29.5.22 鎮西清行
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

IEC/TC 62/SC
62A/JWG 9
ISO/TC 299/JWG 5

6 ISO/IEC 30107-3:2017

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 H29.8.23 大木哲史
セキュアシステ
ム研究部門

H25METI委託費
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）

7 ISO 19090:2018

Tissue-engineered medical
products -- Bioactive ceramics --
Method to measure cell migration
in porous materials （バイオセラミッ
クス多孔体の細胞侵入性試験法）

H26.1.28 H30.1.17 廣瀬志弘
健康工学研究部
門

H23-24METI委託事業
（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)

8 ISO/ 20480-1

Fine bubble technology -- General
principles for usage and
measurement of fine bubbles --
Part 1: Terminology （ファインバブ
ル技術－ファインバブルの利用及
び測定の一般原則－第1部：用語）

H26.3.9 H29.6.22 綾信博
イノベーション推
進本部

H26-28 METIエネルギー
使用合理化国際標準化
推進事業委託費「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
ルテクノロジー）

9 ISO 19810

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) --
Test method for self-cleaning
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment --
Measurement of water contact
angle （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)－
屋内照明環境下における半導体光
触媒物質の自己洗浄能力の試験
方法－水接触角の測定）

H26.5.23 H29.4.10
小西由也（プロジェクト
リーダー）

エネルギー技術
研究部門

H19-24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

10 ISO 9241-333:2017

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 H29.4.27 氏家弘裕
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21-26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）

11 ISO 7250-1:2017（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 H29.8.11
持丸正明
河内眞紀子（コ プロ
ジェクトリーダー）

デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

H22-24　国際標準開発
事業
（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)

12 ISO/ 19984-1

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 1: General principles and
calculation methods using the
formulation of the rubber
compound (ゴム及びゴム製品－生
物起源含有率の測定－第1部：一
般原理及びゴム化合物の定式を用
いる計算方法)

H26.9.1 H29.8.14 国岡正雄
環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「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/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

13 ISO/ 19984-2

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 2: Biobased carbon
content (ゴム及びゴム製品－生物
起源内容物の測定－第2部：生物
起源炭素含有率の測定)

H26.9.1 H29.8.14
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「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/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

14 ISO/ 19984-3

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 3: Biobased mass content
(ゴム及びゴム製品－生物起源内
容物の測定－第3部：生物起源質
量含有率の測定)

H26.9.1 H29.8.14 国岡正雄
環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「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/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

産総研が取り組み、平成29年度に発行した規格は以下のとおりです。その中の一部を以降のペー
ジでご紹介します。
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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）

H25.4.1 H29.7.27
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

計測標準研究部
門

H24-26　国際標準開発
事業
（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）

3 ISO/IEC 20009-4:2017

Information technology -- Security
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H25.4.1 H29.8.11
古原和邦
辛星漢
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H26-28標準基盤研究
「パスワードを用いた匿
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ISO/IEC JTC1(情報技
術）/SC27(セキュリティ
技術)

4 ISO/ 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－整形外科用人工関節－第
1部：膝のCTデータからのパラメト
リック3D骨モデルの製作手順)

H25.9.1 H29.5.1 兵藤行志
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤研究
（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アジア基準
認証
（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）

5
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
（医用電気機器－第4-1部：手引及
び解説－電磁イミュニティ；自立度
を利用する医用電気器及び医用電
気システム）

H25.10.1 H29.5.22 鎮西清行
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

IEC/TC 62/SC
62A/JWG 9
ISO/TC 299/JWG 5

6 ISO/IEC 30107-3:2017

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 H29.8.23 大木哲史
セキュアシステ
ム研究部門

H25METI委託費
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）

7 ISO 19090:2018

Tissue-engineered medical
products -- Bioactive ceramics --
Method to measure cell migration
in porous materials （バイオセラミッ
クス多孔体の細胞侵入性試験法）

H26.1.28 H30.1.17 廣瀬志弘
健康工学研究部
門

H23-24METI委託事業
（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)

8 ISO/ 20480-1

Fine bubble technology -- General
principles for usage and
measurement of fine bubbles --
Part 1: Terminology （ファインバブ
ル技術－ファインバブルの利用及
び測定の一般原則－第1部：用語）

H26.3.9 H29.6.22 綾信博
イノベーション推
進本部

H26-28 METIエネルギー
使用合理化国際標準化
推進事業委託費「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
ルテクノロジー）

9 ISO 19810

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) --
Test method for self-cleaning
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment --
Measurement of water contact
angle （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)－
屋内照明環境下における半導体光
触媒物質の自己洗浄能力の試験
方法－水接触角の測定）

H26.5.23 H29.4.10
小西由也（プロジェクト
リーダー）

エネルギー技術
研究部門

H19-24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

10 ISO 9241-333:2017

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 H29.4.27 氏家弘裕
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21-26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）

11 ISO 7250-1:2017（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 H29.8.11
持丸正明
河内眞紀子（コ プロ
ジェクトリーダー）

デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

H22-24　国際標準開発
事業
（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)

12 ISO/ 19984-1

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 1: General principles and
calculation methods using the
formulation of the rubber
compound (ゴム及びゴム製品－生
物起源含有率の測定－第1部：一
般原理及びゴム化合物の定式を用
いる計算方法)

H26.9.1 H29.8.14 国岡正雄
環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「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/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

13 ISO/ 19984-2

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 2: Biobased carbon
content (ゴム及びゴム製品－生物
起源内容物の測定－第2部：生物
起源炭素含有率の測定)

H26.9.1 H29.8.14
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「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/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

14 ISO/ 19984-3

Rubber and rubber products --
Determination of biobased content
-- Part 3: Biobased mass content
(ゴム及びゴム製品－生物起源内
容物の測定－第3部：生物起源質
量含有率の測定)

H26.9.1 H29.8.14 国岡正雄
環境化学技術研
究部門

H22-24 AIST標準機版
「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/TC45(ゴム及びゴム
製品)/SC2(試験及び分
析法)

産総研が取り組み、平成29年度に発行した規格は以下のとおりです。その中の一部を以降のペー
ジでご紹介します。
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No. 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

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

15 ISO 20411:2018

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））

H26.11.1 H30.3.9 野中秀彦
分析計測標準研
究部門

H22-24標準基盤(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）

16 ISO 20379:2018

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）

H27.1.1 H30.2.13
堀田裕司（プロジェクト
リーダー）

構造材料研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)

17 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)

H27.5.1 H29.8.16 堀部雅弘
物理計測標準研
究部門

H25-27 標準基盤研究
「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)

18 ISO/IEC 11770-4:2017

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:　ウィーク
シークレットに基づく機構）

H27.6.1 H29.11.17
古原和邦
辛星漢

情報技術研究部
門

H26-28標準基盤研究
「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）

19 ISO 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 (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)－積分球を使用す
る白色発光ダイオードに対する蛍
光物質の内部量子効率の絶対測
定)

H27.12.1 H29.9.8
市野善朗（プロジェクト
リーダー）

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）

20 ISO/IEC 19784-1

Information technology --
Biometric application programming
interface -- Part 1: BioAPI
specification（BioAPI仕様）

H28.2.17 H30.3.23
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

運営費交付金

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）

21 IEC/TR 63099-1

Transmitting equipment for
radiocommunication - Radio-over
fibre technologies for
electromagnetic-field measurement
- Part 1: Radio-over-fibre
technologies for antenna
measurement （無線通信用送信機
器－電磁界測定のための光ファイ
バ無線技術－第1部：アンテナ測定
のための光ファイバ無線技術）

H29.4.1 H29.8.9
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H24-26　国際標準開発
事業
（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）

22 ISO/TS 10868:2017

Nanotechnologies --
Characterization of single-wall
carbon nanotubes using ultraviolet-
visible-near infrared (UV-Vis-NIR)
absorption spectroscopy

- H29.5.9 岩橋均
健康工学研究部
門

ISO/TC 229/JWG 2

23 IEC 61788-22-1

Superconductivity - Part 22-1:
Superconducting electronic
devices - Generic specification for
sensors and detectors (超伝導性
－第22-1部：超伝導電子装置－セ
ンタ及び検出器の品目別通則)

- H29.7.27
大久保雅隆（コンビー
ナ、プロジェクトリー
ダー）

ナノエレクトロニ
クス研究部門

戦略的国際標準化加速
事業

IEC/TC90/WG14

24 IEC TR 63098-1

Transmitting equipment for
radiocommunication - Radio-over-
fibre technologies and their
performance standard - Part 1:
System applications of radio over
fibre technology （無線通信用送信
機器－光ファイバ無線技術及びそ
の性能基準－第1部：光ファイバ無
線技術のシステムアプリケーショ
ン）

- H29.9.25 黒川悟
物理計測標準研
究部門

IEC/TC103

25 ISO 14253-1:2017

Geometrical product specifications
(GPS) -- Inspection by
measurement of workpieces and
measuring equipment -- Part 1:
Decision rules for verifying
conformity or nonconformity with
specifications

- H29.10.31 佐藤理
工学計測標準研
究部門

ISO/TC 213

26 ISO 19809

Packaging -- Accessible design --
Information and marking (包装容器
のアクセシブルデザイン(高齢者・
障碍者配慮）)

- H29.11.28
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

ISO/TC122

国内標準

No. TR/JIS規格番号 日本工業規格名称 提案日
規格公示
/公表日

提案者名
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）

1 TS Z 0030-1
ナノテクノロジー-語彙-第１部：中
核的な用語

H29.1.1 H29.8.21
水野耕平
竹歳尚之

物質計測標準研
究部門

2 TS Z 0030-2
ナノテクノロジー-語彙-第２部：ナノ
物体

H29.1.1 H29.8.21
水野耕平
竹歳尚之

物質計測標準研
究部門

3 JIS K 6955:2017

プラスチック―呼吸計を用いた酸
素消費量又は発生した二酸化炭素
量の測定による土壌中での好気的
究極生分解度の求め方

H29.4.17 H29.11.20
国岡正雄
船橋正弘

機能化学研究部
門

4 JIS S 0015
アクセシブルデザイン－消費生活
用製品の音声案内

H29.6.1 H30.2.20
倉片憲治
伊藤納奈

人間情報研究部
門

5 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

H29.4.1 H29.10.20
吉田英一
鮎澤光

知能システム研
究部門

6
JIS K
4822:2001/AMENDMENT
1:2017

火薬類安定度試験用試薬類（追補
１）

H28.11.21 H29.8.21 岡田賢
安全科学研究部
門

7 JIS K 0138
定量核磁気共鳴分光法通則
（qNMR通則）

H29.4.1 H30.1.22
井原俊英
山崎太一

物質計測標準研
究部門

8 JIS C 8904-9
太陽電池デバイス―第９部：ソーラ
シミュレータの性能要求事項

H28.10.14 H29.8.21 猪狩真一
太陽光発電研究
センター

・H25-29 METI受託「「ロボット介護機器開発・導入
促進事業（基準策定・評価事業）」

METI H28FY～H29FY「火薬類の安定度試験に関
するJIS開発」

研究名
（外部資金研究）

H26-28 METI 「高機能ＪＩＳ等整備事業：安全・安
心な社会形成に資するＪＩＳ開発に関する委託契
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No. 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

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

15 ISO 20411:2018

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））

H26.11.1 H30.3.9 野中秀彦
分析計測標準研
究部門

H22-24標準基盤(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）

16 ISO 20379:2018

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）

H27.1.1 H30.2.13
堀田裕司（プロジェクト
リーダー）

構造材料研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)

17 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)

H27.5.1 H29.8.16 堀部雅弘
物理計測標準研
究部門

H25-27 標準基盤研究
「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)

18 ISO/IEC 11770-4:2017

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:　ウィーク
シークレットに基づく機構）

H27.6.1 H29.11.17
古原和邦
辛星漢

情報技術研究部
門

H26-28標準基盤研究
「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）

19 ISO 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 (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)－積分球を使用す
る白色発光ダイオードに対する蛍
光物質の内部量子効率の絶対測
定)

H27.12.1 H29.9.8
市野善朗（プロジェクト
リーダー）

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）

20 ISO/IEC 19784-1

Information technology --
Biometric application programming
interface -- Part 1: BioAPI
specification（BioAPI仕様）

H28.2.17 H30.3.23
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

運営費交付金

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）

21 IEC/TR 63099-1

Transmitting equipment for
radiocommunication - Radio-over
fibre technologies for
electromagnetic-field measurement
- Part 1: Radio-over-fibre
technologies for antenna
measurement （無線通信用送信機
器－電磁界測定のための光ファイ
バ無線技術－第1部：アンテナ測定
のための光ファイバ無線技術）

H29.4.1 H29.8.9
黒川悟（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H24-26　国際標準開発
事業
（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）

22 ISO/TS 10868:2017

Nanotechnologies --
Characterization of single-wall
carbon nanotubes using ultraviolet-
visible-near infrared (UV-Vis-NIR)
absorption spectroscopy

- H29.5.9 岩橋均
健康工学研究部
門

ISO/TC 229/JWG 2

23 IEC 61788-22-1

Superconductivity - Part 22-1:
Superconducting electronic
devices - Generic specification for
sensors and detectors (超伝導性
－第22-1部：超伝導電子装置－セ
ンタ及び検出器の品目別通則)

- H29.7.27
大久保雅隆（コンビー
ナ、プロジェクトリー
ダー）

ナノエレクトロニ
クス研究部門

戦略的国際標準化加速
事業

IEC/TC90/WG14

24 IEC TR 63098-1

Transmitting equipment for
radiocommunication - Radio-over-
fibre technologies and their
performance standard - Part 1:
System applications of radio over
fibre technology （無線通信用送信
機器－光ファイバ無線技術及びそ
の性能基準－第1部：光ファイバ無
線技術のシステムアプリケーショ
ン）

- H29.9.25 黒川悟
物理計測標準研
究部門

IEC/TC103

25 ISO 14253-1:2017

Geometrical product specifications
(GPS) -- Inspection by
measurement of workpieces and
measuring equipment -- Part 1:
Decision rules for verifying
conformity or nonconformity with
specifications

- H29.10.31 佐藤理
工学計測標準研
究部門

ISO/TC 213

26 ISO 19809

Packaging -- Accessible design --
Information and marking (包装容器
のアクセシブルデザイン(高齢者・
障碍者配慮）)

- H29.11.28
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

ISO/TC122

国内標準

No. TR/JIS規格番号 日本工業規格名称 提案日
規格公示
/公表日

提案者名
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）

1 TS Z 0030-1
ナノテクノロジー-語彙-第１部：中
核的な用語

H29.1.1 H29.8.21
水野耕平
竹歳尚之

物質計測標準研
究部門

2 TS Z 0030-2
ナノテクノロジー-語彙-第２部：ナノ
物体

H29.1.1 H29.8.21
水野耕平
竹歳尚之

物質計測標準研
究部門

3 JIS K 6955:2017

プラスチック―呼吸計を用いた酸
素消費量又は発生した二酸化炭素
量の測定による土壌中での好気的
究極生分解度の求め方

H29.4.17 H29.11.20
国岡正雄
船橋正弘

機能化学研究部
門

4 JIS S 0015
アクセシブルデザイン－消費生活
用製品の音声案内

H29.6.1 H30.2.20
倉片憲治
伊藤納奈

人間情報研究部
門

5 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

H29.4.1 H29.10.20
吉田英一
鮎澤光

知能システム研
究部門

6
JIS K
4822:2001/AMENDMENT
1:2017

火薬類安定度試験用試薬類（追補
１）

H28.11.21 H29.8.21 岡田賢
安全科学研究部
門

7 JIS K 0138
定量核磁気共鳴分光法通則
（qNMR通則）

H29.4.1 H30.1.22
井原俊英
山崎太一

物質計測標準研
究部門

8 JIS C 8904-9
太陽電池デバイス―第９部：ソーラ
シミュレータの性能要求事項

H28.10.14 H29.8.21 猪狩真一
太陽光発電研究
センター

・H25-29 METI受託「「ロボット介護機器開発・導入
促進事業（基準策定・評価事業）」

METI H28FY～H29FY「火薬類の安定度試験に関
するJIS開発」

研究名
（外部資金研究）

H26-28 METI 「高機能ＪＩＳ等整備事業：安全・安
心な社会形成に資するＪＩＳ開発に関する委託契
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■規格の概要■ 
• 超電導センサ及び検出器を分類し
用語を規定 

• 超電導センサ及び検出器の命名法
を規定 

• 超電導エレクトロニクスの図記号
を規定 

• 他の標準化団体である米国IEEEと
協力 

• 性能評価方法に関する一連の国際
標準の基盤 

■社会への波及効果■ 
 
• 超電導センサや検出器の製造者と
利用者の相互理解が促進され、応
用機器の生産性や性能の向上が期
待される。 

• 用語や図記号は、超電導センサや
検出器、および超電導エレクトロ
ニクス分野の技術仕様書や教育現
場などで使用される。 

超電導センサおよび検出器の通則 
 IEC 61788-22-1:2017  

規格： IEC 61788-22-1:2017 Superconductivity - Part 22-1: Superconducting electronic devices - 
Generic specification for sensors and detectors（超電導センサおよび検出器の通則）(2017-07-27) 
審議委員会： IEC/TC90（超電導）/WG14（超電導センサおよび検出器） 
国内審議団体：一般社団法人日本電線工業会 
 
■ポイント■ 
• 医療検査、資源探査、分析機器、
情報通信、科学観測等の分野にお
いて使用されている超電導センサ
及び検出器は、数多くのタイプが
あり、応用範囲の拡大に向けて、
名称や図記号を統一 

■研究担当者■ 
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  
上席イノベーションコーディネータ 大久保 雅隆 

■産総研の貢献■ 
• IEC/TC90/WG14コンビーナ,プロジェク

トリーダ 
• 日本電線工業会等が受けた経産省戦略的

国際標準化加速事業（政府戦略分野に係
る国際標準開発活動）委員長として主導
[H23-H29] 

a)常電導-超電導境界（IEC 60417-6370） b)ジョセフソン接合（IEC 60417-6371） 

超電導エレクトロニクスの図記号 

(※) IEC/TC90 は日本が幹事国
を務め22件中20件が日本提案 

定義統一 市場拡大 

産総研が取り組んだ発行規格
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■規格の概要■ 
• 気泡径の違いによるバブルの定義を規定 
• ファインバブル：100 μｍ 未満 
• ウルトラファインバブル：1 μｍ 未満 
• マイクロバブル：1 μｍ 以上、100μｍ 
未満 

■社会への波及効果■ 
• 製造者と利用者の相互理解が促進され、応用機器の生産性や性能の向上が期
待される。 

• 今後グローバル市場の活性化と健全な市場の発展が期待される。 

ファインバブル技術-一般原則-パート１:用語 
ISO 20480-1:2017 

規格： ISO 20480-1:2017 Fine bubble technology — General principles for usage and measurement of 
fine bubbles — 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）(2017-06-22) 
審議委員会： IEC/TC281（ファインバブル技術）/WG1（用語を含む一般原則）  
国内審議団体：一般社団法人ファインバブル産業会 

■ポイント■ 
• 気泡径 100 μｍ（マイクロメートル）未満の泡が「ファインバブル」、気泡
径 1 μｍ未満の泡が「ウルトラファインバブル」と定義された。 

■研究担当者■ 
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 綾 信博 
エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門 表面機能デザイン研究グループ  
主任研究員 平澤 誠一 
材料・化学領域 構造材料研究部門 マルチスケール部材評価グループ 主任研究員 辻内 亨 

バブル 

ファインバブル 

ウルトラファインバブル マイクロバブル 

μm 

■産総研の貢献■ 
• H26 受託研究「ファインバブル技

術に関する国際標準化・普及基盤
構築」を実施 

• ISO/TC281 国際幹事 
• ISO/TC281/WG1 エキスパート&国

内審議委員 

定義統一 市場健全化 

気泡径の違いによるバブルの定義 

産総研が取り組んだ発行規格
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■規格の概要■ 
• 光ファイバ無線技術を使ったアンテ
ナ特性測定のための現在の最新応用 

• アンテナゲインやアンテナ放射パ
ターンの測定システム 

• 基本コンセプトやシステム構成、シ
ステムの測定例など 

■社会への波及効果■ 
• 携帯情報端末やIoT機器に内蔵され
る無線通信機能の特性のより正確
な測定 

アンテナ特性測定のための光ファイバ無線技術 
IEC TR 63099-1:2017  

規格：  IEC TR 63099-1:2017  Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-over-fibre 
technologies for electromagnetic-field measurement - Part 1: Radio-over-fibre technologies for antenna 
measurement（無線通信用送信装置-電磁界測定のための光ファイバ無線技術-パート１:アンテナ特性測定
のための光ファイバ無線技術）(2017-08-09) 
審議委員会： IEC/TC103（無線通信用送信装置）/WG6(Radio on fibre Transmitter) 
国内審議団体：一般社団法人電子情報通信学会規格調査会 
 
■ポイント■ 
• 無線機器の高周波部品の入出力特
性や各種アンテナ特性を正確に測
定できるようになった。 

• 従来の同軸ケーブルを用いた測定
では、高周波域での伝送損失の拡
大が問題であった。 

• 低損失性と高帯域性を持つ光ファ
イバで、同軸ケーブルを代替した。 

• 1本の光ファイバで高周波信号を
双方向に伝送できる。 

• 精工技研との共同研究を通じて技
術開発 

■研究担当者■ 
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  
黒川 悟 

■産総研の貢献■ 
• 国際標準開発事業「RoF(Radio on Fiber)シ

ステムに関する国際標準化」（H24-H26）
を実施 

• IEC/TC103 国際幹事  
• IEC/TC103/WG6 国内委員会主査、プロ

ジェクトリーダ、エキスパート 
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双方向性RoFトランシーバシステム
を用いたアンテナ特性測定システム 

バイログアンテナ伝送特性測定 
結果比較（同軸とRoFシステム） 

ミリ波帯用アンテナパターン特性測定システム 

ミリ波帯用アンテナパターン 
特性測定システムの周波数特性 

ホーンアンテナのアンテナ 
パターン特性結果（120 GHz） 

正確性 市場健全化 

産総研が取り組んだ発行規格
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■規格の概要■ 
• 光ファイバ無線技術の各種広帯域無線信号の低損失伝送への応用 
• 基本コンセプト、地上波ディジタルテレビ、航空管制システム、ビル内無線信
号伝送への光ファイバ無線技術の応用システム構成例等 

■社会への波及効果■ 
 
• 電波の届かない地域での携帯情報端
末利用や放送波受信を可能とするシ
ステムへの利活用 

アンテナ特性測定のための光ファイバ無線技術 
IEC TR 63098-1:2017  

規格：  IEC TR 63098-1:2017  Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-over-fibre 
technologies and their performance standard –Part 1: System applications of radio over fiber technology 
（無線通信用送信装置-光ファイバ無線技術とその特性-パート１:光ファイバ無線技術の応用システム）
(2017-09) 
審議委員会： IEC/TC103（無線通信用送信装置）/WG6(Radio on fibre Transmitter) 
国内審議団体：一般社団法人電子情報通信学会規格調査会 
 
■ポイント■ 
• アナログ広帯域信号を光ファイバ無線技術でほとんど損失なく(0.3 dB/km程
度)長距離伝送可能になった。 

• 携帯電話や地デジ電波を光ファイバでビル内、地下街、地下鉄構内等に伝送し
再放射することで、地上と同じように利用可能となった。 

• 低損失性と高帯域性を持つ光ファイバで、同軸ケーブルを代替した。 
• 1本の光ファイバで広帯域な高周波信号を双方向に伝送できる。 

■研究担当者■ 
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 黒川 悟 

■産総研の貢献■ 
• 国際標準開発事業「RoF(Radio on Fiber)

システムに関する国際標準化」（H24-
H26）を実施 

• IEC/TC103 国際幹事  
• IEC/TC103/WG6 国内委員会主査、プロ

ジェクトリーダ、エキスパート 

光ファイバ無線技術の基本システム構成例 

地上波ディジタルテレビの光ファイバ
無線医術を用いた中継システム 
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■規格の概要■ 
• ゴム製品の配合表からのバ
イオベース度の計算方法を
規定した。（パート1） 

• 配合物の炭素ベースのバイ
オベース炭素分率の測定法
を規定した。（パート2） 

• 配合物の質量ベースのバイ
オベース質量分率の測定法
を規定した。（パート3） 

 

■社会への波及効果■ 
• ゴム製品へのバイオマス原料の使用が推進
される。どの程度の量が使用されたか明確
化される。 

ゴム及びゴム製品-バイオベース度-パート1, 2, 3 
ISO 19984-1, 2, 3:2017 

規格： ISO 19984-1:2017 Rubber and rubber products — Determination of biobased content — Part 1: 
General principles and calculation methods using the formulation of the rubber compounds 

 （ゴム及びゴム製品-バイオベース度の求め方-パート１: 通則及び配合表を用いた計算法）(2017-
08-14) 

規格：ISO 19984-2:2017 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-パート2: バイオベース炭素分率）(2017-08-14) 
規格：ISO 19984-1:2017 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-パート3: バイオベース質量分率）(2017-08-14) 
審議委員会： ISO/TC45（ゴム及びゴム製品）/ SC2 （試験・分析法）/ WG5（化学試験法）  
国内審議団体：一般社団法人 ゴム工業会 

■ポイント■ 
• ゴム製品の天然物由来原料(天然ゴム、植物油等)の使用率の配合表からの計算
方法、製品からの分析方法により求める方法を規格化した。バイオベース度を
明示化することにより、石油原料の使用削減の度合いを正確に評価することが
できる。 

■研究担当者■ 
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 

■産総研の貢献■ 
• ゴム工業会が受託した経産

省委託費の推進委員会にア
ドバイザー委員として参加
し、データ収集、国際ラウ
ンドロビンテスト実施、文
書作成を行う。 

• ISO/TC45/SC2/WG5 で 、
パート 2のプロジェクト
リーダー、その他、エキス
パート&国内審議委員 

バイオベース度 

市場健全化 

産総研が取り組んだ発行規格
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■社会への波及効果■ 
 
• 既存の方式に比べ、少ない計算量
で認証できるため、携帯端末や
IoT機器など低計算能力機器にお
ける応用への適用が期待できる 

• ユーザーのプライバシー確保と受
益者の限定が必要となるさまざま
なサービス（保険加入者のみへの
匿名健康相談など）への導入が期
待できる 

安全で高機能な２種類のパスワード認証方式 
ISO/IEC 11770-4:2017 ISO/IEC 20009-4:2017 

規格： ISO/IEC 11770-4:2017 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 -- パート4: 弱い秘
密に基づくメカニズム）(2017-11) 
 ISO/IEC 20009-4:2017 Information technology -- Security techniques -- Anonymous entity 
authentication -- Part 4: Mechanisms based on weak secrets（情報技術 -- セキュリティ技術 -- 匿名エ
ンティティー認証 -- パート4: 弱い秘密に基づくメカニズム）(2017-8)  
審議委員会： ISO/IEC JTC 1（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） 
国内審議団体：一般社団法人情報処理学会情報規格調査会 

■ポイント■ 
• 公開鍵証明書不要、パスワードのみで
安全な認証を実現する「AISTパスワー
ド認証方式」 

• 匿名状態のままで特定の権限や属性の
有無を認証できる「AIST匿名パスワー
ド認証方式」（図参照） 

• 知財と標準化の一体的推進：上記２方
式 を RAND (Reasonable and Non-
Discriminatory)で許諾 

■研究担当者■ 
情報技術研究部門 高機能暗号研究G  
辛 星漢 主任研究員 
情報技術研究部門 古原 和邦 総括研究主幹 

■産総研の貢献■ 
• ISO/IEC JTC1/SC27/WG2 プ ロ ジ ェ クト
（11770-4）コエディタ(辛)＆プロジェクト
（20009-4）コエディタ(古原) 

• 産総研 標準基盤研究 (H26-28)による成果 

AIST匿名パスワード認証方式 

グループ 

サーバー 
ユーザー 

パスワードに 
基づいた匿名認証 

パスワードの
ような短い 
秘密情報 

安全な通信路を構築す
るセッション鍵の共有

も可能 

そのユーザがある集団に属し
ていることは分かるが、 
誰であるかは特定できない 

特定の属性を有している集団を 
指定することにより 
属性認証も実現可能 

認証情報  
（パスワード） 

市場拡大 安全性 
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■規格の概要■ 
• 高齢者や障碍者に分かりやすい
表示方法を規定し、多様な使用
者にとってのアクセシビリティ
を向上 

• 図や文字の組合せ、簡潔な表現、
ポイントの強調など多様な使用
者、使用環境に配慮 

• 誤解・誤使用を避けるなど安全
に関わる情報を提示し、使用す
る際の安心・安全の実現 

■社会への波及効果■ 
 
• 高齢者や障碍者に配慮された日
本の優れた製品が国際市場に普
及し、より多くの人々に対して
利便性の向上が期待される 

規格： ISO 19809:2017; Packaging - Accessible design - Information and marking （2017-11-28） 
審議委員会： ISO/TC 122（包装）/WG9(包装のアクセシブルデザイン) 
国内審議団体：公益社団法人 日本包装技術協会 

■ポイント■ 
• 包装・容器には多様な機能：運搬、保
管、内容物の情報やその廃棄の方法等 

• 認知能力、身体、言語や文化等、使用
者の多様性に対応するには購入から廃
棄まで様々な状況を踏まえた、体系
的・国際共通デザインが求められる 

• 日本で取り入れてきた工夫を提案 

■研究担当者■ 
情報・人間工学領域 人間情報研究部門  
名誉リサーチャー 佐川 賢 

■産総研の貢献■ 
•  ISO/TC 122/WG9 コンビーナ 
•  国内審議委員会 委員長 

多様性 バリアフリー 

包装容器のアクセシブルデザイン-情報と表示- 
 (高齢者・障碍者配慮）ISO 19809:2017 
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■規格の概要■ 
• 積分球を用いた蛍光内部量子効率絶
対測定方法 

• 既に広く普及している複数機種の測
定装置に共通して使えるよう配慮 

• 測定手順上の様々な注意事項を明確
に記載することにより、従来より値
のばらつきを抑えた測定が可能；測
定機関や装置間の比較精度が向上 

■社会への波及効果■ 
 
• 高品質で信頼性の高い国産セ
ラミックス蛍光体の一層の普
及と国際競争力の強化 

• 白色LEDの高効率化に伴う省
エネ効果 

白色LED用セラミックス蛍光体の光学特性評価方法 
ISO 20351:2017  

規格： ISO 20351: 2017 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Absolute 
measurement of internal quantum efficiency of phosphors for white light emitting diodes using an 
integrating sphere（2017-09-08） 
審議委員会： ISO/TC206(ファインセラミックス）/WG11(電気的・光学的応用) 
国内審議団体：（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 

■ポイント■ 
• 白色LEDは国内外で急速に普及 
• エネルギー変換効率の向上には、LEDチップの発光を高効率に色変換し白色
光を作り出す「セラミックス蛍光体」がキーマテリアル 

• セラミックス蛍光体の光学特性評価の手法の未標準化が国際展開の障害 
• JISを基に日本から提案 

■研究担当者■ 
計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 総括研究主幹 市野 善朗 

■産総研の貢献■ 
• ISO 20351:2017 プロジェクトリーダ 
• JIS R1697原案作成委員会 委員長 

省エネ 競争力強化 
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■規格の概要■ 
• 骨再生医療に用いられるバイオセラ
ミックス多孔体について、生体適合性
の評価方法を規定 

• 生体適合性を適切に評価するために、
セラミックス中への細胞の入り込み易
さを測定する試験方法を規定 

■社会への波及効果■ 
 
• 生体適合性の高い再生医療用セ
ラミックス製品のより簡便かつ
適正な評価が可能 

• 手術後の不具合率の減少や患者
のQOL向上 

バイオセラミックス多孔体への細胞侵入性評価法 
ISO 19090:2018 

規格：  ISO 19090:2018; Tissue-engineered medical products -- Bioactive ceramics -- Method to 
measure cell migration in porous materials（2018-01-17） 
審議委員会： IISO/TC 150 (外科用体内埋没)/SC 7(再生医療機器) 
国内審議団体：（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 

■ポイント■ 
• 人工骨等の再生医療に利用されるバイ
オセラミックスの重要性が増加 

• バイオセラミックス技術では日本が世
界をリード 

■研究担当者■ 
• 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 廣瀬志弘 
• 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー 本間 一弘 

■産総研の貢献■ 
• ISO/TC 150/SC7/WG3 コンビーナ 
• 国際ラウンドロビン試験に参画 
• 国内審議委員会 委員 

再生医療 手術の進歩 
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■規格の概要■ 
• 従来、特定の時間を指定して移動体の位置情報
へアクセスするISO規格は存在していた。 

• 通信事業者や自動車会社などが保有する人や車
の位置情報を横断的に分析しようとしても、
データアクセス仕様に違いが問題であった。 

• 今回は、時間に加えて場所を指定してデータへ
アクセスする規格を策定した。 

• OGC Moving Features Accessと標準データ
フォーマットを活用した時空間データの相互運
用性が向上し、人工知能分野へ応用が可能に。 

■社会への波及効果■ 
 
• 災害時に周辺の状況を
分析することができる
ため、被害に応じた避
難誘導や物資輸送の計
画を迅速化・精密化で
きる。 

• 都市部における渋滞緩
和策への活用などによ
り、市民生活の利便性
向上を図る。 

• 時空間データのイン
ターオペラビリティや
人工知能分野への応用
を広げる。 

移動体のためのデータアクセス方法 
OGC 16-120r3 

規格：  OGC Moving Features Access  1.0 [OGC 16-120r3]  (http://docs.opengeospatial.org/is/16-
120r3/16-120r3.html) 
発行日：2017-03-12 
審議委員会：Open Geospatial Consortium Moving Features SWG 

■ポイント■ 
• 人や車などの移動体(Moving Objects)に関する
ビッグデータへのデータアクセス方法 

• OGC移動体の位置情報に関する標準化ワーキ
ンググループにおいて、標準化議論に貢献 

■研究担当者■ 
情報・人間工学領域 人工知能研究センター データプラットフォーム研究チーム長 金 京淑 

* OGC(Open Geospatial Consortium) 
地理空間情報に関する国際標準化団体 

■産総研の貢献■ 
• SWGの共同議長や仕様検証

メンバーとして貢献 
• NEDO「次世代ロボット中

核技術開発事業/次世代人
工知能技術分野」および、
所内戦略予算「放射性物質
汚染のリスク管理のための
計測・評価技術の開発と適
用」 による支援 

• 移動体データの管理技術を
規格へ適用 

災害対策 利便性向上 
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Ⅲ．産総研の取り組む標準化プロジェクト


