
Ⅲ．産総研の取り組む標準化プロジェクト



Ⅲ.1 経済産業省 工業標準化推進事業 

 
１．事業概要 

 

 

経済産業省が、国際市場で競争優位に不可欠な分野や我が国企業等が保有する優れた技術・製品、

また安全・安心な社会形成等に資するテーマ等について、試験・データ収集等について、試験・

データ収集等を行った上で国際標準化原案の開発・提案又はＪＩＳ開発を行う事業で、産総研に

委託された事業。 

 

  

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） 

平成２９年度：約２９９百万円  （２６テーマ） 
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No. 研究テーマ名 領域名 研究ユニット名
研究担当者

氏名
研究期間

1 SiCエピ／ウェハに関する国際標準化事業 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
物理計測標準研究部門

先崎 純寿
奥村 元

山口 博隆
三谷 武志
堀部 雅弘
大野 淳一
和田 敏美

奥井 富士雄

H27～29

2
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

エレクトロニクス・製造領域 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

3
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・化学領域
機能化学研究部門
イノベーション推進本部

須田 洋幸
小島 鋭士

H27～29

4
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・人間工学領域
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
金 奉根

藤原 清司

H27～29

5
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・人間工学領域 人間情報研究部門
氏家 弘裕
渡邊 洋

H27～29

6
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

生命工学領域 健康工学研究部門 廣瀬 志弘 H27～29

7
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・環境領域 安全科学研究部門
岡田 賢

松永 猛裕
秋吉 美也子

H28～29

8 手術ロボットに関する国際標準化 生命工学領域 健康工学研究部門
鎮西 清行
鷲尾 利克
小関 義彦

H28～30

9
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・製造領域
エネルギー・環境領域

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

10
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（株））

エレクトロニクス・製造領域
情報・人間工学領域

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
澤田 浩之
古川 慈之

増井 慶次郎
髙本 仁志
近藤 伸亮
大岩 寛

Ryabov Oleg
Herwan Jonny

H28～30

11
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 工学計測標準研究部門

高辻 利之
寺尾 吉哉
森岡 敏博
神長 亘

H28～30

12
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
イノベーション推進本部

熊谷 和博
山本 和弘
加藤 晴久
藤本 俊幸
竹歳 尚之
水野 耕平

H27～29

13
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

14
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
（（株）ミサワホーム総合研究所）

情報・人間工学領域 知能システム研究部門

小島 一浩
谷川 民生
関山 守

西尾 英樹
江﨑 正

H28～30

15 発光株化培養細胞の保存管理法に関する国際標準化
生命工学領域
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

16
風力発電システムに関する国際標準化
（（一社）日本電機工業会）

エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

小垣 哲也
嶋田 進

川端 浩和
阿部 裕幸
往岸 達也

谷垣 三之介
青木 繁光
菊島 義弘

H28～30
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経済産業省　工業標準化推進事業テーマ一覧 No. 研究テーマ名 領域名 研究ユニット名
研究担当者

氏名
研究期間

17 エネファームのリモート運転に関する国際標準化 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門
河尻 耕太郎
安芸 裕久

H29～31

18
分散型電源の系統連系に関する要求事項の国際標準化
（（一社）日本電機工業会）

エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター
大谷 謙仁
合田 忠弘
吉岡 康哉

H29～31

19 屋内環境用光電池の性能評価に関する国際標準化 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター
吉田  郵司
近松 真之
望月 博孝

H29～31

20
非直交光学式座標測定システムの精度評価法に関する国
際標準化

計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

阿部 誠
高辻 利之
佐藤 理

鍜島 麻理子
松崎 和也

H29～31

21
ゲノム解析及び多項目遺伝子関連検査に関する国際標準
化

計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 藤井  紳一郎 H29～31

22
熱可塑性複合材料の接合特性評価方法に関する国際標準
化

材料・化学領域 ナノ材料研究部門 堀内 伸 H29～31

23
ファインバブル技術応用に関する国際標準化・普及基盤構
築

材料・化学領域

構造材料研究部門
無機機能材料研究部門
バイオメディカル研究部門
物質計測標準研究部門
製造技術研究部門
集積マイクロシステム研究センター

兼松 渉
安井 久一
辻内 亨

川崎 一則
川﨑 隆史
加藤 晴久
綾 信博

平澤 誠一
苑田 晃成

小比賀 秀樹
松本 壮平

H29～31

24
社会のユニバーサルデザイン化に向けたアクセシブルデザ
イン（AD）製品の国際標準化等

情報・人間工学領域 人間情報研究部門

伊藤 納奈
大山 潤爾
倉片 憲治
 佐川 賢

持丸 正明

H29～31

25 ダイナミック・サイニングに関する国際標準化 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

渡邊 洋
持丸 正明
氏家 弘裕
伊藤 納奈

H29～31

26
ヘッドマウントディスプレイの人間工学的要求事項に関する
国際標準化

情報・人間工学領域 人間情報研究部門

氏家  弘裕
渡邊 洋

兵頭 啓一郎
多田 充徳

H29～31

*()内は共同実施者
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SiCエピ／ウエハに関する国際標準化 
[研究代表者：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 パワーデバイス基礎チーム  先﨑 純寿] 

研究期間(H27～29fy) 

①標準化研究概要 
 
 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。 

②標準化の社会的インパクト 
 
 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。 

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 
未定 

⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
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 
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-01 研究期間（H27 ～ 29fy）　
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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 

[研究代表者：エレクトロニクス・製造領域 フレキシブルエレクトロニクス研究センター ハイブリッドプロセスチーム 山本 典孝] 
[共同研究者： 同上  小笹 健仁,  鎌田 俊英] 

研究期間(H27～29fy) METI－02 

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、装置特性、品質評価、印刷性に関する標準につい

て、産総研の知見を活かし、規格化を進める。現在、「紙基材」「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）」「印刷性ベーシックパターン」に関する６つの日本提案PJが審議中である
。 “印刷性ガイドライン”と“印刷OLED素子の品質評価“に関する提案は年度初めにISに至った。 

②標準化の社会的インパクト 
 
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。 

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-紙基材（追補） ／ IEC62899-201-AMD(Printed Electronics Part201-
Substrates)、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-評価ベーシックパターン／IEC62899-403-1 (Printed Electronics 
- Part 403-1: Printability - Requirements for reproducibility - Basic patterns for evaluation of printing 
machine) 

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  
未定 

⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
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  

⑥国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 
IEC62899-201-AMD(紙基材)発行予定：平成30年度、 IEC62899-201-2（ストレッチャブル基材）発行予定：平成
31年度、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、IEC62899-204 （絶縁性インク）：
発行予定：平成31年度、IEC62899-303-1(シートサイズ（幅）)発行予定：平成31年度、 IEC62899-403-1(印刷性
ベーシックパターン):発行予定:平成31年度 

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 

研究期間（H27 ～ 29fy）　
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セルロースナノファイバーに関する国際標準化 
[研究代表者：材料・化学領域 機能化学研究部門 須田  洋幸] 
[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] 

研究期間(H27～29ｆｙ） METI－03   

① 標準化研究概要 
 
 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。 

 ②標準化の社会的インパクト 
 
 ＩＳＯ文書化により、本物質の産業利用の加速に役立つ。 
 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 
 
無し 
 ⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
 
   ISO/TC229 (ナノテクノロジー）/JWG2 (計量・計測)、イギリス、産総研 
 ⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
  国際標準（ISO)提案：平成28年度、発行予定：平成33年度 

研究期間（H27 ～ 29fy）　

66 67



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 

[研究代表者：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 ディペンダブルシステム研究チーム 角 保志] 
[共同研究者：同上 中坊 嘉宏,  藤原 清司] 
[共同研究者：情報・人間工学領域 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] 

研究期間(H27～29ｆｙ） METI－04   

① 標準化研究概要 
 
 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。 

②標準化の社会的インパクト 
 
 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。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed  
 
機械類の安全性－人の保護のための安全関連センサ－使用事例／SAFETY OF MACHINERY – Safety-
related sensors used for protection of person – Examples of application 

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 
予定なし 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
IEC/TC44 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
未定 

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 

研究期間（H27 ～ 29fy）　
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[研究代表者： 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 氏家 弘裕 ] 
[共同研究者： 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 渡邊 洋] 

研究期間(H27～29ｆｙ） METI－05 

① 標準化研究概要 
 
 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。 

②標準化の社会的インパクト 
 
 「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。 

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 
未定 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
 
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） 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 
国際標準（ISO）提案：平成28年度、発行予定：平成32年度 
 

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 

研究期間（H27 ～ 29fy）　
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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 

[研究代表者：生命工学領域 健康工学研究部門 生体材料研究グループ 廣瀬 志弘] 

研究期間(H27～29ｆｙ） METI－06 

① 標準化研究概要 
 
 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。 

②標準化の社会的インパクト 
 
 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。 

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 
 未定 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
 
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 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
国内標準（JIS）提案予定：未定 
国際標準（ISO）提案：平成28年度、発行予定：平成31年度 

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。 

研究期間（H27 ～ 29fy）　
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火薬類の安定度試験に関するJIS開発 

[研究代表者：エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 爆発安全研究グループ 岡田 賢 ] 
              [共同研究者：エネルギー・環境領域 安全科学研究部門   松永 猛裕  
               エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 爆発安全研究グループ 秋吉 美也子, 薄葉 州 ] 

研究期間(H28～29ｆｙ） METI－07 

① 標準化研究概要 

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。 

②標準化の社会的インパクト 
 
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。 

③ 標準原案名／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追補・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 
 
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 

⑤ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
JIS提案済：平成29年度JIS K4810 追補１、 JIS提案予定：平成30年度 JIS K4810, JIS4822 改正／JIS K 
4822:2001/AMENDMENT 1:2017, Proposal FY2018 JIS K4810, K4822 

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 

研究期間（H28 ～ 29fy）　
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[研究代表者：生命工学領域 健康工学研究部門 鎮西 清行] 
[共同研究者：生命工学領域 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, 小関 義彦] 

研究期間(H28～29ｆｙ） 

① 標準化研究概要 
 
 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、調査と標準化を行う。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（医用電気機器）とISO/TC 299（ロボティクス）の合同WGで医用電気機器の自律性に関するTR (IEC 
TR 60601-4-1:2017) を発行した．続いて手術ロボット個別規格の策定が開始され，日本がプロジェクトリーダに就
任している． 

②標準化の社会的インパクト 
 
 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。市場は年10-30%の高い成長率を維持しており、手術ロボットに新規参入する企業が内外で増加している。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed 
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 
IEC 80601-2-77 Medical Electrical Equipment – Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and 
essential performance of robotically assisted surgical equipment 
 

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 
無し 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
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 
 国際標準(IEC) 提案:平成26年度、発行予定:平成30年度 

手術ロボットに関する国際標準化 

METI-08 研究期間（H28 ～ 30fy）　
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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 

[研究代表者：エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門  秋永 広幸] 

[共同研究者：エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター  吉田 郵司, 
         エレクトロニクス・製造領域 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] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－09 

① 標準化研究概要 
 
 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。 

②標準化の社会的インパクト  
 
 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。 

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 
他、空間電荷評価方法に関する予備業務項目をH29年度中に新規提案予定 PWI will be submitted in FY2017 

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 
未定 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
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 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
国際標準（IEC)提案：平成28年度、現在WD、発行予定：平成31年度 
国際標準（IEC)提案：平成29年度PWI提案、発行予定：平成32年度 

国際標準化する熱刺激電流
評価技術のイメージ 

研究期間（H28 ～ 30fy）　
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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 

[研究代表者：エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門 加納 誠介] 
[共同研究者：エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門 増井慶次郎、芦田極、近藤伸亮、古川慈之、

Ryabov Oleg、松本光崇            
        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 安藤慶昭、中坊嘉宏、花井亮 
        情報・人間工学領域 情報技術研究部門 大岩寛] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－10 

① 標準化研究概要 
 
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。  

②標準化の社会的インパクト 
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。 

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 
未定 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
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) 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
国内標準(JIS)提案予定：未定 
国際標準(IEC) 提案予定：平成30年度、発行予定：未定 
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水素燃料計量システム等に関する国際標準化 

[研究代表者：計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 高辻 利之] 
[共同研究者：計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 寺尾 吉哉                      
         気体流量標準研究グループ  森岡   敏博 
         流量計試験技術グループ 神長 亘] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－11 

① 標準化研究概要 
 
 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。 

②標準化の社会的インパクト 
 
 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。 

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基本技術専門委員会、（一社）日本計量機器工業連合会 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体  
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 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 国際標準（OIML）提案：平成28年度、発行予定：平成31年度 

82 MPa（820気圧）の高圧下で作動する流量計の性能評価 脱圧量の算定方法の確立 

研究期間（H28 ～ 30fy）　

74 75



[研究代表者： 計量標準総合センター 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] 
[共同研究者： イノベーション推進本部 山本 和弘, 
  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 加藤 晴久,  
  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 水野 耕平,  
  計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 竹歳 尚之,  
  計量標準総合センター 藤本 俊幸 ] 

研究期間(H27～29ｆｙ） 

① 標準化研究概要 
 
 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。そこで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。 

②標準化の社会的インパクト 
 
 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。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed  
 
ナノテクノロジー - 走査電子顕微鏡法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 
 
無し 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
 
ISO/TC229 (ナノテクノロジー）/JWG2 (計量・計測)、イギリス、産総研 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 
国際標準（ISO)提案：平成28年10月、発行予定：平成31年 

ナノ材料のサイズ分布測定法に関する国際標準化 

METI-12 研究期間（H27 ～ 29fy）　

74 75



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 

[研究代表者：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  堀部 雅弘      ] 
[共同研究者：同上 岸川 諒子  ] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－13 

① 標準化研究概要 
 
 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。 

②標準化の社会的インパクト 
 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 
 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
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 
IEC 61169-24 Ed.3: 2017年9月/2018年8月、 IEC 61169-63 Ed.1: 2017年9月/2019年9月 
IEC TS61169-1-52Ed.1: 2017年9月/2019年9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 

研究期間（H28 ～ 30fy）　

76 77



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 

[研究代表者：情報・人間工学領域 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] 

[共同研究者：情報・人間工学領域 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  
         情報・人間工学領域 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] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－14 

① 標準化研究概要 
 
 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。 

②標準化の社会的インパクト 
 
 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。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed  
 
コネクテッドホーム環境に関する機能安全／Connected home environment - 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 
IEC SyC AAL、ドイツ（議長国）、（一財） 日本規格協会 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
国際標準（IEC）CD提案予定：平成30年度、発行予定：平成33年度 

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 

研究期間（H28 ～ 30fy）　

76 77



発光株化培養細胞の保存管理法に関する国際標準化 

[研究代表者：生命工学領域 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 ] 

[共同研究者：生命工学領域 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,松倉 智子 
         計量標準総合センター 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] 

研究期間(H28～30ｆｙ） METI－15 

① 標準化研究概要 
 
 生物発光計測を用いたセルベースアッセイ方法に関する一般的定義および要求事項を規定する。具体的には生
理活性物質の活性評価のためのセルベースアッセイおよび発光計測プロセスの標準化事項を規定する。 

②標準化の社会的インパクト 
 
 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。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed  
 
「光学的セルベースアッセイに関する一般的定義および要求事項」／General definitions and minimum 
requirements for photometric cell-based assays 

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 
無し 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
 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 
 国際標準（ISO)提案予定：平成29年度、発行予定：平成36年度 

研究期間（H28 ～ 30fy）　

78 79



エネファームのリモート運転に関する国際標準化 

[研究代表者：エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 エネルギーシステム戦略グループ 河尻耕太郎 、安芸裕久] 

研究期間(H29～31ｆｙ） METI－17 

① 標準化研究概要 

分散型電源の大量普及が進み、スマートシティではエネルギーリソースアグリゲーションが必要となってくる。

全ての機能を通信で結びアグリゲーションすることで、系統の安定化に貢献させ、市場売買でその潜在能力をフル

に活用するビジネス形態が可能となる。 

家庭用燃料電池（エネファーム）についても、設置環境にこだわらずエネファームを遠隔で群制御（リモート運

転）することで、電気・熱エネルギーの供給源として効率的な供給体制を確保できることが期待される。 

エネルギーの有効・効率的配分をEMS（Energy Management System：エネルギー管理システム）によって制御

し、効率的かつ安定的なエネルギーネットワークの運用に貢献できるようなシステムの構築を目指す。日本が先行

しているエネファームのもつ、優れた運転性能を活用し、リモート運転に必要な通信プロトコルや関連機器（スマー

トメータなど）の基本仕様と、複数台リモート制御によるエネルギー利用評価等の試験方法を実証試験により評

価・検証し、国際標準の開発を行う。  

②標準化の社会的インパクト 

 燃料電池技術分野におけるエネファームに代表される小形定置用燃料電

池は、省エネ機器としてCO2削減に貢献しており、市場拡大が着実に進ん

でいる。 

 現在は、住戸ごとに最適化された運転を行っているが、リモート制御に

よって、今後スマートシティーやより広い地域における全体最適化に貢献す

ることができるようになり、さらなる市場拡大が期待される。エネファームの

特性を考慮しつつ、熱融通など他の電源にはない特徴を活かすことで、エ

ネファームの能力をより有効に活用できる可能性がある。 

 日本が先行しているエネファームのもつ優れた運転性能をベースとして、

リモート運転に必要な通信プロトコルや関連機器（スマートメータなど）の基

本仕様と試験方法を規格化することが今後の国際競争力強化の鍵となる。 

 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed 
燃料電池技術 - 第3－XX部：小形定置用燃料電池によるエネルギー制御システム（仮称） 
Fuel cell technologies – Part 3-XX: Communication networks and power management operation for small 
stationary fuel cell power systems (Tentative titled) 

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，燃料電池国際標準化委員会 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
 IEC/TC105（Fuel cell technologies） 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 国際標準化提案（NWIP提出）：2019年2月 

研究期間（H29 ～ 31fy）　

78 79



屋内環境用光電池の性能評価に関する国際標準化 

[研究代表者：エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター  吉田 郵司] 
[共同研究者：エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター  有機系薄膜チーム 近松 真之 
          エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター  有機系薄膜チーム 望月 博孝] 

研究期間(H29～31ｆｙ） METI－19 

① 標準化研究概要 
 
 ＩｏＴセンサネットやスマートハウスなどで省エネ機器としての普及が期待されているものに、屋内光をエネルギー
源とする光電池がある。これら光電池は様々な照明光下で利用され、それぞれにスペクトル特性や強度が異なる
ため、評価基準が無く光電池の性能評価が出来ない状況にある。特に、国内で高い技術を保有する有機系光電
池は、スペクトル形状や光強度依存性の観点から屋内光下での性能が高いと言われており、その普及拡大のた
めには公正な評価が必要とされている。そこで、屋内光下での光電池の性能評価を可能とする評価方法の国際
標準化を、一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）および関連企業体（技術研究組合を含む）と一緒に取り
組む。 

②標準化の社会的インパクト 
 
 IoT社会の実現に向けて急速に普及が進むセンサネットワークの供給電源として、配線や電池交換が不要の自

立電源として普及が期待される。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed 
 
 屋内光用光電池の性能評価方法 
 PHOTOVOLTAIC DEVICE EVALUATION METHOD FOR INDOOR LIGHT 

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 
 
 未定 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
 
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 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 
 国際標準（IEC)提案：平成29年度、発行予定：平成33年度 

図１ 様々な照度の屋内光 

太陽光 100,000 lux 

机 200～600 lux 

壁際 50～300 lux 

窓際 5,000 lux 

図２ シースルー有機系光電池 

研究期間（H29 ～ 31fy）　

80 81



非直交光学式座標測定システムの精度評価法に関する国際標準化 

[研究代表者：計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ  阿部  誠]  
[共同研究者：計量標準総合センター 工学計測標準研究部門                                       高辻  利之] 
[共同研究者：計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ   佐藤  理， 
                                           鍜島  麻理子 ，松崎  和也] 

研究期間(H29～31ｆｙ） METI－20 

① 標準化研究概要 
 
 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。  

②標準化の社会的インパクト 
 
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。 

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１３
部：非直交光学式座標測定システム／Geometrical Products Specifications (GPS) Acceptance and 
reverification tests for Coordinate Measuring Systems (CMS) － Part-13 : Optical 3D CMS 

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/TC213（製品の幾何特性仕様）/WG10（座標測定機）、英国、産業技術総合研究所／日本規格協会 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 
国際標準（ISO）提案：平成29年度、発行予定：平成33年度 

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 

研究期間（H29 ～ 31fy）　
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ゲノム解析および多項目遺伝子関連検査に関する国際標準化 

[研究代表者：計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 バイオメディカル標準研究グループ 藤井紳一郎] 

研究期間(H29～31ｆｙ） METI－21 

① 標準化研究概要 
 
 臨床現場において次世代型シークエンサー（NGS）等を用いたゲノム解析を行うクリニカルシーケンス、細胞品
質評価、消費者利用型（Direct-to-Consumer:DTC）検査などにおいては、測定値の信頼性確保や業界内での品

質を担保するための妥当性評価や精度管理、特に検査室間の妥当性確認を行うための外部精度管理が求めら
れている。本事業では、ゲノム解析および多項目遺伝子関連検査に関する国際標準として、「仮称」標準物質を用
いたゲノム解析の精度管理に関する要求事項(Minimum requirement for genome analysis with reference 
material)について国際標準案を1件作成しISO/TC276に提案することを目標とする。 
 本規格を提案し、併せてゲノム解析における精度管理体制を構築することによって、国内のゲノム解析に関する
信頼性の付与と国際規格に基づいた円滑な検査態勢の構築を図る。 
  

②標準化の社会的インパクト 
 
 多項目を解析対象とする遺伝子関連検査ではNGSの利用が急速に普及しつつある。NGSが設置された拠点医
療機関内の検査室および登録衛生検査所では、NGSはがん関連遺伝子パネル検査や、希少疾患（難病）あるい
は未診断疾患の遺伝学的検査に用いられ、また、DTC遺伝子検査ビジネスでも用いられている。世界の遺伝子関
連検査受託市場規模は2010年の約3750億円から10年で約2倍の約7800億円（シード・プランニング社）や、同じく
世界の遺伝子検査市場として2020年に1兆2000億円（富士経済）を見込む成長市場である。また、国内における遺
伝子検査市場規模は診断薬では2011年に82億円であったものが2018年には約100億円に増加すると予想（富士
経済）されており、新たな測定法やマーカーの開発が進めば更なる市場規模の拡大が見込まれる。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed 
 「仮称」標準物質を用いたゲノム解析の精度管理に関する要求事項 
 Minimum requirement for genome analysis with reference material 

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 
平成29年度工業標準化推進事業委託費（戦略的国際標準化加速事業：政府戦略分野にかかる国際標準開発活
動） 代表：産総研、藤井紳一郎、分担：理化学研究所、バイオチップコンソーシアム    

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
 ISO/TC 276 バイオテクノロジー、ドイツ、FIRM 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 平成31年度 

研究期間（H29 ～ 31fy）　
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ファインバブル技術応用に関する国際標準化・普及基盤構築 
[研究代表者：中部センター（兼）材料・化学領域 構造材料研究部門 兼松 渉] 
[共同研究者：イノベーション推進本部 綾 信博] 

研究期間(H29～31fy)   

①標準化研究概要 
 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。 

②標準化の社会的インパクト 
 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。 

③標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed  
 
ISO/DIS 20480-2 Fine bubble technology - General principles for usage and measurement of fine bubbles -
- Part 2: General principles / ファインバブル技術 - 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 
ISO/DIS 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/DIS 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) 
ISO/PWI 21910-1 Fine bubble technology -- Characterization of microbubbles -- Part 1: Off-line evaluation 
of size index / ファインバブル技術 - マイクロバブルの性状評価 - 第１部：サイズインデックスのオフライン評価 

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 
未定 

⑤国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
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 
 
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） 

生成消滅・安定化
メカニズム

実環境（圧力・温度
変動下）での挙動

洗浄機能発現
メカニズム

粒子

バブル

B

A

水 微粒子

バブル

水

安定化？

大気圧

大気圧

500 nm

100-200nmの範囲にピークを持つ
気泡径分布

50 nm

表面に付着していた固体粒子
の径分布か？

500気圧で６０秒加圧

市販製造装置によるUFB水

ISO/TC281  
Fine Bubble 
Tech. 

ISO規格案作成 

学術論文 

ファインバブル産業会 

産総研 

協 
力 

METI-23 研究期間（H29 ～ 31fy）　
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社会のユニバーサルデザイン化に向けたアクセシブルデザイン（AD）製品の 
国際標準化等 

[研究代表者：情報・人間工学領域 人間情報研究部門 持丸 正明] 
[共同研究者：情報・人間工学領域 人間情報研究部門 伊藤 納奈, 大山 潤爾, 佐川 賢, 倉片 憲治, 横井 孝志] 

研究期間(H29～31ｆｙ） METI－24 

① 標準化研究概要 
 
 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、それらをＡＤ製品
であることを認証するための基準として活用し、AD及びUDを社会に普及させ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。また製品等の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。 

②標準化の社会的インパクト 
 
高齢者・障害者対応製品の普及及び海外市場の拡大，AD/UDの普及 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) 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提案先、日本工業規格共同原案作成団体 
 
JISC 高齢者・障害者支援専門委員会、（公財）共用品推進機構 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
 
ISO/TC159（人間工学）、ドイツ、（一社）日本人間工学会 
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 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 
国際標準(ISO)提案予定：平成29年度－平成31年度、発行予定：平成30年度－平成33年度 

研究期間（H29 ～ 31fy）　
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ダイナミックサインに関する国際標準開発 

 [研究代表者：情報・人間工学領域 人間情報研究部門 渡邊 洋] 
 [共同研究者：情報・人間工学領域 人間情報研究部門 持丸 正明, 伊藤 納奈,  氏家 弘裕] 

研究期間(H29～31ｆｙ） METI－25 

① 標準化研究概要 
 
 床面や路面へ動的な成分を含む図記号あるいは文字情報を提示する技術をダイナミックサインと呼ぶ。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。本事業は視認性を保
ち、的確に情報を伝達するサインに関する人間工学知見を収集し、統一ルールを国際標準化することである。 

②標準化の社会的インパクト 
 
 現在複数の機関や国において、独自のダイナミック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、社会的な混乱を防ぎ、同技術の発展に寄与することになる。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed 
 
 日本語 物理環境におけるダイナミックサイン：パート1 総則 
 英語 Dynamic signs in physical environments: Part 1 general requirements 

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 
なし 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
ISO/TC 159/SC 5、英国、JENC 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 提案予定平成29年度、発行予定平成32年度 

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 

ISO 

研究期間（H29 ～ 31fy）　
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[研究代表者： 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 氏家 弘裕] 
[共同研究者： 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 デジタルヒューマン研究グループ 多田 充徳] 

研究期間(H27～29ｆｙ） METI－26 

① 標準化研究概要 
 
 ヘッドマウントディスプレイ（HMD）が一般市場において普及しつつある現在、利用者の視点に立った人間工学指
針を開発することが必要不可欠である。本研究では、HMDの人間工学に関する幅広い視点に立ち、利用環境を整
理することで、より必要性・重要性の高い人間工学的要求事項を開発し、国際標準化機構（以下、ISO）に対し国際
標準化提案を行うことを目的とする。 

②標準化の社会的インパクト 
  
HMDの人間工学的指針の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・快適なHMDの利
用環境を確保することは、利便性の高い製品としてのHMDの普及を促し、また利用分野の拡大による国際市場の
拡大を下支えするものである。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed  
 
ヘッドマウントディスプレイの人間工学的要求事項、光学特性（仮称） 
Ergonomics requirements for optical characteristics of Head-mounted displays (Provisional title) 
ヘッドマウントディスプレイに特有な映像酔い及び関連する生体影響の軽減に関する人間工学的要求事項（仮称） 
Ergonomics requirements for reducing visually induced motion sickness and related biomedical effects 
unique to Head-mounted displays (Provisional title) 
ヘッドマウントディスプレイの人間工学的要求事項、一般項目 (仮称) 
Ergonomics requirements for general characteristics of Head-mounted displays (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 
未定 

⑤ 国際標準提案先、幹事国、国内審議団体 
 
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） 

⑥ 国内・国際標準の提案、発行（予定）時期 
 
国際標準（ISO）提案：平成30, 31年度、発行予定：平成34, 35年度 

ヘッドマウントディスプレイの人間工学的要求事項に関する国際標準化 

[共同研究者： 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 外来研究員（コニカミノルタ(株)） 兵頭 啓一郎] 

国内利害関係者等との 
映像酔い対策協議 

ISO/TC159/SC4への 
国際規格化提案 

HMDの人間工学実験
によるデータの蓄積 

快適HMD委員会 
コンテンツベンダー、デバイスベンダー、ソフト
評価ベンダー、その他関連企業、業界団体 

大学・国研 研究者、医療関係者 

AIST JENC 

ISO 

研究期間（H27 ～ 29fy）　

 

 

      Ⅲ.2 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２９年度： ４５百万円（１４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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      Ⅲ.2 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２９年度： ４５百万円（１４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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No. 研究テーマ名 領域名 研究ユニット名
研究担当者

氏名
研究期間

1
陶磁器製洋食器の食器洗浄に対する耐久性
試験法

材料・化学領域 無機機能材料研究部門

杉山 豊彦
大橋 優喜
堀内 達郎
楠本 慶二

H29～30

2
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

3
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・製造領域
計量標準総合センター
材料・化学領域
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
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
辻内 亨
七山 太

H27～29

4
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・環境領域 環境管理研究部門
谷保 佐知
山下 信義

H27～29

5
「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

6 円形管路の絞り機構による流量測定方法 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

7
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方法の国際規格化

材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター
張 民芳

岡崎 俊也
H27～29

8
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

9 ガスバリアフィルム用ナノクレイ規格

材料・化学領域
計量標準総合センター
地質調査総合センター

化学プロセス研究部門
工学計測標準研究部門
地圏資源環境研究部門
構造材料研究部門

蛯名 武雄
吉田 肇

新井 健太
鈴木 正哉
三好 陽子
犬飼 恵一

H29～31

10
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

11
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
小畠 時彦
小島 桃子
飯泉 英昭

H28～30

12
ミリ波帯二平衡平板型共振法による誘電体
評価技術の研究

計量標準総合センター 物理計測標準研究部門
加藤 悠人
堀部 雅弘

H29～31

13
安全情報のモデリング言語「SafeML」の標準
化

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
Geoffrey BIGGS

安藤 慶昭
H27～29

14
近赤外波長域を利用した医療用画像システ
ムの国際標準化研究

生命工学領域創
エレクトロニクス・製造領域
材料・化学領域

創薬基盤研究部門
電子光技術研究部門
ナノチューブ実用化研究センター

池原 譲
榊田 創

岡崎 俊也
H29

産総研　標準基盤研究テーマ一覧
産総研　標準基盤研究テーマ一覧
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No. 研究テーマ名 領域名 研究ユニット名
研究担当者

氏名
研究期間

1
陶磁器製洋食器の食器洗浄に対する耐久性
試験法

材料・化学領域 無機機能材料研究部門

杉山 豊彦
大橋 優喜
堀内 達郎
楠本 慶二

H29～30

2
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

3
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・製造領域
計量標準総合センター
材料・化学領域
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
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
辻内 亨
七山 太

H27～29

4
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・環境領域 環境管理研究部門
谷保 佐知
山下 信義

H27～29

5
「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

6 円形管路の絞り機構による流量測定方法 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

7
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方法の国際規格化

材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター
張 民芳

岡崎 俊也
H27～29

8
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

9 ガスバリアフィルム用ナノクレイ規格

材料・化学領域
計量標準総合センター
地質調査総合センター

化学プロセス研究部門
工学計測標準研究部門
地圏資源環境研究部門
構造材料研究部門

蛯名 武雄
吉田 肇

新井 健太
鈴木 正哉
三好 陽子
犬飼 恵一

H29～31

10
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

11
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
小畠 時彦
小島 桃子
飯泉 英昭

H28～30

12
ミリ波帯二平衡平板型共振法による誘電体
評価技術の研究

計量標準総合センター 物理計測標準研究部門
加藤 悠人
堀部 雅弘

H29～31

13
安全情報のモデリング言語「SafeML」の標準
化

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
Geoffrey BIGGS

安藤 慶昭
H27～29

14
近赤外波長域を利用した医療用画像システ
ムの国際標準化研究

生命工学領域創
エレクトロニクス・製造領域
材料・化学領域

創薬基盤研究部門
電子光技術研究部門
ナノチューブ実用化研究センター

池原 譲
榊田 創

岡崎 俊也
H29

産総研　標準基盤研究テーマ一覧
産総研　標準基盤研究テーマ一覧 陶磁器製洋食器の食器洗浄に対する耐久性試験法 

[研究代表者：材料・化学領域 無機機能材料研究部門 粒子機能化技術グループ 杉山豊彦       ] 

[共同研究者：材料・化学領域 無機機能材料研究部門 粒子機能化技術グループ 大橋優喜 堀内達郎 楠本慶二] 

研究期間(H30ｆｙ) 標準基盤研究－01 

① 標準化研究概要 

陶磁器製飲食器を業務用あるいは家庭用食器洗浄器で洗浄した場合の表面劣化に対する耐久性を評価する試
験方法を標準化する。これにより食器が食洗機対応であるか否かを判定することができる。試験方法は促進試験を
想定しており、実際の食器洗浄との相関が高い促進試験の条件を研究する。促進試験は主にアルカリ溶液への浸
漬である。判別基準などの設計は製造・流通・使用者の業界等と協同して検討を行う。洋食器を主な対象とするが
和食器についても検討を行う。 

②標準化の社会的インパクト 
 
国内では標準試験方法が無く各社各機関が異なる評価試験を行っている。このため流通、開発研究において標準
化の要望が高い。標準化により陶磁器食器の売買において性能表示が可能となり、高品質の製品が正当に評価さ
れ、技術水準の向上も促進される。また、食器の安全性に関わる品質保証の一つとしても有効である。 

③ 標準原案名（仮称）  
 
陶磁器製洋食器の食器洗浄に対する耐久性試験法 

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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
 
提案先：未定、原案作成団体：未定（日本陶磁器産業振興協会、産総研など） 

 

⑥ 標準の提案、発行（予定）時期 
 
2020年度提案予定 

研究期間（H29 ～ 30fy）　
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甲状腺モニタ用ファントム標準化のための研究 

[研究代表者：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 柚木  彰] 

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－02 

① 標準化研究概要 

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が制定されている。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。 

②標準化の社会的インパクト 
体内放射能測定装置の装置比較が可能になる。 
放射能測定精度の向上により甲状腺被ばく評価の改善が見込まれる。 

③ 標準原案名（仮称）  
体内放射能測定装置―γ線放出核種（エネルギー100 keV以上3 e000 keV以下） 

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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
JISC保安技術専門委員会、（一社）日本電気計測器工業会 

⑥ 標準の提案、発行（予定）時期 
国内標準(JIS)提案予定：平成30年度、発行予定：平成32年度 
国際標準(IEC)提案予定：平成30年度、発行予定：平成34年度 

よう素-131
校正用線源 

甲状腺用ファントム 

甲状腺モニタ 

ガンマ線 

照射試験装置 

試験条件が製造者任せのため 
製品比較が出来ない 

照射試験装置を用いた評価により
ファントム及び試験条件を標準化 

体内放射能測定装置の装置比較が可能になる 
放射能測定精度の向上により甲状腺被ばく評価の改善が見込まれる 

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 体内放射能測定装置－γ線放出核種 
（エネルギー100 keV以上3 000 keV以下） 

頸部ファントム 

レスポンス試験 

甲状腺モニタのレスポンス試験の精度向上を目指す 

研究期間（H27 ～ 29fy）　
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液中粒子濃度計測に係わる一般的ガイドライン開発 

[研究代表者： 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 平澤 誠一 
[共同研究者： エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門／イノベーション推進本部 綾 信博 
 計量標準総合センター 計測標準研究部門 坂口孝幸、桜井 博 
 材料・化学領域 構造材料研究部門 兼松 渉、辻内 亨 
 地質調査総合センター 地質情報研究部門 地球変動史研究グループ  七山 太 

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－03 

① 標準化研究概要 
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。 

②標準化の社会的インパクト 
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、殆ど、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。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed  
・ 液中浮遊粒子の粒子個数濃度評価のための試料準備及び校正のガイドライン / Guideline for sample 
preparation and calibration to evaluate particle number concentration of suspended particles in liquid 
・ ファインバブル技術—ウルトラファインバブル分散液の性状評価—第２部:濃度指数の評価（仮題） /  Fine 
bubble technology -- Characterization of  ultrafine bubble dispersion in water – Part 2: Evalution of 
concentration index (tentative) 
・ ファインバブル技術—マイクロバブルの性状評価—第３部:濃度指数のオフライン評価（仮題） / Fine bubble 
technology -- Characterization of microbubbles  -- Part 3: Off-line evaluation of concentration index  
(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 
未定、（一社）日本粉体工業技術協会および（一社）ファインバブル産業会 

⑤ 国際標準提案先／幹事国／国内審議団体  
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 
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30年度、平成31年度、平成32年度、発行予定：未定 
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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 

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－04 

① 標準化研究概要 

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）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、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）やペルフルオロヘキ
サンスルホン酸（PFHxS）とそれらの塩については現在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ペルフルオロアルキル化合物（PFASs）について高感度高精度な分析方法
を開発し、国際標準規格発行を目的とする。 
 

②標準化の社会的インパクト 
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。 
 

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) 
水中のポリフルオロアルキル化合物（PFAS）の測定―固相抽出方法と液体クロマトグラフタンデム質量分析計
（LC-MS-MS）を用いた試験方法 
 

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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
ISO/TC 147 (水質) /SC 02 (物理的、化学的、生物化学的方法)、ドイツ、一般社団法人産業環境管理協会 
 

⑥ 標準の提案、発行（予定）時期 
国際標準（ISO)提案：平成28年度、発行予定：平成31年度 
 

[研究代表者：エネルギー・環境領域 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：エネルギー・環境領域 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     ] 

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) 

↑POPs条約へ 
 追加 

↑産業界による自主的使用制限 
  POPs条約への追加検討 

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 

↑POPs条約への 
 追加検討 
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「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  
[研究代表者：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 保高徹生]  

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－05 

① 標準化研究概要 

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。 

②標準化の社会的インパクト 
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。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed  
ISO/CD 21268-3 上向流カラム通水試験 / Leaching procedures for subsequent chemical and 
ecotoxicological testing of soil and soil materials -- Part 3: Up-flow percolation test 

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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
国際標準：ISO TC190 SC7 WG6、 
国内標準：公益社団法人 地盤工学会（予定）／The Japanese Geotechnical Society. 

⑥ 標準の提案、発行（予定）時期 
ISO:2018年 上半期を目指している。 

上向流カラム試験の写真 

ISO/TS21268-3の 
上向流カラム試験の概念図1) 

1) Yasutaka et al.,(2017), PLoS ONE 12(6):e0178979 
2) Naka, A., Yasutaka, T. et al., (2016) Jour. Haz. Mate., 320, 15, Pages 326-340, 

再現性確認(17機関による試験結果)1) 

試験条件変更試験(流速等変更試験)2) 

ISO化 

JIS化 
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円形管路の絞り機構による流量測定方法 
[研究代表者：計量標準総合センター 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] 
[共同研究者：計量標準総合センター 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] 

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－06 

① 標準化研究概要 

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。 

②標準化の社会的インパクト 
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。 

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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
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 標準の提案、発行（予定）時期 
国際標準(ISO)提案予定：平成31年度、発行予定：未定 
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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 

[研究代表者：材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター ＣＮＴ評価チーム 張 民芳] 

[共同研究者：材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター ＣＮＴ評価チーム 岡崎 俊也] 

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－07 

① 標準化研究概要 

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。 

②標準化の社会的インパクト 
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。 

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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
ISO/TC229(ナノテクノロジー）/WG3(環境安全)、イギリス、産総研 

⑥ 標準の提案、発行（予定）時期 
国際標準（ISO/IEC)提案予定:平成29年度、発行予定:未定 

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、国際標準化する。 

  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 

研究期間（H27 ～ 29fy）　

94 95



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 

研究期間(H28～30ｆｙ） 標準基盤研究－08 

① 標準化研究概要 

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。 

②標準化の社会的インパクト 
 
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。 

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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
ISO/TC229（ナノテクノロジー）/JWG2(計量・計測）、イギリス、産総研 
 

⑥ 標準の提案、発行（予定）時期 
国際標準（ISO）NWIP承認済み、現在WD策定中 
 

[研究代表者：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 氏名 加藤 晴久] 

FF
F 

In
st

ru
m

en
t 

M
an

uf
ac

tu
re

r 

N
an

ot
ec

hn
ol

og
y 

U
se

r o
f F

FF
  

N
an

ot
ec

hn
ol

og
y 

U
se

r o
f F

FF
 D

at
a 

 

Requirements for 
FFF performance 

Vendor supplied performance 
verification 

FFF performance 
specifications 

Requirements for FFF data (Quality) 

Quality specifications for FFF 
method & data reporting 

Data quality 
specifications 

Figure. Stakeholders in ISO of FFF in this project 

研究期間（H28 ～ 30fy）　

96 97



ガスバリアフィルム用ナノクレイ規格 

[研究代表者： 材料・化学領域 化学プロセス研究部門 蛯名 武雄 ] 

 共同研究者： 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 吉田 肇、 新井 健太 
        ： 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 鈴木正哉、三好陽子 
        ： 材料・化学領域 構造材料研究部門 犬飼恵一 

研究期間(H29～31ｆｙ） 標準基盤研究－09 

① 標準化研究概要 

 ナノクレイ（粘土）を原料として利用することで、ガスバリア性に優れたフィルムを作製できることが知られている。 

ハイガスバリアフィルムの製造に適した粘土の特性と、その特性の測定方法を標準化する。標準化により、ハイガ
スバリアフィルムの製造に適した粘土と不適な粘土が差別化されるとともに、ナノクレイを用いたハイガスバリア
フィルムの開発が活性化され、高品質なガスバリアフィルムが社会に普及するようになる。 

②標準化の社会的インパクト 
 ナノクレイ（粘土）を用いたハイガスバリアフィルムは、電子機器、食品・医薬品包装、水素技術、航空宇宙など、
幅広い分野で利用される。Global Nanocomposites Market Analysis & Trends - Industry Forecast to 2025 
（Research and Markets社）によると、ナノクレイを含むナノコンポジット材料の市場は、2025年に約1.7兆円（172
億USドル）に達すると予測されている。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed 
ガスバリアフィルム用ナノクレイ規格 
（Nanotechnologies-Specification of nanoclays used for gas barrier films ） 

④ 国際標準提案先： ISO TC229 （ナノテクノロジー） WG4 （材料規格）、 幹事国：中国 
   国内審議団体： 材料規格分科会（産総研） 、（産総研コンソーシアムClayteam ISOナノクレイ規格分科会が協力） 

⑥ 標準の提案、発行（予定）時期 
 2016年10月にPWIとして登録済。  2017年にNWIPして、2020年頃発行予定。 

粘土 
製造メーカ 

フィルム 
製造メーカ 

最終製品・社会へ 

↓ 
精製 

粘土鉱山 

ナノクレイの特性 
組成 
陽イオン交換容量 
アスペクト比 
メチレンブルー吸着量 
・・・ 

ナノクレイ 
（高付加価値） 

ガスバリアフィルム 
製造加工プロセス 

非競争領域 
国際標準化 競争領域 

標準化しない 

電子機器 
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など 

ベントナイトの 
メチレンブルー吸着量
測定法のJIS化 

日本に良質な 
粘土鉱山がある 

適切なナノクレイ 
を選定・使用 

協力・連携 
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半導体製造工程で使用するプロセスガス流量の標準化 
[研究代表者：計量標準総合センター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] 

研究期間(H27～29ｆｙ） 標準基盤研究－10 

① 標準化研究概要 

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。  

②標準化の社会的インパクト 
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。 

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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
ＳEMI／SEMI North America Joint Facilities & Gases TC Chapters 

⑥ 標準の提案、発行（予定）時期 
SEMI提案予定: 平成３０年度、発行予定:平成３１年度 

集積ガスシステム 
マスフローコントローラ 

ラウンドロビンテスト用 
移転標準器 

研究期間（H27 ～ 29fy）　
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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 

[研究代表者： 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  梶川 宏明] 

[共同研究者：計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 小畠時彦 副研究部門長 
          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  小島桃子、飯泉英昭] 

研究期間(H28～30ｆｙ） 標準基盤研究－11 

① 標準化研究概要 

 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、高圧気体用圧力計の国内製造業者・校正事業者・検査
機関に現在の校正・検査方法について調査を行い、技術課題や圧力計ユーザーの要求などを調査する。また、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。具体的な校正方法としては、高圧気体を用いて直接校正する方
法、置換槽や差圧計を用いて液体から気体に圧力媒体を変換し校正する方法、揮発性液体を用いて校正する方
法などが想定される。産総研での検証実験を基に、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。 
 

②標準化の社会的インパクト 
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に対して定期的な校正・検査を効率的に実施する際に、技術指針として用いられる
ことが期待される。 
 

③ 標準原案名（仮称）  
高圧気体用圧力計の校正方法及び特性試験方法 

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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
未定 

⑥ 標準の提案、発行（予定）時期 
国内標準（JIS）提案予定：平成30年度、発行予定：平成31年度 

研究期間（H28 ～ 30fy）　
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ミリ波帯二平衡平板型共振法による誘電体評価技術の研究 

[研究代表者：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 加藤 悠人] 

[共同研究者：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 堀部 雅弘] 

研究期間(H29～31ｆｙ） 標準基盤研究－12 

① 標準化研究概要 

自動車衝突防止レーダー、短距離無線通信(WiGig)や第5世代携帯電話などの部品(回路・アンテナ)の設計に不

可欠な誘電率は、ミリ波帯においては測定の再現性や信頼性に課題があり、設計に使用できるパラメータとして信
頼することができていない。そこで、産総研の保有するミリ波帯の電磁波計測技術によりミリ波帯の誘電率測定の
再現性を改善し、測定結果の不確かさを明確にした誘電率計測技術を実現し、その測定手順や解析方法を標準
化に取り組む。そして、国際標準化の取り組みと平行して、測定システム（ノウハウ）および解析プログラムの利用
普及を推進する。 

②標準化の社会的インパクト 
次世代の無線通信(WiGig、第5世代携帯電話)の数年後のサービス開始や自動車衝突防止レーダーの標準装備

など、ミリ波帯の利用が進む中、それら回路・アンテナの設計に不可欠なパラメータである誘電率を正確に計測す
ることができていない。測定作業の容易性、測定再現性の改善、正確な測定および解析手法を確立し、そのうえで、
産総研の不確かさ解析技術を活用して測定を実証して、測定範囲や条件を標準化により定める。これにより、ユー
ザーが迷うことなく利用できる誘電率計測技術となる。そして、回路基板の材料メーカーとその利用者である回路
製造業者との間で、材料のミリ波帯特性を共有することが可能となり、基板材料開発から回路設計に至る広範な
産業分野で効率的な製品開発に寄与し、日本が先行する次世代通信や自動車衝突防止レーダーなどの高度な
製品の創出とその普及に貢献する。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed 
二平衡平板共振法による低損失誘電体基板の複素誘電率測定方法/BALANCED-TYPE CIRCULAR DISK 
RESONATOR METHOD TO MEASURE THE COMPLEX PERMITTIVITY OF LOW-LOSS DIELECTRIC 
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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
提案先：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
（SC46Fに係る計測方法）、幹事国：フランス、国内審議団体：(一財)電子情報通信学会 

⑥ 標準の提案、発行（予定）時期 
提案時期：2017年9月、発行時期：2019年9月 

ミリ波帯に平行平板共振法誘電体計測の国際標準化による知財利用の促進 

研究期間（H29 ～ 31fy）　
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安全情報のモデリング言語「SafeML」の標準化 

[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－13 

① 標準化研究概要 

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。 

②標準化の社会的インパクト 
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。 

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 
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 
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 
提案／Proposal：2017年3月、発行／Issue：2019年 

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 

研究期間（H27 ～ 29fy）　
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近赤外波長域を利用した医療用画像システムの国際標準化研究 

[研究代表者：生命工学領域 創薬基盤研究部門 ステムセルバイオテクノロジー研究グループ 池原譲] 
[共同研究者：エレクトロニクス・製造領域 電子光技術研究部門 先進プラズマプロセスグループ 榊田創] 
[共同研究者：材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター CNT評価チーム 岡崎俊也] 

研究期間(H29ｆｙ） 標準基盤研究－14 

① 標準化研究概要 

 医療画像システムのコアとなる超1000 nm域の近赤外画像技術は、水や脂質に特徴的な光吸収を検出して画
像化するため、水や脂質分子のプロトンに由来するMRシグナルを画像化するMRIと同じ生体情報を捉えることが
可能になる。しかしながら、標準化を提案する超1000 nm域の近赤外光の医療画像システムをカバーする規定や

標準指標は明確化されておらず、かつ新規であるため、医療機器認証のプロセスを円滑にするためにも新たな規
格化が求められている。そこで、規格化を達成するために次の項目に関して研究を実施している。 
 １）超1000 nmの近赤外波長域で行う照明の規格化 

 医用照明で利用されてきた照度単位ルクス(lx) に代わる照度単位を提案することであり、そのために標準化に必
要となる評価技術や市場などの調査研究を行う。 

 ２）カーボンナノチューブ（CNT）を用いた標準物質の開発 
 近赤外波長域における吸収帯の異なるＣＮＴを用いて、励起波長に依存してその画像コントラストが異なる標準
試料の開発を行う。 
 ３）新規国際標準規格の提案 
 国際標準国内委員会を開催し、国内の調整を行いNWIPのドラフトを作成する。並行して、IEC / TC 62の幹事と
協議を行い、かつ各国のエキスパート候補を調整することで、NWIPの早期提案を図る。 

②標準化の社会的インパクト 
 近赤外画像技術は、室内照明の影響をほとんど受けることがないため、撮像に際して蛍光物質や暗室、暗箱を
必要としない。更に、脂肪組織内に存在するリンパ節の検出や、脂肪組織と膵臓の境界を通常照明の下で明示で
きるため、がんの手術に重要なリンパ節廓清が、「脂肪組織内に存在するリンパ節や膵臓の存在を検出（認識）し
て行う操作」となるため、膵臓損傷のリスクを軽減して外科手術の低侵襲化に貢献することが期待される。更には、
2014年に示されたがん研究１０カ年戦略において革新的診断技術の開発が必要であるとされている膵臓がんにつ
いて、死亡率改善に寄与できる術中支援画像技術となることが予想される。以上より、術中近赤外画像診断は速
やかな実用化が求められており、また実用化によって臨床的に高いインパクトが期待される。 

③ 標準原案名（仮称）／Title(s) of standard(s) to be proposed 
 近赤外波長域を利用した医療用画像システム／Near-infrared imaging system（仮称） 

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 または 国際標準提案先、幹事国、国内審議
団体 
  IEC/TC62/SC62D、USA、日本画像医療システム工業会（JIRA） 

⑤ 標準の提案、発行（予定）時期 
 NWIP (2019)、CD (2020)、CDV (2021)、FDIS (2022)、IS (2022) 

照明（近赤外光） 検出器（カメラ） 

対象物 

入射光 反射光 

吸収 

研究期間（H29fy）　
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