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「標準化」で創る新しいビジネスを 
産総研がお手伝いします。 

「標準化」は新たなビジネス・ツール 

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

「標準化」を活用し企業の市場拡大等を支援します。 

「標準化」をきっかけとした産総研との連携 

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

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

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

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

産総研とは 

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

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

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

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

産総研では国の制度が活用できます。 

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

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

産総研は大きな2本柱で標準化を推進します。 

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

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

産総研には標準化活動人材が多く存在します。 

※H29年度はH30年2月末時点 

日本からの国際提案のうち7件に1件が
産総研の提案です。 

※2017年発行件数462件中134件の作成に参加 

標準提案件数の推移 

産総研職員の10人に1人が国際標準化に
携わっています。 

(人) (件) 

JIS発行の4件に1件に産総研が貢献しています。 

国際標準化委員会等で活躍している 
産総研職員数の推移 
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この解説では、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研、AIST)における標準化のとりくみ、

特に、「産総研から社会につながる標準化」を説明する。関係者の皆様には、産総研の標準化ポテンシャ

ル、実際のとりくみ方法を知って頂き、社会に普及する標準化をともに進めて頂ければ、幸いである。

今回の解説では、産総研に所属する研究者の標準化団体との関わりを具体的かつ詳細に説明する。本解

説をお読みになって、標準化ニーズ、標準化に関わる疑問等がおありの方は、本解説の最後に記載する

知的財産・標準化推進部、標準化担当窓口にお問い合わせ頂きたい。 
 
1.産総研の標準化活動の分類 

一般的な標準化の道筋は、図 1

 

に示すように「業界ニーズ」に基づく研究が実施される場合、その研究

開発において、知的財産(特許、ノウハウ、プログラム等)を構築し(知財化)、技術を独占的、あるいは共

同で使用できるように確保する。可能であれば、論文等でその成果の有用性や、評価法であれば精度・

真度などを公表し、産業界のみならず学界への周知も行い、その技術の信頼性や汎用性を社会にアピー

ルする。そして、新技術・製品の有用性を明示できる評価法や製品カテゴリーを標準化し、その標準に

基づく認証制度を導入すること等により、新技術・製品の市場の拡大を狙う。ただし、これらのことは、

シーケンシャルに順序立てて行いがちだが、それだと、標準化すべき技術を知財化してしまう等のため

に、知財と標準の関係が最適（市場シェア拡大)にならない。研究開発段階から、どの部分を知財化して

（クローズ）、どの部分を標準化する（オープン）かの戦略を練り、また、標準化には時間がかかるので、

可能であれば、知財化と平行して標準化も進めるべきである。 

 

研究開発

知財化

標準化
市場拡大

特許

★

規格

図1 産総研における標準化の道筋

連携

ISO：ISO規格（国際標準化機構規格）
IEC：IEC規格（国際電気標準会議規格）
JIS：日本工業規格（Japanese Industrial Standards）業界ニーズ
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シーケンシャルに順序立てて行いがちだが、それだと、標準化すべき技術を知財化してしまう等のため

に、知財と標準の関係が最適（市場シェア拡大)にならない。研究開発段階から、どの部分を知財化して

（クローズ）、どの部分を標準化する（オープン）かの戦略を練り、また、標準化には時間がかかるので、

可能であれば、知財化と平行して標準化も進めるべきである。 
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 産総研では、「知的財産・標準化ポリシー」(平成 28 年 10 月改定、105 ページ参照)に基づき、「標準化

戦略会議」で全体戦略、とりくむべき標準化テーマを検討しながら、社会につながる標準化を遂行して

いる。 
 さて、民間企業、業界団体等が、産総研とともに標準化する場合の連携メニューを図 2に示す。産総研

では、多くの研究者が、日本工業規格 (Japanese Industrial Standards、JIS)や、国際標準化機構規格

(International Organization for Standardization、 ISO)、国際電気標準会議規格 (International 
Electrotechnical Committee、IEC)等に専門家として、具体的には、JIS原案作成委員会の委員長、幹事、

主査、委員、国際技術委員会の議長、幹事、ワーキンググループ(Working Group, WG)のコンビーナ、

規格提案者(プロジェクトリーダー、プロジェクトエディター)、審議専門家(エキスパート)として関わっ

ている。本解説では説明しないが、フォーラム規格、業界団体規格の作成に貢献している産総研の研究

者もいる。そのため、標準化を目的とする分野の研究者とともに詳細な検討、標準化への道筋、実際の

標準化活動等において、標準化を希望する団体、企業との連携が可能である。図 2

 次のステップとして、種々の標準化に向けての必要条件(後述、

に挙げた具体的なメニ

ューを説明していく。多くの研究・産業分野をカバーする研究機関として産総研は種々の技術相談を受

けている。また、経済産業省(経産省)、日本規格協会のとりくみにより、産総研は「標準化パートナー機

関」として登録しており、標準化に関わる相談を受ける窓口となっている。１）まずは、「技術相談、「パ

ートナー機関」としての標準化相談」による相談というのが、最初の一歩であることは間違いない。是

非とも、気軽に相談して頂きたい。 
図 3

 

)を満たした場合、標準化が行われ

ることになる。ただ、標準化には、莫大ではないものの、ある程度の予算(国内審議委員会会議費、国際

年次大会への参加旅費、精度・真度を確認するための国際ラウンドロビンテスト実施経費等)が必要であ

る。その負担先として、ステークホルダーである業界団体や企業が予算措置できる場合は問題無いが、

そうでない場合は種々の予算プロジェクトに応募して標準化のための予算を獲得する必要がある。それ

に対応する各種標準化委託事業がある。 
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具体的な、委託事業として、産総研が多く関連しているのは、経産省による工業標準化推進事業であ

る(61 ページ参照)。平成 29 年度は、26 件のプロジェクトを実施した。実施期間は基本的には 3 年間で

ある。主に、ISO 又は IEC の国際規格提案を目的としており、実施開始時点で研究開発は終了していな

ければならない。必要額は、規格開発のための実験業務の進捗状況、試験法の成熟度、国内・国際にお

けるコンセンサスの形成の度合い等により異なる。規格原案の完成度、国際協調の度合いが高く、簡単

な審議のみで済む場合は、年間 50 万円(主に、国際会議参加旅費)を 3 年間程度用意できれば、規格提案

から発行まで完遂できる場合もある。しかし、実際には、技術委員会（ISO、IEC 等の国際標準化団体

における分野毎に設置された標準化を審議する国際専門家（エキスパート）メンバーによる委員会）に

おいて日本提案を認めてもらうための主要データ取得のための実験費、どのような材料・製品に適用で

きるかを確認するための汎用試験費、外国の主要メンバーへの説明に関わる旅費、外国試験機関に試験

の有効性を確認してもらうためのラウンドロビンテスト費用(サンプル作成費、委託実験費等)が必要とな

る。これらの費用を合計すると、年間 500 万円以上を数年間必要とする場合もある。これらの費用は、

日本提案に対して賛成票を投じてもらうための「仲間作り」の費用でもある。外国のメンバーも日本で

行われた試験結果のみでは、その有用性を納得できず、自国の試験機関による試験結果を検討すること

で承認したい場合もある。また、複数の試験機関によるラウンドロビンテストによる測定法の精度・真

度の確認を義務としている技術委員会もある。産総研では、国内関連業界団体とともに、経産省の委託

事業に提案を行い、採択された後に前述した試験や国際活動を「標準化委託事業への参加」として行い、

国際規格を提案している。NEDO や JST の委託研究開発事業においても、標準化が最終成果目標のひと

つになっているプロジェクトもある。 
 標準化は、国内コンセンサスの形成や業界団体との調整に時間がかかり、時として国内コンセンサス

が得られにくい、標準化ニーズも存在する。特に、単独の民間企業が自社製品の評価や製品カテゴリー

の標準化を希望しても、すぐには国内コンセンサスを形成するのに時間がかかるケースがある。その場

合、個社であっても、優れた技術、優れた製品を後押しするための標準化制度として、経産省、日本規

格協会による「新市場創造型標準化制度」がある。２）産総研では、本制度への提案準備、採択後の性能

試験や JIS 原案作成委員会の委員として、関連企業とともに「「新市場創造型標準化制度」への協力」を

とおして JIS 化に取り組んでいる。また、共同研究やサポイン事業、中小事業支援型研究開発、モノづ

くり補助金で得られた成果普及のための標準化として、本制度が活用されている (28-30 ページ参照) 。 
 多くの産総研の研究者が国内、国際標準化団体(JIS、ISO、IEC)の専門委員として標準化審議に参加

している。産総研では、「標準化推進委員会、JIS 原案作成委員会への協力」、「ISO 等国際標準化団体で

の審議、対応国内審議団体での協議への協力」を通して、標準化に協力している。詳細は、後ほど述べ

るが、新たな標準を作るために、これらの委員会に新参者として突然参加し、新規提案をすることは非

常にハードルが高い。また、一般的には、国際標準化団体の国内審議団体である業界団体等に設置され

た標準に関わる委員会に、今まで参加経験の無い外部の人が参加することも非常に難しい。すでに、委

員である産総研の研究者が新たな提案を審議する委員会の実施前に、根回しも含めて事前協議を行えば、

スムースに標準化がスタートできる。JIS 標準化の場合、JIS 原案作成委員会が設置されてしまえば、実

質的に JIS 発行を目指す標準化がスタートするが、JIS 原案作成委員会を設置するためには、通常、業

界団体での審議・承認が重要で有り、産総研の研究者が関わっていれば、これらの審議が従前からの標

準化活動を通して、円滑に行える可能性が高い。 
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マートグリッドユーザーインターフェース

エネルギー・環境領域
固体燃料、石油製品及び
潤滑油、統計的方法の適
用、個人安全－保護衣及
び保護具、大気の質、水
質、ガスタービン、水素技
術、環境管理、花火、炭
素回収輸送貯蔵、エネル
ギーマネジメント・省エネ
ルギー、
防爆性雰囲気で使用す
る機器、太陽光発電シス
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白抜き文字(ISO技術委員会) 青文字(IEC技術委員会)

図4 産総研が活躍する国際標準化技術委員会
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3．産総研の研究者の国際標準化団体での活躍 
 産総研には、産業分野毎に、図 4の四角枠中に赤字で示す 7 つの領域（うち 2 つは総合センターと称

する）が存在する。それらに所属する研究者が所属するISOとIECの技術委員会の日本語名を図 4

 

に列挙

する。全ての委員会はISO/TC 61(プラスチック)のように、TC(Technical Committee、技術委員会)番号

がついている（XXページ参照）。分野によっては、一つのTCに、30 名以上の研究者が関わっている場合

もある。逆に、1 名のみしか関わっていないTCも存在する。いずれにしても非常に多くの分野の技術委

員会に産総研の研究者が関わっていることがわかる。関わり方は、ケースバイケースであるが、国内審

議団体である業界団体に設置された対応するミラーコミッティーの国内審議委員となり、そこから、国

際標準化団体の技術委員会に登録されて、概ね、年に 1 ないし 2 回海外で(日本開催の場合もあり)、英語

で行われる技術委員会(年次総会)に出席している研究者が多い。また、長年の国際審議の経験を生かし、

産総研の成果や業界ニーズに基づく標準化の経験、具体的には、プロジェクトリーダーとしての文案作

成、新規提案、ラウンドロビンテストの企画・実施、国際審議の経験を有する研究者も多い。また、議

長やコンビーナとして、国際審議をとりまとめている役職者(プロジェクトリーダーを含む)も、XX名活

躍している (XXページ参照) 。つまり、参加している技術委員会の標準化動向を熟知しており、その委

員会における標準化をスムースに行う方法を理解している研究者が多い。 
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国際標準化団体においても、この傾向は顕著である。ISO や IEC の技術委員会に参加するためには、

国内審議団体を通じての参加登録が必要で有り、外国から参加しているメンバーに対しての長年のおつ

きあいが、標準化をスムースに行えるかどうかの鍵となってくる。ISO においては、日本からの新規提
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ろしく」というような友好関係構築が重要で、新規提案の成否を決める鍵となってくる。もちろん、技

術的に国際コンセンサスが得られることが前提であるが。 
 産総研と民間企業の共同研究の成果をより普及させるために、「共同研究成果普及のための標準化協力」

による標準化を活用する事例も存在する。標準化による信頼性確保(性能評価、製品カテゴリーの明確化)
による市場拡大を目指すものである。基本的には、関連民間企業が標準化に関わる資金を提供すること

により、産総研が標準化をサポートして遂行する仕組みである 。 
 
2．標準化のポイント 
 産総研の成果であっても、産総研の意向のみでは標準化を行うことができない。「安心・安全」の観点

から、社会ニーズによる産総研成果を産総研が中心となり、標準化を進める「知的財産・標準化ポリシ
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展のための標準化」も積極的に進めている。後述の目的の標準化においては、図 3

 

に示す標準化ポイント

を明確化することにより、標準化を進めていかなければならない。 

 
 
3．産総研の研究者の国際標準化団体での活躍 
 産総研には、産業分野毎に、図 4

図3 標準化において考慮すべきポイント

•標準化の目的は何か

•何を標準化すべきか

•オープン・クローズ戦略

•ステークホルダー、国内、国際関連団体はどこか

•国内審議団体、業界団体

•国内、国際のコンセンサス形成状況

•リソース（標準化が終了するまでの審議に要する予算、プロ

ジェクトリーダー等の人材）の確保

•標準化後の普及の方策（規制、認証制度への活用）

の四角枠中に赤字で示す 7 つの領域（うち 2 つは総合センターと称
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これらの技術委員会で活躍している研究者は、表 1

 

に示すように、毎年約 20 件の国際標準を提案して

おり、これまで日本から提案されたISO、IEC国際標準提案約 140 件のうち約 7 分の 1 が産総研による

提案となっている。提案後、多くの場合 3 年間は国際審議されるので、常時 60 件以上の産総研提案の審

議案件が国際標準化団体で審議されていることになる。国際標準か、国内標準を目指すかはその標準の

目的とする市場が、国際市場なのか国内市場なのか、対象企業が日本企業なのか外国企業かにより異な

るが、最近の傾向は、国際標準を成立させてから、その日本語版への翻訳を国内標準とする戦略も多い。

これは、海外市場との連携、国際規格と国内規格の齟齬を防ぐためである。国際標準のみを成立させる

戦略もある。もちろん、国内市場が重要な場合は、国内規格を優先する場合もある。 
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4．JIS 原案作成委員会への産総研の研究者の委員委嘱による貢献 
 産総研の成果や業界団体、企業との共同の成果により、標準を提案し社会に貢献する役割を果たして

いる規格提案案件の他に、産総研の提案ではないが、産総研の研究者が標準を作成することに直接的に

協力している例が多数ある。今回は説明しないが、国際標準の場合、業界団体等が作成・提案している

国際標準提案を国内審議委員会の委員として規格文案作成や、国際審議で側面支援しているケースが多

い。JIS 規格においても、JIS 原案作成委員会の委員として JIS 作成に貢献している。本解説では、産総

研の研究者の JIS 作成への貢献を詳細に説明する。 
JIS 規格の作成ルートはいくつかあるが、主に、業界団体等が制定・改正を望む標準化案件に関して、

関連主務大臣(工業に関わるものに関しては、経産大臣)に申し出るとともに、日本規格協会のサポートを

得て、JIS 原案作成委員会を立ち上げ、規格案を作成する。それを日本工業標準調査会(JISC)に申し出す

ることにより、主務大臣に申し出を行い、いくつかの審議を通して JIS が発行される。産総研は JIS 原
案作成委員会の委員長、副委員長、幹事、主査、委員の役職を通して、専門家の立場で直接的に支援、

貢献している。本冊子を発行するに当たり、2014 年から 2017 年の 4 年間に制定又は改正された JIS の

原案作成委員会への産総研の研究者の貢献を分析した。制定・改正された JIS の JIS 原案作成委員会の

委員会メンバーは、発行された JIS 規格の解説の最後のページあたりに所属とともに掲載されているた

め、産総研の研究者の委員就任を分析することができる。 
 表 2

規格 H24 H25 H26 H27 H28 H29
国際標準 15 26 20 24 16 38
国内標準 19 13 4 9 7 12

表1 産総研からの提案実績

期間は年度、H29はH30.2.28時点

に、2016、2017 年に開催されたJIS原案作成委員会の状況を示す。JIS規格は、英語の頭文字と 4
桁の数字で、規格番号が示されており、その英字が産業分野を示している。産総研の関わりが少ない、

D(自動車)、E(鉄道)、F(船舶)、T(医療安全用具)、W(航空)への貢献はほとんど無いが、それ以外の分野

に産総研の研究者が関わっていることがわかる。JIS作成の場合、改正であっても、JIS原案作成委員会
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としての委員会審議が必要で、制定と同様の審議が行われている場合が多い。また、改正を審議する委

員会のメンバーは制定時に審議した業界団体が制定時のJIS原案作成委員会メンバーを参考に委員委嘱

するため、制定時(一部産総研提案)から、産総研の研究者が当該JISに関わっている場合も多い。 
 一般的には、委員長、副委員長、委員は、産総研の研究者が就任する場合は、その専門的知識を活用

して意見を求められる場合に就任する。幹事・主査に就任する場合は、JIS 規格文案を中心的役割で作成

しており、内容に産総研の成果を反映させている場合や、既に発行した国際規格を(プロジェクトリーダ

ーやエキスパートとして)中心的に作成した場合も有り、それは産総研による提案でもある。 
 

 

 
表 3

A B C D E F G H K L M P Q R S T W X Z 計

委員長
1
1

3
7 1 1

1 2 1
5

1 2
1 1

3
1

14
18

副
委員長

1
3

1
1

2
4

幹事・
主査

1
1 1

1
2

2 2
2

1 1 1
2

9
8

委員
14
14

2
9 3

13
10

7
1

1
1

8
10

45
48

参画
規格数

1
1

32
32

10
43 1

1 3
3

35
34

2 1 11
1 2 1

1
1

8
15

105
134

当該分
野発行
総数

41
25

61
74

111
102

11
9 4

2
7

36
41

13
7

88
64

3
4

6
8 2

6
6

14
9

4
10

30
18

1 8
18

34
54

469
462

A：土木・建築、B：一般機械、C：電子機器・電気機械、D：自動車、E：鉄道、F：船舶、G：鉄鋼、
H：非鉄金属、K：化学、L：繊維、M：鉱山、P：パルプ・紙、Q：管理システム、R：窯業、S：日用品、
T：医療安全用具、W：航空、X：情報処理、Z：その他

表2 産総研のJISへの貢献（2016, 17）
分野毎の産総研研究者のJIS原案作成委員会での役割

各欄の上数字：2016、下数字2017

年は、暦年

にJISへの貢献度の大きい主な国立研究機関等と 5 大学の 2014 年から 2017 年の 4 年間のJIS原案

作成委員会の委員長（副委員長を含む）、委員（分科会委員を含む）、参画規格（同一委員会に同じ機関

から複数人が参加している場合は 1 つの規格と数えた）の貢献数をまとめた。同一の委員が、別の委員

会に複数参加している場合は、委員会毎に委員数として、積算している。委員会に分科会等を設けてい

る場合もあるが、合わせて 1 つの委員会と考えた。委員会の委員長と分科会等の分科会長や主査を兼務

している場合もあるが、職責の重さを考えて重複して数えた。その他、委員会の委員等と分科会等の委

員を兼ねている場合は合わせて 1 つと数えた。産総研の委員長の就任数は、国立研究機関でトップであ

る。委員や関連する委員会の数では、大学も含めた機関でダントツの貢献を誇っている。産総研の貢献

数が、今後、極端に増加することは見込まれないが、4，5 件に 1 件の割合で産総研がJIS作成に関わっ

ており、継続して、JIS原案作成委員会にその存在感を示していくことになると推測される。 
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委員会メンバーは、発行された JIS 規格の解説の最後のページあたりに所属とともに掲載されているた

め、産総研の研究者の委員就任を分析することができる。 
 表 2

規格 H24 H25 H26 H27 H28 H29
国際標準 15 26 20 24 16 38
国内標準 19 13 4 9 7 12

表1 産総研からの提案実績

期間は年度、H29はH30.2.28時点

に、2016、2017 年に開催されたJIS原案作成委員会の状況を示す。JIS規格は、英語の頭文字と 4
桁の数字で、規格番号が示されており、その英字が産業分野を示している。産総研の関わりが少ない、

D(自動車)、E(鉄道)、F(船舶)、T(医療安全用具)、W(航空)への貢献はほとんど無いが、それ以外の分野

に産総研の研究者が関わっていることがわかる。JIS作成の場合、改正であっても、JIS原案作成委員会

7 
 

としての委員会審議が必要で、制定と同様の審議が行われている場合が多い。また、改正を審議する委

員会のメンバーは制定時に審議した業界団体が制定時のJIS原案作成委員会メンバーを参考に委員委嘱

するため、制定時(一部産総研提案)から、産総研の研究者が当該JISに関わっている場合も多い。 
 一般的には、委員長、副委員長、委員は、産総研の研究者が就任する場合は、その専門的知識を活用

して意見を求められる場合に就任する。幹事・主査に就任する場合は、JIS 規格文案を中心的役割で作成

しており、内容に産総研の成果を反映させている場合や、既に発行した国際規格を(プロジェクトリーダ

ーやエキスパートとして)中心的に作成した場合も有り、それは産総研による提案でもある。 
 

 

 
表 3

A B C D E F G H K L M P Q R S T W X Z 計

委員長
1
1

3
7 1 1

1 2 1
5

1 2
1 1

3
1

14
18

副
委員長

1
3

1
1

2
4

幹事・
主査

1
1 1

1
2

2 2
2

1 1 1
2

9
8

委員
14
14

2
9 3

13
10

7
1

1
1

8
10

45
48

参画
規格数

1
1

32
32

10
43 1

1 3
3

35
34

2 1 11
1 2 1

1
1

8
15

105
134

当該分
野発行
総数

41
25

61
74

111
102

11
9 4

2
7

36
41

13
7

88
64

3
4

6
8 2

6
6

14
9

4
10

30
18

1 8
18

34
54

469
462

A：土木・建築、B：一般機械、C：電子機器・電気機械、D：自動車、E：鉄道、F：船舶、G：鉄鋼、
H：非鉄金属、K：化学、L：繊維、M：鉱山、P：パルプ・紙、Q：管理システム、R：窯業、S：日用品、
T：医療安全用具、W：航空、X：情報処理、Z：その他

表2 産総研のJISへの貢献（2016, 17）
分野毎の産総研研究者のJIS原案作成委員会での役割

各欄の上数字：2016、下数字2017

年は、暦年

にJISへの貢献度の大きい主な国立研究機関等と 5 大学の 2014 年から 2017 年の 4 年間のJIS原案

作成委員会の委員長（副委員長を含む）、委員（分科会委員を含む）、参画規格（同一委員会に同じ機関

から複数人が参加している場合は 1 つの規格と数えた）の貢献数をまとめた。同一の委員が、別の委員

会に複数参加している場合は、委員会毎に委員数として、積算している。委員会に分科会等を設けてい

る場合もあるが、合わせて 1 つの委員会と考えた。委員会の委員長と分科会等の分科会長や主査を兼務

している場合もあるが、職責の重さを考えて重複して数えた。その他、委員会の委員等と分科会等の委

員を兼ねている場合は合わせて 1 つと数えた。産総研の委員長の就任数は、国立研究機関でトップであ

る。委員や関連する委員会の数では、大学も含めた機関でダントツの貢献を誇っている。産総研の貢献

数が、今後、極端に増加することは見込まれないが、4，5 件に 1 件の割合で産総研がJIS作成に関わっ

ており、継続して、JIS原案作成委員会にその存在感を示していくことになると推測される。 
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表 4に、2017 年に発行されたJISのうち産総研の研究者が委員長をした全 18 委員会のJISの一覧を掲

載する。単一の委員会で複数のJISを制定・改正している場合が有り、JISとしての件数は 24 件となって

いる。繰り返しになるが、あくまでもこの表に示す発行JISは、産総研が作成に貢献しているもので有り、

産総研の成果等により実質的に提案しているJISは表 4

表3 産総研及び主な機関のJISへの貢献

機関名

2014 2015 2016 2017

委員
長＊1

委員
＊2

参画
規格
数

委員
長＊1

委員
＊2

参画
規格
数

委員
長＊1

委員
＊2

参画
規格
数

委員
長＊1

委員
＊2

参画
規格
数

産総研 21 71 112 21 65 100 16 53 105 22 67 134

NITE 3 7 12 1 12 23 0 13 32 0 5 10

CERI 0 8 9 1 10 22 0 12 18 0 13 13

NIMS 4 12 36 3 4 30 4 7 25 3 19 41

TIRI 1 17 55 3 9 40 1 10 35 2 6 10

NIES 0 2 2 0 0 0 2 5 5 0 0 0

JAXA 0 2 3 0 4 5 0 2 2 0 3 3

JCII 1 4 8 1 4 7 0 3 13 0 0 0

RIKEN 1 3 21 1 2 23 0 2 13 0 1 22

NIHS 0 4 27 0 7 33 0 2 21 0 4 26

土木研 0 4 19 0 7 9 0 15 21 0 5 8

建築研 0 7 12 0 20 43 0 8 10 0 7 4

東大 17 26 51 24 16 85 19 9 46 16 25 62

東工大 6 11 41 16 13 51 22 13 39 9 8 24

京大 3 6 19 2 4 9 3 8 17 4 3 10

東北大 6 3 27 3 4 25 3 3 16 5 0 28
東京理科大 10 6 34 17 15 87 8 5 57 13 11 67

JIS総数 - - 503 - - 570 - - 469 - - 462

委員長＊1は副委員長を含む; 委員＊2は分科会委員を含む

年は、暦年NITE:  製品評価技術基盤機構 CERI:   化学物質評価研究機構
NIMS: 物質・材料研究機構 TIRI:    都立産業技術研究センタ－
NIES:  国立環境研究所 JAXA:  宇宙航空研究開発機構
JCII:    化学研究評価機構 RIKEN: 理化学研究所
NIHS: 国立医薬品食品衛生研究所

の最右欄にチェックが入っている 3 件である。産

総研提案は、産総研研究者が委員長をせず、外部機関の有識者に依頼する場合が多い。 
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表4 産総研の研究者のJIS原案作成
委員会委員長としての貢献（2017）

JIS規格番号 発行日 規格名 原案作成団体
産総研
提案

JIS A 4811:2017 2017/12/20
制定

家庭用室内ブラインドに附属するコードの要求事項―
子どもの安全性

日本ブラインド工業会

JIS B 1582:2017 2017/10/20
改正

滑り軸受―ブシュ 日本規格協会
日本機械学会

JIS B 1585-1:2017 2017/10/20
制定

滑り軸受―つば付き及びつばなし薄肉半割り軸受―第
１部：公差，設計及び検査方法

日本規格協会
日本機械学会

JIS B 1585-2:2017 2017/10/20
制定

滑り軸受―つば付き及びつばなし薄肉半割り軸受―第
２部：肉厚及びつば厚の測定

日本規格協会
日本機械学会

JIS B 1585-3:2017 2017/10/20
制定

滑り軸受―つば付き及びつばなし薄肉半割り軸受―第
３部：周長の測定

日本規格協会
日本機械学会

JIS B 7505-1:2017 2017/3/21
改正

アネロイド型圧力計―第１部：ブルドン管圧力計 日本規格協会
日本圧力計温度計工業会
日本計量機器工業連合会

JIS B 7529:2017 2017/8/21
改正

蒸気圧式指示温度計 日本規格協会
日本圧力計温度計工業会
日本計量機器工業連合会

JIS B 7549:2017 2017/8/21
制定

液体充満圧力式指示温度計 日本規格協会
日本圧力計温度計工業会
日本計量機器工業連合会

JIS B 7550:2017 2017/3/21
改正

積算熱量計 日本規格協会
日本計量機器工業連合会

JIS B 7604-1:2017 2017/3/21
制定

充填用自動はかり―第１部：計量要件及び技術要件 日本計量機器工業連合会

JIS B 7604-2:2017 2017/3/21
制定

充填用自動はかり―第２部：試験方法 日本計量機器工業連合会

JIS B 7607:2017 2017/3/21
改正

自動捕捉式はかり（キャッチウェイヤ） 日本計量機器工業連合会

JIS B 8456-1:2017 2017/10/20
制定

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

日本規格協会
〇

JIS C 0508-7:2017 2017/10/20
改正

電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安
全―第７部：技術及び手法の概観

日本規格協会
日本電気計測器工業会

JIS D 1611-3:2017 2017/9/20
制定

自動車部品―内燃機関用オイルフィルタ―第３部：複合
材フィルタハウジングの試験方法

日本規格協会
日本自動車部品工業会

JIS K 0083:2017 2017/4/20
改正

排ガス中の金属分析方法 産業環境管理協会

JIS K 
0101:1998/AMENDME

NT 1:2017

2017/10/20 工業用水試験方法（追補１） 産業環境管理協会

〇

JIS K 0117:2017 2017/3/21
改正

赤外分光分析通則 日本規格協会
日本分析機器工業会

JIS K 1101:2017 2017/3/21
改正

酸素 日本規格協会
日本産業・医療ガス協会

JIS K 1105:2017 2017/3/21
改正

アルゴン 日本規格協会
日本産業・医療ガス協会

JIS K 6955:2017 2017/11/20
改正

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プラスチック
の好気的究極生分解度の求め方

日本規格協会
産業技術総合研究所
日本プラスチック工業連盟

日本バイオプラスチック協会

○

JIS R 7222:2017 2017/3/21
改正

黒鉛素材の物理特性測定方法 日本規格協会
炭素協会

JIS S 6060:2017 2017/12/20
改正

筆記及びマーキング用具―窒息のリスクを軽減するた
めのキャップ仕様

日本規格協会
日本筆記具工業会

JIS Z 8150:2017 2017/12/20
制定

子どもの安全性―設計・開発のための一般原則 キッズデザイン協議会

14 15
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表 4に、2017 年に発行されたJISのうち産総研の研究者が委員長をした全 18 委員会のJISの一覧を掲

載する。単一の委員会で複数のJISを制定・改正している場合が有り、JISとしての件数は 24 件となって

いる。繰り返しになるが、あくまでもこの表に示す発行JISは、産総研が作成に貢献しているもので有り、

産総研の成果等により実質的に提案しているJISは表 4

表3 産総研及び主な機関のJISへの貢献

機関名

2014 2015 2016 2017

委員
長＊1

委員
＊2

参画
規格
数

委員
長＊1

委員
＊2

参画
規格
数

委員
長＊1

委員
＊2

参画
規格
数

委員
長＊1

委員
＊2

参画
規格
数

産総研 21 71 112 21 65 100 16 53 105 22 67 134

NITE 3 7 12 1 12 23 0 13 32 0 5 10

CERI 0 8 9 1 10 22 0 12 18 0 13 13
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の最右欄にチェックが入っている 3 件である。産

総研提案は、産総研研究者が委員長をせず、外部機関の有識者に依頼する場合が多い。 
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 産総研では、2017 年発行の JIS には該当案件が無いが、新しい技術領域、境界領域や特殊領域で業界

団体が存在しない領域での JIS 原案作成委員会の事務局を直接引き受けている例がある。この場合は、

ほとんど全ての委員を産総研外の方に依頼する場合もある。具体的な例としては、地質図に関わる JIS
やナノテクノロジーに関わる JIS 等がある。この場合は、産総研提案の JIS となる。 
以上のように、産総研の研究者は多くの分野で JIS へ大いに貢献している。これらの経験を業界ニー

ズにマッチングさせ、今後とも、JIS 作成を通して、日本の産業界の発展に寄与していく。 
 
5．おわりに 
 今回の解説記事、特にJISへの貢献で説明したように、産総研には、幅広い分野において標準化経験を

有する研究者が多数所属している。本年度、昨年 6 月に資格登録制度が始まった「規格開発エキスパー

ト」(図 5

 サービスに関わる JIS 規格も今後制定できるように法令の改定が進行中で、「日本工業規格」は「日本

産業規格」に近い将来、変更される。４）その前段階として、日本規格協会規格(Japanese Standards 
Association Standard, JSAS) として、サービスに関わる第一号の「温度管理保冷配送サービス－輸送過

程での積替えを伴う保冷荷物の陸送に関する要求事項」規格が制定された。産総研にはサービスに関わ

る研究分野はあまり多くないが、介護等のサービスの「安心・安全」に関わる分野で産総研の貢献が望

まれる場合があると推測している。 

)に、産総研の研究者の登録を推進している。来年の冊子には、産総研の「規格開発エキスパー
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ズにマッチングさせ、今後とも、JIS 作成を通して、日本の産業界の発展に寄与していく。 
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る研究分野はあまり多くないが、介護等のサービスの「安心・安全」に関わる分野で産総研の貢献が望
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Ⅱ.1 平成２９年度工業標準化事業表彰を受賞 

 平成 29年 10月 20日に経済産業省より本年度工業標準化事業表彰の受賞者が発表され「工

業標準化事業表彰（経済産業大臣表彰）」を田尾 博明（四国センター 所長）が受賞しま

した。 

 また、「国際標準化貢献者表彰（産業技術環境局長表彰）」を伊藤 日出男（東北センタ

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

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

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

合企画室 企画主幹 兼 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 地圏環境リス

ク研究グループ 主任研究員）がそれぞれ受賞しました。 

 併せて、国際電気標準会議（IEC）による IEC1906賞を野中 一洋（エレクトロニクス・

製造領域 エレクトロニクス・製造領域研究戦略部 イノベーションコーディネータ）が

受賞しました。 

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

のホテルニューオータニ東京にて行われました。 

 

受賞者写真 

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

研究員、保高 徹生 企画主幹) 
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受賞者と主な功績 

 

工業標準化事業表彰（経済産業大臣表彰） 

 

田尾 博明（四国センター 所長） 

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

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

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

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

成に大きな役割を果たし、環境計測産業の国際的産業競争力強化に貢献。 

 

 

 

 

国際標準化貢献者表彰（産業技術環境局長表彰） 

 

伊藤 日出男（東北センター 所長代理） 

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

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

及び国内の委員会の運営など日本が主導した標準確立に貢献。 

 

兵藤 行志（情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長） 

 ISO/TC135（非破壊試験）/SC8（赤外線サーモグラフィ試験）のエキスパート、同 SC8/WG2

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

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

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

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

する標準化の一体的な推進に貢献。 

 

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

 ISO/TC150（外科用インプラント）/SC7（再生医療機器）/WG3（硬組織用再生医療機器）

のコンビーナとして再生医療評価技術に関する世界初の規格 ISO/TR 16379（再生医療製品

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

など再生医療産業の創出・発展に貢献。 

 

国際標準化奨励者表彰（産業技術環境局長表彰） 

 

保高 徹生（企画本部 総合企画室 企画主幹 兼 地質調査総合センター 地圏資源環

境研究部門 地圏環境リスク研究グループ 主任研究員）  

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

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

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

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

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

価試験の実施や各種モニタリング技術に関する技術資料作成等にも貢献。 

 

国際電気標準会議(IEC) 1906賞 

 

野中 一洋（エレクトロニクス・製造領域 エレクトロニクス・製造領域研究戦略部 イ

ノベーションコーディネータ） 

推薦された TC等：TC91 (電子実装技術) 
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国際標準化貢献者表彰（産業技術環境局長表彰） 
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Ⅱ.2 第 15 回産学官連携功労者表彰において産総研が経済

産業大臣賞（2 件）を受賞 

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

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

京ビッグサイトにて表彰式が行われました。 

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

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

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

展に寄与することを目的に、平成 15 年より行われています。 

 

 

受賞者と受賞理由 

 

経済産業大臣賞 

 

 

「国際標準化による樹脂/金属異種材料接合体の海外事業展開」 

 

 

 

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

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

中央） 

成富 正徳（大成プラス株式会社 会長） 

 

（受賞理由） 

 大成プラス（株）が開発した樹脂/金属異種材料の接合技術について、産総研が中心とな
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進んだ。異種材料の接合技術が大きく発展し、各分野でイノベーションが生起され、自動

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

産業省 HPより） 

 

 

「ロボットOS「RTミドルウェア」の研究開発と標準化」 

 

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

研究チーム長：写真右から二番目） 

一般社団法人日本ロボット工業会 ロボットビジネス推進協議会 

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

 

（受賞理由） 

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

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

的な議論を通じて、国内のロボットシステム開発に大きく寄与した。（経済産業省 HPより） 
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公益社団法人計測自動制御学会 SI部門 RTシステムインテグレーション部会 

 

（受賞理由） 

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

仕様のオープン化・国際標準化、学会による研究開発と人材育成、ビジネス利用への継続
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進んだ。異種材料の接合技術が大きく発展し、各分野でイノベーションが生起され、自動
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（受賞理由） 

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

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

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

ブと産業技術総合研究所が包括連携協定を締結－スマート

製造の実現に向けた連携・協力の推進－ 

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

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

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

下「本協定」という）を平成 30 年 3月 5日に締結しました。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

す。 

 

経緯 

 

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

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

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

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

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

定める国際標準化活動にも主導的に取り組んでいます。 

 

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

Ⅱ．３　産業界との連携

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

－スマート製造の実現に向けた連携・協力の推進－

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

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

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

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

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

交換、連携活動を行ってきました。 

 

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

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

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

造の実現に向けて寄与することを目指します。 

 

具体的な連携・協力内容 

 

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

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

から新たな価値を生み出すスマート製造の研究開発を推進します。 

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

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

行います。 

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

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

 

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

CYBERDYNE株式会社 茨城県つくば市 

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

資料提供  

Ⅱ.4 企業との連携事例 新市場創造型標準化制度の活用 

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

Prof. Sankai, University of Tsukuba 
/ CYBERDYNE Inc. 

© 2017 ATOUN Inc. 

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

（株）イノフィス 
腰補助用マッスルスーツ 

（株）ATOUN 
パワーアシストスーツATOUN 
MODEL A 
 

ケーイーエフ株式会社 千葉県佐倉市 

②超精密用Oリングに関するJIS化 

1 mm  

 精密機器や電子機器などで用いられる超精密用Oリングの
性能を客観的に説明できるようにするため、その形状、寸法
及び測定方法JIS B2420-1が平成30年3月20日に制定されま
した。 
 産総研は、測定評価などへの協力を通して、標準化に協力
しました。 

資料提供 ケーイーエフ（株） 

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

株式会社ベテル 茨城県石岡市 

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

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

資料提供 （株）ベテル 

 

Ⅱ．４　企業との連携事例「新市場創造型標準化制度」の活用
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④加工穴内径面の自動検査装置に関するJIS化 

株式会社トリム 沖縄県八重瀬町 

➄ガラス発泡リサイクル資材に関するJIS化 

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

資料提供 （株）トリム 

シグマ株式会社 広島県呉市 

資料提供 シグマ（株） 

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

【レーザ傷検査装置】 

Ⅱ．５　標準化活動紹介、個別インタビュー
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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
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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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標準化に携わることになったきっかけは？ 
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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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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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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

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）
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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 
 
 
 

 
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。］ 

橋
渡
し
の
実
現
へ

技術コンサルティング導入イメージ（生活支援ロボット）

技術マーケティング型 研究開発支援型 事業化支援型
生活支援ロボットを核にした新
たな産業振興策の立案支援

安全規格に適合するための具体
的な設計・開発に係る指導助言

生活支援ロボットの安全認証事
業の技術的なサポート

① アーリーステージ ② ミドルステージ ③ レイターステージ
新技術・事業の探索に
向けた調査・企画段階

新技術・事業の実現に
向けた研究開発段階

これまでの成果を元に
新事業に挑戦する段階

産総研ロボットイノベーションコンソーシアム
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標準化に挑む研究者②

標準化を始めるきっかけは？
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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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 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
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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？ 

WG22 のコンビーナの活動を教えて下さい。

最近の標準化の状況は？
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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

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

発行され、その規格を利用した「燃焼熱とバイオベース、非バイオベース二酸化炭素排出量の測定法」（ISO 
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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国際標準

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

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
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及び人工骨）

5
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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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国際標準

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

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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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 
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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 

OE moduleEO module
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WDMWDM

Optical Networks

Optical Networks

Example 2
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.
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EO
EO
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Example 1

Laser diode
λ=1550nm band

Laser diode
λ=1480nm band

MZ-LN Optical 
modulator

Photonic power 
converter

O/E

AGC
amplifier

LNA

DC

UHF band

RF output

Non-modulated light

modulated light

Transmission line
(SMF)

Receiving point Transmitting point

社会インフラ整備 
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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 
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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



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） 

Ⅲ．１　経済産業省　工業標準化推進事業
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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

経済産業省　工業標準化推進事業テーマ一覧

経済産業省　工業標準化推進事業テーマ一覧
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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）　
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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。 
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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）　
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[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）　

80 81



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）　

82 83



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
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洗浄機能発現
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水
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大気圧
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気泡径分布
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表面に付着していた固体粒子
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市販製造装置によるUFB水
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Tech. 
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学術論文 
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産総研 
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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） 

 

 

Ⅲ．２　産総研　標準基盤研究
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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） 

 

 

Ⅲ．２　産総研　標準基盤研究
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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 

研究期間（H27 ～ 29fy）　
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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 
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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 

食品包装 

医薬品 
包装 

水素技術 
航空宇宙 
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 
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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）　

参　考　資　料

102



参考１.　産総研　知的財産・標準化ポリシー

参考２.　産総研における国際・国内標準の提案状況

　　　　･参考２－１　産総研における国際標準（ISO,･IEC, 他）提案、発行状況

　　　　･参考２－２　産総研における国内標準（JIS,･TS,･TR 等）提案、発行状況

参考３.　ISO/IEC･等国際標準関連機関　役職者・関係者一覧

　　　　･参考３－１　ISO/IEC 等国際標準関連機関　役職者及びプロジェクトリーダー一覧

　　　　･参考３－２　ISO/IEC 等国際標準関連機関　関係者一覧表

参考４.　日本工業標準調査会　委員一覧（産総研関係者）

参考５.　国際標準化活動に係る実績、国際・国内標準の提案に係る実績
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知的財産・標準化ポリシー 

 

        平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 

国 立 研 究 開 発 法 人    

産 業 技 術 総 合 研 究 所 

 

１．本ポリシーについて 

国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）は、鉱工

業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業

技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物

資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とし

ている（国立研究開発法人産業技術総合研究所法第3条）。この目的を達成する

ためには、革新的な研究及び開発等の成果（以下「研究成果」という。）の実

用化及び普及を効果的・効率的に推進し、イノベーションの創出、ひいては我

が国産業の国際競争力の維持・向上を図る必要がある。 

本ポリシーは、産総研の上記ミッションを踏まえ、知的財産・標準化活動を

推進していくにあたり、基本となる考え方、取組みの方針等を定めたものであ

る。本ポリシーに基づいて、産総研は知的財産・標準化活動を主体的かつ積極

的に推進していく。 

 

２．知的財産活動と標準化活動の基本となる考え方 

研究成果の実用化及び普及等を推進するには、企業、大学、国等との連携を

進めていくことが必要不可欠である。共同研究や技術移転活動等を通じた研究

成果の企業による事業化や産総研が主導して起ち上げるベンチャー企業による

事業化等に不可欠な重要なツールの一つとして知的財産を位置づけ、戦略的に

それを取得し、管理し、活用する。また、産総研の知的財産を核とした産学官

の情報や人材が交じり合い連携するオープンイノベーションハブとしての機能

を果たすために、企業や大学等にとって魅力的で求心力のある知的財産を提供

する。 

また技術を社会に普及させていく過程では、標準化を重要な橋渡し手段とし

て位置づける。標準化の効果は、新市場の創造、技術開発の促進、生産の効率

化、利便性の向上、公正性及び安全性の確保、貿易障害の除去等、社会活動の

さまざま場面に波及する。しかも、これらの効果は、製品の生産者とそれを使

用する消費者の双方に恩恵をもたらすものである。このような標準化の効用を

念頭に置いて、産総研は公共の利益拡大と国際競争力強化につながるよう研究

成果を最大限に普及させるべく、国内標準化及び国際標準化を推進していく。 

参　考　１
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成果の企業による事業化や産総研が主導して起ち上げるベンチャー企業による

事業化等に不可欠な重要なツールの一つとして知的財産を位置づけ、戦略的に

それを取得し、管理し、活用する。また、産総研の知的財産を核とした産学官

の情報や人材が交じり合い連携するオープンイノベーションハブとしての機能

を果たすために、企業や大学等にとって魅力的で求心力のある知的財産を提供

する。 

また技術を社会に普及させていく過程では、標準化を重要な橋渡し手段とし

て位置づける。標準化の効果は、新市場の創造、技術開発の促進、生産の効率

化、利便性の向上、公正性及び安全性の確保、貿易障害の除去等、社会活動の

さまざま場面に波及する。しかも、これらの効果は、製品の生産者とそれを使

用する消費者の双方に恩恵をもたらすものである。このような標準化の効用を
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成果を最大限に普及させるべく、国内標準化及び国際標準化を推進していく。 

参　考　１
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 さらに、企業や大学等との連携や産総研の研究成果の普及を加速させるため、

知的財産化と標準化の一体的な取組みを推進する。オープン・クローズ戦略に

代表される個別の企業等が目指す戦略を考慮して、知的財産と標準の双方の関

係づけに注目しつつ、知的財産アセット（※１）を構築する。 

 体制においては、知的財産および標準化の知見と研究開発に関する知見の双

方を有する専門家を継続的に育成し並びに確保しつつ知的財産・標準化活動を

推進する。 

 

（※１）知的財産アセット 

研究成果に基づくアウトカム（社会や市場での顕在化）の実現のために必要な

様々な知的財産をパッケージ資産（アセット）として捉え、これを「知的財産

アセット」と呼称する。具体的には、特許権、意匠権、商標権、ノウハウ、ソ

フトウェア・データベース等の著作権、規格（標準）に関連する権利等から構

成される。 

 

注記 本ポリシーでは、「標準」と「規格」の語を互いに同義として使用する。 

 

３．知的財産についての取組みの方針 

研究開発における知的財産戦略を標準化戦略とともに一体的に推進し、知的

財産を戦略的に取得し、管理し、活用する知的財産マネジメントを実現するた

めに、次の（１）～（５）の具体的方針に従った取組みを行う。 

 

（１）知的財産マインドの向上 

産業界の動向やニーズ等を把握し、研究開発においてはその全ステージにお

いて、すなわち基礎的な研究成果を生み出す目的基礎研究の段階から実用化に

具体的に取り組む橋渡し後期研究の段階まで一貫して、将来の研究成果の活用

を目指した知的財産化への取組みを進める。具体的には、産総研の求心力とし

てオープンイノベーションの要となる「共通基盤領域」の知的財産と、それに

加えて特定事業領域において強みを発揮する「競争領域」の知的財産の存在が

必要であることをしっかりと意識した知的財産化を推進する。つまり、研究成

果について１つの知的財産を取得できれば十分というマインドではなく、橋渡

しに必要な知的財産をアセットとして計画的に構築するというマインドを持っ

て、研究成果の知的財産化に取り組む。 

 

（２）知的財産アセットの構築 

下記①～⑤の点を特に徹底し、技術分野等に応じて、知的財産アセットの質
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の向上を図っていく。 

① 知的財産情報の把握と知的財産戦略の共有 

知的財産アセットの構築にあたっては、まずは対象技術に関連する知的財産

情報の調査を徹底して実施する。各研究者は、研究テーマの選定・研究戦略立

案等の研究初期の段階から、知的財産の取得・活用までの各段階において、先

行技術調査や技術動向調査を実施し、自己の研究成果の強み・弱み、特許性、

産業界の動向・ニーズ、技術移転候補先等を把握する。把握した情報は関係す

る研究者と知的財産関係者とで必ず共有し、費用対効果を考慮の上、適切な知

的財産アセットの構築に活用する。 

② 戦略的な特許権利化・ノウハウ化 

権利活用の場面を想定して、実効性のある権利を出願予定の技術によって取

得可能かどうかについて先行技術調査情報に基づいて分析を行い、特許出願す

るのか、あるいは特許出願、論文、学会発表等による公表を行わずノウハウと

して活用するため秘匿管理するのか等を研究者及び知的財産関係者は徹底して

検討した上で判断を行う。 

併せて、全ての研究成果は産総研の財産であるという認識を持ち、情報管理

（暗号化やパスワード設定等）を徹底し、意図しない秘密情報の漏洩を防止す

る。 

③ 特許出願後の権利強化 

特許出願後においても、技術移転の可能性が見出された案件については、デ

ータを追加する等、更に出願内容を補強する必要性があるか、コア技術に加え

周辺技術や応用技術についても権利化する必要があるか等の判断を継続的に実

施していく。 

④ 標準化戦略を踏まえた知的財産アセットの構築 

知的財産アセットの構築にあたっては、当該技術が対応する産業のあり方（産

業構図）に応じた標準化の活用方法も併せて検討し、技術移転先のビジネスモ

デルと整合するよう知的財産を取得し知的財産アセットを構築する。具体的に

は、企業等と連携して、作成する標準の技術内容に企業等及び産総研の知的財

産の内容を一部直接埋込むか、周辺技術を標準化することにより知的財産を使

用した製品の普及促進を図るか、標準化する測定・評価方法により知的財産を

使用した製品の性能を有利に評価可能にするか等をあらかじめ想定して、知的

財産の活用と標準化を戦略的に推進する。 

⑤ 多面的な権利化 

実用化の方向が１つに見える研究成果であっても見方を変えれば、様々な知

的財産化の可能性が見出だせることを意識し、複数分野への多様な活用を図れ

る知的財産アセットを構築していく。また、知的財産アセットを強固とするた
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めに、特許権以外の権利化や異なる複数種の権利取得にも取り組む。 

 

（３）知的財産アセットの管理 

知的財産アセットの質的向上を継続的に図っていくために、「特許審査委員

会」は、知的財産の効率的な取得・管理に係る産総研内における連携と橋渡し

への支援機能の強化、知的財産アセット構築支援等の検討に加え、外国への特

許出願の要否、国内特許出願の審査請求の要否、国内外特許の権利維持の要否

等の審査を行う。また、特許審査委員会は適切な審査を行うため、産学官連携

活動を含む技術移転活動の状況や特許出願後の研究の進捗状況などの必要な情

報を収集し活用する。 

 

（４）知的財産アセットの活用 

知的財産アセットの活用にあたっては、連携先である企業等と互恵の関係に

なるように柔軟な対応を基本としつつ、「共通基盤領域」の知的財産（単独・

共有）については、公的な機関としての立場に立って企業等に非独占的な実施

権を許諾する等により、当該領域に係る成果を広く普及させることに努める。

一方、「競争領域」の知的財産（単独・共有）については企業等の要望に応じ

て、独占的な実施権を許諾することに積極的に努める。 

また、他者の知的財産に関する権利を尊重しつつ、産総研の知的財産の公平

かつ幅広い活用を推進していくとともに、産総研の知的財産への侵害に対して、

適切な対策を講じる。 

 

（５）知的財産マネジメント体制の構築 

知的財産マネジメントを適切に推進していくためには、人材の確保と知的財

産システムとを連携して構築していくことが重要である。そのため、イノベー

ション創出にあたり知的財産が重要な役割を担うことを踏まえ、研究者を含む

産総研の全職員が業務において知的財産関連活動を適切に行うことができるよ

う人材育成に継続的に取り組む。また、知的財産を戦略的かつ効率的に取得し、

管理し活用するのに有効な知的財産システムの改善並びに向上に取り組む。さ

らに、知的財産の戦略的かつ効率的な取得、管理及び活用に貢献した研究ユニ

ットや職員等を適切に評価する。 

 

４．標準化についての取組みの方針 

（本ポリシーの対象とする標準化） 

産総研が策定する標準には、計量標準と鉱工業の科学技術に係る標準とがあ

る。前者は産総研が国家計量標準機関として整備すべきものとして別途規定さ
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れているため、本ポリシーではもっぱら後者に係る標準の策定について定める。

ただし、後者の標準化にあたって計量標準に係る技術基盤の利用が有効とされ

る場合には、積極的にその活用を図ることとする。 

本ポリシーにおける標準は国内外の標準化機関が作成する公的標準（デジュ

ール標準）を指し、いわゆるデファクト標準は除外する。ただし、ある特定の

技術に関心のある企業等が集まってフォーラムを結成して作成する、いわゆる

フォーラム標準は対象とする。 

 

（標準化の基本的分類） 

 産総研が取り組む標準化は、それがもつ機能によって、大きく次の２種類に

分類される。さらに、それらの分類は複数の類型に分かれる。それらは必ずし

も互いに排他的ではなく、１つの規格が複数の類型に当てはまる場合もある。 

 

① 公的研究機関としての専門的知見及び公正性・中立性が求められる標準化 

• 複数の技術分野にまたがる、利害関係者が多岐にわたる等の理由から、産

総研が公正かつ中立的な立場でリーダーシップを取り、標準化にあたるこ

とが期待される技術の規格 

• 恩恵が広く浅く社会に享受されるような標準であるため、民間だけでは迅

速な標準化が期待しにくい技術分野の規格（環境保全、安全、公共の福祉

等に係る規格） 

• いわば公共財として広く活用され、産業の基盤となる基本規格（用語、記

号、量・単位等に係る規格） 

② 新規産業の創出又は既存産業の発展のための標準化 

• 産総研単独で又は企業等との連携によって得られた先端的な技術開発の

成果を、迅速にかつ円滑に普及させるための規格 

• 産総研が有する技術及び知見を用いて、企業等による技術開発の成果を、

迅速にかつ円滑に普及させるための規格 

• 適合性評価の技術的基準としての活用を意図した規格（産総研が自ら実施

する依頼試験に係る規格を含む） 

 

（取組みの具体的方針） 

 標準を策定するにあたり、次の（１）～（７）の具体的方針に従って標準化

活動への取組みを行う。なお、これらは多様な取組み方法から主要なものを順

不同で挙げたものであり、これらの方針に拠らない活動を排除するものではな

い。 
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めに、特許権以外の権利化や異なる複数種の権利取得にも取り組む。 

 

（３）知的財産アセットの管理 

知的財産アセットの質的向上を継続的に図っていくために、「特許審査委員

会」は、知的財産の効率的な取得・管理に係る産総研内における連携と橋渡し

への支援機能の強化、知的財産アセット構築支援等の検討に加え、外国への特

許出願の要否、国内特許出願の審査請求の要否、国内外特許の権利維持の要否

等の審査を行う。また、特許審査委員会は適切な審査を行うため、産学官連携

活動を含む技術移転活動の状況や特許出願後の研究の進捗状況などの必要な情

報を収集し活用する。 

 

（４）知的財産アセットの活用 

知的財産アセットの活用にあたっては、連携先である企業等と互恵の関係に

なるように柔軟な対応を基本としつつ、「共通基盤領域」の知的財産（単独・

共有）については、公的な機関としての立場に立って企業等に非独占的な実施

権を許諾する等により、当該領域に係る成果を広く普及させることに努める。

一方、「競争領域」の知的財産（単独・共有）については企業等の要望に応じ

て、独占的な実施権を許諾することに積極的に努める。 

また、他者の知的財産に関する権利を尊重しつつ、産総研の知的財産の公平

かつ幅広い活用を推進していくとともに、産総研の知的財産への侵害に対して、

適切な対策を講じる。 

 

（５）知的財産マネジメント体制の構築 

知的財産マネジメントを適切に推進していくためには、人材の確保と知的財

産システムとを連携して構築していくことが重要である。そのため、イノベー

ション創出にあたり知的財産が重要な役割を担うことを踏まえ、研究者を含む

産総研の全職員が業務において知的財産関連活動を適切に行うことができるよ

う人材育成に継続的に取り組む。また、知的財産を戦略的かつ効率的に取得し、

管理し活用するのに有効な知的財産システムの改善並びに向上に取り組む。さ

らに、知的財産の戦略的かつ効率的な取得、管理及び活用に貢献した研究ユニ

ットや職員等を適切に評価する。 

 

４．標準化についての取組みの方針 

（本ポリシーの対象とする標準化） 

産総研が策定する標準には、計量標準と鉱工業の科学技術に係る標準とがあ

る。前者は産総研が国家計量標準機関として整備すべきものとして別途規定さ

 

5 
 

れているため、本ポリシーではもっぱら後者に係る標準の策定について定める。
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• 適合性評価の技術的基準としての活用を意図した規格（産総研が自ら実施

する依頼試験に係る規格を含む） 

 

（取組みの具体的方針） 

 標準を策定するにあたり、次の（１）～（７）の具体的方針に従って標準化
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不同で挙げたものであり、これらの方針に拠らない活動を排除するものではな
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知的財産・標準化ポリシー
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（１）研究開発、知的財産活動及び標準化活動の一体化 

研究開発の計画・立案の初期段階から実施中の各段階において、研究成果を

標準化することの必要性及びそれによって期待される効果を検討し、標準化を

行う目的を明確化する。このとき、知的財産と標準との関連づけ（※２）を意

識して、産総研又は企業等が所有する知的財産の効果的な活用につながる標準

化戦略を立てる。 

 

（※２）このことは、標準必須特許として特許を標準に直接埋込むことを必ず

しも意図しない。ここでは、周辺技術の標準化によって知的財産を使用した製

品の普及促進を図る等の戦略的標準化を指す。（３．（２）④標準化戦略を踏ま

えた知的財産アセットの強化を参照。） 

 

（２）標準の活用促進 

策定した標準の効用をより確実に、かつ速やかに高めるために、認証をはじ

めとした適合性評価（以下、「認証等」という。）における標準の利用の有効

性を検討する。有効とされた場合には、その標準の認証等への適用を推進する。

具体的には、認証等における標準の利用の枠組みを産業界等と連携して設計し、

必要に応じて試験的運用を行うことによって、その枠組みの有効性を検証する。

また、技術的理由等から産総研でなければ行えない依頼試験、試験所の技能評

価等を行う。これにより、標準化の成果を、そのメリットである市場拡大の実

現に速やかにつなげる。 

 

（３）産業界との連携 

標準のステークホルダーである産業界（標準を使用する企業、及びそれら企

業等の集まりである工業会・コンソーシアム等の各種団体）との連携を密に取

り、標準化に対する意見等の収集を図ることによって、迅速な標準化の提案及

び制定・発行を目指す。また、ステークホルダーが多岐にわたる等の理由から、

産業界だけでは適切な標準化が進まない場合には、産総研がその先導役を積極

的に果たす。 

最先端の学術的動向を的確に把握し、それを標準に適切に反映させるために、

学会等を通して学術界との連携も積極的に図る。 

 

（４）国外の研究機関及び標準関連機関等との国際的連携 

国際標準化に向けた共同実験、規格の提案及び原案審議等を円滑に実施する

ために、国外の研究機関、標準関連機関等との協力体制の確立及び強化を図る。

特に、地理的・経済的つながりの強いアジア諸国との連携を重視する。 

知的財産・標準化ポリシー
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（５）標準関連機関等における活動への積極的参画 

規格の提案及び原案審議を円滑に進めるために、標準関連機関等における活

動に積極的に参画する。特に、国際標準化機関、標準化フォーラム等において

プロジェクトリーダー等として提案標準の審議をリードするとともに、議長・

コンビーナ・国際幹事等の役職を積極的に引き受ける。 

併せて、国際規格に対応する国内規格の審議に必要な活動にも取り組む。 

 

（６）標準化活動資金の充実化 

標準化によって新技術を活用した市場が拡大する、知的財産の活用が拡がる

等、直接的利益を享受する企業、工業会等が明確である場合には、それら関係

者と標準化に係る費用を分担する、又は協調して活動資金の獲得に務める等、

連携して活動にあたる。 

所内においては、上記の標準化活動資金の充実化に向けて、標準化の有効性、

企業等との連携可能性等の検討に係る調査研究を強化する。 

 

（７）国の標準化人材育成への貢献 

標準化活動への啓発及び標準化に従事する所内人材の育成のために、標準化

に係るセミナー等を開催し、標準化活動に必要な知識、ノウハウ等の共有を図

る。また、標準化関連活動の位置づけの明確化及び支援体制の充実化を図り、

標準化に従事する職員等を適切に評価する。 

さらに、シンポジウムの開催等を通して産総研の取組みを発信し、標準化に

従事する所外関係者との交流を促進することによって、国全体としての標準化

活動の活発化と人材の育成に貢献する。 

 

以上 
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（参考２） 

産総研における 

国際・国内標準の提案状況 
 

１． 国際標準（ＩＳＯ，ＩＥＣ，国際フォーラムなど）提案件数 

・平成１３年度(2001fy)： ０件 ・平成２２年度(2010fy)：１０件 

・平成１４年度(2002fy)： ３件 ・平成２３年度(2011fy)：２３件 

・平成１５年度(2003fy)：１１件 ・平成２４年度(2012fy)：１５件 

・平成１６年度(2004fy)： ７件 ・平成２５年度(2013fy)：２６件 

・平成１７年度(2005fy)：１１件 ・平成２６年度(2014fy)：２０件 

・平成１８年度(2006fy)：１６件 ・平成２７年度（2015fy）：２４件 

・平成１９年度(2007fy)： ７件 ・平成２８年度（2016fy）：１６件 

・平成２０年度(2008fy)： ９件 ・平成２９年度（2017fy）：３８件 

・平成２１年度(2009fy)： ７件 (H29.4.1～H30.2.28) 

  

 累 計      ：２４３件 
 

２． 国内標準（ＪＩＳ，ＴＳ，ＴＲ等）提案件数 

・平成１３年度(2001fy)：１３件 ・平成２２年度(2010fy)：１２件 

・平成１４年度(2002fy)： ７件 ・平成２３年度(2011fy)：１６件 

・平成１５年度(2003fy)： ５件 ・平成２４年度(2012fy)：１９件 

・平成１６年度(2004fy)： ３件 ・平成２５年度(2013fy)：１０件 

・平成１７年度(2005fy)： ８件 ・平成２６年度(2014fy)： ４件 

・平成１８年度(2006fy)：１１件 ・平成２７年度(2015fy）：  ９件  

・平成１９年度(2007fy)：１２件 ・平成２８年度(2016fy）：  ７件  

・平成２０年度(2008fy)：１１件 ・平成２９年度(2017fy）：１２件 

・平成２１年度(2009fy)：１９件 (H29.4.1～H30.2.28) 

  

 累 計      ：１７８件 
 

３． 国際・国内標準提案件数計 

・平成１３年度(2001fy)：１３件 ・平成２２年度(2010fy)：２２件 

・平成１４年度(2002fy)：１０件 ・平成２３年度(2011fy)：３９件 

・平成１５年度(2003fy)：１６件 ・平成２４年度(2012fy)：３４件 

・平成１６年度(2004fy)：１０件 ・平成２５年度(2013fy)：３６件 

・平成１７年度(2005fy)：１９件 ・平成２６年度(2014fy)：２４件 

・平成１８年度(2006fy)：２７件 ・平成２７年度(2015fy）：３３件  

・平成１９年度(2007fy)：１９件 ・平成２８年度(2016fy）：２３件 

・平成２０年度(2008fy)：２０件 ・平成２９年度(2017fy）：５０件 

・平成２１年度(2009fy)：２６件 (H29.4.1～H30.2.28) 

  

 累 計      ：４２１件 

 

参　考　２

No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

1 ISO 24504: 2014

Ergonomics- Accessible design -
Sound pressure levels of spoken
announcements for products and
public address systems (人間工学
- アクセシブルデザイン規格 - 製
品及び案内放送による音声ガイド
の音圧レベル)

H22.4.1 H26.8.4
佐藤洋（プロジェクト
リーダー）
倉片憲治

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H17～19標準基盤（人間
特性データ解析）

H21-23国際共同（アクセ
シブルデザインの体系
的技術に関する標準化）

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

2 ISO 9241-391: 2016

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 391:
Requirements, analysis and
compliance test methods for the
reduction of photosensitive
seizures （人間とシステムのインタ
ラクション-第391部 : 光感受性発
作を抑制するための基本要求事
項、計測法及び適合性試験方法）

H22.4.1 H28.2.10
氏家弘裕（コンビーナ）
渡邊洋

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～21標準基盤（映像
の生体安全性に基づく
安全基準の国際標準
化）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）

3 ISO 16620-4: 2016

Plastics -- Biobased content --
Part 4: Determination of the
biobased mass content (
バイオマスプラスチック度の分析法
- 第4部：バイオベース質量度)

H22.4.15 H28.12.16
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）
船橋正弘

環境化学技術研
究部門

H22-24　標準基盤研究
「バイオプラスチック製品
中のバイオマスプラス
チック度の測定方法の
標準化」

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

4 ISO/CD16620

Plastic-Determination of the
biomass carbon ratio in plastic
product and its components (プラ
スチック－プラスチック製品及びそ
の構成物のバイオマス炭素含有率
の求め方)

H22.4.15 -
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18石特：委託費（化成
品における非石油資源
である再生可能原料利
用率測定方法の標準
化）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG22(生分解性)

5 ISO/IEC 30122-1: 2016

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 1: Framework and general
guidance (情報技術 —ユーザインタ
フェイス－音声命令－第１部 : 枠
組みと一般指針）

H22.4.19 H28.7.29
関喜一（プロジェクトエ
ディタ）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

6 ISO/IEC 30122-4: 2016

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 4: Management of voice
command registration (情報技術 —
ユーザインタフェイス－音声命令－
第4部 : 音声命令登録の管理）

H22.4.19 H28.7.29
関喜一（プロジェクトエ
ディタ）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）/WG5（ボ
イスコマンド）

7 ISO 10880: 2017

Non-destructive testing - Infrared
thermographic testing - General
principles （非破壊試験－赤外線
サーモグラフィ試験－通則）

H22.4.19 H29.1.10
兵藤行志（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～22標準基盤（赤外
線サーモグラフィを用い
た整形外科デバイスの
力学的適合性試験方
法）

ISO/TC135（非破壊試
験）/SC8（赤外線サーモ
グラフィ試験）

8 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

9 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

10 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

11 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

12 ISO 16063-44

Methods for the calibration of
vibration and shock transducers,
Calibration of hand held
accelerometer calibrator (振動及び
衝撃トランスデューサの校正方法
- 第44部 : 手持ち振動校正装置の
校正法)

H22.9.30 臼田孝
計測標準研究部
門

運営費交付金・振動加
速度標準の開発と供給
H13〜

ISO/TC108(機械振動及
び衝撃)SC3（振動・衝撃
測定器)

13 ISO/IEC 24759:2014

Information technology -- Security
techniques -- Test requirements
for cryptographic modules （情報技
術－セキュリティ技術－暗号モ
ジュールの試験要求事項）

H22.10.1 H26.1.31 -
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）

14
IEC 62522 Ed. 1.0:2014
(b)

Calibration of tuneable laser
sources （波長可変レーザ光源の
校正)

H22.11.26 H26.2.14 雨宮邦招
計測標準研究部
門

IEC/TC86(光ファイ
バ)/WG4

15
IEC/TS 62282-7-2 Ed.
1.0:2014 (b)

Fuel cell technologies - Part 7-2:
Test methods - Single cell and
stack performance tests for solid
oxide fuel cells (SOFC) 燃料電池
技術－第7-2部：試験方法－(固体
電解質燃料電池(SOFC)の単電池
及びスタック性能)

H23.1.21 H27.5.13 嘉藤徹
エネルギー技術
研究部門

H19～21国際標準共同
研究開発事業（SOFC単
位セルアッセンブリー試
験方法に関する標準化）

IEC/TC105(燃料電池）
/WG11

16
ISO 14577-4: 2016

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 4:
Test method for metallic and non-
metallic coatings (金属材料－計装
化押込み硬さ試験及び材料パラメ
タ－第4部：金属及び非金属被膜
の試験方法)

H23.2.1 H28.10.26 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

参　考　２－1

産総研における国際標準（ISO, IEC, 他）提案、発行状況（第３期：平成２２年度以降の提案）
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参　考　２

No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

1 ISO 24504: 2014

Ergonomics- Accessible design -
Sound pressure levels of spoken
announcements for products and
public address systems (人間工学
- アクセシブルデザイン規格 - 製
品及び案内放送による音声ガイド
の音圧レベル)

H22.4.1 H26.8.4
佐藤洋（プロジェクト
リーダー）
倉片憲治

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H17～19標準基盤（人間
特性データ解析）

H21-23国際共同（アクセ
シブルデザインの体系
的技術に関する標準化）

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

2 ISO 9241-391: 2016

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 391:
Requirements, analysis and
compliance test methods for the
reduction of photosensitive
seizures （人間とシステムのインタ
ラクション-第391部 : 光感受性発
作を抑制するための基本要求事
項、計測法及び適合性試験方法）

H22.4.1 H28.2.10
氏家弘裕（コンビーナ）
渡邊洋

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～21標準基盤（映像
の生体安全性に基づく
安全基準の国際標準
化）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）

3 ISO 16620-4: 2016

Plastics -- Biobased content --
Part 4: Determination of the
biobased mass content (
バイオマスプラスチック度の分析法
- 第4部：バイオベース質量度)

H22.4.15 H28.12.16
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）
船橋正弘

環境化学技術研
究部門

H22-24　標準基盤研究
「バイオプラスチック製品
中のバイオマスプラス
チック度の測定方法の
標準化」

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

4 ISO/CD16620

Plastic-Determination of the
biomass carbon ratio in plastic
product and its components (プラ
スチック－プラスチック製品及びそ
の構成物のバイオマス炭素含有率
の求め方)

H22.4.15 -
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18石特：委託費（化成
品における非石油資源
である再生可能原料利
用率測定方法の標準
化）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC5(物理化学的性
質)/WG22(生分解性)

5 ISO/IEC 30122-1: 2016

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 1: Framework and general
guidance (情報技術 —ユーザインタ
フェイス－音声命令－第１部 : 枠
組みと一般指針）

H22.4.19 H28.7.29
関喜一（プロジェクトエ
ディタ）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

6 ISO/IEC 30122-4: 2016

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 4: Management of voice
command registration (情報技術 —
ユーザインタフェイス－音声命令－
第4部 : 音声命令登録の管理）

H22.4.19 H28.7.29
関喜一（プロジェクトエ
ディタ）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）/WG5（ボ
イスコマンド）

7 ISO 10880: 2017

Non-destructive testing - Infrared
thermographic testing - General
principles （非破壊試験－赤外線
サーモグラフィ試験－通則）

H22.4.19 H29.1.10
兵藤行志（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～22標準基盤（赤外
線サーモグラフィを用い
た整形外科デバイスの
力学的適合性試験方
法）

ISO/TC135（非破壊試
験）/SC8（赤外線サーモ
グラフィ試験）

8 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

9 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

10 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

11 ISO 14577-1: 2015

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 1:
Test method (金属材料－計装化
押込み硬さ試験及び材料パラメタ
－第1部：試験方法)

H22.7.1 H27.7.8 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

12 ISO 16063-44

Methods for the calibration of
vibration and shock transducers,
Calibration of hand held
accelerometer calibrator (振動及び
衝撃トランスデューサの校正方法
- 第44部 : 手持ち振動校正装置の
校正法)

H22.9.30 臼田孝
計測標準研究部
門

運営費交付金・振動加
速度標準の開発と供給
H13〜

ISO/TC108(機械振動及
び衝撃)SC3（振動・衝撃
測定器)

13 ISO/IEC 24759:2014

Information technology -- Security
techniques -- Test requirements
for cryptographic modules （情報技
術－セキュリティ技術－暗号モ
ジュールの試験要求事項）

H22.10.1 H26.1.31 -
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）

14
IEC 62522 Ed. 1.0:2014
(b)

Calibration of tuneable laser
sources （波長可変レーザ光源の
校正)

H22.11.26 H26.2.14 雨宮邦招
計測標準研究部
門

IEC/TC86(光ファイ
バ)/WG4

15
IEC/TS 62282-7-2 Ed.
1.0:2014 (b)

Fuel cell technologies - Part 7-2:
Test methods - Single cell and
stack performance tests for solid
oxide fuel cells (SOFC) 燃料電池
技術－第7-2部：試験方法－(固体
電解質燃料電池(SOFC)の単電池
及びスタック性能)

H23.1.21 H27.5.13 嘉藤徹
エネルギー技術
研究部門

H19～21国際標準共同
研究開発事業（SOFC単
位セルアッセンブリー試
験方法に関する標準化）

IEC/TC105(燃料電池）
/WG11

16
ISO 14577-4: 2016

Metallic materials -- Instrumented
indentation test for hardness and
materials parameters -- Part 4:
Test method for metallic and non-
metallic coatings (金属材料－計装
化押込み硬さ試験及び材料パラメ
タ－第4部：金属及び非金属被膜
の試験方法)

H23.2.1 H28.10.26 東康史
計測標準研究部
門

H22-26日米エネルギー
環境技術研究・標準化
協力事業

ISO/TC164(金属の機械
試験)/SC3(硬さ試験)

参　考　２－1

産総研における国際標準（ISO, IEC, 他）提案、発行状況（第３期：平成２２年度以降の提案）

参　考　２－１
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No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

17 ISO 17198: 2014

Dimethyl ether (DME) for fuels -
Determination of total sulfur,
ultraviolet fluorescence method (燃
料用ジメチルエーテル(DME)－全
硫黄の定量－紫外線蛍光法）

H23.4.1 H26.11.13
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

18 ISO17786: 2015

Dimethyl ether (DME) for fuels --
Determination of high temperature
(105°C) evaporation residues --
Mass analysis method (燃料用ジメ
チルエーテル(DME)－高温(105℃)
蒸発残留物質の定量－質量分析
法)

H23.4.1 H27.4.29
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

19 ISO/IEC 17549: 2015

Information technology -- User
interface guidelines on menu
navigation -- Part 2: Navigation
with 4-direction devices （情報技
術－メニューナビゲーションに関す
るユーザインタフェース指針－第2
部：4方装置によるナビゲーション）

H23.4.1 H27.5.18 永見武司
情報技術研究部
門

H21国際標準共同研究
開発事業（情報分野の
競争力強化に関する標
準化－⑤携帯用情報機
器の４方向キーインタラ
クションに関する標準化

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

20 ISO/NP 17199

Dimethyl ether (DME) for fuels -
Determination of total sulfur,
Oxydative coulometry method (燃
料用ジメチルエーテル－全硫黄分
測定、微量電量滴定法）

H23.4.1 -
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

21 ISO10360-10: 2016

Geometrical product specifications
(GPS) -- Acceptance and
reverification tests for coordinate
measuring systems (CMS) -- Part
10: Laser trackers for measuring
point-to-point distances （座標測
定機の受入検査及び定期検査
Part10）

H23.4.15 H28.4.4 大澤尊光
計測標準研究部
門

H21～23標準基盤研究
(産業応用におけるCT
（コンピュータ・トモグラ
フィ）装置評価法の標準
化に関する研究）

ISO/TC213(製品の寸
法・形状の仕様及び評
価）/WG10

22 ISO/TS 17200: 2013

Nanotechnology - Nanoparticles in
powder form - Characteristics and
measurements (ナノテクノロジー－
粉体ナノ粒子－特性と測定)

H23.5.10 H25.5.15
田中充（プロジェクト
リーダー）

フェロー
H21～23国際標準共同
研究開発事業（ナノ材料
規格等に関する標準化）

ISO/TC229（ナノテクノロ
ジー）/WG4

23 ISO/WD 18677

Method of analyzing oxygen for
evaluating magnesium and
magnesium alloys (マグネシウム地
金・合金評価のための酸素分析方
法)

H23.6.27
柘植明（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門

H20～22基準認証（マグ
ネシウム地金・合金中酸
素の分析方法の標準
化）

ISO/TC79（軽金属及び
同合金）/SC5（マグネシ
ウム及びマグネシウム
合金）

24
IEC 62047-20 Ed.
1.0:2014 (b)

 Semiconductor devices - Micro-
electromechanical devices - Part
20: Gyroscopes (半導体素子－超
小型電気機械素子－第20部：ジャ
イロスコープ)

H23.7.1 H26.6.26
檜野良穂
大田明博

計測標準研究部
門

H20～22基準認証（小型
ジャイロMEMSデバイス
の性能評価方法に関す
る標準化）

IEC/TC47(半導体デバイ
ス)/SC47F（MEMS)

25 ISO/IEC 17825: 2016

Information technology -- Security
technique -- Testing methods for
the mtigation of non-invasive
attack classes against
cryptographic modules (情報技術 -
暗号モジュールに対する非侵襲攻
撃の軽減試験方法）

H23.7.7 H28.1.4 佐藤証
情報セキュリティ
センター

H23～24標準基盤（暗号
モジュールの安全性評
価国際標準化および制
度運用に向けた評価プ
ラットフォーム開発）

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3

26 ISO　24505：2016

Ergonomics -- Accessible design -
- Method for creating colour
combinations taking account of
age-related changes in human
colour vision (年齢を考慮した色の
組合せ方法)

H23.7.14 H28.4.1
佐川賢（プロジェクト
リーダー）
伊藤納奈

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23国際標準共同
研究開発事業(アクセシ
ブルデザインの体系的
技術に関する標準化）

ISO/TC159（人間工学）
/SC5(物理的環境の人
間工学）

27 ISO 9241-392: 2015

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 392: Ergonomic
recommendations for the reduction
of visual fatigue from stereoscopic
images (人間工学－人とシステムと
のインタラクション－第392部：立体
画像からの視覚疲労の人間工学
的推奨要求事項)

H23.8.12 H27.5.26 氏家弘裕
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～21標準基盤（映像
の生体安全性に基づく
安全基準の国際標準
化）

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）

28
IEC 80601-2-71 Ed.
1.0:2015 (en)

Medical electrical equipment - Part
2-71: Particular requirements for
the basic safety and essential
performance of functional near-
infrared spectroscopy (NIRS)
equipment .(医用電気機器－第2-
71部：機能的近赤外分光(NIRS)機
器の基本的安全性及び必須性能
の特定要求事項)

H23.9.19 H27.6.29 谷川ゆかり
人間福祉医工学
研究部門

Ｈ20～21標準基盤（近赤
外光診断装置の性能試
験方法及び装置較正用
ファントムの標準化）

H23～25国際標準開発
事業（医用光生体計測
に関する国際標準化）

ISO/TC121（麻酔装置及
び人工呼吸関連装置）
/SC3　and　IEC/TC62
(医用電気機器）SC62D
(医用電子機
器)/JWG5(パルスオキシ
メータ）

29 ISO 17947

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Methods for chemical analysis of
fine silicon nitride powders (ファイ
ンセラミックス用窒化けい素微粉末
の化学分析方法)

H23.9.28 H26.8.21

上蓑
森川久
兼松渡
日置昭治（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門
計測標準研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG3

30 ISO17901-1: 2015

Optics and photonics - Holography
- Part 1: Methods of measuring
diffraction efficiency and
associated optical characteristics
of holograms （光学及びフォトニク
ス－ホログラフィ－第1部：ホログラ
ムの回折効率及び関連光学特性
の測定方法）

H23.11.1 H27.6.29 福田隆史
電子光技術研究
部門

H18-19標準基盤（ホロ
グラム記録材料の光学
的特性測定方法）

H21国際共同（ホログラ
ムの光学的特性測定方
法に関する標準化FS）

ISO/TC172（光学及び光
学機器）/SC9(エレクトロ
オプティカルシステム）
/WG7（レーザ以外の電
気光学システム）

31 ISO17901-2: 2015

Optics and photonics - Holography
- Part 2: Methods for measurement
of hologram recording
characteristics （光学及びフォトニ
クス－ホログラフィ－第2部：ホログ
ラム記録特性の測定方法)

H23.11.1 H27.6.29 福田隆史
電子光技術研究
部門

H18-19標準基盤（ホロ
グラム記録材料の光学
的特性測定方法）

H21国際共同（ホログラ
ムの光学的特性測定方
法に関する標準化FS）

ISO/TC172（光学及び光
学機器）/SC9(エレクトロ
オプティカルシステム）
/WG7（レーザ以外の電
気光学システム）

32 ISO 18088

Ergonomics - Accessible Design -
Guidelines for designing tactile
symbols and letters (触知図形の基
本設計方法）

H23.11.5 -
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23国際標準共同
研究開発事業(アクセシ
ブルデザインの体系的
技術に関する標準化）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）/WG10

33 ISO 18087

Ergonomics - Accessible Design -
Minimum legible font size for
people at any age （最小可読文字
サイズ推定方法）

H23.11.5 -
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23国際標準共同
研究開発事業(アクセシ
ブルデザインの体系的
技術に関する標準化）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）/WG10

34 ISO18074: 2015

Textiles-Identification of some
animal fibres by DNA analysis
method - Cashmere, wool, yak and
their blends (カシミヤ繊維のDNAに
よる試験方法)

H23.12.29 H27.11.19

町田雅之（プロジェクト
リーダー）
小池英明（プロジェクト
リーダー）
関口勇地

生物プロセス研
究部門
バイオメディカル
研究部門

H22～24国際標準共同
研究開発事業（カシミヤ
繊維の試験方法に関す
る標準化）

ISO/TC38(繊維）/WG22
（繊維鑑別と化学分析）
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35 ISO 18191: 2015

Water quality -- Determination of
pHt in sea water -- Method using
the indicator dye m-cresol purple
(水質－海水のpH測定 − m-クレ
ゾールパープル指. 示薬を用いた
方法)

H24.2.1 H27.9.1
原田晃
鶴島修夫

環境管理技術研
究部門

H19ｰ21標準基盤（海水
中炭酸系パラメータ測定
法の国際標準化）

ISO/TC14７（水質）
/SC2(物理的・化学的・
生物的方法）

36 ISO 17942: 2014

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Methods for chemical analysis of
boron nitride powders （ファインセ
ラミックス用窒化ほう素粉末の化学
分析方法）

H24.4.1 H26.7.30

上蓑
森川久
兼松渡
日置昭治（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門
計測標準研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）

37 ISO 15106-5：2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 5:
Presssure sensor method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第5部：圧力セン
サ法）

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

38 ISO15106-6: 2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 6:
Atmospheric pressure ionization
mass spectrometer method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第6部：大気圧イ
オン化質量分光計法)

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

39 ISO15106-7: 2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 7:
Calcium corrosion method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第7部：カルシウム
腐食法)

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

40 ISO 16620-1: 2015
Plastics -- Biobased content --
Part 1: General principles (プラス
チック－バイオベース系内容物－
第1部：一般原則)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18石特：委託費（化成
品における非石油資源
である再生可能原料利
用率測定方法の標準
化）

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

41 ISO 16620-2: 2015

Plastics -- Biobased content --
Part 2: Determination of biobased
carbon content (プラスチック－バ
イオベース系内容物－第2部：バイ
オベース系炭素含有量の定量)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18石特：委託費（化成
品における非石油資源
である再生可能原料利
用率測定方法の標準
化）

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

42 ISO 16620-3: 2015

Plastics -- Biobased content --
Part 3: Determination of biobased
synthetic polymer content
(プラスチック－バイオベース系内
容物－第3部：バイオベース系合成
高分子含有量)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18石特：委託費（化成
品における非石油資源
である再生可能原料利
用率測定方法の標準
化）

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

43 IEC/CD 62853
Open Systems Dependability  (開
放系のディペンダビリティ)

H24.9.1 木下佳樹
セキュアシステ
ム研究部門

H20～23、H24 戦略的創
造研究推進事業(利用者
指向ディペンダビリティ
の研究)

IEC/TC56(ディペンダビ
リティ）/WG4

44 ISO/TS 17951-1: 2016

Water quality -- Determination of
fluoride using flow analysis (FIA
and CFA) -- Part 1: Method using
flow injection analysis (FIA) and
spectrometric detection after off-
line distillation （水質-流れ分析
（FIA及びCFA)　によるふっ化物の
定量　第１部：フローインジェクショ
ン分析(FIA)と吸光光度法を用いる
方法）

H24.10.1 H28.6.17
宮崎章
田尾博明
中里哲也

環境管理技術研
究部門

H24-26標準基盤研究
（水中ふっ素化合物定量
のための流れ分析法）

ISO/TC147(水質）
/SC2/WG8 (Flow
Analysis Methods)

45 ISO/TS 17951-2: 2016

Water quality -- Determination of
fluoride using flow analysis (FIA
and CFA) -- Part 2: Method using
continuous flow analysis (CFA)
with automated in-line distillation
（水質-流れ分析（FIA及びCFA)　に
よるふっ化物の定量　第２部：連続
流れ分析（CFA)を用いる方法）

H24.10.1 H28.6.17
宮崎章
田尾博明
中里哲也

環境管理技術研
究部門

H24-26標準基盤研究
（水中ふっ素化合物定量
のための流れ分析法）

ISO/TC147(水質）/SC2
（物理的・化学的・生物
化学的方法）/WG8
(Flow Analysis Methods)

46 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）

47 ISO 20685-2: 2015

Ergonomics -- 3-D scanning
methodologies for internationally
compatible anthropometric
databases -- Part 2: Evaluation
protocol of surface shape and
repeatability of relative landmark
positions （人間工学－国際的に比
較可能な人体計測データベースの
ための3-Dスキャニング法－第2
部： 表面形状及び相対的基準位
置の再現性の評価プロトコル）

H24.12.1 H27.8.4
持丸正明
河内眞紀子（プロジェク
トリーダー）

デジタルヒュー
マン研究セン
ター

・H17-19 基準認証研究
開発事業（METI委託費）
非接触三次元測定機の
精度評価方法の標準化
・H22-24 国際標準開発
事業（METI-三菱総研委
託)三次元デジタルデー
タ評価装置に関する国
際標準開発

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

48 IEC 62282-6-101 Ed.1

Fuel cell technologies - Part 6-
101: Micro fuel cell power systems
- Safety - General requirements
(燃料電池技術－パート6-101: マイ
クロ燃料電池発電システム－安全
性－一般要件)

H25.1.1 山根昌隆
電池技術研究部
門

H23-24 METI (「燃料電
池に関する国際標準化
（マイクロ及び可搬型燃
料電池システムからの
排気に係る安全性評価
試験方法に関する基盤
技術開発）」

IEC/TC105(燃料電池）
/WG8 (マイクロ燃料電
池-安全）

49 ISO 16891: 2016

Test method for evaluating
degradation of properties of
cleanable filter media （乾式ろ過集
じん用ろ布の耐久性評価試験法）

H25.3.11 H28.1.15 遠藤茂寿
計測標準研究部
門

ISO/TC142(空気及びそ
の他のガスの清浄装置)
/WG7

50 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)

114 115
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17 ISO 17198: 2014

Dimethyl ether (DME) for fuels -
Determination of total sulfur,
ultraviolet fluorescence method (燃
料用ジメチルエーテル(DME)－全
硫黄の定量－紫外線蛍光法）

H23.4.1 H26.11.13
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

18 ISO17786: 2015

Dimethyl ether (DME) for fuels --
Determination of high temperature
(105°C) evaporation residues --
Mass analysis method (燃料用ジメ
チルエーテル(DME)－高温(105℃)
蒸発残留物質の定量－質量分析
法)

H23.4.1 H27.4.29
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

19 ISO/IEC 17549: 2015

Information technology -- User
interface guidelines on menu
navigation -- Part 2: Navigation
with 4-direction devices （情報技
術－メニューナビゲーションに関す
るユーザインタフェース指針－第2
部：4方装置によるナビゲーション）

H23.4.1 H27.5.18 永見武司
情報技術研究部
門

H21国際標準共同研究
開発事業（情報分野の
競争力強化に関する標
準化－⑤携帯用情報機
器の４方向キーインタラ
クションに関する標準化

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

20 ISO/NP 17199

Dimethyl ether (DME) for fuels -
Determination of total sulfur,
Oxydative coulometry method (燃
料用ジメチルエーテル－全硫黄分
測定、微量電量滴定法）

H23.4.1 -
後藤新一
小熊光晴

新燃料自動車技
術研究センター

H20～22基準認証（ジメ
チルエーテル(DME)燃料
に関する標準化

ISO/TC28(石油製品及
び潤滑油）/SC4（分類及
び仕様）

21 ISO10360-10: 2016

Geometrical product specifications
(GPS) -- Acceptance and
reverification tests for coordinate
measuring systems (CMS) -- Part
10: Laser trackers for measuring
point-to-point distances （座標測
定機の受入検査及び定期検査
Part10）

H23.4.15 H28.4.4 大澤尊光
計測標準研究部
門

H21～23標準基盤研究
(産業応用におけるCT
（コンピュータ・トモグラ
フィ）装置評価法の標準
化に関する研究）

ISO/TC213(製品の寸
法・形状の仕様及び評
価）/WG10

22 ISO/TS 17200: 2013

Nanotechnology - Nanoparticles in
powder form - Characteristics and
measurements (ナノテクノロジー－
粉体ナノ粒子－特性と測定)

H23.5.10 H25.5.15
田中充（プロジェクト
リーダー）

フェロー
H21～23国際標準共同
研究開発事業（ナノ材料
規格等に関する標準化）

ISO/TC229（ナノテクノロ
ジー）/WG4

23 ISO/WD 18677

Method of analyzing oxygen for
evaluating magnesium and
magnesium alloys (マグネシウム地
金・合金評価のための酸素分析方
法)

H23.6.27
柘植明（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門

H20～22基準認証（マグ
ネシウム地金・合金中酸
素の分析方法の標準
化）

ISO/TC79（軽金属及び
同合金）/SC5（マグネシ
ウム及びマグネシウム
合金）

24
IEC 62047-20 Ed.
1.0:2014 (b)

 Semiconductor devices - Micro-
electromechanical devices - Part
20: Gyroscopes (半導体素子－超
小型電気機械素子－第20部：ジャ
イロスコープ)

H23.7.1 H26.6.26
檜野良穂
大田明博

計測標準研究部
門

H20～22基準認証（小型
ジャイロMEMSデバイス
の性能評価方法に関す
る標準化）

IEC/TC47(半導体デバイ
ス)/SC47F（MEMS)

25 ISO/IEC 17825: 2016

Information technology -- Security
technique -- Testing methods for
the mtigation of non-invasive
attack classes against
cryptographic modules (情報技術 -
暗号モジュールに対する非侵襲攻
撃の軽減試験方法）

H23.7.7 H28.1.4 佐藤証
情報セキュリティ
センター

H23～24標準基盤（暗号
モジュールの安全性評
価国際標準化および制
度運用に向けた評価プ
ラットフォーム開発）

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3

26 ISO　24505：2016

Ergonomics -- Accessible design -
- Method for creating colour
combinations taking account of
age-related changes in human
colour vision (年齢を考慮した色の
組合せ方法)

H23.7.14 H28.4.1
佐川賢（プロジェクト
リーダー）
伊藤納奈

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23国際標準共同
研究開発事業(アクセシ
ブルデザインの体系的
技術に関する標準化）

ISO/TC159（人間工学）
/SC5(物理的環境の人
間工学）

27 ISO 9241-392: 2015

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 392: Ergonomic
recommendations for the reduction
of visual fatigue from stereoscopic
images (人間工学－人とシステムと
のインタラクション－第392部：立体
画像からの視覚疲労の人間工学
的推奨要求事項)

H23.8.12 H27.5.26 氏家弘裕
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～21標準基盤（映像
の生体安全性に基づく
安全基準の国際標準
化）

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）

28
IEC 80601-2-71 Ed.
1.0:2015 (en)

Medical electrical equipment - Part
2-71: Particular requirements for
the basic safety and essential
performance of functional near-
infrared spectroscopy (NIRS)
equipment .(医用電気機器－第2-
71部：機能的近赤外分光(NIRS)機
器の基本的安全性及び必須性能
の特定要求事項)

H23.9.19 H27.6.29 谷川ゆかり
人間福祉医工学
研究部門

Ｈ20～21標準基盤（近赤
外光診断装置の性能試
験方法及び装置較正用
ファントムの標準化）

H23～25国際標準開発
事業（医用光生体計測
に関する国際標準化）

ISO/TC121（麻酔装置及
び人工呼吸関連装置）
/SC3　and　IEC/TC62
(医用電気機器）SC62D
(医用電子機
器)/JWG5(パルスオキシ
メータ）

29 ISO 17947

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Methods for chemical analysis of
fine silicon nitride powders (ファイ
ンセラミックス用窒化けい素微粉末
の化学分析方法)

H23.9.28 H26.8.21

上蓑
森川久
兼松渡
日置昭治（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門
計測標準研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG3

30 ISO17901-1: 2015

Optics and photonics - Holography
- Part 1: Methods of measuring
diffraction efficiency and
associated optical characteristics
of holograms （光学及びフォトニク
ス－ホログラフィ－第1部：ホログラ
ムの回折効率及び関連光学特性
の測定方法）

H23.11.1 H27.6.29 福田隆史
電子光技術研究
部門

H18-19標準基盤（ホロ
グラム記録材料の光学
的特性測定方法）

H21国際共同（ホログラ
ムの光学的特性測定方
法に関する標準化FS）

ISO/TC172（光学及び光
学機器）/SC9(エレクトロ
オプティカルシステム）
/WG7（レーザ以外の電
気光学システム）

31 ISO17901-2: 2015

Optics and photonics - Holography
- Part 2: Methods for measurement
of hologram recording
characteristics （光学及びフォトニ
クス－ホログラフィ－第2部：ホログ
ラム記録特性の測定方法)

H23.11.1 H27.6.29 福田隆史
電子光技術研究
部門

H18-19標準基盤（ホロ
グラム記録材料の光学
的特性測定方法）

H21国際共同（ホログラ
ムの光学的特性測定方
法に関する標準化FS）

ISO/TC172（光学及び光
学機器）/SC9(エレクトロ
オプティカルシステム）
/WG7（レーザ以外の電
気光学システム）

32 ISO 18088

Ergonomics - Accessible Design -
Guidelines for designing tactile
symbols and letters (触知図形の基
本設計方法）

H23.11.5 -
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23国際標準共同
研究開発事業(アクセシ
ブルデザインの体系的
技術に関する標準化）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）/WG10

33 ISO 18087

Ergonomics - Accessible Design -
Minimum legible font size for
people at any age （最小可読文字
サイズ推定方法）

H23.11.5 -
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23国際標準共同
研究開発事業(アクセシ
ブルデザインの体系的
技術に関する標準化）

ISO/TC159（人間工学）
/SC4（人間とシステムの
インタラクション）/WG10

34 ISO18074: 2015

Textiles-Identification of some
animal fibres by DNA analysis
method - Cashmere, wool, yak and
their blends (カシミヤ繊維のDNAに
よる試験方法)

H23.12.29 H27.11.19

町田雅之（プロジェクト
リーダー）
小池英明（プロジェクト
リーダー）
関口勇地

生物プロセス研
究部門
バイオメディカル
研究部門

H22～24国際標準共同
研究開発事業（カシミヤ
繊維の試験方法に関す
る標準化）

ISO/TC38(繊維）/WG22
（繊維鑑別と化学分析）
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35 ISO 18191: 2015

Water quality -- Determination of
pHt in sea water -- Method using
the indicator dye m-cresol purple
(水質－海水のpH測定 − m-クレ
ゾールパープル指. 示薬を用いた
方法)

H24.2.1 H27.9.1
原田晃
鶴島修夫

環境管理技術研
究部門

H19ｰ21標準基盤（海水
中炭酸系パラメータ測定
法の国際標準化）

ISO/TC14７（水質）
/SC2(物理的・化学的・
生物的方法）

36 ISO 17942: 2014

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Methods for chemical analysis of
boron nitride powders （ファインセ
ラミックス用窒化ほう素粉末の化学
分析方法）

H24.4.1 H26.7.30

上蓑
森川久
兼松渡
日置昭治（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門
計測標準研究部
門

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）

37 ISO 15106-5：2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 5:
Presssure sensor method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第5部：圧力セン
サ法）

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

38 ISO15106-6: 2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 6:
Atmospheric pressure ionization
mass spectrometer method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第6部：大気圧イ
オン化質量分光計法)

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

39 ISO15106-7: 2015

Plastics -- Film and sheeting --
Determination of water vapour
transmission rate -- Part 7:
Calcium corrosion method (プラス
チック－フィルム及びシート－水蒸
気の透過速度－第7部：カルシウム
腐食法)

H24.8.1 H27.4.13
原重樹
原伸生

環境化学技術研
究部門

H23国際標準共同研究
開発事業FS(有機EL,有
機薄膜太陽電池用ポリ
マーフィルムのバリア評
価技術･標準フィルムに
関する国際標準化に係
るFS)

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC11(製品）
/WG3(フィルム）

40 ISO 16620-1: 2015
Plastics -- Biobased content --
Part 1: General principles (プラス
チック－バイオベース系内容物－
第1部：一般原則)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18石特：委託費（化成
品における非石油資源
である再生可能原料利
用率測定方法の標準
化）

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

41 ISO 16620-2: 2015

Plastics -- Biobased content --
Part 2: Determination of biobased
carbon content (プラスチック－バ
イオベース系内容物－第2部：バイ
オベース系炭素含有量の定量)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18石特：委託費（化成
品における非石油資源
である再生可能原料利
用率測定方法の標準
化）

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

42 ISO 16620-3: 2015

Plastics -- Biobased content --
Part 3: Determination of biobased
synthetic polymer content
(プラスチック－バイオベース系内
容物－第3部：バイオベース系合成
高分子含有量)

H24.9.1 H27.4.2
国岡正雄（プロジェクト
リーダー）

環境化学技術研
究部門

H19～21標準基盤（バイ
オマス炭素含有率の測
定法の標準化）

H18石特：委託費（化成
品における非石油資源
である再生可能原料利
用率測定方法の標準
化）

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

43 IEC/CD 62853
Open Systems Dependability  (開
放系のディペンダビリティ)

H24.9.1 木下佳樹
セキュアシステ
ム研究部門

H20～23、H24 戦略的創
造研究推進事業(利用者
指向ディペンダビリティ
の研究)

IEC/TC56(ディペンダビ
リティ）/WG4

44 ISO/TS 17951-1: 2016

Water quality -- Determination of
fluoride using flow analysis (FIA
and CFA) -- Part 1: Method using
flow injection analysis (FIA) and
spectrometric detection after off-
line distillation （水質-流れ分析
（FIA及びCFA)　によるふっ化物の
定量　第１部：フローインジェクショ
ン分析(FIA)と吸光光度法を用いる
方法）

H24.10.1 H28.6.17
宮崎章
田尾博明
中里哲也

環境管理技術研
究部門

H24-26標準基盤研究
（水中ふっ素化合物定量
のための流れ分析法）

ISO/TC147(水質）
/SC2/WG8 (Flow
Analysis Methods)

45 ISO/TS 17951-2: 2016

Water quality -- Determination of
fluoride using flow analysis (FIA
and CFA) -- Part 2: Method using
continuous flow analysis (CFA)
with automated in-line distillation
（水質-流れ分析（FIA及びCFA)　に
よるふっ化物の定量　第２部：連続
流れ分析（CFA)を用いる方法）

H24.10.1 H28.6.17
宮崎章
田尾博明
中里哲也

環境管理技術研
究部門

H24-26標準基盤研究
（水中ふっ素化合物定量
のための流れ分析法）

ISO/TC147(水質）/SC2
（物理的・化学的・生物
化学的方法）/WG8
(Flow Analysis Methods)

46 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）

47 ISO 20685-2: 2015

Ergonomics -- 3-D scanning
methodologies for internationally
compatible anthropometric
databases -- Part 2: Evaluation
protocol of surface shape and
repeatability of relative landmark
positions （人間工学－国際的に比
較可能な人体計測データベースの
ための3-Dスキャニング法－第2
部： 表面形状及び相対的基準位
置の再現性の評価プロトコル）

H24.12.1 H27.8.4
持丸正明
河内眞紀子（プロジェク
トリーダー）

デジタルヒュー
マン研究セン
ター

・H17-19 基準認証研究
開発事業（METI委託費）
非接触三次元測定機の
精度評価方法の標準化
・H22-24 国際標準開発
事業（METI-三菱総研委
託)三次元デジタルデー
タ評価装置に関する国
際標準開発

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

48 IEC 62282-6-101 Ed.1

Fuel cell technologies - Part 6-
101: Micro fuel cell power systems
- Safety - General requirements
(燃料電池技術－パート6-101: マイ
クロ燃料電池発電システム－安全
性－一般要件)

H25.1.1 山根昌隆
電池技術研究部
門

H23-24 METI (「燃料電
池に関する国際標準化
（マイクロ及び可搬型燃
料電池システムからの
排気に係る安全性評価
試験方法に関する基盤
技術開発）」

IEC/TC105(燃料電池）
/WG8 (マイクロ燃料電
池-安全）

49 ISO 16891: 2016

Test method for evaluating
degradation of properties of
cleanable filter media （乾式ろ過集
じん用ろ布の耐久性評価試験法）

H25.3.11 H28.1.15 遠藤茂寿
計測標準研究部
門

ISO/TC142(空気及びそ
の他のガスの清浄装置)
/WG7

50 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)
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51 IEC 62800 Ed. 1.0

Radio on Fiber System conforming
to different Spectral Emission
Standard （スペクトル・マスク規定
に準拠した光ファイバ無線通信シ
ステム）

H25.4.1 -
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）

52 IEC/FDIS 62801 Ed. 1.0

Measurement method of a half-
wavelength voltage for Mach-
Zehnder optical modulators in
wireless communication and
broadcasting systems （無線通信・
放送システム用マッハツェンダ光
変調器の半波長電圧測定法）

H25.4.1
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）

53 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）

54
IEC 62899-201 Ed. 1.0
(NP119-18 Ed.1.0)

Printed electronics - Part 201:
Materials - Substrates (プリンテッ
ドエレクトロニクス－第201部：素材
－回路基板)

H25.4.25 H28.2.25

山本典孝
小笹健仁
山田寿一
鎌田俊英

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26　国際標準開発
事業
（プリンテッドエレクトロニ
クスに関する国際標準
化）

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

55
IEC 62899-202 Ed. 1.0
(NP119-19 Ed.1.0)

Printed electronics - Part 202:
Materials - Conductive ink (プリン
テッドエレクトロニクス－第202部：
素材－導電性インク)

H25.4.25 H28.2.25

山本典孝
小笹健仁
山田寿一
鎌田俊英

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26　国際標準開発
事業
（プリンテッドエレクトロニ
クスに関する国際標準
化）

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

56 ISO19095-1: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 1:
Guidelines for the approach （プラ
スチック - 樹脂金属接合の評価－
第1部：ガイドライン)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

57 ISO 19095-2: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 2:
Test specimens (プラスチック - 樹
脂金属接合の評価－第2部：試験
片)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

58 ISO 19095-3: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 3:
Test methods (プラスチック - 樹脂
金属接合の評価－第3部：試験法)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

59 ISO 19095-4: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 4:
Environmental conditions for
durability (プラスチック - 樹脂金属
接合の評価－第4部：耐久性の環
境条件)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

60 ISO 19029: 2016

Accessible design -- Auditory
guiding signals in public facilities
(公共空間に設置する移動支援用
音案内)

H25.7.1 H28.1.19
関喜一
佐藤洋

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20-22標準基盤研究
（公共空間に設置する移
動支援用音案内の標準
化）

ISO/TC173(福祉用具）
/SC7(アクセシブルデザ
イン）

61 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）

62 IEC/CDV 61563 Ed. 2.0

Radiation protection
instrumentation - Equipment for
measuring specific activity of
gamma-emitting radionuclides in
foodstuffs (放射線防護計装－食
品中のガンマ線放射核種の放射能
濃度を計測する装置)

H25.9.1 柚木彰
分析計測標準研
究部門

IEC/TC45(原子力計
測)/SC45B(放射線防護
計測）/WG16

63 ISO　7250-3: 2015

Basic human body measurements
for technological design -- Part 3:
Worldwide and regional design
ranges for use in product
standards （技術的設計のための
基本人体測定項目－第3部：製品
規格に使用する世界的及び地域的
設計範囲）

H25.10.1 H27.8.13
河内眞紀子
持丸正明

デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

H22-24　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)

64 ISO 19635: 2016

Fine Ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics)-Test
method  for  antialgal  activity  of
semiconducting　photocatalytic
materials (ファインセラミックス－光
触媒材料の防藻性能評価方法)

H25.10.1 H28.3.15
大古善久（プロジェクト
リーダー）

環境管理技術研
究部門

H18エネ・環
H19-21基準認証（半導
体光触媒材料のバイオ
フィルム抑制効果評価
方法に関する標準化）

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

65 ISO/TS 19337: 2016

Nanotechnologies --
Characteristics of working
suspensions of nano-objects for in
vitro assays to evaluate inherent
nano-object toxicity （ナノテクノロ
ジ－ナノオブジェクトの固有毒性を
評価するためのインビトロ分析に
使用するナノオブジェクトの懸濁特
性）

H25.10.1 H28.3.23
岩橋均（プロジェクト
リーダー）

健康工学研究部
門

独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開
発機構
H18-22 「ナノ粒子特性
評価手法の研究開発/
キャラクタリゼーション・
暴露評価・有害性評価・
リスク評価手法の開発 」

ISO/TC229（ナノテクノロ
ジー）

66 ISO16063-17: 2016

Methods for the calibration of
vibration and shock transducers –
Part 17: Primary calibration by
centrifuge (振動及び衝撃トランス
デューサのの校正方法-第17部：
遠心分離機による一次校正)

H25.10.1 H28.5.30

臼田孝（プロジェクト
リーダー）
大田明博
野里英明

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
（遠心加速度校正に関
する標準化研究）

ISO/TC108（機械の振動
及び衝撃）/SC3（振動・
衝撃測定器）
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67 ISO 19722: 2017

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics)-
Test method for determination of
photocatalytic activity on
semiconducting photocatalytic
materials by dissolved oxygen
consumption (溶存酸素消費量によ
る光触媒活性の決定試験法)

H25.10.1 H29.1.10
平川力（プロジェクト
リーダー）

環境管理技術研
究部門

H22-24　標準基盤研究
「溶存酸素測定に基づく
光触媒及び応用材料の
環境浄化性能の評価手
法の開発」

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

68
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/TC62(医療電気機
器)/SC62A (医用電気機
器に関する共通事
項)/JWG 9
ISO/TC299（ロボットとロ
ボティックデバイス）
/JWG 5

69 ISO 22197-1: 2016

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test methods for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials: Part 1:
Removal of nitric oxide （ファインセ
ラミックス（先進セラミックス及び先
進技術セラミックス）－光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第1
部：窒素酸化物の除去性能）

H25.10.23 H28.11.1
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

70 ISO/WD 18677

Method of analyzing oxygen for
evaluating magnesium and
magnesium alloys （マグネシウム金
属中酸素の分析方法）

H25.11.11
柘植明（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門

H20～22基準認証（マグ
ネシウム地金・合金中酸
素の分析方法の標準
化）

ISO/TC79（軽金属及び
同合金）/SC5（マグネシ
ウム及びマグネシウム
合金）

71 ISO/DIS 17168-1

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
1: Removal of nitric oxide

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

72 ISO/DIS 17168-2

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
2: Removal of acetaldehyde

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

73 ISO/DIS 17168-3

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
3: Removal of toluene

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

74 ISO/DIS 17168-4

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
4: Removal of formaldehyde

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

75 ISO/DIS 17168-5

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
5: Removal of methyl mercaptan

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

76 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）

77 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)

78 ISO/IEC 30122-2: 2017

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 2: Constructing and testing
(情報技術－ユーザインタフェース
－音声命令－第2部: 構築と検証
の手続き）

H26.2.13 H29.2.9
関喜一（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

79 ISO/IEC 30122-3

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 3: Translation and localization
(情報技術－ユーザインタフェース
－音声命令－第3部: 音声命令の
ための言語間問題）

H26.2.13 H29.2.24
関喜一（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）/WG5（ボ
イスコマンド）

80 ISO/DIS 21501-4

Determination of particle size
distribution - Single particle light
interaction methods -- Part 4:
Light scattering airborne particle
counter for clean spaces (光散乱
式粒子計数器の校正方法及び検
証方法)

H26.3.4 榎原研正
計測標準研究部
門

H23～25標準基盤
気中ナノ粒子測定器の
精度保証に関する標準
化

ISO/TC24（粒子特性評
価及びふるい）/SC4(粒
子特性評価）/WG9

81 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）

116 117
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51 IEC 62800 Ed. 1.0

Radio on Fiber System conforming
to different Spectral Emission
Standard （スペクトル・マスク規定
に準拠した光ファイバ無線通信シ
ステム）

H25.4.1 -
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）

52 IEC/FDIS 62801 Ed. 1.0

Measurement method of a half-
wavelength voltage for Mach-
Zehnder optical modulators in
wireless communication and
broadcasting systems （無線通信・
放送システム用マッハツェンダ光
変調器の半波長電圧測定法）

H25.4.1
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）

53 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）

54
IEC 62899-201 Ed. 1.0
(NP119-18 Ed.1.0)

Printed electronics - Part 201:
Materials - Substrates (プリンテッ
ドエレクトロニクス－第201部：素材
－回路基板)

H25.4.25 H28.2.25

山本典孝
小笹健仁
山田寿一
鎌田俊英

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26　国際標準開発
事業
（プリンテッドエレクトロニ
クスに関する国際標準
化）

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

55
IEC 62899-202 Ed. 1.0
(NP119-19 Ed.1.0)

Printed electronics - Part 202:
Materials - Conductive ink (プリン
テッドエレクトロニクス－第202部：
素材－導電性インク)

H25.4.25 H28.2.25

山本典孝
小笹健仁
山田寿一
鎌田俊英

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26　国際標準開発
事業
（プリンテッドエレクトロニ
クスに関する国際標準
化）

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

56 ISO19095-1: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 1:
Guidelines for the approach （プラ
スチック - 樹脂金属接合の評価－
第1部：ガイドライン)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

57 ISO 19095-2: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 2:
Test specimens (プラスチック - 樹
脂金属接合の評価－第2部：試験
片)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

58 ISO 19095-3: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 3:
Test methods (プラスチック - 樹脂
金属接合の評価－第3部：試験法)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

59 ISO 19095-4: 2015

Plastics -- Evaluation of the
adhesion interface performance in
plastic-metal assemblies -- Part 4:
Environmental conditions for
durability (プラスチック - 樹脂金属
接合の評価－第4部：耐久性の環
境条件)

H25.7.1 H27.8.3
堀内伸
宮前孝行

ナノシステム研
究部門

H24-25 METI
「「樹脂－金属　異種材
料複合体の特性評価試
験方法」の国際標準化」
H26-28 METI
「異種材料複合体の特
性評価試験方法に関す
る国際標準化」

ISO/TC61(プラスチック）
/SC11(製品）/WG5(高分
子接着剤）

60 ISO 19029: 2016

Accessible design -- Auditory
guiding signals in public facilities
(公共空間に設置する移動支援用
音案内)

H25.7.1 H28.1.19
関喜一
佐藤洋

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20-22標準基盤研究
（公共空間に設置する移
動支援用音案内の標準
化）

ISO/TC173(福祉用具）
/SC7(アクセシブルデザ
イン）

61 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）

62 IEC/CDV 61563 Ed. 2.0

Radiation protection
instrumentation - Equipment for
measuring specific activity of
gamma-emitting radionuclides in
foodstuffs (放射線防護計装－食
品中のガンマ線放射核種の放射能
濃度を計測する装置)

H25.9.1 柚木彰
分析計測標準研
究部門

IEC/TC45(原子力計
測)/SC45B(放射線防護
計測）/WG16

63 ISO　7250-3: 2015

Basic human body measurements
for technological design -- Part 3:
Worldwide and regional design
ranges for use in product
standards （技術的設計のための
基本人体測定項目－第3部：製品
規格に使用する世界的及び地域的
設計範囲）

H25.10.1 H27.8.13
河内眞紀子
持丸正明

デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

H22-24　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)

64 ISO 19635: 2016

Fine Ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics)-Test
method  for  antialgal  activity  of
semiconducting　photocatalytic
materials (ファインセラミックス－光
触媒材料の防藻性能評価方法)

H25.10.1 H28.3.15
大古善久（プロジェクト
リーダー）

環境管理技術研
究部門

H18エネ・環
H19-21基準認証（半導
体光触媒材料のバイオ
フィルム抑制効果評価
方法に関する標準化）

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

65 ISO/TS 19337: 2016

Nanotechnologies --
Characteristics of working
suspensions of nano-objects for in
vitro assays to evaluate inherent
nano-object toxicity （ナノテクノロ
ジ－ナノオブジェクトの固有毒性を
評価するためのインビトロ分析に
使用するナノオブジェクトの懸濁特
性）

H25.10.1 H28.3.23
岩橋均（プロジェクト
リーダー）

健康工学研究部
門

独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開
発機構
H18-22 「ナノ粒子特性
評価手法の研究開発/
キャラクタリゼーション・
暴露評価・有害性評価・
リスク評価手法の開発 」

ISO/TC229（ナノテクノロ
ジー）

66 ISO16063-17: 2016

Methods for the calibration of
vibration and shock transducers –
Part 17: Primary calibration by
centrifuge (振動及び衝撃トランス
デューサのの校正方法-第17部：
遠心分離機による一次校正)

H25.10.1 H28.5.30

臼田孝（プロジェクト
リーダー）
大田明博
野里英明

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
（遠心加速度校正に関
する標準化研究）

ISO/TC108（機械の振動
及び衝撃）/SC3（振動・
衝撃測定器）
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67 ISO 19722: 2017

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics)-
Test method for determination of
photocatalytic activity on
semiconducting photocatalytic
materials by dissolved oxygen
consumption (溶存酸素消費量によ
る光触媒活性の決定試験法)

H25.10.1 H29.1.10
平川力（プロジェクト
リーダー）

環境管理技術研
究部門

H22-24　標準基盤研究
「溶存酸素測定に基づく
光触媒及び応用材料の
環境浄化性能の評価手
法の開発」

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG9

68
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/TC62(医療電気機
器)/SC62A (医用電気機
器に関する共通事
項)/JWG 9
ISO/TC299（ロボットとロ
ボティックデバイス）
/JWG 5

69 ISO 22197-1: 2016

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test methods for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials: Part 1:
Removal of nitric oxide （ファインセ
ラミックス（先進セラミックス及び先
進技術セラミックス）－光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第1
部：窒素酸化物の除去性能）

H25.10.23 H28.11.1
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

70 ISO/WD 18677

Method of analyzing oxygen for
evaluating magnesium and
magnesium alloys （マグネシウム金
属中酸素の分析方法）

H25.11.11
柘植明（プロジェクト
リーダー）

計測フロンティア
研究部門

H20～22基準認証（マグ
ネシウム地金・合金中酸
素の分析方法の標準
化）

ISO/TC79（軽金属及び
同合金）/SC5（マグネシ
ウム及びマグネシウム
合金）

71 ISO/DIS 17168-1

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
1: Removal of nitric oxide

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

72 ISO/DIS 17168-2

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
2: Removal of acetaldehyde

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

73 ISO/DIS 17168-3

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
3: Removal of toluene

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

74 ISO/DIS 17168-4

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
4: Removal of formaldehyde

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

75 ISO/DIS 17168-5

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) –
Test method for air purification
performance of semiconducting
photocatalytic materials under
indoor lighting environment – Part
5: Removal of methyl mercaptan

H26.1.16
竹内浩士（コンビーナ、
プロジェクトリーダー）

評価部
ISO/TC206(ファインセラ
ミックス)/WG33(光触媒
空気浄化性能試験方法)

76 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）

77 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)

78 ISO/IEC 30122-2: 2017

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 2: Constructing and testing
(情報技術－ユーザインタフェース
－音声命令－第2部: 構築と検証
の手続き）

H26.2.13 H29.2.9
関喜一（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）

79 ISO/IEC 30122-3

Information technology -- User
interfaces -- Voice commands --
Part 3: Translation and localization
(情報技術－ユーザインタフェース
－音声命令－第3部: 音声命令の
ための言語間問題）

H26.2.13 H29.2.24
関喜一（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H23-25標準基盤（情報
技術における音声命令
の標準化）

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザーイン
ターフェース）/WG5（ボ
イスコマンド）

80 ISO/DIS 21501-4

Determination of particle size
distribution - Single particle light
interaction methods -- Part 4:
Light scattering airborne particle
counter for clean spaces (光散乱
式粒子計数器の校正方法及び検
証方法)

H26.3.4 榎原研正
計測標準研究部
門

H23～25標準基盤
気中ナノ粒子測定器の
精度保証に関する標準
化

ISO/TC24（粒子特性評
価及びふるい）/SC4(粒
子特性評価）/WG9

81 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）

116 117
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82 ISO 389-7:2005/DAmd 1

Reference threshold of hearing at
20 Hz and 18 000 Hz under free-
field listening conditions and at 20
Hz under diffuse-field listening
conditions (自由音場における20
Hz及び18000 Hz，並びに拡散音場
における20Hzの基準聴覚閾値)

H26.5.20 H28.7.12
倉片憲治（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

標準基盤研究の成果を
活用したもの
「高周波領域の基準聴
覚特性の標準化」（H13-
15）
「高齢者による低周波音
の不快度評価方法」
（H16-17）

ISO/TC43（音響）
/WG1(聴覚閾値）

83 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

84 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）

85 IEC 60153-1: 2016

Hollow metallic waveguides Part 1:
General requirements and
measuring methods （中空金属導
波管－第1部：一般要求事項及び
測定方法）

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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

86 IEC 60153-2: 2016

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

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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

87 IEC 60154-1: 2016
Franges for waveguides part-1:
General requirements （導波管用フ
ランジ－第1部：一般要求事項）

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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

88 IEC 60154-2: 2016

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

H26.7.4 H28.7.5
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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

89 ISO/IEC DIS 18520

Information technology --
Computer graphics, image
processing and environmental data
representation -- Benchmarking of
vison-based spatial registration
and tracking methods for Mixed
and Augmented Reality (MAR) (複
合現実感・拡張現実感（MAR)のた
めのビジョンに基づく位置合わせ
及び追跡手法のベンチマーキン
グ）

H26.7.8
蔵田武志（プロジェクト
リーダー）

サービス工学研
究センター

標準基盤研究H23-25
「カメラやセンサによる複
合現実トラッキングのベ
ンチマーク標準化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術)/SC24(コンピュータ
グラフィックス，画像処理
及び環境データ表現)

90 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)

91 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)

92 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)

93 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)

94 ISO/IEC NP 19989-1

Information technology -- Security
techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 1: Performance

H26.9.15 -
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H26- 28  METI「クラウド
セキュリティに資するバ
イオメトリクス認証のセ
キュリティ評価基盤整備
に必要な国際標準化・
普及基盤構築」

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

95 ISO/PRF 19929

Plastics — Determination of
average molecular mass and
mixture ratio of poly (ethylene
glycol) and its derivatives by
MALDI-TOFMS (プラスチック－
MALDI-TOFMSによるポリエチレン
グリコールとその誘導体の平均分
子量と混合比の決定)

H26.9.24 H29.3.23
高橋かより（プロジェク
トリーダー）

物質計測標準研
究部門

H23-26標準基盤研究
「高分子の定量MALDI
質量分析法の国際標準
化」

H26-28 METI再委託
「複雑系高性能プラス
チックの物理・化学的試
験方法に関する国際標
準化」

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

96 ISO/IEC WD 20085-1

Test tool requirements and test
tool calibration methods for use in
testing non-invasive attack
mitigation techniques in
cryptographic modules--Part 1:
Test tools and techniques (暗号モ
ジュールの非侵襲攻撃防止技術の
テストに使用されるテストツール
キャリブレーション手法とテストツー
ル要件 --第一部：テストツールと
技術)

H26.10.30
坂根広史（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H23-24 AIST
「暗号モジュールの安全
性評価国際標準化およ
び制度運用に向けた評
価プラットフォーム開発」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3（セキュリ
ティの評価・試験・仕様）
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97 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）

98 IEC 60601-2-76 ED1

low energy ionized gas haemostasis
equipment - Part 2-76:Particular
requirements for the basic safety
and essential performance of
ionized gas coagulation equipment
(医用電気機器－第2-76部: イオン
ガス凝固装置の基礎安全及び基
本性能の特定要求事項）

H26.11.21
榊田創
池原譲

電子光技術研究
部門

H24-26METI委託事業
（医療用プラズマ装置等
に関する国際標準化）

IEC/TC62（医用電気機
器）/SC62D（医用電気
機器）

99 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)

100
IEC 62899-401 Ed.
1.0:2017

Printed Electronics - Part 401:
Printability - Overview (印刷エレク
トロニクス – 印刷性 – パート401:
ガイドライン)

H27.4.1 H29.3.3 小笹健仁
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

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

101 IEC 80601-2-77 Ed.1.0

Medical Electrical Equipment -
Part 2-77: Particular requirements
for the basic safety and essential
performance of medical robots for
surgery （医用電気機器−第2-77
部：手術ロボットの基礎安全及び基
本性能に関する個別要求事項）

H27.4.1 鎮西清行
健康工学研究部
門

・H27 METI 「手術ロボッ
トに関する国際標準化
フィージビリティスタディ」
・H28～29「手術ロボット
に関する国際標準化」

IEC/TC62(医用電気機
器)/SC62D(医用電子機
器）/JWG35
ISO/TC299(ロボットとロ
ボティックデバイス）
/JWG5(手術用ロボット
の安全性）

102 IEC/TS 61189-3-301

Test methods for electrical
materials, printed boards and other
interconnection structures and
assemblies - Part 3-301: Test
methods for interconnection
structures (printed boards) -
Appearance inspection method for
plated surfaces on PWB (電気材
料，プリント板及びその他の相互接
続構造物及びアセンブリの試験方
法－第3-301部：相互接続構造物
の試験方法(プリント板)－PWBの
めっき面の外観検査法)

H27.5.1 H28.7.28 野中一洋
製造技術研究部
門

H23-25 標準基盤研究
「FPC(フレキシブルプリ
ント回路基板）および関
連製品のめっき表面の
外観検査法の標準化」

IEC/TC91(電子実装技
術）/WG10(プリント配線
板及び材料の測定及び
試験方法）

103 IEC/CD 60154-4 Ed.2.0

Flanges for waveguides - Part 4:
Relevant specifications for flanges
for circular waveguides (導波管用
フランジ－第4部：円形導波管用フ
ランジの関連仕様）

H27.5.1 H29.3.22 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)」

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)

104 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)」

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)

105 ISO/CD 20463

Rubber and rubber products --
Determination method of
combustion energy and CO2
emission from bio-based and non
bio-based materials (ゴム及びゴム
製品-バイオベース、非バイオベー
ス燃焼熱と二酸化炭素発生量の求
め方)

H27.5.28 国岡正雄
機能化学研究部
門

ISO/TC45(ゴム及びゴム
製品）/SC2（試験及び分
析法）

106 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）

107 ISO/IEC 24761

Information technology -- Security
techniques -- Authentication
context for biometrics （バイオメト
リクスのための認証コンテキスト）

H27.7.16
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）/SC27（セキュリティ
技術）/WG5（アイデン
ティティ管理とプライバ
シー技術）

108 ISO/IEC NP 20897

Information technology -- Security
techniques -- Security
requirements, test and evaluation
methods for physically unclonable
functions for generating nonstored
security parameters

H27.9.29 堀洋平
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術)/WG3

118 119
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82 ISO 389-7:2005/DAmd 1

Reference threshold of hearing at
20 Hz and 18 000 Hz under free-
field listening conditions and at 20
Hz under diffuse-field listening
conditions (自由音場における20
Hz及び18000 Hz，並びに拡散音場
における20Hzの基準聴覚閾値)

H26.5.20 H28.7.12
倉片憲治（プロジェクト
リーダー）

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

標準基盤研究の成果を
活用したもの
「高周波領域の基準聴
覚特性の標準化」（H13-
15）
「高齢者による低周波音
の不快度評価方法」
（H16-17）

ISO/TC43（音響）
/WG1(聴覚閾値）

83 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

84 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）

85 IEC 60153-1: 2016

Hollow metallic waveguides Part 1:
General requirements and
measuring methods （中空金属導
波管－第1部：一般要求事項及び
測定方法）

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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

86 IEC 60153-2: 2016

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

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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

87 IEC 60154-1: 2016
Franges for waveguides part-1:
General requirements （導波管用フ
ランジ－第1部：一般要求事項）

H26.7.4 H28.5.18
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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

88 IEC 60154-2: 2016

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

H26.7.4 H28.7.5
堀部雅弘（プロジェクト
エディタ）

計測標準研究部
門

H25-27標準基盤研究
「110GHz以上の方形導
波管およびインター
フェースの標準化」

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

89 ISO/IEC DIS 18520

Information technology --
Computer graphics, image
processing and environmental data
representation -- Benchmarking of
vison-based spatial registration
and tracking methods for Mixed
and Augmented Reality (MAR) (複
合現実感・拡張現実感（MAR)のた
めのビジョンに基づく位置合わせ
及び追跡手法のベンチマーキン
グ）

H26.7.8
蔵田武志（プロジェクト
リーダー）

サービス工学研
究センター

標準基盤研究H23-25
「カメラやセンサによる複
合現実トラッキングのベ
ンチマーク標準化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術)/SC24(コンピュータ
グラフィックス，画像処理
及び環境データ表現)

90 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)

91 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)

92 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)

93 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)

94 ISO/IEC NP 19989-1

Information technology -- Security
techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 1: Performance

H26.9.15 -
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H26- 28  METI「クラウド
セキュリティに資するバ
イオメトリクス認証のセ
キュリティ評価基盤整備
に必要な国際標準化・
普及基盤構築」

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

95 ISO/PRF 19929

Plastics — Determination of
average molecular mass and
mixture ratio of poly (ethylene
glycol) and its derivatives by
MALDI-TOFMS (プラスチック－
MALDI-TOFMSによるポリエチレン
グリコールとその誘導体の平均分
子量と混合比の決定)

H26.9.24 H29.3.23
高橋かより（プロジェク
トリーダー）

物質計測標準研
究部門

H23-26標準基盤研究
「高分子の定量MALDI
質量分析法の国際標準
化」

H26-28 METI再委託
「複雑系高性能プラス
チックの物理・化学的試
験方法に関する国際標
準化」

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

96 ISO/IEC WD 20085-1

Test tool requirements and test
tool calibration methods for use in
testing non-invasive attack
mitigation techniques in
cryptographic modules--Part 1:
Test tools and techniques (暗号モ
ジュールの非侵襲攻撃防止技術の
テストに使用されるテストツール
キャリブレーション手法とテストツー
ル要件 --第一部：テストツールと
技術)

H26.10.30
坂根広史（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H23-24 AIST
「暗号モジュールの安全
性評価国際標準化およ
び制度運用に向けた評
価プラットフォーム開発」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）/WG3（セキュリ
ティの評価・試験・仕様）
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97 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）

98 IEC 60601-2-76 ED1

low energy ionized gas haemostasis
equipment - Part 2-76:Particular
requirements for the basic safety
and essential performance of
ionized gas coagulation equipment
(医用電気機器－第2-76部: イオン
ガス凝固装置の基礎安全及び基
本性能の特定要求事項）

H26.11.21
榊田創
池原譲

電子光技術研究
部門

H24-26METI委託事業
（医療用プラズマ装置等
に関する国際標準化）

IEC/TC62（医用電気機
器）/SC62D（医用電気
機器）

99 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)

100
IEC 62899-401 Ed.
1.0:2017

Printed Electronics - Part 401:
Printability - Overview (印刷エレク
トロニクス – 印刷性 – パート401:
ガイドライン)

H27.4.1 H29.3.3 小笹健仁
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

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

101 IEC 80601-2-77 Ed.1.0

Medical Electrical Equipment -
Part 2-77: Particular requirements
for the basic safety and essential
performance of medical robots for
surgery （医用電気機器−第2-77
部：手術ロボットの基礎安全及び基
本性能に関する個別要求事項）

H27.4.1 鎮西清行
健康工学研究部
門

・H27 METI 「手術ロボッ
トに関する国際標準化
フィージビリティスタディ」
・H28～29「手術ロボット
に関する国際標準化」

IEC/TC62(医用電気機
器)/SC62D(医用電子機
器）/JWG35
ISO/TC299(ロボットとロ
ボティックデバイス）
/JWG5(手術用ロボット
の安全性）

102 IEC/TS 61189-3-301

Test methods for electrical
materials, printed boards and other
interconnection structures and
assemblies - Part 3-301: Test
methods for interconnection
structures (printed boards) -
Appearance inspection method for
plated surfaces on PWB (電気材
料，プリント板及びその他の相互接
続構造物及びアセンブリの試験方
法－第3-301部：相互接続構造物
の試験方法(プリント板)－PWBの
めっき面の外観検査法)

H27.5.1 H28.7.28 野中一洋
製造技術研究部
門

H23-25 標準基盤研究
「FPC(フレキシブルプリ
ント回路基板）および関
連製品のめっき表面の
外観検査法の標準化」

IEC/TC91(電子実装技
術）/WG10(プリント配線
板及び材料の測定及び
試験方法）

103 IEC/CD 60154-4 Ed.2.0

Flanges for waveguides - Part 4:
Relevant specifications for flanges
for circular waveguides (導波管用
フランジ－第4部：円形導波管用フ
ランジの関連仕様）

H27.5.1 H29.3.22 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)」

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)

104 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)」

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)

105 ISO/CD 20463

Rubber and rubber products --
Determination method of
combustion energy and CO2
emission from bio-based and non
bio-based materials (ゴム及びゴム
製品-バイオベース、非バイオベー
ス燃焼熱と二酸化炭素発生量の求
め方)

H27.5.28 国岡正雄
機能化学研究部
門

ISO/TC45(ゴム及びゴム
製品）/SC2（試験及び分
析法）

106 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）

107 ISO/IEC 24761

Information technology -- Security
techniques -- Authentication
context for biometrics （バイオメト
リクスのための認証コンテキスト）

H27.7.16
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）/SC27（セキュリティ
技術）/WG5（アイデン
ティティ管理とプライバ
シー技術）

108 ISO/IEC NP 20897

Information technology -- Security
techniques -- Security
requirements, test and evaluation
methods for physically unclonable
functions for generating nonstored
security parameters

H27.9.29 堀洋平
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術)/WG3

118 119
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109 ISO/IEC CD 20085-2

Test tool requirements and test
tool calibration methods for use in
testing non-invasive attack
mitigation techniques in
cryptographic modules--Part 2:
Test calibration methods and
apparatus) (暗号モジュールの非侵
襲攻撃防止技術のテストに使用さ
れるテストツールキャリブレーショ
ン手法とテストツール要件 --第二
部：テストキャリブレーション手法と
装置)

H27.10.1
坂根広史（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

H23-24 標準基盤「暗号
モジュールの安全性評
価国際標準化および制
度運用に向けた評価プ
ラットフォーム開発」

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

110
ISO/IEC 18033-
2(Amendment)

Information technology -- Security
techniques -- Encryption
algorithms -- Part 2: Asymmetric
ciphers

H27.10.1 花岡悟一郎
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）

111
IEC/TR 62343-6-10:
2017

Dynamic modules - Part 6-10:
Design guide - Intermediate
controller for multiple dynamic
module systems （複数のダイナミッ
クモジュールから構成される通信
システムの制御インタフェース
（Intermediate Controller)　デザイン
ガイド）

H27.12.1 H29.3.22
来見田淳也（プロジェク
トリーダー）

ナノエレクトロニ
クス研究部門

IEC/TC86 (光ファイバ）
/SC86C(光ファイバシス
テム・デバイス）/WG5
(ダイナミックモジュール）

112 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）

113 ISO/DIS 21056

Ergonomics - Accessible Design -
Guidelines for designing tactile
symbols and letters (触知図形の基
本設計方法）

H27.12.1
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

 人間情報研究
部門　名誉リ
サーチャー

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）/WG10

114 IEC TS 62607-2-4 ED1

Nanomanufacturing - Key control
characteristics - Part 2-4: Carbon
nanotube materials - Accuracy and
repeatability of test methods for
determination of resistance of
individual carbon nanotubes

H28.1.1
秋永広幸（プロジェクト
リーダー）

ナノエレクトロニ
クス研究部門

H25-27METI「ナノエレク
トロニクスに用いるナノ
カーボン特性評価に関
する国際標準化」

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

115 ISO/DIS 27501
The human-centred organization -
- Guidance for managers

H28.1.1

遠藤維（プロジェクト
リーダー）
渡辺健太郎（エキス
パート）

知能システム研
究部門
人工知能研究セ
ンター

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

116 ISO/FDIS 21113

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Test method for fracture
toughness of monolithic ceramic
thin plates at room temperature (モ
ノリシックセラミックス薄板の室温で
の破壊じん性試験方法)

H28.1.8
宮崎広行（プロジェクト
リーダー）

構造材料研究部
門

H24～26標準基盤研究
「パワーデバイス用セラ
ミックス放熱基板の機械
的特性試験手法の標準
化」

H25～H26
「低炭素社会を実現する
次世代パワーエレクトロ
ニクスプロジェクト／
研究開発項目① 低炭素
社会を実現する新材料
パワー半導体プロジェク
ト／
(9)高耐熱部品統合パ
ワーモジュール化技術
開発」
⑤ 高耐熱部品の国際標
準化等に関する調査研
究

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG6

117 ISO/IEC FDIS 20071-23

Information technology -- User
interface component accessibility -
- Part 23: Guidance on the visual
presentation of audio information
(including captions and subtitles)
(字幕等の音声情報の視覚表現に
関するガイドライン）

H28.1.23
大山潤爾（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H25-27 標準基盤「映画
等映像コンテンツのバリ
アフリー化に向けた補助
字幕設計手法の標準
化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザインタ
フェース）

118 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）

119 IEC/CD 63068-1 Ed. 1.0

Semiconductor devices - Non-
destructive recognition criteria of
defects in silicon carbide
homoepitaxial wafer for power
devices - Part 1: Classification of
defects

H28.4.1 先崎純寿
先進パワーエレ
クトロニクス研究
センター

H26 AIST標準基盤「SiC
ベア・エピウウェハ評価
法の国内及び国際標準
化」

H27-29 METI「SiCエピ／
ウエハに関する国際標
準化」

IEC/TC47 (半導体デバ
イス）/WG5

120 ISO/IEC CD 29192-6

Information technology -- Security
techniques -- Lightweight
cryptography -- Part 6: Message
authentication codes (MACs) （情
報技術ーセキュリティ技術ー軽量
暗号ーパート6: メッセージ認証子
(MAC)）

H28.4.1
吉田博隆（プロジェクト
エディタ、プロジェクト
リーダー）

情報技術研究部
門

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

121 ISO/DIS 20480-2

Fine bubble technology - General
principles for usage and
measurement of fine bubbles ―
Part 2: General Principles （ファイン
バブルの使用と計測に関する一般
原則- 第2部：一般原則））

H28.6.1
綾信博
兼松渉

イノベーション推
進本部
構造材料研究部
門

・H26-28 METI 「ファイン
バブル技術に関する国
際標準化・普及基盤構
築」
・H29-31 METI 「ファイン
バブル技術に関する国
際標準化・普及基盤構
築」

ISO/TC281（ファインバ
ブル技術）

122 ISO/DIS 21618

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) --
Test method for fracture
resistance of monolithic ceramics
at room temperature by indentation
fracture (IF) method （モノリシック
セラミックスの室温での圧子圧入
（IF)法による破壊抵抗試験方法）

H28.7.5
宮崎広行（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）/WG9
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123 ISO/CD 21675

Water quality — Determination of
polyfluorinated alkyl substances
(PFAS) in water — Method using
solid phase extraction and liquid
chromatography-tandem mass
spectrometry (LC-MS/MS) (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
)

H28.7.29

谷保佐知（プロジェクト
リーダー）
山下信義（エキスパー
ト）

環境管理研究部
門

H27-29 標準基盤研究
「水試料中ペルフルオロ
アルキル化合物
（PFASs)分析法に関す
る国際標準化

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

124 ISO/DIS 20146

Vacuum technology -- Vacuum
gauges -- Specifications,
calibration and measurement
uncertainties for capacitance
diaphragm gauge （真空技術ー真空
計ー静電容量型隔膜真空計の仕
様、校正及び校正不確かさの表記
方法）

H28.9.7

新井健太（プロジェクト
リーダー）
吉田肇
秋道斉

計測標準研究部
門

H19-21標準基盤研究
「真空計を用いた圧力測
定における熱遷移効果
の補正方法の国際標準
化」

ISO/TC112(真空技術）

125 ISO/AWI 21859

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Test method for plasma resistance
of ceramic components in
semiconductor manufacturing
equipment. ファインセラミックス－
半導体製造装置部材用プラズマ耐
食性の評価手法

H28.10.1
明渡純（プロジェクト
リーダー）
篠田健太郎

先進コーティン
グ技術研究セン
ター

理事長戦略予算：先進
コーティング技術に関す
る大面積実装環境の整
備　（エアロゾルデポジ
ション（ＡＤ）ほうの実用
化促進）

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG12（プラズ
マ耐食部材評価法）

126 ISO/WD 21363

Nanotechnologies - Measurements
of Particle Size and Shape
Distributions （ナノテクノロジー-透
過型電子顕微鏡法による粒子サイ
ズおよび形状分布計測）

H28.10.1
山本和弘（コ プロジェク
トリーダー）

分析計測標準研
究部門

H24-26 METI
「ナノ材料の安全性評価
基盤に関する国際標準
化」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

127 ISO/DIS 21268-3

Soil quality -- Leaching procedures
for subsequent chemical and
ecotoxicological testing of soil and
soil materials -- Part 3: Up-flow
percolation test (地盤環境　土およ
び地盤材料の溶出特性評価 Part3
上向流カラム通水試験)

H28.10.1
保高徹生（アップグレー
ドリーダー）

地圏資源環境研
究部門

H27-29 AIST 標準基盤
「「上向流カラム通水試
験」および「各種溶出特
性試験」の標準化」

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

128 ISO/DTS 21362

Nanotechnologies - Analysis of
nano-objects using asymmetrical-
flow and centrifugal field-flow
fractionation （ナノテクノロジー-流
動場分離法によるナノ物体の特性
評価手法）

H28.10.28
加藤晴久（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

H28-30 AIST標準基盤
「流動場分離法を用いた
ナノ材料分級法に係る
国際規格の提案」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

129 ISO/WD 19749

Nanotechnologies --
Measurements of particle size and
shape distributions by scanning
electron microscopy （ナノテクノロ
ジー　-走査電子顕微鏡法による粒
子サイズおよび形状分布計測）

H28.10.28 熊谷和博
物質計測標準研
究部門

H27-29 METI「走査電子
顕微鏡法によるナノ材料
の粒子径分布測定手法
を開発および試験規格
の国際標準化 」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

130 IEC 62899-303-1 ED1

Printed Electronics - Part 303-1:
Equipment - Roll-to-roll printing -
Mechanical dimensions (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）)

H28.11.11 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

131 IEC 62899-201-AMD
Printed Electronics Part201-
Substrates (プリンテッドエレクトロ
ニクス－材料-紙基材（追補）)

H28.12.2 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

132 IEC TS 62607-8-1 ED1

Nanomanufacturing - Key Control
Characteristics - Part 8-1: Nano-
enabled metal-oxide interfacial
devices - Test method for defect
states by thermally stimulated
current

H29.1.1

秋永広幸（プロジェクト
リーダー）
吉田郵司
島久

ナノエレクトロニ
クス研究部門
太陽光発電研究
センター

H28-30 METI 「酸化物
デバイスと電極界面の
電気的特性評価方法に
関する国際標準化」

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

133 ISO/NP 24500-1
Ergonomics -- Accessible design -
- Part 1: Indicator lamps on
consumer products

H29.1.1
伊藤納奈（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H26-28 METI 「アクセシ
ブルデザイン（ＡＤ）製品
及びその認証に関する
国際標準化・普及基盤
構築」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

134 ISO/CD 24500-2
Ergonomics -- Accessible design -
- Auditory signals -- Part 2: Voice
guides for consumer products

H29.1.1
倉片憲治（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H26-28 METI 「アクセシ
ブルデザイン（ＡＤ）製品
及びその認証に関する
国際標準化・普及基盤
構築」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

135 ISO/DTS 16195

Nanotechnologies -- Guidance for
developing representative test
materials consisting of nano-
objects in dry powder form (ナノテ
クノロジ－乾燥粉末状のナノ物質
で構成された代表的試験サンプル
の作成の手引)

H29.1.11
水野耕平（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/JWG2(計測と特性
評価)

136 ISO/NP TS 17200
Nanotechnology -- Nanoparticles
in powder form -- Characteristics
and measurements

H29.1.11
田中充（プロジェクト
リーダー）

フェロー
ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG4(材料規格)

137 ISO/IEC NP 19989-3

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 3:Presentation attack
detection（バイオメトリックシステム
のセキュリティ評価のための基準と
方法論　第3部　提示型攻撃検知）

H29.1.16
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H26- 28  METI「クラウド
セキュリティに資するバ
イオメトリクス認証のセ
キュリティ評価基盤整備
に必要な国際標準化・
普及基盤構築」

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

138 IEC 62899-204 ED1

Printed Electronics  – Part204 :
Materials - Insulator 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)

H29.2.3 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）
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No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

109 ISO/IEC CD 20085-2

Test tool requirements and test
tool calibration methods for use in
testing non-invasive attack
mitigation techniques in
cryptographic modules--Part 2:
Test calibration methods and
apparatus) (暗号モジュールの非侵
襲攻撃防止技術のテストに使用さ
れるテストツールキャリブレーショ
ン手法とテストツール要件 --第二
部：テストキャリブレーション手法と
装置)

H27.10.1
坂根広史（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

H23-24 標準基盤「暗号
モジュールの安全性評
価国際標準化および制
度運用に向けた評価プ
ラットフォーム開発」

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

110
ISO/IEC 18033-
2(Amendment)

Information technology -- Security
techniques -- Encryption
algorithms -- Part 2: Asymmetric
ciphers

H27.10.1 花岡悟一郎
情報技術研究部
門

ISO/IEC/JTC1（情報技
術）/SC27（セキュリティ
技術）

111
IEC/TR 62343-6-10:
2017

Dynamic modules - Part 6-10:
Design guide - Intermediate
controller for multiple dynamic
module systems （複数のダイナミッ
クモジュールから構成される通信
システムの制御インタフェース
（Intermediate Controller)　デザイン
ガイド）

H27.12.1 H29.3.22
来見田淳也（プロジェク
トリーダー）

ナノエレクトロニ
クス研究部門

IEC/TC86 (光ファイバ）
/SC86C(光ファイバシス
テム・デバイス）/WG5
(ダイナミックモジュール）

112 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）

113 ISO/DIS 21056

Ergonomics - Accessible Design -
Guidelines for designing tactile
symbols and letters (触知図形の基
本設計方法）

H27.12.1
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

 人間情報研究
部門　名誉リ
サーチャー

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）/WG10

114 IEC TS 62607-2-4 ED1

Nanomanufacturing - Key control
characteristics - Part 2-4: Carbon
nanotube materials - Accuracy and
repeatability of test methods for
determination of resistance of
individual carbon nanotubes

H28.1.1
秋永広幸（プロジェクト
リーダー）

ナノエレクトロニ
クス研究部門

H25-27METI「ナノエレク
トロニクスに用いるナノ
カーボン特性評価に関
する国際標準化」

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

115 ISO/DIS 27501
The human-centred organization -
- Guidance for managers

H28.1.1

遠藤維（プロジェクト
リーダー）
渡辺健太郎（エキス
パート）

知能システム研
究部門
人工知能研究セ
ンター

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

116 ISO/FDIS 21113

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Test method for fracture
toughness of monolithic ceramic
thin plates at room temperature (モ
ノリシックセラミックス薄板の室温で
の破壊じん性試験方法)

H28.1.8
宮崎広行（プロジェクト
リーダー）

構造材料研究部
門

H24～26標準基盤研究
「パワーデバイス用セラ
ミックス放熱基板の機械
的特性試験手法の標準
化」

H25～H26
「低炭素社会を実現する
次世代パワーエレクトロ
ニクスプロジェクト／
研究開発項目① 低炭素
社会を実現する新材料
パワー半導体プロジェク
ト／
(9)高耐熱部品統合パ
ワーモジュール化技術
開発」
⑤ 高耐熱部品の国際標
準化等に関する調査研
究

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG6

117 ISO/IEC FDIS 20071-23

Information technology -- User
interface component accessibility -
- Part 23: Guidance on the visual
presentation of audio information
(including captions and subtitles)
(字幕等の音声情報の視覚表現に
関するガイドライン）

H28.1.23
大山潤爾（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H25-27 標準基盤「映画
等映像コンテンツのバリ
アフリー化に向けた補助
字幕設計手法の標準
化」

ISO/IEC/JTC1(情報技
術）/SC35(ユーザインタ
フェース）

118 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）

119 IEC/CD 63068-1 Ed. 1.0

Semiconductor devices - Non-
destructive recognition criteria of
defects in silicon carbide
homoepitaxial wafer for power
devices - Part 1: Classification of
defects

H28.4.1 先崎純寿
先進パワーエレ
クトロニクス研究
センター

H26 AIST標準基盤「SiC
ベア・エピウウェハ評価
法の国内及び国際標準
化」

H27-29 METI「SiCエピ／
ウエハに関する国際標
準化」

IEC/TC47 (半導体デバ
イス）/WG5

120 ISO/IEC CD 29192-6

Information technology -- Security
techniques -- Lightweight
cryptography -- Part 6: Message
authentication codes (MACs) （情
報技術ーセキュリティ技術ー軽量
暗号ーパート6: メッセージ認証子
(MAC)）

H28.4.1
吉田博隆（プロジェクト
エディタ、プロジェクト
リーダー）

情報技術研究部
門

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

121 ISO/DIS 20480-2

Fine bubble technology - General
principles for usage and
measurement of fine bubbles ―
Part 2: General Principles （ファイン
バブルの使用と計測に関する一般
原則- 第2部：一般原則））

H28.6.1
綾信博
兼松渉

イノベーション推
進本部
構造材料研究部
門

・H26-28 METI 「ファイン
バブル技術に関する国
際標準化・普及基盤構
築」
・H29-31 METI 「ファイン
バブル技術に関する国
際標準化・普及基盤構
築」

ISO/TC281（ファインバ
ブル技術）

122 ISO/DIS 21618

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) --
Test method for fracture
resistance of monolithic ceramics
at room temperature by indentation
fracture (IF) method （モノリシック
セラミックスの室温での圧子圧入
（IF)法による破壊抵抗試験方法）

H28.7.5
宮崎広行（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）/WG9

No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

123 ISO/CD 21675

Water quality — Determination of
polyfluorinated alkyl substances
(PFAS) in water — Method using
solid phase extraction and liquid
chromatography-tandem mass
spectrometry (LC-MS/MS) (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
)

H28.7.29

谷保佐知（プロジェクト
リーダー）
山下信義（エキスパー
ト）

環境管理研究部
門

H27-29 標準基盤研究
「水試料中ペルフルオロ
アルキル化合物
（PFASs)分析法に関す
る国際標準化

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

124 ISO/DIS 20146

Vacuum technology -- Vacuum
gauges -- Specifications,
calibration and measurement
uncertainties for capacitance
diaphragm gauge （真空技術ー真空
計ー静電容量型隔膜真空計の仕
様、校正及び校正不確かさの表記
方法）

H28.9.7

新井健太（プロジェクト
リーダー）
吉田肇
秋道斉

計測標準研究部
門

H19-21標準基盤研究
「真空計を用いた圧力測
定における熱遷移効果
の補正方法の国際標準
化」

ISO/TC112(真空技術）

125 ISO/AWI 21859

Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) -
Test method for plasma resistance
of ceramic components in
semiconductor manufacturing
equipment. ファインセラミックス－
半導体製造装置部材用プラズマ耐
食性の評価手法

H28.10.1
明渡純（プロジェクト
リーダー）
篠田健太郎

先進コーティン
グ技術研究セン
ター

理事長戦略予算：先進
コーティング技術に関す
る大面積実装環境の整
備　（エアロゾルデポジ
ション（ＡＤ）ほうの実用
化促進）

ISO/TC206(ファインセラ
ミックス）/WG12（プラズ
マ耐食部材評価法）

126 ISO/WD 21363

Nanotechnologies - Measurements
of Particle Size and Shape
Distributions （ナノテクノロジー-透
過型電子顕微鏡法による粒子サイ
ズおよび形状分布計測）

H28.10.1
山本和弘（コ プロジェク
トリーダー）

分析計測標準研
究部門

H24-26 METI
「ナノ材料の安全性評価
基盤に関する国際標準
化」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

127 ISO/DIS 21268-3

Soil quality -- Leaching procedures
for subsequent chemical and
ecotoxicological testing of soil and
soil materials -- Part 3: Up-flow
percolation test (地盤環境　土およ
び地盤材料の溶出特性評価 Part3
上向流カラム通水試験)

H28.10.1
保高徹生（アップグレー
ドリーダー）

地圏資源環境研
究部門

H27-29 AIST 標準基盤
「「上向流カラム通水試
験」および「各種溶出特
性試験」の標準化」

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

128 ISO/DTS 21362

Nanotechnologies - Analysis of
nano-objects using asymmetrical-
flow and centrifugal field-flow
fractionation （ナノテクノロジー-流
動場分離法によるナノ物体の特性
評価手法）

H28.10.28
加藤晴久（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

H28-30 AIST標準基盤
「流動場分離法を用いた
ナノ材料分級法に係る
国際規格の提案」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

129 ISO/WD 19749

Nanotechnologies --
Measurements of particle size and
shape distributions by scanning
electron microscopy （ナノテクノロ
ジー　-走査電子顕微鏡法による粒
子サイズおよび形状分布計測）

H28.10.28 熊谷和博
物質計測標準研
究部門

H27-29 METI「走査電子
顕微鏡法によるナノ材料
の粒子径分布測定手法
を開発および試験規格
の国際標準化 」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

130 IEC 62899-303-1 ED1

Printed Electronics - Part 303-1:
Equipment - Roll-to-roll printing -
Mechanical dimensions (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）)

H28.11.11 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

131 IEC 62899-201-AMD
Printed Electronics Part201-
Substrates (プリンテッドエレクトロ
ニクス－材料-紙基材（追補）)

H28.12.2 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

132 IEC TS 62607-8-1 ED1

Nanomanufacturing - Key Control
Characteristics - Part 8-1: Nano-
enabled metal-oxide interfacial
devices - Test method for defect
states by thermally stimulated
current

H29.1.1

秋永広幸（プロジェクト
リーダー）
吉田郵司
島久

ナノエレクトロニ
クス研究部門
太陽光発電研究
センター

H28-30 METI 「酸化物
デバイスと電極界面の
電気的特性評価方法に
関する国際標準化」

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

133 ISO/NP 24500-1
Ergonomics -- Accessible design -
- Part 1: Indicator lamps on
consumer products

H29.1.1
伊藤納奈（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H26-28 METI 「アクセシ
ブルデザイン（ＡＤ）製品
及びその認証に関する
国際標準化・普及基盤
構築」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

134 ISO/CD 24500-2
Ergonomics -- Accessible design -
- Auditory signals -- Part 2: Voice
guides for consumer products

H29.1.1
倉片憲治（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

H26-28 METI 「アクセシ
ブルデザイン（ＡＤ）製品
及びその認証に関する
国際標準化・普及基盤
構築」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

135 ISO/DTS 16195

Nanotechnologies -- Guidance for
developing representative test
materials consisting of nano-
objects in dry powder form (ナノテ
クノロジ－乾燥粉末状のナノ物質
で構成された代表的試験サンプル
の作成の手引)

H29.1.11
水野耕平（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/JWG2(計測と特性
評価)

136 ISO/NP TS 17200
Nanotechnology -- Nanoparticles
in powder form -- Characteristics
and measurements

H29.1.11
田中充（プロジェクト
リーダー）

フェロー
ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG4(材料規格)

137 ISO/IEC NP 19989-3

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 3:Presentation attack
detection（バイオメトリックシステム
のセキュリティ評価のための基準と
方法論　第3部　提示型攻撃検知）

H29.1.16
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

セキュアシステ
ム研究部門

H26- 28  METI「クラウド
セキュリティに資するバ
イオメトリクス認証のセ
キュリティ評価基盤整備
に必要な国際標準化・
普及基盤構築」

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

138 IEC 62899-204 ED1

Printed Electronics  – Part204 :
Materials - Insulator 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)

H29.2.3 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

120 121
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139 IEC 62899-201-2 ED1

Printed Electronics – Part201-2:
Materials- Stretchable 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)

H29.2.10 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

140 IEC 62899-202-4 ED1

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202部-4：ストレッチャブ
ル機能性インク)

H29.2.10 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

141 ISO/CD 21055
Ergonomics -- Accessible Design -
Minimum legible font size for
people at any age

H29.2.16 氏家弘裕
人間情報研究部
門

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

142 IEC 62899-403-1 ED1

Printed Electronics - Part 403-1:
Printability - Requirements for
reproducibility - Basic patterns for
evaluation of 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)

H29.2.24 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

143 IEC 62127-1 ED2

Ultrasonics - Hydrophones - Part
1: Measurement and
characterization of medical
ultrasonic fields up to 40 MHz

H29.3.28 吉岡正裕
分析計測標準研
究部門

IEC/TC 87（超音波）

144 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）

145 ISO 13408-6(改正）

Aseptic processing of health care
products-Part 6: Isolator systems
(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)

H29.4.1
廣瀬志弘（プロジェクト
リーダー）

健康工学研究部
門

H27-29 METI 「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」

ISO/TC198 (ヘルスケア
製品の滅菌）/WG9 (無
菌操作）

146 ISO/NP 22290

Non-destructive testing - Infrared
thermographic testing -
Thermoelastic stress measuring
method - General Principles （赤外
線サーモグラフィ試験－熱弾性応
力測定法）

H29.4.6 兵藤行志
人間情報研究部
門

H26-28 AIST標準基盤
「光学的応力イメージン
グ技術の標準化」

ISO/TC135(非破壊試
験)/SC8(赤外線サーモ
グラフィ試験)

147 ISO/IEC 19989-2

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 2: Biometric recognition
performance（バイオメトリックシス
テムのセキュリティ評価のための
基準と方法論　第2部　バイオメト
リック認識性能）

H29.4.18
山田朝彦（プロジェクト
コエディタ）

情報技術研究部
門

H26- 28  METI「クラウド
セキュリティに資するバ
イオメトリクス認証のセ
キュリティ評価基盤整備
に必要な国際標準化・
普及基盤構築」

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

148 ISO/IEC 19989-1

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 1: Framework（バイオメトリック
システムのセキュリティ評価のため
の基準と方法論　第1部　枠組み）

H29.4.18
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

H26- 28  METI「クラウド
セキュリティに資するバ
イオメトリクス認証のセ
キュリティ評価基盤整備
に必要な国際標準化・
普及基盤構築」

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

149 ISO/CD 9241-394

Ergonomic requirements for
reducing undesirable biomedical
effects of visually induced motion
sickness during watching electronic
images (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)

H29.5.23 氏家弘裕
人間情報研究部
門

H27-29 METI 「電子映
像観視中の映像酔い軽
減に関する国際標準化」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

150 ISO/DTR 9241-393

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 393: Structured
literature review of visually induced
motion sickness during watching
electronic imagesof human-system
interaction (電子映像を観視中の
映像酔いに関する構造的総説)

H29.5.23 氏家弘裕
人間情報研究部
門

H27-29 METI 「電子映
像観視中の映像酔い軽
減に関する国際標準化」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

151 R139

Compressed gaseous fuel
measuring systems for vehicles
(Revision of OIML R 139)
 （車両用圧縮ガス燃料計測システ
ム）

H29.5.31
高辻利之（コ コンビー
ナ）

工学計測標準研
究部門

H28-30 METI工業標準
化推進事業委託費（戦
略的国際標準化加速事
業（国際標準共同研究
開発事業「水素燃料計
量システム等に関する
国際標準化」）

TC8/SC7（ガスメータ）

152 ISO/PRF TS 20175

Vacuum technology -- Vacuum
gauges - Calibration of quadrupole
mass spectrometers for partial
pressure measurement

H29.8.4 吉田肇
工学計測標準研
究部門

ISO/TC 112（真空技術）
/WG2（真空計測）

153 ISO/PRF TS 20177
Vacuum technology - Vacuum
gauges -- Procedures to measure
and report outgassing rates

H29.8.7 吉田肇
工学計測標準研
究部門

ISO/TC 112（真空技術）
/WG2（真空計測）

154 IEC TS 63156 ED1
Photovoltaic systems - Power
conditioners - Energy evaluation
method

H29.9.1
菅原秀一（プロジェクト
リーダー）

再生可能エネル
ギー研究セン
ター

H26-28 METI　「大規模
分散電源用大型パワー
コンディショナの性能試
験等に関する国際標準
化・普及基盤構築」

IEC/TC82 (太陽光発電
システム）/ WG6（システ
ム構成機器）

155 ISO/NP 22821

Carbon-fibre-reinforced
composites -- Determination of
fibre weight content -- By
thermograrvimetry (TG) (炭素繊維
強化プラスチック－熱天秤（TG）に
よる繊維重量の求め方)

H29.9.9
船橋正弘（プロジェクト
リーダー）

機能化学研究部
門

運営費交付金（技術向
上支援事業）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC13(複合材料及び
強化用繊維）/WG2(積層
剤及び成型用コンパウ
ンド)

156 ISO/NP 22836

Carbon fibre-reinforced
composites -- Method for
accelerated moisture absorption
and supersaturated conditioning by
moisture using sealed pressure
vessel (炭素繊維強化プラスチック
－密閉圧力容器中の水分による加
速吸水及び過飽和吸水状態調節
の方法)

H29.9.9
船橋正弘（プロジェクト
リーダー）

機能化学研究部
門

共同研究

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC13(複合材料及び
強化用繊維）/WG2(積層
剤及び成型用コンパウ
ンド)
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157 IEC 61169-24 Ed 3.0

Radio-frequency connectors -
Part 24: Sectional specification -
Radio frequency coaxial
connectors with screw coupling,
typically for use in 75 Ohms cable
networks (type F)

H29.9.15
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI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）「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」

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)

158 IEC 61169-61

Specification for coaxial
connectors with 0.8 mm inner
diameter of outer conductor,
nominal characteristic impedance
50 ohms

H29.9.15
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

JEITA予算

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)

159 ISO/AWI TS 21346
Nanotechnologies -
Characterization of individualized
cellulose nanofibril samples

H29.10.17
小島鋭士（プロジェクト
リーダー）
須田洋幸

イノベーション推
進本部
機能化学研究部
門

H27-29 METI 「セルロー
スナノファイバーに関す
る国際標準化」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

160 ISO/CD 22015
Packaging·--·Accessible design
handling and manipulation (包装―
アクセシブルデザインー操作性)

H29.10.26
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

ISO/TC122(包装)

161 ISO/PWI TS

Nanotechnologies-Specification of
nanoclays used for gas barrier films
(ガスバリアフィルム用ナノクレイ規
格）

H29.11.1
蛯名武雄
吉田肇

化学プロセス研
究部門
工学計測標準研
究部門

H29-31 AIST標準基盤
「ガスバリアフィルム用
ナノクレイ規格」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG4(材料規格)

162 ISO/AWI TS 23034
Method to estimate cellular uptake
of carbon nanomaterials using
optical absorption

H29.11.7
張民芳（プロジェクト
リーダー）

ナノチューブ実
用化研究セン
ター

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG3(環境、健康、
安全)

163 ISO/CD 15900

Determination of particle size
distribution -- Differential
electrical mobility analysis for
aerosol particles

H29.11.13
桜井博（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

H26-28 AIST標準基盤
「電気移動度法による気
中ナノ粒子粒径分布計
測の標準化」

ISO/TC24（粒子特性評
価及びふるい分け）
/SC4（粒子特性評価）
/WG12（エアロゾル粒子
の電気移動度および個
数濃度分析）

164 IEC/CD 63068-1 Ed. 2.0

Semiconductor devices - Non-
destructive recognition criteria of
defects in silicon carbide
homoepitaxial wafer for power
devices - Part 2: Test method for
defects using optical inspection

H29.11.17 先崎純寿
先進パワーエレ
クトロニクス研究
センター

H26 AIST標準基盤「SiC
ベア・エピウウェハ評価
法の国内及び国際標準
化」

H27-29 METI「SiCエピ／
ウエハに関する国際標
準化」

IEC/TC47 (半導体デバ
イス）/WG5

165 IEC 63168 ED1

Cooperative multiple systems in
connected home environments -
Functional safety of
electrical/electronic safety-related
systems - AAL aspects (ネットワー
ク接続する住環境の機能安全)

H29.11.24 小島一浩
知能システム研
究部門

H28-30 METIエネルギー
使用合理化国際標準化
推進事業委託費（省エネ
ルギー等国際標準共同
研究開発「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」）

IEC SyC AAL（自立生活
支援）

166 PNW 46F-386

Balanced-type circular disk
resonator method to measure the
complex permittivity of low-loss
dielectric substrates （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）

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）
加藤悠人

物理計測標準研
究部門

H29-31 AIST標準基盤
研究
「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」

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）

167 IEC 61169 TS-52 Ed.1

Radio frequency connectors - Part
1-2: Uncertainty specification of
frequency domain test for return
loss (同軸コネクタ　反射特性試験
における不確かさ評価)

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI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）「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」

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)

168 IEC 61169-X Ed.1

Radio frequency connectors – Part
63: Sectional specification – RF
coaxial connectors with inner
diameter of outer conductor 6,5
mm (0,256 in) with bayonet lock –
Characteristic impedance 75 ohms
(type BNC) (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))

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI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）「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」

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)

169 ISO/IEC 11770-4/AMD2
Key management – Part 4:
Mechanisms based on weak
secrets – Amendment 2

H30.1.1
辛星漢（エディタ）
古原和邦（コエディタ）

情報技術研究部
門

ISO/IEC JTC1(情報技
術）/SC27(セキュリティ
技術)/WG2(暗号とセ
キュリティメカニズム）
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139 IEC 62899-201-2 ED1

Printed Electronics – Part201-2:
Materials- Stretchable 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)

H29.2.10 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

140 IEC 62899-202-4 ED1

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202部-4：ストレッチャブ
ル機能性インク)

H29.2.10 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

141 ISO/CD 21055
Ergonomics -- Accessible Design -
Minimum legible font size for
people at any age

H29.2.16 氏家弘裕
人間情報研究部
門

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

142 IEC 62899-403-1 ED1

Printed Electronics - Part 403-1:
Printability - Requirements for
reproducibility - Basic patterns for
evaluation of 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)

H29.2.24 山本典孝
フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H27-29 METI省エネル
ギー等国際標準開発
（国際電気標準分野）
「プリンテッドエレクトロニ
クスにおける設計・製造
関する国際標準化」

IEC/TC119(プリンテッド
エレクトロニクス）

143 IEC 62127-1 ED2

Ultrasonics - Hydrophones - Part
1: Measurement and
characterization of medical
ultrasonic fields up to 40 MHz

H29.3.28 吉岡正裕
分析計測標準研
究部門

IEC/TC 87（超音波）

144 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）

145 ISO 13408-6(改正）

Aseptic processing of health care
products-Part 6: Isolator systems
(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)

H29.4.1
廣瀬志弘（プロジェクト
リーダー）

健康工学研究部
門

H27-29 METI 「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」

ISO/TC198 (ヘルスケア
製品の滅菌）/WG9 (無
菌操作）

146 ISO/NP 22290

Non-destructive testing - Infrared
thermographic testing -
Thermoelastic stress measuring
method - General Principles （赤外
線サーモグラフィ試験－熱弾性応
力測定法）

H29.4.6 兵藤行志
人間情報研究部
門

H26-28 AIST標準基盤
「光学的応力イメージン
グ技術の標準化」

ISO/TC135(非破壊試
験)/SC8(赤外線サーモ
グラフィ試験)

147 ISO/IEC 19989-2

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 2: Biometric recognition
performance（バイオメトリックシス
テムのセキュリティ評価のための
基準と方法論　第2部　バイオメト
リック認識性能）

H29.4.18
山田朝彦（プロジェクト
コエディタ）

情報技術研究部
門

H26- 28  METI「クラウド
セキュリティに資するバ
イオメトリクス認証のセ
キュリティ評価基盤整備
に必要な国際標準化・
普及基盤構築」

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

148 ISO/IEC 19989-1

Security techniques -- Criteria and
methodology for security
evaluation of biometric systems --
Part 1: Framework（バイオメトリック
システムのセキュリティ評価のため
の基準と方法論　第1部　枠組み）

H29.4.18
山田朝彦（プロジェクト
エディタ）

情報技術研究部
門

H26- 28  METI「クラウド
セキュリティに資するバ
イオメトリクス認証のセ
キュリティ評価基盤整備
に必要な国際標準化・
普及基盤構築」

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

149 ISO/CD 9241-394

Ergonomic requirements for
reducing undesirable biomedical
effects of visually induced motion
sickness during watching electronic
images (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)

H29.5.23 氏家弘裕
人間情報研究部
門

H27-29 METI 「電子映
像観視中の映像酔い軽
減に関する国際標準化」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

150 ISO/DTR 9241-393

Ergonomics of human-system
interaction -- Part 393: Structured
literature review of visually induced
motion sickness during watching
electronic imagesof human-system
interaction (電子映像を観視中の
映像酔いに関する構造的総説)

H29.5.23 氏家弘裕
人間情報研究部
門

H27-29 METI 「電子映
像観視中の映像酔い軽
減に関する国際標準化」

ISO/TC159 (人間工学）
/SC4 (人間とシステムの
インタラクション）

151 R139

Compressed gaseous fuel
measuring systems for vehicles
(Revision of OIML R 139)
 （車両用圧縮ガス燃料計測システ
ム）

H29.5.31
高辻利之（コ コンビー
ナ）

工学計測標準研
究部門

H28-30 METI工業標準
化推進事業委託費（戦
略的国際標準化加速事
業（国際標準共同研究
開発事業「水素燃料計
量システム等に関する
国際標準化」）

TC8/SC7（ガスメータ）

152 ISO/PRF TS 20175

Vacuum technology -- Vacuum
gauges - Calibration of quadrupole
mass spectrometers for partial
pressure measurement

H29.8.4 吉田肇
工学計測標準研
究部門

ISO/TC 112（真空技術）
/WG2（真空計測）

153 ISO/PRF TS 20177
Vacuum technology - Vacuum
gauges -- Procedures to measure
and report outgassing rates

H29.8.7 吉田肇
工学計測標準研
究部門

ISO/TC 112（真空技術）
/WG2（真空計測）

154 IEC TS 63156 ED1
Photovoltaic systems - Power
conditioners - Energy evaluation
method

H29.9.1
菅原秀一（プロジェクト
リーダー）

再生可能エネル
ギー研究セン
ター

H26-28 METI　「大規模
分散電源用大型パワー
コンディショナの性能試
験等に関する国際標準
化・普及基盤構築」

IEC/TC82 (太陽光発電
システム）/ WG6（システ
ム構成機器）

155 ISO/NP 22821

Carbon-fibre-reinforced
composites -- Determination of
fibre weight content -- By
thermograrvimetry (TG) (炭素繊維
強化プラスチック－熱天秤（TG）に
よる繊維重量の求め方)

H29.9.9
船橋正弘（プロジェクト
リーダー）

機能化学研究部
門

運営費交付金（技術向
上支援事業）

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC13(複合材料及び
強化用繊維）/WG2(積層
剤及び成型用コンパウ
ンド)

156 ISO/NP 22836

Carbon fibre-reinforced
composites -- Method for
accelerated moisture absorption
and supersaturated conditioning by
moisture using sealed pressure
vessel (炭素繊維強化プラスチック
－密閉圧力容器中の水分による加
速吸水及び過飽和吸水状態調節
の方法)

H29.9.9
船橋正弘（プロジェクト
リーダー）

機能化学研究部
門

共同研究

ISO/TC61(プラスチッ
ク)/SC13(複合材料及び
強化用繊維）/WG2(積層
剤及び成型用コンパウ
ンド)

No. ISO/IEC規格番号 名称 提案
規格票
発行

提案者等
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
ISO/IEC TC

157 IEC 61169-24 Ed 3.0

Radio-frequency connectors -
Part 24: Sectional specification -
Radio frequency coaxial
connectors with screw coupling,
typically for use in 75 Ohms cable
networks (type F)

H29.9.15
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI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）「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」

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)

158 IEC 61169-61

Specification for coaxial
connectors with 0.8 mm inner
diameter of outer conductor,
nominal characteristic impedance
50 ohms

H29.9.15
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

JEITA予算

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)

159 ISO/AWI TS 21346
Nanotechnologies -
Characterization of individualized
cellulose nanofibril samples

H29.10.17
小島鋭士（プロジェクト
リーダー）
須田洋幸

イノベーション推
進本部
機能化学研究部
門

H27-29 METI 「セルロー
スナノファイバーに関す
る国際標準化」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー）/JWG2(計測・計
量）

160 ISO/CD 22015
Packaging·--·Accessible design
handling and manipulation (包装―
アクセシブルデザインー操作性)

H29.10.26
佐川賢（プロジェクト
リーダー）

人間情報研究部
門

ISO/TC122(包装)

161 ISO/PWI TS

Nanotechnologies-Specification of
nanoclays used for gas barrier films
(ガスバリアフィルム用ナノクレイ規
格）

H29.11.1
蛯名武雄
吉田肇

化学プロセス研
究部門
工学計測標準研
究部門

H29-31 AIST標準基盤
「ガスバリアフィルム用
ナノクレイ規格」

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG4(材料規格)

162 ISO/AWI TS 23034
Method to estimate cellular uptake
of carbon nanomaterials using
optical absorption

H29.11.7
張民芳（プロジェクト
リーダー）

ナノチューブ実
用化研究セン
ター

ISO/TC229(ナノテクノロ
ジー)/WG3(環境、健康、
安全)

163 ISO/CD 15900

Determination of particle size
distribution -- Differential
electrical mobility analysis for
aerosol particles

H29.11.13
桜井博（プロジェクト
リーダー）

物質計測標準研
究部門

H26-28 AIST標準基盤
「電気移動度法による気
中ナノ粒子粒径分布計
測の標準化」

ISO/TC24（粒子特性評
価及びふるい分け）
/SC4（粒子特性評価）
/WG12（エアロゾル粒子
の電気移動度および個
数濃度分析）

164 IEC/CD 63068-1 Ed. 2.0

Semiconductor devices - Non-
destructive recognition criteria of
defects in silicon carbide
homoepitaxial wafer for power
devices - Part 2: Test method for
defects using optical inspection

H29.11.17 先崎純寿
先進パワーエレ
クトロニクス研究
センター

H26 AIST標準基盤「SiC
ベア・エピウウェハ評価
法の国内及び国際標準
化」

H27-29 METI「SiCエピ／
ウエハに関する国際標
準化」

IEC/TC47 (半導体デバ
イス）/WG5

165 IEC 63168 ED1

Cooperative multiple systems in
connected home environments -
Functional safety of
electrical/electronic safety-related
systems - AAL aspects (ネットワー
ク接続する住環境の機能安全)

H29.11.24 小島一浩
知能システム研
究部門

H28-30 METIエネルギー
使用合理化国際標準化
推進事業委託費（省エネ
ルギー等国際標準共同
研究開発「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」）

IEC SyC AAL（自立生活
支援）

166 PNW 46F-386

Balanced-type circular disk
resonator method to measure the
complex permittivity of low-loss
dielectric substrates （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）

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）
加藤悠人

物理計測標準研
究部門

H29-31 AIST標準基盤
研究
「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」

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）

167 IEC 61169 TS-52 Ed.1

Radio frequency connectors - Part
1-2: Uncertainty specification of
frequency domain test for return
loss (同軸コネクタ　反射特性試験
における不確かさ評価)

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI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）「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」

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)

168 IEC 61169-X Ed.1

Radio frequency connectors – Part
63: Sectional specification – RF
coaxial connectors with inner
diameter of outer conductor 6,5
mm (0,256 in) with bayonet lock –
Characteristic impedance 75 ohms
(type BNC) (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))

H30.1.1
堀部雅弘（プロジェクト
リーダー）

物理計測標準研
究部門

H28-30 METI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）「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」

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)

169 ISO/IEC 11770-4/AMD2
Key management – Part 4:
Mechanisms based on weak
secrets – Amendment 2

H30.1.1
辛星漢（エディタ）
古原和邦（コエディタ）

情報技術研究部
門

ISO/IEC JTC1(情報技
術）/SC27(セキュリティ
技術)/WG2(暗号とセ
キュリティメカニズム）
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国際的フォーラム規格等

No. 規格番号等 名称 提案
規格票
発行

提案者
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
標準発行機関

1 RFC 6628
Efficient Augmented Password-
Only Authentication and Key
Exchange for IKEv2

H22.3.1 H29.1.1
古原和邦
辛星漢

セキュアシステ
ム研究部門

H26-28 AIST標準基盤
（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）

H22-24科学研究費助成
事業若手B「よりよい効
率性と厳密な安全性証
明を有する新しいパス
ワード認証方式に関す
る研究開発」

IETF (Internet
Engineering Task Force)

2 OMG
Robotic Interaction Service (RoIS)
Framework（インタラクションサービ
ス）

H22.11.1
神徳徹雄
堀俊夫

知能システム研
究部門
デジタルヒュー
マン研究セン
ター

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

3 OMG

Dynamic Deployment and
Configuration for Robotic
Technology
Component(DDC4RTC)(RTCの動
的構成）

H22.11.1
神徳徹雄
安藤慶昭
ジェフビグズ

知能システム研
究部門

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

4 UN/SCETDG/39/ INF.2

Changes to screening test for
substances that may have
explosive properties.(爆発物のスク
リーニング試験法）

H23.6.1 H24.4.1
松永猛裕
秋吉美也子

安全科学技術研
究部門

H19-21METI基準認証
（発熱分解エネルギー測
定に関する標準化）

OECD-
IGUS(International
Group of Experts on the
Explosion Risks of
Unstable Substances不
安定物質に関する国際
専門家会議)

5 CIE
Definition of Visual Field for
Gonspicuity. (目立ちの視野)

H23.7.15 伊藤納奈
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H14～16標準基盤（有効
視野と視認性評価法）

CIE　TC1-84

6 VAMAS
Evaluation of a deadtime correction
method for D-SIMS analysis

H24.2.20 野中秀彦
計測フロンティア
研究部門

H22-24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

VAMAS　TWA 2,
Surface Chemical
Analysis

7 OMG

＜修正提案＞Dynamic
Deployment and Configuration for
Robot Technology
Component(DDC4RTC) (RTCの動
的構成）

H24.6.1
神徳徹雄
安藤慶昭
ジェフビグズ

知能システム研
究部門

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

8 OMG
＜修正提案＞Robotic Interaction
Service (RoIS) Framework（インタラ
クションサービス）

H24.6.1
神徳徹雄
堀俊夫

知能システム研
究部門
デジタルヒュー
マン研究セン
ター

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

9 OMG
Dependability Assurance
Framework for Safety-Sensitive
Consumer Devices

H25.11.11 田口研治
セキュアシステ
ム研究部門

OMG/System
Assurance Platform
Task Force

10 VAMAS

Determination of the average
molecular mass and mixture ratio
of poly(ethylene glycol) species by
matrix-assisted laser
desorption/ionization time-of-flight
mass spectrometry (MALDI-
TOFMS)　マトリックス支援レーザー
脱離イオン化飛行時間型質量分析
（MALDI-TOFMS）によるポリエチレ
ングリコール誘導体混合物の平均
分子量と質量分率の決定

H25.12.1 衣笠晋一
計測標準研究部
門

H23～25標準基盤（高分
子の定量MALDI質量分
析法の国際標準化）

VAMAS

11 OMG Unified Component Model　(UCM) H26.6.1
ジェフビグズ
安藤慶昭
中坊嘉宏

知能システム研
究部門

H24～26標準基盤（RTミ
ドルウェアの動的なコン
ポーネント配置・設定
(DDC4RTC)の標準化

OMG（Object
Management Group）

12 OGC 16-120r3 Moving Features Access H28.10.30 H29.3.12 金京淑
人工知能研究セ
ンター

・総務省委託研究「G空
間プラットフォームにお
けるリアルタイム情報の
利活用技術に関する研
究開発」(2014～2015年
度)
・NEDO委託研究「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」

OGC(Open Geospatial
Consortium)

13 OMG
SafeML: Modelling language for
safety information (安全情報のモ
デリング言語「SafeML」)

H29.3.1 ジェフビグズ
ロボットイノベー
ション研究セン
ター

H27-29 標準基盤「安全
情報のモデリング言語
「SafeML」の標準化」

OMG

参　考　２－２
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国際的フォーラム規格等

No. 規格番号等 名称 提案
規格票
発行

提案者
所属ユニット

（提案時）
研究名

（標準基盤研究）
研究名

（外部資金研究）
標準発行機関

1 RFC 6628
Efficient Augmented Password-
Only Authentication and Key
Exchange for IKEv2

H22.3.1 H29.1.1
古原和邦
辛星漢

セキュアシステ
ム研究部門

H26-28 AIST標準基盤
（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）

H22-24科学研究費助成
事業若手B「よりよい効
率性と厳密な安全性証
明を有する新しいパス
ワード認証方式に関す
る研究開発」

IETF (Internet
Engineering Task Force)

2 OMG
Robotic Interaction Service (RoIS)
Framework（インタラクションサービ
ス）

H22.11.1
神徳徹雄
堀俊夫

知能システム研
究部門
デジタルヒュー
マン研究セン
ター

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

3 OMG

Dynamic Deployment and
Configuration for Robotic
Technology
Component(DDC4RTC)(RTCの動
的構成）

H22.11.1
神徳徹雄
安藤慶昭
ジェフビグズ

知能システム研
究部門

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

4 UN/SCETDG/39/ INF.2

Changes to screening test for
substances that may have
explosive properties.(爆発物のスク
リーニング試験法）

H23.6.1 H24.4.1
松永猛裕
秋吉美也子

安全科学技術研
究部門

H19-21METI基準認証
（発熱分解エネルギー測
定に関する標準化）

OECD-
IGUS(International
Group of Experts on the
Explosion Risks of
Unstable Substances不
安定物質に関する国際
専門家会議)

5 CIE
Definition of Visual Field for
Gonspicuity. (目立ちの視野)

H23.7.15 伊藤納奈
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H14～16標準基盤（有効
視野と視認性評価法）

CIE　TC1-84

6 VAMAS
Evaluation of a deadtime correction
method for D-SIMS analysis

H24.2.20 野中秀彦
計測フロンティア
研究部門

H22-24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

VAMAS　TWA 2,
Surface Chemical
Analysis

7 OMG

＜修正提案＞Dynamic
Deployment and Configuration for
Robot Technology
Component(DDC4RTC) (RTCの動
的構成）

H24.6.1
神徳徹雄
安藤慶昭
ジェフビグズ

知能システム研
究部門

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

8 OMG
＜修正提案＞Robotic Interaction
Service (RoIS) Framework（インタラ
クションサービス）

H24.6.1
神徳徹雄
堀俊夫

知能システム研
究部門
デジタルヒュー
マン研究セン
ター

H21～23標準基盤（ロ
ボット用位置・測位情報
標準の研究）

OMG（Object
Management Group）
/Robotics Doman Task
Force

9 OMG
Dependability Assurance
Framework for Safety-Sensitive
Consumer Devices

H25.11.11 田口研治
セキュアシステ
ム研究部門

OMG/System
Assurance Platform
Task Force

10 VAMAS

Determination of the average
molecular mass and mixture ratio
of poly(ethylene glycol) species by
matrix-assisted laser
desorption/ionization time-of-flight
mass spectrometry (MALDI-
TOFMS)　マトリックス支援レーザー
脱離イオン化飛行時間型質量分析
（MALDI-TOFMS）によるポリエチレ
ングリコール誘導体混合物の平均
分子量と質量分率の決定

H25.12.1 衣笠晋一
計測標準研究部
門

H23～25標準基盤（高分
子の定量MALDI質量分
析法の国際標準化）

VAMAS

11 OMG Unified Component Model　(UCM) H26.6.1
ジェフビグズ
安藤慶昭
中坊嘉宏

知能システム研
究部門

H24～26標準基盤（RTミ
ドルウェアの動的なコン
ポーネント配置・設定
(DDC4RTC)の標準化

OMG（Object
Management Group）

12 OGC 16-120r3 Moving Features Access H28.10.30 H29.3.12 金京淑
人工知能研究セ
ンター

・総務省委託研究「G空
間プラットフォームにお
けるリアルタイム情報の
利活用技術に関する研
究開発」(2014～2015年
度)
・NEDO委託研究「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」

OGC(Open Geospatial
Consortium)

13 OMG
SafeML: Modelling language for
safety information (安全情報のモ
デリング言語「SafeML」)

H29.3.1 ジェフビグズ
ロボットイノベー
ション研究セン
ター

H27-29 標準基盤「安全
情報のモデリング言語
「SafeML」の標準化」

OMG

No. TR/JIS規格番号 名称 提案日
公示/公表

年月日
提案者名

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）

1 JIS T 0330-3
生体活性バイオセラミックス－第3部　溶解速度
試験方法

H22.4.6 H24.10.1 伊藤敦夫
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～22標準基盤（再生医
療材料のin vitro吸収性評価
法国際標準形成に関する研
究）

2 JIS S 0013改正
高齢者・障害者配慮設計指針－消費生活製品
の報知音

H22.6.1 H23.3.22
倉片憲治
伊藤納奈

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23国際標準共同研究
開発事業（アクセシブルデザ
インの体系的技術に関する
国際標準化）

3 JIS S 4803
たばこライター及び多目的ライター　－操作力に
よる幼児対策(チャイルドレジスタンス機能)安全
仕様

H22.6.9 H22.9.30 持丸正明
デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

4 JIS S 0052

高齢者・障害者配慮設計指針－触覚情報表示
－触知図形の設計方法（旧名称：高齢者･障害
者配慮設計指針－触知記号及び触知文字の表
示方法）

H22.7.16 H23.3.22
佐川賢
伊藤納奈

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H19～20標準基盤（触覚記
号の適正サイズ設計方法

5 TR T 0016 間葉系幹細胞p16遺伝子メチルの解析方法 H22.8.4 H24.10.1 廣瀬志弘
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H18-21 健康安心プログラム
再生医療評価研究開発事
業（NEDO）

6 TR T 0015
拡散テンソル磁気共鳴画像による関節軟骨のin
vivo構造評価方法

H22.8.4 H24.10.1 廣瀬志弘
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H18-21 健康安心プログラム
再生医療評価研究開発事
業（NEDO）

7 JIS B 7552改正
液体用流量計の校正方法および試験方法（原
題‘液体流量計－器差試験方法’を改題）

H22.8.17 H23.5.20 寺尾吉哉
計測標準研究
部門

8 JIS Z 8791
ホログラムの回折効率及び関連する光学特性
の測定方法

H22.8.31 H23.1.20 福田隆史
光技術研究部
門

H18～19標準基盤（ホログラ
ム記録材料の光学的特性
測定方法）

9 JIS Z 8792
ホログラムの記録特性測定方法（旧名称：ホログ
ラム記録材料の光学的特性測定方法）

H22.8.31 H23.1.20 福田隆史
光技術研究部
門

H18～19標準基盤（ホログラ
ム記録材料の光学的特性
測定方法）

10 JIS K 0450-70-10
工業用水・工場排水中のペルフルオロオクタン
スルホン酸及びペルフルオロオクタン酸の試験
方法

H22.11.29 H23.3.22 山下信義
環境管理技術
研究部門

H21標準基盤研究（PFOS分
析法のJIS化と関連物質分
析法の国際標準化に関する
研究）

11 JIS X 8341-7

高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信に
おける機器，ソフトウェア及びサービス―第xx
部：アクセシビリティ設定(旧名称：情報機器にお
けるアクセシビリティ設定のためのアクセシブル
なユーザインタフェース(ISO24786の翻訳ＪＩＳ）

H23.1.17 H23.8.22 関喜一
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

JIS　←　ISO/IEC 24786
:2009 Information
technology -- User
interfaces -- Accessible
user interface for
accessibility settings

12 TS Z 0029
真空技術－真空計－真空計の校正値の不確か
さ評価(旧名称：比較校正方法の不確かさの導
出方法）

H23.1.19 H23.5.20 秋道斉
計測標準研究
部門

13 JIS R 1689

ファインセラミックス薄膜の熱拡散率の測定方法
－パルス光加熱サーモリフレクタンス法
（旧名称：光パルス加熱サーモリフレクタンス法
による薄膜熱拡散率の測定方法）

H23.2.28 H23.12.20
馬場哲也
八木貴志

計測標準研究
部門

H18fｙNEDO標準化調査事
業「超高速ﾚｰｻﾞﾌﾗｯｼｭ法に
よる薄膜熱拡散率計測技術
と透明導電膜標準物質の標
準化調査研究」

14 JIS R 1690
ファインセラミックス薄膜と金属薄膜との界面熱
抵抗の測定方法（旧名称：多層薄膜の界面熱抵
抗計測技術標準化）

H23.2.28 H23.12.20
馬場哲也
八木貴志

計測標準研究
部門

H20fｙNEDO標準化調査事
業「多層薄膜の界面熱抵抗
計測技術標準化に関する調
査」

15 JIS B 6228-2 : 2012
工作機械-プラノミラーの検査条件-精度検査-
第２部：ブリッジ移動形（ガントリ形）

H23.3.1 H24.5.21 水原清司
東研究業務推
進室

16 JIS B 1758 歯車測定機の受入検査 H23.4.28 H25.2.20
大澤尊光
近藤余範

計測標準研究
部門

H20～21標準基盤研究(歯車
のナノレベル形状評価のた
めの計測機器の校正原器
及びその原器に基づく校正
方法の研究と標準化）

17 TS Z 0030-3
ナノテクノロジー－語彙－第３部：炭素のナノ物
体

H23.5.2 H23.11.21 阿部修治 評価部

18 JIS T 0401 ステントグラフトの力学試験方法 H23.5.17 H25.3.1 岡崎義光
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21　NEDO（生体親和性イ
ンプラントの力学的性能評
価法に関する標準化調査事
業）

19 JIS T 7404 インプラント用チタン-ニッケル（Ti-Ni）合金 H23.5.17 H25.3.1 岡崎義光
ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21　NEDO（生体親和性イ
ンプラントの力学的性能評
価法に関する標準化調査事
業）

20 JIS A 0204 地質図 － 記号，色，模様，用語及び凡例表示 H23.6.16 H24.6.20
川畑大作
斎藤眞

地質情報研究
部門

21 JIS A 0205
ベクトル数値地質図－品質要求事項及び主題
属性コード

H23.6.16 H24.6.20
川畑大作
斎藤眞

地質情報研究
部門

22 JIS K 4834
化学物質の爆発危険性評価手法としての発熱
分解エネルギーの測定方法

H23.11.1 H25.1.21
秋吉美也子
松永猛裕

安全科学研究
部門

H23～25標準基盤研究（化
学物質フィジカルハザードに
関するTDG/GHS国連試験
法の標準化）

H19～21国際標準共同研究
開発事業（発熱分解エネル
ギー測定の標準化）

23 JIS B 0105 : 2012 工作機械―名称に関する用語 H23.11.25 H24.5.21 水原清司
東研究業務推
進室

24 TS Z 0031
高分子材料中の空孔評価のための陽電子消滅
寿命測定方法（旧名称：ガラス及び高分子材料
中の陽電子消滅寿命測定方法）

H23.12.15 H24.4.20 伊藤賢志
計測標準研究
部門

ＮＥＤＯナノテクノロジープロ
グラム/ナノマテリアル・プロ
セス技術「ナノ計測基盤技
術研究開発」事業のサブ
テーマ「空孔の計測基盤」

25 JIS Q 8901
地上設置の太陽電池 (PV) モジュール－信頼性
保証体制（設計,製造及び性能保証）の要求事項

H24.1.31 H24.2.29 猪狩真一
太陽光発電研
究センター

アジア太平洋基準認証推進
事業

26 JIS B 7610改正 重錘形圧力天びん H24.3.1 H24.10.22 小畠時彦
計測標準研究
部門

H23～24 標準基盤（重錘形
圧力天びんを用いた圧力校
正技術の標準化）

27 JIS B 1757-3

歯車測定機の評価方法　第3部　平面基準器を
用いた歯すじ測定(旧名称：デジタル処理による
歯車測定機の評価方法　第3部ウェッジアーティ
ファクトによる歯すじ測定精度の評価）

H24.3.7 H25.2.20
大澤尊光
近藤余範

計測標準研究
部門

H20～21標準基盤研究(歯車
のナノレベル形状評価のた
めの計測機器の校正原器
及びその原器に基づく校正
方法の研究と標準化）

28 JIS B 1757-4
歯車測定機の評価方法　第4部　球基準器を用
いたピッチ測定(旧名称：歯車測定機の評価方法
第4部：平面基準器を用いた歯すじ測定）

H24.3.7 H25.2.20
大澤尊光
近藤余範

計測標準研究
部門

H20～21標準基盤研究(歯車
のナノレベル形状評価のた
めの計測機器の校正原器
及びその原器に基づく校正
方法の研究と標準化）

29 JIS Q 0034 標準物質生産者の能力に関する一般要求事項 H24.4.1 H24.6.20 齋藤剛
計測標準研究
部門

30 JIS C 8842
固体酸化物形燃料電池単セル及びスタックの発
電性能試験方法

H24.4.1 H25.12.20
嘉藤徹
門馬昭彦

エネルギー技術
研究部門

H22～23標準基盤（固体酸
化物形燃料電池単セル･ス
タック性能試験法JIS規格化
研究）

参　考　２－２

産総研における国内標準（JIS, TS, TR等）提案、発行状況（第３期：平成２２年度以降の提案）

参　考　２－２
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31 JIS R 1751-1改正
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第1部：窒素酸化物
の除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

32 JIS R 1751-2
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第2部：アセトアル
デヒドの除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

33 JIS R 1751-3
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第3部：トルエンの
除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

34 JIS R 1751-4
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第4部：ホルムアル
デヒドの除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

35 JIS R 1751-5
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第5部：メチルメルカ
ブタンの除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

36 JIS R 1751-6
ファインセラミックス－可視光応答形光触媒材料
の空気浄化性能試験方法－第6部：小型チャン
バーを用いたホルムアルデヒドの除去性能

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

37 JIS R 1757
ファインセラミックス－アセトアルデヒドを用いた
可視光応答形光触媒の完全分解性能試験方法

H24.5.1 H25.2.20 竹内浩士
環境管理技術
研究部門

38 JIS S 0014改正
高齢者・障害者配慮設計指針－消費生活製品
の報知音－妨害音及び聴覚の加齢変化を考慮
した音圧レベル

H24.5.1 H25.3.21
倉片憲治
伊藤納奈

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23国際標準共同研究
開発事業（アクセシブルデザ
インの体系的技術に関する
標準化）

39 JIS S 0031改正
高齢者・障害者配慮設計指針－視覚表示物－
年代別相対輝度の求め方及び光の評価方法

H24.5.1 H25.5.20
伊藤納奈
倉片憲治

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H21～23国際標準共同研究
開発事業（アクセシブルデザ
インの体系的技術に関する
標準化）

40 JIS K 2180-1 燃料用ジメチルエーテル（DME）－第１部：品質 H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

41 JIS K 2180-2
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第2部：不純物
の求め方－ガスクロマトグラフ法

H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

42 JIS K 2180-3
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第3部：水分の
求め方－カールフィッシャー滴定法

H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

43 JIS K 2180-4
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第4部：蒸発残
分の求め方－質量分析法

H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

44 JIS K 2180-5
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第5部：全硫黄
分の求め方－紫外蛍光法

H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

45 JIS K 2180-6
燃料用ジメチルエーテル（DME）－第6部：全硫黄
分の求め方－微量電量滴定式酸化法

H24.6.1 H25.3.21 小熊光晴
新燃料自動車
技術研究セン

46 JIS C 8904-4
太陽電池デバイス－第4部：校正のトレーサビリ
ティ確立手順

H24.9.1 H26.8.20 猪狩真一
太陽光発電研
究センタ

H20～22標準基盤（基準太
陽電池の標準化）

47 JIS A 0206改正
地質図－工学地質図に用いる記号、色、模様、
用語及び地層・岩体区分の表示とコード群

H24.11.1 H25.8.20
斎藤眞
鹿野和彦

地質情報研究
部門

48 業界規格ET-4101
プリンテッドエレクトロニクス－材料－第1-1部：
基材（ポリマー及びガラス）　(社)電子情報技術
産業協会（JEITA)

- H25.2.1
山本典孝
小笹健仁

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26 国際標準開発（プリ
ンテッドエレクトロニクスに関
する国際標準化）

49 業界規格ET-4201
プリンテッドエレクトロニクス－材料－第1-1部：
基材（ポリマー及びガラス）　(社)電子情報技術
産業協会（JEITA)

- H25.2.1
山本典孝
小笹健仁

フレキシブルエ
レクトロニクス研
究センター

H24-26 国際標準開発（プリ
ンテッドエレクトロニクスに関
する国際標準化）

50 業界規格SAP 15-13
粉体の一面せん断試験方法　日本粉体工業技
術協会規格

- H25.3.19 高尾泰正
サステナブルマ
テリアル研究部
門

H22～24標準基盤研究(圧密
粉体のせん断特性の測定
方法）

51 JIS B 7616 重錘形圧力天びんの使用方法及び校正方法 H25.4.1 H25.9.20 小畠時彦
計量標準研究
部門

H23～24 標準基盤（重錘形
圧力天びんを用いた圧力校
正技術の標準化）

52 JIS B 7442 産業用X線CT装置用語 H25.4.1 H25.11.20
大澤尊光
佐藤理

計測標準研究
部門

H21～24標準基盤研究(産業
応用におけるCT（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾄ
ﾓｸﾞﾗﾌｨ）装置評価法の標準
化に関する研究）

53 JIS H 0543 マグネシウム合金板材の曲げ試験方法 H25.5.1 H26.3.20 斎藤尚文
サステナブルマ
テリアル研究部
門

H21-23METI (塑性加工用マ
グネシウム圧延板材の評価
方法に関するJIS開発)

54 JIS T 0902
高齢者･障害者配慮設計指針－移動支援用音
案内

H25.5.1 H26.5.20
関喜一
佐藤洋

ヒューマンライフ
テクノロジー研
究部門

H20～22　標準基盤（公共空
間に設置する移動支援用音
案内の標準化）

55 JIS R 1695
ファインセラミックス用分安定化ジルコニア粉末
中の酸化イットリアの定量方法

H25.6.1 H26.3.20
森川久
兼松渉

計測フロンティア
研究部門

H20-21標準基盤「イットリア
添加部分安定化／安定化ジ
ルコニア粉末中のイットリア
の化学分析方法の標準化」

56 業界規格 金めっき光沢ムラ H25.9.1 - 野中一洋
生産計測技術
研究センター

57 JIS K 6961
プラスチック―制御されたスラリー系における嫌
気的究極生分解度の求め方―発生バイオガス
量の測定による方法

H26.4.1 H26.9.22 国岡正雄
環境化学技術
研究部門

58 JIS L 4129
子ども用衣料の安全性－子ども用衣料に附属
するひもの要求事項

H26.6.1 H27.12.21 持丸正明
デジタルヒュー
マン工学研究セ
ンター

59
JIS B 7440-8
(JIS B 7441改正)

非接触座標測定機の受入検査及び定期検査 H26.10.1 H27.6.22 阿部誠
計測標準研究
部門

H26-28 標準基盤（非直交型
非接触三次元測定機の国
際標準化）

60 JIS B 7556改正 気体用流量計の校正及び器差試験 H26.10.1 H28.7.20 森岡敏博
計測標準研究
部門

H24-25 標準基盤（JIS
B7556気体用流量計の校正
方法及び試験方法の改正）

61 JIS K 6949
プラスチック―生分解度試験のための試料の作
り方

H27.11.20
国岡正雄
船橋正弘

機能化学研究
部門

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

H28.4.20 尾暮拓也
ロボットイノベー
ション研究セン
ター

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

H27.6.1 H28.7.20 平川力
環境管理研究
部門

H22～24標準基盤研究「溶
存酸素測定に基づく光触媒
及び応用材料の環境浄化
性能の評価手法の開発」

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

H27.7.1 H28.7.20 宮崎広行
構造材料研究
部門

65 JIS R 1701-1改正
ファインセラミックス―光触媒材料の空気浄化性
能試験方法―第１部：窒素酸化物の除去性能

H27.7.1 H28.7.20
佐野泰三
大古善久

環境管理研究
部門

・NEDO「可視光応答型光触
媒利用室内環境浄化部材
共通評価方法の検討」
・NEDO「循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト」

66 JIS R 1701-2改正
ファインセラミックス―光触媒材料の空気浄化性
能試験方法―第２部：アセトアルデヒドの除去性
能

H27.7.1 H28.7.20
佐野泰三
大古善久

環境管理研究
部門

・NEDO「可視光応答型光触
媒利用室内環境浄化部材
共通評価方法の検討」
・NEDO「循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト」

67 JIS R 1701-3改正
ファインセラミックス―光触媒材料の空気浄化性
能試験方法―第３部：トルエンの除去性能

H27.7.1 H28.7.20
佐野泰三
大古善久

環境管理研究
部門

・NEDO「可視光応答型光触
媒利用室内環境浄化部材
共通評価方法の検討」
・NEDO「循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト」
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68 JIS R 1701-4改正
ファインセラミックス―光触媒材料の空気浄化性
能試験方法―第４部：ホルムアルデヒドの除去
性能

H27.7.1 H28.7.20
佐野泰三
大古善久

環境管理研究
部門

・NEDO「可視光応答型光触
媒利用室内環境浄化部材
共通評価方法の検討」
・NEDO「循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト」

69 JIS R 1701-5改正
ファインセラミックス―光触媒材料の空気浄化性
能試験方法―第５部：メチルメルカプタンの除去
性能

H27.7.1 H28.7.20
佐野泰三
大古善久

環境管理研究
部門

・NEDO「可視光応答型光触
媒利用室内環境浄化部材
共通評価方法の検討」
・NEDO「循環社会構築型光
触媒産業創成プロジェクト」

70 JIS Z 8835
一面せん断試験による限界状態線（CSL)及び壁
面崩壊線（WYL)の測定方法

H27.8.1 H27.3.22 高尾泰正
構造材料研究
部門

H22-24標準基盤研究(圧密
粉体のせん断特性の測定
方法）

71 JIS B 7921 蛍光式酸素濃度計 H28.12.20 佐藤浩昭
環境管理研究
部門

72 JIS C 1400-1 風力発電システム―第１部：設計要件 H29.1.20 小垣哲也
再生可能エネル
ギー研究セン
ター

NEDO「風力等自然エネル
ギー技術研究開発/次世代
風力発電技術研究開発/基
礎・応用技術研究開発」

73 JIS K4810 追補１ 火薬類性能試験方法（ 追補１） H28.6.29 岡田賢
安全科学研究
部門

METI H28FY～H29FY「火薬
類の安定度試験に関する
JIS開発」

74
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

METI H28FY～H29FY「火薬
類の安定度試験に関する
JIS開発」

75 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

76 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

77 JIS A 0204 地質図－記号，色，模様，用語及び凡例表示 H29.3.16
斎藤眞
川畑大作

地質情報研究
部門

78 JIS A 0205
ベクトル数値地質図－品質要求事項及び主題
属性コード

H29.3.16
斎藤眞
川畑大作

地質情報研究
部門

79 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

・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）」
・H28 JSA請負「 腰補助用
装着型身体アシストロボット
に関する日本工業規格
（JIS）原案作成に伴う同原
案に規定された評価試験方
法の妥当性検証に関する研
究請負業務」

80 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

81 JIS R 1689改正

ファインセラミックス薄膜の熱拡散率の測定方法
－パルス光加熱サーモリフレクタンス法（旧名
称：光パルス加熱サーモリフレクタンス法による
薄膜熱拡散率の測定方法）

H29.4.1
馬場哲也
八木貴志

物質計測標準
研究部門

82 JIS R 1690改正
ファインセラミックス薄膜と金属薄膜との界面熱
抵抗の測定方法（旧名称：多層薄膜の界面熱抵
抗計測技術標準化）

H29.4.1
馬場哲也
八木貴志

物質計測標準
研究部門

83 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

84 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

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
関する委託契約（アクセシブ
ルデザイン（ＡＤ）に関するＪＩ
Ｓ開発）」

85 JIS K 0102 工場排水試験方法 H29.6.6
田尾博明
中里哲也

四国センター
環境管理研究
部門

86 JIS K4810 火薬類性能試験方法 H29.9.20 岡田賢
安全科学研究
部門

METI H28FY～H29FY「火薬
類の安定度試験に関する
JIS開発」

87 JIS K 4822 火薬類安定度試験用試薬類 H29.9.20 岡田賢
安全科学研究
部門

METI H28FY～H29FY「火薬
類の安定度試験に関する
JIS開発」

88 未定 微小粒子の破壊及び変形強度の測定方法 H29.9.29 高尾泰正
構造材料研究
部門

H26～28 AIST標準基盤「微
小粒子強度測定の標準化」

89 未定
ベントナイト等のメチレンブルー吸着量の測定方
法

H29.11.28
三好陽子
鈴木正哉

地圏資源環境
研究部門
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（参考３） 
 

 

ISO/IEC等国際標準関連機関 

役職者・関係者一覧  
 

 

 

 

国際標準関連機関関係者延べ人数 

 
ISO 445 

IEC 209 

ISO/IEC/JTC1 30 

ASTM International 3 

CIE 22 

OMG 10 

SEMI 3 

TDG/GHS 1 

UN ECE 1 

VAMAS 1 

OIML 143 

ICRU 1 

ITU 2 

合計 871 

 

（国内委員会・国際委員会に関与している延べ人数） 
      （平成30年.2月調査時点） 

 

参　考　３

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

【ISO　国際標準化機構】

1
ISO/REMCO(標準物質委員会)/AHG4(高純度有機標準物
質）

コンビーナ 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 総括研究主幹

ISO/TC20(航空機）/SC16（無人航空機）/WG3(無人航空機
の安全運航)

プロジェクトリーダー 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門 主任研究員

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい)/SC4(粒子特性評
価)/WG11(試料調整及び標準粒子)

プロジェクトリーダー 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
上席イノベーション
コーディネータ

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

共同コンビーナ 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 研究グループ長

3
ISO/TC28(石油製品及び潤滑油)/SC5(軽質炭化水素流体
及び非石油由来液化ガス燃料の測定）

国際議長 小熊　光晴 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門 総括企画主幹

4 ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値) コンビーナ 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値) プロジェクトリーダー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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

プロジェクトリーダー 佐藤　洋 企画本部 総合企画室 総括企画主幹

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

プロジェクトリーダー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

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

プロジェクトリーダー 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 主任研究員

5
ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性質)/WG22(生
物分解性)

コンビーナ 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性質)/WG22(生
物分解性)

プロジェクトリーダー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

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

プロジェクトリーダー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

ISO/TC61(プラスチック)/SC13(複合材料及び強化用繊維）
/WG2(積層剤及び成型用コンパウンド)

プロジェクトリーダー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門 上級主任研究員

ISO/TC79（軽金属及び同合金）/SC5（マグネシウム及びマ
グネシウム合金）

プロジェクトリーダー 柘植　明 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究主幹

ISO/TC108(機械の振動、衝撃及び状態監視)/WG34(振動・
衝撃測定器の使用と校正)

プロジェクトリーダー 臼田　孝 計量標準総合センター 計量標準総合センター 総合センター長

ISO/TC112(真空技術) プロジェクトリーダー 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究グループ長

ISO/TC112(真空技術)/WG2(真空計測関連) プロジェクトリーダー 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究グループ長

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

ISO/TC122(包装) プロジェクトリーダー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

7 ISO/TC122(包装)/WG9(包装のアクセシブルデザイン) コンビーナ 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

8
ISO/TC135(非破壊試験)/SC8(赤外線サーモグラフィ試
験)/WG2(通則)

コンビーナ 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長

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

プロジェクトリーダー 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長

9
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測
定)/WG31(排ガス中の個別VOC測定方法)

コンビーナ 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 名誉リサーチャー

参　考　３－1

ISO/IEC等国際標準関連機関　役職者及びプロジェクトリーダー一覧（2017年度）
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（参考３） 
 

 

ISO/IEC等国際標準関連機関 

役職者・関係者一覧  
 

 

 

 

国際標準関連機関関係者延べ人数 

 
ISO 445 

IEC 209 

ISO/IEC/JTC1 30 

ASTM International 3 

CIE 22 

OMG 10 

SEMI 3 

TDG/GHS 1 

UN ECE 1 

VAMAS 1 

OIML 143 

ICRU 1 

ITU 2 

合計 871 

 

（国内委員会・国際委員会に関与している延べ人数） 
      （平成30年.2月調査時点） 

 

参　考　３

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

【ISO　国際標準化機構】

1
ISO/REMCO(標準物質委員会)/AHG4(高純度有機標準物
質）

コンビーナ 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 総括研究主幹

ISO/TC20(航空機）/SC16（無人航空機）/WG3(無人航空機
の安全運航)

プロジェクトリーダー 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門 主任研究員

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい)/SC4(粒子特性評
価)/WG11(試料調整及び標準粒子)

プロジェクトリーダー 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
上席イノベーション
コーディネータ

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

共同コンビーナ 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 研究グループ長

3
ISO/TC28(石油製品及び潤滑油)/SC5(軽質炭化水素流体
及び非石油由来液化ガス燃料の測定）

国際議長 小熊　光晴 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門 総括企画主幹

4 ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値) コンビーナ 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC43(音響)/WG1(聴覚閾値) プロジェクトリーダー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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

プロジェクトリーダー 佐藤　洋 企画本部 総合企画室 総括企画主幹

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

プロジェクトリーダー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

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

プロジェクトリーダー 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 主任研究員

5
ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性質)/WG22(生
物分解性)

コンビーナ 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

ISO/TC61(プラスチック)/SC5(物理・化学的性質)/WG22(生
物分解性)

プロジェクトリーダー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

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

プロジェクトリーダー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門 審議役

ISO/TC61(プラスチック)/SC13(複合材料及び強化用繊維）
/WG2(積層剤及び成型用コンパウンド)

プロジェクトリーダー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門 上級主任研究員

ISO/TC79（軽金属及び同合金）/SC5（マグネシウム及びマ
グネシウム合金）

プロジェクトリーダー 柘植　明 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究主幹

ISO/TC108(機械の振動、衝撃及び状態監視)/WG34(振動・
衝撃測定器の使用と校正)

プロジェクトリーダー 臼田　孝 計量標準総合センター 計量標準総合センター 総合センター長

ISO/TC112(真空技術) プロジェクトリーダー 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究グループ長

ISO/TC112(真空技術)/WG2(真空計測関連) プロジェクトリーダー 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究グループ長

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

ISO/TC122(包装) プロジェクトリーダー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

7 ISO/TC122(包装)/WG9(包装のアクセシブルデザイン) コンビーナ 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

8
ISO/TC135(非破壊試験)/SC8(赤外線サーモグラフィ試
験)/WG2(通則)

コンビーナ 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長

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

プロジェクトリーダー 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 副研究部門長

9
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測
定)/WG31(排ガス中の個別VOC測定方法)

コンビーナ 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 名誉リサーチャー

参　考　３－1

ISO/IEC等国際標準関連機関　役職者及びプロジェクトリーダー一覧（2017年度）
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役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

10
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測
定)/WG32(排ガス中の水銀測定方法)

コンビーナ 田尾　博明 四国センター 四国センター 所長

11
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測
定)/WG34(排ガス中のCO、CO2とO2測定方法)

コンビーナ 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 名誉リサーチャー

12
ISO/TC146(大気の質)/SC6(室内空気)/WG16(VOC検知器
の試験方法)

コンビーナ 松原　一郎 材料・化学領域 無機機能材料研究部門 所長代理

ISO/TC147(水質)/SC2(物理的・化学的・生物学的方
法)/WG 74(PFAS LC-MS/MS)

プロジェクトリーダー 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

13
ISO/TC147(水質)/SC2(物理的・化学的・生物的方
法)/WG77(水中のアルキル水銀の測定方法）

コンビーナ 田尾　博明 四国センター 四国センター 所長

14
ISO/TC150(外科用体内埋没材)/SC7(再生医療機
器)/WG3(硬組織用再生医療機器)

コンビーナ 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門 上級主任研究員

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

プロジェクトリーダー 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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

プロジェクトリーダー 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門 主任研究員

15 ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) 国際議長 小林　吉之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

16 ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) 国際幹事 中嶋　香奈子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究員

ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) コ プロジェクトリーダー 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

17
ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学)/WG1(人
体計測)

コンビーナ 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究部門長

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)

プロジェクトリーダー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)

プロジェクトリーダー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

18
ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)/WG10(消費生活用製品のアクセシブルデザイン）

コンビーナ 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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

プロジェクトリーダー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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

プロジェクトリーダー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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

プロジェクトリーダー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

19
ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)/WG12(映像の生体安全性)

コンビーナ 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

20
ISO/TC159(人間工学)/SC5(物理的環境の人間工
学)/WG5(特別な配慮を必要とする人々のための物理的環
境)

コンビーナ 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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

プロジェクトリーダー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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

プロジェクトリーダー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

21
ISO/TC159(人間工学)/WG2(特別な配慮を必要とする人々
のための人間工学)

コンビーナ 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

22
ISO/TC164(金属の機械試験)/SC3(硬さ試験)/WG5(ビッカー
ス硬さ試験)

コンビーナ 高木　智史 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC198(ヘルスケア製品の滅菌)/WG9(無菌操作法) プロジェクトリーダー 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門 上級主任研究員

23 ISO/TC201(表面化学分析) 国際議長 野中　秀彦 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究部門長

24 ISO/TC201(表面化学分析) 国際幹事 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 総括研究主幹

ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プローブ顕微鏡法) プロジェクトリーダー 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

25
ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プローブ顕微鏡
法)/CAG(Chairman's advisory group )/SG３

コンビーナ 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プローブ顕微鏡
法)/CAG(Chairman's advisory group )/SG３

プロジェクトリーダー 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

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

コンビーナ 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

27 ISO/TC201(表面化学分析)/SC10(XRRとXRF分析） 国際幹事 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部 研究戦略部長

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

ISO/TC206(ファインセラミックス) プロジェクトリーダー 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究グループ長

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG2(粉) プロジェクトリーダー 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究グループ長

29 ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG3(化学分析) コンビーナ 日置　昭治 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 シニアマネージャー

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG6（機械的特性） プロジェクトリーダー 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門 主任研究員

30 ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) コンビーナ 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) プロジェクトリーダー 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) プロジェクトリーダー 平川　力 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) プロジェクトリーダー 大古　善久 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) プロジェクトリーダー 小西　由也 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター 主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) プロジェクトリーダー 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門 主任研究員

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

プロジェクトリーダー 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究主幹

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

プロジェクトリーダー 明渡　純 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター 研究センター長

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

サブプロジェクトリーダー 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター 主任研究員

31
ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG33(光触媒空気浄化性
能試験方法)

コンビーナ 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG33(光触媒空気浄化性
能試験方法)

プロジェクトリーダー 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

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

プロジェクトリーダー 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究部門長

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

プロジェクトリーダー 小野　古志郎 情報・人間工学領域 自動車ヒューマンファクター研究センター

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

プロジェクトリーダー 北﨑　智之 情報・人間工学領域 自動車ヒューマンファクター研究センター 研究センター長

32 ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) コンビーナ 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部 研究戦略部長

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトコリーダー 山本　和弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 総括企画主幹
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役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

10
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測
定)/WG32(排ガス中の水銀測定方法)

コンビーナ 田尾　博明 四国センター 四国センター 所長

11
ISO/TC146(大気の質)/SC1(固定発生源大気の測
定)/WG34(排ガス中のCO、CO2とO2測定方法)

コンビーナ 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 名誉リサーチャー

12
ISO/TC146(大気の質)/SC6(室内空気)/WG16(VOC検知器
の試験方法)

コンビーナ 松原　一郎 材料・化学領域 無機機能材料研究部門 所長代理

ISO/TC147(水質)/SC2(物理的・化学的・生物学的方
法)/WG 74(PFAS LC-MS/MS)

プロジェクトリーダー 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

13
ISO/TC147(水質)/SC2(物理的・化学的・生物的方
法)/WG77(水中のアルキル水銀の測定方法）

コンビーナ 田尾　博明 四国センター 四国センター 所長

14
ISO/TC150(外科用体内埋没材)/SC7(再生医療機
器)/WG3(硬組織用再生医療機器)

コンビーナ 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門 上級主任研究員

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

プロジェクトリーダー 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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

プロジェクトリーダー 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門 主任研究員

15 ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) 国際議長 小林　吉之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

16 ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) 国際幹事 中嶋　香奈子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究員

ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学) コ プロジェクトリーダー 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

17
ISO/TC159(人間工学)/SC3(人体計測と生体力学)/WG1(人
体計測)

コンビーナ 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究部門長

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)

プロジェクトリーダー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)

プロジェクトリーダー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

18
ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)/WG10(消費生活用製品のアクセシブルデザイン）

コンビーナ 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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

プロジェクトリーダー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

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

プロジェクトリーダー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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

プロジェクトリーダー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

19
ISO/TC159(人間工学)/SC4(人間とシステムのインタラクショ
ン)/WG12(映像の生体安全性)

コンビーナ 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

20
ISO/TC159(人間工学)/SC5(物理的環境の人間工
学)/WG5(特別な配慮を必要とする人々のための物理的環
境)

コンビーナ 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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

プロジェクトリーダー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 名誉リサーチャー

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

プロジェクトリーダー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

21
ISO/TC159(人間工学)/WG2(特別な配慮を必要とする人々
のための人間工学)

コンビーナ 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

22
ISO/TC164(金属の機械試験)/SC3(硬さ試験)/WG5(ビッカー
ス硬さ試験)

コンビーナ 高木　智史 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC198(ヘルスケア製品の滅菌)/WG9(無菌操作法) プロジェクトリーダー 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門 上級主任研究員

23 ISO/TC201(表面化学分析) 国際議長 野中　秀彦 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究部門長

24 ISO/TC201(表面化学分析) 国際幹事 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 総括研究主幹

ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プローブ顕微鏡法) プロジェクトリーダー 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

25
ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プローブ顕微鏡
法)/CAG(Chairman's advisory group )/SG３

コンビーナ 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC201(表面化学分析)/SC9(走査型プローブ顕微鏡
法)/CAG(Chairman's advisory group )/SG３

プロジェクトリーダー 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

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

コンビーナ 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 主任研究員

27 ISO/TC201(表面化学分析)/SC10(XRRとXRF分析） 国際幹事 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部 研究戦略部長

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

ISO/TC206(ファインセラミックス) プロジェクトリーダー 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究グループ長

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG2(粉) プロジェクトリーダー 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門 研究グループ長

29 ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG3(化学分析) コンビーナ 日置　昭治 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 シニアマネージャー

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG6（機械的特性） プロジェクトリーダー 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門 主任研究員

30 ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) コンビーナ 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) プロジェクトリーダー 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) プロジェクトリーダー 平川　力 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) プロジェクトリーダー 大古　善久 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門 主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) プロジェクトリーダー 小西　由也 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター 主任研究員

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG9(光触媒) プロジェクトリーダー 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門 主任研究員

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

プロジェクトリーダー 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究主幹

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

プロジェクトリーダー 明渡　純 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター 研究センター長

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

サブプロジェクトリーダー 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター 主任研究員

31
ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG33(光触媒空気浄化性
能試験方法)

コンビーナ 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC206(ファインセラミックス)/WG33(光触媒空気浄化性
能試験方法)

プロジェクトリーダー 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

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

プロジェクトリーダー 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究部門長

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

プロジェクトリーダー 小野　古志郎 情報・人間工学領域 自動車ヒューマンファクター研究センター

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

プロジェクトリーダー 北﨑　智之 情報・人間工学領域 自動車ヒューマンファクター研究センター 研究センター長

32 ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) コンビーナ 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部 研究戦略部長

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトリーダー 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/JWG2(計量・計測) プロジェクトコリーダー 山本　和弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 総括企画主幹
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役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG3(環境・安全) プロジェクトリーダー 張　民芳 材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG4(材料) プロジェクトリーダー 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門 首席研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG4(材料) プロジェクトリーダー 田中　充 計量標準総合センター - 顧問

33 ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)/WG3(貯留) 共同コンビーナ 楠瀬　勤一郎 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

34 ISO/TC281(ファインバブル技術) 国際幹事 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
上席イノベーション
コーディネータ

35
ISO/TC281(ファインバブル技術)/WG3(ファインバブル応用
技術）

コンビーナ 矢部　彰 顧問 顧問 顧問

【IEC　国際電気標準会議】

36
IEC/TC3(情報構造，ドキュメンテーション及び図記
号)/SC3C(機器・装置用図記号)

国際幹事 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 上級主任研究員

37
IEC/TC45(原子力計測)/SC45B(放射線防護計測）
/WG16(汚染計及び汚染監視装置)

コンビーナ 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究グループ長

IEC/TC46(通信用伝送線及びマイクロ波受動部
品)/SC46F(無線及びマイクロ波受動回路部品)/WG1(同軸)

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門 副研究部門長

38 IEC/TC82(太陽光発電システム) 国際議長 近藤　道雄 福島再生可能エネルギー研究所 福島再生可能エネルギー研究所
上席イノベーション
コーディネータ

IEC/TC82(太陽光発電システム)/WG6(システム構成機器) プロジェクトリーダー 菅原　秀一 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

39 IEC/TC86(光ファイバ)/JWG9（光配線板） 議長 伊藤　日出男 - 東北センター 所長代理

40 IEC/TC90(超電導)/WG14(超電導センサ) コンビーナ 大久保　雅隆 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門
上席イノベーション
コーディネータ

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

プロジェクトリーダー 野中　一洋 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
イノベーションコーディ
ネータ

41 IEC/TC103(無線通信用送信装置) 国際幹事 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

42
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノ
ロジー)

国際議長 小野　晃 顧問 顧問 顧問

IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノ
ロジー)

プロジェクトリーダー 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

43
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノ
ロジー)/WG11(ナノ対応エネルギー貯蔵）

コンビーナ 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門 副研究部門長

44
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノ
ロジー)/WG7(信頼性)

コンビーナ 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

【ISO/IEC/JTC1　情報技術】

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

プロジェクトエディタ 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトエディタ 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

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

プロジェクトリーダー 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

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

プロジェクトエディタ 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 総括研究主幹

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

プロジェクト コ エディタ 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 総括研究主幹

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

プロジェクトエディタ 辛　星漢 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

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

プロジェクトエディタ 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/IEC/JTC1/SC27(セキュリティ技術)/WG3（セキュリティ
の評価・試験・仕様）

プロジェクト コ エディタ 坂根　広史 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

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

プロジェクトエディタ 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザインターフェース) プロジェクトリーダー 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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

プロジェクトリーダー 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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

プロジェクトエディタ 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 上級主任研究員

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

プロジェクトエディタ 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

【その他】

45 CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色) 副幹事 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

46
CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色)/TC1-84(目立ち
の視野)

TCチェア 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

47 CIE(国際照明委員会)/Division2(光と放射の物理測定) 副部会長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

48 CIE(国際照明委員会)/JTC5(CIE S009/IEC62471の見直し) 共同議長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

49 CIE(国際照明委員会)/JTC9(非視覚効果に係る定量化) 共同議長 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

50
OMG(Object Management Group)/Robotics Domain Task
Force

共同議長 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門
イノベーションコーディ
ネータ

51
OMG(Object Management Group)/Robotics Domain Task
Force/ロボット機能サービスWG

共同議長 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

52
OMG(Object Management Group)/RoIS RTF(人―ロボット相
互作用サービス・フレームワーク改定作業部会)

共同議長 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

53
OMG(Object Management Group)/System Assurance
Platform Task Force

共同議長 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

54
OIML/TC8/SC7/R139(自動車用圧縮ガス燃料計量システ
ム)

コ コンビーナ 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究部門長
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役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG3(環境・安全) プロジェクトリーダー 張　民芳 材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター 主任研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG4(材料) プロジェクトリーダー 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門 首席研究員

ISO/TC229(ナノテクノロジー)/WG4(材料) プロジェクトリーダー 田中　充 計量標準総合センター - 顧問

33 ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)/WG3(貯留) 共同コンビーナ 楠瀬　勤一郎 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

34 ISO/TC281(ファインバブル技術) 国際幹事 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
上席イノベーション
コーディネータ

35
ISO/TC281(ファインバブル技術)/WG3(ファインバブル応用
技術）

コンビーナ 矢部　彰 顧問 顧問 顧問

【IEC　国際電気標準会議】

36
IEC/TC3(情報構造，ドキュメンテーション及び図記
号)/SC3C(機器・装置用図記号)

国際幹事 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 上級主任研究員

37
IEC/TC45(原子力計測)/SC45B(放射線防護計測）
/WG16(汚染計及び汚染監視装置)

コンビーナ 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門 研究グループ長

IEC/TC46(通信用伝送線及びマイクロ波受動部
品)/SC46F(無線及びマイクロ波受動回路部品)/WG1(同軸)

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門 副研究部門長

38 IEC/TC82(太陽光発電システム) 国際議長 近藤　道雄 福島再生可能エネルギー研究所 福島再生可能エネルギー研究所
上席イノベーション
コーディネータ

IEC/TC82(太陽光発電システム)/WG6(システム構成機器) プロジェクトリーダー 菅原　秀一 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

39 IEC/TC86(光ファイバ)/JWG9（光配線板） 議長 伊藤　日出男 - 東北センター 所長代理

40 IEC/TC90(超電導)/WG14(超電導センサ) コンビーナ 大久保　雅隆 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門
上席イノベーション
コーディネータ

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

プロジェクトリーダー 野中　一洋 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門
イノベーションコーディ
ネータ

41 IEC/TC103(無線通信用送信装置) 国際幹事 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

42
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノ
ロジー)

国際議長 小野　晃 顧問 顧問 顧問

IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノ
ロジー)

プロジェクトリーダー 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

43
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノ
ロジー)/WG11(ナノ対応エネルギー貯蔵）

コンビーナ 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門 副研究部門長

44
IEC/TC113(電気・電子分野の製品及びシステムのナノテクノ
ロジー)/WG7(信頼性)

コンビーナ 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

【ISO/IEC/JTC1　情報技術】

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

プロジェクトエディタ 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトリーダー 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 研究グループ長

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

プロジェクトエディタ 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

役職者 参加TC/SC等 参加地位 氏名 所属領域 所属 役職

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

プロジェクトリーダー 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

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

プロジェクトエディタ 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 総括研究主幹

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

プロジェクト コ エディタ 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 総括研究主幹

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

プロジェクトエディタ 辛　星漢 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

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

プロジェクトエディタ 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/IEC/JTC1/SC27(セキュリティ技術)/WG3（セキュリティ
の評価・試験・仕様）

プロジェクト コ エディタ 坂根　広史 情報・人間工学領域 情報技術研究部門 主任研究員

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

プロジェクトエディタ 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/IEC/JTC1(情報技術)/SC35(ユーザインターフェース) プロジェクトリーダー 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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

プロジェクトリーダー 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

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

プロジェクトエディタ 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 上級主任研究員

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

プロジェクトエディタ 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

【その他】

45 CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色) 副幹事 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

46
CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色)/TC1-84(目立ち
の視野)

TCチェア 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

47 CIE(国際照明委員会)/Division2(光と放射の物理測定) 副部会長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

48 CIE(国際照明委員会)/JTC5(CIE S009/IEC62471の見直し) 共同議長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門 研究グループ長

49 CIE(国際照明委員会)/JTC9(非視覚効果に係る定量化) 共同議長 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

50
OMG(Object Management Group)/Robotics Domain Task
Force

共同議長 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門
イノベーションコーディ
ネータ

51
OMG(Object Management Group)/Robotics Domain Task
Force/ロボット機能サービスWG

共同議長 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

52
OMG(Object Management Group)/RoIS RTF(人―ロボット相
互作用サービス・フレームワーク改定作業部会)

共同議長 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員

53
OMG(Object Management Group)/System Assurance
Platform Task Force

共同議長 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

54
OIML/TC8/SC7/R139(自動車用圧縮ガス燃料計量システ
ム)

コ コンビーナ 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 研究部門長
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

ISO（国際標準化機構）

- 委員 藤間　一郎 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 岸本　勇夫 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 主査 藤間　一郎 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 岸本　勇夫 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/COPOLCO(消費者政策委員会) エキスパート （一財）日本規格協会 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/PC302(ISO 19011改訂) - （一財）日本規格協会 委員長 藤間　一郎 計量標準総合センター 計量標準普及センター

ISO/REMCO(標準物質委員会) - 委員長 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

ISO/REMCO(標準物質委員会) 委員 委員、事務局 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 事務局 朝海　敏昭 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 事務局 宮下　振一 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

コンビーナ - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

委員 - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 城野　克広 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/TC4(転がり軸受) - （一社）日本ベアリング工業会 委員 間野　大樹 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

ISO/TC6(紙・パルプ・板紙) エキスパート 紙パルプ技術協会 なし 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員長 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 檜野　良穂 イノベーション推進本部 地域連携推進部

- 委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 野中　秀彦 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

- 委員 藤井　賢一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 岸本　勇夫 計量標準総合センター 計量標準普及センター

エキスパート 主査 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 岸本　勇夫 計量標準総合センター 計量標準普及センター

（国研）産業技術総合研究所

（一社）日本計量振興協会

ISO/CASCO(適合性評価委員会)

WG23(ISO CASCO Proc33)

JWG43(ISO Guide34改正)

WG44（ISO/IEC 17025改訂）

/WG49(ISO/IEC 17000)

参　考　３－２

ISO/IEC等国際標準関連機関　関係者一覧表

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

（一財）日本規格協会

優先課題WG

ISO/REMCO(標準物質委員会)

AHG4(高純度有機標準物質）

AHG5(均質性、安定性評価法の調査)

AHG6(高純度無機標準物質）

CAG（議長諮問グループ）

WG6(情報サービス)

WG13(定性分析に関する標準物質)

WG16(ISO Guide35改正)

ISO/TC12(量及び単位)

TG1(ナノセルロース分野規格関係の調査)

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

参　考　３－２

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- （国研）宇宙航空研究開発機構 委員 猪狩　真一 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

-
（一財）日本規格協会/株式会社
野村総合研究所

委員 加藤　晋 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

SC32(電子・電装部
会)

WG11(サイバーセ
キュリティ)/情報セ
キュリティ分科会

- - 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 小野　古志郎 情報・人間工学領域
自動車ヒューマンファクター研究セ
ンター

プロジェクトリー
ダー

委員 北﨑　智之 情報・人間工学領域
自動車ヒューマンファクター研究セ
ンター

エキスパート 委員 赤松　幹之 情報・人間工学領域
自動車ヒューマンファクター研究セ
ンター

- 委員長 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

国際幹事サポー
トチーム

委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG1(測定結果の表示(粒
子径分布、粒子形状、平
均粒子径など）)

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG2(沈降法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG3(比表面積・細孔
分布・気孔率)

- 委員 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

WG5(液体置換法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG6(レーザー回折
法)

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

WG8(画像解析法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG10(小角X線散乱
法)

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

共同コンビーナ 委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

WG14(音響法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

オブザーバー オブザーバー 鷹觜　利公 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

オブザーバー オブザーバー 鷹觜　利公 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

オブザーバー オブザーバー 鷹觜　利公 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

（一財）日本規格協会/（一社）日
本UAS産業振興協議会（ＪＵＩＤ
Ａ）

（公社）自動車技術会

（一社）日本粉体工業技術協会

（一財）石炭エネルギーセンター

国内審議委員会

SC14(宇宙システム及び運用)

SC16（無人航空機）

WG１(無人航空機の
用語及び定義)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

ISO/TC20(航空機及び宇宙機)

ISO/TC27(固体燃料)

SC3(コークス)

SC4(サンプリング)

SC5（分析方法）

SC39(人間工学)

WG8(車載TICS(運転
支援システム)のMMI
（マンマシンインター
フェース）)

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい) SC4(粒子特性評価)

WG7(動的光散乱法)

WG9(光相互作用に
よる一粒子測定法)

WG11(試料調整及び
標準粒子)

WG12(電気移動度
法)

WG16(液中粒子の分
散特性評価法)

WG17(ゼータ電位測
定法)

ISO/TC22(自動車)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

ISO（国際標準化機構）

- 委員 藤間　一郎 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 岸本　勇夫 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 主査 藤間　一郎 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 岸本　勇夫 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/COPOLCO(消費者政策委員会) エキスパート （一財）日本規格協会 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/PC302(ISO 19011改訂) - （一財）日本規格協会 委員長 藤間　一郎 計量標準総合センター 計量標準普及センター

ISO/REMCO(標準物質委員会) - 委員長 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

ISO/REMCO(標準物質委員会) 委員 委員、事務局 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 事務局 朝海　敏昭 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 事務局 宮下　振一 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

コンビーナ - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

委員 - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 齋藤　剛 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 城野　克広 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/TC4(転がり軸受) - （一社）日本ベアリング工業会 委員 間野　大樹 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

ISO/TC6(紙・パルプ・板紙) エキスパート 紙パルプ技術協会 なし 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員長 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 檜野　良穂 イノベーション推進本部 地域連携推進部

- 委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 野中　秀彦 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

- 委員 藤井　賢一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 岸本　勇夫 計量標準総合センター 計量標準普及センター

エキスパート 主査 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 岸本　勇夫 計量標準総合センター 計量標準普及センター

（国研）産業技術総合研究所

（一社）日本計量振興協会

ISO/CASCO(適合性評価委員会)

WG23(ISO CASCO Proc33)

JWG43(ISO Guide34改正)

WG44（ISO/IEC 17025改訂）

/WG49(ISO/IEC 17000)

参　考　３－２

ISO/IEC等国際標準関連機関　関係者一覧表

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

（一財）日本規格協会

優先課題WG

ISO/REMCO(標準物質委員会)

AHG4(高純度有機標準物質）

AHG5(均質性、安定性評価法の調査)

AHG6(高純度無機標準物質）

CAG（議長諮問グループ）

WG6(情報サービス)

WG13(定性分析に関する標準物質)

WG16(ISO Guide35改正)

ISO/TC12(量及び単位)

TG1(ナノセルロース分野規格関係の調査)

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

WG19(ISO8000シリーズ改定部会)

参　考　３－２

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- （国研）宇宙航空研究開発機構 委員 猪狩　真一 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

-
（一財）日本規格協会/株式会社
野村総合研究所

委員 加藤　晋 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 岩田　拡也 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

SC32(電子・電装部
会)

WG11(サイバーセ
キュリティ)/情報セ
キュリティ分科会

- - 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 小野　古志郎 情報・人間工学領域
自動車ヒューマンファクター研究セ
ンター

プロジェクトリー
ダー

委員 北﨑　智之 情報・人間工学領域
自動車ヒューマンファクター研究セ
ンター

エキスパート 委員 赤松　幹之 情報・人間工学領域
自動車ヒューマンファクター研究セ
ンター

- 委員長 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

国際幹事サポー
トチーム

委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG1(測定結果の表示(粒
子径分布、粒子形状、平
均粒子径など）)

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG2(沈降法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG3(比表面積・細孔
分布・気孔率)

- 委員 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

WG5(液体置換法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG6(レーザー回折
法)

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

WG8(画像解析法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG10(小角X線散乱
法)

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

共同コンビーナ 委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

WG14(音響法) エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

オブザーバー オブザーバー 鷹觜　利公 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

オブザーバー オブザーバー 鷹觜　利公 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

オブザーバー オブザーバー 鷹觜　利公 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

（一財）日本規格協会/（一社）日
本UAS産業振興協議会（ＪＵＩＤ
Ａ）

（公社）自動車技術会

（一社）日本粉体工業技術協会

（一財）石炭エネルギーセンター

国内審議委員会

SC14(宇宙システム及び運用)

SC16（無人航空機）

WG１(無人航空機の
用語及び定義)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

ISO/TC20(航空機及び宇宙機)

ISO/TC27(固体燃料)

SC3(コークス)

SC4(サンプリング)

SC5（分析方法）

SC39(人間工学)

WG8(車載TICS(運転
支援システム)のMMI
（マンマシンインター
フェース）)

ISO/TC24(粒子特性評価及びふるい) SC4(粒子特性評価)

WG7(動的光散乱法)

WG9(光相互作用に
よる一粒子測定法)

WG11(試料調整及び
標準粒子)

WG12(電気移動度
法)

WG16(液中粒子の分
散特性評価法)

WG17(ゼータ電位測
定法)

ISO/TC22(自動車)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

-
（一社）日本計量機器工業連合
会/（一財）新日本検定協会

委員長 寺尾　吉哉 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

国際議長 - 小熊　光晴 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

/WG4(低温液体のサ
ンプリング)

エキスパート 委員 小熊　光晴 企画本部 -

- 委員 古谷　博秀 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小熊　光晴 企画本部 -

- （一社）日本機械学会 委員 舩木　達也 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員長 石橋　雅裕 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG17(ウェッジメー
ター）

エキスパート - 古市　紀之  計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

SC5(速度法及び質
量法)

WG4(コリオリ質量流
用計)

-
（一社）日本計量機器工業連合
会/（一社）日本電気計測器工業
会

委員長 寺尾　吉哉 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ISO/TC39(工作機械) - （一社）日本工作機械工業会 委員 増井　慶次郎 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

-
（一社）日本音響学会 ISO（国際
標準化機構）/TC43 SC1国内委
員会

幹事 今泉　博之 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

- 幹事 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

WG18(建物内及び建
物要素の遮音測定)

プロジェクトリー
ダー

委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

WG29(住宅の遮音性
能の表示方法)

エキスパート 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

ISO/TC45(ゴム及びゴム製品)
SC2(試験及び分析
法)

WG5(化学試験法)
プロジェクトリー
ダー

日本ゴム工業会 委員 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート - 寺崎　正 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 主査 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

オブザーバー 委員 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

AHG1(マイクロプラス
チック)

エキスパート 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

WG8(熱測定) エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

コンビーナ オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

オブザーバー オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

オブザーバー オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

主査 主査 堀内　伸 材料・化学領域 ナノ材料研究部門

SC11(製品) WG5(接着剤) オブザーバー オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

（一社）日本音響学会

（一社）日本音響学会

（一社）日本プラスチック工業連
盟

（一社）日本海事検定協会

石油連盟

（一社）日本電気計測器工業会

SC1(用語)

SC5(物理・化学的性
質)

WG11(分析的手法)

WG22(生物分解性)

WG23(バイオプラス
チックの試験法)

SC9(熱可塑性樹脂)

国内審議委員会

ISO/TC28(石油製品及び潤滑油)

ISO/TC61(プラスチック)

SC2(石油及び関連製品の計測)

SC5(軽質炭化水素
流体及び非石油由
来液化ガス燃料の測
定）

SC7(石油製品及び潤滑油/バイオ燃料)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

ISO/TC30(管路における流量測定) SC2(差圧検出法)

WG12(工作機械の環境評価）

ISO/TC43(音響)

WG1(聴覚閾値)

SC1（騒音）

SC2(建築物の音響)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG1(強化材及びそ
の製品)

オブザーバー 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG7(複合材と金属
のアセンブリ)

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 委員 竹下　潤一 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 高津　章子 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 城野　克広 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/TC79（軽金属及び同合金）
プロジェクトリー
ダー

（一社）日本マグネシウム協会 - 柘植　明 材料・化学領域 構造材料研究部門

エキスパート 委員 齋藤　則生 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 主査 齋藤　則生 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 加藤　昌弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 黒澤　忠弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

WG3(放射線加工) エキスパート （一社）日本原子力学会 委員 齋藤　則生 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG5(冷媒の称号と
安全等級)

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG7(Refrigerant
properties)

エキスパート 委員 粥川　洋平 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG8(燃焼速度試験
方法)

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学領域 機能化学研究部門

ISO/TC91(界面活性剤) エキスパート 日本石鹸洗剤工業会 委員 井村　知弘 材料・化学領域 化学プロセス研究部門

- 委員 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 幹事 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG11(熱画像) エキスパート - 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員長 臼田　孝 計量標準総合センター -

デレゲート - 臼田　孝 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 大田　明博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート オブザーバー 野里　英明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 吉田　肇 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

コンビーナ 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

JWG5(体温計)
(IEC/TC62/SC62D/
JWG8)

エキスパート
（一社）日本医療機器工業会/
（一社）電子情報技術産業協会

- 石井　順太郎 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 谷川　ゆかり 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 川口　拓之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

（一社）日本プラスチック工業連
盟

（一財）日本規格協会

（公社）日本保安用品協会

（公社）日本冷凍空調学会

（一社）日本機械学会

（一社）日本真空学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG3(バイオサーファクタント)

SC13(複合材料及び
強化用繊維）

WG2(積層剤及び成
型用コンパウンド)

SC6(測定方法及び測定結果)ISO/TC69(統計的方法の適用)

SC5(機械システムの
状態監視と診断)

（一社）電子情報技術産業協会

国内審議委員会

ISO/TC61(プラスチック)

WG34(振動・衝撃測定器の使用と校正)

ISO/TC108(機械の振動、衝撃及び状態監視)

SC5（マグネシウム及びマグネシウム合金）

ISO/TC85(原子力)

SC2(放射線防護）

WG2(参照放射線)

ISO/TC86(冷凍技術及び空気調和技術)
SC8(冷媒及び冷凍
機油)

ISO/TC121(麻酔装置及び人工呼吸器関連装
置）

SC3(医用人工呼吸
器) JWG10(パルスオキ

シメータ)
(IEC/TC62/SC62D/
JWG5)

ISO/TC112(真空技術)

WG1(真空ポンプ)

WG2(真空計測)

WG3(真空部品)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

-
（一社）日本計量機器工業連合
会/（一財）新日本検定協会

委員長 寺尾　吉哉 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

国際議長 - 小熊　光晴 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

/WG4(低温液体のサ
ンプリング)

エキスパート 委員 小熊　光晴 企画本部 -

- 委員 古谷　博秀 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小熊　光晴 企画本部 -

- （一社）日本機械学会 委員 舩木　達也 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員長 石橋　雅裕 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG17(ウェッジメー
ター）

エキスパート - 古市　紀之  計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

SC5(速度法及び質
量法)

WG4(コリオリ質量流
用計)

-
（一社）日本計量機器工業連合
会/（一社）日本電気計測器工業
会

委員長 寺尾　吉哉 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ISO/TC39(工作機械) - （一社）日本工作機械工業会 委員 増井　慶次郎 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

幹事 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

-
（一社）日本音響学会 ISO（国際
標準化機構）/TC43 SC1国内委
員会

幹事 今泉　博之 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

- 幹事 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

WG18(建物内及び建
物要素の遮音測定)

プロジェクトリー
ダー

委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

WG29(住宅の遮音性
能の表示方法)

エキスパート 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

ISO/TC45(ゴム及びゴム製品)
SC2(試験及び分析
法)

WG5(化学試験法)
プロジェクトリー
ダー

日本ゴム工業会 委員 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート - 寺崎　正 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 主査 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

オブザーバー 委員 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

AHG1(マイクロプラス
チック)

エキスパート 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

WG8(熱測定) エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 高橋　かより 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

コンビーナ オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

オブザーバー オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート オブザーバー 国岡　正雄 材料・化学領域 機能化学研究部門

オブザーバー オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

主査 主査 堀内　伸 材料・化学領域 ナノ材料研究部門

SC11(製品) WG5(接着剤) オブザーバー オブザーバー 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

（一社）日本音響学会

（一社）日本音響学会

（一社）日本プラスチック工業連
盟

（一社）日本海事検定協会

石油連盟

（一社）日本電気計測器工業会

SC1(用語)

SC5(物理・化学的性
質)

WG11(分析的手法)

WG22(生物分解性)

WG23(バイオプラス
チックの試験法)

SC9(熱可塑性樹脂)

国内審議委員会

ISO/TC28(石油製品及び潤滑油)

ISO/TC61(プラスチック)

SC2(石油及び関連製品の計測)

SC5(軽質炭化水素
流体及び非石油由
来液化ガス燃料の測
定）

SC7(石油製品及び潤滑油/バイオ燃料)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

ISO/TC30(管路における流量測定) SC2(差圧検出法)

WG12(工作機械の環境評価）

ISO/TC43(音響)

WG1(聴覚閾値)

SC1（騒音）

SC2(建築物の音響)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG1(強化材及びそ
の製品)

オブザーバー 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG7(複合材と金属
のアセンブリ)

エキスパート 委員 船橋　正弘 材料・化学領域 機能化学研究部門

エキスパート 委員 竹下　潤一 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 高津　章子 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 城野　克広 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/TC79（軽金属及び同合金）
プロジェクトリー
ダー

（一社）日本マグネシウム協会 - 柘植　明 材料・化学領域 構造材料研究部門

エキスパート 委員 齋藤　則生 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 主査 齋藤　則生 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 加藤　昌弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 黒澤　忠弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

WG3(放射線加工) エキスパート （一社）日本原子力学会 委員 齋藤　則生 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG5(冷媒の称号と
安全等級)

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学領域 機能化学研究部門

WG7(Refrigerant
properties)

エキスパート 委員 粥川　洋平 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG8(燃焼速度試験
方法)

エキスパート 委員 滝澤　賢二 材料・化学領域 機能化学研究部門

ISO/TC91(界面活性剤) エキスパート 日本石鹸洗剤工業会 委員 井村　知弘 材料・化学領域 化学プロセス研究部門

- 委員 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 幹事 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG11(熱画像) エキスパート - 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員長 臼田　孝 計量標準総合センター -

デレゲート - 臼田　孝 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 大田　明博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート オブザーバー 野里　英明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 吉田　肇 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

コンビーナ 委員 平田　正紘 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

エキスパート 委員長 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

JWG5(体温計)
(IEC/TC62/SC62D/
JWG8)

エキスパート
（一社）日本医療機器工業会/
（一社）電子情報技術産業協会

- 石井　順太郎 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 谷川　ゆかり 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 川口　拓之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

（一社）日本プラスチック工業連
盟

（一財）日本規格協会

（公社）日本保安用品協会

（公社）日本冷凍空調学会

（一社）日本機械学会

（一社）日本真空学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG3(バイオサーファクタント)

SC13(複合材料及び
強化用繊維）

WG2(積層剤及び成
型用コンパウンド)

SC6(測定方法及び測定結果)ISO/TC69(統計的方法の適用)

SC5(機械システムの
状態監視と診断)

（一社）電子情報技術産業協会

国内審議委員会

ISO/TC61(プラスチック)

WG34(振動・衝撃測定器の使用と校正)

ISO/TC108(機械の振動、衝撃及び状態監視)

SC5（マグネシウム及びマグネシウム合金）

ISO/TC85(原子力)

SC2(放射線防護）

WG2(参照放射線)

ISO/TC86(冷凍技術及び空気調和技術)
SC8(冷媒及び冷凍
機油)

ISO/TC121(麻酔装置及び人工呼吸器関連装
置）

SC3(医用人工呼吸
器) JWG10(パルスオキ

シメータ)
(IEC/TC62/SC62D/
JWG5)

ISO/TC112(真空技術)

WG1(真空ポンプ)

WG2(真空計測)

WG3(真空部品)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

プロジェクトリー
ダー

- 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC123(平軸受) - （一社）日本機械学会 委員 是永　敦 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員長 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員長 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 中里　哲也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 忽那　周三 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 加藤　健次 計量標準総合センター 計量標準普及センター

WG31(排ガス中の個
別VOC測定方法)

コンビーナ 委員長 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

コンビーナ 委員長 田尾　博明 四国センター -

メンバー 委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG34(排ガス中の
CO、CO2とO2測定
方法)

コンビーナ 委員長 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 加藤　健次 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 加藤　健次 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 加藤　健次 計量標準総合センター 計量標準普及センター

SC6(室内空気)
WG16(VOC検知器の
試験方法)

コンビーナ （一財）建材試験センター 委員長 松原　一郎 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

エキスパート 委員長 田尾　博明 四国センター -

- 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 稲垣　和三 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート - 山下　信義 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート 委員 中里　哲也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 重田　香織 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート 委員 山下　信義 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG73(Multi-class
methods)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート - 山下　信義 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG75(Pharmaceutic
al ingredients)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG76(HBCD LC-
MSMS)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG77(水中のアルキ
ル水銀の測定方法）

コンビーナ 委員長 田尾　博明 四国センター -

国内審議委員会

ISO/TC122(包装) （公社）日本包装技術協会

日本アパレル工業技術研究会

（一社）日本非破壊検査協会

（一社）産業環境管理協会

（一社）産業環境管理協会

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG9(包装のアクセシブルデザイン)

SC6(漏れ試験法)

SC8(赤外線サーモ
グラフィ試験)

WG2(通則)

ISO/TC135(非破壊試験)

ISO/TC133（衣料品のサイズ設定システム）

WG1(人体計測)

WG2(デジタルフィッティング）

WG4（衣服の寸法計測）

ISO/TC147(水質)

SC2(物理的・化学
的・生物学的方法)

WG33（Ion
chromatography）

WG38,48,52,70,77

WG72(メチルシロキ
サン）

WG74(PFAS LC-
MSMS)

ISO/TC146(大気の質)

SC1(固定発生源大
気の測定)

WG32排ガス中の水
銀測定方法)

SC2

SC3

SC4

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート
（一社）日本ファインセラミックス
協会

委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート
（一社）日本医療機器テクノロ
ジー協会

委員長 山根　隆志 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート
（一社）日本医療機器テクノロ
ジー協会

委員長 山根　隆志 生命工学領域 健康工学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

- （一社）日本セラミックス協会 委員 花田　幸太郎 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員長 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 副委員長 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

- 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG2(Ergonomic
principles related to
mental work )

エキスパート 委員 岩木　直 情報・人間工学領域
自動車ヒューマンファクター研究セ
ンター

プロジェクトリー
ダー

委員 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート - 渡辺　健太郎 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際議長 - 小林　吉之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際幹事 - 中嶋　香奈子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コ プロジェクト
リーダー

- 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 主査 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG4(筋力：手作業と
許容限界)

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 主査 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

オブザーバー 委員 渡邊　洋 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG8(コントロールセ
ンターの人間工学的
設計)

エキスパート 主査 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

セクレタリ 委員 渡邊　洋 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC159(人間工学) （一社）日本人間工学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC150(外科用体内埋没材)

（一社）日本ファインセラミックス
協会

（一社）日本ファインセラミックス
協会／ファインセラミックス国際
標準化推進協議会

SC1(材料)

SC2(体外循環機器)

SC4(人工関節及び人工骨)

SC5(骨固定器具及び脊椎固定器)

SC6(活動型埋込機器)

SC7(再生医療機器)
WG3(硬組織用再生
医療機器)

WG13（生体吸収性金属インプラント）

SC1(人間工学の指
導原理）

WG5（人間中心組織
管理）

SC3(人体計測と生
体力学)

WG1(人体計測)

SC4(人間とシステム
のインタラクション)

WG2(視覚表示の条
件)

WG10(消費生活用製
品のアクセシブルデ
ザイン）

WG12(映像の生体安
全性)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

プロジェクトリー
ダー

- 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC123(平軸受) - （一社）日本機械学会 委員 是永　敦 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員長 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 新井　健太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員長 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 兵藤　行志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 中里　哲也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 忽那　周三 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 加藤　健次 計量標準総合センター 計量標準普及センター

WG31(排ガス中の個
別VOC測定方法)

コンビーナ 委員長 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

コンビーナ 委員長 田尾　博明 四国センター -

メンバー 委員 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG34(排ガス中の
CO、CO2とO2測定
方法)

コンビーナ 委員長 指宿　堯嗣 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 加藤　健次 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 加藤　健次 計量標準総合センター 計量標準普及センター

- 委員 加藤　健次 計量標準総合センター 計量標準普及センター

SC6(室内空気)
WG16(VOC検知器の
試験方法)

コンビーナ （一財）建材試験センター 委員長 松原　一郎 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

エキスパート 委員長 田尾　博明 四国センター -

- 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 稲垣　和三 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート - 山下　信義 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート 委員 中里　哲也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 重田　香織 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート 委員 山下　信義 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG73(Multi-class
methods)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

エキスパート - 山下　信義 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG75(Pharmaceutic
al ingredients)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG76(HBCD LC-
MSMS)

エキスパート 委員 谷保　佐知 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

WG77(水中のアルキ
ル水銀の測定方法）

コンビーナ 委員長 田尾　博明 四国センター -

国内審議委員会

ISO/TC122(包装) （公社）日本包装技術協会

日本アパレル工業技術研究会

（一社）日本非破壊検査協会

（一社）産業環境管理協会

（一社）産業環境管理協会

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG9(包装のアクセシブルデザイン)

SC6(漏れ試験法)

SC8(赤外線サーモ
グラフィ試験)

WG2(通則)

ISO/TC135(非破壊試験)

ISO/TC133（衣料品のサイズ設定システム）

WG1(人体計測)

WG2(デジタルフィッティング）

WG4（衣服の寸法計測）

ISO/TC147(水質)

SC2(物理的・化学
的・生物学的方法)

WG33（Ion
chromatography）

WG38,48,52,70,77

WG72(メチルシロキ
サン）

WG74(PFAS LC-
MSMS)

ISO/TC146(大気の質)

SC1(固定発生源大
気の測定)

WG32排ガス中の水
銀測定方法)

SC2

SC3

SC4

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート
（一社）日本ファインセラミックス
協会

委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート
（一社）日本医療機器テクノロ
ジー協会

委員長 山根　隆志 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート
（一社）日本医療機器テクノロ
ジー協会

委員長 山根　隆志 生命工学領域 健康工学研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

- （一社）日本セラミックス協会 委員 花田　幸太郎 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員長 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 副委員長 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

- 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG2(Ergonomic
principles related to
mental work )

エキスパート 委員 岩木　直 情報・人間工学領域
自動車ヒューマンファクター研究セ
ンター

プロジェクトリー
ダー

委員 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 遠藤　維 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート - 渡辺　健太郎 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際議長 - 小林　吉之 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際幹事 - 中嶋　香奈子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コ プロジェクト
リーダー

- 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 主査 河内　眞紀子 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG4(筋力：手作業と
許容限界)

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 主査 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

オブザーバー 委員 渡邊　洋 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG8(コントロールセ
ンターの人間工学的
設計)

エキスパート 主査 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 委員 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

セクレタリ 委員 渡邊　洋 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC159(人間工学) （一社）日本人間工学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC150(外科用体内埋没材)

（一社）日本ファインセラミックス
協会

（一社）日本ファインセラミックス
協会／ファインセラミックス国際
標準化推進協議会

SC1(材料)

SC2(体外循環機器)

SC4(人工関節及び人工骨)

SC5(骨固定器具及び脊椎固定器)

SC6(活動型埋込機器)

SC7(再生医療機器)
WG3(硬組織用再生
医療機器)

WG13（生体吸収性金属インプラント）

SC1(人間工学の指
導原理）

WG5（人間中心組織
管理）

SC3(人体計測と生
体力学)

WG1(人体計測)

SC4(人間とシステム
のインタラクション)

WG2(視覚表示の条
件)

WG10(消費生活用製
品のアクセシブルデ
ザイン）

WG12(映像の生体安
全性)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

WG4(複合環境) セクレタリ 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

プロジェクトリー
ダー

事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

セクレタリ 主査 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

エキスパート オブザーバー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート - 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC163（建築環境における熱的性能とエネ
ルギー使用）

エキスパート （一財）建材試験センター - 阿子島　めぐみ 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

WG3(力計校正の不
確かさ)

エキスパート オブザーバー 林　敏行 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG8(一軸試験機の
校正方法)

エキスパート オブザーバー 林　敏行 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

代表団長（Head
of Delegation)

委員 服部　浩一郎 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート - 高木　智史 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG4(計装化押し込
み試験)

エキスパート 委員 服部　浩一郎 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

コンビーナ - 高木　智史 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 服部　浩一郎 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート - 高木　智史 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 日本光学工業協会 委員 永壽　伴章 つくばセンター つくば東事業所

エキスパート （一社）日本望遠鏡工業会 主査 永壽　伴章 つくばセンター つくば東事業所

ISO/TC173(福祉用具) -
日本福祉用具・生活支援用具協
会

委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC173(福祉用具) - オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC173(福祉用具) - オブザーバー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート - 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG4 国内対策委員会（産
業オートメーションシステ
ムとその統合）

- 委員 松本　光崇 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 増井　慶次郎 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- WG委員 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

エキスパート - 保高　徹生 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

- WG委員 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

WG6(溶出
アップグレード
リーダー

- 保高　徹生 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

ISO/TC192(ガスタービン) - 日本内燃機関連合会 委員 壹岐　典彦 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

ISO/TC197(水素技術)/WG25(水素吸蔵合金) エキスパート （一社）水素供給利用技術協会 主査 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

（一社）日本人間工学会

国内審議委員会

（一社）日本人間工学会（産総
研）

（一財）日本規格協会/（一社）日
本鉄鋼連盟他

（公財）共用品推進機構

（一財）製造科学技術センター

（公社）地盤工学会

（一社）日本医療機器学会

ISO/TC159(人間工学)

ISO/TC164(金属の機械試験)

SC1(一軸試験)

SC3(硬さ試験)

WG5(ビッカース硬さ
試験)

SC4(靱性試験)

ISO/TC184(オートメーションシステム及びインテ
グレーション)

SC4(産業データ)

SC5(アーキテク
チャ、通信とフレーム
ワーク) WG10(生産システム

環境評価手法)

ISO/TC172(光学及びフォトニクス)

SC4(望遠鏡)

SC1(車いす)

SC1（試験及び計測方法）

WG5(特別な配慮を
必要とする人々のた
めの物理的環境)

WG2(特別な配慮を必要とする人々のため
の人間工学)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

SC5(物理的環境の
人間工学)

SC7(アクセシブルデザイン)

ISO/TC198(ヘルスケア製品の滅菌) WG9(無菌操作法)

SC3（有機汚染物質）

SC7(土及び現地評
価)

ISO/TC190(地盤環境)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 角　保志 情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際議長 委員 野中　秀彦 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

国際幹事 委員 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート 委員 一村　信吾 顧問 -

- 委員 城　昌利 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 野中　秀彦 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 藤原　幸雄 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

- 委員 城　昌利 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 幹事補佐 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 幹事 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

コンビーナ 幹事 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

幹事 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

SG3(ナノラフネス） コンビーナ - 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

国際幹事 委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート 委員 東　康史 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 寺内　信哉 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 安藤　淳 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 委員 熊谷　和博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/TC203(セラミックス) -
 （一社）　日本ファインセラミック
ス協会

委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

WG14(Vehicle)
Roadway Warning and Control
Systems ラストマイルSWG：6. ISO/
PWI 22737 (LSAD)対応

- （公社）自動車技術会 委員 加藤　晋 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

ITS技術標準化専門
委員会

WG16（通信）/国内
分科会

- （一社）電子情報技術産業協会 - 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

国際幹事 - 阪口　修司 中部センター 中部センター産学官連携推進室

プロジェクトリー
ダー

- 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門

- 委員 大司　達樹 材料・化学領域 -

プロジェクトリー
ダー

委員 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門

コンビーナ 委員 日置　昭治 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

エキスパート 委員 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

コンビーナ 委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 平川　力 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 大古　善久 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 小西　由也 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

表面化学分析技術国際標準化
委員会

（一財）日本規格協会/表面化学
分析技術国際標準化委員会

（一社）日本ファインセラミックス
協会/ファインセラミックス国際標
準化推進協議会

（一社）日本機械工業連合会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC199(機械類の安全性)

ISO/TC206(ファインセラミックス)

WG3(支援的保護システム）

WG6(安全な距離と隙間)

ISO/TC202(マイクロビーム分析)

SC3(分析電子顕微鏡（AEM）)

SC4(走査電子顕微鏡(SEM))

ISO/TC204

ISO/TC201(表面化学分析)

SC2(一般的手順)

SC4(深さ方向の分析)

SC6(二次イオン質量分析法)

SC7(光電子分光法)

SC9(走査型プローブ
顕微鏡法)

CAG(Chairman's
advisory group )SG３

SC10(XRRとXRF分析）

WG2(粉)

WG3(化学分析)

WG6（機械的特性）

WG8(接合)

WG9(光触媒)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

WG4(複合環境) セクレタリ 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

プロジェクトリー
ダー

事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ 事務局 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

コンビーナ - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

セクレタリ 主査 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

エキスパート オブザーバー 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート - 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC163（建築環境における熱的性能とエネ
ルギー使用）

エキスパート （一財）建材試験センター - 阿子島　めぐみ 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

WG3(力計校正の不
確かさ)

エキスパート オブザーバー 林　敏行 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG8(一軸試験機の
校正方法)

エキスパート オブザーバー 林　敏行 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

代表団長（Head
of Delegation)

委員 服部　浩一郎 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート - 高木　智史 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

WG4(計装化押し込
み試験)

エキスパート 委員 服部　浩一郎 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

コンビーナ - 高木　智史 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 服部　浩一郎 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート - 高木　智史 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 日本光学工業協会 委員 永壽　伴章 つくばセンター つくば東事業所

エキスパート （一社）日本望遠鏡工業会 主査 永壽　伴章 つくばセンター つくば東事業所

ISO/TC173(福祉用具) -
日本福祉用具・生活支援用具協
会

委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC173(福祉用具) - オブザーバー 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

ISO/TC173(福祉用具) - オブザーバー 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート - 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

WG4 国内対策委員会（産
業オートメーションシステ
ムとその統合）

- 委員 松本　光崇 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 増井　慶次郎 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- WG委員 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

エキスパート - 保高　徹生 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

- WG委員 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

WG6(溶出
アップグレード
リーダー

- 保高　徹生 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

ISO/TC192(ガスタービン) - 日本内燃機関連合会 委員 壹岐　典彦 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

ISO/TC197(水素技術)/WG25(水素吸蔵合金) エキスパート （一社）水素供給利用技術協会 主査 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

（一社）日本人間工学会

国内審議委員会

（一社）日本人間工学会（産総
研）

（一財）日本規格協会/（一社）日
本鉄鋼連盟他

（公財）共用品推進機構

（一財）製造科学技術センター

（公社）地盤工学会

（一社）日本医療機器学会

ISO/TC159(人間工学)

ISO/TC164(金属の機械試験)

SC1(一軸試験)

SC3(硬さ試験)

WG5(ビッカース硬さ
試験)

SC4(靱性試験)

ISO/TC184(オートメーションシステム及びインテ
グレーション)

SC4(産業データ)

SC5(アーキテク
チャ、通信とフレーム
ワーク) WG10(生産システム

環境評価手法)

ISO/TC172(光学及びフォトニクス)

SC4(望遠鏡)

SC1(車いす)

SC1（試験及び計測方法）

WG5(特別な配慮を
必要とする人々のた
めの物理的環境)

WG2(特別な配慮を必要とする人々のため
の人間工学)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

SC5(物理的環境の
人間工学)

SC7(アクセシブルデザイン)

ISO/TC198(ヘルスケア製品の滅菌) WG9(無菌操作法)

SC3（有機汚染物質）

SC7(土及び現地評
価)

ISO/TC190(地盤環境)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 角　保志 情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター

エキスパート 委員 横井　孝志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際議長 委員 野中　秀彦 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

国際幹事 委員 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート 委員 一村　信吾 顧問 -

- 委員 城　昌利 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 野中　秀彦 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 藤原　幸雄 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

- 委員 城　昌利 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 幹事補佐 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 幹事 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

コンビーナ 幹事 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

幹事 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

SG3(ナノラフネス） コンビーナ - 井藤　浩志 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

国際幹事 委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート 委員 東　康史 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 寺内　信哉 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 安藤　淳 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 委員 熊谷　和博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

ISO/TC203(セラミックス) -
 （一社）　日本ファインセラミック
ス協会

委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

WG14(Vehicle)
Roadway Warning and Control
Systems ラストマイルSWG：6. ISO/
PWI 22737 (LSAD)対応

- （公社）自動車技術会 委員 加藤　晋 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

ITS技術標準化専門
委員会

WG16（通信）/国内
分科会

- （一社）電子情報技術産業協会 - 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

国際幹事 - 阪口　修司 中部センター 中部センター産学官連携推進室

プロジェクトリー
ダー

- 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門

- 委員 大司　達樹 材料・化学領域 -

プロジェクトリー
ダー

委員 堀田　裕司 材料・化学領域 構造材料研究部門

コンビーナ 委員 日置　昭治 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

プロジェクトリー
ダー

委員 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

エキスパート 委員 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

コンビーナ 委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 平川　力 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 大古　善久 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 小西　由也 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 竹内　浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 宮崎　広行 材料・化学領域 構造材料研究部門

表面化学分析技術国際標準化
委員会

（一財）日本規格協会/表面化学
分析技術国際標準化委員会

（一社）日本ファインセラミックス
協会/ファインセラミックス国際標
準化推進協議会

（一社）日本機械工業連合会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC199(機械類の安全性)

ISO/TC206(ファインセラミックス)

WG3(支援的保護システム）

WG6(安全な距離と隙間)

ISO/TC202(マイクロビーム分析)

SC3(分析電子顕微鏡（AEM）)

SC4(走査電子顕微鏡(SEM))

ISO/TC204

ISO/TC201(表面化学分析)

SC2(一般的手順)

SC4(深さ方向の分析)

SC6(二次イオン質量分析法)

SC7(光電子分光法)

SC9(走査型プローブ
顕微鏡法)

CAG(Chairman's
advisory group )SG３

SC10(XRRとXRF分析）

WG2(粉)

WG3(化学分析)

WG6（機械的特性）

WG8(接合)

WG9(光触媒)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

- 委員 八木　貴志 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

（一社）日本ファインセラミックス
協会

委員長 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員長 明渡　純 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

サブプロジェクト
リーダー

委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

エキスパート 委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

コンビーナ - 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

SC1（環境マネジメン
トシステム）

WG7（環境影響の貨
幣評価）

エキスパート 委員 本下　晶晴 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 玄地　裕 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート - 阿部　誠 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート オブザーバー 佐藤　理 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

タスクフォース
リーダー

委員 阿部　誠 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 阿部　誠 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 佐藤　理 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 直井　一也 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 直井　一也 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ISO/TC215（保険医療情報） メンバー （一財）医療情報システム開発 - 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

日本代表 委員長 一村　信吾 顧問 -

- 委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

- 委員 竹歳　尚之 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

委員 委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート 副主査 茂里　康 生命工学領域 健康工学研究部門

コンビーナ 委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

プロジェクトリー
ダー

委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトコリー
ダー

副主査 山本　和弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

セクレタリ 委員 竹歳　尚之 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 小野　晃 顧問 -

エキスパート 委員 小倉　勇 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 岡崎　俊也 材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター

エキスパート 委員 片浦　弘道 材料・化学領域 ナノ材料研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 副主査 山本　和弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート - 熊谷　和博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート オブザーバー 稲垣　和三 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

（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

（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

（一社）産業環境管理協会

（一財）日本規格協会

（国研）産業技術総合研究所

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC207(環境管理)

SC5(ライフサイクルアセスメント)

WG4(測定の不確かさと決定規則)

WG10(三次元測定機)

WG15（フィルタ）

WG11（電気的・光学的応用）

WG12(エンジニアリング応用)

WG33(光触媒空気浄化性能試験方法)

WG10(セラミックコーティング)

ISO/TC206(ファインセラミックス)

WG16(表面性状)

Task Force on Quantities and Units to be
used in eHealth

ISO/TC213(製品の寸法・形状の仕様及び評価)

CAG(議長諮問グループ)

JWG1（用語と命名法）

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

JWG2(計測と特性評価)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 委員 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

オブザーバー オブザーバー 須田　洋幸 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 張　民芳 材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター

エキスパート 副主査 堀江　祐範 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 小倉　勇 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 岩橋　均 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

主査 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門

エキスパート 主査 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門

エキスパート 委員 田中　充 計量標準総合センター -

プロジェクトリー
ダー

委員 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート - 小野　晃 顧問 -

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 副主査 茂里　康 生命工学領域 健康工学研究部門

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）

委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）

委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 岡根　利光 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 市川　直樹 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員長代理 赤井　誠 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 中尾　信典 地質調査総合センター 地質調査総合センター研究戦略部

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

オブザーバー 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

日本軽微性炭酸カルシウム工業
組合

技術研究組合次世代3D積層造
形技術総合開発機構

国内審議委員会

（公社）日本煙火協会

（公財）地球環境産業技術研究
機構

（国研）産業技術総合研究所

ISO/TC256(顔料、染料及び体質顔料)

WG2(測定法)

WG7(特殊機能)

ISO/TC261(積層造形)

WG1(用語)

WG2(方法、プロセス及び材料)

WG3(試験方法)

WG4(データと設計)

ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)

ISO/TC264(花火)

WG1（用語）

WG2（カテゴリーと種類）

WG3(安全要求事項とラベル)

WG4(試験方法)

WG3(環境、健康、安全)

WG4(材料規格)

WG5（製品と応用）

国際標準関連機関　TC/SC等名称

JWG2(計測と特性評価)

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

CAG(議長諮問グループ)

WG2(輸送)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

- 委員 八木　貴志 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

（一社）日本ファインセラミックス
協会

委員長 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員長 明渡　純 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

サブプロジェクト
リーダー

委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

エキスパート 委員 篠田　健太郎 エレクトロニクス・製造領域 先進コーティング技術研究センター

コンビーナ - 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 竹内浩士 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

SC1（環境マネジメン
トシステム）

WG7（環境影響の貨
幣評価）

エキスパート 委員 本下　晶晴 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 玄地　裕 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート - 阿部　誠 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート オブザーバー 佐藤　理 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

タスクフォース
リーダー

委員 阿部　誠 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 阿部　誠 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

エキスパート 委員 佐藤　理 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 直井　一也 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 直井　一也 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ISO/TC215（保険医療情報） メンバー （一財）医療情報システム開発 - 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

日本代表 委員長 一村　信吾 顧問 -

- 委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

- 委員 竹歳　尚之 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

委員 委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

エキスパート 副主査 茂里　康 生命工学領域 健康工学研究部門

コンビーナ 委員 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

プロジェクトリー
ダー

委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトコリー
ダー

副主査 山本　和弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

セクレタリ 委員 竹歳　尚之 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート - 小野　晃 顧問 -

エキスパート 委員 小倉　勇 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 岡崎　俊也 材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター

エキスパート 委員 片浦　弘道 材料・化学領域 ナノ材料研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 副主査 山本　和弘 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート - 熊谷　和博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート オブザーバー 稲垣　和三 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 権太　聡 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

（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

（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

（一社）産業環境管理協会

（一財）日本規格協会

（国研）産業技術総合研究所

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC207(環境管理)

SC5(ライフサイクルアセスメント)

WG4(測定の不確かさと決定規則)

WG10(三次元測定機)

WG15（フィルタ）

WG11（電気的・光学的応用）

WG12(エンジニアリング応用)

WG33(光触媒空気浄化性能試験方法)

WG10(セラミックコーティング)

ISO/TC206(ファインセラミックス)

WG16(表面性状)

Task Force on Quantities and Units to be
used in eHealth

ISO/TC213(製品の寸法・形状の仕様及び評価)

CAG(議長諮問グループ)

JWG1（用語と命名法）

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

JWG2(計測と特性評価)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 委員 小島　鋭士 イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

オブザーバー オブザーバー 須田　洋幸 材料・化学領域 機能化学研究部門

- 委員 桜井　博 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 張　民芳 材料・化学領域 ナノチューブ実用化研究センター

エキスパート 副主査 堀江　祐範 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 小倉　勇 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 岩橋　均 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

主査 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門

エキスパート 主査 蛯名　武雄 材料・化学領域 化学プロセス研究部門

エキスパート 委員 田中　充 計量標準総合センター -

プロジェクトリー
ダー

委員 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート - 小野　晃 顧問 -

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 水野　耕平 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 副主査 茂里　康 生命工学領域 健康工学研究部門

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）

委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

リエゾンオフィ
サー（TC24、
TC24/SC4）

委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 加藤　晴久 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 岡根　利光 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 市川　直樹 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 芦田　極 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 委員長代理 赤井　誠 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 中尾　信典 地質調査総合センター 地質調査総合センター研究戦略部

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

オブザーバー 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

日本軽微性炭酸カルシウム工業
組合

技術研究組合次世代3D積層造
形技術総合開発機構

国内審議委員会

（公社）日本煙火協会

（公財）地球環境産業技術研究
機構

（国研）産業技術総合研究所

ISO/TC256(顔料、染料及び体質顔料)

WG2(測定法)

WG7(特殊機能)

ISO/TC261(積層造形)

WG1(用語)

WG2(方法、プロセス及び材料)

WG3(試験方法)

WG4(データと設計)

ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)

ISO/TC264(花火)

WG1（用語）

WG2（カテゴリーと種類）

WG3(安全要求事項とラベル)

WG4(試験方法)

WG3(環境、健康、安全)

WG4(材料規格)

WG5（製品と応用）

国際標準関連機関　TC/SC等名称

JWG2(計測と特性評価)

ISO/TC229(ナノテクノロジー)

CAG(議長諮問グループ)

WG2(輸送)

142 143



国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

共同コンビーナ - 楠瀬　勤一郎 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

-
規格原案タスク
グループ委員

田中　敦子 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

- WG委員 徂徠　正夫 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

- WG委員 中尾　信典 地質調査総合センター 地質調査総合センター研究戦略部

Risk management
technical panel

テクニカルパネル
委員

- 田中　敦子 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

エキスパート （財）エネルギー総合工学研究所 主査 赤井　誠 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

オブザーバー
（公財）地球環境産業技術研究
機構

副主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

委員 （財）エネルギー総合工学研究所 WG委員 田中　敦子 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

オブザーバー
（公財）地球環境産業技術研究
機構

副主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート （財）エネルギー総合工学研究所 主査 赤井　誠 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

ISO/TC266(バイオミメティック) - TC266国内審議委員会 委員 穂積　篤 材料・化学領域 構造材料研究部門

- 委員 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

-
（一社）日本照明委員会（JCIE）/JIS原案
作成委員会（測光 ─ CIE物理測光システ
ム）

委員 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 伊藤　弓弦 生命工学領域 創薬基盤研究部門

エキスパート 委員 中島　芳浩 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 野田　尚宏 生命工学領域 バイオメディカル研究部門

エキスパート 委員 丹羽　一樹 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 伊藤　弓弦 生命工学領域 創薬基盤研究部門

国際幹事 オブザーバー 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 田中　充 計量標準総合センター -

事務局 - 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 分科会委員 田中　充 計量標準総合センター -

コンビーナ 委員 矢部　彰 顧問 -

エキスパート 委員 安井　久一 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

エキスパート 委員 平澤　誠一 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田中　充 計量標準総合センター -

ISO/TC298（レアアース） エキスパート 分科会副主査 成田　弘一 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC298（レアアース） - 分科会主査 大木　達也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 本間　敬子 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

オブザーバー 委員 Biggs　Geoffrey 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

- 委員 尾暮　拓也 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

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 尾暮　拓也 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

（一社）新金属協会

（一社）日本ロボット工業会

（公財）地球環境産業技術研究
機構

（一社）日本照明委員会（JCIE）
/ISO TC274国内審議委員会

（一社）再生医療イノベーション
フォーラム（FIRM）

（一社）ファインバブル産業会

ISO/TC299(ロボットとロボティックデバイス）

国内審議委員会

WG3(貯留)

ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)

WG2(材料・構造・構成要素)

ISO/TC274(光と照明)

ISO 23539/CIE S010（測光-CIE物理測光
システム）

ISO/TC276(バイオテクノロジー) WG3(分析手法)

WG4(バイオプロセッシング)

WG5(クロスカッティング・イッシュー)

WG4(定量化と検証)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG2（リサイクル）

WG1(用語)

WG2(サービスロボットの安全性)

WG4(サービスロボットの性能)

ISO/TC281(ファインバブルテクノロジー）

WG1(用語）

WG2(ファインバブルの特性評価と計測)

WG3(ファインバブル応用技術）

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC62/SC62D/J
WG35

- 委員 本間　敬子 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

IEC/TC62/SC62D/J
WG36

- 委員 本間　敬子 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

エキスパート 委員 Biggs　Geoffrey 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

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

ISO/TC307（ブロックチェーンと電子分散台帳技
術に係る専門委員会）

エキスパート
（一財）日本情報経済社会推進
協会

委員 渡邊　創 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/TC312(サービスエクセレンス) エキスパート （一財）日本規格協会 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

IEC（国際電気標準会議）

-
（一財）日本規格協会/SMB対応
委員会

特別委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート （一財）日本規格協会 主査 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 安芸　裕久 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 秋永　広幸 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

IEC SyC AAL（自立生活支援） エキスパート （一材）日本規格協会 委員 小島　一浩 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

IEC/SyC AAL（高齢者等生活支援） エキスパート （一財）日本規格協会 委員 関山　守 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

IEC/ACSEC(情報セキュリティとデータプライバシ) 委員 （一社）日本規格協会 分科会会長 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 関山　守 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際幹事 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 高橋　栄一 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 藤木　弘之 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

IEC/TC25(量及び単位) - （一財）日本規格協会 委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員長 堀内　竜三 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

- 委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

IEC/TC31(防爆性雰囲気で使用する機器) エキスパート （一社）日本電機工業会 委員長 野田　和俊 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

IEC/TC34（ランプ類及び関連機器）/WG6（光生
物学的安全性）

エキスパート
（一社）日本照明工業会/PBS分
科会

委員 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

（一社）日本ロボット工業会

（財）エネルギー総合工学研究所

（一財）日本規格協会/IEC活動
推進会（APC）

（一社）日本規格協会

（一財）日本規格協会

（一社）電気学会

（一社）日本音響学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC299(ロボットとロボティックデバイス）

JWG5(手術用ロボッ
トの安全性）

WG6(サービスロボットのモジュール化）

ISO/TC301(エネルギーマネジメント・省エネル
ギー)

CAG(議長諮問グループ)

WG1(エネルギーマネジメントシステム・ガイ
ダンス)

WG2(ベースラインおよびEnPIs)

JWG3(測定と検証)

WG4(エネルギー診断)

WG5（エネルギーサービス）

WG6（ビルのエネルギーデータマネジメン
ト）

WG7(省エネルギーの方法論的枠組み)

WG8(地域における省エネルギーの検証)

WG9(プロジェクトにおける省エネルギーの
検証)

WG10(組織の省エネ方法)

WG11（省エネプロジェクトの経済性評価）

WG12（省エネ評価者選定）

WG13（火力発電所の省エネ評価）

IEC/SyC Smart City（スマートシティ）

WG2（セキュリティ、プライバシーおよびアイ
デンティティ）

IEC/SMB(標準管理評議会)

ACART(ロボット技術応用諮問委員会 )

SyC on Smart Cities

IEC/TC29(電気音響)

IEC/TC3(情報構造，ドキュメンテーション及び図
記号)

JWG16(IEC 80279（取扱説明の基本原則）
のメンテナンス)

SC3C(機器・装置用図記号)

IEC/TC13(電力量計測・負荷制御装置)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

共同コンビーナ - 楠瀬　勤一郎 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

-
規格原案タスク
グループ委員

田中　敦子 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

- WG委員 徂徠　正夫 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

- WG委員 中尾　信典 地質調査総合センター 地質調査総合センター研究戦略部

Risk management
technical panel

テクニカルパネル
委員

- 田中　敦子 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

エキスパート （財）エネルギー総合工学研究所 主査 赤井　誠 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

オブザーバー
（公財）地球環境産業技術研究
機構

副主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

委員 （財）エネルギー総合工学研究所 WG委員 田中　敦子 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

オブザーバー
（公財）地球環境産業技術研究
機構

副主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート （財）エネルギー総合工学研究所 主査 赤井　誠 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

ISO/TC266(バイオミメティック) - TC266国内審議委員会 委員 穂積　篤 材料・化学領域 構造材料研究部門

- 委員 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

-
（一社）日本照明委員会（JCIE）/JIS原案
作成委員会（測光 ─ CIE物理測光システ
ム）

委員 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 廣瀬　志弘 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 伊藤　弓弦 生命工学領域 創薬基盤研究部門

エキスパート 委員 中島　芳浩 生命工学領域 健康工学研究部門

エキスパート 委員 野田　尚宏 生命工学領域 バイオメディカル研究部門

エキスパート 委員 丹羽　一樹 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 伊藤　弓弦 生命工学領域 創薬基盤研究部門

国際幹事 オブザーバー 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 田中　充 計量標準総合センター -

事務局 - 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田中　充 計量標準総合センター -

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 分科会委員 田中　充 計量標準総合センター -

コンビーナ 委員 矢部　彰 顧問 -

エキスパート 委員 安井　久一 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

エキスパート 委員 平澤　誠一 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 綾　信博 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田中　充 計量標準総合センター -

ISO/TC298（レアアース） エキスパート 分科会副主査 成田　弘一 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

ISO/TC298（レアアース） - 分科会主査 大木　達也 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

- 委員 本間　敬子 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

オブザーバー 委員 Biggs　Geoffrey 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

- 委員 尾暮　拓也 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

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 尾暮　拓也 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

（一社）新金属協会

（一社）日本ロボット工業会

（公財）地球環境産業技術研究
機構

（一社）日本照明委員会（JCIE）
/ISO TC274国内審議委員会

（一社）再生医療イノベーション
フォーラム（FIRM）

（一社）ファインバブル産業会

ISO/TC299(ロボットとロボティックデバイス）

国内審議委員会

WG3(貯留)

ISO/TC265(炭素回収輸送貯留)

WG2(材料・構造・構成要素)

ISO/TC274(光と照明)

ISO 23539/CIE S010（測光-CIE物理測光
システム）

ISO/TC276(バイオテクノロジー) WG3(分析手法)

WG4(バイオプロセッシング)

WG5(クロスカッティング・イッシュー)

WG4(定量化と検証)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

WG2（リサイクル）

WG1(用語)

WG2(サービスロボットの安全性)

WG4(サービスロボットの性能)

ISO/TC281(ファインバブルテクノロジー）

WG1(用語）

WG2(ファインバブルの特性評価と計測)

WG3(ファインバブル応用技術）

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC62/SC62D/J
WG35

- 委員 本間　敬子 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

IEC/TC62/SC62D/J
WG36

- 委員 本間　敬子 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

エキスパート 委員 Biggs　Geoffrey 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

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

委員 委員 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

エキスパート 主査 西尾　匡弘 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

ISO/TC307（ブロックチェーンと電子分散台帳技
術に係る専門委員会）

エキスパート
（一財）日本情報経済社会推進
協会

委員 渡邊　創 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ISO/TC312(サービスエクセレンス) エキスパート （一財）日本規格協会 委員 持丸　正明 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

IEC（国際電気標準会議）

-
（一財）日本規格協会/SMB対応
委員会

特別委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート （一財）日本規格協会 主査 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 安芸　裕久 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

- 委員 秋永　広幸 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

IEC SyC AAL（自立生活支援） エキスパート （一材）日本規格協会 委員 小島　一浩 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

IEC/SyC AAL（高齢者等生活支援） エキスパート （一財）日本規格協会 委員 関山　守 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

IEC/ACSEC(情報セキュリティとデータプライバシ) 委員 （一社）日本規格協会 分科会会長 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 関山　守 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

国際幹事 委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 高橋　栄一 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 藤木　弘之 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

IEC/TC25(量及び単位) - （一財）日本規格協会 委員 本間　一弘 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員長 堀内　竜三 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

- 委員 倉片　憲治 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

IEC/TC31(防爆性雰囲気で使用する機器) エキスパート （一社）日本電機工業会 委員長 野田　和俊 エネルギー・環境領域 環境管理研究部門

IEC/TC34（ランプ類及び関連機器）/WG6（光生
物学的安全性）

エキスパート
（一社）日本照明工業会/PBS分
科会

委員 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

（一社）日本ロボット工業会

（財）エネルギー総合工学研究所

（一財）日本規格協会/IEC活動
推進会（APC）

（一社）日本規格協会

（一財）日本規格協会

（一社）電気学会

（一社）日本音響学会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

ISO/TC299(ロボットとロボティックデバイス）

JWG5(手術用ロボッ
トの安全性）

WG6(サービスロボットのモジュール化）

ISO/TC301(エネルギーマネジメント・省エネル
ギー)

CAG(議長諮問グループ)

WG1(エネルギーマネジメントシステム・ガイ
ダンス)

WG2(ベースラインおよびEnPIs)

JWG3(測定と検証)

WG4(エネルギー診断)

WG5（エネルギーサービス）

WG6（ビルのエネルギーデータマネジメン
ト）

WG7(省エネルギーの方法論的枠組み)

WG8(地域における省エネルギーの検証)

WG9(プロジェクトにおける省エネルギーの
検証)

WG10(組織の省エネ方法)

WG11（省エネプロジェクトの経済性評価）

WG12（省エネ評価者選定）

WG13（火力発電所の省エネ評価）

IEC/SyC Smart City（スマートシティ）

WG2（セキュリティ、プライバシーおよびアイ
デンティティ）

IEC/SMB(標準管理評議会)

ACART(ロボット技術応用諮問委員会 )

SyC on Smart Cities

IEC/TC29(電気音響)

IEC/TC3(情報構造，ドキュメンテーション及び図
記号)

JWG16(IEC 80279（取扱説明の基本原則）
のメンテナンス)

SC3C(機器・装置用図記号)

IEC/TC13(電力量計測・負荷制御装置)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC38(変成器) - （一社）電気学会 委員 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 角　保志 情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター

エキスパート 委員 角　保志 情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター

エキスパート 委員 角　保志 情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター

エキスパート 主査 角　保志 情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター

オブザーバー 委員 藤原　清司 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

エキスパート 委員 檜野　良穂 イノベーション推進本部 地域連携推進部

コンビーナ 委員 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

日本代表委員 委員長 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 - 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 - 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

IEC/SC47F（薄膜ＭＥＭＳ材料の特性測定方法な
らびに信頼性評価方法）

- （一財）マイクロマシンセンター 委員 飯島高志 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

- 委員 菊地　克弥 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

- 委員 島本　晴夫 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

- 委員 嘉田　守宏 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

- - 菊地　克弥 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

MT1（Maintenance
Team)

エキスパート 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

WG1(Terminologies and generic
specification for micro-
electromechanical systems)

- 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

WG2 (Characterizations and
testing methods of materials and
structures for micro-
electromechanical systems)

- 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

WG3(Micro-
electromechanical
devices and packaging)

エキスパート 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

- 委員 舟橋　良次 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

IEC/TC56(ディペンダビリティ) - （一財）日本規格協会 委員 渡邊　宏 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

SC62D(医用電子機
器）

JWG35(手術ロボッ
ト）

プロジェクトリー
ダー

（一社）電子情報技術産業協会 主査 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門

SC62A (医用電気機
器に関する共通事
項)

JWG9 エキスパート （一社）日本ロボット工業会 主査 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門

- 特別委員 田中　隆宏 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

- 委員 清水　森人 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

- - 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

（一社）日本機械工業連合会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）電子情報通信学会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）日本画像医療システム工
業会

IEC/TC62(医用電気機器)

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC44(機械類の安全性-電気的側面)

IEC/TC47(半導体デバイス)

SC47A(集積回路)

SC47F(MEMS)

国内委員会 WG7（エネルギー変換・伝達）
国内小委員会　熱電発電プロジェクトグ
ループ

SC62（放射線治療）

IEC/TC62(医用電気機器)
linked to ＩＳO/TC299（ロボットとロボティックデバ
イス）

IEC/TC46(通信用伝送線及びマイクロ波受動部
品)

SC46A(同軸ケーブル)

SC46C(平行型ケーブル)

SC46F(無線及びマイ
クロ波受動回路部
品)

WG1(同軸)

WG2(導波管)

WG3(評価法)

MT61496-1,2(電気的検知保護設備－第1
部および第2部)

MT61496-3(電気的検知保護設備－第3
部：拡散反射形能動的光電保護装置に対
する要求事項)

WG10(電気的検知保護設備－視覚的保護
装置に対する要求事項)

WG14 (安全関連センサ）

IEC/TC45(原子力計測)
SC45B(放射線防護
計測）

WG16(汚染計及び汚
染監視装置)

WG9(放射線検出器とシステム)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC62(医用電気機器)
SC62D(医用電子機
器)

WG34 IEC 60601-2-
76

エキスパート （一社）電子情報技術産業協会 オブザーバー 池原　譲 生命工学領域 創薬基盤研究部門

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- ＡＰＳ 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 幹事 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

IEC/SC65E(製造技術) エキスパート （一社）日本電気計測器工業会 - 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

IEC/TC76(レーザー機器の安全性) エキスパート
（一財）光産業技術振興協会
/IEC TC76/レーザ安全性標準化
部会

オブザーバー 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

IEC/TC77(EMC) - （一社）電気学会 委員 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

国際議長 エキスパート 近藤　道雄
福島再生可能エネルギー研
究所

-

- 委員 松原　浩司 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 櫻井　啓一郎 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 吉田　正裕 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート
（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/PV規格
開発プロジェクト

委員 棚橋　紀悟 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート
（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/セル・モ
ジュール分科会

委員 菱川　善博 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート - 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート - 橋本　潤 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 猪狩　真一 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

- オブザーバー 土井　卓也 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 副委員長 大関　崇 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 副主査 橋本　潤 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート - 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 副委員長 大関　崇 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

プロジェクトリー
ダー

- 菅原　秀一 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 橋本　潤 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

日本代表委員 委員長 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 金子　晋久 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 藤木　弘之 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 石居　正典 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート - 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート - 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

SC86C（光ファイバシ
ステム・デバイス）

WG5(ダイナミックモ
ジュール)

オブザーバー 委員 来見田　淳也 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

エキスパート 主査 雨宮　邦招 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

議長 - 伊藤　日出男 東北センター 所長代理

（一社）電子情報通信学会/（一
財）光産業技術振興協会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/セル・モ
ジュール分科会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）電気学会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/セル・モ
ジュール分科会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC85(電磁気量計測器) ＭＴ23（アナログ電気計器）

WG8（保護機器用測定器）

WG20（電力品質用測定器）

WG22（波形パラメータ計測）

WG24（不確かさ定義）

JWG9（光配線板）

IEC/TC86(光ファイバ) WG4(光測定器校正)

WG9（非コヒーレント光源）

SC77A(低周波EMC)

IEC/TC82(太陽光発電システム)

WG2(セル・モジュール)

WG3(システム)

WG3&6（システム・機器）

WG6(システム構成機器)

WG7（集光モジュール）

AhG3(スマートマニュファクチャリングアー
キテクチャー)

SEG7(スマートマニュファクチャリング標準
化のためのＩＳＯとの協議委員会)

SG104(スマートマニュファクチャリング戦
略)

WG1(用語及び定義)

WG16(デジタルファクトリー)

WG20

AhG1(スマートマニュファクチャリングアー
キテクチャー)

IEC/TC65(製造技術)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC38(変成器) - （一社）電気学会 委員 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 角　保志 情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター

エキスパート 委員 角　保志 情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター

エキスパート 委員 角　保志 情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター

エキスパート 主査 角　保志 情報・人間工学領域 ロボットイノベーション研究センター

オブザーバー 委員 藤原　清司 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

エキスパート 委員 檜野　良穂 イノベーション推進本部 地域連携推進部

コンビーナ 委員 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

日本代表委員 委員長 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 - 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 - 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

IEC/SC47F（薄膜ＭＥＭＳ材料の特性測定方法な
らびに信頼性評価方法）

- （一財）マイクロマシンセンター 委員 飯島高志 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

- 委員 菊地　克弥 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

- 委員 島本　晴夫 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

- 委員 嘉田　守宏 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

- - 菊地　克弥 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

MT1（Maintenance
Team)

エキスパート 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

WG1(Terminologies and generic
specification for micro-
electromechanical systems)

- 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

WG2 (Characterizations and
testing methods of materials and
structures for micro-
electromechanical systems)

- 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

WG3(Micro-
electromechanical
devices and packaging)

エキスパート 委員 高木　秀樹 エレクトロニクス・製造領域 集積マイクロシステム研究センター

- 委員 舟橋　良次 材料・化学領域 無機機能材料研究部門

IEC/TC56(ディペンダビリティ) - （一財）日本規格協会 委員 渡邊　宏 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

SC62D(医用電子機
器）

JWG35(手術ロボッ
ト）

プロジェクトリー
ダー

（一社）電子情報技術産業協会 主査 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門

SC62A (医用電気機
器に関する共通事
項)

JWG9 エキスパート （一社）日本ロボット工業会 主査 鎮西　清行 生命工学領域 健康工学研究部門

- 特別委員 田中　隆宏 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

- 委員 清水　森人 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

- - 柚木　彰 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

（一社）日本機械工業連合会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）電子情報通信学会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）日本画像医療システム工
業会

IEC/TC62(医用電気機器)

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC44(機械類の安全性-電気的側面)

IEC/TC47(半導体デバイス)

SC47A(集積回路)

SC47F(MEMS)

国内委員会 WG7（エネルギー変換・伝達）
国内小委員会　熱電発電プロジェクトグ
ループ

SC62（放射線治療）

IEC/TC62(医用電気機器)
linked to ＩＳO/TC299（ロボットとロボティックデバ
イス）

IEC/TC46(通信用伝送線及びマイクロ波受動部
品)

SC46A(同軸ケーブル)

SC46C(平行型ケーブル)

SC46F(無線及びマイ
クロ波受動回路部
品)

WG1(同軸)

WG2(導波管)

WG3(評価法)

MT61496-1,2(電気的検知保護設備－第1
部および第2部)

MT61496-3(電気的検知保護設備－第3
部：拡散反射形能動的光電保護装置に対
する要求事項)

WG10(電気的検知保護設備－視覚的保護
装置に対する要求事項)

WG14 (安全関連センサ）

IEC/TC45(原子力計測)
SC45B(放射線防護
計測）

WG16(汚染計及び汚
染監視装置)

WG9(放射線検出器とシステム)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

IEC/TC62(医用電気機器)
SC62D(医用電子機
器)

WG34 IEC 60601-2-
76

エキスパート （一社）電子情報技術産業協会 オブザーバー 池原　譲 生命工学領域 創薬基盤研究部門

- 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

エキスパート 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- ＡＰＳ 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

- 幹事 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

- 委員 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート - 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

IEC/SC65E(製造技術) エキスパート （一社）日本電気計測器工業会 - 加納　誠介 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

IEC/TC76(レーザー機器の安全性) エキスパート
（一財）光産業技術振興協会
/IEC TC76/レーザ安全性標準化
部会

オブザーバー 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

IEC/TC77(EMC) - （一社）電気学会 委員 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

国際議長 エキスパート 近藤　道雄
福島再生可能エネルギー研
究所

-

- 委員 松原　浩司 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 櫻井　啓一郎 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 委員 吉田　正裕 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート
（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/PV規格
開発プロジェクト

委員 棚橋　紀悟 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート
（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/セル・モ
ジュール分科会

委員 菱川　善博 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート - 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート - 橋本　潤 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 猪狩　真一 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

- オブザーバー 土井　卓也 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 副委員長 大関　崇 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート 副主査 橋本　潤 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート - 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 副委員長 大関　崇 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

プロジェクトリー
ダー

- 菅原　秀一 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 橋本　潤 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

日本代表委員 委員長 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 金子　晋久 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 藤木　弘之 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 石居　正典 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員長 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート - 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート - 山田　達司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

SC86C（光ファイバシ
ステム・デバイス）

WG5(ダイナミックモ
ジュール)

オブザーバー 委員 来見田　淳也 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

エキスパート 主査 雨宮　邦招 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

議長 - 伊藤　日出男 東北センター 所長代理

（一社）電子情報通信学会/（一
財）光産業技術振興協会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/セル・モ
ジュール分科会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）電気学会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）日本電気計測器工業会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会

（一社）日本電機工業会太陽光
発電標準化総合委員会/セル・モ
ジュール分科会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC85(電磁気量計測器) ＭＴ23（アナログ電気計器）

WG8（保護機器用測定器）

WG20（電力品質用測定器）

WG22（波形パラメータ計測）

WG24（不確かさ定義）

JWG9（光配線板）

IEC/TC86(光ファイバ) WG4(光測定器校正)

WG9（非コヒーレント光源）

SC77A(低周波EMC)

IEC/TC82(太陽光発電システム)

WG2(セル・モジュール)

WG3(システム)

WG3&6（システム・機器）

WG6(システム構成機器)

WG7（集光モジュール）

AhG3(スマートマニュファクチャリングアー
キテクチャー)

SEG7(スマートマニュファクチャリング標準
化のためのＩＳＯとの協議委員会)

SG104(スマートマニュファクチャリング戦
略)

WG1(用語及び定義)

WG16(デジタルファクトリー)

WG20

AhG1(スマートマニュファクチャリングアー
キテクチャー)

IEC/TC65(製造技術)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 客員 吉岡　正裕 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 客員 吉岡　正裕 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 菊島　義弘 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

国内審議委員会

IEC/TC88(風力タービン)

PT12-4(風力発電性能試験方法分科会)

PT30(風力発電設計要件分科会)

PT50-3(風力発電性能試験方法分科会)

MT11（騒音測定方法）

MT12-1(風力発電性能試験方法分科会)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

PT5(風力発電設計要件分科会)

PT7（風力発電電力・通信分科会報告）

MT12-2(風力発電性能試験方法分科会)

MT12-3(風力発電性能試験方法分科会)

MT12-4(風力発電性能試験方法分科会)

MT13(風力発電設計要件分科会)

MT21（風力発電電力・通信分科会報告）

MT23(風力発電設計要件分科会)

PT4（風力発電電力・通信分科会報告）

IEC/TC87(超音波）

WG6(高強度治療用超音波と集束振動子)

WG8(超音波音場計測)

JWG25（風力発電電力・通信分科会報告）

MT1(風力発電設計要件分科会)

MT2(小形風車設計要件分科会)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 古瀬　充穂 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 日高　睦夫 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

- 委員 大久保　雅隆 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

- 委員 神代　暁 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

エキスパート 委員 小原　春彦 エネルギー・環境領域 エネルギー・環境領域研究戦略部

エキスパート 委員 山崎　裕文 ＴＩＡ推進センター 連携推進ユニット

コンビーナ 委員長 大久保　雅隆 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

プロジェクトリー
ダー

委員 野中　一洋 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 野中　一洋 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

IEC/TC100(オーディオ・ビデオ・マルチメディアシ
ステム及び機器)

エキスパート （一社）電子情報技術産業協会 客員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

国際幹事 主査 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

主査 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 飴谷 充隆 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 谷本　一美 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

- 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

エキスパート 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

エキスパート 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 五百蔵　勉 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

- 委員 石居　正典 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 飴谷 充隆 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員長 鎌田　俊英 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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

（一社）電子情報通信学会規格
調査会

（一社）日本電機工業会

（一社）電気学会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

（一社）日本電線工業会
/IEC/TC90超電導委員会超電導
エレクトロニクス技術調査委員会

（一社）日本電子回路工業会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC88(風力タービン)

PT101(風力発電設計要件分科会)

IEC/TC103(無線通信用送信装置)

WG6(Radio on fibre Transmitter)

IEC/TC105(燃料電池)

WG1(用語)

WG4(定置用燃料電池システム性能評価試
験方法)

WG8(マイクロ燃料電池　安全)

WG9(マイクロ燃料電池　性能)

WG10(マイクロ燃料電池　互換性)

WG11(単セル試験方法)

WG11B(SOFC単セル試験方法)

WG13(燃料電池水電解エネルギーシステ
ム)

IEC/TC106(人体ばく露に関する電界、磁界およ
び電磁界の評価方法)

AHG10

IEC/TC110(電子ディスプレイデバイス)

WG5(有機ELディスプレイ)

WG7(電子ペーパー)

WG8(フレキシブルディスプレイ)

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

PT 61400-3-2（浮体式洋上風車設計要
件）

WG3(洋上風車設計要件分科会)

WG15(風力発電設計要件分科会)

WG27（風力発電電力・通信分科会報告）

IEC/TC90(超電導)

WG8(超電導体の電子特性の試験方法)

WG14(超電導センサ)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

エキスパート 客員 吉岡　正裕 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 客員 吉岡　正裕 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

エキスパート 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 菊島　義弘 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 川端　浩和 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

国内審議委員会

IEC/TC88(風力タービン)

PT12-4(風力発電性能試験方法分科会)

PT30(風力発電設計要件分科会)

PT50-3(風力発電性能試験方法分科会)

MT11（騒音測定方法）

MT12-1(風力発電性能試験方法分科会)

国際標準関連機関　TC/SC等名称

PT5(風力発電設計要件分科会)

PT7（風力発電電力・通信分科会報告）

MT12-2(風力発電性能試験方法分科会)

MT12-3(風力発電性能試験方法分科会)

MT12-4(風力発電性能試験方法分科会)

MT13(風力発電設計要件分科会)

MT21（風力発電電力・通信分科会報告）

MT23(風力発電設計要件分科会)

PT4（風力発電電力・通信分科会報告）

IEC/TC87(超音波）

WG6(高強度治療用超音波と集束振動子)

WG8(超音波音場計測)

JWG25（風力発電電力・通信分科会報告）

MT1(風力発電設計要件分科会)

MT2(小形風車設計要件分科会)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

エキスパート 委員 嶋田　進 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 主査 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 谷垣　三之助 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 委員 古瀬　充穂 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 日高　睦夫 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

- 委員 大久保　雅隆 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

- 委員 神代　暁 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

エキスパート 委員 小原　春彦 エネルギー・環境領域 エネルギー・環境領域研究戦略部

エキスパート 委員 山崎　裕文 ＴＩＡ推進センター 連携推進ユニット

コンビーナ 委員長 大久保　雅隆 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

プロジェクトリー
ダー

委員 野中　一洋 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

エキスパート 委員 野中　一洋 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

IEC/TC100(オーディオ・ビデオ・マルチメディアシ
ステム及び機器)

エキスパート （一社）電子情報技術産業協会 客員 佐藤　洋 企画本部 総合企画室

国際幹事 主査 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

プロジェクトリー
ダー

主査 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 黒川　悟 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 委員 飴谷 充隆 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

エキスパート 主査 谷本　一美 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

- 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 山根　昌隆 関西センター 関西センター産学官連携推進室

- 委員 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

エキスパート 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

エキスパート 委員 嘉藤　徹 エネルギー・環境領域 省エネルギー研究部門

- 委員 五百蔵　勉 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

- 委員 石居　正典 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 飴谷 充隆 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員長 鎌田　俊英 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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

（一社）電子情報通信学会規格
調査会

（一社）日本電機工業会

（一社）電気学会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

（一社）日本電線工業会
/IEC/TC90超電導委員会超電導
エレクトロニクス技術調査委員会

（一社）日本電子回路工業会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

IEC/TC88(風力タービン)

PT101(風力発電設計要件分科会)

IEC/TC103(無線通信用送信装置)

WG6(Radio on fibre Transmitter)

IEC/TC105(燃料電池)

WG1(用語)

WG4(定置用燃料電池システム性能評価試
験方法)

WG8(マイクロ燃料電池　安全)

WG9(マイクロ燃料電池　性能)

WG10(マイクロ燃料電池　互換性)

WG11(単セル試験方法)

WG11B(SOFC単セル試験方法)

WG13(燃料電池水電解エネルギーシステ
ム)

IEC/TC106(人体ばく露に関する電界、磁界およ
び電磁界の評価方法)

AHG10

IEC/TC110(電子ディスプレイデバイス)

WG5(有機ELディスプレイ)

WG7(電子ペーパー)

WG8(フレキシブルディスプレイ)

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

PT 61400-3-2（浮体式洋上風車設計要
件）

WG3(洋上風車設計要件分科会)

WG15(風力発電設計要件分科会)

WG27（風力発電電力・通信分科会報告）

IEC/TC90(超電導)

WG8(超電導体の電子特性の試験方法)

WG14(超電導センサ)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

国際議長 委員 小野　晃 顧問 -

プロジェクトリー
ダー

特別委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 委員 竹歳　尚之 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

メンバー 主査 秋永　広幸 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

エキスパート 特別委員 秋永　広幸 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

エキスパート 特別委員 秋永　広幸 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

エキスパート - 吉田　郵司 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート - 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

コンビーナ 主査 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 副主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

コンビーナ 委員 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

- 幹事委員 鎌田　俊英 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

委員 - 鎌田　俊英 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

エキスパート - 小笹　健仁 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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 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

エキスパート - 小田　正明 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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 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

エキスパート - 小笹　健仁 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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

エキスパート - 小笹　健仁 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

IEC/TC120(電気エネルギー貯蔵システム) - （一社）電気学会 委員 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 幹事委員 山本　典孝 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

- - 鎌田　俊英 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

IEC/PC118(スマートグリッドユーザインターフェー
ス)

- （一社）電気学会 委員 藤木　弘之 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- （一社）日本電機工業会 委員 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

-
（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

WG2（ユニットパラメータと試験法）

IEC/TC124(ウエアラブルエレクトロニクスデバイ
ス＆テクノロジー)

IEC/IECRE（再生可能エネルギー）

Wind Energy（風力エネルギー）

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)

AG4(Chairman Advisory Group)

JWG2(計測と特性評価)

WG3(ナノ材料の性能)

WG7(信頼性)

WG8(カーボンナノチューブ・グラフェン）

WG11(ナノ対応エネルギー貯蔵）

IEC/TC119(プリンテッドエレクトロニクス)

CAG

WG2(Material)

WG2(Material)
WG1(Terminology)

WG3(Equipment)

WG4(Printabilty)

WG5(Quality assesment)

PT63031対応WG

WG3(製品含有化学物質測定WG)

IEC/TC111(電気・電子機器、システムの環境規
格)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

ISO/IEC/JTC1（情報技術）

- 副委員長 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- エキスパート 戸村　哲 環境安全本部 情報基盤部

WG24(小規模組織の
ソフトウェアライフサ
イクル）

エキスパート 委員 錦見　美貴子 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

SC22（プログラミング言語、その環
境及びシステムソフトウェアインタ
フェース）

ECMA Script Ad
Hoc

- 委員 田中　哲 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG9(拡張現実世界
の概念と参照モデ
ル)

プロジェクトリー
ダー

- 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG9(拡張現実世界
の概念と参照モデ
ル)

プロジェクトエディ
タ

- 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

HOD 委員長 渡邊　創 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- オブザーバ 寳木　和夫 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

IoT向け軽量暗号に
関する国際標準化専
門委員会

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

エキスパート 辛　星漢 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

委員 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトコエ
ディタ

委員 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

エキスパート 委員 渡邊　創 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトコエ
ディタ

エキスパート 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

委員 坂根　広史 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

エキスパート
（一社）日本電線工業会／
IEC/TC91超電導委員会超電導
エレクトロニクス技術調査委員会

委員 堀　洋平 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

WG5（アイデンティ
ティ管理とプライバ
シー技術）

プロジェクトエディ
タ

委員 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

HoD 委員長 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトエディ
タ

（一社）ビジネス機械・情報システ
ム産業協会

委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 大岩　寛 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

HOD 委員長 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

WG2(バイオメトリック
テクニカルインタ
フェース）

プロジェクトエディ
タ

委員 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

WG4（バイオメトリッ
クシステムの技術的
実装）

HOD 主査 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

WG6（バイオメトリク
スに関わる社会的課
題）

HOD 主査 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

IEC/ISO

IEC & ISO JWG21（Smart Manufacturing
Reference Model(s)）

エキスパート - - 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

ASTM International（米国試験材料協会）

D 18(Soil and Rock)
Committee
member

- - 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

E
50(Environmental Assessment,
Risk Management and Corrective
Action)

Committee
member

- - 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

E
63(Human Resource
Management)

Committee
member

- - 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

（一社）情報処理学会

（一社）情報処理学会

（一社）情報処理学会

国内審議委員会

ASTM International

ISO/IEC/JTC1(情報技術)

SC7(ソフトウェアおよ
びシステム技術)

SC24(コンピュータグ
ラフィックス，画像処
理及び環境データ表

現)

SC27(セキュリティ技
術)

WG2(暗号とセキュリ
ティメカニズム)

WG3（セキュリティの
評価・試験・仕様）

SC35(ユーザイン
ターフェース)

WG6(ユーザインタ
フェースアクセシビリ
ティ)

WG8（ User interfaces for remote
interactions）

SC37（バイオメトリク
ス）

国際標準関連機関　TC/SC等名称
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

エキスパート 委員 松山　重倫 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

国際議長 委員 小野　晃 顧問 -

プロジェクトリー
ダー

特別委員 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

- 委員 竹歳　尚之 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

メンバー 主査 秋永　広幸 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

エキスパート 特別委員 秋永　広幸 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

エキスパート 特別委員 秋永　広幸 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

エキスパート - 吉田　郵司 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

エキスパート - 市野　善朗 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

コンビーナ 主査 秋永　広幸 エレクトロニクス・製造領域 ナノエレクトロニクス研究部門

エキスパート 副主査 堀部　雅弘 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

コンビーナ 委員 栗山　信宏 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門

- 幹事委員 鎌田　俊英 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

委員 - 鎌田　俊英 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

エキスパート - 小笹　健仁 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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 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

エキスパート - 小田　正明 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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 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

エキスパート - 小笹　健仁 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

エキスパート - 鎌田　俊英 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

エキスパート - 小笹　健仁 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

IEC/TC120(電気エネルギー貯蔵システム) - （一社）電気学会 委員 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

- 幹事委員 山本　典孝 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

- - 鎌田　俊英 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

IEC/PC118(スマートグリッドユーザインターフェー
ス)

- （一社）電気学会 委員 藤木　弘之 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- （一社）日本電機工業会 委員 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

-
（一社）日本電機工業会風力発
電システム標準化委員会

委員 小垣　哲也 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

（一社）電子情報技術産業協会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

WG2（ユニットパラメータと試験法）

IEC/TC124(ウエアラブルエレクトロニクスデバイ
ス＆テクノロジー)

IEC/IECRE（再生可能エネルギー）

Wind Energy（風力エネルギー）

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)

AG4(Chairman Advisory Group)

JWG2(計測と特性評価)

WG3(ナノ材料の性能)

WG7(信頼性)

WG8(カーボンナノチューブ・グラフェン）

WG11(ナノ対応エネルギー貯蔵）

IEC/TC119(プリンテッドエレクトロニクス)

CAG

WG2(Material)

WG2(Material)
WG1(Terminology)

WG3(Equipment)

WG4(Printabilty)

WG5(Quality assesment)

PT63031対応WG

WG3(製品含有化学物質測定WG)

IEC/TC111(電気・電子機器、システムの環境規
格)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

ISO/IEC/JTC1（情報技術）

- 副委員長 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- エキスパート 戸村　哲 環境安全本部 情報基盤部

WG24(小規模組織の
ソフトウェアライフサ
イクル）

エキスパート 委員 錦見　美貴子 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

SC22（プログラミング言語、その環
境及びシステムソフトウェアインタ
フェース）

ECMA Script Ad
Hoc

- 委員 田中　哲 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG9(拡張現実世界
の概念と参照モデ
ル)

プロジェクトリー
ダー

- 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

WG9(拡張現実世界
の概念と参照モデ
ル)

プロジェクトエディ
タ

- 蔵田　武志 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

HOD 委員長 渡邊　創 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- オブザーバ 寳木　和夫 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

IoT向け軽量暗号に
関する国際標準化専
門委員会

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

エキスパート 辛　星漢 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

委員 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトコエ
ディタ

委員 古原　和邦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

エキスパート 委員 渡邊　創 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトコエ
ディタ

エキスパート 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

プロジェクトエディ
タ

委員 坂根　広史 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

エキスパート
（一社）日本電線工業会／
IEC/TC91超電導委員会超電導
エレクトロニクス技術調査委員会

委員 堀　洋平 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

WG5（アイデンティ
ティ管理とプライバ
シー技術）

プロジェクトエディ
タ

委員 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

HoD 委員長 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

- 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトリー
ダー

委員 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

プロジェクトエディ
タ

（一社）ビジネス機械・情報システ
ム産業協会

委員 関　喜一 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 大山　潤爾 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 委員 大岩　寛 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

HOD 委員長 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

WG2(バイオメトリック
テクニカルインタ
フェース）

プロジェクトエディ
タ

委員 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

WG4（バイオメトリッ
クシステムの技術的
実装）

HOD 主査 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

WG6（バイオメトリク
スに関わる社会的課
題）

HOD 主査 山田　朝彦 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

IEC/ISO

IEC & ISO JWG21（Smart Manufacturing
Reference Model(s)）

エキスパート - - 澤田　浩之 エレクトロニクス・製造領域 製造技術研究部門

ASTM International（米国試験材料協会）

D 18(Soil and Rock)
Committee
member

- - 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

E
50(Environmental Assessment,
Risk Management and Corrective
Action)

Committee
member

- - 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

E
63(Human Resource
Management)

Committee
member

- - 張　銘 地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門

（一社）情報処理学会

（一社）情報処理学会

（一社）情報処理学会

国内審議委員会

ASTM International

ISO/IEC/JTC1(情報技術)

SC7(ソフトウェアおよ
びシステム技術)

SC24(コンピュータグ
ラフィックス，画像処
理及び環境データ表

現)

SC27(セキュリティ技
術)

WG2(暗号とセキュリ
ティメカニズム)

WG3（セキュリティの
評価・試験・仕様）

SC35(ユーザイン
ターフェース)

WG6(ユーザインタ
フェースアクセシビリ
ティ)

WG8（ User interfaces for remote
interactions）

SC37（バイオメトリク
ス）

国際標準関連機関　TC/SC等名称
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

CIE（国際照明委員会）

第一部会副幹事
（視覚）

第一部会国内委
員会副委員長

伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 幹事 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

レポーター 委員 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

TCチェア - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

副部会長 委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 神門　賢二 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 委員 木下　健一 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 委員 木下　健一 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 - 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

CIE(国際照明委員会)/JTC2(光度単位カンデラ
の現示方法)

委員
（一社）日本照明委員会（JCIE）/
第2部会国内委員会

委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

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

共同議長（Co-
Chair）

（一社）日本照明委員会（JCIE）
/JTC5特別技術委員会

委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

CIE(国際照明委員会)/JTC8(光・照明用語) 委員
（一社）日本照明委員会（JCIE）/
技術運営委員会

委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

CIE(国際照明委員会)/JTC9(非視覚効果に係る
定量化)

第一部会からの
共同議長（Co-
chair)

（一社）日本照明委員会（JCIE）
第1部会国内委員会

- 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

OMG（Object Management Group）

委員 （一社）組込みシステム技術協会 委員 安藤　慶昭 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

共同議長 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

委員 委員 安藤　慶昭 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

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

ロボット機能サービ
スWG

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

共同議長 - 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

SEMI（Smiconductor Equipments and Materials International）

- 3DP&I JAPAN TC Chapter Co-leader 島本　晴夫 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

Global Member Japan PV Materials Committee 共同議長 福田　哲生 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

スタンダード委員会
PV Material
Taskforce

スタンダード委員
SEMIジャパン/PV Material
Taskforce

委員 棚橋　紀悟 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

TDG/GHS

TDG/GHS エキスパート （社）全国火薬類保安協会 国際化対応委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

VAMAS

VAMAS 日本代表委員 VAMAS国内対応委員会 - 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

（一社）日本照明委員会（JCIE）
第1部会国内委員会

（一社）日本照明委員会（JCIE）/
第2部会国内委員会

（一社）日本照明委員会（JCIE）/
第3部会国内委員会

（一社）日本ロボット工業会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

SEMI

3D Packaging & Integration Global
Technical Committee

Global PV Materials Committee

小委員会

CIE(国際照明委員会)/Division3(屋内環境と照明
設計)

TC3-44(高齢者および視覚障害者のため
の照明)

OMG(Object Management Group)

Hardware Abstraction Layer for Robotic
Technology (HAL4RT) Finalization Task-
force

Robotics Domain
Task Force
(Robotics-DTF)

Infrastructure
Working Group

RoIS RTF (人―ロボット相互作用サービ
ス・フレームワーク改定作業部会

SysML v2 RFP Working Group

SysML v2 Submission Team

System Assurance Platform Task Force

CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色)

R1-66(ダイナミックなまたはステレオの映
像による健康への影響)

TC1-83(時間変動照明システムの視覚特
性)

TC1-84(目立ちの視野)

TC1-89(色覚障がい者向け画像強調)

CIE(国際照明委員会)/Division2(光と放射の物理
測定)

TC2-49(閃光灯の測光)

TC2-69(CIEにおける照度計・輝度計の性
能クラス分け)

TC2-74(光源のゴニオ分光放射測定)

TC2-79（積分球に基づく測光および分光
放射測定）

TC2-87(320nmから420nmの広帯域紫外
LEDの放射測定)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

OIML(国際法定計量機関)

- 委員長 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

OIML/TC1(用語), TC2(計量単位), TC3(計量規
則), TC4(標準器、校正及び検定装置)

-
国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等作業委員会

委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
不確かさ作業委員会

主査 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 田中　秀幸 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員長 渡邊　宏 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 薊　裕彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 松岡　聡 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
計量器情報化作業委員会

委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

OIML/TC6(包装商品) -
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 田中　秀幸 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
電子化計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器情報化作業委員会

国際法定計量調査研究委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器証明書作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC5(計量器に関する一般要求事項)

SC2(計量器に関する一般要求事項の「ソフ
トウェア」)

OIML/TC1(用語)

OIML/TC2(計量単位)

OIML/TC3(計量規則)

SC5(新規 D文書「法定計量における適合
性評価の際の測定の不確かさの役割」)

OIML/TC4(標準器、校正及び検定装置)

OIML(国際法定計量機関)

OIML MAA（型式評価国際相互受入れ取決めの
枠組み）制度および基本証明書制度 OIML-CS
のための新しい基本文書(Bxx)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

CIE（国際照明委員会）

第一部会副幹事
（視覚）

第一部会国内委
員会副委員長

伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

- 幹事 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

レポーター 委員 氏家　弘裕 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

TCチェア - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

エキスパート 委員 坂本　隆 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

副部会長 委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

- 委員 神門　賢二 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 委員 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 委員 木下　健一 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

日本代表委員 委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 委員 木下　健一 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

委員 - 佐川　賢 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 - 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

CIE(国際照明委員会)/JTC2(光度単位カンデラ
の現示方法)

委員
（一社）日本照明委員会（JCIE）/
第2部会国内委員会

委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

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

共同議長（Co-
Chair）

（一社）日本照明委員会（JCIE）
/JTC5特別技術委員会

委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

CIE(国際照明委員会)/JTC8(光・照明用語) 委員
（一社）日本照明委員会（JCIE）/
技術運営委員会

委員長 蔀　洋司 計量標準総合センター 物理計測標準研究部門

CIE(国際照明委員会)/JTC9(非視覚効果に係る
定量化)

第一部会からの
共同議長（Co-
chair)

（一社）日本照明委員会（JCIE）
第1部会国内委員会

- 伊藤　納奈 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

OMG（Object Management Group）

委員 （一社）組込みシステム技術協会 委員 安藤　慶昭 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

共同議長 委員 神徳　徹雄 情報・人間工学領域 知能システム研究部門

委員 委員 安藤　慶昭 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

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

ロボット機能サービ
スWG

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

共同議長 委員 堀　俊夫 情報・人間工学領域 人間情報研究部門

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

共同議長 - 田口　研治 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

委員 委員 Biggs　Geoffrey 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

SEMI（Smiconductor Equipments and Materials International）

- 3DP&I JAPAN TC Chapter Co-leader 島本　晴夫 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

Global Member Japan PV Materials Committee 共同議長 福田　哲生 エネルギー・環境領域 再生可能エネルギー研究センター

スタンダード委員会
PV Material
Taskforce

スタンダード委員
SEMIジャパン/PV Material
Taskforce

委員 棚橋　紀悟 エネルギー・環境領域 太陽光発電研究センター

TDG/GHS

TDG/GHS エキスパート （社）全国火薬類保安協会 国際化対応委員 薄葉　州 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門

VAMAS

VAMAS 日本代表委員 VAMAS国内対応委員会 - 藤本　俊幸 計量標準総合センター 計量標準総合センター研究戦略部

（一社）日本照明委員会（JCIE）
第1部会国内委員会

（一社）日本照明委員会（JCIE）/
第2部会国内委員会

（一社）日本照明委員会（JCIE）/
第3部会国内委員会

（一社）日本ロボット工業会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

SEMI

3D Packaging & Integration Global
Technical Committee

Global PV Materials Committee

小委員会

CIE(国際照明委員会)/Division3(屋内環境と照明
設計)

TC3-44(高齢者および視覚障害者のため
の照明)

OMG(Object Management Group)

Hardware Abstraction Layer for Robotic
Technology (HAL4RT) Finalization Task-
force

Robotics Domain
Task Force
(Robotics-DTF)

Infrastructure
Working Group

RoIS RTF (人―ロボット相互作用サービ
ス・フレームワーク改定作業部会

SysML v2 RFP Working Group

SysML v2 Submission Team

System Assurance Platform Task Force

CIE(国際照明委員会)/Division1(視覚と色)

R1-66(ダイナミックなまたはステレオの映
像による健康への影響)

TC1-83(時間変動照明システムの視覚特
性)

TC1-84(目立ちの視野)

TC1-89(色覚障がい者向け画像強調)

CIE(国際照明委員会)/Division2(光と放射の物理
測定)

TC2-49(閃光灯の測光)

TC2-69(CIEにおける照度計・輝度計の性
能クラス分け)

TC2-74(光源のゴニオ分光放射測定)

TC2-79（積分球に基づく測光および分光
放射測定）

TC2-87(320nmから420nmの広帯域紫外
LEDの放射測定)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

OIML(国際法定計量機関)

- 委員長 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

OIML/TC1(用語), TC2(計量単位), TC3(計量規
則), TC4(標準器、校正及び検定装置)

-
国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等作業委員会

委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
不確かさ作業委員会

主査 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 田中　秀幸 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員長 根本　一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員長 渡邊　宏 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 薊　裕彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 松岡　聡 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
計量器情報化作業委員会

委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

OIML/TC6(包装商品) -
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 田中　秀幸 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量規則等委員会

国際法定計量調査研究委員会/
電子化計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器情報化作業委員会

国際法定計量調査研究委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器証明書作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC5(計量器に関する一般要求事項)

SC2(計量器に関する一般要求事項の「ソフ
トウェア」)

OIML/TC1(用語)

OIML/TC2(計量単位)

OIML/TC3(計量規則)

SC5(新規 D文書「法定計量における適合
性評価の際の測定の不確かさの役割」)

OIML/TC4(標準器、校正及び検定装置)

OIML(国際法定計量機関)

OIML MAA（型式評価国際相互受入れ取決めの
枠組み）制度および基本証明書制度 OIML-CS
のための新しい基本文書(Bxx)
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 西川　賢二 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 堀越　努 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 西川　一夫 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤本　安亮 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

コ コンビーナ
国際法定計量調査研究委員会/
水素燃料計量システム国内委員
会

委員 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会
/CNG・水素エネルギー分科会

委員 森岡　敏博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森岡　敏博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 寺尾　吉哉 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
体積計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
ガスメーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
圧縮燃料ガス計量システム作業
委員会

国際法定計量調査研究委員会/
水素燃料計量システム国内委員
会

国際法定計量調査研究委員会/
体積計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
燃料油メーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
水道メーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
タクシーメーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC7(長さ関連量の計量器)

SC1(静的体積・質量測定)

SC3(水以外の液体の動的体積・質量測定)

SC5(水道メーター)

SC6(低温液体の計量)

SC7(ガスメータリン
グ)

R139(自動車用圧縮
ガス燃料計量システ
ム)

OIML/TC8(流体量の測定)

SC1(長さ計), SC3(面積の測定, 道路運送
車両計量器)

SC4R21(タクシーメーター)

SC5(形状測定器)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 孫　建新 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 薊　裕彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
質量計用ロードセル分科会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
自動はかり等作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
積算熱量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国内審議委員会

R60(ロードセルの計量規定)

OIML/TC9（質量計及び密度計）

SC1(非自動はかり)

SC2(自動はかり)

SC3(分銅)

SC4(密度計)

OIML/TC10(圧力・力及び関連量の計量器)

OIML/TC11(温度及び関連量の計量器)

SC1(抵抗温度計),  SC2(接触温度計)

国際標準関連機関　TC/SC等名称
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 西川　賢二 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 堀越　努 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 西川　一夫 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤本　安亮 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

コ コンビーナ
国際法定計量調査研究委員会/
水素燃料計量システム国内委員
会

委員 高辻　利之 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会
/CNG・水素エネルギー分科会

委員 森岡　敏博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森岡　敏博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 寺尾　吉哉 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
体積計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
ガスメーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
圧縮燃料ガス計量システム作業
委員会

国際法定計量調査研究委員会/
水素燃料計量システム国内委員
会

国際法定計量調査研究委員会/
体積計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
燃料油メーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
水道メーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
タクシーメーター作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC7(長さ関連量の計量器)

SC1(静的体積・質量測定)

SC3(水以外の液体の動的体積・質量測定)

SC5(水道メーター)

SC6(低温液体の計量)

SC7(ガスメータリン
グ)

R139(自動車用圧縮
ガス燃料計量システ
ム)

OIML/TC8(流体量の測定)

SC1(長さ計), SC3(面積の測定, 道路運送
車両計量器)

SC4R21(タクシーメーター)

SC5(形状測定器)

国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 孫　建新 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 薊　裕彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 高橋　豊 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 三倉　伸介 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 植木　正明 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大谷　怜志 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 長野　智博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 島田　正樹 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 神長　亘 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
質量計用ロードセル分科会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
自動はかり等作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
質量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
積算熱量計作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国内審議委員会

R60(ロードセルの計量規定)

OIML/TC9（質量計及び密度計）

SC1(非自動はかり)

SC2(自動はかり)

SC3(分銅)

SC4(密度計)

OIML/TC10(圧力・力及び関連量の計量器)

OIML/TC11(温度及び関連量の計量器)

SC1(抵抗温度計),  SC2(接触温度計)

国際標準関連機関　TC/SC等名称
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 大田　明博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 堀越　努 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員長 井原　俊英 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員長 井原　俊英 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
水分/タンパク計作業委員会

委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 沼田　雅彦 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 下坂　琢哉 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
水分/タンパク計作業委員会

委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ICRU（国際放射線単位測定委員会）

ICRU（国際放射線単位測定委員会） メンバー - - 齋藤　則生 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

ITU（国際電気通信連合）

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ITU（国際電気通信連合）

UN ECE/WP29 GRSP
HFCV-SGS (GTR13)
（Hydrogen and Fuel Cell
Vehicle Safety）

オブザーバー
（一財）日本自動車研究所/水素
適合性試験法作成TF

委員 飯島高志 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
医療用計量器作業委員会

（一社）情報通信技術委員会

国際法定計量調査研究委員会/
音響振動計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC13(音響及び振動の計量器)

OIML/TC18(医療用計量器)

SC1(血圧計)

SC1(血圧計), SC4(医療用電子計量器),
SC5(医学研究用計測器)

SC4(医療用電子計量器)

SC5(医学研究用計測器)

ITU-T/SG17(電気通信セキュリティ)

コネクテッド・カー専門委員会

セキュリティ専門委員会

OIML/TC16（汚染度計量器）

OIML/TC17（物理・化学計測機器）

SC1（穀物水分計）

SC1（穀物水分計）, SC8（穀物タンパク質
計）

SC2(糖度計)

SC3(pH計)

SC4(導電率の測定)

SC5(粘度の測定)

SC6(ガス分析計)

SC7（証拠用呼気アルコール分析計）

SC8(農産物の品質分析機器)

（参考４） 
 

 

日本工業標準調査会 

委員一覧（産総研関係者） 
 

（H30.2月調査時点） 

 

参　考　4

No. 氏名 所属ユニット

1 臼田　孝 計量標準総合センター

2 野々瀬　菜穂子 計量標準総合センター　物質計量標準研究部門

3 伊藤　納奈 情報・人間工学領域　人間情報研究部門

4 化学・環境技術専門委員会 野々瀬　菜穂子 計量標準総合センター　物質計量標準研究部門

5 市川　直樹 エレクトロニクス・製造領域　製造技術研究部門

6 平井　亜紀子 計量標準総合センター　工学計測標準研究部門

7 スマートグリッド戦略専門委員会 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域　再生可能エネルギー研究センター

8 持丸　正明 情報・人間工学領域　人間情報研究部門

9 知的基盤整備専門委員会 臼田　孝 計量標準総合センター

基本政策部会

総会

委員会名

標準第一部会

基盤技術専門委員会

機能要素技術専門委員会

標準第二部会
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国際委員会
参加地位

氏名 領域名 所属ユニット

- 委員 大田　明博 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 堀越　努 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員長 井原　俊英 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員長 井原　俊英 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
水分/タンパク計作業委員会

委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 沼田　雅彦 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

- 委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員長 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 井上　太 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 大串　浩司 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 藤田　佳孝 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 尾藤　洋一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

委員 分領　信一 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

-
（一財）日本計量機器工業連合
会

委員 下坂　琢哉 計量標準総合センター 物質計測標準研究部門

-
国際法定計量調査研究委員会/
水分/タンパク計作業委員会

委員 戸田　邦彦 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 森中　泰章 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

- 委員 伊藤　武 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門

ICRU（国際放射線単位測定委員会）

ICRU（国際放射線単位測定委員会） メンバー - - 齋藤　則生 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門

ITU（国際電気通信連合）

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

- 委員 吉田　博隆 情報・人間工学領域 情報技術研究部門

ITU（国際電気通信連合）

UN ECE/WP29 GRSP
HFCV-SGS (GTR13)
（Hydrogen and Fuel Cell
Vehicle Safety）

オブザーバー
（一財）日本自動車研究所/水素
適合性試験法作成TF

委員 飯島高志 エネルギー・環境領域 創エネルギー研究部門

国際法定計量調査研究委員会/
医療用計量器作業委員会

（一社）情報通信技術委員会

国際法定計量調査研究委員会/
音響振動計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
環境・分析計量器作業委員会

国際法定計量調査研究委員会/
計量器作業委員会

国際標準関連機関　TC/SC等名称 国内審議委員会

OIML/TC13(音響及び振動の計量器)

OIML/TC18(医療用計量器)

SC1(血圧計)

SC1(血圧計), SC4(医療用電子計量器),
SC5(医学研究用計測器)

SC4(医療用電子計量器)

SC5(医学研究用計測器)

ITU-T/SG17(電気通信セキュリティ)

コネクテッド・カー専門委員会

セキュリティ専門委員会

OIML/TC16（汚染度計量器）

OIML/TC17（物理・化学計測機器）

SC1（穀物水分計）

SC1（穀物水分計）, SC8（穀物タンパク質
計）

SC2(糖度計)

SC3(pH計)

SC4(導電率の測定)

SC5(粘度の測定)

SC6(ガス分析計)

SC7（証拠用呼気アルコール分析計）

SC8(農産物の品質分析機器)

（参考４） 
 

 

日本工業標準調査会 

委員一覧（産総研関係者） 
 

（H30.2月調査時点） 

 

参　考　4

No. 氏名 所属ユニット

1 臼田　孝 計量標準総合センター

2 野々瀬　菜穂子 計量標準総合センター　物質計量標準研究部門

3 伊藤　納奈 情報・人間工学領域　人間情報研究部門

4 化学・環境技術専門委員会 野々瀬　菜穂子 計量標準総合センター　物質計量標準研究部門

5 市川　直樹 エレクトロニクス・製造領域　製造技術研究部門

6 平井　亜紀子 計量標準総合センター　工学計測標準研究部門

7 スマートグリッド戦略専門委員会 大谷　謙仁 エネルギー・環境領域　再生可能エネルギー研究センター

8 持丸　正明 情報・人間工学領域　人間情報研究部門

9 知的基盤整備専門委員会 臼田　孝 計量標準総合センター

基本政策部会

総会

委員会名

標準第一部会

基盤技術専門委員会

機能要素技術専門委員会

標準第二部会
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                  （参考資料５） 

 
 
 

 

                                               
＊エキスパート活動実施者数には、プロジェクトリーダー等を含む。 

 
 
 
 

 

 

国際標準化活動に係る実績 

平成 29 年度において、385 名が国際標準化委員会へエキスパートとして参画した。

また、国際標準化委員会へ 54 名が役職者として参画した。 

国際・国内標準の提案に係る実績 

平成 29 年度において、国際標準 38 件、国内標準 12 件、計 50 件を提案した。 
（平成 29 年度は平成 30 年 2 月 28 日時点） 

参　考　5
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Intellectual Property and Standardization Promotion Division,
Research and Innovation Promotion Headquarters

技術を社会へ-Integration for Innovation

イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部

国立研究開発法人

産業技術総合研究所

技術を社会へ-Integration for Innovation
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