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ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ 2021 の開催にあたって 

ISO/TC229ナノテクノロジー国内審議委員会委員長 
一村信吾（産総研 特別顧問/早稲田大学 教授） 

 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下産総研）は、ナノテクノロジーの研
究開発と併せて、その国際標準化を積極的に推進しています。その一環として、国際ナ
ノテクノロジー総合展・技術会議の場におきましても、ISO の専門委員会 TC 229（ナノ
テクノロジー）の活動を紹介する場として、2009 年から継続的にナノテクノロジー国
際標準化ワークショップを主催して来ました。 

国際ナノテクノロジー総合展・技術会議は、例年ですとその年の 1 月～2 月に東京
ビッグサイトで開催されています。しかしながら 2021 年は諸般の事情から、2020年 12

月に前倒し開催になりました。加えて COVID-19 の世界的な蔓延を受けて、完全にウエ
ブ開催で行う事になりました。このためナノテクノロジー国際標準化ワークショップも
ウエブ形式での開催という初めての試みで進めることになりました。 

 

過去 11 回（2009年から 2019 年）では、トピックスとして、“環境・安全”、“ナノマ
テリアル”、“ナノラベリング”、“ナノ材料”、“ナノバイオテクノロジー”、“ナノ粒子計
測技術”などをタイムリーに取り上げ、国内外の情報集約・発信の場を提供するととも
に、標準化に係わる議論を深めてきました。これまでのワークショップにご参加頂き活
動を支えて頂きました皆様、及びこのような産総研の活動に際して日頃からご指導、ご
協力を頂いています関係者の皆様に、この場を借りまして心より御礼申し上げます。 

今回（nano tech 2021）は～世界をリードするナノマテリアルの戦略的国際標準化～
と副題を冠してワークショップを開催することにしました。これは昨年（2019 年）開
催のワークショップ～ナノテクノロジーの産業化を後押しする国際標準化～や、今年
（2020 年 1 月）開催の～基盤技術から製品応用まで。拡大するナノテク国際標準化～
を踏まえ、製品応用に係わる国際標準化の位置づけを明示する観点で設定したものです。
ナノテクノロジーの標準化における製品応用への展開は、既にご紹介しています
ISO/TC 229会議におけるWG5: Products and Applicationsの活動開始（2017年 11月から）
と呼応しています。 

本日のワークショップでは、「標準化を巡る環境変化と最近の動向」に関する経済産
業省からの来賓ご講演の後で、ナノマテリアルに関連する産業化を推進している事例と
して、スメクタイト（ナノクレイ）とポーラスシリカ、ナノコンポジット材料を取り上
げ、それぞれの研究開発動向と産業応用、そして国際標準化の観点からお話を頂くこと



にしました。これらのご講演により、国内外の関連産業界の動向を踏まえた様々な観点
からの情報・意見交換ができるものと期待しています。ご多忙の中、ご講演をお引き受
け頂いた講師の皆様に心より御礼申し上げます。 

 

ナノテクノロジーの国際標準化活動を通して最近思いを強くしていますのは、国際
標準化に係わる他の専門委員会（対応する国内審議母体）との緊密な連携の必要性です。
製品応用というナノテクノロジーの出口に係わる議論を深めれば深めるほど、その必要
性はますます高まると考えています。産総研は ISO TC 229/JWG2（Measurements and 

Characterization）の議長・セクレタリー職を担う人材を継続して輩出して国際的な役割
を果たすと同時に、同専門委員会の国内審議委員会において事務局機能を果たしていま
す。このような位置づけのもと、国内外のナノテクノロジー国際標準化に関係する方々
との結節点として、ナノテク関連産業の振興・発展に貢献すべく、様々な連携の場を構
築して参りたいと考えています。 

 

引き継ぎご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
 



標準化をめぐる最近の動向について

令和２年12月11日
経済産業省 国際標準課

木佐貫 純也
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標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也

１．標準化を巡る最近の動向

２．標準化推進の意義

３．我が国の標準化政策
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０．コロナウィルス感染拡大下の標準化の取り組み
 コロナウイルスの拡大に伴い、感染症対策（医療用品、検査手法等）、経済・社会活
動や個人の生活様式の変化（非接触化、オンライン化、無人化等）について、標準
を活用した新しいルール形成を模索する動きがみられる。

医療用品など直接的な対策 コロナによる生活様式の変化
（非接触、遠隔、デジタル化など）

日本の取組

 医療用品
• 医療用マスクなどの医療用品について、品質
確保・取引円滑化のため、JIS開発を検討

 ロボット・ドローン分野
• ロボットサービスの安全マネジメントシステム（8月承認、規格開発準備中）
• ドローンの運用に関わる人員の教育訓練（規格開発実施中）
 インテリジェント交通システム
• トラック隊列走行システム（7月投票にて承認、規格開発実施中）
• 自動運転ヒューマンインタフェース（規格開発実施中）
●モバイル機器での身分証明管理
• 個人認証可能なIoT機器に搭載されるセキュアエレメントの信頼度認証
（2020年7月から本格的な議論開始、2022年国際標準化を目指す）

他国の取組

 ドライブスルー方式の検査センター管理手順
（提案国︓韓国、7月承認、規格開発準備中）
 ウォークスルー方式の検査センター管理手順
（提案国︓韓国、9月承認、規格開発準備中）
 地域医療センター管理のためのガイドライン
（提案国︓韓国、新規提案投票中）

 ファシリティマネジメントー職場での流行防止の緊急管理に関するガイダンス
（提案国︓中国 7月承認、規格開発実施中）
 公衆衛生緊急時の効果的なデータ利用ガイダンス
（提案国︓中国、提案準備中）
 配達サービスの非接触運用のガイドライン（提案国︓中国、提案準備中）
 スマートコミュニティインフラストラクチャ
• 公道での自律走行車によるスマート輸送のガイダンス（提案国︓シンガポール、
規格開発実施中）

• 顔認識を使用したスマート輸送に関するガイダンス（提案国︓中国、規格開発
実施中）

主な取り組みの例

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也



 標準化とは、「もの」や「事柄」の単純化、秩序化、試験・評価方法の統一により、製品やサービス
の互換性・品質・性能・安全性の確保、環境保護、利便性を向上するもの。

 標準化は、任意のものである一方、規制や調達基準などへ引用されると強制力を有する。各国は、
国内標準を作成する際は、WTO／TBT協定により国際標準を基礎としなければならない。

 対象分野は、従来のモノ・製品中心から、近年、サービス・社会システム・環境などへ急速に拡大。

物の互換性
品質の確保

物の安心・
安全の確保

形や寸法が統一され
どこでも、誰でも利用できる

形や寸法の統一
強度等の要求により

安心・安全な利用を担保

標準の伝統的な利用例
SDGs・
環境分野

サービス・
マネジメント分野

社会
システム分野

ロボットサービス

小口保冷配送

サステナブルな投資

循環社会

自動走行システム

サイバーセキュリティ

標準の対象分野の拡大
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１．標準化をとりまく環境変化と現状認識 ～(1)対象の広がりとスピード感～

発火防止

幼児対策ロック

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也



（２）新興国の追い上げ、標準化の主導権争いの激化

 コロナ禍に伴う経済社会変化等を受け、領域横断的分野も含めた標準化の対象拡大や中国等
の新興国の台頭により、各国の主導権争いが激化。 4

ISO/IECにおける会長・副会長の出身国2014年以降の各国の委員会設置提案数(ISO)
☞ 通常、委員会設置提案者が国際幹事ポスト等を獲得。

中国, 16

中国・フ
ランス, 1

中国・アメリ
カ, 1フランス, 6

イギリス, 5

イラ
ン, 4

ドイ
ツ, 4

アメリカ, 3

オーストラリ
ア, 3

スウェーデン, 3

日本, 2

カナダ・
イギリス, 1

その他, 16

全65件
中国が全体の1/4以上の委員会を新規提案

出典︓ ISO関連データ 新規提案リストより

新規提案
総数65件

松本 満男
経済産業省

基準認証政策課
国際戦略情報分析官

IEC第3副会長

堤 和彦
三菱電機株式会社

顧問

ISO副会長

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也
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２．標準化推進の政策的意義 ～市場の創造・拡大・維持～
 国際標準化は、市場の創造・拡大・維持を進めるための重要なツール。様々なものがネット
ワークでつながる中、海外市場展開に当たって、国際標準の戦略的な活用がより重要に。

 官民で連携して国際標準化を進めることで、戦略的な市場形成の実現を目指している。

社会課題の解決に資する技
術・サービスの基準を標準化し、
レギュレーションや調達基準等
に引用させることで、社会課題
の解決市場を創造する

システム間のインターフェースを
標準化し、ビジネス・エコシステ
ムを形成する。オープン領域へ
の参入を促し、クローズド領域
の価値をドライブさせる。

国内産業に不利となる標準化
を阻止し、逆に国内産業をより
高く評価する標準化を後押し
することで、既存市場を守り育
てる

市場創造 市場拡大 市場維持

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也
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【事例１】標準化による新興国等での事業拡大（エアコン冷媒）

 ダイキン工業（株）は、国際規格の策定・改定や普及を戦略的に実施。インド事業では販
売台数やシェアが拡大し、売上順位は首位に。

Ａ
低毒性

Ｂ
高毒性

高可燃 ３ ３
可燃 ２ ２
不燃 １ １

Ａ
低毒性

Ｂ
高毒性

高可燃 ３ ３
可燃 ２ ２
微燃 ２Ｌ ２Ｌ
不燃 １ １

以前のカテゴリ 実現した新カテゴリ

例）ISO817（冷媒安全分類規格）の改定

※数字は燃焼性のカテゴリを示している。

 ダイキンは、燃えにくく（安全性が高く）、温暖化影響も小さ
い冷媒「R32」を自社空調機へ採用。

 しかし、旧標準の分類では、「可燃」に分類されてしまい普
及の障壁に。そのため、カテゴリに微燃性を追加し課題を解
決。

インドにおける国内規格化への協力
国際標準改定とインドでの国内規格化
協力の売上面での効果は、5年間で販
売台数36万台増、売上151億円増

（デロイトトーマツコンサルティングの試算）
 上記ISO等のインドでの国内規格化を支援。規格化と規制
緩和の実現が、R32空調機の商品化と普及を後押し。

R32

シェア約7%

シェア約13%

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也
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【事例２】 標準化による新興国等での市場創造・拡大（エアコン省エネ）
 ダイキン工業（株）はグローバル事業の環境整備ツールとして規格を戦略的に活用。
 ブラジルで、同社が主体的に改訂に関わった国際規格（エアコンの省エネ基準）を
規制に引用し、省エネ性能の一層の差別化を可能とする制度改正を2020年に実現。

➡電力需要増による火力発電の増加
(水力発電割合︓9割→6割)

➡不十分な省エネラベルによる低級品の流入
(市場の９割が最上位のAグレード )

ISO国際規格を活用した「省エネ規制見
直し」を働きかけ ~官民NGO連携~

 JICA事業による我が国制度の紹介
 伯大学による実証事業の実施
 NGOによるブラジル省エネ制度の評価など

➡国際規格による省エネ評価と、同社製
品の省エネ性能が際立つ制度を実現

 グレードの多段階化
 省エネ値表示と年間消費電力量表示の追加

旧 新

NGOレポート

ラベルデザインの変更

実証試験

【課題】 ブラジルの脆弱な省エネ規制 【成果】 新・「省エネラベル制度」の成立

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也
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 デンソーウエーブは、自動車業界の電子かんばん※向けにQRコードを普及させるため、基
本仕様を国際標準化。必須特許をライセンスフリーとしたことで他業界にも広く普及。

 QRコードの認識やデコード部分を差別化領域とし、QRコードリーダやソフトウェアを有償
で販売し、QRコードリーダーでは国内シェアトップを獲得。

QRコードは標準化し
無償化

読み取り機及びソフト
ウエアで収益確保

QRコードの認識
デコード部分の技術

ブラック
ボックス領域

QRコードの基本仕様を標準化
(ISO/IEC18004)

特
許

ライセンスフリー

※電子かんばん︓トヨタ自動車が開発した情報伝達ツール・生産管理システムのひとつ。

QRコード (1994) マイクロQR (1998) iQRコード SQRC(2007) フレームQR(2014)

●高速読み取り
●大容量
●省スペース
●日本語表現

●極小化（小さな
部品の管理）

●正方形・長方形
の生成可（省ス
ペース＆データ増を
実現。裏表反転、
白黒反転も可。）

●公開部分と非公
開部分の２層構
造（チケット等）
●QRコードの偽
造・改ざん防止

●デザイン性向上
（最大30％汚れ
が付着しても読み
取り可能）

【QRコードの進化】

このQRコードをデンソーウエーブが提供するQRコードリーダーアプリ「クルクル」で読
み取ると、25年の軌跡をまとめたデンソーウエーブの特設サイトを表示できる。
（異なるQRコードリーダーアプリで読み取ると、記事のサイトにアクセスされる）

【事例】 標準化によるグローバルな市場創造・拡大
標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也
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【事例３】標準化後の事業拡大効果︓HAL

 CYBERDYNE社は、世界初の装着型サイボーグ「HAL」の早期の事業化を実現するため、研
究開発と同時に、市場形成活動に取り組んだ。

 具体的には、安全要求事項とその試験方法を国際標準化し、客観的な安全性を担保する仕
組みを構築することで、装着型サイボーグ市場の創造に成功した。

 2014年に国際標準化した後に医療分野にも進出し、売上げは5年間で４倍以上に増加した。

出所︓CYBERDYNE社HP、池田陽子、飯塚倫子（2019）「イノベーションを社会実装するための国際ルール戦略︓メディカル・ヘルスケアロボット「HAL」の事例研究から」

売上げは
5年で4倍以上に

HAL医療用下肢タイプの稼働台数と売上

（台） （百万円）

折れ線グラフ︓稼働台数（左）
棒グラフ︓売上げ（レンタル・保守）（右）
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HAL（Hybrid Assistive Limb）は、身体機能を改善・補
助・拡張・再生することができる、世界初の装着型サイボーグ

ISO 13482（生活支援ロボットの安全要求事項）を開発し、
安全性を客観的に担保することで非医療分野で市場を確立

非医療分野で実績を積んだ後に医療分野に進出し、市場を確
立させて売上げを増加させている

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也



 シグマ 株式会社は、自動車のシリンダ・バルブボディなどの きずの自動検査装置を開発。
 各部品メーカーで「きず」の定義が異なるため、標準試験片(物差し)を開発・標準化。
 (欠陥サイズの)測定品質の証明を図り、装置の販売環境を改善。同時に、メーカー側
の過剰品質の低減や生産性の向上に寄与。

規格作成にあたっての期待・動機
目視検査による曖昧さと品質基準の曖昧さが円滑な取引の妨げになっていた。
標準試験片で品質基準を定め、検査装置を普及させ生産性を向上させたい。
規格の概要(機能を評価するための試験方法)
自動車部品等の加工穴内面のきずを自動検査する装置の評価や校正に使
用する標準試験片を定める。
効果
品質基準の明確化で、取引先の歩留まりが10％改善。
検査装置の正確性・信頼性が短時間で顧客に理解いただける
ようになった。これに伴い検査装置の売上げが増加。
製品売上推移︓2017年(JIS作成前)から2019年(JIS化後)で1.3倍に増加。

今後の展開
製品の海外展開環境を整えるため、将来国際標準化も検討予定。

【事例４】「きず」の基準を作り、評価コストを低減

10
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Suicaカード
非接触通信Felica方式を実装

 ICカード（非接触IC規格）について、フィリップス方式、
モトローラ方式が、国際標準（ISO/IEC）として成立
（2001年）。

 後続のICカード標準化は、各国提案の乱立や、欧米勢の
反対もあり、Felica方式は、ICカードの国際標準としては
成立せず。

 そのため、日本は、データエコノミーのコアである決済基盤の
国際競争において遅れをとることとなった。

非接触ICカードに関する国際標準

国際標準化機構（ISO）・
国際電気標準会議（IEC）

ICカードを巡る国際標準化

（Felica）

採用 不採用

 グローバル化の進展、第4次産業革命の深化に伴い、標準を戦略的に活用し、グローバル市場の
拡大を図り、国際的な産業競争に勝ち抜いていくことの重要性が増大。

 政府調達仕様は、国際標準に準拠する必要。食品・農産品やシステム・インフラ等の輸出においては、
安全・税制に関わる規格対応は不可避。標準化で遅れをとると対応コスト増で不利に。

 要素技術で優位な日本は、標準化で欧米中に遅れをとっているため、市場機会を逸失。
乳酸菌飲料に関する国際標準

（ヨーグルト等）

 乳酸菌飲料である「ヤクルト」について、2003年に成立した
「発酵乳」の国際標準（CODEX）には乳酸菌飲料が含ま
れていなかったため、通常の清涼飲料と同様の扱いであった。

 そこで、ヤクルト社が中心となって国際標準化提案を進め、
2010年に「発酵乳」のカテゴリーに「乳酸菌飲料」を追加する
ことに成功。

 結果、ヤクルトは、世界中で健康食品としてのマーケティング
が可能となった上、イタリアでは軽減税率の対象となるなど、
税制上の優遇を受けることにも成功。

新カテゴリーとして
追加

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也



①官民の取組の方向性（「知的財産推進計画2020」 2020年５月27日知的財産戦略本部決定）
日本が抱える課題
 日本企業の多くは、自ら有する技術シーズを出発点に戦略の検討を進める傾向が強い
 各分野の研究機関や省庁が領域ごとに検討。俯瞰的・複眼的な視点、市場ビジョン無きまま
個々に実証。

 標準策定に向けてリーダーシップを発揮する企業が現れにくい競争環境のため、コンセンサス形成に
時間を要する。また、国際交渉での柔軟性が無い

12

グローバル視点での
戦略構築

官による
標準化支援

官民の意識改革 研究開発の構想段階から、標準や知財の活用が全体戦略の視点で検討
されることを目指す。

国際的な視点から全体構造のあるべき姿を考え、実現方策をとりまとめていく
司令塔の機能や体制を構築する。

ASEAN諸国等に対する標準を活用した解決策の提案や、標準と政府調達の
連携などを通じ、日本の技術の世界的な社会実装を目指す。

Ⅱ標準化政策の取組状況と方向性

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也



標準化の
リソース不足

②経済産業省の標準化政策の取組状況と方向性

 標準化人材育成（ヤングプロフェッショナル研修）
 標準化事業表彰

 企業の中において規格開発や国際交渉を担う人材が不足しているといった課題に対し、研修プログラムによる人
材の育成や表彰制度による標準化人材のプレゼンス向上を促進。

 また、環境・資源循環やデジタル・データといった新たな領域横断分野に標準化の動きが拡大する中、個別分野
ごとの業界団体しか存在しないとの課題に対し、重点分野への規格開発支援ツールに加え、幅広い分野の標準
化に知見・経験を有する産総研に「標準化推進センター」を設置することにより、業界横断的な標準化を推進。

 さらに、経営戦略において標準化を位置付けていない企業が多いことから、最高標準化責任者（CSO︓Chief 
Standardization Officer)との発掘・対話を進めるなど、企業における標準活用を促進。

JSA産総研・NEDO・NITE※等他省庁
連携 連携

大学

新たな領域・
横断的分野における
標準化の課題

 重点分野を中心とした規格開発支援
＜対象分野の例＞

•環境・SDGｓ（サステナブルファイナンス、サーキュラーエコノミー、海洋プラスチッ
ク、再エネ・分散型電源等）

• デジタル・データ （AI、量子コンピューティング等）
• ポストコロナ対応
（医療用品／生活・行動様式変化への対応︓オンライン、非接触等）等

 領域横断分野の標準化体制の整備（産総研標準化推進センター設置等）

企業経営上
の課題

 産業界等に対する働きかけ（CSOの発掘・対話、政策動向等の情報提供）
 地域企業の標準化案件発掘、支援体制の整備

13

研修受講の様子 標準化事業表彰

工場A 工場B

異なる組織間
のデータ連携

スマートマニュファクチュアリング

対応する施策

※独立行政法人 製品評価技術基盤機構

 研究開発と同時並行で進める標準化

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也



 標準化専門家の育成のみならず、ルール形成を担う経営層、標準化を支える人材へもアプロー
チすることで、戦略的な標準の活用や標準活用のすそ野を広げる。

経営層  経営層へのアプローチ
企業による戦略的な標準の活用を促すため、CSO設置企業への働きかけ

専門家
 ヤンプロの提供
国際標準化交渉をリードできる人材を育成するため、ISO/IEC国際標準
化人材育成講座（ヤングプロフェッショナルジャパンプログラム）を実施

 OJTの機会提供
国際標準化会議の幹事候補や新たに国際標準化活動に取り組む
若手人材を、海外で行われる国際標準化会議に国の予算で派遣等。

支える人材  大学における人材育成支援
 多摩地区５大学によるルール形成のための集中講義企画支援
 教職員用のファカルティ・ディベロプメント教材等の作成
 標準化講義への講師派遣

標準化人材を育成する３つのアクションプランより抜粋
（2017年1月 標準化官民戦略会議

標準化人材育成WG策定）

標準化専門家

ルール形成戦略
マネジメント人材

標準化を支える人材

標準化人材育成の取組

14
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企業経営層へのアプローチ（最高標準化責任者(CSO)）
 企業に対して、標準化に関する全社的な戦略の推進を担う最高標準化責任者 CSO 
(Chief Standardization Officer)の設置等による標準化体制の強化を奨励。

 CSOには、企業が標準化をビジネスツールとして戦略的に活用できるよう、標準化戦略と事業
戦略、R&D戦略、知財戦略とを一体的に運用することが期待される。

15

【最高標準化責任者（CSO）のイメージ】

コーポレート部門

A事業部

知財戦略 標準化戦略 R&D戦略

事業
戦略

B事業部

事業
戦略

C事業部

事業
戦略

D事業部

事業
戦略

CSOが標準化に関する全社戦略を担当※

※標準化戦略はその他の各戦略と一体的に構築・運用する必要があるため、
戦略全般の責任者との兼任を推奨している

【CSOと経済産業省の連携】

CSO設置企業

ルール形成に
関する諸外国の
動向情報を提供

政府の関与が
必要な場合に
迅速に連携

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也



ISO/IEC国際標準化人材育成講座の実施
 2012年から国際標準化交渉をリードできる人材（ヤング・プロフェッショナル）を育成する
プログラム（通称︓ヤンプロ）を実施。国際標準化の第一線で活躍する講師に依頼し、
座学のみならず模擬国際交渉等を通じて、日本提案を英語でリードできる人材を育成。

 2019年度は、東京だけでなく大阪においてもヤンプロを開講。
開催実績（修了生 計344名）ISO/IEC国際標準化人材育成講座（ヤンプロ）

対象
●国際標準化に携わっている、又は今後関係する可能性があること
●国際標準化についての基礎知識があること
●英語の素養があり講座を契機に今後さらにスキルアップする志があること
●所属する企業や団体等から講座への参加について推薦があること 等

時期 夏（東京）、秋（大阪）、冬（東京）の年三回

募集
人数 一回のプログラムにつき２０名

講座
内容

以下の内容のプログラムを４日間で実施
●企業経営の基本
●標準化と知財との関係
●会議の理論や交渉の実務
に関する解説とロールプレイ（英語）

●修了発表（英語） 等

0

10

20

30

40

50

60

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

IEC/ISO合同実施

ISO分野

IEC分野

●対象︓ヤンプロ卒業生及びその上司
●内容︓ヤンプロ講師による講演

卒業生による経験談プレゼン
直近のトピックス・課題等自由討議
懇親会

ヤンプロ合同研修会（FY29より開始）

（人）
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ナノテクノロジー分野の国際標準化について

ナノテクロジー分野の国際標準化は、ＩＳＯＴＣ２２９で行われており、我が国では国立研
究開発法人産業技術総合研究所を軸として産官学を結集し、ナノテクロジー標準化国内審議
委員会を組織し、国際標準化活動を推進。

 ナノテクノロジー分野は、ＩＴエレクトロニクス、環境・エネルギー、ライフ・ヘルスケア等広
範な産業分野に於ける我が国の産業基盤を強化し、国際競争力の強化していく上で
重要な分野のひとつ。

 欧州規格等欧州規格等各国の規制等との関連する分野も多く、戦略的に標準化活
動を進めていくことが重要。

経済産業省の規格開発支援事業

● 材料中のナノ空隙評価のための陽電子消滅測定法に関する国際標準化（2018‐2020)

● 蛍光ナノ粒子を用いた生体分子解析システムの評価に関する国際標準化（2018‐2020)

我が国のナノテクノロジー分野の国際標準化推進体制

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也



御清聴ありがとうございました。

【経済産業省の支援メニューに関するお問い合わせ先】

日本工業標準調査会事務局メールアドレス︓jisc@meti.go.jp

日本工業標準調査会ホームページアドレス︓
http://www.jisc.go.jp/index.html

標準化を巡る最近の動向について 経産省 木佐貫 純也



ISO/TC229 WG4における戦略的な
ナノマテリアル国際標準化

蛯名武雄
ナノテクノロジー標準化国内審議委員会

材料規格分科会主査
Clayteam会長

産業技術総合研究所化学プロセス研究部門
首席研究員

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021
2020年12月11日(金)
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ナノテクノロジー規格審議体制

第
２
２
９
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
技
術
委
員
会

JWG1 用語と命名法

JWG2 計測・キャラクタリゼーション

WG3 環境、健康、安全

WG4 材料規格

WG5 製品と応用

議長国:カナダ

議長国:日本(竹歳尚之)
幹事: 日本(山下雄一郎)

議長国:アメリカ

議長国:中国 (2008年設立)

議長国:韓国 (2016年設立)

議長:D.Koltsov (イギリス) 2016.2～
幹事国: イギリス

ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
標
準
化
国
内
委
員
会

委員長:一村信吾 (早稲田大/産総研) 2015.10～
事務局: 産総研 知的財産・標準化推進部

分科会1 用語と命名
法・製品と応用

主査:JMAC 中江裕樹

分科会2 計量・計測
主査:SII 古田一吉

分科会3 環境・安全
主査:岐阜大学 岩橋 均

分科会4 材料規格
主査:産総研 蛯名武雄

国内委員会の体制

設立 2005年5月

ISO
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レジュメ

3

①バリューチェーン

②オープン・クローズ戦略

③市場拡大をアシストする標準化

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



ISO TC229 材料規格マップ

4

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄

ナノ材料の同定のための基本的な特性と測定

粉体状ナノ粒子

超常磁性ビーズ

抗菌性銀ナノ粒子

チタン酸化物

炭酸カルシウム

カーボンナノチ
ューブ分散液開発中

発行済

触媒担体アルミナ

ナノ物質 ナノ構造材料

ナノコンポジット ナノ分散液

クロマトグラフィ
ー用シリカ多孔

体

ナノ構造粉体

個別用途の材料規格

一般用途向け材料規格

シリカ多孔体

ナノ粒子センサ

ナノファイバー

空気フィルター

磁性粉体 クレイナノマテリアル

新規提案

ガスバリアフィル
ム用クレイナノプ

レート

食品包装用高
分子フィルム

シリカ/クレイナノ
マテリアル規格群

ナノ多孔材料



クレイナノマテリアルの市場

• 世界のナノクレイの市場規模の2020年～2027年の年平
均成長率は11.2％。

Nanoclay, Global Industry Analysts, Inc. (2020)

5

ベントナイトの用途
鋳物砂用粘結剤
鉄鉱石ペレット
複合材料フィラー
猫砂
建設用泥水
土木工事
農業
化粧品
その他

Nanoclay, Global Industry Analysts, Inc. (2020)
年

億
円

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄

https://www.gii.co.jp/report/go959210-nanoclay.html



標準化ニーズ及び社会的・経済的効果
【標準化ニーズ】 粘土には、

・ ガスバリアフィルム製造に利用できる高品質な粘土
・ 〃 利用できない安価な粘土

⇒ 大きな価格差がある。
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
・・・

価格の根拠

特性データの項目や取得方法を標準化

【社会的・経済的効果】

電子機器 食品包装 医薬品包装 水素技術、航空宇宙など

クレイナノプレートを利用した最終製品

6
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売
り
手

（
モ
ノ
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
）

（
モ
ノ
・
サ
ー
ビ
ス
の
使
用
者
）

買
い
手

クレイ材料の
取引契約

製品の組成・
特性の要求

製品と試験
データの提供

材料規格、試験規格

市場における規格の使われ方

小野晃、第24回Clayteamセミナー発表スライド

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



どのような時に規格を利用するか

買い手

・販売されている製品は多種多様だが、それぞれの製品の
特長を知りたい。
・特定の目的に対して適した製品を知りたい。

・購入時に国際規格に基づくレポート提出の条件を付けて信
頼性の高い製品を購入したい。

売り手
・自社の製品の特長をアピールしたい。
・自社製品のバリエーションを明示したい。
・国際規格に基づくレポートを付けることで信頼を得たい。
・評価の方法を知りたい。

8
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TC229 WG4のクレイ関連プロジェクト

TS 21975 Nanotechnologies —
Polymeric nanocomposite films for 
food packaging — Barrier 
properties: characteristics and 
measurement methods
食品包装関係ユーザー向け規格
2020年6月発行

TS 21236-1 Nanotechnologies -
Clay nanomaterials - Part 1: 
Specification of characteristics and 
measurement methods for layered 
clay nanomaterials
一般ユーザー向け規格
2019年10月発行

TS CD 21236-2 Nanotechnologies —
Clay nanomaterials — Part 2: 
Specification of characteristics and 
measurements for clay nanoplates 
used for gas barrier film applications
ガスバリアフィルム用クレイナノプレート規格
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クレイナノマテリアル ポリマーベース
コンポジットフィルム

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



クレイナノプレートのサプライチェーン

水ガラス等無機原料 ベントナイト

合成スメクタイト 天然スメクタイト

粉体 分散液

クレイナノプレート応用製品の普及と社会需要

リスク対応ベネフィット対応

原料

クレイナノプレート

クレイナノプレート
応用製品 塗

料

化
粧
品

洗
浄
剤

ナ
ノ
コ
ン
ポ
ジ
ッ
ト
材
料

バ
リ
ア
フ
ィ
ル
ム

接
着
剤

ナ
ノ
有
害
性
試
験
評
価

ナ
ノ
リ
ス
ク
管
理

10

クレイ規格
TS 21236-1
TS 21236-2
コンポジット規格
TS 21975

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄
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 クレイナノマテリアルの技術課題に次のものがある。

精製技術、微細化技術、分散技術、

機能化・複合化技術、用途開発技術

 これらの製造・利用技術は標準化の対象領域としない。

 標準化対象領域は材料規格と特性の試験方法とする。

何を標準化し何を標準化しないのか、戦略は？

戦略： 標準化領域と競争領域（知財領域）とを峻別する。

②オープン・クローズ戦略

小野晃、第24回Clayteamセミナー発表スライド

特許・ノウハウ

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



クレイ特性-フィルム性能相関図
基本特性 派生的特性

(粉末・分散液)
派生的特性

(フィルム)
性能

(フィルム)

アスペクト比

粒子径

(結晶サイズ)

化学組成

陽イオン交換容量

(メチレンブルー吸着量)

界面活性剤の種類と量

分散性

結晶配向

粘土添加量

ガス溶解度

プラスチックのガス透過度

ガスバリア性能

光透過率

自己修復性

成膜性

鉱物組成

焼成減量

粘性

12

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄
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これまでは報告される特性の組み合わ
せが製品間で異なっていたため直接比
較しづらかった

規格データを利用した材料開発に向けて

粘土ライブラリストック

測定項目と測定手段の標準化

比較・ビッグデータ分析適用可能に

材料開発に積極利用

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



ナノオブジェクトの構造・分散状態を解析し製品特性を予測

報告が求めら
れる基本特性

オブジェクト構造・
分散構造

製品特性
(膜等)

有機系バインダ

粘土結晶

水素

水素

1nm

迂回効果による水素ガスバリア性能の向上

1μm

CFRP内穀

CFRP外皮

口金

粘土膜層

ＦＷ層

1nm
10nm～1μm

粒子の大きさ
結晶構造
化学組成
等

規格データを利用した材料開発イメージ

OPEN領域 CLOSE領域

規格

認証

ナノマテリアルの測定
すべき特性リスト

数理マテリアルインフォマテ
ィクス

派生的特性の推定

シリカ/クレイナノマテリアル及び利用製品開発促進

高速マテリアル開発

測定方法の指定

AIを用いた構造特性相関
(データ駆動材料開発)

社会受容性を確保

ISO TC229(ナノテクノ
ロジー)

測定データの解析方法の確立

ナノマテリアル産業界

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



③市場拡大をアシストする標準化

15

・市場拡大と規格開発をリンク
規格開発においてイニシアチブを取る

(先行者利得:ファーストムーバーズアドバンテージ)
認証システムのいち早い構築

・世界をリードする標準化の取り組みの紹介
具体例1 規則的ナノ孔を有するシリカ多孔体
具体例2 耐サージ性ナノコンポジット絶縁材料
具体例3 クレイナノマテリアルの認証

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



認証

従来のパターン

16

社会実装レベルと標準化ステージ

研
究
開
発

市
場
創
造

市
場
拡
大社

会
実
装
レ
ベ
ル

時間経過

シ
リ
カ
多
孔
体

耐
サ
ー
ジ
絶
縁

バ
リ
ア
用
ク
レ
イ

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



シリカ原料

界面活性剤
有機無機複合体

Si(OR)4 SiO2

Na2Si2O4

シリカ多孔体
(メソポーラスシリカ)

シリカ多孔体の作製プロセス例

Clay

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



シリカ多孔体の市場

18

シリカ多孔体

触媒担体 吸湿剤
ISO TC229 WG4 N551より作成

t/y

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



機能発現のメカニズム

空気層

被覆層

導体

部分放電

一般電線

部分放電

絶縁破壊

ナノシリカに比べて、特殊フィラー
の方がサージに対するバリア効果が
高い。

部分放電

ナノシリカ 特殊フィラー

一般電線は、極めて
短時間で絶縁破壊す
る。

モータや発電機におけるサージ発生は極めて短時間でコイルの絶
縁破壊を起こすため、モータや発電機の深刻な故障原因となる。
粘土状フィラーをプラスチックスと混合することにより耐サージ性に
優れたナノコンポジット絶縁材料が開発されている。

耐サージ絶縁材料

19

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



試作品
（特殊フィラー入り）

NEDO戦略的省エネルギー技術革新プログラム／テーマ設定型事業者連携
スキーム/電力機器用革新的機能性絶縁材料の開発/

「中小型発電機用絶縁材料の開発」

電線としての目標
・耐サージ性 ： 一般電線の１万倍以上
・耐熱性 ： 240℃以上（最高クラス）
・耐電圧 ： 100kV/mm以上

20

研究開発の成果

一般電線の電圧と寿命の関係
(10kHz)

一般電線の1万倍の耐サージ性に目途

一般電線

ナノシリカ

特殊フィラー

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



クレイナノマテリアル等の認証

非準拠品・模倣品の規制、安心・安全の確保
低価格・低品質輸入製品と差別化
粗悪品が市場に出回ることを防ぐ、製品のブランド化

【認証の目的】

試験機関 認証機関

サプライヤ

製品
試験

試験結果
の提示 申請 認証

【認証のスキーム例】

ユーザ

製品を認証された
ものとして販売

ISO規格

試験法

21

認証マーク

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄



認証体制構築の工程表案

試験機関/試験項目
ヒアリング

ラウンドロビ
ン試験

認証
試験実施

認証
本格実施

2020
8月 12月

2021
12月

2022
6月

2023

対象製品: クレイナノマテリアル
規格:ISO/TS 21236-1:2019、ISO/TS 21236-2
対象製品: ナノコンポジットフィルム
規格:ISO/TS 21975:2019

22

ISO/TC 229 WG4 蛯名武雄
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KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.1

2020年12月11日
クニミネ工業株式会社

篠木 進

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

ナノクレイの代表格「スメクタイト」の
応用展開と標準化



KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.2

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

クレイを規格化する必要性



◆クレイの規格化に向けた取り組み

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.3

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 「ISO/TC229 WG4における戦略的なナノマテリアル国際標準化」 講演資料
【出典・参照】

ガスバリア用クレイナノマテリアル
ISO/CD TS 21236-2
Nanotechnologies — Clay nanomaterials — Part 2: 
Specification of characteristics and measurements for clay nanoplates used for gas barrier film applications
開発中：Committee Draft (CD)ステージ



◆ベントナイトの用途

鋳物用粘結材

土木・建築用資材

化成品資材（化粧品・塗料）ペット資材（猫砂）

4

農薬用資材

汎用ベントナイト

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.4

精製スメクタイト・合成スメクタイト



◆ベントナイトの応用展開
ガスバリアフィルム用原料

©産業技術総合研究所※1 ©産業技術総合研究所※2

©産業技術総合研究所※1

※1 産総研ストーリーズNo.2（2014）

※2 Clayteamホームページ

【出典・参照】

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

粘土膜（クレースト©）

天然スメクタイト

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.5



◆ベントナイトとは？

層状粘土鉱物である【モンモリロナイト】
が主成分となっている岩石の名称

ベントナイト製品ベントナイト鉱床 ベントナイト原鉱

モンモリロナイト
石英 カルサイト

長石 クリストバライト 等

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.6



◆層状粘土鉱物の種類
型 群 亜群 鉱物名 四面体 八面体 層間

1：1

カオリナイト－
di

カオリナイト Si2 Al2 ―

蛇紋石 ハロイサイト Si2 Al2 H2O

x；0 tri クリソタイル Si2 Mg3 ―

2：1

パイロフィライト di パイロフィライト Si4 Al2 ―

タルク x；0 tri タルク Si4 Mg3 ―

スメクタイト di モンモリロナイト Si4 （Al,Mg）2 Na、Ca、H2O

x；0.2～0.6 tri サポナイト （Si,Al）4 Mg3 Na、Ca、H2O

バーミキュライト di di-バーミキュライト （Si,Al）4 （Al,Mg）2 K、Al、H2O

x；0.6～0.9 tri tri-バーミキュライト （Si,Al）4 （Mg,Al）3 K、Mg、H2O

雲母
x；1

di

白雲母 Si3、Al Al2 K

パラゴナイト Si3、Al Al2 Na

イライト Si3、Al Al2 K

tri
金雲母 Si3、Al （Mg,Fe3+）3 K

黒雲母 Si3、Al （Fe3+,Mg）3 K

脆雲母
x；2

di マーガライト Si2 ・Al2 Al3 Ca

tri ザンソフィライト Si2 ・Al2 （Mg,Al）3 Ca

緑泥石
x；多様

di ドンバサイト （Si,Al）4 Al2 Al2+X(OH)6

di-tri スドー石 （Si,Al）4 （Al,Mg）2 （Mg,Al）3(OH)6

tri
クリノクロア （Si,Al）4 （Mg,Al）3 （Mg,Al）3(OH)6

シャモサイト （Si,Al）4 （Fe,Al）3 （Fe,Al）3(OH)6

X：層電荷

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.7



◆スメクタイトの種類

スメクタイト

亜群 鉱物名 理論構造式

di

モンモリロナイト M0.33(Al1.67Mg0.33)(Si4)O10(OH)2

バイデライト M0.33(Al2)(Al0.33Si3.67)O10(OH)2

ノントロナイト M0.33(Fe2)(Al0.33Si3.67)O10(OH)2

tri

サポナイト M0.33(Mg3)(Al0.33Si3.67)O10(OH)2

ヘクトライト M0.33(Mg2.67Li0.33)(Si4)O10(OH)2

ソーコナイト M0.33(Mg,Zn)3(Al0.33Si3.67)O10(OH)2

スチブンサイト M0.33/2(Mg2.92)(Si4)O10(OH)2

M：層間陽イオン

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.8



◆スメクタイト≒「クレイナノプレート」

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

天然スメクタイト水分散液 粒子形状（AFM）

粒度分布（DLS）

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.9



◆世界のベントナイト生産量（≒需要）

USGS Minerals Yearbook

【出典・参照】

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.10



同じベントナイトでも生成場所によって性状が大きく異なる

要求特性に適した粘土であることを明確にするため、標準化が必要

◆ベントナイトの生成過程

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.11



◆ベントナイト物性の違い① 【参考】

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

クニミネ工業に「Na型ベントナイトを下さい」とだけ伝えたら・・・。

物性項目
山形産 宮城産 新潟産

Na型ベントナイト Na活性ベントナイト Na型ベントナイト
陽イオン交換容量 （mmol/100g） 59.9 82.0 67.2

化学組成 （wt%）

SiO2 68.7 72.1 72.7

Al2O3 14.7 12.1 13.5

Fe2O3 2.03 1.98 1.72

MgO 2.69 3.48 2.57

CaO 2.24 1.33 0.83

Na2O 2.62 2.62 2.09

K2O 0.38 0.40 1.04

Others 0.41 0.35 0.30

Cl － 0.01 0.01

SO3 0.78 0.27 0.51

Ig-loss 5.45 5.36 4.73

Total 100.0 100.0 100.0

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.12



◆ベントナイト物性の違い② 【参考】

Montmorillonite

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

4%水分散液外観

山形産

宮城産

新潟産

鉱物組成（XRD）

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.13



KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.14

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

規格化に対する当社の取り組み



◆クレイ特性とガスバリア性の関係

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.15

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 「ISO/TC229 WG4における戦略的なナノマテリアル国際標準化」 講演資料
【出典・参照】



◆ガスバリアフィルム用途向け製品の紹介

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

天然スメクタイト（モンモリロナイト） クニピア-F

合成スメクタイト（サポナイト） スメクトン-SA

天然ベントナイトを水簸処理

することで、主成分であるモ
ンモリロナイトを高純度で回
収した製品

化学薬品を出発原料とし、水
熱処理を施すことでサポナイ
トを合成した製品

製品外観 水分散液

製品外観 水分散液

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.16



◆鉱物組成（XRD）
ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

Montmorillonite

石英のピーク

含有量≒1.0wt%

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.17



◆粒子サイズ（DLS）
クニピア-F

スメクトン-SA

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.18



◆陽イオン交換容量、化学組成（XRF）
ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

物性項目
クニピア-F スメクトン-SA

天然スメクタイト 合成スメクタイト

陽イオン交換容量 （mmol/100g） 107.6 70.1

化学組成 （wt%）

SiO2 60.3 50.6

Al2O3 21.5 4.83

Fe2O3 2.96 0.02

MgO 3.99 30.7

CaO 0.70 0.02

Na2O 3.41 3.60

K2O 0.10 0.01

Others 0.41 0.02

Cl 0.02 －

SO3 0.26 2.03

Ig-loss 6.35 8.17

Total 100.0 100.0

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.19



◆成膜性

KUNIMINE INDUSTRIES CO., LTD.20

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021 ナノクレイの代表格「スメクタイト」の応用展開と標準化 クニミネ工業㈱ 篠木

クニピア-F

スメクトン-SA

Clayteamホームページ

©産業技術総合研究所 ©産業技術総合研究所
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産業技術総合研究所
伊藤徹二

1

ポーラスシリカの研究開発動向と標準化
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Si source

界面活性剤

Si(OR)4

Org./Inorg. Complex

規則性ナノポーラスシリカ
(An example proposed By Mobil, 1992)

Nanostructured 
porous silica

SEM Images
Nanostructured porous silica



規則性ナノポーラスシリカの市場動向

2018 2019 ---- 2025 ---- 2030 ---- 2040
Total 65.5 105.1 1440 3600 9000
Oxidation  Catalysts 53 83 1215 2600 5500

Home refrigerator 50 80 200 500 1000
Delivery, Transport 2 2 500 1000 2000
Vegetable Storage 1 1 500 1000 2000

others 15 100 500
Cosmetics 10 20 150 300 700

Adsorbent 10 10 50 100 200
others 0 10 100 200 500

Heat Pump 2 1 60 600 2500
Desiccant type 2 1 10 100 500

Automobile 0 2 20 500 1000
Others 0 0 50 500 2000

Bio-Composite 0.5 1.1 15 60 150
Bio-Sensor 0.5 1 10 50 100

Bio-Reactor 0 0.1 5 10 50
Others 40 150

Separation ? ? ? 20 50
Drug Delivery ? ? ? 20 100

ton/year
year



実用化例-1; 酸化触媒

Pt/Nano Pore Silica
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Jiang, C., Hara, K. and Fukuoka, A. 
(2013) Angew. Chem. Int. Ed.
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新鮮な野菜を長く保つ

低温でエチレンの酸化を
効率よく触媒する。

白金-規則性ナノポーラスシリカ触媒



触媒活性

Performance Characteristics

酸化反応
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(1) 細孔径

(2) 表面構造



Dehumidified air
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Cooling
Desiccant-type  Air Conditioner

実用化例-２; Heat Pump
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Performance Characteristics

高効率

廃熱回収

高い細孔容量

細孔の均一性
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実用化例-３; Bio-Sensor
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Performance Characteristics

酵素の安定化

膜化
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規則性ナノポーラスシリカの市場動向

2018 2019 ---- 2025 ---- 2030 ---- 2040
Total 65.5 105.1 1440 3600 9000
Oxidation  Catalysts 53 83 1215 2600 5500

Home refrigerator 50 80 200 500 1000
Delivery, Transport 2 2 500 1000 2000
Vegetable Storage 1 1 500 1000 2000

others 15 100 500
Cosmetics 10 20 150 300 700

Adsorbent 10 10 50 100 200
others 0 10 100 200 500

Heat Pump 2 1 60 600 2500
Desiccant type 2 1 10 100 500

Automobile 0 2 20 500 1000
Others 0 0 50 500 2000

Bio-Composite 0.5 1.1 15 60 150
Bio-Sensor 0.5 1 10 50 100

Bio-Reactor 0 0.1 5 10 50
Others 40 150

Separation ? ? ? 20 50
Drug Delivery ? ? ? 20 100

ton/year
year



背景と目的
（背景）シリカ多孔体であるナノポーラスシリカは、販売するメーカによって、特性
データの項目や取得方法が異なっているため、ユーザはどのメーカのナノポーラスシリ
カを購入すべきか、直ちに判断ができず、用途開発や普及の妨げになっている。

（目的）研究開発に適したナノポーラスシリカの特性と、その測定方法を標準化す
ることにより、実用化研究開発に適したナノポーラスシリカと適さないナノポーラスシ
リカの差別化を図り、高品質なナノポーラスシリカを規定する技術基盤を作ることに
よって、実用化研究の開発や普及を促進することを目的とする。

国際標準化の取り組み



ClayteamClayteam

フィルム
コーティング剤
フィルム

コーティング剤

天然
粘土
天然
粘土

合成
粘土
合成
粘土

幹事会幹事会

ものづくり
ベンチャー

企業会員数:42社 (2020年1月)
個人会員数 約300名(企業会員含)

2010年5月発足

新規事業・
新製品

複合材料複合材料

産業技術総合研究所
化学プロセス研究部門
産業技術総合研究所
化学プロセス研究部門

Global Partner

川下製品川下製品

分
科
会

ISOナノクレイ規格分科会
規格開発・認証

改質リグニン樹脂実用化
グループ

バイオマス利用技術
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分科会事例:ISOナノクレイ規格分科会

ISO TC229 WG4ナノテクノロジー材料規格分科会

日本代表団派遣

ナノテクノロジー国内審議委員会

専門家派遣

Clayteam ISOナノクレイ規格委員会

ヒアリング



（竹歳尚之）
（山下雄一郎）

SHD
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Nanotechnologies - Silica nanomaterials : 
Specifications of characteristics and 

measurement methods for silica samples with 
ordered nanopore array

Proposed Title

Dr. NANBU Hironobu

Dr. ITOH Tetsuji

Advanced Institute of Materials Science, JAPAN
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Dr. FUKUSHIMA Yoshiaki



This document specifies characteristics to be measured and
their measurement methods of silica samples with ordered
nanopore array in powder form.

The pore sizes of silica range approximately from one 
nanometer to several tens of nanometers. This document 
excludes silica-gel and fumed silica from a viewpoint of their 
distinct properties and applications.

Scope



規則性ナノポーラスシリカの用語の階層化

Clay nanomaterial

Clay nano-object

Silica nanomaterials

Clay nanoplate

Clay nanocomposite

Polymer clay nanocomposite

細孔径: 数nm to 数10nm
=高い細孔容量

細孔の均一性:  ±1%
細孔壁: 1 nm～3 nm

Nanotechnologies

silica sample with ordered nanopore array



Characteristics-Performance Relationship
Basic characteristics (Powder)

Performance
(Plate) Application

Chemical Composition

Surface Structure

Pore Arrangement

Pore Size & Volume

Micro Structure

Durability Test

X-Ray Diffraction
Si-MAS-NMR
TEM, SEM

Adsorption Isotherm
DSC

Loss of Ignition
Thermo Gravimetry

Particle Size & Morphology
SEM, STEM

Nanostructured Mesoporous Silica: 
Powder & Plate Shaped.            
Exclude Surface-modified Sample 
Complexed with Metal or Enzyme.

Freezing Point Depression

Enzyme Stabilization

Oxidation Catalysis

Heat Pump

Bio-Sensor

Capillary Condensation

Durability

Catalytic Activity

CosmeticsAdsorption 



nanomaterial

Nano-object
(any external dimension 

in the nanoscale)

Nanostructured material
(internal structure of 

surface structure in the 
nanoscale)

Nanoparticles 
in powder 

form

Nanoplates 
in powder 

form

Nanofibers 
in powder 

form

Nanoporous
materials

Nanostruc
-ured

powder
Fluid nano-
dispersion

Nano
composite

PG 17
PG 18

PG11PG 7
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制定段階 略称：文書名称
0ｰ（予備段階） PWI：Preliminary work Item (予備業務項目)
1-（提案段階）NP：New work item Proposal (新業務項目提案)
2-（作成段階）WD：Working Draft (作業原案)
3-（委員会段階）CD：Committee Draft (委員会原案)
4-（照会段階）DIS：Draft International Standard (国際規格案 - ISO)

CDV Committee Draft for Vote (投票用委員会原案 - IEC)
5-（承認段階） FDIS：Final Draft International Standard (最終国際規格案)
6-（発行段階） PAS Publicly Available Specification (公開仕様書)

TS Technical Specification (技術仕様書)
TR Technical Report (技術報告書)
ＩＳ International Standard （国際規格）



Votes casted（36 countries）

PWI Vote 

Q.1 “Do you approve the draft Resolution presented in ISO/TC 
229 N 1836 for the registration of a Preliminary Work Item 
entitled 'Nanotechnologies – Silica nanomaterials —
Specifications of characteristics and measurement methods for
nanostructured porous silica samples', to be led by Japan? "

Q.2 "In the event of the Resolution being approved by ISO/TC 
229, do you wish to nominate an expert(s) to participate in the 
project?"

7ヶ国のエキスパート登録
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制定段階 略称：文書名称
0ｰ（予備段階） PWI：Preliminary work Item (予備業務項目)
1-（提案段階）NP：New work item Proposal (新業務項目提案)
2-（作成段階）WD：Working Draft (作業原案)
3-（委員会段階）CD：Committee Draft (委員会原案)
4-（照会段階）DIS：Draft International Standard (国際規格案 - ISO)

CDV Committee Draft for Vote (投票用委員会原案 - IEC)
5-（承認段階） FDIS：Final Draft International Standard (最終国際規格案)
6-（発行段階） PAS Publicly Available Specification (公開仕様書)

TS Technical Specification (技術仕様書)
TR Technical Report (技術報告書)
ＩＳ International Standard （国際規格）

5か国のエキスパートが必要



25

提案の受理 原案の作成 原案の受理 発行

新作業項目提案予備作業項目 作業原案 委員会原案 技術仕様書

PWI (Preliminary 
Work Item)

NP (New Work 
Item Proposal)

WD (Working 
Draft)

CD (Committee 
Draft)

TS (Technical 
Specification)

投票１ 投票２ 投票３

・PWI投票で３６ヶ国中反対票無しで受理された。
・７ヶ国のエキスパートを得た。
・１１月の会議でNWIP投票に進むことが決まった。

ナノポーラスシリカの標準化

2020 2022 2024

◆ ◆◆ ◆

2030

ナノポーラスシリカの標準化

現状と予定



ご静聴ありがとうございました。



2020.12.11

ナノポーラスシリカの社会実装に向けたアプローチ

研究推進室長
技術フェロー

南部 宏暢
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ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ2021



TMPS®(Taiyokagaku MesoPorous Silicas)

「ナノポーラスシリカ社会実装に向けたアプローチ」

第１部
「メソポーラスシリカとは TMPSとは︖」

第２部
「メソポーラスシリカの応用 工業品」

・調湿 吸着
・徐放 安定化
・触媒・・・・・・・・ 株式会社フルヤ金属
・ナノ空間利用

Copylight 2020 TAIYO KAGAKU co.,Ltd.  2020.05.29     2/34



TMPS®(Taiyokagaku MesoPorous Silicas)

一言で言うと・・・・メソサイズの細孔を多数持つシリカ(SiO2)
メソポーラスシリカとは︖

※メソとは、「中間」の意味で、IUPACの触媒分野において、細孔の直径に対し、
～2nm を「ミクロ孔」、 2～50 nm を「メソ孔」、 50 nm～を「マクロ孔」 と言う

一般的には、孔径が揃った均一なメソ細孔を持つシリカ を指す

世の中にある多孔質素材
ミクロ(マイクロ)孔・・・ゼオライト(モレキュラーシーブ) 活性炭

多孔性配位高分子(RCP) 金属有機構造体(MOF)
メソ孔・・・・・・・・・・・・メソポーラスシリカ RCP MOF 珪藻土 シリカゲル
マクロ孔・・・・・・・・・・珪藻土 軽石 シリカゲル 備長炭 等

ゼオライト

メタン

サイズイメージ

ベンゼン
フタロシアニン

備長炭

メソポーラスシリカ

Copylight 2020 TAIYO KAGAKU co.,Ltd.  2020.05.26    3/31

ナノポーラスシリカ社会
実装に向けたアプローチ



TMPS®(Taiyokagaku MesoPorous Silicas)

メソポーラスシリカ
ＴＭＰＳ

（Taiyokagaku MesoPorous Silicas）

シリカ源
＋

界面活性剤

シリカ縮合

界面活性剤ミセル

界面活性剤除去

メソポーラスシリカの作り方

＜分子鋳型法（テンプレート法）＞
①界面活性剤やブロックコポリマーの溶液とシリカ源の溶液を混合し、均一に
自己組織化したミセルやナノエマルジョンを鋳型として、シリカを析出させる

②これを高温で焼成 or 溶剤抽出 で鋳型の有機物を除去すると、
細孔(壁)が残り、孔径が揃ったメソポーラスシリカが得られる。

＜製法例＞

Copylight 2020 TAIYO KAGAKU co.,Ltd.  2020.05.29     4/34

ナノポーラスシリカ社会
実装に向けたアプローチ



TMPS®(Taiyokagaku MesoPorous Silicas)

メソポーラスシリカのあれこれ

鋳型に界面活性剤のミセルを利用・・・
界面活性剤の長さを変えるとミセル形状が変化し、シリカの細孔径も変わる

狙った細孔径・構造のメソポーラスシリカを作製できる︕

1980年代後半から、日本の早稲田大学の黒田教授が開発し、世界へ
広まった日本発の素材。 様々な研究グループが相次いで新規の製法を確立
それぞれ独自に名称を定めて発表された

界面活性剤ミセル利用 ⇒ＦＳＭ︓早稲田大学・豊田中央研究所
ＭＣＭ︓エクソンモービル

ブロックコポリマー利用 ⇒ＳＢＡ︓サンタバーバラ大学
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太陽化学はメソポーラスシリカ TMPSの世界初の量産化に成功しました

TMPS®(Taiyokagaku MesoPorous Silicas)

メソポーラスシリカ量産化
2003年
豊田中央研究所と共同でFSM型の
メソポーラスシリカ量産化検討開始
2004年
小規模パイロットプラント導入
kg単位での製造が可能に
2008年
実証プラントを導入
ｔレベルの年産量の製造ライン構築
太陽化学独自製法の「TMPS」として
本格的に量産開始
2011年
世界初メソポーラスシリカを配合した
化粧料が発売

2004年
（社）日本ファインセラミックス協会
技術振興賞を受賞

豊田中央研究所と連名で受賞

nano tech 2008
「国際ナノテクノロジー 総合展・技術会議」
『nano tech 大賞2008材料・素材部門』 を受賞
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ナノポーラスシリカ社会
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10 nm

透過電顕（TEM）像

大きな表面積
(～1000㎡)

規則的で均一な
ナノ細孔 孔径制御が可能

Si原子
O原子

1.5～7nm
で可変制御

壁厚約1nm

データ提供︓㈱豊田中央研究所

10μm

一次粒子 二次粒子 三次粒子

200nm～800nm 3.0μm～10μm 10μm～100μm

縦断面

TMPSの構造

TMPS®(Taiyokagaku MesoPorous Silicas)
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TMPS®(Taiyokagaku MesoPorous Silicas)

TMPSの安全性

①急性吸入毒性試験 GHS分類 ｢区分外｣

②気管内滴下試験 結晶性シリカ及び非晶質シリカと比較して
安全性高い

③変異原性試験 陰性

安全性評価により、シリカゲルと同等以上の安全性を確認しました。

製品ラインナップ

ＴＭＰＳ－４ＲＪ

４Ｒ ︓細孔径 約 4 nm （粉末） ５ kg / 箱
２.７ ︓細孔径 約 2.7 nm（粉末） ４ kg / 箱
２ ︓細孔径 約 2 nm   （粉末） ４ kg / 箱

４ＲＪ ︓細孔径 約 4 nm （微粉末） ３ kg / 箱

化粧品表示名称︓シリカ 医薬部外品添加物名称︓無水ケイ酸

※TMPSは非結晶性シリカです
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TMPS®(Taiyokagaku MesoPorous Silicas)

「ナノポーラスシリカ社会実装に向けたアプローチ」

第１部
「メソポーラスシリカとは TMPSとは」

第２部
「メソポーラスシリカの応用 工業品」

・調湿 吸着
・徐放 安定化
・触媒・・・・・・・・ 株式会社フルヤ金属
・ナノ空間利用
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TMPSの特性を利用した６つの効果

TMPS®(Taiyokagaku MesoPorous Silicas)

徐放

触媒

吸着

調湿

ナノ
空間利用

安定化

TMPS

金属担持
VOC分解

新規蛍光剤

酵素・色素
物質安定化香料・有効成分

徐放

湿度コントロール 臭気物質除去
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調湿・吸着
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ナノポーラスシリカ社会
実装に向けたアプローチ



TMPSは、大きな比表面積、ナノサイズの均一な細孔を有しており、
選択する細孔径に応じて、特異的な水分吸脱着特性を示します。

0
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100

0 20 40 60 80 100

水
分
吸
着
量
[重
量
％
]

相対湿度[%]:100×Ｐ/Ｐo

TMPS-１．５

シリカゲル

TMPS-４

35⇔45%

60⇔70%
水蒸気吸着等温線（25℃）

細孔径が小さいと、
低湿度で急激な立ち
上がりを示す

細孔径が大きいと、
高湿度で急激な立ち上が
りを示し、吸着量が大きい

TMPSの吸着特性 -水蒸気-

TMPS-2
シリカゲル
TMPS-4R

吸着式除加湿空調機・調湿素材への応用が検討されています

TMPSの特異的な水蒸気吸着特性
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ある程度水分を保持したTMPSを高湿度下、低湿度下の環境に置くと・・・・

TMPS吸脱着特性を用いて、目的の湿度となるような湿度コントロールが可能です

TMPSの水蒸気吸脱着

TMPSの吸着特性 -水蒸気-

デシケーター外 相対湿度
44～45 %

デシケーター内 相対湿度
42 ⇒ 69 %

＜加湿時＞

0
20
40
60
80
100

0 20 40 60 80 100

水
分
吸
着
量
[重
量
％
]

相対湿度

TMPS-4R

60⇔70%

30分間後

調湿試験
（水蒸気脱着試験 30分間）
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TMPS

省エネ＆低廃熱
吸着除加湿エアコン
(潜顕熱分離型空調)

室内空気

排気

吸気

除湿した空気を
再び室内へ

加熱
(排熱利用)

デシカントローター

水分の吸着

屋外
・水分吸着量が多い
・容易に再生が可能

ＲＨ９０％

ＲＨ４０％

温度低下

コルゲート加工抄紙加工

TMPSシート

TMPSの水分吸脱着能を利用したデシカント吸着剤

デシカントローター・ブロック
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TMPS-4R 酸化亜鉛 ｾﾞｵﾗｲﾄ
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率
[%
]

大きな比表面積を持つTMPSは、効率的に悪臭物質を消臭します。

高湿度下でも吸着量低下は見られませんでした。

□ 試験方法（外部機関によるデータ取得）
繊維評価技術協議会法 準用 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

14ppmのノネナールを含む空気500ml中に
各種吸着材 5mgを加え、2時間後の濃度変化を
GCにより測定。

□ 試験方法

80ppm酢酸または60ppmアンモニアを含む空気
2.5L中に、TMPS-4R  100mgを加え、30分後の濃
度変化をガス検知管により測定。

TMPSはそのままにガスを入れ替え、同様の操作を3回
繰り返し、濃度減少の合計を吸着量とした。

高湿度下での酢酸・アンモニアの除去能変化確認試験

ノネナール除去試験

TMPSはノネナールを効果的に除去しました。

消臭素材としての活用

TMPSの吸着特性 -臭気物質-
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安定化徐放
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FSMによる西洋ワサビペルオキシターゼ(HRP)の安定・活性化
Takahashiら（豊田中研）;Chem. Mater. 12(2000)3301-3305

0           2 4  6
反応時間 [h]

転
換
率
[%
]

80

60

40

20

Native HRP

HRP/MPS (9nm)

HRP/MPS (5nm)

HRP/Silica-gel

HRP/MPS (3nm)

+ t - butylperoxide →

適切な細孔径のメソポーラスシリカに酵素を固定化し安定化させることができました。

TMPSによる物質の安定化 -酵素-

細孔径<HRP

細孔径>HRP

細孔径=HRP

酵素担体としての活用

0

活性が上がる最適な
細孔径がある︕
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TMPSの徐放作用 -香料-

メントールをTMPSの細孔内に担持させることで、リリースコントロールも可能です。

メントール担持TMPSに水が掛かると、メントールと入れ替わる・・・
汗をかいた際に、清涼感が得られる粉末 等に

0.E+00

2.E+08

4.E+08

6.E+08

1 2 3 13

GC
/M
Sﾋ
ﾟｰ
ｸ面
積

連続回数

メントール放出量

乾燥
加水

乾燥時ではメントール
の放出「少」 加水によりメントール

が放出

加水によるメントール放出

①メントール担持TMPSを乾燥させて
ヘッドスペースのメントールをGCにて測定

②測定後サンプルに加水し、同様に測定

同じサンプルを用いて１３回反復

香料等の徐放担体としての活用

再び乾燥させると
放出「少」に

再度の加水により
メントールが放出

13回反復後も
加水によりメントールが

放出
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触媒
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白金ナノ粒子 モデル図

白金ナノ細線 モデル図

共同研究者である 北海道大学触媒研究センター福岡淳教授の論文が
2007年8月 JACS (Journal of American Chemical Society) 
に掲載されました

従来の触媒に比べPtの使用量を1/10に
反応温度を100℃下げることに成功しました

プラチナ担持触媒

細孔にプラチナナノ粒子・細線を担持させた触媒は、燃料電池の燃料水素中に
混入する一酸化炭素を選択的に酸化し、資源の有効利用に貢献します。
(経産省 エネルギー使用合理化技術開発費補助事業 採択)

TMPS-Pt触媒によるCO選択酸化
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静置時間[h]
HCHO(Blank) CO2(Blank)
HCHO(TMPS-Pt) CO2(TMPS-Pt)

空気撹拌なし、触媒静置
TMPS-Pt 1.0 g ホルムアルデヒド 400 ppm/空気 2.24 L
温度︓4 ℃ 湿度︓90±10 %

低温・高湿度下でもホルムアルデヒドを二酸化炭素まで分解しました。

ホルムアルデヒドガス中にTMPS-Ptを密封し、濃度変化を確認しました。

ホルムアルデヒド
除去

CO2増加

TMPS担持触媒 -プラチナナノ粒子-

TMPS-Pt触媒によるホルムアルデヒド分解
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エチレン

低温域でエチレンガスを完全分解

TMPSの細孔内にプラチナナノ粒子(Pt)を担持した触媒は、
植物老化ホルモンであるエチレンを分解し、青果物・花きの鮮度を保ちます。

CO2 + H2O

O2 (20%)存在下
-20℃ ～ 室温

Ptナノ粒子

金属ナノ粒子/TMPS®触媒のTEM写真例

触媒ペレット

※ 本触媒は北海道大学福岡淳教授との共同研究により開発されました。

TMPS-Pt触媒によるエチレン分解

プラチナ担持触媒

触媒
試験協力:豊明花き株式会社

触媒有触媒無
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触媒入り(各写真右側)の方が、リンゴから
発生するエチレンを除去することで、野菜の
老化を遅らせていることが確認できます。

TMPSにプラチナナノ粒子を担持した触媒を野菜と共に密閉し、室温で静置しました。

TMPS担持触媒 -プラチナナノ粒子-

エチレン分解による鮮度保持試験

室温
湿度 90-100%
16日間保存
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FT-eco触媒を設置することで、カビの発生も抑えられ、日持ち性が向上しました。

プラチナ担持触媒

FT-eco触媒によるさつまいも保存試験
FT-eco触媒(フルヤ金属社製)を設置した倉庫でサツマイモを5ヶ月間保存し、
触媒を設置しない倉庫で保存したものと比較しました。

倉庫へのFT-eco触媒設置

触媒あり 触媒なし

良品 廃棄 良品 廃棄

個数 302 1 280 20

廃棄率[%] 0.33 % 6.66 %

廃棄判定となったサツマイモ

触媒設置

リーファーコンテナでも効果を確認
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ペレット形状の他、粉末や不織布・セラミックハニカム添着なども開発中です

FT-eco触媒による野菜保存試験
ペレット状および不織布に添着加工したFT-eco触媒(フルヤ金属社製)を設置し、
野菜の保存試験を実施しました。

プラチナ担持触媒

１ヶ月保存後
触媒なしのものは、表面が黒ずんでいる

１ヶ月保存後 切断面
触媒なしのものに鬆(す)が入っている

触媒なし① 触媒なし② 不織布触媒 ペレット触媒

触媒なし① 触媒なし② 不織布触媒 ペレット触媒

触媒なし① 触媒なし② 不織布触媒 ペレット触媒
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触媒入り(各写真右側)の方が、パンのカビ
の発生を遅らせていることが確認できます。

TMPSにプラチナナノ粒子を担持した触媒を食パンと共に密閉し、室温で静置しました。

TMPS担持触媒 -プラチナナノ粒子-

エチレン分解による鮮度保持試験

室温
湿度 90-100%
9日間保存
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ナノ空間利用
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地球上に豊富に存在し、容易に採取できる元素のみを使用した
新たな概念の希土類フリー代替蛍光体の開発

Si , O , C , H のみからなる蛍光体

TMPS-カーボン蛍光体（開発品）

Eu

Eu

Tb

Ce，LaY

Eu,Tbが必須

三波長蛍光ランプ

日本の希土類輸入量
　 （単位：マテリアルトン）

年度 2005 2006 2007
希土類金属 8387 9460 9320
内中国シェアー 100% 100% 100%

（出典：財務省貿易統計）

構成元素 Si   C O
ｸﾗｰｸ数順位 2   14 1

豊富な元素のみから構成

SiO2 matrix

C or Si
発光例

太陽光に近い
白色蛍光スペクトル

蛍光スペクトル

太陽光
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①TMPS-4R ②～⑤TMPS-カーボン蛍光体（右に行くほど効率高）

UV-LED励起による白色蛍光の様子

① ② ③ ④ ⑤

TMPS-カーボン蛍光体（開発品）

Copylight 2020 TAIYO KAGAKU co.,Ltd.  2020.05.29    31/34

ナノポーラスシリカ社会
実装に向けたアプローチ



・TMPSはナノサイズの揃った細孔を多数持つ
非結晶性シリカ
・細孔を利用して、様々な物質の出し入れが可能
・化学的に安定で、白色の粉末

・細孔内にPtを担持した触媒は、エチレン、ホルム
アルデヒド等のVOCを分解可能

TMPS®(Taiyokagaku MesoPorous Silicas)

太陽化学メソポーラスシリカ

ＴＭＰＳ－４ＲＪ

４Ｒ ︓細孔径 約 4 nm （粉末）
２.７ ︓細孔径 約 2.7 nm（粉末）
２ ︓細孔径 約 2 nm   （粉末）

４ＲＪ ︓細孔径 約 4 nm （微粉末）
プラチナ担持触媒

TMPS-Pt ︓ ペレット / 粉末
FT-eco触媒 ︓ ペレット / 粉末 株式会社フルヤ金属
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吸着

安定化

徐放 触媒

調湿 TMPS®TMPS®
Taiyokagaku

Meso Porous Silicas
Taiyokagaku

Meso Porous Silicas

ナノ空間利用

TMPS®の用途展開 “TMPS® Prospects”

様々な用途での利用が期待されます

安定化/包摂させたい物などございましたら、ご相談下さい
Copylight 2020 TAIYO KAGAKU co.,Ltd.  2020.05.29    33/34



Copylight 2020 TAIYO KAGAKU co.,Ltd.  2020.05.29    34/34



耐サージ性に優れたナノコンポジット絶縁材料と標準化 住友精化・藤本 信貴

1

住友精化株式会社

開発研究所 藤本 信貴

耐サージ性に優れたナノコンポジット
絶縁材料と標準化

2020年12月11日

ナノテクノロジー国際標準化ワークショップ



耐サージ性に優れたナノコンポジット絶縁材料と標準化 住友精化・藤本 信貴
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１．耐サージ性に優れたナノコンポジット絶縁材料

NEDO 戦略的省エネルギー技術革新プログラム

電力機器用革新的機能性絶縁材料の開発/

中小型発電機用絶縁材料の開発＞

（１）はじめに

（２）プロジェクトの実施体制

（３）プロジェクトの実施概要

（４）まとめ
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（１）はじめに
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(1)大型発電機：
(2)開閉装置：

(3)中小型発電機： 絶縁用エナメル材料の改良による耐サージ性向上
⇒絶縁厚低減による小型・高性能化は耐久性に課題あり

小型・高性能化に必要な寿命レベルにない

事業化の背景

○狙う市場とその状況、課題

○国内外の既存技術

国内外の発変電用電力機器（大型発電機、開閉装置、中小型発電機等）の高経年化
・供給信頼度維持のため、順次更新が必要
・更新に際し、省エネルギーと国内メーカの競争力向上のため、

機器の高効率化、損失低減、低コスト化（小型化）が強く求められる

⇒ このためには、電力機器の中核となる絶縁材料の高性能化が不可欠

大型発電機 開閉装置 中小型発電機
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≪ナノコンポジット化≫により

絶縁性能が飛躍的に向上

◇耐電圧性能の向上
・ナノ粒子の放電バリア効果
・ナノ粒子の均一・高分散による電子の

加速抑制効果

◇熱伝導性の向上
・無機材料の高熱伝導性

◇誘電/電気伝導特性の向上
・ナノ粒子による空間電荷の緩和作用
・ナノ粒子と母材樹脂との相互作用による

分極改善

≪傾斜機能化≫により

絶縁性能が飛躍的に向上

◇樹脂/ガス界面の耐電圧性能の向上

・樹脂内部の誘電率(ε)傾斜分布による
電界緩和効果

・樹脂内部/表面の導電率(σ)傾斜分布による
電界緩和効果

・電子生成抑制による放電進展抑制

◇樹脂内部の耐電圧性能の向上
・ナノ粒子の放電バリア効果

◇耐熱性/機械強度の向上
・ナノ粒子の分子運動/亀裂進展抑制
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・中小型発電機のコイルにはエナメル線が用いられている。

・インバータ制御の際に、部分放電が発生し、絶縁破壊する可能性がある。

・エナメル線の絶縁被膜を厚くするにも限界がある。

・部分放電に対する耐性の高い絶縁材が開発できれば、被膜を薄くできる。

導体 導体

導体導体

部分放電開始電圧

絶縁破壊電圧

部分放電の発生絶縁被膜

絶縁被膜の侵食 → 絶縁不良

（部分放電発生）

0.5

1.5

1.0

時間

電
圧
（
kV
p）

技術開発（イメージ①）
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空気層

被覆層

導体
絶縁破壊

無機粒子

開発電線

部分放電 部分放電

バリア効果
空気層

被覆層

導体

ナノコンポジットミクロコンポジット ナノコンポジット有機被膜

機械的強度

耐サージ

◎

◎

△ ○

× ○ ＜ ◎

○低下

◎

住友精化株式会社

一般電線

耐サージ（耐部分放電）絶縁材料の開発コンセプト
・球状のナノシリカをナノコンポジット化し、部分放電耐性が発現(既存技術）

①

②

③

① ② ③

技術開発（イメージ②）
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導体

０種 φ1.0mm
（標準皮膜厚：53μｍ）

導体

高耐サージ絶縁材により
１種皮膜厚で代替する

（標準皮膜厚：38μｍ）
↓

銅線を太くする事で
電力損失を７％削減

標準仕上外径

1.106

標準仕上外径

1.106

導体径

1.000

導体径

1.030

既存技術

開発品

丈夫な材料（従来の延長線上にない
革新的な絶縁材料）を開発して、
絶縁皮膜の厚みを低減する。

丈夫な材料
↓

絶縁膜薄くする
↓

導体断面積増加
（導体径3％増加）

↓
電気抵抗低減

（7％削減）
↓

電力損失7％削減
（省エネ、CO2削減）

ナノコンポジット化
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NEDO「戦略的省エネルギー技術革新プログラム（2017～2021年度）
「電力機器用革新的機能性絶縁材料の技術開発」

本プロジェクトでは、ナノフィラー（NF）と傾斜機能材料（FGM）を用い
た樹脂の高機能絶縁化技術を開発し、大型発電機、中小型発電機、
開閉装置などの電力機器に適用して高効率化・小型化を実現するこ
とを目指している。

（テーマ設定型事業者連携スキーム）」
「省エネルギー技術戦略 2016」に掲げる「重要技術」であり、

業界の共通課題及び異業種に跨る課題の解決に繋げる革新的な技
術開発や新技術に関する統一的な評価手法の開発等、複数の事業
者が相互に連携・協力して取り組むべきテーマ(技術開発課題）を設
定し、技術開発の実施とその成果の着実な普及によって省エネル
ギーを実現するもの。

プロジェクトについて
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【中小型発電機（主にエンジン発電機）用絶縁材料の開発】

製品イメージ：エナメル線

導体

０種 φ1.0mm エナメル線
（皮膜厚：53μｍ）

導体

高耐サージ エナメル線
（皮膜厚：38μｍ）

標準仕上外径
1.106

導体径
1.000

導体径：３％増加
⇒ 導体抵抗：７％減少

⇒ 消費電力損失：７％減

導体径
1.030

100~500

長さは数10～数100ｍ

ナノクレイなどのフィラーを樹脂に添加し、
主に材料の耐サージ性を高めて、絶縁皮膜の厚みを低減する。

技術開発成果のイメージ
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【 発電所 】

大型発電機

中・小型発電機

【 変電所 】

変圧器

開閉装置
避雷器

【 配電線 】

柱上変圧器

線路開閉器・避雷器

地中ケーブル

【 送電線 】

送電鉄塔

電力線

がいし装置

地中ケーブル

電気を作り… 高い電圧で送り… 電圧を変換し… 届ける…
発電 送電 変電 配電 需要家

使う…
【 工場，オフィス，住宅等】

照明，空調，加熱，冷凍・
冷蔵，動力，機械，コン
ピュータ，通信，音響等々

中小型
発電所

電力流通システムの中での開発成果の位置づけ
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（２）プロジェクトの実施体制
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東芝エネルギーシステムズ（株）

直接助成を受ける事業者： 1法人，4社（名簿順）

NEDO

（一財）電力中央研究所

三菱電機（株）

富士電機（株）

住友精化（株）

担当：中小型発電機用絶縁材料の開発

実施体制（実施者）
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共同研究先（名簿順） ４大学 １研究機関

早稲田大学
九州工業大学
東京工科大学
静岡理工科大学（2020年度～）
産業技術総合研究所

（合）Hide Technology

委託先（名簿順） １社

・中小型発電機用絶縁材料の開発

実施体制（共同研究・委託先）
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（３）プロジェクトの実施概要
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目標：①部材開発（基礎開発）

②実証試験

○電線としての目標（2017～2019年度）

・耐サージ性 ： 一般電線の１万倍以上
・耐熱性 ： 240℃以上
・耐電圧 ： 100kV/mm以上

○発電機（試作）としての目標（2020～2021年度）

・消費電力損失 ： ７％削減

中小型発電機用絶縁材料
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開発した電線は長寿命であるため、使用電圧でその寿命を実測する事は困難。
加速試験により寿命を推定した。また、測定方法を変えることで評価の正確さを高めた。

◆電圧加速方法

・高電圧での結果から、
実機のサージ電圧
（約1.4kV）での寿命を推測。
（試作エナメル線を使用）

一般電線の1万倍の耐サージ性に目途

● 従来技術①

● 従来技術②

● 開発品

V-t特性（10ｋHz）

○耐サージ性①
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空間電圧（印加電圧－PDEV）と寿命の関係

◆皮膜厚から寿命予想

・（印加電圧－PDEV）によって正規化

16.3 45.6 143.7 306.3
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１種皮膜厚

31
必要最薄皮膜厚：31μm

◆皮膜厚から加速課電寿命

・絶縁被膜の薄い電線の寿命から、
1種電線（膜厚38μm、実証発電機用の
電線の膜厚と同じ）の寿命を推定。

・平均膜厚ではなく
最薄膜厚と寿命との相関を明確化。

・評価対象の1種電線より薄い
31μmの膜厚で1万倍の寿命に到達。

↓

１種皮膜厚（38μm）では、
（余力を持って）目標達成 空間電圧（印加電圧－PDEV）及び膜厚と

寿命の関係

○耐サージ性②
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20000時間

試験方法：JIS C 3216-6：2011 附属書JA.5 準拠
試験温度：310, 330, 340, 360, 380℃

○耐熱性
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サンプル 外観
膜厚

m （ｋV） (kV/mm)
従来技術①

（市販品）
○ 37.5 16.6 221 

従来技術②
(市販耐サージ品)

○ 38.0 11.6 153

開発品 ○ 37.0 11.5 156

・絶縁破壊電圧は150kV/mm

開発品

○耐電圧
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一般電線 試作品① 試作品②

＊基本技術を開発済
＊試作の電線でサンプル評価が可能

○試作電線
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（４）まとめ
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★プロジェクトの概要や実施体制を紹介しました。

★研究開発の概要を紹介しました。

★最終目標の達成に向け、多数の参加機関様と連携して
研究開発を進めています。

＜中小型発電機用絶縁材料の開発＞

ナノコンポジット技術を用いた
中小型発電機向けエナメル線の開発

まとめ①
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◆最終目標の達成まで

2017-19年度 2020年度 2021年（最終）

エナメル線としての

目標の達成

（基礎技術開発完了）

① 従来エナメル線の

１万倍の寿命

② 耐熱温度

240℃以上

③ 絶縁破壊電圧
100kV/mm以上

使用エナメル線での
導体抵抗７％削減

（実証試験）
実証発電機による
・消費電力損失7％削減
・使用電線寿命1万倍以上

まとめ②
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＊技術革新プログラム
技術開発の実施とその成果の着実な普及によって
省エネルギーを実現するもの

＊省エネ効果の高い、我が国発の
革新的機能性絶縁材料の世界的な普及へ

＊研究開発中の材料が従来と異なるスペック
→普及を遅らせる要因となり得る？

まとめ③
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本研究は、
NEDO 戦略的省エネルギー技術革新プログラム
（電力機器用革新的機能性絶縁材料の技術開発）
（JPNP12004）からの支援を受けて実施しました。
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発表内容

はじめに01

02

03

04

電力機器用ナノコンポジット絶縁材料の開発

標準化（国際規格）

おわりに

01 02 03 04
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は じ め に
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環境調和と省エネルギー

高電圧･大容量化
縮小･小型化，高効率化

電力機器（変圧器，開閉装置)
電力ケーブル

電気エネルギーを供給

電気エネルギーで駆動
回転機･電動機

電気絶縁材料が担う役割
は非常に大きい

電気絶縁材料の
高性能化（電気絶縁性能の向上）が必要となっている

電力供給を支える絶縁材料

01 はじめに 02 03 04
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機能的（性能的に）に優れた材料である

非常にシンプルな材料である

ポリマー（高分子材料）に、
ナノサイズの無機粒子（ナノフィラー）を分散した材料 エポキシ樹脂

ナノコンポジット

ナノフィラー
（クレイ）

ポリマー
（エポキシ樹脂）20nm

新しい工業材料として期待されている

様々な機能（性能）の向上が報告されている
弾性率
熱膨張性

引張り強さ
耐熱安定性

難燃性
耐磨耗性熱変形温度

曲げ強さ 透明性
電気絶縁性 など

1）比較的少量のナノフィラー分散で、ポリマーの性能・機能を向上できる
2）市販のナノフィラーを分散することで、ポリマーをナノコンポジット化できる
3）ナノフィラー分散には、既存の混合装置、あるいは比較的簡単な装置が利用できる

ポリマー系ナノコンポジットの特徴は︖

ポリマーナノコンポジットとは︖

ガスバリア性
靭性

01 はじめに 02 03 04
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「NanoDielecrics」論文
2001年 ナノ材料における初期の見解を示した論文を発表
M. F. Frechette, M. Trudeau, H. D. Alamdari and S. Boily:
“Introductory Remarks on NanoDielectrics”, Annual Rept. IEEE CEIDP, pp.92-99 (2001)

T. John Lewis 論文
1994年 ナノコンポジット絶縁材料の起源となる論文を発表
T. J. Lewis: “Nanometric Dielectrics”, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., Vol.5, pp.812-825 (1994) 

T. Imai, Y. Hirano, H. Hirai, S. Kojima and T. Shimizu:
“Preparation and Properties of Epoxy-Organically Modified Layered Silicate Nanocomposites”, IEEE ISEI, pp.379-383 (2002)
J. K. Nelson, J. C. Fothergill, L. A. Dissado and W. Peasgood: 
“Toward an Understanding of Nanometric Dielectrics”, Annual Rept. IEEE CEIDP, pp295-298 (2002)

2002年 ナノコンポジット絶縁材料における実験データを発表
実験データの報告論文

ポリマーナノコンポジット絶縁材料の登場

01 はじめに 02 03 04
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ポリマーナノコンポジット絶縁材料で使用される素材

01 はじめに 02 03 04

ポリマー ナノフィラー
エポキシ樹脂（EP）
ポリエチレン（PE）
架橋ポリエチレン（XLPE）
ポリプロピレン（PP）
エチレンビニルアセテート（EVA）
ポリアミド（PA）
ポリイミド（PI）
ポリアミドイミド（PAI）
シリコーン樹脂（SR）
ポリエステル
ポリエステルイミド

など

クレイ
シリカ（SiO2）
チタニア（TiO2）
アルミナ（Al2O3, AlOOH）
マグネシア（MgO）
酸化亜鉛（ZnO）
シリコンカーバイト（SiC）
ジルコニア（ZrO2）
チタン酸バリウム（BaTiO3）
シルセスキオキサン（POSS）

など
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電気絶縁性能 ナノコンポジット化の効果 備 考
耐部分放電性 向上する ナノスケールでのベースポリマーの領域分割

耐トリーイング性 向上する（延長される） 特に、低電界下において向上

空間電荷挙動 減少する 電荷注入における閾値の向上

耐トラッキング性 向上する 耐部分放電性と同様

絶縁破壊強さ 向上（高くなる）／変化なし 界面におけるカップリング剤と不純物の影響

誘電率 高くなる／低くなる 特定の条件においては、ベースポリマーよりも低くなる

誘電正接（tan） 条件により異なる 界面構造に依存

直流伝導度 高くなる／低くなる イオントラップと不純物が影響

ナノフィラー分散の効果

ポリマーナノコンポジット絶縁材料における特性の向上

01 はじめに 02 03 04
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電力機器用ナノコンポジット絶縁材料の開発

「電力機器用ナノコンポジット絶縁材料と標準化」 今井隆浩（東芝インフラシステムズ）
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直流高電圧押出ケーブル用
絶縁材料

全固体変電所用
絶縁材料

屋外用（ポリマーがいし用）
絶縁材料

発電機・大型回転電機用
絶縁材料

スイッチギヤ用
絶縁材料（注型樹脂）

低圧モーター用
絶縁材料

電子機器部品用
絶縁材料

パワーエレクトロクニス用
絶縁材料ナノコンポジット絶縁材料

01 02 電力機器用ナノコンポジット 03 04
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ポリマーナノコンポジット絶縁材料の適用検討例
直流高電圧押出ケーブル用絶縁材料

高温での直流破壊強度が低い
破壊強度の絶縁厚さ依存性が大きい
極性反転、Imp重畳時の破壊強度低下が大

有極性無機ナノフィラー分散によりポリエチレンの性能を改善

直流送電ケーブルでの課題
空間電荷
が影響

直流送電ケーブルでの課題

ナノコンポジットケーブルの実用化
±250 kV 600 mm2 直流-ポリエチレン（XLPE）
ケーブルが、北本直流連系線（約45 km）にて
実用化され、2012年12月10日より運用を開始

パワーエレクトロニクス用絶縁材料

高熱伝導性
マイクロアルミナ
フィラーの効果

絶縁性能
ナノアルミナ
フィラーの効果

２つの機能
が必要

プリント基板において必要な特性

マイクロアルミナフィラーとナノアルミナフィラーの共分散により、
高熱伝導性と高い絶縁性能を両立

ナノ・マイクロコンポジットにより２つの機能を両立

屋外用（ポリマーがいし用）絶縁材料

屋外での環境条件

耐トラッキング性の向上

雨，結露，紫外線，汚損（塩分、化学的ミストなど）に
曝露された状態で、ポリマーがいしに電気ストレスが加わる

トラッキング（アーク放電)が発生し、
ポリマーがいし材料が劣化する

ナノフィラー（シリカ）分
散によりシリコーン樹脂の
耐トラッキング性が向上 耐トラッキング性の評価方法

ナノシリカフィラー
分散
シリコーン樹脂

試料
取り付け台

アーク

高電圧

電極

電極

食塩水

電子機器部品用絶縁材料
電子機器部品での課題
電子機器部品の高密度
実装化によるエレクトロ
ケミカルマイグレーションの
発生

耐マイグレーション性の向上
エポキシ樹脂にシリカナノフィラーを分散することで、
エレクトロケミカルマイグレーションに対する耐性が向上

＋－

カソード アノード

発電機

発電機のステーター用絶縁材料
ステーターの絶縁構成

モデルコイルを用いた絶縁性能評価試験において、
ナノフィラー（シリカ）分散により、
絶縁破壊に至るまでの時間が長くなる

マイカ絶縁コイルの長寿命化

ステーターコイルの構造
（マイカ絶縁）

マイカ
ガラス
クロス

エポキシ
樹脂

全固体変電所用絶縁材料

固体絶縁方式の課題

熱伝導性に優れた絶縁材料の開発
窒化アルミナノ複合構造フィラーの充填により
高熱伝導性と高い絶縁性能を両立

SF6ガス・油絶縁方式
変圧器（従来型）

固体絶縁方式変圧器
（環境調和型）

固体絶縁材料SF6ガス・絶縁油ﾗｼﾞｴｰﾀSF6ガス絶縁や
油絶縁と異なり、
絶縁体を冷媒
として循環させる
ことができない

01 02 電力機器用ナノコンポジット 03 04
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スイッチギヤ用絶縁材料（エポキシ注型樹脂）

「電力機器用ナノコンポジット絶縁材料と標準化」 今井隆浩（東芝インフラシステムズ）



「電力機器用ナノコンポジット絶縁材料と標準化」 今井隆浩（東芝インフラシステムズ） 13

六フッ化硫黄（SF6）ガスを使用50万V 154,000V 6万,000V 2万2,000V
6,600V 

100V
ｽｲｯﾁｷﾞﾔ

変圧器
ｽｲｯﾁｷﾞﾔ

変圧器
ｽｲｯﾁｷﾞﾔ

変圧器

発電所
（原子力，火力，水力）

2.2万～7.7万V6.6万／7.7万V超過
SF6ガス絶縁方式
6.6千V～超高圧の
幅広い電圧で使用

 絶縁性能（大気圧で、空気の約2.5倍の絶縁破壊強度）
 消弧性能（電流を遮断する際に発生する高温のアークを消す能力が、大気圧で空気の約100倍）

六フッ化硫黄（SF6）ガスの優れた特徴

中間変電所
配電用変電所一次変電所超高圧変電所 需要家

送変電機器︓発電所から需要家までの電力輸送を支える重要な社会インフラ 国内市場
約２兆円／年

送変電機器における絶縁技術

01 02-1 スイッチギヤ用ナノコンポジット 03 04
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 高い温室効果（二酸化炭素の23,900倍）
 1997年12月の地球温暖化防止京都会議（COP3）で排出削減目標の対象ガスに指定
 2005年2月に京都議定書が発効

六フッ化硫黄（SF6）ガスの問題点

地球環境への大きなリスク

その他のメーカー 一般産業 輸出
製造から廃棄に至るまで
厳密にSF6ガスを管理

ガス絶縁
スイッチギヤ
製造メーカー

一方、 SF6ガスの使用量自体を削減する積極的な取り組みも必要

今後も電力流通設備の中心であると考えられる

電力会社ガス製造
メーカー

フッ化硫黄（SF6）ガスの温室効果

01 02-1 スイッチギヤ用ナノコンポジット 03 04
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SF6ガス絶縁方式から固体絶縁方式へ 固体絶縁方式の利点

環境調和へのアプローチ

固体絶縁によるスイッチギヤの脱SF6ガス化

密閉タンク内で使用し、
厳密に管理

SF6ガスを
固体絶縁材料で代替

高電圧部
（導体）

開閉スイッチ
（真空バルブ）

金属箱

固体絶縁材料
（ﾅﾉｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ）

SF6ガス

SF6ガス絶縁方式 固体絶縁方式

絶縁方式 SF6ガス 圧縮空気 固体
絶縁距離 ○ △ ◎
部品点数 △ △ ◎
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ性 △ △ ◎
安全性 ○ △ ◎
価 格 ○ ○ ○

脱SF6ガス，小型・軽量化

環境調和性の比較（ライフサイクルアセスメント︓LCA）

SF6ガス5kg（1面分）はCO2120tと同等の温室効果
*1: リーク量0.2wt%/年で温暖化係数23,900の場合
*2: 定格電流の30%で運転した場合の通電損失

CO
2排
出
総
量

(t
on
/面
・2
0年
)

固体（従来材料）SF6ガス
材料
製造
運用*2
廃棄

SF6ガスリーク*1

4.6

12.1

62%削減
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クレイは、(Ca, Na, H) (Al, Mg, Fe, Zn)2 (Si, Al)4 O10 (OH)2 - xH2O
の化学式を持つ層状ケイ酸塩鉱物

金属陽イオン（Na+）＋ n H2O

四面体シート
八面体シート
四面体シート

単位層（ｱﾙﾐﾉｹｲ酸塩層）

金属陽イオン（Na+） ＋ n H2O

底面間距離

100nm
1n
m

: 酸素

: アルミニウム, 鉄, マグネシウム
: ケイ素（一部、アルミニウム）, 

: 水酸基OH
金属陽イオン（Na+）を
アンモニウムイオンなどで、
置換することができる

樹脂に対する親和性の付与

ナノフィラー（クレイ）の構造

01 02-1 スイッチギヤ用ナノコンポジット 03 04
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相溶化法スラリー法 有機化処理法

相溶化法は、ｽﾗﾘｰ法と有機化処理法の組み合わせ（合せ技）

有機化処理法スラリー法 相溶化法

ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝによる有機化処理
（樹脂への親和性の付与）

ナノフィラー（クレイ）

（高せん断混合による分散）
エポキシ樹脂へ分散

（溶剤による層間拡大効果）
極性溶剤による膨潤処理

エポキシ樹脂ナノコンポジット

エポキシ
樹脂

ナノフィラー（クレイ）のエポキシ樹脂への分散

Na+

Na+

01 02-1 スイッチギヤ用ナノコンポジット 03 04
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室温下において、針電極に10kV-1kHzの
電圧を印加し、絶縁破壊するまでの時間を測定
（耐トリーイング性の評価）

ナノフィラー分散による電気絶縁性能の向上

針電極

平板電極

接地
（アース）

10kV-1kHzの一定電圧を印加

高電圧

ｷﾞｬｯﾌﾟ
（3mm）

試料

絶縁破壊時間の測定方法 電気トリー進展による絶縁破壊時間の比較

ベースエポキシ樹脂
（ナノフィラーなし）

針電極

平
板
電
極
（
接
地
）

電圧を印加してから
の時間 [分:秒]

ナノコンポジット
ナノフィラー
5 wt%分散

針電極

平
板
電
極
（
接
地
）

電圧を印加してから
の時間 [分:秒]

電気トリー

電気トリー
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絶縁材料と金属導体における熱膨張率の比較

固体絶縁スイッチギヤ
の断面図

運転時の熱など

金属導体と絶縁材料の
熱膨張率が異なると・・・

金属導体/絶縁材料の界面
における剥離の可能性

金属導体
絶縁材料

絶縁材料
金属導体

絶縁材料

絶縁材料

試料名 ベース
エポキシ樹脂

ナノコンポジット
ナノフィラー
5 wt%

従来絶縁材料
マイクロフィラー
65 wt%

金属導体
(アルミニウム)

熱膨張率（1）
[ppm/K]

68 61 24 24
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実用部材としてのナノ・マイクロコンポジットの開発

ナノコンポジット 従来材料
（マイクロコンポジット）

共分散

マイクロフィラー

ナノフィラー

エポキシ樹脂

ナノ・マイクロ
コンポジット

絶縁性能の向上 低熱膨張率化

ナノフィラー
数 wt%

マイクロフィラーﾌｨﾗｰ
約65 wt%

マイクロ
フィラー

ナノフィラー

100nm

マイクロ
フィラー

10m

拡大写真
（TEM写真）

SEM写真

ナノ・マイクロコンポジットの電子顕微鏡写真
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ナノ・マイクロコンポジットの電気絶縁性能と熱膨張率

絶縁破壊するまでの時間（平均値）[分]
針電極により1kHz・10kVを印加
（耐トリーイング性の評価）

絶縁破壊時間および熱膨張率の比較

針電極

平板
電極

接地（アース）

高電圧
絶縁材料

絶縁破壊時間が延伸するメカニズム

エポキシ樹脂 ナノコンポジット ナノ・マイクロコンポジット

エポキシ
樹脂

電気トリー

エポキシ
樹脂

電気トリー ナノフィラー

エポキシ
樹脂

針電極 針電極 マイクロフィラー
ナノフィラー

電気トリー

針電極

エポキシ樹脂

熱膨張率（1） [ppm/K]
20 40 60 800

ｱﾙﾐﾆｳﾑの
熱膨張率

110102103104105

ナノコンポジット
ナノ・マイクロ
コンポジット

約800倍
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製造プロセスへの適用検討

注入

離型 硬化

固体
(硬化後)

液体
(硬化前)

ゲル化
圧力

加圧により硬化収縮を補償

樹脂を金型の
下から注入

加圧ゲル化法

ナノ・マイクロコンポジットの物性（樹脂粘度，反応速度 など）を測定

解析モデル
（接続導体） 注入過程

樹脂の注入速度・硬化温度（金型温度）を決定

硬化過程注
入
済
み
未
注
入

1.0

0.0

硬化度

0.5

シミュレーションによる検討

真空バルブ
絶縁パーツ

接続導体絶縁パーツ

可動機構絶縁パーツ
モデル

組み立てモデル

（表面接地）

5cm

真空バルブ絶縁パーツ

接続導体絶縁パーツ

可動機構絶縁パーツ

実機製造プロセス（加圧ゲル化法）によるモデルの作製に成功（製品には未適用）
加圧ゲル化装置

モデルを用いた製造検証モデル試作による製造検証

01 02-1 スイッチギヤ用ナノコンポジット 03 04



「電力機器用ナノコンポジット絶縁材料と標準化」 今井隆浩（東芝インフラシステムズ） 2323

低圧モーター用絶縁材料（エナメル線の絶縁皮膜）
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インバータサージの問題が深刻化

インバータによるモータの可変速駆動
 高効率（省エネルギー）
 保守の容易性
 高度な制御性

近年、急速に普及利点

AC440Vrms DC620V

インバータサージ

モータ
Ｌ

インバータサージの発生原因

商用
電源

イン
バータ Ｃ

電力素子のスイッチングによる
電圧変化が機器間配線のインダクタンスＬと浮遊静電容量Ｃで共振

インバータ出力電圧の約2倍
スイッチング速度や
配線条件に依存

インバータ駆動モーター（産業用低圧モーター）における課題
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部分放電

銅線
絶縁皮膜が損傷

インバータ駆動モータ
の固定子コイル

インバータサージの影響
低電圧絶縁部（200V，400Vなど）に、1,000Vを超過する過大なサージ電圧が侵入

エナメル線間の部分放電により絶縁被膜が損傷

部分放電によるエナメル線皮膜の劣化
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耐部分放電性エナメル線

ナノフィラー分散
耐部分放電性皮膜

10m

導
体

500nm

エナメル線絶縁皮膜の電子顕微鏡写真（SEM）

保護被膜（ポリアミドイミド︓AI）
内層のエナメル樹脂（ポリエステルイミド）中に、ナノフィラーを均一分散

銅線

エナメル樹脂
（ポリエステルイミド︓EI）

白い部分
がクレイ

保
護
皮
膜

絶縁皮膜へのナノフィラー分散

ナノフィラー（クレイ）

アンモニウムイオン
100nm

1n
m

アルミノケイ酸塩層
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JIS C 3003:1999（現 JIS C 3216:2011）
に準拠し、
ツイストペア試験片に2kV-10Hzの電圧を素線間に印加

絶縁破壊するまでの時間を測定

ツイストペア試験片

素線
素線

耐部分放電性の評価

可とう性の評価
JIS C 3003:1999（現 JIS C 3216:2011）
に準拠し、
長さ方向に１0％伸長後、 自己径に100ターン巻き付け

自己径巻き付け試験片

素線
100ターン

発生したき裂の個数を測定

エナメル線の評価方法
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10 20 30 40 50 60
1

10

102

103

104

105
絶
縁
破
壊
時
間
（
平
均
値
）
[分
]

0
皮膜の厚さ（EI＋AI）[μm]

従来エナメル線

耐部分放電性エナメル線

皮膜構成
エナメル樹脂
印加電圧

︓二層皮膜
︓ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｲﾐﾄﾞ(EI)＋ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞｲﾐﾄﾞ(AI)
︓2kVrms-60Hz（150℃）

エナメル線の絶縁破壊時間（高温条件）

01 02-2 エナメル線用ナノコンポジット 03 04
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104

105
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エナメル線
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エナメル線

絶
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時
間
（
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均
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）
[分
]

150℃
（2kVrms -60Hz）

30℃，90%RH
（2kVpeak-10kHz）

従来
エナメル線

耐部分放電性
エナメル線

皮膜構成
エナメル樹脂
皮膜の厚さ

︓二層皮膜
︓ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｲﾐﾄﾞ(EI)＋ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞｲﾐﾄﾞ(AI)
︓従来エナメル線（EI+AI＝35μm）
︓耐熱部分放電性エナメル線（EI+AI＝34μm）

エナメル線の絶縁破壊時間（高湿度条件）

01 02-2 エナメル線用ナノコンポジット 03 04
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試料
き裂個数（自己径巻き付け）
伸長なし 10％伸長

[100ターン当り] [100ターン当り]

従来エナメル線
（二層皮膜の膜厚︓EI+AI＝35 μm）

0 0

耐部分放電性エナメル線
（二層皮膜の膜厚︓EI＋AI=34 μm）

0 0

耐部分放電性エナメル線も、従来エナメル線と同様に優れた、可とう性を示す

エナメル線の可とう性

01 02-2 エナメル線用ナノコンポジット 03 04
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従来のエナメル線 耐部分放電性エナメル線

ナノフィラー分散によるエナメル線の耐部分放電性向上

ナノフィラー（クレイ）
ナノフィラーによる侵食の抑制保護皮膜エナメル樹脂

部分放電 部分放電

 ナノフィラー分散によりエナメル線の耐部分放電性（耐インバータサージ性）が向上
 耐部分放電性エナメル線は、従来エナメル線の16倍以上の
絶縁破壊時間（印加電圧︓2kVrms-60Hz（150℃））を示す

耐部分放電性発現のメカニズム

01 02-2 エナメル線用ナノコンポジット 03 04
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標準化（国際規格）

「電力機器用ナノコンポジット絶縁材料と標準化」 今井隆浩（東芝インフラシステムズ）
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絶縁材料の特性評価に関する国際規格
TEAM Stresses Properties Standard Title

Thermal stress

Glass transition 
temperature

ISO 3146:2000 Plastics ‐ Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi‐
crystalline polymers by capillary tube and polarizing‐microscope methods

ASTM D3418 ‐ 15 Standard test method for transition temperatures and enthalpies of fusion and crystallization of 
polymers by differential scanning calorimetry

Coefficient of
thermal expansion ASTM D696 ‐ 16 Standard test method for coefficient of linear thermal expansion of plastics between ‐30°C and 30°C

with a vitreous silica dilatometer

Electrical stress

Insulation breakdown 
strength

ASTM D149 ‐ 20 Standard test method for dielectric breakdown voltage and dielectric strength of
solid electrical insulating materials at commercial power frequencies

IEC 60243‐1:2013
IEC 60243‐2:2013
IEC 60243‐3:2013

Electric strength of insulating materials ‐ Test methods ‐ Part 1, 2 and 3

Permittivity
ASTM D150 ‐ 18 Standard test methods for AC loss characteristics and permittivity (dielectric constant) of

solid electrical insulation

IEC 62631‐2‐1:2018 Dielectric and resistive properties of solid insulating materials ‐ Part 2‐1: Relative permittivity and 
dissipation factor‐ Technical frequencies (0,1 Hz ‐ 10 MHz) ‐ AC methods

Resistivity

ASTM D257 ‐ 14 Standard test methods for DC resistance or conductance of insulating materials
IEC 62631‐3‐1:2016
IEC 62631‐3‐2:2015
IEC 62631‐3‐3:2015
IEC 62631‐3‐4:2019

Dielectric and resistive properties of solid insulating materials
‐ Part 3‐1, 3‐2, 3‐3 and 3‐4: Determination of resistive properties (DC methods)

Ambient stress Water absorption ISO 62:2008 Plastics ‐ Determination of water absorption

Mechanical stress

Flexural strength ISO 178:2019 Plastics ‐ Determination of flexural properties

Tensile strength
ISO 527‐1:2019
ISO 527‐2:2012 Plastics ‐ Determination of tensile properties ‐ Part 1 and 2

ASTM D638‐14 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics

ISO: International Organization for Standardization),  ASTM: American Society for Testing and Materials), IEC: International Electrotechnical Commission) 

01 02 03 標準化（国際規格） 04
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電力機器の国際規格

IEC 60034-18-41:2014（低圧乱巻き インバーター駆動）

IEC 62271-1:2017

Rotating electrical machines 
- Part 18-41: Partial discharge free electrical insulation systems (Type I)
used in rotating electrical machines fed from voltage converters – Qualification and quality control tests

Rotating electrical machines
- Part 18-42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical  
machines fed from voltage converters - Qualification tests

スイッチギヤの仕様に関する規格

回転電機（モーター）の絶縁に関する規格

High-voltage switchgear and controlgear
- Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear

IEC 60034-18-42:2017（高圧型巻き インバーター駆動）

01 02 03 標準化（国際規格） 04

(IEC: International Electrotechnical Commission) 



「電力機器用ナノコンポジット絶縁材料と標準化」 今井隆浩（東芝インフラシステムズ） 3535

お わ り に
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ナノコンポジット絶縁材料の力で、
解決に貢献したい

経済
（Economy）

相互に
影響

相互に
影響

相互に
影響 21世紀

における課題
（3Eのトリレンマ）

エネルギー
（Energy）

環境
Environ-
ment

ナノコンポジット絶縁材料が築く電力・社会インフラ分野の近未来予想図

ポリマーナノコンポジットﾄ絶縁材料の将来展望

01 02 03 04 おわりに
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SDGsへの貢献

01 02 03 04 おわりに
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“There’s plenty of room at the bottom.”

Richard P. Feynman
1965年 ノーベル物理学賞受賞

1959年にカリフォルニア工科大学にて開催された アメリカ物理学会年会での 「ナノテクノロジーの起源」 とされる講演の題目

ポリマーナノコンポジット絶縁材料には・・・

There’s plenty of room for
polymer nanocomposite insulating materials !

01 02 03 04 おわりに

60年以上の歳月が流れているが・・・



「電力機器用ナノコンポジット絶縁材料と標準化」 今井隆浩（東芝インフラシステムズ） 39

おわり

ご清聴 ありがとうございました

01 02 03 04



ナノテクノロジー国際標準化の動き
について

（2020年活動報告）

山下 雄一郎

ナノテクノロジー標準化国内審議委員会幹事

ISO/TC229 JWG2 セクレタリ
産業技術総合研究所計量標準総合センター

物質計測標準研究部門 材料構造・物性研究グループ

主任研究員

2020.12.11 オンライン

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



ISO/TC229の概要
• 国際議長: UK
• セクレタリ: UK
• Pメンバー国 (37、+1)

– Australia (SA)   Austria (ASI)   Belgium (NBN)   Brazil (ABNT) ,  
Canada (SCC)   China (SAC)   Colombia (ICONTEC)   Czech Republic 
(UNMZ)   Denmark (DS)   Finland (SFS)   France (AFNOR)   Germany 
(DIN), India (BIS)   Indonesia (BSN)   Iran, Islamic Republic of (ISIRI), 
Ireland (NSAI), Israel(SII), Italy (UNI), Japan (JISC), Korea, Republic 
of (KATS), Malaysia (DSM), Mexico (DGN), Netherlands (NEN), 
Norway (SN),  Philippines (BPS), Poland (PKN), Portugal (IPQ), 
Russian Federation (GOST R), Saudi Arabia (SASO), Singapore (SSC), 
Slovenia(SIST), South Africa (SABS),  Spain (UNE), Sweden (SIS)   
Switzerland (SNV), United Kingdom (BSI), United States (ANSI)

• 発行済規格類 (81, +7)
• 開発中の規格類 (35*) （＊Revisionを含む、PWI含まず）

2020.11.26時点

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



2020年度 ISO/TC229 Simon Holland賞

• 田中充氏（ファインバブル産業会）が受賞者
の一人として選出。

※事務局よりJISC候補者としてCommittee Manager
に推薦

※2020/7/16開催のCAGにて、出席者メンバーによ
る投票の結果、選出された。

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



JWG2国内・国際体制の変更

• 国内体制
–国内委員長：一村信吾（継続）
–国内幹事：山下雄一郎（前任者：竹歳尚之）
※2020/10/22国内審議委員会本委員会にて承認

• 国際体制
– JWG2コンビーナ：竹歳尚之（前任者：藤本俊幸）
– JWG2セクレタリ：山下雄一郎（前任者：竹歳尚之）
※2020/11/13 ISO/TC229総会決議事項

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



審議体制

CAG 議長/セクレタリ、WGコンビーナ/WGセクレタリ、オーストリア、フランス、オランダ、ドイツ、カナダ、
オーストラリア、日本、イラン、南アフリカ

主査: 岐阜大 岩橋均

議長国: 日本（竹歳尚之）
幹事: 日本（山下雄一郎）

2020.11時点

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下
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ISO/TC229 専門委員会の体制

議長国: カナダ

議長国: アメリカ

議長国: 中国（2008年設立）

議長国: 韓国（2016年11月設立）

JWG1 用語と命名法

JWG2 計測と特性評価

WG3 健康・環境・安全

WG4 材料規格

WG5 製品と応用

主査: SII 古田一吉

主査: JMAC 中江裕樹

主査: 産総研 蛯名武雄

議長: D. Kolztov(英国) 2016.2～
幹事国:英国

委員長: 一村信吾 2015.10～
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国
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会

分科会1 用語・製品・応用合同分科会

分科会2 計量・計測合同分科会

分科会3 環境・安全分科会

分科会4材料規格分科会

国内委員会の体制



2020年の会議開催状況

• 2020年 5月18‐22日
– ISO/TC229/JWG1, JWG2, WG3, WG4, WG5 
– 会合は上記期間±1週間内も可
– （バーチャル）

• 2020年11月2‐13日
– ISO/TC229 総会およびJWG1, JWG2, WG3, WG4, WG5
– （バーチャル）

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



日本主導規格の動向 （IS）
Number Title Progress

ISO/AWI 
21362

Nanotechnologies ‐‐ Analysis of nano‐objects using 
asymmetrical‐flow and centrifugal field‐flow 
fractionation
(流動場による分級法)

IS化決定
※コロナの影響にて、時間
を停止中

ISO 17200 Nanotechnology ‐‐ Nanoparticles in powder form ‐‐
Characteristics and measurements
(粉体ナノ粒子の特性評価)

2020/9 出版

ISO/DIS 19749 Nanotechnologies ‐‐Measurements of particle size 
and shape distributions by scanning electron 
microscopy
（SEMによる粒径分布測定法）

出版プロセス

ISO 21363 Nanotechnologies ‐‐Measurements of particle size 
and shape distributions by transmission electron 
microscopy
（TEMによる粒径分布の測定法）

2020/6 出版

ISO/CD TS 
19337 

Characteristics of working suspensions of nano‐objects 
for in vitro assays to evaluate inherent nano‐object 
toxicity
(インビトロ試験のためのナノ材料作業懸濁液)

IS化決定

2020.12.3時点

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



日本主導規格の動向（TS）
Number Title Progress

ISO/PRF TS 
21346 

Nanotechnologies – Characterization of 
individualized cellulose nanofibril samples
(セルロース原繊維の特性評価)

出版プロセス

ISO/CD TS 
23034 

Method to estimate cellular uptake of carbon 
nanomaterials using optical absorption
(光吸収によるCNTの細胞取り込み評価)

コメント解決
出版プロセス

ISO/CD TS 
21236‐2

Nanotechnologies—Clay nanomaterials—Part 2: 
Specification of clay nanomaterials used for gas 
barrier films
(ガスバリア膜用クレイナノマテリアル）

出版プロセス

ISO/AWI TS 
23366

Nanotechnologies ‐ Performance evaluation 
requirements for quantifying biomolecules using 
fluorescent nanoparticles in immunohistochemistry
(蛍光ナノ粒子を用いた生体分子の評価)

NP投票済

ISO/AWI TS 
23878

Nanotechnologies ‐‐ Positron annihilation lifetime 
measurement for nanopore evaluation in materials
（ナノ空孔評価のための陽電子寿命測定法）

NP投票済

2020.12.3時点

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



日本主導規格の動向（メンテナンス）

Number Title Progress

ISO/TS 16195 Nanotechnologies ‐‐ Specification for developing 
representative test materials consisting of nano‐
objects in dry powder form
(粉末ナノ物体からなるテストマテリアルの仕様)

2018/12 出版

ISO/TS 10867 Nanotechnologies ‐‐ Characterization of single‐wall 
carbon nanotubes using near infrared 
photoluminescence spectroscopy
（近赤外発光分光法によるSWCNTの特性評価）

2019/12出版

ISO/TS 11251  Nanotechnologies ‐‐ Characterization of volatile 
components in single‐wall carbon nanotube samples 
using evolved gas analysis/gas chromatograph‐mass 
spectrometry
(SWCNT試料中の揮発成分の評価法）

2019/9 出版

ISO/TS 10868 Characterization of single‐wall carbon nanotubes 
using ultraviolet‐visible‐near infrared (UV‐Vis‐NIR) 
absorption spectroscopy
（紫外‐可視‐近赤外吸収分光法によるSWCNTの特
性評価）

2020/9 SRの結果、修正なし
での継続

2020.12.3時点

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



日本主導規格の動向（PWI, TR）

Number Title Progress

PWI 22298  Nanotechnologies — Silica nanomaterials —
Specifications of characteristics and measurement 
methods for nanostructured porous silica samples
(規則性ナノポーラスシリカの特性評価)

PWI登録。
NP投票へ進むことが合意

Number Title Progress

ISO/TR 23397
(ISO‐IEC TR 
63258)

Measurement of thickness of nanoscale films by 
using ellipsometry
（エリプソメトリによるナノスケール薄膜膜厚測定）

DTR投票終了
コメント解決と
出版プロセスへ

PWI

TR

2020.12.3 時点

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



リエゾン (ISO/IEC内)

Liaison Committees to ISO/TC 229

IEC/TC 113 Nanotechnology for electrotechnical 
products and systems
ISO/REMCO Committee on reference materials
ISO/TC 6 Paper, board and pulps
ISO/TC 24/SC 34 Propulsion, powertrain and 
powertrain fluids
ISO/TC 24/SC 4 Particle characterization
ISO/TC 35 Paints and varnishes
ISO/TC 38 Textiles
ISO/TC 44 Welding and allied processes
ISO/TC 45/SC 3 Raw materials (including latex) for 
use in the rubber industry
ISO/TC 48 Laboratory equipment
ISO/TC 61 Plastics
ISO/TC 107 Metallic and other inorganic coatings
ISO/TC 142 Cleaning equipment for air and other 
gases
ISO/TC 146/SC 2 Workplace atmospheres
ISO/TC 147/SC 5 Biological methods
ISO/TC 150 Implants for surgery
ISO/TC 184/SC 4 Industrial data
ISO/TC 194 Biological and clinical evaluation of 
medical devices

ISO/TC 201 Surface chemical analysis
ISO/TC 201/SC 1 Terminology
ISO/TC 201/SC 2 General procedures
ISO/TC 201/SC 7 Electron spectroscopies
ISO/TC 201/SC 9 Scanning probe microscopy
ISO/TC 201/SC 10 X-ray Reflectometry (XRR) and X-
ray Fluorescence (XRF) Analysis
ISO/TC 202 Microbeam analysis
ISO/TC 206 Fine ceramics
ISO/TC 207 Environmental management
ISO/TC 209 Cleanrooms and associated controlled 
environments
ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product 
specifications and verification
ISO/TC 217 Cosmetics
ISO/TC 256 Pigments, dyestuffs and extenders
ISO/TC 266 Biomimetics
ISO/TC 276 Biotechnology

2020.12.2時点

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



リエゾン （ISO以外）

ANEC European Association for the Co-ordination of Consumer 
Representation in Standardization
ANF Asia Nano Forum
EC - European Commission European Commission
ECOS (Europe) European Environmental Citizens Organisation for 
Standardisation
ETUI European Trade Union Institute
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
NIA Nanotechnology Industries Association
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
VAMAS Versailles Project on Advanced Materials and Standards

2020.12.2時点

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



2021年の予定

• 2021年5月17‐21日 バーチャル

– JWG1(用語・命名法）、JWG2（計測・キャラクタリゼーショ
ン）、WG3（環境安全）、WG4（材料）、WG5（製品と応用）

• 2021年11月15‐19日 ハイブリッド（対面＋バーチャル）

– 総会＋各WG会合
※完全オンライン開催の場合：2021年11月8‐19日

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



まとめ

• 日本提案の審議は引き続き活発

• CAGへの参画
– TC229の審議への一層の貢献

• 他のTC国内審議団体との連携とTC229の活
動啓発に一層力を入れていく。
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関連リンク・お問い合わせ先

• ISO/TC229において審議され出版された規格、開発中
の規格タイトル一覧は以下のサイトのWork 
Programmeから閲覧可能。
https://www.iso.org/committee/381983.html

• 規格類の入手（JSA Webdesk） https://webdesk.jsa.or.jp/

• 国内審議団体（産総研 標準化推進センター）
https://unit.aist.go.jp/stapc/

事務局アドレス：

TC229の動向：ナノテクノロジー国際標準化の動きについて（2020年活動報告）・山下



ご清聴ありがとうございました。
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ナノテクノロジー標準化国内審議委員会事務局 

Secretariat of the Japanese Mirror Committee for ISO/TC229 
 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

イノベーション推進本部 標準化推進センター 

〒305-8560 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第１ 

つくば本部・情報技術共同研究棟 

TEL：029-862-6234     FAX：029-862-6222 
E-mail：hyoujun-nanotech-ml@aist.go.jp 

＊ 無断複写を禁じます 
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